
第６４回長野県透析研究会学術集会 

演題登録の方法に関して 
 

ホームページ http://www.nagano-dialysis.jp/よりお申込頂けます。 
 

※業務の効率化を目指し、WEBからのお申込みにご協力をお願い申し上げます。 

 

演題募集期間：平成２８年６月１５日正午まで 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

※ご登録画面に進む前に、大会 HPの「演題登録について」を 

よくご確認の上、演題登録トップ画面にお進みください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大会 HPが 
開きます 

登録方法は右面をご覧ください 

 

万が一、パスワードを忘れてしまった場合は、 

登録した際のメールアドレスと受付番号にてこちらより再発行を

行ってください。 
 

演題登録後は、演題登録の受付け期間中は登録内容の修

正・変更が可能です。（締切後は変更は出来ません） 

ご自身で設定したパスワードと、登録完了時に発行される 

受付番号を必ず保管しておくようお願いいたします。 

※登録完了後、受付番号が記載されたメールが届きます。 

万が一届かない場合は、正しく登録されていない可能性があり

ますので、必ず事務局へお問い合わせください。 

ご登録前に 
ここも必ず 

お読みください。 

登録トップ画面
が開きます 

発表者資料 

 
 

 

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


 

 

 

 

 

 

  

【全演者の所属施設】を入力してください。 

登録する演者分の所属施設数を入力（半角数字）して、[件数変更]を

クリックすると件数分の入力欄が表示されます。 

※追加した項目を削除する場合は、各所属施設のチェックボックスに☑チェ

ックして[チェックした項目を削除]をクリックします。 

最大 5 件まで登録できます。 

【演者情報】を入力してください。 

全ての演者を入力してください。 

（筆頭演者（発表者）・共同演者を含む） 

最大 20人まで登録できます。 

登録する演者数を入力（半角数字）して、[人数変更]をクリックすると人

数分の入力欄が表示されます。 

※追加した項目を削除する場合は、各発表者のチェックボックスに☑チェック

して[チェックした項目を削除]をクリックします。 

 

【パスワード】を設定してください。 

(半角英数字、6文字以上 8文字以下）※大文字・小文字は区別します。 

【重要】このパスワードは、マイページにログインする際に使用します。 

必ず書き留めるなど保管をしてください。 

最後に「個人情報の利用に関する事項」のご確認、筆

頭演者の職種を選んで、「次へ」をクリックします。 

内容を確認した上で、ご登録ください。 

【筆頭演者（発表者）情報】を入力してください。 

演者（発表者）氏名には、必ずふりがなを入力してください。 

※筆頭演者情報は、事務局からのお問合せ先になります。 

  お間違えのないようお願いいたします。 

【抄録本文】を入力してください。 

800文字以内とします。（半角・全角とも 1字と数えます） 
※本文右下に入力文字数が表示されます。 
 
本文左上のアイコンで太字・イタリック・下線・上付き・下付き・下線の文字
装飾が出来ます。また[α]アイコンをクリックすると特殊文字が入力できます。 
※図表・画像の挿入はできません。 

【演題希望分野】を選択してください。 

【演題名】を登録してください。 

（全角 1字で 80字以内でお願いします。） 

増やしすぎた
ら、☑チェック
して削除！ 

筆頭演者を
選んで 

◉チェック！ 

文字装飾・特
殊文字はここで
できる！ 

【重要】 
メールアドレス
は正しく！ 
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