
専門医申請用PDF作成システム 登録の手引き

登録の流れについて

※このシステムは、専門医試験受験申請用PDFを作成するシステムです。

専門医の本申請は、会員ポータルサイトから行ってください。

１．申請者の個人情報の登録を行ってください。

２．個人情報の登録が完了すると

・個人情報の変更

・所属履歴の登録

・診療実績表の登録（最終ページでPDFのダウンロード）

ができるようになります。

個人情報登録完了後には、登録した E-mailアドレスと

パスワードにて、TOPページからログインできるようになり、

受付期間中は、登録情報を何度でも変更することができます。

３．登録ページの最終ページにて、申請用PDFをダウンロードし

会員ポータルサイトの専門医資格申請情報へアップロードして

ください。

また、アップロード後に申請用PDFの内容を変更する場合、

必ず再作成した申請用PDFと差し替えてください。

会員ポータルサイト：
https://portal.j-circ.or.jp/member/VF_MemberportalLogin?ec=302&startURL=%2Fmember%2Fs%2F



TOPページ

初めての方は、「診療実績表
の登録を開始する」ボタンを
クリックして、登録を開始し
てください。

個人情報の登録を完了すると、
登録したメールアドレスと、
パスワードでログインできる
ようになります。

登録したパスワードを忘れた
場合は、こちらから「パス
ワードをお忘れの方へ」をク
リックして、問い合わせペー
ジへ進んでください。
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個人情報入力ページ（１／１）

項目ごとに、注意書きを確認し
ながら、入力を行ってください。

ここで登録いただく

医籍登録日（医籍免許取得日）
認定資格とその認定日

は、以降の診療実績の登録ペー
ジに使用されます。また、診療
実績表の入力後に変更する場合
は、すでに入力している内容に
影響するため、必ず正確な情報
を登録してください。
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個人情報入力ページ（１／２）

項目ごとに、注意書きを確認し
ながら、入力を行ってください。

ここで入力するメールアドレス
とパスワードで、TOPページか
らログインできるようになりま
す。

入力が完了したら、「確認ペー
ジへ進む」ボタンから次ページ
へお進みください。
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個人情報確認ページ

この確認ページで、入力情報を
確認してください。

修正がある場合には、ページ下
部の「前のページへ戻る」ボタ
ンをクリックしてください。

修正がない場合には、「登録を
完了する」ボタンをクリックし、
次に進んでください。

「登録を完了する」ボタンをク
リックすると、個人情報登録完
了メールが送信されますので、
ご確認ください。
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個人情報登録完了ページ

「メニューへ進む」ボタンから、
メニューページへ進み、

・所属履歴登録
・診療実績表登録

の登録を開始することができま
す。

また、一旦このページを閉じて
も、TOPページから登録した
メールアドレスとパスワードで
ログインし、登録を再開できま
す。
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メニューページ

「個人情報の変更」から、登
録されている個人情報を変更
することができます。

「所属履歴」ボタンから、登
録を開始してください。

診療実績表のボタンは、所属
履歴の登録にて、下記の条件
を満たすと表示されます。

・医師免許取得後の次年度
（2003年3月であれば、2003
年4月）から登録されている

・年月に空きがないように
登録されている

・臨床歴6年以上、内研修施
設での有効研修歴3年以上
が登録されている

診療実績表のボタンが、表示
されている状態。
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所属履歴の登録ページ（１／４）

所属履歴の登録を進めると、臨
床歴と研修施設での有効研修歴
がカウントされます。

【注意】
臨床歴6年以上、内研修施設で
の有効研修歴3年以上が必要条
件です。

2004年4月1日以降に医師免許を
取得された方の有効研修歴は、
認定資格取得年度の4月1日から
のカウントになります。

登録した所属歴の一覧が表示さ
れていきます。

医師免許取得後の次年度（2005
年3月取得であれば、2005年4
月）からの所属先を古い順に登
録してください。

年月に空きがないように登録を
お願いします。

同一施設で業務内容の変更が
あった場合は、同一施設でも業
務内容ごとに所属歴を区切って
入力してください。

入力方法は次ページにてご確認
ください。

このページで下記の条件が満た
されると、診療実績のページへ
のボタンが表示されます。

・医師免許取得後の次年度
から登録されている

・年月に空きがないように
登録されている

・臨床歴6年以上、内研修施設
での有効研修歴3年以上が
登録されている
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所属履歴の登録ページ（２／４）

所属期間（自／至）の年月をプ
ルダウンから選択入力してくだ
さい。入力すると、所属期間が
カウントされます。

システムには、研修施設、研修
関連施設が選択肢として登録さ
れています。
このプルダウンから一覧が表示
されますが、この欄へ都道府県
名や、病院名を入力し、対象を
絞り込んだうえで、選択してく
ださい（下図は入力欄に東京都
と入れた時の表示です。）

選択肢として、該当の病院名が
なければ、病院名を直接手入力
してください。

【重要】
プルダウンで表示される学会指
定研修施設の施設名を一文字で
も変更・削除して登録する場合、
システム的に学会指定研修施設
での登録と認識できなくなりま
すので、ご注意ください。

所属部科名を入力してください。

該当する業務内容を

臨床／研究／臨床・研究／
その他／空白期間

から選択してください。
右の入力欄へは、空白期間の理
由を入力してください。

「所属の追加・更新」ボタンを
クリックして、所属履歴に追加
してください。
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所属履歴の登録ページ（３／４）

所属履歴の登録を進めると、臨
床歴と研修施設での有効研修歴
がカウントされます。

登録した所属歴が表示されます。

所属期間中の有効研修歴が表示
されます（注）。

施設名の「認定期間」ボタンを
クリックすると左下図が表示さ
れ、その認定期間を確認するこ
とができます。

「変更」ボタンを押すと、登録
内容の変更を行うことができま
す。

（注）
登録した施設が研修施設、研修関連施設である場合のみ、有効
研修期間がカウントされます。カウントの方法は、所属期間と
その施設の認定期間から割り出されます。また、2004年4月1日
以降に医師免許を取得された方の有効研修歴は、認定資格取得
年度の4月1日からのカウントになります。

このケースの場合、
医師免許取得 ：2001年度
所属期間 ：2002年4月～2006年3月
施設の認定期間：2004年3月～2022年3月
であるため、所属期間が4年でも、有効研修歴が2年1か月のカ
ウントになります。
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所属履歴の登録ページ（４／４）

このページで下記の条件が満たされる
と、「診療実績のページへ進む」ボタ
ンが表示されます。

・医師免許取得後の次年度
から登録されている

・年月に空きがないように
登録されている

・臨床歴6年以上、内研修施設
での有効研修歴3年以上が
登録されている

診療実績表の登録を開始してください。
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診療実績表の作成（１／７）

No. ごと「追加」ボタンから登録を
開始してください。

この一覧表が、A. 診療実績表となり
ます。

B. 研修記録、C. 手術所見（内科）、
D. 外科手術記録、E. 剖検記録

もこの一覧表から登録できるように
なります。
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診療実績表の作成（２／７）

No. ごと「追加」ボタンをクリック
すると入力欄が表示されます

施設名のプルダウンには、所属履歴
で登録した施設名と所属期間が表示
されます。ただし、No. 1～No. 10の
診療実績のプルダウンには、研修施
設での登録情報のみが反映されます。

各項目へ入力を行ってください。

主な登録条件（エラー表示）
について

受け持ち期間：

[!] 受持開始日は医師免許取得の翌月以
降でなければなりません

[!] 受持開始日が選択した施設への所属
期間から外れています

[!] 受持開始日が施設の認定期間から外
れています

[!] 受持終了日は受持開始日以降の日付
を選択してください

[!] 受持終了日は基本領域資格取得年度
（2002年度）以降でなければなりませ
ん

[!] 受持終了日が入院期間から外れてい
ます

[!] 受持終了日が選択した施設への所属
期間から外れています

[!] 受持終了日が施設の認定期間から外
れています

など

疾患名：

[!] 他の疾患と重複しています

これらの条件を満たしながら、登録
をお願いします。
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診療実績表の作成（３／７）

A.診療実績の登録を行うと
その欄の右側に、

B.研修記録
C. 手術所見（内科）
D. 外科手術記録
E. 剖検記録

のバーが表示されます。
B. 研修記録のバーをクリッ
クすると、下図が表示され
ます。

「登録する」ボタンをク
リックして登録を開始して
ください。
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診療実績表の作成（４／７）

各項目へ入力を行ってくだ
さい。

入力後「保存する（忘れず
に）」ボタンをクリックし
てください。

上記の保存するボタンをクリックす
と、このページへ推移します。この
ページの各項目欄にある「登録す
る」ボタンをクリックすると下図の
入力欄が表示されます。各入力欄の
文字数制限に従って、入力（注）を
行ってください。

（注）
入力する際の注意点：
上付き文字やボールドなどの書体を入力
内容に反映する際にはHTMLタグを使用し
てください。入力欄右上のHTMLタグや環
境依存文字はこちらへタグの一覧を準備
しています。
また、環境依存文字（α, β, μ, ±, ®など）
も文字化けの原因になりますので、Code
入力をお願いします。
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診療実績表の作成（５／７）

B. 研修記録の登録を完了する
とそのバーが緑色になり、

C. 手術所見（内科）
D. 外科手術記録
E. 剖検記録

の登録ができるようになりま
す。

C. 手術所見（内科）
D. 外科手術記録

の登録方法は、 B. 研修記録と
同様ですが、下図のように最
初にC. 手術所見（内科）を登
録すると、D. 外科手術記録は、
登録できなくなります。

E. 剖検記録は、次のページに
てご確認ください。
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診療実績表の作成（６／７）

E. 剖検記録のバーをクリック
し、このページへ進み、「登
録する」をクリックすると下
図が表示されます。

剖検報告書のコピーの画像ファ
イルをJPGまたはPNGのファイル
形式でご登録ください。

なお、剖検報告書の主治医欄に
申請者の氏名が記載されていな
い場合、「剖検の担当医に関す
る証明書」の書類提出が必要に
なります。その場合は、必ず、
このページで
担当医に関する証明書：必要
を選択してください。
最終ページでダウンロードでき
る、申請用PDFへその記入用紙を
自動的に挿入いたします。
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診療実績表の作成（７／７）

No. 1～No. 3

A. 診療実績表
B. 研修記録
と
C. 手術所見（内科）、
D. 外科手術記録、
E. 剖検記録のいずれか

No. 4～No. 10

A. 診療実績表
B. 研修記録

No. 11～No. 30

A. 診療実績表

上記の登録が完了したら、「確認
ページへ進む」ボタンから次へ進ん
でください。

※完了していない状態でも、確認
ページへ進むことはできます。
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診療実績表の確認ページ

確認ページへ進むと、上部に診療実
績表の登録情報から、
【10疾患チェック表】
が作成されるので、ご確認ください。

その下には、診療実績表作成ページ
での全登録情報を確認することがで
きます。

登録に不備がある場合は、下図のよ
うに赤く表示されます。左のNo.部
分をクリックすると、登録ページへ
戻ります。

登録内容に不備がなければ、
「専用PDFダウンロードページへ進
む」ボタンがアクティブになります。

このボタンをクリックし、最終ペー
ジへお進みください。最終ページへ
進むと同時に、自動メールが送信さ
れます。
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登録最終ページ（申請用PDFダウンロードページ）

「申請用PDFダウンロード（パソコ
ンに保存する）」ボタンをクリック
して、PDFを保存してください。
PDFの書き出しには、30秒ほどお時
間がかかることがございます。

保存したPDFは、会員ポータルサイ
トの専門医資格申請情報へアップ
ロードしてください。

また、会員ポータルサイトへアップ
ロード後に申請用PDFの内容を変更
する場合、必ず再作成した申請用
PDFと差し替えてください。

p.19(end)


