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⾎液専⾨医単位登録システム⾎液専⾨医の更新について
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血液医専門医の資格の有効期間は５年とする。従って、引き続き認定を希望する者は、５年毎に認定の更新をしなけ
ればならない。

（一) 更新の基準
更新を行うには所定の基準（表）に基づき、５年間に50単位以上を取得しなければならない（施行細則７条)。

表 専門医資格更新に必要な単位の換算基準

単位

学会参加 日本血液学会学術集会 15 点
JSH国際シンポジウム 5 点
日本血液学会 地方会 3 点
小児血液学会総会/日本小児血液・がん学会学術集会 5 点
血液学関連諸学会総会 3 点
海外
アメリカ血液学会/ American Society of Hematology （ASH）
国際止血血栓学会/ International Society of Thrombosis and Haemostasis（ISTH）
米国臨床腫瘍学会/ American Society of Clinical Oncology（ASCO）
米国骨髄移植学会議・国際骨髄移植研究会議/ 

American Society for Blood and Marrow Transplantation（ASBMT）,
Center for International Blood ＆ Marrow Transplant Research（CIBMTR）

T-cell Lymphoma forum
国際レトロウイルス会議/ International Conference on Human Retrovirology
国際比較白血病学会/ The International Association for Comparative Research on Leukemia and

Related Diseases (IACRLRD)
欧州骨髄移植学会/ European Group for Blood and Marrow Transplantation（EBMT）
国際リンパ腫会議/ Malignant Lymphoma International Conference on Malignant Lymphoma（ICML）
国際実験血液学会/ Society for Hematology and Stem Cell（ISEH）
国際血液学会/ International Society of Hematology（ISH）
アメリカがん学会/ American Association for Cancer Research（AACR）
ヨーロッパ血液学会/ European Hematology Association（EHA）
アジア太平洋骨髄移植学会議/ The Asia-Pacific Blood and Marrow Transplantation Group (APBMT)

国内
日本造血・免疫細胞療法学会
日本輸血・細胞治療学会
日本血栓止血学会
日本リンパ網内系学会
日本医学会
日本内科学会
日本臨床腫瘍学会
日本がん学会
日本小児科学会
日本がん治療学会
日本免疫学会
日本鉄バイオサイエンス学会
日本骨髄腫学会
日本検査血液学会

業績発表 専門誌への論文掲載 （筆頭者） 10 点
〃 （その他） 3 点

学会発表 （筆頭者） 5 点
〃 （その他） 2 点

(注) 1. 発表内容は血液関連の学術的内容のものに限る。
2. 学会で発表すれば、参加単位に発表単位を加算する。
3. 学会発表と論文発表とが重複したときは、加算する。

日本血液学会 血液専門医の更新について
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⾎液指導医の更新について

(二) 更新手続き

更新は、更新料を納入の上、血液専門医単位登録システムにて行うこと。

1. 更新料 ２万円 郵便振替にて 「一般社団法人日本血液学会」

(０１０２０-２-１５８８１)の口座へ、納入受付け期間内に送金すること。

2. 単位申請について

単位の登録は、血液専門医カード及び単位登録システムにて行うこと。単位加算は、任期と同じ期間に取得され

たものを対象とする。

 単位登録: 血液専門医カードでの登録

血液専門医カード対応学会 （日本血液学会学術集会・地方会・国際シンポジウム） の参加単位は、会場に

血液専門医カードを持参し、登録手続きをすることで自動的に加算される。

血液専門医カードの有効期間は任期に等しく5年となり、認定の更新に伴い新たに発行される。なお、血液

専門医カードは各自保管すること。

 血液専門医カード以外での単位登録

血液専門医カードでの単位登録を行わなかった場合、または、血液専門医カード対応学会以外の参加につ

いては、単位登録システムより登録が可能。

下記データを添付の上、登録すること。

① 学会参加については参加証

② 論文発表についてはタイトルページ等のデータ

(掲載の雑誌名・著者名・刊行年・巻号が明記されたものを添付ください)

③ 学会発表についてはプログラム・抄録

発表の学会名・開催年月日が記載されたプログラム・抄録号の表紙等 及び

抄録該当ページのデータ （演題名 著者等が明記されたものを添付ください）

3. 更新について

任期満了における更新手続きについては、更新料を納入の上、任期 終年度の更新受付期間内に、単位登録

システムより手続きを行うこと。

（三）血液専門医の広告について

医師の専門性に関する資格名を広告できる団体として、厚生労働省より認可されました。認可条件には、関連名簿の公開が義

務付けられていることより、本学会ホームページに専門医氏名を、ご登録の勤務先所在の都道府県別にて公表いたします。

１． 更新条件

(一) 日本血液学会研修施設において常勤、または非常勤 （週１回以上勤務）である専門医 。

(二) 指導医資格を有し、5年を経過した者。 但し、専門医資格の更新に該当する者は、同時に指導医資格の更新も行わなければ

ならない。その時、指導医資格が5年を経過していなくても同時に指導医の更新を行うことができる。

２． 更新申請

更新は、血液専門医の更新と同時に、血液専門医単位登録システムより申請すること。

(1) 更新料 無 料
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つぎのURLにアクセスください。

https://jshem.net/specialist/index.aspx

ログインには、
会員番号・パスワードの⼊⼒が必要です。

※本ページのログインは、
⾎液専⾨医有資格者に限ります。

会員専⽤ページへのログインパスワード
と同じになります。
会員番号・パスワードが不明の場合は、
次の会員管理専⽤アドレスまでお問い合
わせください。

member@jshem.or.jp

学会ホームページにあるバナーからも、
直接システムのログインページへ移動可能です。



⾎液専⾨医単位登録システム

登録状況の照会および、操作⽅法の問い合わせは、下記事務局へお問い合わせください。
画⾯ごとの詳しい操作⽅法は、会員情報欄の下【詳細マニュアル】をご参照ください。

⼀般社団法⼈⽇本⾎液学会 事務局
TEL︓075-231-5711   FAX︓075-231-5722 E-mail︓reg@jshem.or.jp 

2. 現在の登録状況
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認定期間の確認 最新登録状況はこちらに表⽰されます。
メールアドレスに変更がある場合は
member@jshem.or.jp 宛にご連絡ください。

3-1 単位申請: 参加単位（カードでの申請）
< システムからの登録は不要です >

⾎液専⾨医カード対応学会
・⽇本⾎液学会学術集会
・⽇本⾎液学会 地⽅会
・JSH 国際シンポジウム

 学術集会、地⽅会、国際シンポジウムは、⾎液専⾨医カードで単位
申請頂けます。
各会場に単位登録受付けを設置しておりますので、当⽇ご⾃⾝で、
カードをご持参の上、登録ください。
⾎液専⾨医カード⾮対応の学会 参加単位については次ページ「3-2 
単位申請: 参加単位(カード以外)」を参照ください。

 会場で登録いただきましたら、⾃動的に単位が加算されます。
単位の加算が、各個⼈ページへ反映されるまで、⼀定期間要しますこ
とご了承ください。



⾎液専⾨医単位登録システム3-2 単位申請: 参加単位（ カード以外）
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画⾯ごとの詳しい操作⽅法は、会員情報欄の下【詳細マニュアル】をご参照ください。

参加単位申請ボタンをクリックしてください。

申請登録画⾯がオープンしますので必要事項を⼊⼒してください。
＊参加証の 画像・PDFファイル等をご⽤意ください。
ファイルを選択し、登録ください。

審査結果は後⽇『単位取得状況・審査状況⼀覧』より
確認いただけます。

参加証を保管し PDF・画像等のデータに変換しご⽤意ください。

⼿順③ 各単位申請画⾯

⼿順④ 単位取得状況確認画⾯

審査状況によって下記が表⽰されます。
承認 ︓ 審査により承認が下りた申請
申請中 ︓ 審査受付中（後⽇結果反映）
申請取下︓ 申請者⾃⾝で申請を取り下げた申請
却下 ︓ 審査により却下された申請

⼿順② 個⼈トップページ

 審査結果には⼀定期間要しますことご了承ください。審査が完了
いたしましたらメールでご連絡いたしますので、メールアドレス
の登録をお願い致します。

業績は年度での登録になります。
<４⽉〜翌3⽉>
⽇本造⾎細胞移植学会など、
１⽉から３⽉に開催される学会については、
登録年度にご注意ください。

<システムからの登録が必要な場合>

・⾎液専⾨医カード ⾮対応の学会
・⾎液専⾨医カードでの登録ができなかった場合(⾎液学会学術集会 参加時)
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論⽂発表についてはタイトルページ等をデータでご⽤意ください。
(掲載の雑誌名・著者名・刊⾏年・巻号が明記されたもの)

学会発表についてはプログラム・抄録号の表紙等 及び 抄録該当ページのデータをご⽤意ください。
（発表の学会名・開催年⽉⽇・演題名・著者が明記されたもの）
※ご⾃⾝の発表データは、証明にはなりませんことご了承ください。

⼿順④ 単位取得状況確認画⾯

審査状況によって下記が表⽰されます。
承認 ︓ 審査により承認が下りた申請
申請中 ︓ 審査受付中（後⽇結果反映）
申請取下︓ 申請者⾃⾝で申請を取り下げた申請
却下 ︓ 審査により却下された申請

画⾯ごとの詳しい操作⽅法は、会員情報欄の下【詳細マニュアル】をご参照ください。

論⽂掲載単位申請ボタンを
クリックしてください。

申請登録画⾯がオープンしますので各必要事項を⼊⼒してください。
＊それぞれに必要な 画像・PDFファイル等を準備の上、ファイルを選択し

登録ください。

審査結果は後⽇『単位取得状況・審査状況⼀覧』より
確認いただけます。

⼿順② 個⼈トップページ

学会発表単位申請ボタンを
クリックしてください。

論⽂掲載単位の登録 学会発表単位の登録
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① 個⼈トップページ

更新受付期間内に下記条件を確認の上、申請ください。
※更新受付け期間外は、ボタンが有効になっておりません。

・50単位以上
・専⾨医認定期間内の会費の納⼊

*別途更新⼿数料を納⼊⼿続きください。

認定資格申請画⾯がオープンしますので該当の申請ボタンをクリック
して申請ください。

② 認定資格申請画⾯

申請が完了しますと『資格認定状況・審査状況⼀覧』の表に申請中の
旨が表⽰されます。後⽇申請が承認されますと⼀覧表の審査状況欄
に結果が表⽰されます。

③ 資格申請審査結果確認画⾯

審査状況によって下記が表⽰されます。
承認 ︓ 審査により承認が下りた申請
申請中 ︓ 審査受付中（後⽇結果反映）
却下 ︓ 審査により却下された申請

画⾯ごとの詳しい操作⽅法は、会員情報欄の下【詳細マニュアル】をご参照ください。

更新⼿続きは、更新申請受付期間内のみ、⼿続きいただけます。
更新申請受付期間については、該当の⽅に別途ご案内いたします。

 承認には⼀定期間要しますことご了承ください。承認後、
メールでご連絡致します。

 更新の最終承認には、更新料の納⼊が必須となっております。



⾎液専⾨医単位登録システムよくあるご質問（FAQ）

1. 郵送での書類の送付は不要でしょうか
 専⾨医単位登録システムの導⼊により、全ての⼿続きをオンラインにて⾏うことができるようになりました。

従来の郵送での書類送付は⼀切 不要となり、単位申請・更新申請の全ての⼿続きを、システムから申請いただけ
ます。

2. 参加証などのデータ化はどのようにすればよいのでしょうか
 多くの場合は、スキャナーでデータ化しパソコンに取り込む、あるいは、スマートフォンやデジタルカメラで撮

影し画像データに変換いただいております。

3. 学会に参加したが、カードで単位が登録されていません
 学会の参加登録と、専⾨医の単位登録は別になり、それぞれに⼿続きいただく必要がございます。

⽇本⾎液学会 学術集会・地⽅会・国際シンポジウムについては、各会場に、参加受付けとは別に専⾨医 単位登
録専⽤のブースを設けておりますので、当⽇ご⾃⾝で ⾎液専⾨医カードをご持参の上、お⼿続きください。
なお、学会当⽇カードでの登録ができなかった場合は、参加証を保管の上、後⽇ご⾃⾝で登録ください。
→ P.5「 3-2 単位申請: 参加単位(カード以外」へ

 ⾎液専⾨医カード対応学会（⽇本⾎液学会 学術集会・地⽅会・国際シンポジウム） 以外の学会参加単位につい
ては、参加証を保管の上、各⾃オンラインより登録⼿続きいただく必要がございます。
→ P.5「3-2 単位申請: 参加単位(カード以外)」へ

4. カードがお⼿元にない場合
 ⾎液専⾨医カードは、オンライン単位登録システムを開始した2013年9⽉に専⾨医を取得されているすべての先

⽣⽅に簡易書留にて郵送いたしました。その後、更新いただいた場合は、新任期でカードを必ず発⾏しておりま
すので、ご確認ください。なお、紛失の場合の再発⾏は承りますが、有料となりますことご了承ください。

5. 単位申請後の承認について（単位申請後、承認の連絡がすぐにない等）
 単位審査は、⼀件ずつ内容を確認し対応しております。特に、学術集会後や、更新受付け期間中は、単位の申請

が集中するため、対応にお時間かかりますことご了承ください。審査が完了いたしましたら、登録いただいてい
るメールアドレス宛に連絡致します。

6. 更新料はいつ振込⼿続きすればよいでしょうか
 該当任期の更新申請受付け開始後であれば 単位申請と並⾏して振込いただけます。

7. オンラインからの⼿続きが難しい場合
 パソコン環境等で オンラインでの⼿続きが難しい場合は、⽇本⾎液学会 京都事務局宛に、郵送にて参加証のコ

ピーをお送りください。また、その際 現在のご所属 及び 郵送物の送付先情報もあわせてお知らせください。
代理で単位の登録・更新⼿続きをいたします。その場合、対応に⼀定期間要しますこと、また、個⼈ページへロ
グインいたしますことご了承ください。

8. 更新単位が不⾜している
 その旨 メールでご連絡下さい。

その他、不明な点がございましたら、下記宛に問い合わせください。
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⼀般社団法⼈⽇本⾎液学会 事務局
TEL︓075-231-5711   FAX︓075-231-5722 E-mail︓reg@jshem.or.jp 


