
ログイン

下記のURLへアクセスすると、『施設My Webログイン』ページが表示されます
施設MyWebログイン：https://jsgs-shisetsu.members-web.com/my/login/login.html

コード番号とパスワードを入力し、ログインします。
（コード番号とパスワードは，学会事務局から各施設
へ「消化器外科指導責任者様」宛に郵送でお送りし
ております．）

ご注意ください
この施設管理システムはインターネット上で動作するシステムです。
長時間ご利用にならない場合は、ログアウトするようにお願いいたします。
なおセキュリティ上の観点から、「施設My Web」施設ページは30分間何も操作しなかった場合、
強制的にログアウトいたします。
データ操作中に長時間放置された場合、途中の作業が無効となりますのでご注意ください。

※初めて申請を行う施設で、コード番号をお持ちで
ない場合、新規施設申請の［申請］ボタンから
新規にコード番号を作成ください。
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新規施設申請

【施設MyMeb】ログイン画面の［申請］ボタンから「新規施設申請」ページへ進み、情報を入力します

登録が完了すると、メールにて施設のコード番号をお知らせ
します。
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初回ログイン

未登録の情報がある場合、初回ログイン時のみ施設・施設担当者についての登録画面が表示されます

必須項目を全てを入力し、確認画面へ
進みます。
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トップ画面

ログインしますと主要メニューと登録情報が表示されます。

メニューリンクは全て左側へ集約しております。

施設に関する情報が表示されます。
メニューの「施設､担当者情報」から、
登録内容を編集できます。

施設担当者に関する情報が表示されます。
メニューの「施設､担当者情報」から、
登録内容を編集できます。

コード番号、施設名、施設担当者名が表
示されます
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❶ 施設・担当者情報の確認と編集ができます。《 5頁へ》
➋登録済みの指導責任者情報 または 関連施設情報の確認と編集ができます。
認定済情報の変更は、こちらのメニューから行います。《19～20頁へ》

➌ 新規および更新の申請情報の確認 または編集ができます。
申請は、こちらのメニューから行います。《6～10頁へ》

❹ 各申請書の確認 または 編集ができます。 《11～18頁へ》
※大学病院と簡略対象施設は、一部のメニューのみ表示されます。

❺関連施設情報（過去含む） または 過去の指導責任者情報を閲覧できます。
《21～22頁へ》

❻ パスワードの変更ができます。 《23頁へ》

❹

❻



施設・担当者情報の確認と編集

左メニューの「施設・担当者情報」より、施設・担当者の基本情報を確認・編集できます

［編集画面に進む］ボタンから、
登録内容を編集できます。

現在登録済みの施設・担当者情
報が表示されています。
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新規申請 ―情報入力前―

左メニューの「認定施設申請・申請情報確認」より申請情報の確認・編集 及び 申請ができます

申請内容が全て「登録済」になると［申請］ボタンが押せる
ようになり、申請できます。

①情報の編集
各項目の情報を確認・編集してください。
左メニューの「申請登録情報変更（確認）」からも各項目の編
集ができます。

②PDFダウンロードとPDF登録
「1.認定施設認定申請書」「3.指導医、専門医ならびに認定医
勤務証明書 兼 カリキュラム計画書」について入力完了後PDF
出力が可能となりますので、PDFを出力し署名・捺印のうえ
［登録］ボタンよりアップロードしてください。

※編集ボタンから内容を確認して、変更がない場合でも再度保
存を行ってください。
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新規申請 ―情報入力後―

左メニューの「認定施設申請・申請情報確認」より申請情報の確認・編集 及び 申請ができます

申請内容が全て「登録済」になると［申請］ボタンが押せる
ようになり、申請できます。

登録済みのPDFを確認できます。
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新規申請 ―申請後―

左メニューの「認定施設申請・申請情報確認」より申請情報の確認・編集 及び 申請ができます

申請後、申請の完了通知メールが送信されます。
審査中は、登録済みの内容の確認のみ可能です。
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更新申請 ―情報入力前―

左メニューの「認定施設申請・申請情報確認」より申請情報の確認・編集 及び 申請ができます

申請内容が全て「登録済」になると［申請］ボタンが押せる
ようになり、申請できます。

①情報の編集
各項目の情報を確認・編集してください。
左メニューの「申請登録情報変更（確認）」からも各項目の編
集ができます。

②PDFダウンロードとPDF登録
「1.認定施設認定申請書」「3.指導医、専門医ならびに認定医
勤務証明書 兼 カリキュラム計画書」について入力完了後PDF
出力が可能となりますので、PDFを出力し署名・捺印のうえ
［登録］ボタンよりアップロードしてください。

※編集ボタンから内容を確認して、変更がない場合でも再度保
存を行ってください。
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大学病院と簡略対象施設は下記の登録のみとなります。

【大学病院】
1.認定施設認定申請書
6.関連施設内容説明書

【簡略対象施設】
1.認定施設認定申請書
3.指導医、専門医ならびに認定医勤務証明書 兼 カリキュ
ラム計画書

6.関連施設内容説明書



更新申請 ―情報入力後―

左メニューの「認定施設申請・申請情報確認」より申請情報の確認・編集 及び 申請ができます

申請内容が全て「登録済」になると［申請］ボタンが押せる
ようになり、申請できます。

登録済みのPDFを確認できます。
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申請登録情報変更（確認） ①認定施設認定申請

左メニューの「①認定施設認定申請」より、施設情報、指導責任者、施設担当者情報の登録内容を確認、
または指導責任者を編集できます

「施設情報」「施設担当者情報」は、左メニューの
「施設・担当者情報」から編集できます。

「現在の指導責任者情報」が登録されている場合、
その情報を入力欄に転写 または 転写前に戻すことが
できます。

申請期間外は、登録内容の確認のみできます。
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申請登録情報変更（確認） ②診療施設内容説明

左メニューの「②診療施設内容説明」より、診療施設と認定条件の登録内容を確認・編集できます

複数の診療科がある場合は［＋入力欄を追加］ボタン
で追加してください。

入力済みの診療科を削除できます。

大学病院と簡略対象施設は登録不要のため、
メニューにありません。
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申請登録情報変更（確認） ③指導医､専門医､認定医勤務証明 兼 担当カリキュラム

左メニューの「③指導医､専門医､認定医勤務証明 兼 担当カリキュラム」より、指導医､専門医､認定医情
報､担当カリキュラムの登録内容を確認・編集できます

複数の医師を登録する場合は［＋入力欄を追
加］ボタンで追加してください。

入力済みの情報を削除できます。

担当カリキュラムは複数選択できます。

指導責任者、指導医､専門医､認定医情報のうち、
一つを選択してください。 大学病院は登録不要のため、メニューに

ありません。
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申請登録情報変更（確認） ④消化器手術報告

左メニューの「④消化器手術報告」より、消化器手術件数、必須主要手術件数の登録内容を確認・編集で
きます

  

  

  

臓器別に入力した手術数の全合計が表示されます。

チェックを入れた臓器の入力欄が下に表示されます。
※チェックを外しても入力済みの数値は消えません。

全臓器の合計数が表示されます。

臓器ごとの合計数が表示されます。

大学病院と簡略対象施設は登録不要のため、
メニューにありません。
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申請登録情報変更（確認） ⑤業績集

左メニューの「⑤業績集」より、登録業績情報を確認・編集できます

複数の業績を登録する場合は［＋入力欄を追
加］ボタンで追加してください。
※登録できる業績は10件までです。

条件を満たしている年月のみ選択できます。

大学病院と簡略対象施設は登録不要のため、
メニューにありません。
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申請登録情報変更（確認） ⑥関連施設内容説明

左メニューの「⑥関連施設内容説明」より、関連施設を確認・編集できます

複数の関連施設を登録する場合は［＋入力欄を
追加］ボタンで追加してください。

チェックを入れた診療科の入力欄が下に表示されます。
「①認定施設認定申請」で登録した診療科が選択でき
ます。
※チェックを外しても入力済みの数値は消えません。

関連施設を検索できます。［選択］ボタンを押
すと施設名と所在地が自動入力されます。

主なカリキュラム区分は複数選択できます。

「現在の関連施設情報」が登録されている場合、
その情報を入力欄に転写 または 転写前に戻す
ことができます。
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申請期間外は、登録内容の確認のみできます。



申請登録情報変更（確認） ⑦研修実績報告／消化器外科専門医研修者受入実績報告･計画

左メニューの「⑦研修実績報告／消化器外科専門医研修者受入実績報告･計画」より、研修実績報告書の内
容を確認・編集できます

複数の研修者を登録する場合は［＋入力欄を追
加］ボタンで追加してください。

大学病院と簡略対象施設は登録不要のため、
メニューにありません。
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申請登録情報変更（確認） ⑧履歴書

左メニューの「⑧履歴書」より、指導医､専門医､認定医の履歴書を確認・編集できます

「③指導医､専門医､認定医勤務証明 兼 担当カリキュラ
ム」に登録している医師の入力欄が自動で表示されます。

（未入力有）と表示された箇所がある場合、申請情報確
認ページでも未登録となり申請できません。
該当者の履歴情報を編集して下さい。

大学病院と簡略対象施設は登録不要のため、
メニューにありません。
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現在の指導責任者情報（確認・変更）

左メニューの「現在の指導責任者情報」より、現在登録済みの指導責任者情報の確認と変更ができます

［編集画面に進む］ボタンから、
登録内容を編集できます。

現在登録済みの指導責任者情報が
表示されています。

指導責任者情報は、承認が完了するまで
反映されません。

変更内容の反映には事務局承認が
必要です。
承認完了後、変更履歴は表示され
なくなります。

【変更後、承認前の画面】
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現在の関連施設情報（確認・変更）

左メニューの「現在の関連施設情報」より、現在登録済みの関連施設情報の確認と変更ができます

［編集画面に進む］ボタンから、
登録内容を編集できます。

現在登録済みの関連施設情報が表
示されています。

関連施設情報は、承認が完了するまで
反映されません。

変更内容の反映には事務局承認が
必要です。
承認完了後、変更履歴は表示され
なくなります。

【変更後、承認前の画面】
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関連施設一覧

左メニューの「関連施設一覧」より、現在および過去の関連施設情報を閲覧できます

※関連施設が登録されていない場合は表示されません
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過去の指導責任者

左メニューの「過去の指導責任者」より、過去に所属していた指導責任者と担当期間を閲覧できます

※過去の指導責任者が登録されていない場合は表示されません
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パスワード変更

左メニューの「パスワード変更」よりパスワードを変更できます
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パスワードをお忘れの方

ログインページの「パスワードをお忘れの方はこちら」またはログイン前の左メニューの「パスワード変
更」よりパスワードを確認できます

パスワードの確認用URLとアクセスキーがご指定の
Emailアドレスへ送信されます。
※アクセスキーのご利用は一度限りです。
無効になってしまった場合は再度「パスワードをお忘
れの方」よりお手続きください。
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