
30 　 

About Web Abstract Book

【How to use:】

Web (access from PCs)
　　Click the link below.
　　https://confit.atlas.jp/jsdb2019

【How to log-in】

Registered participants
Enter the Registration ID (en000XXX or kn000XXX) and password you received in 
the registration confirmation e-mail.

Participants registering onsite (includes pre-registered participants who have not com-
pleted payment)
Registration ID and password will be provided when registration complete at reception 
desk. 

　　■ Available from
　　　　End of April 2019 
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Web Abstract Book について

【ご利用方法】

Web（パソコンから）

以下の URL にアクセスしてください。

https://confit.atlas.jp/jsdb2019

【ログイン方法】

　【事前参加登録済の場合】

　 登録時、メール配信されている Registration ID (en000XXX or kn000XXX) およ

び Password でログインしてください。

　【当日参加の場合（事前登録を行ったが参加費未納の方を含む）】

　参加登録時、受付にて ID とパスワードをお渡しいたします。

■提供開始時期

2019 年 4 月下旬よりご利用いただけます。
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【Regarding the Web Abstract Book】 

 
Participants will be able to browse abstracts before and during the meeting via the website to plan 
their schedules.  
You can search for talks or poster presentations by filling in the fields for presenter’s name, talk 
title, affiliation, etc.  
You will also be able to create a PDF file of the talk information registered in the scheduler. 
Please take advantage of the different functions. 
 

You can also download all abstracts as a PDF file in a lump at 
“Program - Download PDF for print” 

 
 

Access from a computer (Website top page)  
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Web Abstract Book について

【抄録閲覧 Web サイトのご案内】

来場前から会期中の抄録が閲覧できる Web サイトをご利用いただけます。

発表者、講演タイトル、所属機関名などを、該当の検索窓に入力することで、講

演を検索できます。

また、スケジュールに登録した講演情報を PDF に変換することもできます。

学術集会のご参加に、抄録集と合わせてご利用ください。

すべての講演要旨は、プログラムの「予稿集 PDF ダウンロード」から一括して

ダウンロードできます。
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