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参加実習機関情報の編集

学生医の管理

学生医による実習機関、
実習カリキュラム評価の参照
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1「実習カリキュラム」

メニューの操作方法

学生医のスケジュールテンプレートの管理

9学生医のスケジュール管理

降年・留年設定

臨床実習修了設定

〈実習修了・運用完了〉
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臨床実習カリキュラムの運用完了



実習カリキュラムに参加する実習機関を設定します。

実習機関情報一覧エリアでは、既に選択中の実習カリキュラムに登録されている

実習機関情報が表示されています。

実習機関の個別登録・削除や、テンプレートファイルを利用した一括登録が可能です。

■実習機関の登録

実習機関情報の登録は、既に CC-EPOC及びEPOC2に登録されている

実習機関情報を検索し登録を行います。

1.「実習機関検索」ボタンをクリックします。

2.登録したい実習機関情報を入力し、「検索」ボタンをクリックします。

3.入力した実習機関情報に一致する実習機関の一覧が表示されます。登録したい実習機関の「決定」ボタンをク

リックします。実習機関情報が表示されない場合は、検索用に入力した実習機関情報を変更ください。該当する実

習機関が存在しない場合は、

CC-EPOC 利用申請システムの実習機関登録で申請を行ってください。

4.各実習機関における実習カリキュラム管理担当者の UMIN IDを入力します。

最低 1名の登録が必要です。

■テンプレートを利用した実習機関の一括登録

テンプレートを利用した実習機関の一括登録も可能です。

1「. 一括登録用のテンプレートダウンロード」ボタンをクリックし、

一括登録用のテンプレートをダウンロードします。

2.ダウンロードしたテンプレートファイルを編集し、実習機関情報を入力ください。

テンプレートの見出し、サンプル行は削除しないでください。

3.「ファイルを選択」ボタンをクリックし、

実習機関情報入力済みの一括登録用テンプレートを選択ください。

4.「一括登録」ボタンをクリックし、登録します。

実習機関の登録エリア

一括登録

エリア

実習機関情報一覧エリア
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参加実習機関情報の編集

〈実習カリキュラム情報入力〉



学生医が参加する実習コース及びその割り当てを設定します。

■実習スケジュール追加
実習コース名を設定し、保存します。
実習スケジュール追加から「実習開始日」「実習終了日」「診療科名」「実習型」「教員」を選択し、登録を行います。
実習型は「参加型」「見学型」「混合型」「その他」の中から選択ください。

■学生医のスケジュールテンプレート追加
実習コース作成後、「学生医の割り当て/取消」から学生医を割り当てます。

エリア
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学生医のスケジュールテンプレートの管理

〈実習カリキュラム情報入力〉

学生医の割り当て設定エリア

実習コース名設定

■一括登録用テンプレートのダウンロードおよび、一括登録用テンプレートの作成

1. 「実習開始日」「実習終了日」を入力して、「ダウンロード」ボタンをクリックします。

一括登録テンプレートをダウンロード保存します。

2. 一括登録テンプレートを開くと、実習開始日～実習終了日までを1週間単位で区切ったシート「実習テンプレー
ト」があります。最後の週が1週間に満たない場合は、端数の日数の週を作成します。(最後の週が1日の場合
は作成されません)

※一括登録用テンプレートのシート名は変更しないでください。

3. 初期値は1週間単位で区切っていますが、実習がすべて2週間単位である場合などは、テンプレートファイルの
日付を修正していただいて構いません。

4. 3行目以降に、実習コース名、グループ名、スケジュールを記述します。

1行に1グループの情報を記述します。複数グループの情報を記述する場合は、次の行に記述します。

5. スケジュールの1単位は、「開始日」「終了日」「施設名」「診療科名」「実習区分」「教員等UMIN ID」です。

「開始日」「終了日」は同じ列に記述されているスケジュールで、共通となります。

このスケジュールでは、C列～F列に記述しているスケジュールは、すべて「開始日:2021/04/01」

「終了日:2021/04/07」として扱います。



6. 「施設名」「診療科名」はシート「施設・診療科名」に記述されている施設名、診療科名を記述します。

施設略称、診療科略称がある場合は、略称を記述することができます。

誤登録を防ぐため、シート「施設・診療科名」の施設名、診療科名をコピーして作成することを推奨します。

7. 実習区分は、「参加型」「見学型」「混合型」「その他」を指定します。

「参加型」「見学型」「混合型」以外が記述されている場合、「その他」として扱い、その他のフリーワードとして登録
します。

8. 教員等UMIN IDはテンプレートの作成時点で、担当者が決まっていない場合は、空欄で構いません。

研修医医絞り込みエリア

<学生医のスケジュールテンプレートダウンロード >

<ダウンロードしたテンプレートファイル >
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<テンプレートファイル記入例 >

■実習テンプレートについてのTIPS

1. 「施設名」「診療科名」「実習区分」「教員等UMIN ID」の各欄を空欄にすると、その期間は登録しません。

(休みとして扱う場合などにご利用ください)

2. 「開始日」「終了日」が隣接する期間に、 同一の「施設名」「診療科名」「実習区分」「教員等UMIN ID」を記述すると、一つの研
修スケジュールとして登録します。

【例】

2021/04/01～2021/04/07と2021/04/08～2021/04/14に、施設名:UMIN、診療科名： 内科、実習区分：見学型、教員等UMIN 
ID:空欄で登録すると、期間が2021/04/01～2021/04/14のスケジュールを1件登録します。

期間が隣接していないものは、個別に登録します。

3. 正月休み等の、全グループで共通して休みとなる週のスケジュールは削除していただいても問題はありません。

4. 実習テンプレートは学生医に割り当てることができます。学生医毎に修正を行うことができます。

学生医毎の修正は「学生医のスケジュール管理」で行ってください。

「学生医のスケジュール管理」で修正した内容は、実習テンプレートには反映されません。

5. 一人の学生医に、複数の実習テンプレートを割り当てることができます。

実習テンプレートの割り当て時点では、期間が重複するスケジュールを割り当てても、エラーにはなりません。

「学生医のスケジュール管理」で修正するケースを想定しているためです。

6. 実習スケジュールは学生医に割り当てることができますが、一旦割り当てた後に、
「実習コース名」「グループ名」が同じものをアップロード一括登録を行うと、学生医への割り当てをクリアします。

そのため、4年次のスケジュールの一括登録と5年次の登録を、別個に行う際には、 「実習コース名」

「グループ名」を変更して登録してください。



研修医医絞り込みエリア

<拡張テンプレートの記入例 >
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7. 1期間に、複数の診療科を設定する場合、施設名欄に『拡張スケジュール識別子』を記述し、
シート「拡張テンプレート」に期間内の臨床実習スケジュールを登録します。

8. 『拡張スケジュール識別子』は「施設名以外の任意の文字列」を指定できます。

一括登録時に同じ『拡張スケジュール識別子』を持つスケジュールをグループ化して登録します。

期間の指定は、「開始日・終了日での指定」または「実習日数での指定」のいずれかを指定します。

実習日数は「0.5」刻みで指定できます。

(a) 「開始日・終了日」が指定されており、「実習日数」が空欄の場合は、施設のカレンダーから日数を算出します。

(b) 「開始日・終了日」と「実習日数」の両方が指定されており、「開始日～終了日の日数」＜「実習日数」の場合は、
「開始日・終了日」を優先します。
実習期間が半日の場合は、「開始日・終了日」に同じ日を入力して、「実習日数」に「0.5」と入力してください。

(c) 「開始日・終了日」が空欄で、「実習日数」が指定されている場合、施設のカレンダーの平日扱いの日を割り当てます。
当該週に祝日等があり、週の実習日数を拡張スケジュールの日数が超える場合は、
超えた分を次の平日に割り当てますので、臨床実習スケジュールテンプレートの修正を行ってください。



■テンプレートの一括登録

1.前項で作成したテンプレートファイルを選択して、「一括登録」ボタンを押下すると、一括登録を行います。

テンプレートにエラーがある場合は、エラーファイルをダウンロードするボタンが表示されますので、

エラー内容を確認・修正して、再度アップロードしてください。

指導医一覧

<学生医のスケジュールテンプレート一括登録 >

表示切替エリア
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■臨床実習テンプレート毎に学生医を割り当てる

方法A

1. カリキュラムメニューの「学生医のスケジュールテンプレート管理」を選択します。
2.前項で作成したテンプレートに対し、割り当てを行う臨床実習テンプレートの
「学生医の割り当て／取消」ボタンを押下します。

3.学生医一覧が表示されますので、一人ずつ個別に割り当て／取消を行うか、一括で割り当てを行います。

(a) 個別に割り当て／取消を行う

(b) 一括で割り当てる

割り当てを行った時点で、テンプレートを元に学生医のスケジュールに反映します。

一括で割り当てた後に、個別に割り当てを解除することもできます。

方法B

1. カリキュラムメニューの「学生医のスケジュールテンプレート管理」を選択します。
2. 学生医の一覧が表示されますので、「スケジュール設定／確認」を押下します。
3.「スケジュールテンプレートの割り当て／取消」ボタンを押下します。
4.割り当てる臨床実習テンプレートを個別に割り当るか、チェックボックスで複数選択して、登録を行います。

複数選択できる理由は、テンプレートを年度の上期用、下期用などのように別個で用意しておき、
組み合わせで登録するケースを想定しています。

複数組み合わせを行う場合は、登録後に日程の調整を行うケースもあるかと思い、
テンプレートの割り当て時点では日程が重なっていてもエラーにはしていません。



実習カリキュラムに参加する学生医を設定します。

登録学生医情報一覧には、既に選択中の実習カリキュラムに登録されている学生医情報が表示されています。

学生医の個別登録・削除や、テンプレートファイルを利用した一括登録が可能です。

■学生医の個別登録

1.追加ボタンをクリックします。

2.登録する学生医の UMIN IDを入力ください。

3.「登録」ボタンをクリックすると、入力したUMIN IDの学生医が実習カリキュラムに登録されます。

---------------------------------------------------------------------------------------

UMIN IDが不明な場合；「UMIN IDの検索」から氏名/生年月日を利用して検索できます。

---------------------------------------------------------------------------------------

■テンプレートを利用した学生医の一括登録

1.「学生医一括登録用のテンプレートダウンロード」ボタンをクリックし、

一括登録用のテンプレートをダウンロードします。

2.ダウンロードしたテンプレートファイルを編集し、学生医情報を入力ください。

テンプレートの見出し、サンプル行は削除しないでください。

3.「ファイルを選択」ボタンをクリックし、学生医情報入力済みの一括登録用テンプレートを選択ください。

4.「一括登録」ボタンをクリックし、登録します。

■学生医の削除

1.登録学生医情報一覧から、削除したい学生医を探します。表示されている学生医が多い場合は、氏名での絞

り込みなどが可能です。

2.削除したい学生医行にある「削除」ボタンをクリックします。

3.表示されたダイアログの「OK」ボタンをクリックすると削除が実行されます。

運用中の学生医を削除する場合は、一部情報が削除されたり、あらためて同一学生医を登録するには日時を要

する場合がありますので、注意して行ってください。
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学生医の管理

〈実習カリキュラム情報入力〉

学生医登録エリア

学生医検索エリア

登録学生医情報一覧



学生医のスケジュールの管理

〈実習カリキュラム情報入力〉
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実習カリキュラムに参加する学生医のスケジュールを設定します。

■テンプレートを利用した学生医の一括登録

1.「学生医一括登録用のテンプレートダウンロード」ボタンをクリックし、

一括登録用のテンプレートをダウンロードします。

2.ダウンロードしたテンプレートファイルを編集し、学生医情報を入力ください。

テンプレートの見出し、サンプル行は削除しないでください。

3.「ファイルを選択」ボタンをクリックし、学生医情報入力済みの一括登録用テンプレートを選択ください。

4.「一括登録」ボタンをクリックし、登録します。

■実習スケジュール追加
実習コース名を設定し、保存します。
実習スケジュール追加から「実習開始日」「実習終了日」「診療科名」「実習型」「教員」を選択し、登録を行いま

す。
実習型は「参加型」「見学型」「混合型」「その他」の中から選択ください。



学生医による実習機関、
実習カリキュラム評価の参照

〈実習カリキュラム情報入力〉

学生医一覧エリア

学生医による実習機関や実習カリキュラムの評価を参照します。

「学生医一覧エリア」から、参照したい学生医を選んでください。

表示されている学生医が多い場合は、氏名や、あいうえお順での絞り込みができます。

■教員等評価

1.教員等に対する評価を参照します。

当該学生医の行にある「教員等評価」ボタンをクリックしてください。

2.「診療科名一覧」が表示されますので、教員・医師の所属する診療科を選び「、診療科の選択」ボタンをクリックします。

3.「教員・医師一覧」で、参照する教員を選んでください。氏名や、あいうえお順での絞り込みができます。

参照したい教員の行にある「参照」ボタンをクリックします。

4.＜教員評価＞が表示されますので、各評価項目を参照してください。

タブを切り替えて、「教員等評価」「総合評価」それぞれの項目を確認することができます。

■診療科・病棟評価

1.診療科・病棟に対する評価を参照します。

当該学生医の行にある「診療科・病棟評価」ボタンをクリックしてください。

2.「診療科名一覧」で、参照したい診療科の行にある「参照」ボタンをクリックします。

3.＜診療科・病棟評価＞が表示されますので、各評価項目を参照してください。

タブを切り替えて、「福利厚生」「実習内容」「人的支援体制」のそれぞれの項目を確認することができます。
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■実習機関単位評価

1.実習機関単位での評価を参照します。

当該学生医の行にある「実習機関単位評価」ボタンをクリックします。

2.「実習機関」の行にある「参照」ボタンをクリックします。

3.＜実習機関単位評価＞が表示されますので、各評価項目を参照してください。

タブを切り替えて、「福利厚生」「設備」「人的支援体制」それぞれの項目を確認することができます。

■実習科目全体評価

1.実習科目全体の評価を参照します。

学生医の行にある「実習科目全体評価」ボタンをクリックしてください。

2.＜実習科目全体評価＞が表示されますので、各評価項目を参照してください。
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〈実習カリキュラム情報入力〉



実習カリキュラムへのフィードバック表示
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〈フィードバック表示〉

実習カリキュラムへのフィードバックが一覧表示され、参照、データ保存することができます。

■フィードバックデータのダウンロード

各学生医のフィードバックをエクセルファイルの形式でダウンロードします。

「フィードバックのダウンロード」ボタンをクリックしてください。

［名前を付けて保存］のダイアログボックスが開きますので任意のフォルダに保存します。



降年・留年設定
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〈実習修了・運用完了〉

学生医の降年・留年に関する設定が出来ます。

■降年・留年設定

一覧から、降年・留年を行う学生医を確認し、各操作を行います。

【共通】 降年・留年を選択、実行後、翌年度のプログラムに

研修スケジュール、症例、評価等、全てのデータが移行されます。

降年・留年を行ったプログラムには降年・留年設定が行われた状態として、画面上に残ります。

【降年のみ】 日付を入力し、いつ降年が行われたか画面上で明示します。

留年は3/31に自動で設定されます。



実習カリキュラム独自の評価票をエクセルファイルにて記入し、

アップロードして画面に表示させることができます。

■評価票アップロード

1.「評価票アップロード画面」にある「サンプルフォーマットのダウンロード」ボタンをクリックします。

2.［名前を付けて保存］のダイアログボックスが開きますのでエクセルファイルを任意のフォルダに保存します。

3.サンプルフォーマットに評価内容を記入して保存します。

4.＜評価票テーブル種別＞で、「評価票／教員等評価／診療科評価／実習機関評価」から
適したものを選択します。

5.「ファイルを選択」ボタンをクリックして、保存されているエクセルファイルを選択します。

6.「アップロード」ボタンをクリックするとファイルがアップロードされ、評価票の内容が画面に表示されます。

「アップロードした評価票を確認する」をクリックして表示させることもできます。

14

評価票アップロード

〈各種ツール〉

評価票テーブル種別

評価票アップロード画面



CC-EPOCには、症候 39項目、病態 26項目が設定されていますが、

そちらを追加等改訂したいときに、独自に症候／病態を編集することができます。

■症候／病態の編集

1.「症候」「病態」のそれぞれコードと名称を記入していきます。

2.記入後に「↑ ↓」ボタンで順番を入れ替えることができます。

「削除」ボタンをクリックするとその欄がオレンジ色に変化し削除状態となります。

「削除取消」ボタンをクリックする削除が取り消されます。

3.「症候の追加」「病態の追加」ボタンをクリックすると５行ずつ記入欄を増やすことができます。

4.記入が終わったら「保存」ボタンをクリックします。

病態編集エリア症候編集エリア

データアップロードエリア
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症候の編集

〈各種ツール〉

症候/病態の管理

症候/病態のアップロード

症候

症候



実習機関情報の編集

16

診療科の管理

教員等の管理

メディカルスタッフの管理

実習機関の休日の管理

2 「実習機関」メニューの

操作方法
〈実習機関情報編集〉

〈入力状況確認(学生医) 〉
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17

19

21

23

25

27

29

31

33

34

35

36

37

38

39

学生医のスケジュール管理

学生医の入力状況確認

学生医の診療の基本 の確認／代行入力

学生医の基本的手技の確認

信頼し任せられる役割の確認（EPA)

学生医のその他の実習活動の記録の確認

教員等からのコメントの確認

実習履歴の確認

学生医の360度評価用QRコード印刷

実習記録のダウンロード

推論の記録



教員等の入力状況確認

17

未評価症例一覧

教員等の評価票入力状況確認

教員等の診療の基本 の確認／代行入力

教員等のmini-CEX/CbD入力状況確認

教員等のmini-CEX/CbD の代行入力

教員等間申し送り確認

〈入力状況確認(教員等)〉

評価票のフィードバック公開管理

〈入力状況確認 (メディカルスタッフ等) 〉

〈その他の実習活動の記録管理〉

〈その他の管理〉
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41

42

43

44

45

47

49

50

52

53

メディカルスタッフ等の評価入力状況確認

メディカルスタッフ等の評価票I/II/III 代行入力

その他の実習活動の記録管理



実習機関の基本情報を変更できます。

実習機関情報に変更があった場合は、適宜更新してください。

実習機関選択エリアで表示実習機関を変更できます。（※実習カリキュラム管理担当者権限にてログイ

ンの場合）実習機関情報編集エリアにて、表示中の実習機関情報を変更できます。

---------------------------------------------------------------------------------------

実習機関選択エリアについて；

実習機関選択エリアは、実習カリキュラム管理担当者でログインしたときのみ表示されます。実習機

関権限の場合は表示されません。

(「診療科の管理」等その他のいくつかの機能も同様です）

---------------------------------------------------------------------------------------

■表示実習機関の変更 （※実習カリキュラム管理担当者権限にてログインの場合）

1.「実習機関選択」ボタンをクリックすると、実習カリキュラムに参加している実習機関一覧が表示されます。

2.実習機関一覧から、編集したい実習機関を選択ください。

3.「決定」ボタンをクリックすると、選択した実習機関の情報が表示されます。

■実習機関情報の編集

1.「実習機関情報の編集」エリアの項目ごとに情報を編集します。

2.入力内容に間違いがないことを確認ください。

3.「基本情報を更新する」ボタンをクリックすると、変更内容が反映されます。
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実習機関情報の編集

〈実習機関情報編集〉

実習機関
情報編集エリア

実習機関

選択エリア



実習機関に所属する診療科情報を設定できます。

診療科情報一覧には、登録されている診療科情報が表示されます。

診療科の個別登録・削除や、テンプレートファイルを利用した一括登録が可能です。

■表示実習機関の変更 （※実習カリキュラム管理担当者権限にてログインの場合）

1.「実習機関選択」ボタンをクリックすると、自実習機関に関連付けられている実習機関一覧が表示されます。

2.実習機関一覧から、編集したい実習機関を選択ください。

3.「決定」ボタンをクリックすると、選択した実習機関の情報が表示されます。

■診療科の追加

1.「診療科個別追加・一括登録」エリアにある「追加」ボタンをクリックします。

2.追加する診療科情報を入力します。

3.入力情報に間違いがないか確認ください。

4.「登録」ボタンをクリックし、診療科を登録します。

■テンプレートを利用した診療科の一括登録

1「. 一括登録用のテンプレートダウンロード」ボタンをクリックし、一括登録用のテンプレートをダウンロードしま

す。

2.ダウンロードしたテンプレートファイルを編集し、診療科情報を入力ください。

テンプレートの見出し、サンプル 行は削除しないでください。

3.「ファイルを選択」ボタンをクリックし、診療科情報入力済みの一括登録用テンプレートを選択ください。

4.「一括登録」ボタンをクリックし、登録します。

診療科個別追加・一括登録エリア

診療科情報一覧
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ア

診療科の管理

〈実習機関情報編集〉

実習機関選択エリア



■診療科情報の変更

1.診療科情報一覧から、変更したい診療科を探します。

2.情報変更したい診療科にある「編集」ボタンをクリックすると、選択した診療科の現在の情報が表示されます。

3.変更したい情報を編集ください。

4.入力内容に間違いがないことを確認ください。

5.「登録」ボタンをクリックし、変更します。

■診療科の削除

1.診療科情報一覧から、削除したい診療科を探します。

2.削除したい診療科にある「削除」ボタンをクリックします。

3.表示されたダイアログの「OK」ボタンをクリックすると削除が実行されます。

運用中の診療科を削除する場合は、一部情報が削除されたり等が発生する場合がありますので、注意して

行ってください。
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実習機関に所属する教員等の情報を設定できます。

教員等情報一覧には、選択中の表示実習機関に登録されている教員等が表示されます。

■表示実習機関の変更 （※カリキュラム管理担当者権限にてログインの場合）

1.「実習機関選択」ボタンをクリックすると、自実習機関に関連付けられている実習機関一覧が表示されます。

2.実習機関一覧から、編集したい実習機関を選択ください。

3.「決定」ボタンをクリックすると、選択した実習機関の情報が表示されます。

■教員等の追加

1.「教員等個別追加・一括登録」エリアにある「追加」ボタンをクリックします。

2.登録する教員等の UMIN IDを入力し、診療科を選択ください。

---------------------------------------------------------------------------------------

UMIN IDが不明な場合；「UMIN IDの検索」から氏名/生年月日を利用して検索できます。

---------------------------------------------------------------------------------------

3.「登録」ボタンをクリックすると、入力したUMIN IDの教員等が実習カリキュラムに登録されます。

■テンプレートを利用した教員等の一括登録

1「. 一括登録用のテンプレートダウンロード」ボタンをクリックし、
一括登録用のテンプレートをダウンロードします。

2.ダウンロードしたテンプレートファイルを編集し、教員等情報を入力ください。テンプレートの見出し、

サンプル行は削除しないでください。

3.「ファイルを選択」ボタンをクリックし、教員等情報入力済みの一括登録用テンプレートを選択ください。

4.「一括登録」ボタンをクリックし、登録します。

教員等個別追加・一括登録 エリア

教員等情報

実習機関
選択エリア
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教員等の管理

〈実習機関情報編集〉



■教員等情報の変更

1.教員等情報一覧から、変更したい教員等を探します。

表示されている教員等が多い場合は、氏名での絞り込みなどが可能です。

2.情報変更したい教員等情報にある「変更」ボタンをクリックすると、選択した教員等の現在の情報が表示されます。

3.変更したい情報を編集ください。

4.入力内容に間違いがないことを確認ください。

5.「更新」ボタンをクリックし、変更します。

■教員等の削除

1.教員等情報一覧から、削除したい教員等を探します。

表示されている教員等が多い場合は、氏名での絞り込みなどが可能です。

2.削除したい教員等の行にある「削除」ボタンをクリックします。

3.表示されたダイアログの「OK」ボタンをクリックすると削除が実行されます。

実習運用中に教員等を削除した場合、一部情報が削除されたり、あらためて同一教員等を登録するには日時

を要する場合がありますので、注意して行ってください。
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自実習機関に所属するメディカルスタッフの情報を管理します。

QRコードによる評価を行うのみのメディカルスタッフは登録する必要はありません。

学生医の評価を参照するメディカルスタッフのみ登録してください。

メディカルスタッフ情報一覧には、選択中の表示実習機関に登録されているメディカルスタッフが表示されます。

メディカルスタッフは、教員等とは異なり診療科と関連付けされません。

また、メディカルスタッフの情報は更新できません。更新が必要な場合は、一度削除して追加してください。

■表示実習機関の変更 （※カリキュラム管理担当者権限にてログインの場合）

1.「実習機関選択」ボタンをクリックすると、自実習機関に関連付けられている実習機関一覧が表示されます。

2.実習機関一覧から、編集したい実習機関を選択ください。

3.「決定」ボタンをクリックすると、選択した実習機関の情報が表示されます。

■メディカルスタッフの追加

1.「メディカルスタッフ個別追加・一括登録」エリアにある「追加」ボタンをクリックします。

2.登録するメディカルスタッフのUMIN IDを入力ください。

---------------------------------------------------------------------------------------

UMIN IDが不明な場合；「UMIN IDの検索」から氏名/生年月日を利用して検索できます。

---------------------------------------------------------------------------------------

3.「登録」ボタンをクリックすると、入力したUMIN IDのメディカルスタッフが実習カリキュラムに登録されます。

メディカルスタッフ個別追加・一括登録エリア

メディカルスタッフ情報

実習機関
選択エリア
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メディカルスタッフの管理

〈実習機関情報編集〉



■テンプレートを利用したメディカルスタッフの一括登録

1.「一括登録用のテンプレートダウンロード」ボタンをクリックし、一括登録用のテンプレートをダウンロードします。

2.ダウンロードしたテンプレートファイルを編集し、メディカルスタッフ情報を入力ください。テンプレートの見出し、

サンプル行は削除しないでください。

3.「ファイルを選択」ボタンをクリックし、メディカルスタッフ情報入力済みの一括登録用テンプレートを選択ください。

4.「一括登録」ボタンをクリックし、登録します。

■メディカルスタッフの削除

1. メディカルスタッフ情報一覧から、削除したいメディカルスタッフを探します。

表示されているメディカルスタッフが多い場合は、氏名での絞り込みなどが可能です。

2.削除したいメディカルスタッフの行にある「削除」ボタンをクリックします。

3.表示されたダイアログの「OK」ボタンをクリックすると削除が実行されます。

実習運用中にメディカルスタッフを削除した場合、一部情報が削除されたり、

あらためて同一メディカルスタッフを登録するには日時を要する場合がありますので、注意して行ってください。
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実習機関の休診日を設定できます。

実習機関の休診日は、実習カリキュラムごとに３年間の休診日を設定します。

実習機関の休診日の設定内容に応じて、学生医の実習日数が計算されます。

休診日情報一覧には、選択中の表示実習機関・表示年に登録されている休診日が表示されます。

複数のカリキュラムに参加している実習機関の場合は、

1回設定すれば他の実習カリキュラムにも反映されます。

また、年度が異なる場合でも、重複する年については反映されます。

休診日情報一覧

表示年選択エリア

実習機関選択エリア
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実習機関の休日の管理

〈実習機関情報編集〉



■表示実習機関の変更 （※カリキュラム管理担当者権限にてログインの場合）

1.「実習機関選択」ボタンをクリックすると、自実習機関に関連付けられている実習機関一覧が表示されます。

2.実習機関一覧から、編集したい実習機関を選択ください。

3.「決定」ボタンをクリックすると、選択した実習機関の情報が表示されます。

■表示年の変更

1.表示年選択エリアにある３つの年ボタンから、表示したい年を選択しボタンをクリックします。

2.「決定」ボタンをクリックすると、表示年が変更されます。

■休診日の変更

1.休診日情報一覧にあるカレンダーの日付をクリックすると、休診日と診察日が切り替わります。

変更したい日付を選択し、休診日情報を編集ください。

2.「登録」ボタンをクリックすると、変更情報が登録されます。
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<学生医選択画面 >

<学生医スケジュール確認画面 >

学生医の実習スケジュールを管理します。

学生医のスケジュールは、実習スケジュールにて管理されます。

各実習期間ごとに指定してください。

■テンプレートを利用した実習スケジュールの一括登録

実習スケジュールの一括登録では、複数の学生医・複数の実習を一括で登録できます。

一括登録では、予定外日数・休暇日数は登録できません。予定外日数・休暇日数を入力する場合は、

実習ごとに入力ください。

一括登録エリア

学生医情報一覧

実習情報エリア

選択中 学生医情報
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学生医のスケジュール管理

〈入力状況確認（学生医）〉



1.「スケジュール一括登録用のテンプレートダウンロード」ボタンをクリックし、

一括登録用のテンプレートをダウンロードします。

ダウンロードしたテンプレートファイルを編集し、実習スケジュール情報を入力ください。

テンプレートの見出し、 サンプル行は削除しないでください。

学生医UMIN ID、実習開始日、実習終了日、実習機関名、診療科名は必須項目です。

教員等UMIN IDは、教員等が未定の場合は省略可能です。

2.「ファイルを選択」ボタンをクリックし、実習スケジュール情報入力済みの一括登録用テンプレートを選択ください

。

3.「一括登録」ボタンをクリックし、登録します。

■設定・確認する学生医の選択

学生医ごとに実習スケジュールの設定・確認をします。

1.学生医情報一覧から、設定・確認したい学生医を探します。

表示されている学生医が多い場合は、氏名での絞り込みなどが可能です。

2.学生医情報にある「スケジュール設定／確認」ボタンをクリックすると、

選択した学生医の現在の実習スケジュール情報が表示されます。

実習スケジュール確認画面内の「学生医一覧に戻る」ボタンをクリックすると、

選択を解除し、学生医選択画面に戻ります。

■各実習スケジュールの追加

1.実習スケジュールの追加ボタンをクリックします。

実習を追加する場合は「実習スケジュール追加」ボタンをクリックします。

2.表示された各実習の登録情報を入力します。

実習開始日・実習終了日は、カレンダーを使って入力することができます。カレンダーを使いたい場合は、カレンダー

アイコンをクリックください。

担当教員等が未定の場合は、空白のまま登録ができます。その場合は、教員等が決定後に情報を変更ください。

3.入力内容に間違いがないことを確認ください。

4.「登録」ボタンをクリックすると、入力したスケジュールが登録されます。

実習予定日数は、指定した実習期間から実習機関担当者が入力した休診日を除いて計算されます。

■各実習スケジュールの変更

1.変更したい実習スケジュールにある「編集」ボタンをクリックすると、

選択した実習スケジュールの登録情報が 表示されます。

2.変更したい情報を編集ください。

3.入力内容に間違いがないことを確認ください。

4.「更新」ボタンをクリックし、変更します。

■各実習スケジュールの削除

1.削除したい実習スケジュールにある「削除」ボタンをクリックします。

2.表示されたダイアログの「OK」ボタンをクリックすると削除が実行されます。

実習運用中、または終了した実習スケジュールを削除した場合、一部情報が削除されたり等が発生する場合が あ

りますので、注意して行ってください。
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症候の記録

〈入力状況確認（学生医）〉

学生医絞り込みエリア

表示切替エリア

<学生医一覧画面>

29

<詳細記録 > <経験済み件数 >

<学生医スケジュール確認画面 >

症候/病態の記録

症候/病態の記録

症候



学生医が経験した症候の記録を参照します。

<学生医一覧画面 >から、参照したい学生医を選んでください。

表示されている学生医が多い場合は、「学生医絞り込みエリア」にて、

氏名や、あいうえお順での 絞り込みができます。

■実習記録の確認

1.確認したい学生医の行にある「実習記録の確認を行う」ボタンをクリックしてください。

当該学生医の <実習記録の確認画面>が表示されます。

2.初期設定では全ての実習機関・診療科の症例が表示されています。

表示する実習機関・診療科を絞り込む場合は、「実習機関・診療科の選択」ボタンを押します。

3.<診療科選択画面>が開きますので、実習機関→診療科の順で選択状態にして「決定」ボタンをクリックし
ます 。

4.再び、すべての実習機関・診療科を表示させるには、「全ての実習機関・診療科」ボタンをクリックします。

■症候

1.「表示切替エリア」で、<症候 >タブと<病態 >タブを切り替えられます。

症候は 39項目、病態は 26項目が一覧表示されています。

経験済み項目は強調表示され、症例ごとの経験件数 /教員等による確認件数が確認できます。

2.症例の欄にある「一覧」ボタンをクリックすると、症例履歴が一覧表示されます。

3.「表示」ボタンをクリックすると詳細記録が開きます。

患者/症例/診療についての情報、教員等による確認状況が確認できます。

代行入力として、その内容で確定させる場合は、「確定」ボタンをクリックします。

「確定を取消」で、後から取り消すこともできます。

4.確認を終えたら「実習履歴確認に戻る」をクリックしてください。

■経験済み症候・病態一覧 /経験済み件数グラフ

1.<経験済み症候・病態一覧 >タブには、すべての経験済み症例の実習履歴が一覧表示されています。

「表示」ボタンをクリックすると、先程と同じ詳細記録が開きます。

2.<経験済み件数 >タブでは、経験済み症例の件数をグラフで確認できます。
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各学生医が経験した症例（＝「症候 /病態」の総称）についての入力状況を確認します。

<学生医一覧画面 >から、参照したい学生医を選んでください。

表示されている学生医が多い場合は、「学生医絞り込みエリア」にて、氏名やあいうえお順での絞り込みがで

きます。

■症例の入力状況確認

1.各学生医の行では、「推論の記録」「その他の実習活動の記録」「mini-CEX/CbD」それぞれの入力件数が確認で

きます。

2.「推論の記録」をクリックすると、前項「症候 /病態の記録」と同じ<実習記録画面>が開きます。

3.「その他の実習活動の記録」をクリックすると、診療以外の実習活動の一覧が表示されます。

「参照」ボタンをクリックすると、各活動の詳細が確認できます。

また、「絞り込み検索」を用いると、実習場所や名称、期間などから実習活動の検索ができます。 4.

「mini-CEX/CbD」をクリックすると、mini-CEX/CbDに関する詳細情報が参照できます。

学生医絞り込みエリア

<学生医一覧画面>

<その他の実習活動の記録 >

<mini-CEX/CbDの入力状況 >

学生医の入力状況確認
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〈入力状況確認（学生医）〉

推論の記録



■症例経験情報表示/ダウンロード

1.学生医一覧画面の「症例経験情報表示またはダウンロード」ボタンをクリックします。

2.<症候 /病態の入力状況一覧 >の「表示」ボタンをクリックすると、経験すべき症候 /病態、全 55項目について、

学生医が入力した経験件数が表示されます。

3.当該データをエクセルファイルでダウンロードできます。

「ダウンロード」ボタンをクリックすると「名前を付けて保存」ダイアログボックスが開きますので、任意のフォ

ルダに保存してください。

4.<病歴要約等の入力状況一覧 >の「表示」ボタンをクリックすると、病歴要約等の入力状況（学生医が症例の

登録をした際に、「病歴要約等を提出した」にチェックを入れた数の集計）が <済 /未 >で表示されます。

「ダウンロード」ボタンをクリックすることで、当該データのエクセルファイルをダウンロードできます。
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<症例経験情報表示またはダウンロード >



■学生医の診療の基本の確認 /代行入力

1.<学生医一覧画面 > の「学生医一覧」から評価票の確認をしたい学生医の行にある「確認 /代行入力するスケ

ジュールを表示」ボタンをクリックします。表示されている学生医が多い場合は「、学生医絞り込みエリア」にて、

氏名や、あいうえお順での絞り込みができます。

2.<学生医詳細情報画面>が表示されます。

「評価対象学生医情報エリア」の情報から、選択した学生医に誤りがないか確認してください。

3.代行入力したい実習ブロック行にある「診療の基本の代行入力」ボタンをクリックします。

4.<評価票入力/ 閲覧画面>が開きます。「表示切替エリア」でタブを切り替えて、学生医の入力した診療の基本

臨
床 実習ブロック 選択エリア

学生医絞り込みエリア

学生医一覧

評価対象学生医情報エリア

<学生医一覧画面>

<学生医詳細情報画面 >

<評価票入力/ 閲覧画面>

入力／閲覧エリア表示切替エリア

学生医の診療の基本の確認／代行入力
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〈入力状況確認（学生医）〉



を閲覧・確認してください。

5.診療の基本を学生医に代わって代行入力することもできます。

「診療の基本入力エリア」の各項目のチェックをクリックし、診療の基本を入力します。

6.入力が終了したら「確定」ボタンをクリックしてください。（教員等に評価依頼が送られます。）

確定を取り消す場合は「確定取消」ボタンを押します。
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基本的手技として各学生医の手技 /検査手技 /診療録の評価を確認します。基本的手

技の評価は、実習カリキュラム全体を通して一つの評価票を使用します。 各評価項目

は、学生医本人の自己評価と、他者評価の２評価で成り立ちます。

他者が評価するたびに、他者評価は上書きされ最新の入力が表示されます。

■基本的手技評価の登録

1.<学生医一覧画面 >で、参照したい学生医を選びます。

表示されている学生医が多い場合は、「学生医絞り込みエリア」にて、氏名や、あいうえお順での絞り込みが

できます。

2.その学生医の行にある「基本的手技の確認」ボタンをクリックします。

3.<基本的手技確認画面 >で手技ごとの「自己評価」「他社評価」を確認します。

「表示切替エリア」で、<手技 /検査手技 /診療録 >のタブを切り替えて閲覧してください。

学生医絞り込みエリア

学生医一覧

<学生医一覧画面>

<基本的手技確認画面 >

手技評価確認エリア

表示切替エリア

学生医の基本的手技の確認
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〈入力状況確認（学生医）〉



学生医実習で学生を信頼し
任せられる役割の確認(EPA)

〈入力状況確認（学生医）〉

■一般外来実習の実習記録の確認

1.<学生医一覧画面 >で、参照したい学生医を選びます。

表示されている学生医が多い場合は、「学生医絞り込みエリア」にて、氏名や、あいうえお順での絞り込みが

できます。

2.「確認」ボタンをクリックします。

3.<一覧画面>に切り替わります。

学生医絞り込みエリア

学生医一覧
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<学生医一覧画面>

< EPA入力状況確認画面>



■学生医のその他の実習活動の記録の確認

1.<学生医一覧画面> で、参照したい学生医を選びます。

表示されている学生医が多い場合は、「学生医絞り込みエリア」にて、氏名や、あいうえお順での絞り込みが

できます。

2.その学生医の行にある「学生医のその他の実習活動の記録の確認」ボタンをクリックします。

3.<その他の実習活動一覧画面 >で、各実習の内容を確認します。

「実習の場」「実習日（期間）」をクリックすると、一覧の順番を並べ替えることができます。

4.その実習の行にある「参照」ボタンをクリックすると、<実習内容の参照画面>が開きます。

確認を終えたら「戻る」ボタンを押してください。

5.<その他の実習活動一覧画面 >で左側欄外の「絞り込み検索」をクリックすると、<実習内容の参照画面>と

同じフォーマットの<検索画面>が開きますので、絞り込み条件を記入して検索してください。

6.「経験済み一覧表示」をクリックすると、その一覧画面が表示されます。

学生医絞り込みエリ
ア

学生医一覧

<学生医一覧画面>

<実習内容の参照画面>

学生医のその他の実習活動の記録の確認
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〈入力状況確認（学生医）〉

< 実習内容の登録画面>



■教員等からのコメントの確認

1.<学生医一覧画面 >で、参照したい学生医を選びます。

表示されている学生医が多い場合は、「学生医絞り込みエリア」にて、氏名や、あいうえお順での絞り込みが

できます。

2.その学生医の行にある「教員等からのコメントの確認」ボタンをクリックします。

3.<コメント一覧画面 >には、教員等からのコメントとそれに対する学生医のコメントが表示されています。

行をクリックすると別画面でコメントを読むことができます。

4.「日時」をクリックすると、昇降 /下降と順番を変えることができます。

学生医絞り込みエリア

学生医一覧

<学生医一覧画面>

<教員等からのコメント一覧画面>

<教員等からのコメント表示画面>

教員等からのコメントの確認
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〈入力状況確認（学生医）〉



■実習履歴の確認

1.<学生医一覧画面 >で、参照したい学生医を選びます。

表示されている学生医が多い場合は、「学生医絞り込みエリア」にて、氏名や、あいうえお順での絞り込みが

できます。

2.その学生医の行にある「実習履歴の表示確認」ボタンをクリックします。

3.<実習履歴確認画面>に切り替わります。

学生医絞り込みエリア

学生医一覧

<学生医一覧画面>

<実習履歴確認画面>

実習履歴確認
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〈入力状況確認（学生医）〉



360度評価として、メディカルスタッフ等に学生医の評価依頼をする際に利用できます

■学生医の 360度評価用QRコード印刷

1.<学生医一覧画面 >で、評価したい学生医を選びます。

表示されている学生医が多い場合は、「学生医絞り込みエリア」にて、氏名や、あいうえお順での絞り込みが

できます。

2.その学生医の行にある「スケジュール表示」ボタンをクリックします。

3.<スケジュール表示 >に切り替わります。

スケジュールから選択し、その行にある「QRコード表示」ボタンをクリックし表示させてください。

表示されたQRコードを印刷することも可能です。

学生医絞り込みエリア

学生医一覧

<学生医一覧画面>

<実習履歴確認画面>

学生医の360度評価用QRコード印刷
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〈入力状況確認（学生医）〉



■実習記録のダウンロード

実習記録をファイルとして保存したい場合は、「実習記録ダウンロード」ボタンをクリックします。

<実習記録ダウンロード画面>

実習記録のダウンロード
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〈入力状況確認（学生医）〉



教員等の入力状況確認

〈入力状況確認（教員等）〉

教員等が学生医について入力した状況を確認します。

■教員等の入力状況確認

1.実習機関を選択します。

「実習機関選択エリア」にある「実習機関選択」ボタンをクリックして開いた一覧画面から実習機関を選んでください。

2.教員等一覧から参照したい教員等を選んでください。

表示されている教員等が多い場合は「教員等絞り込みエリア」で氏名や、あいうえお順での絞り込みができます。

3.各教員等の行では、<症例承認数 ><mini-CEX/CbD>それぞれの入力件数が確認できます。

4.<mini-CEX/CbD>エリアをクリックすると、mini-CEX/CbDに関する詳細情報が参照できます。

■未入力評価票一覧表示

未入力の「診療の基本」評価票を把握して、入力を促すためにリマインダメールを送信することが可能です。

1.「教員等の評価入力状況確認」一覧表示ボタンをクリックします。

診療の基本について、評価票を未入力の場合は一覧表示されます。

入力を促すリマインダの最終送信日も確認できます。「リマインダ一括送信」をクリックすることで、

すべての未入力評価票についてリマインダが一括で送信されます。

実習機関選択エリア

教員等一覧

教員等絞り込みエリア
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<教員等入力状況一覧画面>

<未入力評価表一覧表示画面 >



未評価症例一覧

〈入力状況確認（教員等）〉

教員等が評価を入力していない症例について、状況を確認します。

■未評価症例一覧

1.実習機関を選択します。

「実習機関選択エリア」にある「実習機関選択」ボタンをクリックして開いた一覧画面から実習機関を選んでく
ださい。

2.<未評価症例一覧画面 >では、学生医氏名/EPOC症例 ID/未評価の具体的状態/依頼日時/教員等氏名が

確認できます。

3.教員等ごとに評価入力を促すメールを送信するには、「リマインダ個別送信」ボタンをクリックします。

一覧にあるすべての教員等に送信する場合は、「評価リマインダ送信」ボタンをクリックします。

4.リマインダメールが送信されるとその旨を知らせるポップアップ画面が開きます。

確認したら「閉じる」をクリックしてください。
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教員等の評価票入力状況確認

〈入力状況確認（教員等）〉

教員等の評価票入力状況を確認します。

■教員等の評価入力状況確認

1.実習機関を選択します。

「実習機関選択エリア」にある「実習機関選択」ボタンをクリックして開いた一覧画面から実習機関を選んでくだ
さい。

2.教員等一覧から参照したい教員等を選んでください。

表示されている教員等が多い場合は「教員等絞り込みエリア」で、氏名や、あいうえお順での絞り込みができます。
教員等の行にある「診療の基本」ボタンをクリックします。 教員等の診療の基本の入力状況が確認できます。

実習機関選択エリア

教員等一覧

教員等絞り込みエリア
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<教員等一覧画面>

<教員等の評価入力状況一覧画面 >



教員等の診療の基本の確認/代行入力

〈入力状況確認（教員等）〉

診療の基本を教員等に代わり、実習機関が代行入力することも可能です。

■教員等の診療の基本の確認 /代行入力

1.実習機関を選択します。

「実習機関選択エリア」にある「実習機関選択」ボタンをクリックして開いた一覧画面から
実習機関を選びます。

2.教員等一覧から実習機関が代行する教員等を選んでください。

表示されている教員等が多い場合は「教員等絞り込みエリア」で、氏名や、あいうえお順での絞り込みができます。

3.教員等の行にある「代行入力を行う教員等を選択」ボタンをクリックします。

その教員等が担当している学生医が表示されます。

4.学生医の行にある「代行入力するスケジュールを表示」ボタンをクリックします。

実習をおこなった期間 /実習機関名 /診療科名が確認ができます。

5.評価の項にある「教員等として評価を入力する」ボタンをクリックします。

評価入力画面が開きますので、教員等に代わり学生医の評価を入力してください。

実習機関選択エリア

教員等一覧

教員等絞り込みエリア
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<教員等選択画面 >

<代行入力を行う教員等画面>

<代行入力スケジュール画面 >



教員等のmini-CEX/CbD入力状況確認

〈入力状況確認（教員等）〉

教員等によるmini-CEX/CbD入力状況を確認します。

■ mini-CEX/CbD入力状況確認

1.実習機関を選択します。

「実習機関選択エリア」にある「実習機関選択」ボタンをクリックして開いた一覧画面から実習機関を選んでくださ
い。

2.教員等一覧から参照したい教員等を選んでください。

表示されている教員等が多い場合は「教員等絞り込みエリア」で氏名や、あいうえお順での絞り込みができます。

3.教員等の行にある「mini-CEX/CbD一覧表示」ボタンをクリックします。

mini-CEX/CbDの参照の入力状況が確認できます。

「表示切替エリア」で、mini-CEX、CbDを切り替えて閲覧してください。

表示切替エリア

教員等一覧

実習機関選択エリア

教員等絞り込みエリア
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<教員等選択画面 >

<mini-CEX/CbDの参照画面>



教員等のmini-CEX/CbD の代行入力

〈入力状況確認（教員等）〉

教員等によるmini-CEX/CbD入力を実習機関が代行することが可能です。

■教員等の mini-CEX/CbDの代行入力

1.実習機関を選択します。

表示切替エリア

教員等一覧

実習機関選択エリア

教員等絞り込みエリア
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<教員等選択画面 >

<mini-CEX/CbDの登録 /参照画面>

<新規登録画面 >



「実習機関選択エリア」にある「実習機関選択」ボタンをクリックして開いた一覧画面から、
実習機関を選んでください。

2.教員等一覧から参照したい教員等を選んでください。

表示されている教員等が多い場合は「教員等絞り込みエリア」で、氏名での絞り込みや、あいうえお順での絞り

込みができます。

3.教員等の行にある「mini-CEX/CbD一覧表示」ボタンをクリックします。 mini-

CEX/CbDの参照の入力状況が確認できます。

「表示切替エリア」で、mini-CEX、CbDを切り替えて閲覧してください。

4.欄外の「新規追加」をクリックすると<mini-CEX/CbDの登録 >画面が開きます。 代行入

力を終えたら「登録」をクリックしてください。

登録せずに閉じる場合は「キャンセル」をクリックします。
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教員等間申し送り確認

〈入力状況確認（教員等）〉

教員等の学生医に対するコメント、および教員等同士の学生医に関する申し送りを閲覧することが可能です。

■教員等間申し送り確認

1.実習機関を選択します。

「実習機関選択エリア」にある「実習機関選択」ボタンをクリックして開いた一覧画面から実習機関を選んで
ください。

実習機関選択エリア

教員等一覧

教員等絞り込みエリア
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<教員等選択画面 >

<学生医へのコメント一覧画面>

<教員等間申し送り一覧画面>

表示切替エリア

<コメント確認画面 >



2.教員等一覧から参照したい教員等を選んでください。

表示されている教員等が多い場合は「教員等絞り込みエリア」で、氏名や、あいうえお順での絞り込みができます。

3.教員等の行にある「教員等間申し送り確認」ボタンをクリックすると、<学生医へのコメント・教員等間申し送

り >画面が表示されます。

4.表示切替エリアで「学生医へのコメント」と「教員等間申し送り」を切り替えて閲覧してください。

行をクリックすると別画面でコメントを確認することができます。
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メディカルスタッフ等の評価入力状況確認

〈入力状況確認（メディカルスタッフ等）〉

メディカルスタッフ等による学生医への評価を閲覧することができます。

■メディカルスタッフ等の評価入力状況確認

評価票をダウンロードすることができます。

「メディカルスタッフ等の評価票のダウンロード」ボタンをクリックすると［名前を付けて保存］のダイアログボ

ックスが開きますので、エクセルファイルを任意のフォルダに保存します。
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<メディカルスタッフ等の評価入力状況画面 >



メディカルスタッフ等の評価票代行入力

〈入力状況確認（メディカルスタッフ等）〉

メディカルスタッフ等に代わって、実習機関が評価票を代行入力することも可能です。

■メディカルスタッフ等の評価票の代行入力

1.学生医一覧から評価票を入力する学生医を選びます。

表示されている学生医が多い場合は「学生医医絞り込みエリア」で氏名や、あいうえお順での絞り込みができます。

2.学生医の行にある「評価票 の代行入力」ボタンをクリックします。

表示された<学生医評価票入力画面>の評価入力エリアに表示された各項目の評価を入力します。

入力にあたっては、１〜４までの評価レベルまたは観察機会がなかった場合の評価なしの中から、当てはまる

数字をクリックします。

<評価票選択エリア>で、入力する評価票を選択できます。

------------------------------------------------------------------------------------------

学生医評価票Ⅱの詳細入力について；

学生医評価票Ⅱは、全９項目の総合評価にあわせ、項目ごとにより詳細な評価ができます。

<メディカルスタッフ等の評価票 の代行入力画面>

評価票選択エリア

評価入力エリア
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各項目名末尾の「？」をクリックし、詳細入力画面を表示することができます。

------------------------------------------------------------------------------------------

入力を終えたら「登録」をクリックしてください。

3.複数の評価票を一括登録することも可能です。

「一括登録エリア」で、「一括登録用のテンプレートダウンロード」ボタンをクリックします。

ダウンロードしたテンプレートに評価入力し、保存してください。

4.「ファイルを選択」ボタンをクリックします。

［ファイルを選択］のダイアログボックスが開くので、保存したファイルを選び、「一括登録」ボタンをクリックし

ます。
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<その他実習活動 一覧画面>

<その他実習活動 登録 QRコード作成画面>

診療科の勉強会、講習会への参加等、その他実習の記録を管理します。

QRコードを作成して、その他実習の場での出欠確認等に活用いただけます。

■その他実習活動の登録 QRコードの作成

1.実習の場、名称、実習日（期間）、実習内容等をそれぞれ、選択、入力していきます。

2.「登録」ボタンをクリックすると登録完了です。

3.一覧画面に表示されるとともに、QRコードも作成されます。

■ QRコードで登録した学生医一覧

前項で作成したQRコードを取り込んで、「その他の実習活動の記録」を登録した学生医の一覧が確認できます。

実際の登録状況と比較して、承認または却下を行ってください。

その他の実習活動の記録管理
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〈その他の実習活動の記録管理〉

その他の実習活動の記録管理

その他の実習活動の記録管理



学生医へのフィードバック公開設定

〈その他の管理〉

■学生医へのフィードバック公開設定

1.教員等やメディカルスタッフ等からの学生医に対する評価を、学生医が閲覧できるよう、公開設定を行うことが

可能です。

2.学生医一覧から学生医を選んで「公開設定を行うスケジュールを表示」ボタンをクリックします。

3.学生医の <実習期間 /実習機関名・診療科名 /実習ブロック>が表示されます。

「フィードバック公開設定を行う」ボタンをクリックします。

4.評価票の公開設定画面が開きます。

項目ごとに「公開する/公開しない」を選ぶなど公開設定を行い、「登録」ボタンをクリックします。

5.学生医一覧画面からフィードバックをダウンロードすることもできます。

教員等一覧

学生医医絞り込みエリア

<学生医選択画面 >

<公開設定スケジュール画面 >

<フィードバック公開設定画面 >

表示切替エリア
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学生医へのフィードバック公開設定

〈その他の管理〉
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