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専攻医・専門医

画面一覧 画面説明1

画面ごとの機能説明

画面名 機能

ログイン画面 専攻医・専門医サイトへのログイン

パスワードリマインダー
個人情報入力画面

専攻医・専門医サイト：医籍登録番号と生年月日を入力

パスワードリマインダー
パスワード変更画面

専攻医・専門医サイト：パスワード変更を登録

初回ログイン画面
利用規約_プライバシー同意画面

専攻医・専門医サイト：利用規約とプライバシーポリシー同意に
チェック

初回ログイン画面
仮パスワード変更画面

専攻医・専門医サイト：仮パスワードを本パスワードへ変更を登録

マイページトップ 専攻医サイト：
・グローバルメニュー表示
・お知らせ一覧（個人・共通）表示
・ナビゲーションアイコン表示
・利用者情報表示 （サイドメニュー）
・勤務先情報表示 （サイドメニュー）
・専門医・指導医情報表示（サイドメニュー）

専門医サイト：
・グローバルメニュー表示
・お知らせ一覧（個人・共通）表示
・単位取得状況 概況表示
・利用者情報表示 （サイドメニュー）
・専門医資格の情報表示 （サイドメニュー）
・指導医資格の情報表示 （サイドメニュー）
・勤務先表示 （サイドメニュー）
・自宅表示 （サイドメニュー）

お知らせ一覧画面 専攻医・専門医サイト：専攻医・専門医宛のお知らせを表示

利用者情報ープロフィール変更画面 専攻医・専門医サイト：個人情報の変更を行う

利用者情報ーパスワード変更画面 専攻医・専門医サイト：パスワード変更を行う

申請状況ー担当指導医申請画面 専攻医サイト：申請状況ー担当指導医申請を行う

研修手帳ーWeb版研修手帳 登録修正画面 専攻医・専門医サイト：研修手帳の登録・修正をページ単位で行う
（ステータス：作成中・指導医提出・手直し中・完成）

研修手帳ーWeb版研修手帳 履歴表示画面 専攻医・専門医サイト：研修手帳の更新履歴をページ単位で表示する
・・・・・・・梅フェーズ２.5

研修手帳ーWeb版研修手帳 PDF表示画面 専攻医・専門医サイト：研修手帳のページをPDFで表示する
一括出力可能

過去版 研修手帳 アップロード画面 専攻医・専門医サイト：過去版研修手帳PDFアップロード（保管/提
出）

ブラウザバックは、誤動作を引き起こす原因となるため、禁止しています。
必ず、ボタンやリンクをクリックして画面の移動を行ってください。
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専攻医・専門医

画面一覧 画面説明1

画面ごとの機能説明

画面名 機能

お問い合わせー登録/一覧画面 専攻医サイト：お問い合わせ新規登録
スレッド一覧表示・・・梅フェーズ２.5

お問い合わせー詳細/返信画面 専攻医サイト：お問い合わせ詳細表示
メッセージ入力・・・・梅フェーズ２.5

単位登録申請
審査状況一覧画面

専門医サイト：申請の状況を確認する

単位登録申請
A.勤務実態の自己申告

専門医サイト：A.勤務実態の自己申告の申請を行う

単位登録申請
B.診療実績の証明

専門医サイト：B.診療実績の証明の申請を行う

単位登録申請
C.共通講習の受講証

専門医サイト：C.共通講習の受講証の申請を行う

単位登録申請
D.総合診療領域の講習会証

専門医サイト：D.総合診療領域の講習会証の申請を行う

単位登録申請
E.学術業績・診療以外の活動実績

専門医サイト：E.学術業績・診療以外の活動実績の申請を行う

単位登録申請
F. 多様な地域における診療実績

専門医サイト：F. 多様な地域における診療実績の申請を行う

単位取得状況
単位取得状況画面

専門医サイト：単位の取得状況を確認する

ブラウザバックは、誤動作を引き起こす原因となるため、禁止しています。
必ず、ボタンやリンクをクリックして画面の移動を行ってください。
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専攻医・専門医

ログイン ログイン・ログアウト・エラー画面2

ログイン

WEBブラウザで、つぎのURLから＜専攻医＞ログイン画面にアクセスします。

＜専攻医＞
https://www.am-terrace.com/soshin/PreSpecialist/login

奨励OSとブラウザを明記していますので、この環境でご使用ください。

ログアウト

ログイン後、専攻医画面に共通のグローバルメニューが表示されます。

①「↷」アイコンをクリックすると、
ログアウト処理が行われ、処理が終了すると、ログイン画面が表示されます。

①

・総合診療専門研修専攻医に登録済の方に限ります。
・初回ログイン時は、事務局からのメール「専攻医
登録のご案内」に記載のログインIDとパスワード
でログインしてください。

http://www.am-terrace.com/JCS_SMS/PreSpecialist/login
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専攻医・専門医

ログイン ログイン・ログアウト・エラー画面2

エラー画面

ログイン後、ログイン有効期限切れが確認された場合、またはログイン承認を経由せずに直アクセスした場合、
上記のエラー画面が表示されます。

再度、ログインをやり直してください。

ログイン後、不正な操作が確認された場合、上記のエラー画面が表示されます。

再度、ログインをやり直してください。

ログイン後、不正な操作が確認された場合、上記のエラー画面が表示されます。

再度、ログインをやり直してください。
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専攻医・専門医

パスワードリマインダー 医籍登録番号 / 生年月日 登録3

個人情報 登録

専攻医の登録済メールアドレス宛に新パスワード登録のURLを送信します。

メール本文：新パスワード登録のURL をクリックすると ↓ ↓ ↓

パスワード変更

新しいパスワードを半角8文字～20文字で登録します。

パスワード変更が完了後、ログイン画面に遷移します。
新しく登録したパスワードで、ログインしてください。

利用者リマインダー パスワード再設定URLのご案内

総合診療専門研修システム リマインダーです。

以下のURLにアクセスし、パスワード再設定画面に進んで下さい。
https://www.am-terrace.com/soshin/PreSpecialist/remind_password・・・・・

※URLの有効期間は48時間です。
早めの登録手続きをお願いいたします。

https://www.am-terrace.com/JCS_SMS/PreSpecialist/remind_password


10

専攻医・専門医

初回ログイン 利用規約同意 / 仮パスワード変更4

利用規約 同意

初回ログイン時には、まず、システム利用規約 / 個人情報保護方針 同意 画面が表示されます。

※ 同意するまでトップ画面に進むことができません。

同意後、次画面：「仮パスワード変更」画面に遷移します。 ↓ ↓ ↓

仮パスワード変更

初回ログイン時には、次に、仮パスワード変更画面が表示されます。

※ 仮パスワードを変更するまでトップ画面に進むことができません。

仮パスワード変更後、マイページトップ画面に遷移します。
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専攻医・専門医

マイページトップ グローバルメニュー・ナビゲーションアイコン5

マイページトップ（専攻医）

ログインに成功すると、マイページトップが表示されます。
トップページは、次の4つのセクションに分けることができます。

① グローバルメニュー/サブメニュー
専攻医サイトの機能部分。クリックしてページに進みます。

② サイド：専攻医情報
利用者情報（プロフィール写真） / 勤務先情報 / 専門医・指導医情報 を表示します。
利用者情報リンクをクリックすると、プロフィール変更画面に遷移します。
専門医となり専門医番号が付与されると、専門医・指導医情報欄に情報が表示されます。

③ お知らせ
管理者 / 指導医からのお知らせ、研修手帳フィードバック時の通知を表示します。
お知らせ一覧リンクをクリックするとお知らせ一覧画面に遷移します。

④ ナビゲーションアイコン
使用頻度の高いメニューをナビゲーションアイコンとして表示しています。
申請状況欄のアイコンは、担当指導医登録申請中の場合のみ表示します。
アイコンをクリックすると、各機能ページに遷移します。

①

② ③

④
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専攻医・専門医

マイページトップ グローバルメニュー5

＜専攻医＞サイト共通でグローバルメニューが表示されます。

グローバルメニュー（専攻医）

⌂・・・・・・・・・・・・・マイページトップに遷移します。

利用者情報
【プロフィール変更】・・・・プロフィール変更画面に遷移します。
【パスワード変更】・・・・・パスワード変更画面に遷移します。

申請状況
【担当指導医申請】 ・・・・・担当指導医申請画面に遷移します。

研修手帳
【Web版 研修手帳】 ・・・・・ Web版 研修手帳画面に遷移します。
【認定情報登録】 ・・・・・・認定情報登録画面に遷移します。
【過去版 研修手帳】 ・・・・・過去版 研修手帳画面に遷移します。

お問い合わせ ・・・・・・・・お問い合わせ画面に遷移します。・・・・・・・・・・梅フェーズ２.5

↷  ・・・・・・・・・・・・・ログアウト処理後、ログイン画面に遷移します。
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専攻医・専門医

マイページトップ グローバルメニュー・ナビゲーションアイコン5

マイページトップ（専門医）①

①

② ③

④
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専攻医・専門医

マイページトップ グローバルメニュー・ナビゲーションアイコン5

マイページトップ（専門医）②

ログインに成功すると、マイページトップが表示されます。
トップページは、次の4つのセクションに分けることができます。

① グローバルメニュー/サブメニュー
専門医サイトの機能部分。クリックしてページに進みます。

② サイド：専門医情報
利用者情報（プロフィール写真） / 専門医資格の情報 / 指導医資格の情報 / 勤務先 / 自宅 を表示します。
利用者情報リンクをクリックすると、プロフィール変更画面に遷移します。

③ お知らせ
管理者 / 査読委員からのお知らせ、専門医単位申請の審査についての通知を表示します。
お知らせ一覧リンクをクリックするとお知らせ一覧画面に遷移します。

④ 単位取得状況 概況
今期に取得した単位を各申請毎に表示します。
単位取得状況チャート（サマリー）では現在取得している必須単位、可算単位、自主学習をグラフで表示します。
また、シミュレーションを選択することで各免除を受けた場合のシミュレーションを行うことができます。
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専攻医・専門医

マイページトップ グローバルメニュー5

＜専門医＞サイト共通でグローバルメニューが表示されます。

グローバルメニュー（専門医）

⌂・・・・・・・・・・・・・・・・・・マイページトップに遷移します。

プロフィール
【プロフィール変更】・・・・・・・・・プロフィール変更画面に遷移します。
【パスワード変更】・・・・・・・・・・パスワード変更画面に遷移します。

単位登録申請
【審査状況一覧】 ・・・・・・・・・・・審査状況一覧画面に遷移します。
【A.勤務実態の自己申告】 ・・・・・・・A.勤務実態の自己申告画面に遷移します。
【B.診療実績の証明】 ・・・・・・・・・B.診療実績の証明画面に遷移します。
【C.共通講習の受講証】 ・・・・・・・・C.共通講習の受講証画面に遷移します。
【D.総合診療領域の講習会証】 ・・・・・D.総合診療領域の講習会証画面に遷移します。
【E.学術業績・診療以外の活動実績】 ・・E.学術業績・診療以外の活動実績画面に遷移します。
【F.多様な地域における診療実績】 ・・・F.多様な地域における診療実績画面に遷移します。

単位取得状況
【単位取得状況】 ・・・・・・・・・・・単位取得状況画面に遷移します。

研修手帳
【Web版 研修手帳】 ・・・・・・・・・ Web版 研修手帳画面に遷移します。
【過去版 研修手帳】 ・・・・・・・・・過去版 研修手帳画面に遷移します。

ログアウト ・・・・・・・・・・・・・ログアウト処理後、ログイン画面に遷移します。

総診委員会HP ・・・・・・・・・・・・総合診療専門医検討委員会のホームページに遷移します。
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専攻医・専門医

マイページトップ：お知らせ

【お知らせ一覧】リンクをクリックしてこの画面に遷移します。

ログイン専攻医宛のお知らせ一覧です。

Ａ 初期データを一覧表示するエリアです。

これまでのお知らせ件数を表示しています。

20件を超える場合、ページ切り替えをします。

① 並び順はお知らせ日時降順です。

② 項目行は、それぞれの項目の並び順（昇順 / 降順）を変更するリンクになっています。

③ 【✉】リンクをクリックすると「お知らせ内容」をモーダル表示します。

④ 【タイトル】リンクをクリックすると「研修手帳」画面に移動します。

お知らせ 一覧6

お知らせ一覧

①

②

④

③

Ａ
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専攻医・専門医

プロフィール変更 修正7

修正

グローバルメニュー：利用者情報
【プロフィール変更】リンクをクリックしてこの画面に遷移します。

専攻医のプロフィールを変更する画面です。

総合診療領域専門研修開始届の情報を表示しています。

① 研修(基幹)施設名：固定表示されています。

② プログラム名：固定表示されています。

③ 勤務先情報ー勤務先名：プログラムに紐づく施設がプルダウン表示されています。

④ プロフィール写真：登録必須です。

⑤ 入力後【登録する】ボタンをクリックして更新します。

①

②

③

④

⑤

フェーズ２
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専攻医・専門医

プロフィール変更 履歴表示7

プロフィール変更履歴を確認する画面です。（別ウィンドウ表示）

プロフィール変更画面に表示されているデータの1世代前の情報が初期表示されます。

① 【≪前の履歴を見る】ボタンをクリックすると表示画面の１世代前の画面に切り替わります。

② 【次の履歴を見る≫】ボタンは、初期表示時は非表示です。

クリックすると表示画面の１世代後の画面に切り替わります。

世代ごとのデータ比較です。

③④ 1世代前と差異のある個所は、文字色：赤で表示しています。

②①

④

③

履歴表示

⑤

⑤ 【この画面を閉じる】ボタンをクリックすると、画面をクローズします。

フェーズ２.5
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プロフィール変更 入力値説明①7

入力値説明

項目 説明 特記事項

専門領域名 固定表示：総合診療 ー

医籍登録番号（医籍登録年月日） 専攻医の医籍登録番号（医籍登録年月日）を表示。
変更はできません。

ー

氏名
【必須】

総合診療領域専門研修開始届の情報をデフォルト表示し
ています。変更可能です。
姓:30+名:30で入力します。

ー

氏名（カナ）
【必須】

総合診療領域専門研修開始届の情報をデフォルト表示し
ています。変更可能です。
セイ:30+メイ:30で入力します。

ー

研修(基幹)施設名 総合診療領域専門研修開始届の情報をデフォルト表示し
ています。変更はできません。

ー

プログラム名 総合診療領域専門研修開始届の情報をデフォルト表示し
ています。変更はできません。

ー

勤務先情報 勤務先名
【必須】

プログラムに紐づく施設がプルダウン表示されています。
変更可能です。
100文字以内で入力します。

ー

勤務先情報 所属科
【必須】

総合診療領域専門研修開始届の情報をデフォルト表示し
ています。変更可能です。
100文字以内で入力します。

ー

勤務先情報 役職
【必須】

総合診療領域専門研修開始届の情報をデフォルト表示し
ています。変更可能です。
25文字以内で入力します。

ー

勤務先情報 郵便番号
【必須】

総合診療領域専門研修開始届の情報をデフォルト表示し
ています。変更可能です。3桁-4桁で入力します。

ー

勤務先情報 都道府県
【必須】

総合診療領域専門研修開始届の情報をデフォルト表示し
ています。都道府県プルダウンから変更可能です。

ー

勤務先情報 市区町村 番地
【必須】

総合診療領域専門研修開始届の情報をデフォルト表示し
ています。変更可能です。
150文字以内で入力します。

ー

勤務先情報 ビル・マンション名部
屋番号

総合診療領域専門研修開始届の情報をデフォルト表示し
ています。変更可能です。
100文字以内で入力します。

ー

勤務先情報 電話番号
【必須】

総合診療領域専門研修開始届の情報をデフォルト表示し
ています。変更可能です。
電話番号(0000-0000-0000)形式で入力します。

ー

勤務先情報 内線 総合診療領域専門研修開始届の情報をデフォルト表示し
ています。変更可能です。
数字5桁以内で入力します。

ー

勤務先情報 メールアドレス
【必須】

総合診療領域専門研修開始届の情報をデフォルト表示し
ています。変更可能です。
メールアドレス(NNN@NNN.NNN)形式で入力します。

ー

勤務先情報 勤務先携帯電話 総合診療領域専門研修開始届の情報をデフォルト表示し
ています。変更可能です。
電話番号(0000-0000-0000)形式で入力します。

ー
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プロフィール変更 入力値説明②7

入力値説明

項目 説明 特記事項

自宅情報 郵便番号
【必須】

総合診療領域専門研修開始届の情報をデフォルト表示し
ています。変更可能です。3桁-4桁で入力します。

ー

自宅情報 都道府県
【必須】

総合診療領域専門研修開始届の情報をデフォルト表示し
ています。都道府県プルダウンから変更可能です。

ー

自宅情報 市区町村 番地
【必須】

総合診療領域専門研修開始届の情報をデフォルト表示し
ています。変更可能です。
150文字以内で入力します。

ー

自宅情報 ビル・マンション名部屋
番号

総合診療領域専門研修開始届の情報をデフォルト表示し
ています。変更可能です。
100文字以内で入力します。

ー

自宅情報 電話番号
【必須】

総合診療領域専門研修開始届の情報をデフォルト表示し
ています。変更可能です。
電話番号(0000-0000-0000)形式で入力します。

ー

自宅情報 メールアドレス
【必須】

総合診療領域専門研修開始届の情報をデフォルト表示し
ています。変更可能です。
メールアドレス(NNN@NNN.NNN)形式で入力します。

ー

プロフィール写真
【必須】

デフォルトは未登録です。
写真の削除、再アップロードが可能です。
アップロード済の写真を表示しています。
写真サイズ：幅135px × 高さ135px(容量:1MB未満)の
画像を選択してアップロードしてください。

ー

通常使用するメール
【必須】

ラジオボタン
[ 勤務先メールアドレス 自宅メールアドレス ]から
選択します。

ー
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パスワード変更 修正8

グローバルメニュー：利用者情報
【パスワード変更】リンクをクリックしてこの画面に遷移します。

現在のパスワード、新しいパスワード、新しいパスワード（再入力）を入力してパスワードを変更します。

パスワードは[半角8文字～20文字]で、重複や連続文字を含まない文字列を入力してください。

① 入力後【登録する】ボタンをクリックして更新します。

修正

①
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パスワード変更 入力値説明8

入力値説明

項目 説明 特記事項

現在のパスワード
【必須】

デフォルト未入力表示しています。
半角8文字～20文字で現在のパスワードを入力します。

ー

新しいパスワード
【必須】

デフォルト未入力表示しています。
半角8文字～20文字で変更したいパスワードを入力しま
す。

ー

新しいパスワード（再入力）
【必須】

デフォルト未入力表示しています。
新しいパスワードと同じ値を入力します。

ー
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担当指導医申請 申請①9

申請①

Ａ

B

グローバルメニュー：申請状況

【担当指導医申請】リンクをクリックしてこの画面に遷移します。

申請中データ、現在の指導医の一覧を表示しています。指導医を申請するには、検索による絞込みが可能です。

Ａ 指導医申請中のデータを表示するエリアです。

① 登録申請、解除申請の状態が表示されています。差戻しされた申請は、【再申請】または【削除】が可能です。

B 現在の指導医を一覧表示するエリアです。

② 現在の指導医を解除申請する場合は、【解除】ボタンをクリックして申請します。

申請後、このページ先頭の「申請中の指導医一覧」に表示されます。

C 検索条件を入力して申請する指導医を選択するエリアです。

③ プログラム/カリキュラム名は、総合診療領域専門研修開始届の情報で固定です。

④ 任意の項目に検索条件を入力し、【この条件で検索する】ボタンをクリックすると、検索が開始されます。

⑤ 【入力内容をクリアする】ボタンをクリックすると、入力した検索条件が消去されます。

C

②

③

④⑤

①
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担当指導医申請 申請②9

申請②

Ａ

B

Ａ 検索条件を入力するエリアです。

① 任意の項目に検索条件を入力し、

【この条件で検索する】ボタンをクリックすると、検索が開始されます。

② 【入力内容をクリアする】ボタンをクリックすると、入力した検索条件が消去されます。

B 初期データ、または検索結果を一覧表示するエリアです。

③ 並び順は医籍登録番号 昇順です。

④ 項目行は、それぞれの項目の並び順（昇順 / 降順）を変更するリンクになっています。

⑤ 一覧から、担当していただく指導医をチェック(選択)して、

⑥ 研修領域をプルダウンから選択します。選択研修を選ぶと選択研修プルダウンからの選択が必須になります。

⑦ また、担当していただく期間を選択して

⑧ 【申請する】ボタンをクリックして申請します。

申請後、このページ先頭の「申請中の指導医一覧」に表示されます。

プログラム管理委員会、統括責任者による承認後、担当指導医に研修手帳の依頼が可能となります。

④ ⑥

⑦

①②

③⑤

⑧
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Web版 研修手帳 機能説明10

機能説明

１．指導医提出時に画面ロック状態にはなりません。
従って、指導医に提出後も内容の変更は可能です。

２．履歴は専攻医←→指導医のやり取りを記録します。
一時保存分は履歴を残しません。

３．3.実務評価の記録 について
３－１．管理者、指導医、専攻医自らが各サイトからURLを発行し、メール(事務局運営システム外)で登録を依頼する。
３－２．依頼された指導医、他の専攻医、コメディカルは、非ログイン状態でデータを登録します。

従って「履歴参照」「一時保存」の機能もありません。
３－３．ログイン専攻医は登録された内容を閲覧します。機構提出時のPDFには出力されます。

４．研修手帳指導医閲覧：承認 / 差戻し時のコメント登録は必須です。

５．ステータス：各画面にステータスを表示します。
ステータスは次の5段階です。

６．アクション：ボタンクリック後は、それぞれ次の動作をします。

① 【一時保存】ボタンをクリックすると必須項目が未入力の状態でも入力したデータを保存できます。
右記ポップアップダイアログが表示されます。

④ 【OK】ボタンをクリックすると、ダイアログが消去されます。

② 提出する指導医選択
専攻医の担当指導医がプルダウン表示されます。
そのうち1名を選択して

③ 【指導医に提出】ボタンをクリックします。

⑤ 【OK】ボタンをクリックして提出します。

ブラウザバックは、誤動作を引き起こす原因となるため、禁止しています。
必ず、ボタンやリンクをクリックして画面の移動を行ってください。

① ② ③

１：一時保存
(専攻医作成中) 

２：指導医へ提出
(専攻医登録完了)

３：評価中
(指導医一時保存)

４：差戻し
(指導医差戻し)

５：承認
(指導医承認済)

④

一時保存は履歴管理の対象外です。

⑤

提出時期の表示（年次切り替え）について
21ページを参照してください。
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ページ 指導医記載なし 指導医記載あり

② 1年次修了時の振り返り 提出時期：1年修了時 提出時期：2年修了時

④ 2年次修了時の振り返り 提出時期：2年修了時 提出時期：3年修了時

⑥ 3年次修了時の振り返り 提出時期：3年修了時 提出時期：修了時

⑧ 専門研修修了時の振り返り 提出時期：修了時 研修修了

Web版 研修手帳 提出時期の表示（年次切り替え）10

研修手帳各ページの「指導医に提出」時の提出時期は、次の条件によって自動切換されます。

条件判断対象： 7.研修振り返り ② 1年次修了時の振り返り
④ 2年次修了時の振り返り
⑥ 3年次修了時の振り返り
⑧ 専門研修修了時の振り返り 各ページの

指導医からの形成的評価 項目
記載日 欄 / 指導医サイン 欄

提出時期の表示

提出時期の表示（年次切り替え）について
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Web版 研修手帳 履歴表示10

ページごとの操作履歴を確認する画面です。（別ウィンドウ表示）

研修手帳画面に表示されているデータの1世代前の情報が初期表示されます。

① 【≪前の履歴を見る】ボタンをクリックすると表示画面の１世代前の画面に切り替わります。

② 【次の履歴を見る≫】ボタンは、初期表示時は非表示です。

クリックすると表示画面の１世代後の画面に切り替わります。

世代ごとのデータ比較です。

③④ 1世代前と差異のある個所は、文字色：赤で表示しています。

②①

④

③

履歴表示

⑤

⑤ 【この画面を閉じる】ボタンをクリックすると、画面をクローズします。

フェーズ２.5
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Web版 研修手帳 0.表紙（PDF出力）10

表紙

①

①

Ａ 研修手帳もくじです。

プルダウンから項目を選択すると

対象ページに遷移します。

B 研修手帳のページ繰りです。

≪前へ ｜ 次へ≫クリックで

1ページずつ画面を移動します。

①「全ページの一括印刷(PDF出力)」を

クリックすると研修手帳全ページを

PDFファイル形式でダウンロード

可能です。

Ａ

B

B
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Web版 研修手帳 1.オンライン研修手帳の使い方10

オンライン研修手帳の使い方

研修手帳の使い方のテキストです。

入力項目はありません。

②
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① 【履歴参照】ボタンクリックで

履歴参照画面を別ウィンドウで開き

ます。

② 達成状況表示(%)

ページごとの達成状況：〇〇％を

表示します。

③ 達成レベル登録

レベル１（初期研修修了レベル）

レベル２

レベル３（専門研修修了レベル）

レベル４

各画面のステータスと

アクションボタンを表示します。

Web版 研修手帳 2.具体的目標の達成状況と自己評価10

総合診療科Ⅰ/Ⅱ

①

②

③

提出時期の表示（年次切り替え）について
21ページを参照してください。

各画面のステータスと
アクションボタンについて

20ページを参照してください。
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① 【履歴参照】ボタンクリックで

履歴参照画面を別ウィンドウで開き

ます。

② 達成状況表示(%)

ページごとの達成状況：〇〇％を

表示します。

③ 目標レベル登録

レベル値は日付登録を表します。

レベルA（初期研修修了レベル）

レベルB（専門研修修了レベル）

レベルC

各画面のステータスと

アクションボタンを表示します。

Web版 研修手帳 2.具体的目標の達成状況と自己評価10

救急科

①

②

③

提出時期の表示（年次切り替え）について
21ページを参照してください。

各画面のステータスと
アクションボタンについて

20ページを参照してください。
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① 【履歴参照】ボタンクリックで

履歴参照画面を別ウィンドウで開き

ます。

② 達成状況表示(%)

ページごとの達成状況：〇〇％を

表示します。

③ 自己評価

Ａ 十分到達している

Ｂ ある程度到達している

（専門研修修了レベル）

Ｃ さらなる改善が必要

Ｎ 観察機会なし（評価不能）

各画面のステータスと

アクションボタンを表示します。

Web版 研修手帳 2.具体的目標の達成状況と自己評価10

小児科

①

②
③

提出時期の表示（年次切り替え）について
21ページを参照してください。

各画面のステータスと
アクションボタンについて

20ページを参照してください。
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Web版 研修手帳 2.具体的目標の達成状況と自己評価10

入力値説明：総合診療科Ⅰ/Ⅱ

項目 説明 特記事項

レベル１
（初期研修修了レベル）

このレベルに達成したとき、チェックボックスに✓を記
入します。

ー

レベル２ このレベルに達成したとき、チェックボックスに✓を記
入します。

ー

レベル３
（専門研修修了レベル）

日付形式(yyyy-mm-dd)で入力します。
このレベルに到達した日付を記録します。

ー

レベル4 このレベルに達成したとき、チェックボックスに✓を記
入します。

ー

入力値説明：救急科

項目 説明 特記事項

レベルA
（初期研修修了レベル）

目標レベル:Aのとき
日付形式(yyyy-mm-dd)入力。
このレベルに到達した日付を記録します。
目標レベル:A以外のとき
このレベルに達成したときに✓を記入します。 同表の目標レベル値を

参照します。レベルB
（専門研修修了レベル）

目標レベル:Bのとき
日付形式(yyyy-mm-dd)入力。
このレベルに到達した日付を記録します。
目標レベル:B以外のとき
このレベルに達成したときに✓を記入します。

レベルC このレベルに達成したときに✓を記入します。 ー

入力値説明：小児科

項目 説明 特記事項

自己評価A：十分到達している このレベルに達成したとき、チェックボックスに✓を記
入します。

Ⅷ 小児科研修：
一般目標と診療能力目標

Ⅸ 小児科研修：
手技、症候・疾患

の場合

自己評価B：ある程度到達している このレベルに達成したとき、チェックボックスに✓を記
入します。

自己評価C：さらなる改善が必要
（専門研修修了レベル）

このレベルに達成したとき、チェックボックスに✓を記
入します。

自己評価N：観察機会なし
（評価不能）

このレベルに達成したとき、チェックボックスに✓を記
入します。

知識として十分に理解すべき代表的
疾患

代表的疾患は修得もしくは理解したときに自己評価とし
てチェック。

Ⅹ 小児科研修：疾患の場合

入力値説明：共通

項目 説明 特記事項

指導医コメント（表示） 指導医からのコメントを350文字以内で表示しています。 ー

ステータス（表示） 一時保存(専攻医作成中)
評価依頼(専攻医登録完了) 
評価中(指導医一時保存) 
差戻し(指導医差戻し)
承認済(指導医承認済) のいずれかが表示されます。

ー
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専攻医・専門医

この画面は、mini-CEXの登録を依頼され

た指導医、他の専攻医、コメディカルが

登録したデータを閲覧する画面です。

登録数分が繰り返し表示されます。

0.表紙ページ

「全ページの一括印刷(PDF出力)」時に

PDF出力されます。

① 【履歴参照】ボタンクリックで

履歴参照画面を別ウィンドウで開き

ます。

Web版 研修手帳 3.実務評価の記録10

① 臨床場面評価票 短縮版臨床テスト（mini-CEX）

①
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専攻医・専門医

この画面は、360˚評価の登録を依頼され

た指導医、他の専攻医、コメディカルが

登録したデータを閲覧する画面です。

登録数分が繰り返し表示されます。

0.表紙ページ

「全ページの一括印刷(PDF出力)」時に

PDF出力されます。

① 【履歴参照】ボタンクリックで

履歴参照画面を別ウィンドウで開き

ます。

Web版 研修手帳 3.実務評価の記録10

② 多職種による360˚評価

①
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専攻医・専門医

この画面は、ｹｰｽﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ評価の登録を

依頼された指導医、他の専攻医、

コメディカルが登録したデータを閲覧

する画面です。

登録数分が繰り返し表示されます。

0.表紙ページ

「全ページの一括印刷(PDF出力)」時に

PDF出力されます。

① 【履歴参照】ボタンクリックで

履歴参照画面を別ウィンドウで開き

ます。

Web版 研修手帳 3.実務評価の記録10

③ ケースに基づくディスカッション（Case-based Discussion）評価

①
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専攻医・専門医

Web版 研修手帳 4. 臨床現場を離れた学修の記録10

① 専門医共通講習の受講履歴

① 【履歴参照】ボタンクリックで

履歴参照画面を別ウィンドウで開き

ます。

② 【⊖削除】リンク

【⊕追加】リンク

各画面のステータスと

アクションボタンを表示します。

【⊖削除】リンククリックすると、入力ブロック単位でデータと画面表示を削除します。

【⊕追加】リンククリックすると、入力ブロックを1ブロック追加します。

提出時期の表示（年次切り替え）について
21ページを参照してください。

各画面のステータスと
アクションボタンについて

20ページを参照してください。

①

②
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専攻医・専門医

Web版 研修手帳 4. 臨床現場を離れた学修の記録10

入力値説明：① 専門医共通講習の受講履歴

項目 説明 特記事項

日 付 登録済の値があればデフォルト表示しています。
編集可能。日付形式(yyyy-mm-dd)で入力します。

入力ブロック単位で
繰り返し表示

開催地 登録済の値があれば表示しています。
編集可能。50桁以内で入力します。

領 域 登録済の値があれば表示しています。
編集可能。50桁以内で入力します。

単位数 登録済の値があれば表示しています。
編集可能。50桁以内で入力します。

テーマ 登録済の値があれば表示しています。
編集可能。50桁以内で入力します。

講 師 登録済の値があれば表示しています。
編集可能。50桁以内で入力します。

学んだこと 登録済の値があれば表示しています。
編集可能。100桁以内で入力します。

指導医コメント（表示） 指導医からのコメントを100文字以内で表示しています。

指導医コメント（表示） 指導医からのコメントを350文字以内で表示しています。
ー

ステータス（表示） 一時保存(専攻医作成中)
評価依頼(専攻医登録完了) 
評価中(指導医一時保存) 
差戻し(指導医差戻し)
承認済(指導医承認済)
のいずれかが表示されます。

ー
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専攻医・専門医

Web版 研修手帳 4. 臨床現場を離れた学修の記録10

② その他の講習会参加

①

① 【履歴参照】ボタンクリックで

履歴参照画面を別ウィンドウで開き

ます。

② 【⊖削除】リンク

【⊕追加】リンク

各画面のステータスと

アクションボタンを表示します。

【⊖削除】リンククリックすると、入力ブロック単位でデータと画面表示を削除します。

【⊕追加】リンククリックすると、入力ブロックを1ブロック追加します。

②

提出時期の表示（年次切り替え）について
21ページを参照してください。

各画面のステータスと
アクションボタンについて

20ページを参照してください。



40

専攻医・専門医

Web版 研修手帳 4. 臨床現場を離れた学修の記録10

入力値説明：② その他の講習会参加

項目 説明 特記事項

日 付 登録済の値があればデフォルト表示しています。
編集可能。日付形式(yyyy-mm-dd)で入力します。

入力ブロック単位で
繰り返し表示

開催地 登録済の値があれば表示しています。
編集可能。50桁以内で入力します。

領 域 登録済の値があれば表示しています。
編集可能。50桁以内で入力します。

講 師 登録済の値があれば表示しています。
編集可能。50桁以内で入力します。

学んだこと 登録済の値があれば表示しています。
編集可能。100桁以内で入力します。

指導医コメント（表示） 指導医からのコメントを100文字以内で表示しています。

指導医コメント（表示） 指導医からのコメントを350文字以内で表示しています。
ー

ステータス（表示） 一時保存(専攻医作成中)
評価依頼(専攻医登録完了) 
評価中(指導医一時保存) 
差戻し(指導医差戻し)
承認済(指導医承認済)
のいずれかが表示されます。

ー
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専攻医・専門医

Web版 研修手帳 4. 臨床現場を離れた学修の記録10

③ 自己学習の記録

①

① 【履歴参照】ボタンクリックで

履歴参照画面を別ウィンドウで開き

ます。

② 【⊖削除】リンク

【⊕追加】リンク

各画面のステータスと

アクションボタンを表示します。

【⊖削除】リンククリックすると、入力ブロック単位でデータと画面表示を削除します。

【⊕追加】リンククリックすると、入力ブロックを1ブロック追加します。

提出時期の表示（年次切り替え）について
21ページを参照してください。

各画面のステータスと
アクションボタンについて

20ページを参照してください。

②
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専攻医・専門医

Web版 研修手帳 4. 臨床現場を離れた学修の記録10

入力値説明：③ 自己学習の記録

項目 説明 特記事項

日 付 登録済の値があればデフォルト表示しています。
編集可能。日付形式(yyyy-mm-dd)で入力します。

入力ブロック単位で
繰り返し表示

学習方法 登録済の値があれば表示しています。
編集可能。50桁以内で入力します。

学んだこと 登録済の値があれば表示しています。
編集可能。100桁以内で入力します。

指導医コメント（表示） 指導医からのコメントを100文字以内で表示しています。

指導医コメント（表示） 指導医からのコメントを350文字以内で表示しています。
ー

ステータス（表示） 一時保存(専攻医作成中)
評価依頼(専攻医登録完了) 
評価中(指導医一時保存) 
差戻し(指導医差戻し)
承認済(指導医承認済)
のいずれかが表示されます。

ー
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専攻医・専門医

Web版 研修手帳 ５．学会・研究会等での発表・参加記録10

① 発表記録

①

① 【履歴参照】ボタンクリックで

履歴参照画面を別ウィンドウで開き

ます。

② 【⊖削除】リンク

【⊕追加】リンク

各画面のステータスと

アクションボタンを表示します。

【⊖削除】リンククリックすると、入力ブロック単位でデータと画面表示を削除します。

【⊕追加】リンククリックすると、入力ブロックを1ブロック追加します。

提出時期の表示（年次切り替え）について
21ページを参照してください。

各画面のステータスと
アクションボタンについて

20ページを参照してください。

②
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専攻医・専門医

Web版 研修手帳 ５．学会・研究会等での発表・参加記録10

入力値説明：① 発表記録

項目 説明 特記事項

演者名 登録済の値があれば表示しています。
編集可能。100桁以内で入力します。

入力ブロック単位で
繰り返し表示

演題 登録済の値があれば表示しています。
編集可能。100桁以内で入力します。

大会名 登録済の値があれば表示しています。
編集可能。100桁以内で入力します。

年月日 登録済の値があればデフォルト表示しています。
編集可能。日付形式(yyyy-mm-dd)で入力します。

開催地 登録済の値があれば表示しています。
編集可能。50桁以内で入力します。

自己評価 登録済の値があれば表示しています。
編集可能。100桁以内で入力します。

指導医コメント（表示） 指導医からのコメントを100文字以内で表示しています。

指導医コメント（表示） 指導医からのコメントを350文字以内で表示しています。
ー

ステータス（表示） 一時保存(専攻医作成中)
評価依頼(専攻医登録完了) 
評価中(指導医一時保存) 
差戻し(指導医差戻し)
承認済(指導医承認済)
のいずれかが表示されます。

ー
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専攻医・専門医

Web版 研修手帳 ５．学会・研究会等での発表・参加記録10

② 参加記録

①

① 【履歴参照】ボタンクリックで

履歴参照画面を別ウィンドウで開き

ます。

② 【⊖削除】リンク

【⊕追加】リンク

各画面のステータスと

アクションボタンを表示します。

【⊖削除】リンククリックすると、入力ブロック単位でデータと画面表示を削除します。

【⊕追加】リンククリックすると、入力ブロックを1ブロック追加します。

②

提出時期の表示（年次切り替え）について
21ページを参照してください。

各画面のステータスと
アクションボタンについて

20ページを参照してください。
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専攻医・専門医

Web版 研修手帳 ５．学会・研究会等での発表・参加記録10

入力値説明：② 参加記録

項目 説明 特記事項

学会等名 登録済の値があれば表示しています。
編集可能。100桁以内で入力します。

入力ブロック単位で
繰り返し表示

年月日 登録済の値があればデフォルト表示しています。
編集可能。日付形式(yyyy-mm-dd)で入力します。

開催地 登録済の値があれば表示しています。
編集可能。50桁以内で入力します。

学修成果 登録済の値があれば表示しています。
編集可能。100桁以内で入力します。

指導医コメント（表示） 指導医からのコメントを100文字以内で表示しています。

指導医コメント（表示） 指導医からのコメントを350文字以内で表示しています。
ー

ステータス（表示） 一時保存(専攻医作成中)
評価依頼(専攻医登録完了) 
評価中(指導医一時保存) 
差戻し(指導医差戻し)
承認済(指導医承認済)
のいずれかが表示されます。

ー
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専攻医・専門医

Web版 研修手帳 ５．学会・研究会等での発表・参加記録10

③ 論文発表記録

①

① 【履歴参照】ボタンクリックで

履歴参照画面を別ウィンドウで開き

ます。

② 【⊖削除】リンク

【⊕追加】リンク

各画面のステータスと

アクションボタンを表示します。

【⊖削除】リンククリックすると、入力ブロック単位でデータと画面表示を削除します。

【⊕追加】リンククリックすると、入力ブロックを1ブロック追加します。

②

提出時期の表示（年次切り替え）について
21ページを参照してください。

各画面のステータスと
アクションボタンについて

20ページを参照してください。
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専攻医・専門医

Web版 研修手帳 ５．学会・研究会等での発表・参加記録10

入力値説明：③ 論文発表記録

項目 説明 特記事項

著者 登録済の値があれば表示しています。
編集可能。100桁以内で入力します。

ー

題 登録済の値があれば表示しています。
編集可能。100桁以内で入力します。

ー

雑誌 登録済の値があれば表示しています。
編集可能。100桁以内で入力します。

ー

年 登録済の値があれば表示しています。
編集可能。4桁で入力します。

ー

巻 登録済の値があれば表示しています。
編集可能。3桁以内で入力します。

ー

号 登録済の値があれば表示しています。
編集可能。3桁以内で入力します。

ー

始頁 登録済の値があれば表示しています。
編集可能。3桁以内で入力します。

ー

終頁 登録済の値があれば表示しています。
編集可能。3桁以内で入力します。

ー

概要 登録済の値があれば表示しています。
編集可能。100桁以内で入力します。

ー

自己評価 登録済の値があれば表示しています。
編集可能。100桁以内で入力します。

ー

指導医コメント（表示） 指導医からのコメントを350文字以内で表示しています。
ー

ステータス（表示） 一時保存(専攻医作成中)
評価依頼(専攻医登録完了) 
評価中(指導医一時保存) 
差戻し(指導医差戻し)
承認済(指導医承認済)
のいずれかが表示されます。

ー
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専攻医・専門医

Web版 研修手帳 ６．経験省察研修録10

６．経験省察研修録 タイプA

６．経験省察研修録 タイプＡの説明

テキストです。

入力項目はありません。

タイプAの説明は【こちら】リンククリックすると、
日本専門医機構ホームページ「研修手帳」ダウンロードページを別タブで表示します。

様式(Word)ファイルは【こちら】リンククリックすると、
ワード形式：https://jmsb.or.jp/sogo-dl/training_notebook2018.docxのファイル
をダウンロードできます。

記入したファイルは【こちら】リンククリックすると、過去版 研修手帳アップロード
ページへ遷移します。

https://jmsb.or.jp/sogo-dl/training_notebook2018.docx
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専攻医・専門医

Web版 研修手帳 ６．経験省察研修録10

６．経験省察研修録 タイプＢ

６．経験省察研修録 タイプBの説明

テキストです。

入力項目はありません。

①「経験省察研修録（ポートフォリオ）

の領域別要約」全ページの印刷（PDF

出力）」ボタンをクリックすると現在

表示中のページをPDFファイル形式で

ダウンロード可能です。

①

①
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専攻医・専門医

Web版 研修手帳 ６．経験省察研修録10

資質・能力１：包括的統合アプローチ～

①

① 【履歴参照】ボタンクリックで

履歴参照画面を別ウィンドウで開き

ます。

②「このページの印刷(PDF)」ボタンを

クリックすると現在表示中のページを

PDFファイル形式でダウンロード

可能です。

③ 【一時保存】ボタンをクリックする

と必須項目が未入力の状態でも

入力したデータを保存できます。

下記ポップアップダイアログが表示

されます。

⑤【OK】ボタンをクリックすると、

ダイアログが消去されます。

④ 【プログラム統括責任者に提出】

ボタンをクリックします。

⑥ 【OK】ボタンをクリックして提出

します。

⑤

⑥

②

一時保存は履歴管理の対象外です。

③ ④
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専攻医・専門医

Web版 研修手帳 ６．経験省察研修録10

入力値説明：資質・能力１：包括的統合アプローチ～

項目 説明 特記事項

１．専攻医氏名 （表示） 登録値を表示しています。
ー

医籍登録番号 （表示） 登録値を表示しています。
ー

２．最終更新日 （表示） 登録値を表示しています。
ー

３．専門研修予定期間 登録済の値があればデフォルト表示しています。
編集可能。日付形式(yyyy-mm-dd)で入力します。

ー

４．実践を通じて身に付けたい
（身に付けた）能力

登録済の値があれば表示しています。
編集可能。500桁以内で入力します。

ー

５．その能力が必要だと考える理由
や、考えるきっかけとなった
出来事

登録済の値があれば表示しています。
編集可能。500桁以内で入力します。 ー

６．その能力を習得するために
行った学修

登録済の値があれば表示しています。
編集可能。500桁以内で入力します。

ー

７．その能力を活用して解決を
試みた課題とその結果

登録済の値があれば表示しています。
編集可能。500桁以内で入力します。

ー

８．さらなる改善計画 登録済の値があれば表示しています。
編集可能。500桁以内で入力します。

ー

指導医コメント（表示） 指導医からのコメントを350文字以内で表示しています。
ー

ステータス（表示） 一時保存(専攻医作成中)
評価依頼(専攻医登録完了) 
評価中(指導医一時保存) 
差戻し(指導医差戻し)
承認済(指導医承認済)
のいずれかが表示されます。

ー
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Web版 研修手帳 ７．研修振り返り10

① 定期的な振り返り記録（1年目）

①

① 【履歴参照】ボタンクリックで

履歴参照画面を別ウィンドウで開き

ます。

② 【⊖削除】リンク

【⊕追加】リンク

各画面のステータスと

アクションボタンを表示します。

【⊖削除】リンククリックすると、入力ブロック単位でデータと画面表示を削除します。

【⊕追加】リンククリックすると、入力ブロックを1ブロック追加します。

②

提出時期の表示（年次切り替え）について
このページは1年目の記録ページですので
「1年修了時」が固定表示されます。
2年目の記録ページは「 2年修了時」、
3年目の記録ページは「 3年修了時」、
4年目の記録ページは「 研修修了時」が固定表示
されます。

各画面のステータスと
アクションボタンについて

20ページを参照してください。
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Web版 研修手帳 ７．研修振り返り10

② 1年次終了時の振り返り

①

① 【履歴参照】ボタンクリックで

履歴参照画面を別ウィンドウで開き

ます。

② 【一時保存】ボタンをクリックする

と必須項目が未入力の状態でも

入力したデータを保存できます。

下記ポップアップダイアログが表示

されます。

⑤【OK】ボタンをクリックすると、

ダイアログが消去されます。

③ 提出する指導医選択

専攻医の担当指導医がプルダウン

表示されます。1名を選択して

④ 【指導医に提出】ボタンをクリック

します。

⑥ 【OK】ボタンをクリックして提出

します。

⑤

⑥

② ③ ④

一時保存は履歴管理の対象外です。

提出時期の表示（年次切り替え）について
このページは1年目の記録ページですので
「1年修了時」が固定表示されます。
2年目の記録ページは「 2年修了時」、
3年目の記録ページは「 3年修了時」、
4年目の記録ページは「 研修修了時」が固定表示
されます。
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Web版 研修手帳 ７．研修振り返り10

入力値説明：① 定期的な振り返り記録（1年目）

項目 説明 特記事項

実施年月日 登録済の値があればデフォルト表示しています。
編集可能。日付形式(yyyy-mm-dd)で入力します。

入力ブロック単位で
繰り返し表示

内容 登録済の値があれば表示しています。
編集可能。150桁以内で入力します。

指導医サイン 登録済の値があれば表示しています。
編集可能。20桁以内で入力します。

指導医コメント（表示） 指導医からのコメントを350文字以内で表示しています。
ー

ステータス（表示） 一時保存(専攻医作成中)
評価依頼(専攻医登録完了) 
評価中(指導医一時保存) 
差戻し(指導医差戻し)
承認済(指導医承認済)
のいずれかが表示されます。

ー

入力値説明：② 1年次終了時の振り返り

項目 説明 特記事項

この1年であなたはどのように成長し
ましたか？

登録済の値があれば表示しています。
編集可能。350桁以内で入力します。

ー

やり残した課題は何ですか？ 登録済の値があれば表示しています。
編集可能。350桁以内で入力します。

ー

次の1年の目標を箇条書きしてくださ
い。

登録済の値があれば表示しています。
編集可能。350桁以内で入力します。

ー

記載日（専攻医） 登録済の値があればデフォルト表示しています。
編集可能。日付形式(yyyy-mm-dd)で入力します。

ー

専攻医サイン 登録済の値があれば表示しています。
編集可能。20桁以内で入力します。

ー

指導医からの形成的評価 登録済の値があれば表示しています。
編集可能。350桁以内で入力します。

ー

記載日（指導医） 登録済の値があればデフォルト表示しています。
編集可能。日付形式(yyyy-mm-dd)で入力します。

ー

指導医サイン 登録済の値があれば表示しています。
編集可能。20桁以内で入力します。

ー

ステータス（表示） 一時保存(専攻医作成中)
評価依頼(専攻医登録完了) 
評価中(指導医一時保存) 
差戻し(指導医差戻し)
承認済(指導医承認済)
のいずれかが表示されます。

ー
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Web版 研修手帳 ７．研修振り返り10

⑧ 専門研修修了時の振り返り

①

① 【履歴参照】ボタンクリックで

履歴参照画面を別ウィンドウで開き

ます。

② 【一時保存】ボタンをクリックする

と必須項目が未入力の状態でも

入力したデータを保存できます。

下記ポップアップダイアログが表示

されます。

⑤【OK】ボタンをクリックすると、

ダイアログが消去されます。

③ 提出する指導医選択

専攻医の担当指導医がプルダウン

表示されます。1名を選択して

④ 【指導医に提出】ボタンをクリック

します。

⑥ 【OK】ボタンをクリックして提出

します。

⑤

⑥

② ③ ④

提出時期の表示（年次切り替え）について
このページは1年目の記録ページですので
「1年修了時」が固定表示されます。
2年目の記録ページは「 2年修了時」、
3年目の記録ページは「 3年修了時」、
4年目の記録ページは「 研修修了時」が固定表示
されます。

一時保存は履歴管理の対象外です。
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Web版 研修手帳 ７．研修振り返り10

入力値説明：⑧ 専門研修修了時の振り返り

項目 説明 特記事項

この1年であなたはどのように成長し
ましたか？

登録済の値があれば表示しています。
編集可能。350桁以内で入力します。

ー

総合診療専門研修の3(4)年間を通じ
て、あなたはどのように成長しまし
たか？

登録済の値があれば表示しています。
編集可能。350桁以内で入力します。 ー

今後、学ぶべき課題は何ですか？ 登録済の値があれば表示しています。
編集可能。350桁以内で入力します。

ー

記載日（専攻医） 登録済の値があればデフォルト表示しています。
編集可能。日付形式(yyyy-mm-dd)で入力します。

ー

専攻医サイン 登録済の値があれば表示しています。
編集可能。20桁以内で入力します。

ー

指導医からの形成的評価 登録済の値があれば表示しています。
編集可能。350桁以内で入力します。

ー

記載日（指導医） 登録済の値があればデフォルト表示しています。
編集可能。日付形式(yyyy-mm-dd)で入力します。

ー

指導医サイン 登録済の値があれば表示しています。
編集可能。20桁以内で入力します。

ー

ステータス（表示） 一時保存(専攻医作成中)
評価依頼(専攻医登録完了) 
評価中(指導医一時保存) 
差戻し(指導医差戻し)
承認済(指導医承認済)
のいずれかが表示されます。

ー
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過去版 研修手帳 研修手帳のアップロード11

研修手帳のアップロード

① 研修手帳アップロードの選択

ラジオボタンから「保管/提出」

を選択します。

② 【参照】ボタンをクリックする

とファイル選択のダイアログが表示

されます。

③ 【開く】ボタンをクリックして、

ファイルを選択し、

④ 【提出する】ボタンをクリック

すると、確認ダイアログが表示され

⑤ 【OK】をクリックすると選択した

研修手帳ファイルがアップロードされ

ます。

キャンセル時はアップロードは

行いません。

アップロードされた研修手帳は、

保管用/提出用ごとに１ファイルづつ

表示されています。

⑥ 【削除】ボタンをクリックすると、

アップロードした認定証を削除でき、

新たに研修手帳のアップロードが可能

になります。

⑦ 【OK】をクリックすると選択した

研修手帳ファイルが削除されます。

⑤

③

①

④

②

入力値説明

項目 説明 特記事項

研修手帳
【必須】

ラジオボタンから「保管/提出」を選択します。
それぞれ１ファイルのアップロードが可能です。 ー

⑥

⑦

2018年以前に研修を始めた方のための過去版研修手帳をアップロードするページです。

本システムの研修手帳は、第1版を2019年版としてスタートしています。

それ以前に研修をスタートされた方は、現在使用中の研修手帳をPDF形式に変換して、

本システムにアップロードしておくことが可能です。

研修手帳ファイルは、保管用 / 提出用１ファイルずつアップロードできます。

保管用は、ご自身の進捗覚えなどとしてアップロードする、

提出用は、実際に提出したファイルをアップロードするなど、

研修手帳ファイルの管理として使用できます。

※提出用は、このページからプログラム管理委員会への提出はできませんので、

ご注意ください。

また、過去版 / Web版にかかわらず、研修手帳の提出は、印刷物等をご自身で

用意/提出していただくようお願いします。

アップロードする研修手帳ファイルはPDF形式、

容量:2MB未満のファイルを選択してください。
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マイページトップ：単位登録申請

【審査状況一覧】リンクをクリックしてこの画面に遷移します。

Ａ 検索条件を入力するエリアです。

① 任意の項目に検索条件を入力し、

【この条件で検索する】ボタンをクリックすると、検索が開始されます。

② 【入力内容をクリアする】ボタンをクリックすると、入力した検索条件が消去されます。

B 初期データ、または検索結果を一覧表示するエリアです。

③ 並び順は申請番号 降順です。

④ 項目行は、それぞれの項目の並び順（昇順 / 降順）を変更するリンクになっています。

⑤ 【詳細】ボタンをクリックすると申請内容の詳細を別ウィンドウで表示します。

⑥ 【差戻し】ボタンをクリックすると申請画面に遷移し差戻し理由の確認および再申請が行えます。

⑦ 【一時保存】ボタンをクリックすると申請画面に遷移し一時保存中の申請を引き続き行えます。

単位登録申請 審査状況一覧12

検索/一覧

Ａ

B

④

①②

③⑤

⑦

⑥
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単位登録申請 A. 勤務実態の自己申告書13

1週間当たりの総合診療専門医としての活動時間

①

① 【追加】ボタンをクリックすると新
たな行が追加され2件以上登録す
ることができます。

【削除】ボタンをクリックすると行
が削除されます。

② 【一時保存】ボタンをクリックする

と必須項目が未入力の状態でも

入力したデータを保存できます。

下記ポップアップダイアログが表示

されます。

③【OK】ボタンをクリックすると、

ダイアログが消去されます。

④ 【申請する】ボタンをクリック

します。

⑥ 【OK】ボタンをクリックして申請

します。

③

⑤

② ④
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単位登録申請 A. 勤務実態の自己申告書13

入力値説明：1週間当たりの総合診療専門医としての活動時間

項目 説明 特記事項

１．勤務形態別時間数
主に従事する医療機関

200桁以内で入力します。
必須

２．勤務形態別時間数
診療科目

200桁以内で入力します。
必須

３．勤務形態別時間数
週当たり時間数

半角数字で入力します。
必須

４．直近1年間の勤務実態として
1週間当たりの総合診療専門医
しての活動時間が24時間未満で
ある理由

500桁以内で入力します。
勤務形態別時間数の総計が
24時間に満たない場合は
必須

５．活動内容別時間数
診療活動
週当たり時間数

半角数字で入力します。
活動していない場合は0と入力します。

必須

６．活動内容別時間数
診療活動
その他内容

200桁以内で入力します。
ー

７．活動内容別時間数
診療管理と教育活動
週当たり時間数

半角数字で入力します。
活動していない場合は0と入力します。

必須

８．活動内容別時間数
その他の臨床的活動
週当たり時間数

半角数字で入力します。
活動していない場合は0と入力します。

必須

９．活動内容別時間数
その他の臨床的活動
その他内容

200桁以内で入力します。
ー

１０．活動内容別時間数
専門医として相応しい病院外
での医療・保健活動
週当たり時間数

半角数字で入力します。
活動していない場合は0と入力します。 必須

１１．活動内容別時間数
専門医として相応しい病院外
での医療・保健活動
内容

200桁以内で入力します。

ー
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単位登録申請 B. 診療実績の証明14

7つの資質・能力

① 【一時保存】ボタンをクリックする

と必須項目が未入力の状態でも

入力したデータを保存できます。

下記ポップアップダイアログが表示

されます。

② 【OK】ボタンをクリックすると、

ダイアログが消去されます。

③ 【申請する】ボタンをクリック

します。

④ 【OK】ボタンをクリックして申請

します。

②

④

① ③
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単位登録申請 B. 診療実績の証明14

入力値説明：7つの資質・能力

項目 説明 特記事項

１．領域1-1 120桁以上150桁以内
入力中の文字数が右上に表示されます。

必須
一時保存時は300桁まで
保存可能

２．領域1-2 120桁以上150桁以内
入力中の文字数が右上に表示されます。

必須
一時保存時は300桁まで
保存可能

３．領域2-1 120桁以上150桁以内
入力中の文字数が右上に表示されます。

必須
一時保存時は300桁まで
保存可能

４．領域2-2 120桁以上150桁以内
入力中の文字数が右上に表示されます。

必須
一時保存時は300桁まで
保存可能

５．領域3-1 120桁以上150桁以内
入力中の文字数が右上に表示されます。

必須
一時保存時は300桁まで
保存可能

６．領域3-2 120桁以上150桁以内
入力中の文字数が右上に表示されます。

必須
一時保存時は300桁まで
保存可能

７．領域4-1 120桁以上150桁以内
入力中の文字数が右上に表示されます。

必須
一時保存時は300桁まで
保存可能

８．領域4-2 120桁以上150桁以内
入力中の文字数が右上に表示されます。

必須
一時保存時は300桁まで
保存可能

９．領域5-1 120桁以上150桁以内
入力中の文字数が右上に表示されます。

必須
一時保存時は300桁まで
保存可能

１０．領域5-2 120桁以上150桁以内
入力中の文字数が右上に表示されます。

必須
一時保存時は300桁まで
保存可能

１１．領域6-1 120桁以上150桁以内
入力中の文字数が右上に表示されます。

必須
一時保存時は300桁まで
保存可能

１２．領域6-2 120桁以上150桁以内
入力中の文字数が右上に表示されます。

必須
一時保存時は300桁まで
保存可能

１３．領域7-1 120桁以上150桁以内
入力中の文字数が右上に表示されます。

必須
一時保存時は300桁まで
保存可能

１４．領域7-2 120桁以上150桁以内
入力中の文字数が右上に表示されます。

必須
一時保存時は300桁まで
保存可能
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単位登録申請 C.共通講習の受講証15

機構が監修するe-Learning講習、基幹施設・連動施設が主催する講習会

① 【一時保存】ボタンをクリックする

と必須項目が未入力の状態でも

入力したデータを保存できます。

下記ポップアップダイアログが表示

されます。

② 【OK】ボタンをクリックすると、

ダイアログが消去されます。

③ 【申請する】ボタンをクリック

します。

④ 【OK】ボタンをクリックして申請

します。

②

④

① ③



65

専攻医・専門医

単位登録申請 C.共通講習の受講証15

入力値説明：機構が監修するe-Learning講習、基幹施設・連動施設が主催する講習会

項目 説明 特記事項

１．管理区分 管理区分を選択します。
必須

２．共通講習登録番号 半角英数で入力します。
最後の2桁がない場合は空欄のままにします。
存在しない登録番号で申請はできません。

必須

３．開催期間_開始日 共通講習登録番号から開催期間の開始日を表示します。
―

４．主催者名 共通講習登録番号から主催者名を表示します。
―

５．講習会タイトル 200桁以内で入力します。
必須

６．カテゴリー区分 共通講習登録番号からカテゴリー区分を表示します。
―

７．単位数 共通講習登録番号から単位数を表示します。
―

８．証明書類 証明書類を添付します。
添付できるファイルの拡張子は.pdf/.jpg/.jpegになりま
す。
2MB以上のファイルは添付できません。
証明書類が複数ある場合は１つのファイルにまとめてく
ださい。

必須



66

専攻医・専門医

単位登録申請 C.共通講習の受講証15

基本領域学会関係および機構認定サブスペ領域関係が主催する講習会

都道府県医師会（郡市区医師会）主催の講習会

① 【一時保存】ボタンをクリックする

と必須項目が未入力の状態でも

入力したデータを保存できます。

下記ポップアップダイアログが表示

されます。

② 【OK】ボタンをクリックすると、

ダイアログが消去されます。

③ 【申請する】ボタンをクリック

します。

④ 【OK】ボタンをクリックして申請

します。

②

④① ③
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専攻医・専門医

単位登録申請 C.共通講習の受講証15

入力値説明：基本領域学会関係および機構認定サブスペ領域関係が主催する講習会

都道府県医師会（郡市区医師会）主催の講習会

項目 説明 特記事項

１．管理区分 管理区分を選択します。
必須

２．主催者名 200桁以内で入力します。
必須

３．講習会名 200桁以内で入力します。
必須

４．講習演題名 200桁以内で入力します。
―

５．登録番号 半角英数で入力します。
最後の2桁がない場合は空欄のままにします。
存在しない登録番号で申請はできません。

―

６．開催年月日（西暦） 年月日を選択します。 登録番号を入力していない
場合は必須

７．開始時間～終了時間 時刻を入力します。 登録番号を入力していない
場合は必須

８．開催場所（施設名） 200桁以内で入力します。 登録番号を入力していない
場合は必須

９．カテゴリー区分 カテゴリー区分を選択します。
必須

１０．単位数 単位数を選択します。
必須

１１．証明書類 証明書類を添付します。
添付できるファイルの拡張子は.pdf/.jpg/.jpegになりま
す。
2MB以上のファイルは添付できません。
証明書類が複数ある場合は１つのファイルにまとめてく
ださい

必須



68

専攻医・専門医

単位登録申請 C.共通講習の受講証15

省庁、各種公共団体およびそれに準じる機関・団体の主催する講習会

CITI-JAPANのe-learning「JST事業受講者コース(1)(生命医科学系)「医学系研究者 標準コース(7単元)」

日本学術振興会「研究倫理e-learningコース（eL CoRE）」

① 【一時保存】ボタンをクリックする

と必須項目が未入力の状態でも

入力したデータを保存できます。

下記ポップアップダイアログが表示

されます。

② 【OK】ボタンをクリックすると、

ダイアログが消去されます。

③ 【申請する】ボタンをクリック

します。

④ 【OK】ボタンをクリックして申請

します。

②

④

① ③



69

専攻医・専門医

単位登録申請 C.共通講習の受講証15

入力値説明：省庁、各種公共団体およびそれに準じる機関・団体の主催する講習会

CITI-JAPANのe-learning「JST事業受講者コース(1)(生命医科学系)「医学系研究者 標準コース(7単元)」

日本学術振興会「研究倫理e-learningコース（eL CoRE）」

項目 説明 特記事項

１．管理区分 管理区分を選択します
必須

２．選択区分 選択区分を選択します。
必須

３．修了年月日（西暦） 年月日を入力します。
必須

４．カテゴリー区分 選択区分に対応したカテゴリー区分が表示されます。
―

５．単位数 選択区分に対応した単位数が表示されます。
―

６．証明書類 証明書類を添付します。
添付できるファイルの拡張子は.pdf/.jpg/.jpegになりま
す。
2MB以上のファイルは添付できません。
証明書類が複数ある場合は１つのファイルにまとめてく
ださい

必須



70

専攻医・専門医

単位登録申請 C.共通講習の受講証15

省庁、各種公共団体およびそれに準じる機関・団体の主催する講習会

地方厚生局医療安全に関するワークショップ

日本医療機能評価機構 認定病院患者安全推進協議会「患者安全推進全体フォーラム・地域フォーラム」

臨床試験医師養成協議会

① 【一時保存】ボタンをクリックする

と必須項目が未入力の状態でも

入力したデータを保存できます。

下記ポップアップダイアログが表示

されます。

② 【OK】ボタンをクリックすると、

ダイアログが消去されます。

③ 【申請する】ボタンをクリック

します。

④ 【OK】ボタンをクリックして申請

します。

②

④
① ③
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専攻医・専門医

単位登録申請 C.共通講習の受講証15

入力値説明：省庁、各種公共団体およびそれに準じる機関・団体の主催する講習会

地方厚生局医療安全に関するワークショップ

日本医療機能評価機構 認定病院患者安全推進協議会「患者安全推進全体フォーラム・地域フォーラム」

臨床試験医師養成協議会

項目 説明 特記事項

１．管理区分 管理区分を選択します。
必須

２．主催者名 200桁以内で入力します。
必須

３．主催者名 200桁以内で入力します。
必須

４．講習会名 200桁以内で入力します。
―

５．登録番号 半角英数20桁以内で入力します。
―

６．開催年月日（西暦） 年月日を選択します。
必須

７．開始時間～終了時間 時刻を入力します。
必須

８．開催場所（施設名） 200桁以内で入力します。
必須

９．カテゴリー区分 選択区部に対応したカテゴリー区分が表示されます。
必須

１０．単位数 単位数を選択します。
必須

１１．証明書類 証明書類を添付します。
添付できるファイルの拡張子は.pdf/.jpg/.jpegになりま
す。
2MB以上のファイルは添付できません。
証明書類が複数ある場合は１つのファイルにまとめてく
ださい

必須



72

専攻医・専門医

単位登録申請 D.総合診療領域の講習会証16

②18の基本領域学会（総合診療領域を除く）

③日本専門医機構認定サブスペシャルティ学会

④日本医学会総会

① 【一時保存】ボタンをクリックする

と必須項目が未入力の状態でも

入力したデータを保存できます。

下記ポップアップダイアログが表示

されます。

② 【OK】ボタンをクリックすると、

ダイアログが消去されます。

③ 【申請する】ボタンをクリック

します。

④ 【OK】ボタンをクリックして申請

します。

②

④

① ③



73

専攻医・専門医

単位登録申請 D.総合診療領域の講習会証16

入力値説明：②18の基本領域学会（総合診療領域を除く）

③日本専門医機構認定サブスペシャルティ学会

④日本医学会総会

項目 説明 特記事項

１．講習会種別 講習会種別を選択します。
必須

２．開催年 開催年を選択します。
必須

３．講習会名称 200桁以内で入力します。
必須

４．開催日時 日付を入力します。
専門医認定期間外の日付は入力できません。

必須

５．主催者名 200桁以内で入力します。
必須

６．開催地（都市名） 200桁以内で入力します。
必須

７．単位数 単位数を選択します。
必須

８．参加時間の確認 内容を確認してチェックします。
必須

９．証明書類 証明書類を添付します。
添付できるファイルの拡張子は.pdf/.jpg/.jpegになりま
す。
2MB以上のファイルは添付できません。
証明書類が複数ある場合は１つのファイルにまとめてく
ださい

必須



74

専攻医・専門医

単位登録申請 D.総合診療領域の講習会証16

⑤海外の学会

① 【一時保存】ボタンをクリックする

と必須項目が未入力の状態でも

入力したデータを保存できます。

下記ポップアップダイアログが表示

されます。

② 【OK】ボタンをクリックすると、

ダイアログが消去されます。

③ 【申請する】ボタンをクリック

します。

④ 【OK】ボタンをクリックして申請

します。

②

④

① ③



75

専攻医・専門医

単位登録申請 D.総合診療領域の講習会証16

入力値説明：⑥海外の学会

項目 説明 特記事項

１．講習会種別 講習会種別を選択します。
必須

２．開催年 開催年を選択します。
必須

３．開催年月日（西暦） 日付を入力します。
専門医認定期間外の日付は入力できません。

必須

４．開始時間～終了時間 時刻を入力します。
必須

５．開催地（都市名） 200桁以内で入力します。
必須

６．開催国 開催国を選択します。
必須

７．単位数 開始時間～終了時間から算出された単位が表示されます。
必須

８．証明書類 証明書類を添付します。
添付できるファイルの拡張子は.pdf/.jpg/.jpegになりま
す。
2MB以上のファイルは添付できません。
証明書類が複数ある場合は１つのファイルにまとめてく
ださい

必須



76

専攻医・専門医

単位登録申請 D.総合診療領域の講習会証16

⑦専門医検討委員会認定 その他講習会

① 【一時保存】ボタンをクリックする

と必須項目が未入力の状態でも

入力したデータを保存できます。

下記ポップアップダイアログが表示

されます。

② 【OK】ボタンをクリックすると、

ダイアログが消去されます。

③ 【申請する】ボタンをクリック

します。

④ 【OK】ボタンをクリックして申請

します。

②

④

① ③



77

専攻医・専門医

単位登録申請 D.総合診療領域の講習会証16

入力値説明：⑦専門医検討委員会認定 その他講習会

項目 説明 特記事項

１．講習会種別 講習会種別を選択します。
必須

２．開催年 開催年を選択します。
必須

３．開催年月日（西暦） 日付を入力します。
専門医認定期間外の日付は入力できません。

必須

４．開始時間～終了時間 時刻を入力します。
必須

５．開催地（都市名） 200桁以内で入力します。
必須

６．セッション名 200桁以内で入力します。
必須

７．講師名 開催国を選択します。
必須

８．開催形態 開催形態を選択します。
必須

９．単位数 開始時間～終了時間から算出された単位が表示されます。
必須

１０．証明書類 証明書類を添付します。
添付できるファイルの拡張子は.pdf/.jpg/.jpegになりま
す。
2MB以上のファイルは添付できません。
証明書類が複数ある場合は１つのファイルにまとめてく
ださい

必須



78

専攻医・専門医

単位登録申請 E.学術業績・診療以外の活動実績17

学術集会の筆頭発表者・第２発表者

① 【一時保存】ボタンをクリックする

と必須項目が未入力の状態でも

入力したデータを保存できます。

下記ポップアップダイアログが表示

されます。

② 【OK】ボタンをクリックすると、

ダイアログが消去されます。

③ 【申請する】ボタンをクリック

します。

④ 【OK】ボタンをクリックして申請

します。

②

④

① ③
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専攻医・専門医

単位登録申請 E.学術業績・診療以外の活動実績17

入力値説明：学術集会の筆頭発表者・第２発表者

項目 説明 特記事項

１．種別 種別を選択します。
必須

２．学術集会名称 200桁以内で入力します。
必須

３．演題名 200桁以内で入力します。
必須

４．発表日 日付を入力します。
専門医認定期間外の日付は入力できません。

必須

５．開催場所 200桁以内で入力します。
必須

６．証明書類 証明書類を添付します。
添付できるファイルの拡張子は.pdf/.jpg/.jpegになりま
す。
2MB以上のファイルは添付できません。
証明書類が複数ある場合は１つのファイルにまとめてく
ださい

必須



80

専攻医・専門医

単位登録申請 E.学術業績・診療以外の活動実績17

学術集会や講演会の司会・座長

① 【一時保存】ボタンをクリックする

と必須項目が未入力の状態でも

入力したデータを保存できます。

下記ポップアップダイアログが表示

されます。

② 【OK】ボタンをクリックすると、

ダイアログが消去されます。

③ 【申請する】ボタンをクリック

します。

④ 【OK】ボタンをクリックして申請

します。

②

④

① ③



81

専攻医・専門医

単位登録申請 E.学術業績・診療以外の活動実績17

入力値説明：学術集会や講演会の司会・座長

項目 説明 特記事項

１．種別 種別を選択します。
必須

２．学術集会名称 200桁以内で入力します。
必須

３．セッション名 200桁以内で入力します。
必須

４．セッション開催日 日付を入力します。
専門医認定期間外の日付は入力できません。

必須

５．開催場所 200桁以内で入力します。
必須

６．証明書類 証明書類を添付します。
添付できるファイルの拡張子は.pdf/.jpg/.jpegになりま
す。
2MB以上のファイルは添付できません。
証明書類が複数ある場合は１つのファイルにまとめてく
ださい

必須



82

専攻医・専門医

単位登録申請 E.学術業績・診療以外の活動実績17

ピアレビューを受けた内外論文の筆頭著者・第２著者・第３以降の著者

① 【一時保存】ボタンをクリックする

と必須項目が未入力の状態でも

入力したデータを保存できます。

下記ポップアップダイアログが表示

されます。

② 【OK】ボタンをクリックすると、

ダイアログが消去されます。

③ 【申請する】ボタンをクリック

します。

④ 【OK】ボタンをクリックして申請

します。

②

④

① ③



83

専攻医・専門医

単位登録申請 E.学術業績・診療以外の活動実績17

入力値説明：ピアレビューを受けた内外論文の筆頭著者・第２著者・第３以降の著者

項目 説明 特記事項

１．種別 種別を選択します。
必須

２．論文タイトル 200桁以内で入力します。
必須

３．著者名 200桁以内で入力します。
必須

４．著者タイプ 著者タイプを選択します。
必須

５．雑誌名 200桁以内で入力します。
必須

６．発行年 日付を入力します。
専門医認定期間外の日付は入力できません。

必須

７．巻 半角20文字以内で入力します。
―

８．号 半角20文字以内で入力します。
ー

９．始頁 半角20文字以内で入力します。
必須

１０．終頁 半角20文字以内で入力します。
必須

１１．証明書類 証明書類を添付します。
添付できるファイルの拡張子は.pdf/.jpg/.jpegになりま
す。
2MB以上のファイルは添付できません。
証明書類が複数ある場合は１つのファイルにまとめてく
ださい

必須
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単位登録申請 F. 多様な地域における診療実績18

多様な地域における診療実績①

① 【一時保存】ボタンをクリックする

と必須項目が未入力の状態でも

入力したデータを保存できます。

下記ポップアップダイアログが表示

されます。

② 【OK】ボタンをクリックすると、

ダイアログが消去されます。

③ 【申請する】ボタンをクリック

します。

④ 【OK】ボタンをクリックして申請

します。

⑤ 【追加】ボタンをクリックすると

新たな入力欄が追加されます。

最大10件まで追加ができます。

【非表示】ボタンをクリックすると

追加した入力欄が非表示になります。

非表示にした内容は申請されません。

②

④

① ③

⑤
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単位登録申請 F. 多様な地域における診療実績18

多様な地域における診療実績②

以下のいずれかに該当する場合は申請することはできません。

・医療資源の乏しい地域での研修の実施月数が6ヶ月を満たない。
・多様な地域における診療実績の実施月数が既に12ヶ月以上である。
・入力中の申請内容の従事した期間（月換算）が12ヶ月を満たない。
・専門医第４期以降である。
・「多様な地域における診療実績の見なし要件への合致」が承認されている。

「特任指導医から移行措置を経て専門医を
取得した」をチェックした場合はその他の
入力は不要です。

「多様な地域における診療実績が達成でき
ない場合の申告書」をチェックした場合は
「多様な地域（医療資源の乏しい地域）に
おいて１年以上の診療実績を得ることが困
難である理由」を入力します。
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単位登録申請 F. 多様な地域における診療実績18

入力値説明：多様な地域における診療実績①

項目 説明 特記事項

１．医療資源の乏しい地域での研修
実施

医療資源の乏しい地域での研修の実施月数を表示します。
ー

２．医療資源の乏しい地域での研修
猶予

医療資源の乏しい地域での研修の猶予月数を表示します。
ー

３．多様な地域における診療実績
実施

多様な地域における診療実績の実施月数を表示します。
ー

４．多様な地域における診療実績の
見なし要件への合致

特任指導医から移行措置を経て専門医を取得した場合に
チェックします。 ー

５．多様な地域における診療実績が
達成できない場合

多様な地域における診療実績が達成できない場合に
チェックします。

多様な地域における診療実
績における診療実績が達成
できないにチェックが入っ
ている場合は必須入力

６．多様な地域（医療資源の乏しい
地域）において1年以上の診療実
績を得ることが困難である理由

500桁以内で入力します。
多様な地域における診療実績が達成できない場合に
チェックが入っている場合にのみ入力できます。

多様な地域における診療実
勢が達成できない場合は必
須
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単位登録申請 F. 多様な地域における診療実績18

入力値説明：多様な地域における診療実績②

項目 説明 特記事項

７．従事した期間 年月日を入力します。 ７～１６のいずれかひとつ
は必須

８．週当たりの時間数 半角数字を入力します。
入力できる時間は最大40時間です。

〃

９．診療を行った医療機関 200桁以内で入力します。
〃

１０．診療を行った場の住所 200桁以内で入力します。
〃

１１．過疎地域 過疎地域を選択します
〃

１２．医師少数区域 医師少数区域を選択します。
〃

１３．離島 離島を選択します。
〃

１４．被災地 被災地を選択します。
〃

１５．都道府県の指定するへき地 都道府県の指定するへき地をチェックします。
〃

１６．都道府県の地域資料対策協議
会、自治体、医師会からの求
めに応じて機構が定めた医療
資源の乏しい地域

都道府県の地域資料対策協議会、自治体、医師会からの
求めに応じて機構が定めた医療資源の乏しい地域
をチェックします。

―

１７．証明書類 証明書類を添付します。
添付できるファイルの拡張子は.pdf/.jpg/.jpegになりま
す。
2MB以上のファイルは添付できません。
証明書類が複数ある場合は１つのファイルにまとめてく
ださい

必須

１８．貢献した診療・保健・教育活
動等の内容

500桁以内で入力します。
必須

１９．従事した期間（月換算） 従事した期間と週当たりの時間数から従事した期間（月
換算）を表示します。

―

２０．従事した期間（月換算）合計 従事した期間（月換算）の合計を表示します。 従事した期間（月換算）合
計が12ヶ月を満たない場合
は申請できません。
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単位取得状況 単位取得状況19

単位取得状況

① ③

今期の単位取得状況を各種申請ごとに
確認することができます。
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