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1.主な仕様
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1. 学術研究会主催者申請システムで承認されたオンライン（ハイブリッド）

で実施される学術研究会に対して、ユーザー認証・試験実施を行い、開催

の支援を行います。

2. 事前参加登録での申し込み者に対して、ユーザー認証を行います。

3. 管理側で設問を設定し、ユーザーが解答します。

4. 設問は五者択一か記入式となり、解答形式はシングルアンサー、マルチア

ンサー（MCQ）、完全一致記入式より選びます。

5. 合格基準に達した場合、解答を登録（≒単位取得）します。

6. 管理者側で作成したリストをもとに、日医放会員かどうかを判定します。

7. ログインや解答を記録し、ダウンロードできます。

8. このシステムでは動画視聴やライブ講習会を行うものではありません。

9. このシステムから直接単位付与は行わず、別途アップロードシステムを利

用します。

10.情報の修正は、学術研究会主催者申請システムにて行います。



2.ID利用案 と アクセスキー利用案 について
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オンライン講習会支援システムにつきまして、管理方法として「主催者毎に管理する＝会員IDを利用する」案と

「学術研究会毎に管理する＝アクセスキー利用案」があり、検討中となっております。

説明会にて、他の仕様も含め皆様のご意見を頂きたく考えております。よろしくお願いいたします。

■ID利用案

1. 会員IDと学術研究会主催者申請システムで登録したパスワードでログインします。

2. 1つの主催者登録に対して、複数の学術研究会が表示されます。

そのため ③学術研究会の選択 画面が表示されます。

3. 申請者と運営者が常に同一の場合、管理しやすい方法です。

■アクセスキー利用案

1. 学術研究会主催者申請システムで承認された学術研究会に対して発行される、アクセスキーを利用します。

2. 1つの学術研究会づつを管理します。

3. 申請者と運営者が違う場合は、他の学術研究会を見ることができないため、この方式をお勧めします。

4. ダウンロード・アップロードシステム、事前参加登録システムの管理システムへのログインも同一のアクセ

スキーを利用します。



2-1.オンライン講習会支援システム 画面フロー ID利用案

i.ログイン画面A
・会員認証

・事前参加済み

他社：オンデマンド
ZOOM他ライブサイト

iii.設問回答画面
MCQ5択

問題数1～10問

ii.ログイン画面B
・会員認証

・事前参加済み

①-1管理画面
ログイン

iv.解答確認・登録

■ユーザー側（i.～v.） ⑦会員判定
システム

■管理側（①～⑦）

②利用規約
個人情報保護に関する遵守事項

③学術研究会
（親）の選択

④学術研究会（親）
の管理

⑥講習（子）の管理
設問の設定

テンプレート
ダウンロード

会員リスト
アップロード

判定結果
ダウンロード

ログインリスト
ダウンロード

設問解答結果リスト
（全体）ダウンロード

・ログイン画面URL取得
・ログイン後移動画面設定

⑤講習（子）
の選択

・設問用ログイン画面
ＵＲＬ取得

設問解答結果リスト
（個別）ダウンロード
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v.登録完了
＜合格者＞



2-2.オンライン講習会支援システム 画面フロー アクセスキー利用案

i.ログイン画面A
・会員認証

・事前参加済み

他社：オンデマンド
ZOOM他ライブサイト

iii.設問回答画面
MCQ5択

問題数1～10問

ii.ログイン画面B
・会員認証

・事前参加済み

①-2管理画面
ログイン

iv.解答確認・登録

■ユーザー側（i.～v.） ⑦会員判定
システム

■管理側（①～⑦）

②利用規約
個人情報保護に関する遵守事項

③学術研究会の選択
アクセスキーを利用
する場合、選択の必

要なし

④学術研究会（親）
の管理

⑥講習（子）の管理
設問の設定

テンプレート
ダウンロード

会員リスト
アップロード

判定結果
ダウンロード

ログインリスト
ダウンロード

設問解答結果リスト
（全体）ダウンロード

・ログイン画面URL取得
・ログイン後移動画面設定

⑤講習（子）
の選択

・設問用ログイン画面
ＵＲＬ取得

設問解答結果リスト
（個別）ダウンロード
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v.登録完了
＜合格者＞

アクセスキー



①-1 管理画面ログイン ID利用案
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関連する各システムにリンクを行いま
す。

会員IDと学術研究会主催者申請システムで登録したパスワー
ドでログインします。
会員以外に、秘書の方や運営事務局が利用することが可能で
す。
→認定された学術研究会毎に発行されるアクセスキーを利用
していただくことも検討中です。

管理側ログイン画面です。



①-2 管理画面ログイン アクセスキー利用案
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関連する各システムにリンクを行いま
す。

学術研究会主催者申請システムより発行されたアクセスキー
でログインします。
会員以外に、秘書の方や運営事務局が利用することが可能で
す。

管理側ログイン画面です。

学術研究会申請システムで発行されたアクセスキーを入力してください。



②利用規約
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次のページに進むためには、2項目の
チェックを行う必要があります。

利用規約、個人情報保護に関する遵守事項を記載、確認していただきます。



③学術研究会の選択（ID利用案のみ）
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複数の学会より選択していただくことが可
能です。
アクセスキーを利用する場合、学術研究会
の選択画面はなくなります。

承認されている学術研究会の中から、設定を行う学術研究会を選択します。



④-1 学術研究会（親）の管理
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ログイン用URLは自動的に生成され、表示
されます。ボタンを利用してコピーが可能
です。

学術研究会情報を表示し、遷移先URLを設定します。

ログイン後URL、設問解答後URLは主催者
側で準備したオンデマンドやライブのURL
を登録します。



④-2 学術研究会（親）の管理
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学術研究会の参加状況を表示します。

設問に関する解答者リストをダウンロード
します。

ログイン画面Aでのログ（会員番号、姓、
名、ログイン時刻）を一覧表でダウンロー
ドします。



⑤講習会（子）の選択
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学術研究会の中の講習会（子）を選択します。

設問等の設定を行う講習会を選択します。
未設定/設定済が表示されます。



⑥-1講習（子）の管理 設問の設定

13

講習（子）の設問数の設定、URLの取得を行います。

各設問毎のログインURLを取得します。

登録されている設問のうち、表示する設問数を設定し
ます。
ex.3問設問が登録されていて表示数が2問の場合、基本
的にランダムで3問中2問が表示されます。
最大10問まで設定可能です。

表示する設問のうち、合格となる正解数です。
未設定の場合は全問正解が条件となります。
ex.5問設問が表示されていて合格正答数が4問の場合、
4問以上の正答で合格となります。



⑥-2講習（子）の管理 設問の設定
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講習（子）の設問の登録を行います。

設問を設定します。改行等はタグにて入力
します。

正答を番号で登録します。複数回答も登録
可能です。

設問の解答形式を設定します。基本は五者
択一問題です。

設問の選択肢を設定します。

設問について、必須問題の設定を行います。

１設問につき1画像まで設定ができます

設問をCSVファイルを利用して取り込みま
す。

設問登録数を追加します。1つの子の講習
につき、最大10問まで設定可能です。



⑦会員判定システム
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会員リストをもとに、会員の判定を行います。

判定するcsvファイルをアップロードします。
判定内容は会員ID、姓かな、名かなです。

判定結果をCSV出力します。



4.オンライン講習会支援システム 画面フロー

i.ログイン画面A
・会員認証

・事前参加済み

メニュー

iii.設問回答画面
MCQ5択

問題数1～10問

ii.ログイン画面B-1
・会員認証

・事前参加済み

iv.解答確認・登録

■ユーザー側（i.～v.）

16

v.登録完了
＜合格者＞

iii.設問回答画面
MCQ5択

問題数1～10問

ii.ログイン画面B-2
・会員認証

・事前参加済み

iv.解答確認・登録

v.登録完了
＜合格者＞

iii.設問回答画面
MCQ5択

問題数1～10問

ii.ログイン画面B-3
・会員認証

・事前参加済み

iv.解答確認・登録

v.登録完了
＜合格者＞

動画３動画２動画１

動画４～７

■ログイン履歴

■解答登録履歴

事前参加登録DB



i.ユーザー側 ログイン画面A（参加認証）
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ユーザー側のログイン画面です。

別途、事前参加登録にて参加登録済みの方のみログ
インが可能です。
日医放会員は会員IDとパスワードを利用し、非会員
は一時的なIDとパスワードを利用します。



ii.ユーザー側 ログイン画面B（視聴後認証）
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ユーザー側の設問解答時のログイン画面

動画視聴完了後、またはライブ視聴完了後にこ
のページに遷移しログインします。



iii.ユーザー側 設問解答画面
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設問に解答し、「解答内容を確認」をクリックします。

設問に解答し、回答内容を確認します。
出題形式はシングルアンサー、マルチアン
サー、完全一致記入式があります。



iv.ユーザー側 解答確認・登録画面
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解答の確認を行い、合格基準に達している場合は解答を登録します。

解答の正否を表示し、合格基準に達した場
合は解答内容を登録できます。
なお、不合格の場合は何度でも設問に解答
することができます。



v.ユーザー側 登録完了画面
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解答を登録し、合格状態とします。

ユーザーの設定した画面に戻ります。



オンライン講習会支援システム 仕様についてのご意見
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仕様に関してのご意見について、フォームをご準備いたしましたので下記URLでフォームに入っていただき、
ご意見をお送りください。

締切は6/7（月）12:00までとなります。

https://ws.formzu.net/dist/S62789122/

https://ws.formzu.net/dist/S62789122/

