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[#1]・・・ログイン
[ A ]・・・パスワードの再設定
[ B ]・・・アカウント作成
[ C ]・・・新規論文の投稿
[ D ]・・・修正論文の投稿



ログイン

アカウントをお持ちの場合

 ID/パスワード をご存知の場合
1. ユーザー IDとパスワード を入力します。
2. ログインをクリックします。 → [C-1]へお進みください

 ユーザーID/パスワード がわからない（忘れてしまった）場合
既にアカウントを取得しているが、ログイン情報がわからない場合はパスワードのリセットを
クリックし、再設定を行います。→詳細は[A-1]へ
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アカウントをお持ちでない場合/初めて利用する場合
本システムを初めて使用する場合はまずアカウントを作成をクリックし、新規アカウントの登
録を行います。→詳細は[B-1]へ



パスワードの（再）設定方法

お手元にE-Mailが届きます。メールにはログインに必要なユーザーIDと、パスワードの再設定画面
へのリンクが記載されています。リンクをクリックし、パスワードの再設定画面へ移動します。

1. テキスト欄にE-Mail アドレスを入力します。
2. リセットの送信リンクボタンを押します。

1. 新しいパスワードを設定します。
• パスワードは2文字以上の数字を含む8文字以上となります。
• 前回および前々回に設定したパスワードは再設定できませんのでご注意ください。

2. ログインへ進む をクリックします。
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ログイン画面が表示されますので、ユーザーIDとパスワードを入力し、ログインします。
→ 詳細は [#2] へ



パスワードの（再）設定方法

必須のアカウント情報が未入力の場合、次の画面が表示されます。
プロファイルへ進むをクリックしてアカウント情報を更新します。
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パスワードの（再）設定方法
連絡先について、①～③の各項目を入力してください。 必須 の箇所は入力必須です。

ホーム をクリックします。
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完了をクリックしてアカウント情報の更新を終了します。
続けてホーム をクリックします。 → [C-1]へ進みます。
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プライバシーの認知
リンクを押して、プライバシーポリシーをご確認
後よろしければチェックボックスにチェックを入
れてください。
※同意がない場合はシステムをご利用いただくこ
とができません。

ユーザーID/パスワード
ユーザーIDは、初期値ではE-Mailアドレスが入力
されますが、お好きなIDに変更が可能です。

役職
ご自身の役職をご入力ください。

研究方法
査読可能な研究方法をご選択ください。
※この設問は全ての方に表示されており、解答しても査読
者となるわけではありません。

英文査読
英語論文の査読が可能かどうかご選択ください。
※この設問は全ての方に表示されており、解答しても査読
者となるわけではありません。



アカウント作成B-1

Step 1: E-Mail / 氏名
氏名と連絡先となるE-Mailアドレスを登録します。

• 姓名の入力欄の順番にご注意ください。（「名」を先に入力）
• E-Mailアドレスは必ずご自身のものを使用してください。（共有アドレスは使用不可）
• E-Mailアドレス１以外にもメールを送信する場合はCC用E-Mailアドレス1にご入力下さい。

Step 2: 所属
所属先情報を入力します。

• 郵便番号には半角の数字とハイフンをご使用ください。
• 所属機関名を削除するには をクリックします。



アカウント作成B-2

Step 3: ユーザーIDとパスワード
ユーザーIDとパスワード、および役職の情報を入力します。
すべての登録情報を確認し、完了ボタンを押します。

ユーザーアカウント作成完了
ログインをクリックします。 → [C-1]へ進みます。

リンクを押して、プライバシーポリシーをご確認後
よろしければチェックボックスにチェックを入れて
ください。
※同意がない場合はシステムをご利用いただくこと
ができません。

査読可能な研究手法および英語論文の査読が可能か
どうかを回答してください。

※この設問は全ての方に表示されており、解答して
も査読者となるわけではありません。

査読可能な研究手法および英語論文の査読が可能か
どうかを回答してください。

※この設問は全ての方に表示されており、解答して
も査読者となるわけではありません。



ホーム

ダッシュボード

サイト内の現在の位置を表示します。
サイト内ではこのリンクをクリックして移動します。
【重要】ブラウザの “戻る”ボタンは絶対に使用しないでください。

「著者ダッシュボード」は、これまでに作成した原稿のステータスを表示します。
いずれかをクリックするとそのステータスの論文が表示されます。
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作業するロールの選択
論文の投稿を行うには著者を選択します。

論文投稿の開始
投稿を開始する場合
1. 著者 Dashboardから新規投稿の開始を選択します。
2. 投稿の開始をクリックします。

投稿を再開する場合
1. 著者 Dashboardから未投稿論文（未提出）を選択します。
2. 続行 ボタンをクリックします
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手順1～5を全て入力し、最後の手順6で登録内容をPDFで確認すると投稿が出来ます。
手順を移動するごとに入力情報がサーバに保存されます。入力を途中で止めても、再度ログインして入力を再開する
ことができます。

要旨
制限文字数内で入力します。(400文字以内)

手順1: 種別、タイトル、要旨C-3

論文種別、タイトル、サブタイトル、要旨
論文種別を選択し、タイトルなどをテキスト欄に入力してください。なおタイトルは｢和文タイトル/
英文タイトル｣という形式で和英両方のタイトルを入力します。

タイトル
｢和文タイトル/英文タイトル｣という形式で
和英両方のタイトルを入力します。



手順2: ファイルアップロード

論文ファイルのアップロード
1.「ファイルを選択」ボタンでファイルを指定します。
2.「ファイルの内容」プルダウンメニューよりファイル種別を選択します。

*英文校正証明書、倫理審査委員会の承認書のみ
3.「選択したファイルのアップロード」ボタンを押すとファイルがアップロードされます。

提出ファイルについて
• 本文、図表は論文投稿要領に従って作成してください。
• 本文、図表、自己申告による利益相反報告書は提出が必須です。
• 原著の場合は英文校正証明書の提出が必須です。
• 必要に応じて倫理審査委員会の承認書を提出してください。

１ 2

C-4

3



手順3: キーワード

キーワード
キーワード（１～5件まで）

テキスト欄にキーワードを入力し、「追加」ボタンを押して登録します。
研究方法（1～4件まで）

リストからこの論文で用いた研究方法を選択し、｢リストから追加｣を押して登録します。

共著者の登録
共著者のE-Mail アドレス を入力し 検索 をクリックします。
すでにシステム内にアカウントが作成されている場合、共著者のユーザーアカウント情報が表示されます。
著者の追加 ボタンを押すと著者リストに追加されます。

手順4: 著者
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手順4: 著者

共著者のアカウントが存在しなかった場合
検索で該当なしとなった場合は、 E-Mailアドレス入力欄上部にメッセージが表示されますので、
共著者を作成してください リンクを押し必須入力欄に共著者の情報を入力します。
入力後、著者リストに追加ボタンを押し、共著者を登録します。

著者リスト
•共著者の表記順を変更したい場合は、マウスでドラッグします。
•共著者情報の編集や削除を行いたい場合は、プルダウンメニューから操作を選択します。
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手順5: 設問C-8

カバーレター
カバーレター欄に文章を入力します。

チェックボックス
各設問の内容を確認し、同意あるいは該当する場合はチェックをいれます。



正しく登録されている箇所には、チェックマークが付
きます。正しくない箇所には×が付きますので、その
手順に戻って修正をします。

手順6: 確認・投稿C-9

登録内容の確認
これまでに入力した内容に誤りがないことを確認します。

画面下部ではPDFプルーフの生成が行われています。
生成が完了するまでお待ち下さい。

査読用PDFの確認
PDFプルーフの表示をクリックして査読に用いるのと同じPDFを確認し、原稿の最終確認を行います。

論文の投稿
提出をクリックし、論文の投稿を完了します。



投稿完了

投稿完了
1. 投稿完了の通知メールが送信されますのでご確認ください。
2. 著者ダッシュボードを押して、著者ダッシュボードに戻ります。

【重要】ブラウザの “戻る”ボタンは絶対に使用しないでください。
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修正論文の作成D-1

修正論文の投稿を再開する場合
修正論文の下書きを作成した場合、著者Dashboard内の修正論文（未提出）からアクセスします。

修正論文の投稿
1. 著者 Dashboardから修正論文（未作成）を選択します。
2. 修正論文を作成をクリックします。
3. ダイアログが表示されますので修正の作成をクリックします。
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審査結果（査読コメント）への回答D-2

テキストボックス
照会事項への回答をテキスト形式で入力します。

ファイルを添付
照会事項への回答をWordファイルなどとして提出する場合は次の手順で行います。
1.ファイルの選択をクリックし、回答書を選択します。
2.ファイルのアップロードをクリックします。

査読コメントへの著者回答
審査結果を確認の上、照会コメントに対する回答をPoint by Point で入力します。
回答方法はテキストボックスに直接入力するほか、Wordファイルをアップロードすることもで
きます。

※原稿ファイルはここではなく、手順３：ファイルアップロードでアップロードします。



変更箇所の修正

各手順ごとに前回提出時からの変更箇所を修正します。

PDFを確認後、すべての項目にチェックが入ったら、
画面最下部の “提出” を押します。

手順３：ファイルアップロード
古い原稿ファイルを削除し、照会内容を反映した
原稿ファイルに差し替えます。
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手順6：設問
｢３．再査読｣に必ずご回答ください。



提出完了D-4

投稿完了
1. 投稿完了の通知メールが送信されますのでご確認ください。
2. 著者ダッシュボードを押して、著者ダッシュボードに戻ります。

【重要】ブラウザの “戻る”ボタンは絶対に使用しないでください。
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