
循 環 器 専 門 医 
更新申請の手引き 

お手続きにあたって 

 

１． 更新の場合のお手続き 

  STEP① 「専門医資格申請情報」の作成 

 

  STEP② 年会費のお支払い 

 

  STEP③ 単位の取得 

 

  STEP④ 「専門医資格申請情報」の申請 

 

 STEP⑤ 更新料のお支払い 

※STEP①～④が完了するまでお手続きできません。 

 

２． 辞退の場合のお手続き 
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会員ポータルサイトへのログイン方法 1/2 

日本循環器学会ホームページにアクセスします 

https://www.j-circ.or.jp/ 

こちらをクリックすると 

会員の皆さまへページへ遷移します 

会員の皆さまへページ 

https://www.j-circ.or.jp/portal/ 

こちらをクリックすると 

会員ポータルサイトログイン画面へ遷移します 
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会員ポータルサイト ログイン画面 

ご自身の会員番号・パスワードを入力し 

ログインをクリックすると会員ポータルサイトにログインできます。 

 

会員番号： 
本会が各会員に発行している1から始まる6桁の数字です。 

半角数字で入力してください。 

 

パスワード： 
ご自身で設定頂きます。不明な場合は、 

ログインボタン下「パスワードをお忘れですか？」をクリックし再設定し
てください。事務局では確認できません。 

会員ポータルサイトへのログイン方法 2/2 
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研修単位区分等の確認方法 1/2 

日本循環器学会ホームページにアクセスします。 

https://www.j-circ.or.jp/ 

こちらをクリックすると 

専門医ページへ遷移します 

専門医ページ 

https://www.j-circ.or.jp/specialist/ 

こちらをクリックすると 

認定更新Web申請ページへ遷移します 
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研修単位区分等の確認方法 2/2 

認定更新Web申請ページ 

こちらをクリックすると 

専門医に関する規定・規則ページへ遷移します。 

 

循環器専門医認定更新 所定単位表（別表 I～V含む）で 

研修単位区分等が確認できます。 

 

http://www.j-circ.or.jp/information/senmoni/files/tani_hyo2.pdf
http://www.j-circ.or.jp/information/senmoni/files/tani_hyo2.pdf
http://www.j-circ.or.jp/information/senmoni/files/tani_hyo2.pdf
http://www.j-circ.or.jp/information/senmoni/files/tani_hyo2.pdf
http://www.j-circ.or.jp/information/senmoni/files/tani_hyo2.pdf
http://www.j-circ.or.jp/information/senmoni/files/tani_hyo2.pdf
http://www.j-circ.or.jp/information/senmoni/files/tani_hyo2.pdf
http://www.j-circ.or.jp/information/senmoni/files/tani_hyo2.pdf


STEP① 「専門医資格申請情報」の作成 

１．更新の場合のお手続き 

STEP① 「専門医資格申請情報」の作成 

■ 更新申請情報データの作成手順です。 

専門医資格申請情報の 
「新規」ボタンを押下します。 

3. 

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にログイン後、ホーム
画面の「会員情報」タブを押下します。 

1. 

2. 
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更新申請作成画面が表示されます。 
下記情報を入力ください。 
・基本領域資格 
・基本領域認定番号 
・基本領域更新年度 
 （最後に更新した年度） 
・基本領域認定期間（開始）及び（終了） 
 
※基本領域資格とは内科、外科、 
 小児科の資格です。 

次へ 
全て必須項目のため、空欄で「保存」ボタンを 
押下するとエラーが表示されます。 

7. 

6. 

STEP① 「専門医資格申請情報」の作成 

「更新申請」を選択して
ください。 

4. 
「次へ」ボタンを押下します。 

5. 
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更新申請情報が作成され 
会員情報照会画面に遷移します。 

情報を入力後、「保存」ボタン
を押下します。 

8. 

         STEP①は上記で終了です。 
 
STEP①は更新情報の「作成・保存」までで、「申請」は完了しており
ません。STEP②以降もご対応ください。 

9. 

STEP① 「専門医資格申請情報」の作成 
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STEP② 年会費のお支払い 

STEP② 年会費のお支払い 

■2020年度までの会費をお支払いください。 

 

  お支払いは郵送している「郵便振替用紙」をご使用ください。 

 （2020年5月と10月に発送しております） 
  もしくは、会員ポータルサイトにログイン後、「会費請求/入金状況」から 

   支払うことが可能です。 
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未納の場合は、会員ポータルサイト トップページの 
会費請求/入金状況に表示されています。 



STEP③ 単位の取得（自己申告） 

次へ 

■更新に必要な単位を学術集会や地方会でご取得ください。 
  

 その上で単位が不足する場合は、下記手順で「自己申告」することにより
単位を取得することも可能です。 
 自己申告対象については「所定単位表」（本紙P3-4参照）を参照ください。 
    

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. 

自身の会員名リンクを
押下します。 

2. 

STEP③ 単位の取得（自己申告） 
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次へ 

会員情報照会画面右側の関連情報
から「新規」を押下しますと、自
己申告単位のポップアップが表示
されます。 

3. 

単位コードの欄に自己申告対
象の単位を指定した上で検索
を行います。 

4. 

STEP③ 単位の取得（自己申告） 
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「第○回---学会」「論文」等入力すると下の欄に候補が 
表示されます。 
候補にない場合は、虫眼鏡マークをクリックしてください。 



該当の単位コード名のリンクを押下します。 
 
内科学会学術集会等の関連学会の単位を入力する場合は 
「関連学術集会 年次学術集会」を選択します。 
 
研修単位区分等は、「所定単位表」（本紙P3-4参照）で 
ご確認頂けます 

5. 

自己申告対象の単位が設定されます。 

6. 

入力内容を確認の上、 
保存ボタンを押下します。 

8. 

9. 

単位申請情報が作成されたメ
ッセージが表示されます。 単位情報に入力した情報が登

録・表示されます。 
10. 

「管理No」リンクを押下すると

単位情報の詳細画面に遷移
します。 

11. 

次へ 

関連学会学術集会等参加を申請の場合は学術集会名 
論文の場合は論文名・発刊号数等入力し、 
保存ボタンを押下します。 

7. 

STEP③ 単位の取得（自己申告） 
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証明書類（ネームカード、論文サマリー）のア
ップロードが必要です。 

上記のいずれかの「ファイルをアップロード」
ボタンを押下します。 

12. 

資料をアップロードするためポップアップが表示されます。 

単位情報を証明する証明書類ファイルを選択し、「開く」ボ
タンを押下します。 

13. 

次へ 

STEP③ 単位の取得（自己申告） 
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アップロード完了の表示後、「完了」ボ
タンを押下します。 

14. 

15. 
ファイルが追加（アップロード）された
メッセージが表示されます。 

アップロードされたファイルが表
示されます。 

16. 

次へ 

STEP③ 単位の取得（自己申告） 
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事務局へ承認申請を行います。 

17. 

「送信」ボタンを押下します。 

18. 

次へ 

コメントは空白で問題ありません。 

STEP③ 単位の取得（自己申告） 
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19. 
承認申請が正常に完了すると、
メッセージが表示されます。 

STEP③ 単位の取得（自己申告） 
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自己申告単位の取り下げを行いたい場合 

■誤って自己申告単位を申請してしまった場合は取り下げができます。 
    自己申告単位の取り下げは以下の手順です。 

（省略） 

会員情報照会画面右側の関連情報「単位情報」の 
「すべて表示」を押下します。 

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. 

次へ 

STEP③ 単位の取得（自己申告） 
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単位情報詳細画面右側にある「承認履歴」
の「取り消し」ボタンを押下します。 

5. 

入力内容に問題がないことを確認の上、 
 「取り消し」ボタンを押下します。 

6. 

4. 

単位情報の一覧が表示されます。 
取り下げたい単位情報の「管理No」リンクを押下すると
単位情報の詳細画面に遷移します。 

承認取り消しのポップアップ画面が表示
されます。任意でコメントを入力ください。
空欄でも結構です。 

STEP③ 単位の取得（自己申告） 
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自己申告単位申請を却下された場合 

■自己申告単位が事務局にて却下された場合の再申請の手順です。 

次へ 

単位の自己申告が却下されると 
ご登録のメールアドレスにメールが送られます。 

※ご登録のメールアドレスは、会員ポータルサイトの会員情
報（会員情報照会）画面で確認できます。 
 
メール本文内リンクを押下します。 
※会員ポータルにログインしてる状態の場合は、操作手順2

は不要。操作手順3画面に遷移します。 

1. 

会員ポータルサイトのログイン画面が表示されます。 

会員番号とパスワードを入力し、「ログイン」ボタンを
押下すると、ホーム画面に遷移します。 

2. 

STEP③ 単位の取得（自己申告） 
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ログイン後、P9の手順で 

「会員情報照会」画面を表示します。 

 

「単位情報」欄で該当単位情報の管理№をクリックします。 



3. 

下に事務局からの却下理由が表示されていま
すので、内容に従って修正します。 
修正後、承認申請ボタンを押下します。 

コメントは空白で問題ありません。 
「送信」ボタンを押下します。 

4. 

5. 

承認申請が正常に完了すると、 
メッセージが表示されます。 

承認履歴に承認申請情報が
登録されます。 

6. 

STEP③ 単位の取得（自己申告） 
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Step①で作成した更新申請情報の
「申請番号」を押下します。 

1. 

次へ 

■ STEP①～③を完了後、会員ポータルサイトの会員情報（会員情報

照会）画面から更新申請を行います。 

STEP④ 「専門医資格申請情報」の申請 

STEP④ 「専門医資格申請情報」の申請 

「専門医資格更新申請」ボタンを押下します。 
 
申請が完了するとご登録のメールアドレスに、 
更新料お振込のご案内メールが送られます。 

※ご登録のメールアドレスは、会員ポータルサイトの
会員情報（会員情報照会）画面で確認できます。 

2. 
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■申請をした際に更新条件が不足していると以下のエラーが表示されます。 

申請できない場合の例 

１．年会費のお支払いが未納 

  - 専門医資格更新の申請を行うには年会費のお支払いを完了させる必要があります。 

２．単位不足 

  - 単位が不足している場合は専門医資格更新の申請が行えません。 

    必要単位を取得してください。 

【注意事項】 
・自己単位申請は最大18単位申請可能です。 

 既に18単位以上取得している場合は自己単位申請は行えません。 

以下が申請ができないときに表示されるエラー画面です。 

STEP④ 「専門医資格申請情報」の申請 
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■更新料のお支払い手順です。 

「会費請求/入金状況」タブを
押下します。 

2. 

STEP④専門医資格更新申請完了後、ご登録のメールアドレスに、 
更新料お振込のご案内メールが送られます。 

※ご登録のメールアドレスは、会員ポータルサイトの会員情報（会
員情報照会）画面で確認できます。 

メール文中のURLリンクを押下します。 

1. 

次へ 

STEP⑤ 更新料のお支払い 

STEP⑤ 更新料のお支払い 

22 

ログイン後、会員ポータルサイトのホーム画面に遷移します。 

 

※会員ポータルにログインしてる状態の場合は、操作手順
2,3不要。直接、操作手順4画面に遷移します。 



支払が完了していない場合、 

請求収納の照会画面上部に「お支
払画面へ」ボタンが表示されます。
支払手続きを進められる場合はこ
ちらのボタンを押下します。 

4. 

「料金区分」が「専門医更新料」の「管理NO」を押下します。 

3. 

次へ 

STEP⑤ 更新料のお支払い 
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決済ステーション利用者同意事項を確認し、
「同意して次へ」ボタンを押下します。 

6. 

5. 
決済内容を確認し、「上記情報を送信して、 
決済を申し込む」ボタンを押下します。 

次へ 

STEP⑤ 更新料のお支払い 
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お支払方法を選択します。 

7. 

お支払方法を選択すると、
ボタンが有効（緑色）になり
ますので、押下します。 

8. 

次へ 

STEP⑤ 更新料のお支払い 
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以降は選択したお支払方法毎の画面に遷移します（下記画面はペイジー選択時のもの）。 
画面に表示されております説明文に従って、支払手続きを完了させてください。 

更新料の支払いが確認できた後（約5日後）、更新料振り込み完了メールが通知されます。 
確認まではステータスが「未納」のままのため、2重振込みにご注意ください。 

STEP⑤ 更新料のお支払い 

更新料のお支払いで、専門医更新手続きは完了です。 
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更新料のお支払いで、専門医更新手続きは完了です。 



２．辞退の場合のお手続き 

■ 専門医資格認定の辞退申請情報データ作成/申請手順です。 
 
会員ポータルサイトの会員情報（会員情報照会）画面から申請します。 
（本紙P1-2,P5参照） 

専門医資格申請情報の 
「新規」ボタンを押下します。 

1. 

「辞退申請」を選択します。 

2. 
「次へ」ボタンを押下します。 

3. 

次へ 

辞退の場合のお手続き 
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「保存」ボタンを押下します。 
5. 

「辞退理由」を選択します。 
4. 

6. 

申請情報が作成され 
会員情報照会画面に遷移します。 

作成した辞退申請の「申請番号」を 
押下します。 

次へ 

辞退の場合のお手続き 
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「専門医認定辞退申請」ボタン
を押下します。 

7. 

ポップアップの「OK」ボタンを
押下します。 

8. 

次へ 

辞退の場合のお手続き 
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辞退申請完了のメッセージを確認し、 
「閉じる」ボタンを押下します。 

9. 

専門医資格申請情報画面に遷移します。 

次へ 

辞退の場合のお手続き 
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メール文中のURLリンクを押下すると 
会員ポータルサイトのホーム画面に遷移します。 
P5の手順で「会員情報照会」画面を表示し、 
「専門医資格申請情報」欄内で申請情報を確認できます。 

辞退申請完了後、ご登録のメールアドレスに、辞退申請受理をお知らせ
するメールが送られます。 

※ご登録のメールアドレスは、会員ポータルサイトの会員情報（会員情報
照会）画面で確認できます。 

辞退の場合のお手続き 

31 

以上で、専門医辞退手続きは完了です。 


