
一般社団法人日本透析医学会 関連地方学術集会 
第７０回長野県透析研究会学術集会 

事前参加申込の方法に関して 
 

ホームページ http://www.nagano-dialysis.jp/70th/ よりお申込みください。 

 

※長野県透析研究会ホームページ

（http://www.nagano-dialysis.jp）トップペー

ジのバナーからも大会ホームページにアクセス

できます。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

参加者資料 

【ご注意】 

① 申込フォームは、カード決済と郵便振込の２種類があります。 

カード決済については、複数人おまとめでお申し込みいただけます。 

ご都合の良いお支払い方法をお選びください。 

② お申込後のキャンセル・返金は原則行いません。 

特に二重登録なさらぬよう、ご注意ください（申込確認メールを大切に保管ください）。 

③ 参加種別について 

■オンライン参加… 医療従事者であればどなたでも参加できます。（学生も含む） 

当日受付はありません。必ず事前参加申込を行ってください。 

■会場参加……… 下記の出演者の方は原則、会場参加をお願いします。 

１）座長、２）企画プログラム等の講師、 

３）一般演題の筆頭演者 

なお、COVID-19 感染症の拡大状況によってはオンライン参加への振り替えと

なる場合があります。当日受付のオンライン振り替えはできかねますので、でき

るだけ事前申込にご協力ください。 

 

参加申込についてのページが開きます。 
申込方法の詳細が記載されているので、

よく読んでから申込フォームへお進みく

ださい。 

http://www.nagano-dialysis.jp/70th/


学術集会事前参加申込（カード決済）マニュアル

②お名前・メールアドレス（※）・電話番号を記入

①種別名 「オンライン参加／会場参加／会場参加
（出演予定者）」 を選択

③職業区分を選択、施設名、所属部署を記入

※メールアドレスの誤入力に注意してください。
携帯メールはフィルタリング機能により、返信メールが
届かないケースがあります。
ＰＣ用メールの入力を推奨します。

④勤務先の住所、資料の送付先を記入

クレジットカード番号を入力
45･･ ････ ････ ････ ････（16桁）

カードに記載されている
 有効期限○月○年（表面にあり）を入力

※ 1月2025年の場合、01/25 となります。
 CVC（裏面にある３～４桁の数字）を入力

※裏面ご署名欄近くにあります。

※JCBカードはご利用できませんカード番号入力画面

※資料の郵送先を「ご自宅」とした方は、ご自宅住所の
記入も忘れずにお願いします。（郵送先が「勤務先」の
方は記入不要）

使用可能カード： VISA／MasterCard／アメリカン・エキスプレス (JCBは対応外）

※ 出演予定者（下記１）～3）の方）は原則、会場参加（出
演予定者）の選択をお願いします。

１）座長、２）企画プログラム等の講師、
３）一般演題の筆頭演者

カードによる申込の場合、決済完了後の返金は原則承れません。
二重登録・二重払いには十分ご注意ください。

複数人を申し込む場合は「+同行者を追加」ボタンを
クリックしてください。同行者の入力欄が追加されます。
※ 上記①～④の情報が必要です。ホームページ掲載の

「参加者取りまとめ下書用紙」を利用して、あらかじめ
入力情報をご用意ください。



お名前・メールアドレス（※）を記入

施設名・所属部署名・施設の住所・電話番号を記入

資料の郵送先を 「勤務先／自宅」から選択

後日、振込用紙を送付いたします。
郵便局にて参加費をお支払いください。

※メールアドレスの誤入力に注意してください。
携帯メールはフィルタリング機能により、返信メールが
届かないケースがあります。
ＰＣ用メールの入力を推奨します。

※資料の郵送先を「ご自宅」とした方は、ご自宅住所の
記入も忘れずにお願いします。（郵送先が「勤務先」の
方は記入不要）

職業区分を選択

学術集会事前参加申込（郵便振込）マニュアル

種別名 「オンライン参加／会場へ来る／会場へ来
る（出演予定者）」 を選択

※ 出演予定者（下記１）～3）の方）は原則、会場参加（出
演予定者）をお願いします。

１）座長、２）企画プログラム等の講師、
３）一般演題の筆頭演者
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