
第55回日本肝臓学会総会 
公募セッション／一般演題 抄録登録インストラクション 

下記画面にアクセスしてください 
 【第55回日本肝臓学会総会 マイらく～る】 

  https://lacool.convention.co.jp/jcs/login/jLogin/0000000681 
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 新規ご登録の方 

 個人情報を 
登録済の方 

上部の≪個人情報新規登録≫を開いてください 

下部の≪ログイン≫を開いてください 

・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・ 

2ページへ 

13ページへ 

※初回ご登録時に設定された「ログインID」と「パスワード」が必要です。 

■第55回日本肝臓学会総会で、
個人情報が未登録の方 

初めに個人情報のご登録をお願いします 

こちらをクリックして 
登録画面にお進みください 

ログインIDとパスワードを 
半角文字でご入力ください 

こちらをクリックして 
ログインしてください 

① 

② 

■第55回日本肝臓学会総会で、
個人情報をご登録済みの方 

ご登録済みの方が 『演題を登録／登録済みの
演題を変更』 する場合 

他学会で、JCS登録システムらく～るの「統合ユーザー」に 
登録された方も、個人情報登録が必要です。 

注： 
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抄録ダウンロードデータ 

新規ご登録 

入力データ確認 ～ 個人情報登録完了 

ログインID・パスワード設定手続きのご案内（自動配信） メール 

『ログインID』 と 『パスワード』 の設定 

公募セッション／一般演題登録 

所属情報入力 

筆頭演者所属情報・共同演者情報入力 

抄録情報入力 

受付完了／演題受領のお知らせ（メール） 

ご登録データ変更方法 

■ 新規ご登録 

■ ご登録データ変更方法 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
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■公募セッション／一般演題登録 
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■新規ご登録 

・個人情報 ご入力前の状態 

・個人情報 ご入力例 

≪個人情報新規登録≫をクリックすると、以下の画面が表示されます。 

■新規ご登録 

「氏名（カナ）」「会員番号」「都道府県（所属）」の内2つを入力し「検索」を押してください 

・会員情報検索結果→選択 

検索結果をご確認の上 
≪選択≫ボタンをクリッ
クしてください。 

• ≪選択≫ボタンをクリックすると次ページの入力データ『確認』
画面が表示されます。 

応募資格として、筆頭演者・共同演者ともに会員に限ると
しています。会員確認のため、下記【会員情報検索】の利
用が必須となります。 

「検索」ボタンを押すと会員情報検索結果の小さなウイン
ドウが開きますので、下部の「選択」を押すと個人情報が
自動的に入力される仕組みとなっております。 

注： 



4 ■新規ご登録 

■ 入力データ確認 ～ 個人情報登録完了 

・個人情報登録 

・個人情報登録完了 

続いて、受信したメールを開いて、 
ご登録を継続していただく流れと 
なります。 

・入力データ確認 

1000000001@test.com 

ここには直接入力できません。
上部「会員情報検索」項目にて
入力いただきますと自動的に反
映されます 
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■ログインID・パスワード設定手続きのご案内（自動配信） メール 

・ご案内メール 

• メール本文中（上記のサンプルでは上下のほぼ中央）の『登録画面のリンク』を 
  クリックしていただくと、以下の『ログイン情報』入力画面が開きます。 

※上記画像はテスト画面となります。 

■ログイン情報入力画面 

■新規ご登録 

abc****@**.**.jp 

1000000001@test.com 



6 ■新規ご登録 

■ 『ログインID』 と 『パスワード』 の設定 • 『ログインID』は、ご登録のメールアドレ
スが初期設定になっていますが、 

  この画面で変更することもできます。 
 
• パスワードの入力窓の右側に表示さ
れている扇形のマークをクリックすると、
ご入力された文字を確認することがで
きます。 

• パスワードの入力が完了すると 
左の画面に変わります。 
 
ここで≪トップページ（マイらく～る）へ
戻る≫をクリックして、演題のご登録
をご継続ください。 
（P6へ続きます） 

ご参考までに ～パスワードのセキュリティレベル～ 

■ アルファベットのみの場合 

セキュリティレベル 「低」  

■ アルファベット（小文字のみ）＋数字の場合 

セキュリティレベル 「中」  

■ アルファベット（1文字目のみ大文字） 
  ＋数字の場合 

セキュリティレベル 「高」  

例： password 

例： password01 

例： Password01 

1000000001@test.com 

1000000001@test.com 

1000000001@test.com 

1000000001@test.com 



7 ■演題ご登録 

■公募セッション／一般演題登録 

以下のメニューが開きましたら、画面中央に表示されている≪一般演題登録≫ボタンを
クリックすると下部の『所属情報入力』の画面が開きます。 
公募セッションを登録する場合もここをクリックいただきます。 

Step1 『所属情報入力』 

■所属情報入力画面 

ご登録の流れ 

Step2 『筆頭演者所属情報・共同演者情報入力』 

Step3 『抄録情報入力』 

Step5 『受付完了』 

Step4 『入力データ確認』 

・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・ 

・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・ ・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・ 

演者全員のご所属先をすべてご登録ください 

「筆頭演者所属情報」に続いて「共同演者情報」を
ご入力ください。 
「共同演者情報」は、1名ずつのご登録となります
ので、複数の共同演者様をご登録の場合は、ご入
力を繰り返してください。 

カテゴリー選択／登録などの画面です。 

「受付完了」画面です。 

ご入力のデータをご確認いただきます。 



8 ■演題ご登録 

■所属情報入力 

筆頭演者、共同演者のご所属先をすべてご登録ください。 

ご入力が終わりましたら、下部の≪進む≫ボタンをクリックしてください。 

全ての共著者のご所属先をご登録ください。 



9 ■新規ご登録 

■筆頭演者所属情報・共同演者情報入力 

共同演者の情報を、画面の説明に従ってご入力ください。 

ご入力が終わりましたら、下部の≪進む≫ボタンをクリックしてください。 
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10 ■演題ご登録 

■抄録情報入力 

カテゴリーを選択し、抄録のデータを、画面の説明に従ってご入力ください。 
・ここではお名前およびご所属先を入力しないでください。 
・文字数の制限がありますのでご注意ください。 

ご入力が終わりましたら、下部の≪進む≫ボタンをクリックしてください。 

講演形態（必須）は下記プルダウンメニュー
より選択してください 

利益相反の自己申告についての選択 



11 ■演題ご登録 

■抄録ダウンロードデータ 

ご入力にお間違えがないかご確認ください。 

ご確認いただけましたら、下部の≪登録する≫
ボタンをクリックしてください。 

画面中央の≪抄録確認用ダウン
ロード≫をクリックすると、ご登録い
ただいたデータをPDFファイルでダ
ウンロードして確認することができ
ます。 



12 ■演題ご登録 

■受付完了／演題受領のお知らせ（メール） 

≪演題受付完了≫画面 

ご登録が完了すると、ご登録のメールアドレスに以下の例のような『演題受領の 
お知らせ』メールが届きますのでご確認ください。 

以上でご登録は完了です。 



13 ■変更 

ご登録完了後「マイらく～る」にログインすると、以下の画面が表示されます。 

■ご登録データ変更方法 

画面左上部のメニューから『演題登録状況』に 
ご登録の演題番号が表示されています。 
（例では≪a90033(済)≫と表示されています。 
 
この演題番号をクリックすると、初期の登録時と
同じ画面が表示され、ご登録の各データを変更 
することができます。 

また、画面右上のリンクボタンから、 
『ログインID／パスワード』と『個人情報』を 
変更することができます。 

演題を新規にご登録する場合は 
このボタンをクリックしてください。 
P.7 「公募セッション／一般演題登録」からの
流れとなります。 


