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SOLTI認定申請システム・マニュアル＜申請者用＞ 

■Ⅰ.SOLTI認定申請システムにログインする ................................................................................. (P.2) 

■Ⅱ.（非会員の場合）連絡先情報の登録を行う .............................................................................. (P.3) 

■Ⅲ.認定申請の登録を行う.................................................................................................................... (P.5) 

■Ⅳ.認定申請の修正を行う.................................................................................................................... (P.9) 

■Ⅴ.認定審査結果が届く ...................................................................................................................... (P.10) 

■Ⅵ.実施報告の登録を行う.................................................................................................................. (P.11) 

 

 

認定申請業務の概略フロー 
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Ⅰ．SOLTI認定申請システムにログインする 
（１） 学会ホームページ上の SOLTI認定申請システムにリンクされているボタンまたは URLをク

リックすると、認証画面が開きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （２）申請担当者がすでに IDとパスワードを持っているか否かで次の操作が異なります。 

 

 ＜２-A＞申請担当者が非会員の場合は、【いいえ、未発行です】をクリックして、 

Ⅱ.（非会員の場合）連絡先情報の登録を行う（P. 3 ~）に進んでください。 

 

＜２-B＞申請担当者が会員の場合、または非会員でも本システムに過去に登録して ID とパスワード

をすでに持っている方の場合は、【はい、ID とパスワードは発行済です】をクリックすると、

会員 ID とパスワードの入力フィールドが表示されるので、入力して【ログイン】ボタンをク

リックしてください。 
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（注） 認証に失敗した場合は、会員 IDとパスワードを再度ご確認ください。 

会員 IDとパスワードの確認を行っても認証に成功しない場合は、学会担当部門 

（g015jaden-accredit@ml.gakkai.ne.jp）までご連絡ください。 

 

認証に成功すると認定申請システム メニュー画面が開きます。（P. 5 ~） 

 

Ⅱ．（非会員の場合）連絡先情報の登録を行う 

（１）担当者の連絡先情報入力画面：ログイン画面上で【いいえ、未発行です】をクリックし

た場合、認定申請担当者という会員種別で連絡先情報を新規登録する画面が表示されます。 

 

 

 

 



SOLTI (Society Operations Leading Technology and Integrity) 

(認定申請管理システム＜申請者＞Ver.1.2-2013.2.22) 

(Page 4/12)  

All rights reserved by Galileo, Inc. 

（２）項目の入力：画面に必要情報を入力し、【次へ（入力確認画面）】ボタンをクリックしてく

ださい。赤字は必須入力項目です。（郵便番号を入力後、【検索】ボタンをクリックすれば住所入

力を一部省略できます。） 

 

 

（３）入力の確認：入力確認画面上で確認を行い、OKの場合は【連絡先情報登録完了】ボタンを

クリックして入力を完了してください。修正がある場合は、【連絡先情報入力画面に戻る】ボタ

ンをクリックして入力を修正してください。 
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（４）連絡先情報 登録完了画面：【重要】画面上に表示される、登録 IDとパスワードはお手元

に控えておいてください。（別途メールで同内容をお送りしています。） 

 

（５）認定申請システム メニュー画面へ：以降は、申請担当者が会員の場合、または非会員で

も本システムに過去に登録して IDとパスワードをすでに持っている方の場合と同じ操作となり

ます。 

 

Ⅲ．認定申請の登録を行う 

（１）認定申請システム メニュー画面：本画面では、上部で■現在申請中および実施中の認定

申請の修正更新・取消・実施報告、下部で■新規申請の登録を行うことができます。 

 

（２）新規申請の登録：まず、プルダウンで認定種別を選択し、【新規申請の登録】ボタンをクリ

ックすると申請情報入力画面が開きます。 
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（３）Step-1：申請情報の入力： 

【申請に関する情報】 

  担当者（＝入力者）の情報が原簿情報よりコピー表示されます。必要に応じて修正してください。 

 

【申請者に関する情報】 

 申請者に関する情報を入力してください（申請者会員 ID を入力して【申請者の確認】ボタンを

クリックすると、申請者氏名、所属先が表示されます）。 

 

【研修会等に関する情報】 

 研修会等の名称以下、必要項目を入力してください。 
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（４）Step-2：申請入力内容の確認： 

上記画面で申請情報を入力し終わったら、【入力内容の確認】ボタンをクリックしてください。

申請入力内容確認画面が開きますので、内容確認後、【新規申請の仮登録】ボタンをクリックし

てください。（内容修正をする場合は【登録内容の修正】ボタンをクリックしてください。） 

 ※『仮登録』と呼んでいるのは、提出書類のアップロードがまだ完了していないためです。 

 

（５）Step-3：添付資料ファイルのアップロード： 

画面上にアップロード必要書類が表示されますので、各資料種別ごとに【追加・差替】ボタン

をクリックして、サブ画面から PDF ファイルまたは WORD ファイル、Excel ファイル、

PowerPointファイルをアップロードしてください。 
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サブ画面での操作は、1）ファイルを選択し、2）【添付書類のアップロード】ボタンをクリッ

クするだけです。 

  （添付書類のアップロードサブ画面） 

 

添付書類すべてのアップロードが完了したことを確認後、画面左下の【新規申請登録の完了】

ボタンをクリックし、申請登録を完了してください。 

 

 

（６）Step-4：申請登録完了： 

申請 IDが表示され、登録完了通知メールが担当者宛に送信されます。 
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Ⅳ. 認定申請の修正を行う 

認定申請システム メニュー画面：発行済の ID とパスワードでログイン後、メニュー画

面上には登録済の認定申請が表示されます。審査に入るまでの期間は、【申請更新】のボタン

をクリックすることにより申請内容の修正を行うことができます。修正の操作は、Ⅲ.認定申

請の登録を行うを参照してください。 

※審査が開始されると申請内容の修正はできません。 
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Ⅴ.認定審査結果が届く 

 認定委員会による審査の結果が Eメールで登録したアドレスに届きます。 

 （メール文面例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認定申請に対する審査結果の通知 看護関係研修会認定申請（主催者用） 

 

社）日本糖尿病教育・看護学会 

申請 太郎 様（認定申請担当者 ID：80016） 

 

下記の認定申請に対し、審査結果を下記の通り通知いたします。 

 

申請 ID＝45 

申請日時＝2013/01/04 12:20:50 

認定種別＝看護関係研修会認定申請（主催者用） 

研修会等の名称＝第 7 回○○糖尿病看護研修会 

申請者＝認定 花子（80015）正会員 

主催団体名＝○○糖尿病看護研究会 

実施予定日時＝2013/03/03 10:00 - 17:00 

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

審査結果＝承認 

承認認定番号＝日糖教看学-認定第 2013-001号 

認定単位＝日本糖尿病療養指導士＜看護 1 群＞ 2 単位 

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

■承認された場合は、以下をご確認ください。 

 

参加証の中に、｢この研修は、日本糖尿病教育･看護学会により 

糖尿病療養指導士更新単位＜第 1群＞看護の研修●単位が認定されている。 

日糖教看学－認定第 2013－**号｣旨の記載を忘れずにお願いいたします。 

 

参加証に記載する認定番号は『日糖教看学-認定第 2013-**号』です。 

「日糖」から「**号」まで省略せずに全て記載してください。 

 

研修会開催後、1か月以内に下記 URLから実施報告を行ってください。 

https://service.gakkai.ne.jp/XXXX-XXXX-XXXX/auth/XXXXX_XXXXXX/JADEN 

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

お問い合わせは下記にお願いします。 

g015jaden-accredit@ml.gakkai.ne.jp 

 

更新時間：2013/01/04 13:08:06 

 

Powered by Galileo, Inc. 

https://service.gakkai.ne.jp/XXXX-XXXX-XXXX/auth/XXXXX_XXXXXX/JADEN
mailto:g015jaden-accredit@ml.gakkai.ne.jp
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Ⅵ.実施報告の登録を行う 

（１）認定申請システム メニュー画面：発行済の ID とパスワードでログイン後、メニュー画

面上には承認済の認定申請が表示されます。【実施報告】のボタンをクリックし、実施報告の情

報を登録してください。 

※実施報告は実施後 1ヶ月以内に登録してください。 

 

 

（２）実施報告登録画面：【実施報告に関する情報】を入力して、【入力内容の確認】ボタンをク

リックしてください。 
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（３）実施報告内容の確認：確認画面上で入力内容を確認し、【実施報告の仮登録】ボタンを 

クリックしてください。（内容修正をする場合は【登録内容の修正】ボタンをクリックして 

ください。） 

 ※『仮登録』と呼んでいるのは、提出書類のアップロードがまだ完了していないためです。 

 

 

（４）実施報告添付書類のアップロード：画面上にアップロード必要書類が表示されますので、

各資料種別ごとに【追加・差替】ボタンをクリックして、サブ画面から PDF ファイルまたは

WORDファイル、Excelファイル、PowerPointファイルをアップロードしてください。 

 

添付書類すべてのアップロードが完了したことを確認後、画面左下の【実施報告の完了】ボタ

ンをクリックし、実施報告登録を完了してください。 

 

以   上 


