
3.2 会員情報の照会・変更手続き 

■このセクションでは自身の会員情報を照会・変更することができます。 

3.2 会員情報の照会・変更手続き 

自身の会員名リンクを
押下します。 

会員ポータルサイトのホーム画面から、
「会員情報」タブを押下します。 

3.2.1 会員情報の照会 

1. 

2. 

24 

■自身の会員情報を照会する手順は以下となります。 

次へ 



3.2.1 会員情報の照会 
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3. 

住所や連絡先、専門医
資格情報といった自身
の基本的な情報が表
示されます 

専門医資格認定の受験
状況を照会できます。 

取得された単位すべて
(過去含め)を照会できま
す。 

すべての会費請求・支払
状況が照会できます。 

滞在中、または過去滞
在されていた留学先の
情報が照会できます。 

予約中、または処理済
の会員変更手続きを照
会できます。 

就任中、または過去就
任された役員・役職の情
報が照会できます。 

会員に関連する複数の
情報については、一覧
形式で表示され、リンク
を押下すると、対象の詳
細を照会できます。 

過去専門医であった 
期間を照会できます。 



■会員ポータルサイト上に登録されています会員情報を変更する場合、本システムより手続きを行うことが 
    できます。 
    会員情報変更の手続きは以下の3種類があります。 
    ・会員情報変更 
    ・会員区分変更 
    ・冊子送付希望変更 
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手続き名 利用ケース 

会員情報変更 引越しや勤務先移動による、住所・連絡先の変更をシステムに反映
する場合、冊子(CJ・会告)の送付先、請求先を変更したい場合。 

会員区分変更 会員区分の変更(準会員 ⇔ 正会員)を希望する場合。 

冊子送付希望変更 冊子(CJ・会告)の送付、メールニュース配信の要否を変更したい場
合。 

3.2.2 会員情報変更の流れ 

3.2.2 会員情報変更の流れ 



■引越しや勤務先移動による、住所・連絡先の変更をシステムに反映する場合、冊子(CJ・会告)の送付先、 
    請求先を変更したい場合は、会員情報変更の手続きを行います。 
     会員情報変更の手続きは、以下の手順になります。 

3.2.3 会員の基本情報・各住所情報の変更 
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3.2.3 会員の基本情報・各住所情報の変更 

自身の会員名リンクを
押下します。 

会員ポータルサイトのホーム画面
から、「会員情報」タブを押下しま
す。 

1. 

2. 

次へ 



3.2.3 会員の基本情報・各住所情報の変更 
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会員情報照会画面の右上にある 
「新規変更申請」ボタンを押下します。 

3. 

「次へ」ボタンを押下しますと、
会員情報変更の手続き画面が
表示されます。 

5. 

会員情報変更の手続きで選択画面
が表示されますので、「会員情報変
更(正会員・準会員)」を選択します。 

4. 

次へ 



3.2.3 会員の基本情報・各住所情報の変更 
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変更する情報を入力し終えた
ら「保存」ボタンを押下します。 

※情報を空欄に変更した場合
は空欄に変更されますので、
ご注意ください。 

6. 

送付・請求先を変更
される場合は該当
の情報を入力する
必要があります。 

変更内容の反映を即時行いたい場合、
情報変更予定日の入力は不要です。 

変更の予約を行いたい場合、情報変更
予定日に指定の日付を入力します。 

[ 会員情報変更の手続き ] 

病気・産休等で休職されている方について
は、「所属施設なし」にチェックを付けます。 

変更先の施設がシステム上存在しない場合
、「施設が見つからない場合はこちら」をチェ
ックした後、対処の施設情報を入力します。 

次へ 



3.2.3 会員の基本情報・各住所情報の変更 
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会員情報変更手続き照会画面
が表示されます。 

7. 



■会員区分の変更(準会員⇔正会員)を希望する場合は会員区分変更の手続きを行います。 
  会員区分変更の手続きは以下の手順になります。 

3.2.4 会員区分(正会員/準会員)の変更 
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3.2.4 会員区分(正会員/準会員)の変更 

次へ 

自身の会員名リンクを
押下します。 

会員ポータルサイトのホーム画面
から、「会員情報」タブを押下しま
す。 

1. 

2. 



3.2.4 会員区分(正会員/準会員)の変更 
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次へ 

会員情報照会画面の右上にある「新
規変更申請」ボタンを押下します。 3. 

「次へ」ボタンを押下しますと
、会員情報変更の手続き画
面が表示されます。 

5. 

会員情報変更の手続き選択画面が表
示されますので、「会員区分変更」を選
択します。 

4. 



3.2.4 会員区分(正会員/準会員)の変更 
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7. 
自身の会員名を選択します。 

自身の会員名を入力し、検索します。 

8. 

6. 

注意事項に対して同意の場合、
該当のチェックを付けます。 

次へ 



3.2.4 会員区分(正会員/準会員)の変更 
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変更する情報の入力後「保存」ボ
タンを押下します。 

11. 

10. 

変更先の区分を選択します。 

※デフォルトで指定されておりま
す。 

検索結果より、自身の会員
情報を選択します。 

9. 

次へ 



3.2.4 会員区分(正会員/準会員)の変更 
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12. 申請情報が正常に保存される
と、画面上部にメッセージが表
示されます。 

13. 
会員変更の手続きについて
は、事務局側の承認が必要
となります。 

申請内容を確認し、問題ない
ようでしたら、「承認申請」ボ
タンを押下します。 

承認申請のポップアップが表示されます
ので、問題のないことを確認した後、「送
信」ボタンを押下します。 

14. 

次へ 

事務局側に申送する内容が
ありましたら、コメント上に入
力ください。 



3.2.4 会員区分(正会員/準会員)の変更 
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15. 
承認申請が正常に完了すると、画面
上部にメッセージが表示されます。 

※申請中は情報の変更・削除はでき
ません。 

申請の取り消しを行う場合は
こちらのボタンを押下します。 



■冊子(CJ・会告)の送付、メールニュース配信の要否を変更したい場合は、冊子送付希望変更の手続きを 
    行います。 
    冊子送付希望変更の手続きは以下の手順になります。 

3.2.5 学会機関誌・送付希望の変更 
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3.2.5 学会機関誌・送付希望の変更 

自身の会員名リンクを
押下します。 

会員ポータルサイトのホーム画面
から、「会員情報」タブを押下しま
す。 

1. 

2. 

次へ 



3.2.5 学会機関誌・送付希望の変更 
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次へ 

会員情報照会画面の右上にある「新
規変更申請」ボタンを押下します。 

3. 

「次へ」ボタンを押下しますと、会員情
報変更の手続き画面が表示されます。 

5. 

会員情報変更の手続き選択画面が表
示されますので、「冊子送付希望変更」
を選択します。 

4. 



3.2.5 学会機関誌・送付希望の変更 
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6. 
自身の会員名を選択します。 

自身の会員名を入力し、検索します。 

7. 

検索結果より、自身の会員情報を選
択します。 

8. 

次へ 



3.2.5 学会機関誌・送付希望の変更 
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変更する情報を入力し終えたら「保
存」ボタンを押下します。 

11. 

変更内容の反映を即時行いたい場
合、"即時"を選択します。 
変更の予約を行いたい場合、"予約
"を選択します。 

※予約の場合、変更内容の反映は
次年度の4月1日付となります。 

9. 

注意事項を確認し、必要に応じて各希望の
チェックを変更します。 
・チェックあり：希望する 
・チェックなし：希望しない 

10. 

次へ 



3.2.5 学会機関誌・送付希望の変更 
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12. 会員変更申請情報が作成さ
れたメッセージが表示されま
す。 

13. 
冊子送付希望変更の手続き
については、事務局側の承
認が必要となります。 

申請内容を確認し、問題ない
ようでしたら、「承認申請」ボ
タンを押下します。 

承認申請のポップアップが表示されます
ので、問題のないことを確認した後、「送
信」ボタンを押下します。 

14. 

次へ 

事務局側に申送する内容が
ありましたら、コメント上に入
力ください。 



3.2.5 学会機関誌・送付希望の変更 
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15. 

承認申請が正常に完了する
と、画面上部にメッセージが
表示されます。 

※申請中は情報の変更・削
除はできません。 

申請の取り消しを行う場合は
こちらのボタンを押下します。 



■会員情報の変更申請は編集・削除を行うことができます。 
    申請の編集・削除手続きは以下の手順になります。 
    ※申請の編集・削除手続きは承認済または、反映済の場合は不可となります。 

3.2.6 申請の編集・削除について 
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3.2.6 申請の編集・削除について 

自身の会員名リンクを
押下します。 

会員ポータルサイトのホーム画面
から、「会員情報」タブを押下しま
す。 

1. 

2. 

次へ 



3.2.6 申請の編集・削除について 
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該当の変更予約番号
リンクを押下します。 

会員情報照会画面右側の関連情
報から「会員変更申請情報」を押
下します。 

3. 

4. 

次へ 



3.2.6 申請の編集・削除について 
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反映済フラグにチェックが入って
いないことを確認ください。 
※反映済の場合は編集・削除が
できません。 

5. 

次へ 

削除ボタンを押下してください。 

削除の場合 

6. 

削除ボタンを押下してください。 

7. 



3.2.6 申請の編集・削除について 
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次へ 

対象の変更申請が削除されます。 

8. 

編集の場合 

反映済フラグにチェックが入って
いないことを確認ください。 
※反映済の場合は編集・削除が
できません。 

5. 

編集ボタンを押下してください。 

6. 



3.2.6 申請の編集・削除について 
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次へ 

会員情報変更編集のポップアッ
プが表示されますので、編集が必
要な情報を入力します。 

7. 

会員変更申請情報が更新されま
す。 

入力内容を確認し、問題ない
ようであれば「保存」ボタンを
押下します。 

8. 

9. 



3.2.6 申請の編集・削除について 
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次へ 

承認済または、反映済の場合 

会員情報の変更申請一覧画面か
ら編集を行った場合エラーが発生
します。 

会員情報の変更申請一覧画面か
ら削除を行った場合削除が不可
であるメッセージが表示されます。 



3.2.6 申請の編集・削除について 
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会員情報の変更申請詳細画面か
ら編集を行った場合エラーが発生
します。 

会員情報の変更申請詳細画面から
削除を行った場合削除が不可であ
るメッセージが表示されます。 


