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はじめに 
 

本書では、日本消化器病学会 パーソナルページのご利用方法を説明

します。 
  パーソナルページにアクセスすることにより住所の確認・変更、並びに

学術集会参加登録等を行うことができます。 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

パーソナルページの構成を以下に記載します 
日本消化器病学会ホームページ 会員番号検索

会員ログイン 住所確認または変更

会員登録情報確認

または変更処理

会員情報確認

機関誌

単位取得ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ

パスワード変更

学術集会参加状況確

学術集会参加登録 学術集会参加登録

(支部)

パスワード検索

 
※本サイトは下記の時間帯はご利用いただけません。 

  予め御了承ください。 

    ( 午前１時 ～ 午前３時半頃 ) 

 



０.パーソナルページ起動方法 一般財団法人日本消化器病学会　パーソナルページ操作マニュアル

日本消化器病学会ホームページ（http://www.jsge.or.jp）の「パーソナルページ」をクリックしてください。

パーソナルページをクリックしてくださ

い。

1 / 26



1.会員番号検索 一般財団法人日本消化器病学会　パーソナルページ操作マニュアル

セイ・メイ・生年月日・学会誌送付先

〒を入力してください。

（全ての項目を入力してください）

入力された値が正しくないか、または

データ登録が正しくされていないこと

が考えられます。
再度入力し直すか、日本消化器病学
会にお問合せください。

「実行」ボタンを押してください。

会員番号とパスワードの検索を行なえます。（初めてご利用される場合は必ずこの画面から
開始します。）
※休会中または住所不明の場合、パーソナルページはご利用いただけません。
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1.会員番号検索 一般財団法人日本消化器病学会　パーソナルページ操作マニュアル

セイ・メイ・生年月日・学会誌送付先

〒が同一の会員が存在しています。

日本消化器病学会にお問合せくださ

い。

学会送付先で指定した郵便番号が
異なることが考えられます。
登録内容をご確認ください。
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1.会員番号検索 一般財団法人日本消化器病学会　パーソナルページ操作マニュアル

パスワードが登録されていないこと

が考えられます。

日本消化器病学会にお問合せくださ

い。
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1.会員番号検索 一般財団法人日本消化器病学会　パーソナルページ操作マニュアル

正しく検索が行われた場合
「姓名」、「会員番号」、「パスワード」

「会員番号・パスワード送付用E-mail
アドレス」が表示されない場合には、
入力してください。

「上記アドレス属性」を”所属機関”、”
勤務機関”、”自宅”より選択してくだ
さい。

（入力・選択を必ず行ってください。）

上記E-mailアドレスに

「会員番号」、「パスワード」を送付しますので、

必ずボタンを押してください。
念のため印刷も行い、会員番号・パスワードの
保存をしてください。

会員用メニューに移動します。
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2.会員ログイン 一般財団法人日本消化器病学会　パーソナルページ操作マニュアル

「会員番号検索」にて取得した

会員番号、パスワード（半角英数字)

を入力してください。

「実行」ボタンを押してください。

「会員番号検索」から会員用メ

ニューに移動した場合は、表示され

ません。

既に会員番号・パスワードを取得されている場合にはこの画面から開始できます。

※休会中または住所不明の場合、パーソナルページはご利用いただけません。
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2.会員ログイン 一般財団法人日本消化器病学会　パーソナルページ操作マニュアル

入力された会員番号またはパスワー
ドを確認し再度入力してください。
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2.会員ログイン 一般財団法人日本消化器病学会　パーソナルページ操作マニュアル

住所不明となっております。
会員登録事項変更届を日本消化器
病学会にご提出を御願い致します。

年会費が入金されていないことが考

えられます。

日本消化器病学会にお問合せくださ

い。
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3.パスワード検索 一般財団法人日本消化器病学会　パーソナルページ操作マニュアル

姓(漢字)・名(漢字)・生年月日・学会

誌送付先〒・医籍登録番号・E-Mail

アドレスを入力してください。

入力された値が正しくないか、または

データ登録が正しくされていないこと

が考えられます。
再度入力し直すか、日本消化器病学
会にお問合せください。

「実行」ボタンを押してください。

会員番号とパスワードの検索を行なえます。
※休会中または住所不明の場合、パーソナルページはご利用いただけません。
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3.パスワード検索 一般財団法人日本消化器病学会　パーソナルページ操作マニュアル

姓(漢字)・名(漢字)・生年月日・学会

誌送付先〒・医籍登録番号・E-Mail

アドレスが同一の会員が存在してい

ます。

日本消化器病学会にお問合せくだ

学会送付先で指定した郵便番号と

E-Mailアドレスが異なることが考えら

れます。
登録内容をご確認ください。
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3.パスワード検索 一般財団法人日本消化器病学会　パーソナルページ操作マニュアル

正しく検索が行われた場合
「姓名」、「会員番号」、「E-Mail」

上記E-mailアドレスに

「会員番号」、「パスワード」を送付しますので、

必ずボタンを押してください。

パスワードが登録されていないこと

が考えられます。

日本消化器病学会にお問合せくだ

さい。
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4.会員登録情報確認または変更処理 一般財団法人日本消化器病学会　パーソナルページ操作マニュアル

「会員情報確認」

「住所確認または変更処理」

「パスワード変更処理」
より選択しクリックしてください。

支払方法が表示されます。

【納入方法：払込用紙】

または

【納入方法：口座引落】

上記以外は表示されません。
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5.会員情報確認 一般財団法人日本消化器病学会　パーソナルページ操作マニュアル

専門分野の変更をする場合は
変更してください。

変更確認画面に移動します。

会員情報の確認並びに専門分野の変更が行えます。
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5.会員情報確認 一般財団法人日本消化器病学会　パーソナルページ操作マニュアル

変更内容を確認し、誤りがあれば

「戻る」ボタンを押してください。

この内容で良ければ押してください。
データの更新がされます。

14 / 26



6.住所確認または変更処理 一般財団法人日本消化器病学会　パーソナルページ操作マニュアル

現在登録されている情報が表示さ

れます。

「所属機関」、「勤務機関」、「自宅」、

「年会費請求先」は１画面づつの確

認・変更となります。その都度確認

メールが送付されます。

このボタンで表示する住所を切り替

えます。（年会費請求先は、上記”年

会費請求先住所”が”その他”の場

合のみ押せます。）

【現住所】が異なる場合や表示され

ない場合には、【新住所】に入力して

ください。（〒・住所は必ず入力してく

ださい)

〒・・半角/"-"も入力してください。

住所・・数字は半角、カタカナは全角

で入力してください。

【所属機関】を表示している時は
「勤務機関住所コピー」
【勤務機関】を表示している時は
「所属機関住所コピー」
となります。勤務機関と所属機関が
同じ場合や似ている場合に押してく

変更確認画面に移動します。

住所情報の確認並びに変更が行えます。

学会誌送付先は国内に限る。

海外送付をご希望の場合は本学会

事務局まで御連絡ください。
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6.住所確認または変更処理 一般財団法人日本消化器病学会　パーソナルページ操作マニュアル

変更内容を確認し、誤りがあれば

「戻る」ボタンを押してください。

この内容で良ければ押してください。
データの更新と同時に確認メールが学会誌
送付先のE-Mailアドレスに送付されます。
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7.パスワード変更処理 一般財団法人日本消化器病学会　パーソナルページ操作マニュアル

6文字以上20文字以内の半角英数字

で新しいパスワードを入力してくださ

い。

「実行」ボタンを押してください。

パスワードの変更が行えます。
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8.機関誌 一般財団法人日本消化器病学会　パーソナルページ操作マニュアル

J-stageで購読者番号/パスワードを

入力することで閲覧が可能となります。
パスワードは定期的に変更されます。

機関誌の閲覧が行えます。

日本消化器病学会雑誌オンライン
サービスをクリックしてください。
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9.学術集会参加状況確認 一般財団法人日本消化器病学会　パーソナルページ操作マニュアル

学術集会参加状況の確認が行えます。
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10.単位取得シミュレーション 一般財団法人日本消化器病学会　パーソナルページ操作マニュアル

出席(掲載)回数/筆頭演者(著者)に

は、半角数字（例、1、2、・・・）又は

チェックをつけてください。

ログイン者の単位有効期間が表示

されます。

入力・チェックを行いましたら「計算」

ボタンを押してください。

（上下のボタンは同じ機能です。)
取得予想単位が表示されます。

専門医単位取得のシミュレーションが行えます。
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11.学術集会参加登録 一般財団法人日本消化器病学会　パーソナルページ操作マニュアル

参加登録を行う学術集会を
クリックしてください。

学術集会参加登録を行えます。

左記が表示された場合、

登録可能な学術集会がない

或は登録準備がされていないことが

考えられます。

しばらく待って選択し直すか、日本

消化器病学会にお問合せください。

支部(北海道とか関東とか)主催の集
会の参加登録を行う場合は
「支部主催の単位登録受付」を
クリックしてください。
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11.学術集会参加登録 一般財団法人日本消化器病学会　パーソナルページ操作マニュアル

出席番号を入力してください。

「実行」ボタンを押してください。

正常に登録されました。
続けて参加登録を行う場合は
メニューより再度学術集会参加登録
をクリックしてください。
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11.学術集会参加登録 一般財団法人日本消化器病学会　パーソナルページ操作マニュアル

入力された出席番号を再度
ご確認後に日本消化器病学会に
お問合せください。

既に他の会員様で登録済みとなりま

す。

入力された出席番号を再度

ご確認後に日本消化器病学会に

お問合せください。

23 / 26



12.学術集会参加登録(支部) 一般財団法人日本消化器病学会　パーソナルページ操作マニュアル

学術集会参加登録(支部)を行えます。

入力された出席番号を再度
ご確認後に日本消化器病学会に
お問合せください。

出席番号を入力してください。

「実行」ボタンを押してください。
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12.学術集会参加登録(支部) 一般財団法人日本消化器病学会　パーソナルページ操作マニュアル

既に他の会員様で登録済みとなりま

す。

入力された出席番号を再度

ご確認後に日本消化器病学会に

お問合せください。

出席番号入力画面で「登録」クリックで

参加された学会が表示されますので

よろしければ「登録」を

クリックしてください。

出席番号入力に戻る場合は

クリックしてください
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12.学術集会参加登録(支部) 一般財団法人日本消化器病学会　パーソナルページ操作マニュアル

「登録」クリック後に左記が表示され

た場合、入力された出席番号を再度
ご確認後に日本消化器病学会に
お問合せください。

「登録」クリック後に左記が表示され

た場合、既に他の会員様で登録済

みとなります。

入力された出席番号を再度

ご確認後に日本消化器病学会に
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