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受信したメールに記載されているURLにアクセスすると当ページ
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 新着メッセージエリア
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シンポジウム世話人

申請フォームエリア

シンポジウム・研究会

詳細は「５．シンポジウム・研究会申込み方法

新着メッセージエリア

シンポジウム世話人から原稿提出依頼時に

同意確認エリア 

シンポジウム講演資料

 

．マイページＴＯＰ画面

お知らせ表示エリア 

シンポジウム世話人からのお知らせ情報が表示されるエリア

申請フォームエリア 

シンポジウム・研究会の申込みが行えるエリアです。

シンポジウム・研究会申込み方法

新着メッセージエリア 

シンポジウム世話人から原稿提出依頼時に

講演資料を提出

  

．マイページＴＯＰ画面

① 

⑤ 

③ 

お知らせ情報が表示されるエリア

の申込みが行えるエリアです。

シンポジウム・研究会申込み方法

シンポジウム世話人から原稿提出依頼時に

提出する時の注意事項等が確認できます。

．マイページＴＯＰ画面について

 
 

 

 

お知らせ情報が表示されるエリア

の申込みが行えるエリアです。

シンポジウム・研究会申込み方法」をご覧ください。

シンポジウム世話人から原稿提出依頼時に表示されます。

時の注意事項等が確認できます。

について 

お知らせ情報が表示されるエリア

の申込みが行えるエリアです。 

」をご覧ください。

表示されます。

時の注意事項等が確認できます。

 

⑥ 

お知らせ情報が表示されるエリアです。 

」をご覧ください。 

表示されます。 

時の注意事項等が確認できます。 

② 

 

 ⑦

④ 

 

 

⑦ 

 

 8 

 



 
 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

 

 メニューエリア

下記の操作が行えるエリアです。

「ホーム」

「電子申請」･･･下記

（ａ

（ｂ）

（ｃ）

「設定」 

 

 個人設定

｢⑤メニューエリア｣の｢設定｣と同じ画面が表示されます。

 

 ログアウト

マイページからログアウトします。

 

 

メニューエリア 

下記の操作が行えるエリアです。

「ホーム」 ･･･マイページＴＯＰ画面を表示します。

「電子申請」･･･下記

（ａ）「申込み

※詳細は「

（ｂ）「原稿提出

※詳細は「

（ｃ）「申込み一覧

 ･･･マイページの

個人設定 

メニューエリア｣の｢設定｣と同じ画面が表示されます。

ログアウト 

マイページからログアウトします。

 

(ａ) 

(b) 

(c) 

下記の操作が行えるエリアです。

･･･マイページＴＯＰ画面を表示します。

「電子申請」･･･下記３つの操作が行えます。

込み」では、

※詳細は「５．シンポジウム・研究会申込み方法」をご覧ください。

提出」では、

※詳細は「６．原稿提出

申込み一覧」で

･･･マイページのパスワード変更が行えます。

メニューエリア｣の｢設定｣と同じ画面が表示されます。

マイページからログアウトします。

  

下記の操作が行えるエリアです。 

･･･マイページＴＯＰ画面を表示します。

つの操作が行えます。

」では、シンポジウム・研究会の

．シンポジウム・研究会申込み方法」をご覧ください。

」では、シンポジウム・研究会の原稿提出

原稿提出の方法

」では、申請の

パスワード変更が行えます。

メニューエリア｣の｢設定｣と同じ画面が表示されます。

マイページからログアウトします。 

･･･マイページＴＯＰ画面を表示します。

つの操作が行えます。 

 

シンポジウム・研究会の

．シンポジウム・研究会申込み方法」をご覧ください。

シンポジウム・研究会の原稿提出

の方法」をご覧ください。

は、申請の履歴や申請の承認

パスワード変更が行えます。

メニューエリア｣の｢設定｣と同じ画面が表示されます。

･･･マイページＴＯＰ画面を表示します。 

 

シンポジウム・研究会の申込み

．シンポジウム・研究会申込み方法」をご覧ください。

シンポジウム・研究会の原稿提出

」をご覧ください。

申請の承認状況が確認できます

パスワード変更が行えます。 

メニューエリア｣の｢設定｣と同じ画面が表示されます。 

申込みが行えます。

．シンポジウム・研究会申込み方法」をご覧ください。

シンポジウム・研究会の原稿提出が行えます。

」をご覧ください。 

状況が確認できます

が行えます。 

．シンポジウム・研究会申込み方法」をご覧ください。

が行えます。

状況が確認できます

．シンポジウム・研究会申込み方法」をご覧ください。 

が行えます。 

状況が確認できます。 
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から
※
 
（１）画面

 

 

 

 

 

 

５

マイページＴＯＰ画面
から申込み
※講演毎に申込みが必要です。（例：２講演の場合は２回

（１）画面からの申込み

次ページへ

５．シンポジウム・研究会申込み方法

 

 

マイページＴＯＰ画面
申込みを⾏います。

講演毎に申込みが必要です。（例：２講演の場合は２回

からの申込み

次ページへ 

シンポジウム・研究会申込み方法

マイページＴＯＰ画面にある申請フォームエリアの
を⾏います。 

講演毎に申込みが必要です。（例：２講演の場合は２回

からの申込み 

 

 

シンポジウム・研究会申込み方法

にある申請フォームエリアの

講演毎に申込みが必要です。（例：２講演の場合は２回

シンポジウム・研究会申込み方法

クリックするとシ

会申込み

にある申請フォームエリアの

講演毎に申込みが必要です。（例：２講演の場合は２回

シンポジウム・研究会申込み方法

｢申請タイトル

申請フォーム

クリックするとシ

申込み画面が表示されます。

にある申請フォームエリアの「

講演毎に申込みが必要です。（例：２講演の場合は２回

シンポジウム・研究会申込み方法 

申請タイトル｣をクリックすると

フォームが一覧表示されます

クリックするとシンポジウム・研究

画面が表示されます。

にある申請フォームエリアの「シンポジウム・研究会申込

講演毎に申込みが必要です。（例：２講演の場合は２回申込み

をクリックすると

が一覧表示されます

ンポジウム・研究

画面が表示されます。 

シンポジウム・研究会申込

申込み） 

 

をクリックすると

が一覧表示されます。 

シンポジウム・研究会申込
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シンポジウム・研究会申込」



 
 

（次ページへ）

 

（次ページへ）

 

（次ページへ） 

   

～ 

必要事項を入力いただき「申請する

ンを押してください。

↓ 

確認画面が表示されますので、入力内容を

ご確認の上、「申請する

ください。

↓ 

「○○を登録しました。」と

登録完了です。

必要事項を入力いただき「申請する

ンを押してください。

確認画面が表示されますので、入力内容を

ご確認の上、「申請する

ください。 

登録しました。」と

登録完了です。 

必要事項を入力いただき「申請する

ンを押してください。 

確認画面が表示されますので、入力内容を

ご確認の上、「申請する」ボタンを押して

登録しました。」と表示されれば

必要事項を入力いただき「申請する」ボタ

確認画面が表示されますので、入力内容を

」ボタンを押して

表示されれば
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（前ページより）

 

 

 

（前ページより）

 

（前ページより） 
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メニューエリアの「電⼦申請」→「原稿提出」から原稿の提出を⾏います。

６

メニューエリアの「電⼦申請」→「原稿提出」から原稿の提出を⾏います。

次ページへ

 

 

 

６．原稿提出の方法

 

 

 

 

メニューエリアの「電⼦申請」→「原稿提出」から原稿の提出を⾏います。

次ページへ 

原稿提出の方法

 

 

メニューエリアの「電⼦申請」→「原稿提出」から原稿の提出を⾏います。

原稿提出の方法 

メニューエリアの「電⼦申請」→「原稿提出」から原稿の提出を⾏います。

シンポジウム世話人より原稿提出依頼された一覧が

表示されます。

原稿を提出する申込みをクリックしてください。

メニューエリアの「電⼦申請」→「原稿提出」から原稿の提出を⾏います。

メニューエリアの「電子申請」にカーソル

を合わせて「原稿提出」をクリックしてく

ださい。

シンポジウム世話人より原稿提出依頼された一覧が

表示されます。 

原稿を提出する申込みをクリックしてください。

メニューエリアの「電⼦申請」→「原稿提出」から原稿の提出を⾏います。

メニューエリアの「電子申請」にカーソル

を合わせて「原稿提出」をクリックしてく

ださい。 

シンポジウム世話人より原稿提出依頼された一覧が

原稿を提出する申込みをクリックしてください。

メニューエリアの「電⼦申請」→「原稿提出」から原稿の提出を⾏います。

メニューエリアの「電子申請」にカーソル

を合わせて「原稿提出」をクリックしてく

シンポジウム世話人より原稿提出依頼された一覧が

原稿を提出する申込みをクリックしてください。

メニューエリアの「電⼦申請」→「原稿提出」から原稿の提出を⾏います。

メニューエリアの「電子申請」にカーソル

を合わせて「原稿提出」をクリックしてく

シンポジウム世話人より原稿提出依頼された一覧が

原稿を提出する申込みをクリックしてください。 

メニューエリアの「電⼦申請」→「原稿提出」から原稿の提出を⾏います。 

メニューエリアの「電子申請」にカーソル

を合わせて「原稿提出」をクリックしてく
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～ 

【原稿提出画面について】

申込み内容の下方にある

容を確認の上、

い。また、ご自身の

ください。

↓ 

「参照」ボタンをクリックして、原稿ファイル

(ＰＤＦファイル

↓ 

「確認画面へ

↓ 

確認画面が表示されますので、内容をご確認の

上、「対応済みにする

↓ 

「対応済みにしました。」と表示されれば

稿提出完了です。

【原稿提出画面について】

申込み内容の下方にある

容を確認の上、同意確認

い。また、ご自身の

ください。 

「参照」ボタンをクリックして、原稿ファイル

ＰＤＦファイル)を選択してください。

確認画面へ」ボタンを

確認画面が表示されますので、内容をご確認の

対応済みにする

「対応済みにしました。」と表示されれば

完了です。 

【原稿提出画面について】 

申込み内容の下方にある＜確認事項＞

同意確認をチェック

い。また、ご自身のプログラム番号

「参照」ボタンをクリックして、原稿ファイル

を選択してください。

」ボタンをクリックしてください。

確認画面が表示されますので、内容をご確認の

対応済みにする」ボタンを押してください。

「対応済みにしました。」と表示されれば

 

＜確認事項＞の記載内

チェックしてくださ

プログラム番号も入力して

「参照」ボタンをクリックして、原稿ファイル

を選択してください。 

クリックしてください。

確認画面が表示されますので、内容をご確認の

」ボタンを押してください。

「対応済みにしました。」と表示されれば

の記載内

してくださ

入力して

「参照」ボタンをクリックして、原稿ファイル

 

クリックしてください。 

確認画面が表示されますので、内容をご確認の

」ボタンを押してください。 

「対応済みにしました。」と表示されれば、原
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シンポジウムへの申込み後、または、原稿を提出した後に修正や変更が必要となっ
た場合の流れを以下に記述します。

（１）申込み内容を修正する場合

７

シンポジウムへの申込み後、または、原稿を提出した後に修正や変更が必要となっ
た場合の流れを以下に記述します。

 

（１）申込み内容を修正する場合

 

７．申込み後、及び原稿提出後の修正方法

シンポジウムへの申込み後、または、原稿を提出した後に修正や変更が必要となっ
た場合の流れを以下に記述します。

（１）申込み内容を修正する場合

申込み後、及び原稿提出後の修正方法

シンポジウムへの申込み後、または、原稿を提出した後に修正や変更が必要となっ
た場合の流れを以下に記述します。

（１）申込み内容を修正する場合

申込み後、及び原稿提出後の修正方法

シンポジウムへの申込み後、または、原稿を提出した後に修正や変更が必要となっ
た場合の流れを以下に記述します。 

（１）申込み内容を修正する場合 

申込み後、及び原稿提出後の修正方法

シンポジウムへの申込み後、または、原稿を提出した後に修正や変更が必要となっ
 

申込み後、及び原稿提出後の修正方法

シンポジウムへの申込み後、または、原稿を提出した後に修正や変更が必要となっ

申込み後、及び原稿提出後の修正方法 

シンポジウムへの申込み後、または、原稿を提出した後に修正や変更が必要となっシンポジウムへの申込み後、または、原稿を提出した後に修正や変更が必要となっシンポジウムへの申込み後、または、原稿を提出した後に修正や変更が必要となっ
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シンポジウムへの申込み後、または、原稿を提出した後に修正や変更が必要となっ

 



 
 

（２）提出した原稿を変更する場合（２）提出した原稿を変更する場合

 

 

（２）提出した原稿を変更する場合（２）提出した原稿を変更する場合（２）提出した原稿を変更する場合 

以上
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以上 


