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オンライン投稿マニュアル 



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 
• E-mailアドレスを入力します。 
• Goをクリックすると、入力したE-mailアドレス宛にE-mailが送られてきます。 
• メール文中のハイパーリンクをクリックすると、ブラウザウィンドウが開きますので、

新パスワードを入力し、ログインします。 
 

 → ④メインメニューへお進みください。 

既にユーザー・アカウントが作成されており、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。   

 
 → ④メインメニューへお進みください。 

ログイン 1 

ユーザー ID/パスワード が未登録の場合 
• アカウント作成をクリックし、新規にユーザーアカウントを作成します。 
 
 → ②アカウント作成へお進みください。 



アカウント作成 2 

Step 1: E-mail / Name 

Step 2: Address 

必須項目（req）はすべて入力してください。 

E-mailアドレスは、必ずご本人の

ものをご使用ください。 

 

共有アドレス・架空アドレスは使

用不可です！ 

他に送信したい宛先がある場合は、

こちらにE-mailアドレスをご入力

ください。 

著者に送信されるすべてのメールが

同時に送信されます。 

姓名の入力位置にご注意ください。 

（「名」を先に入力） 



アカウント作成 （つづき） 3 

Step 3: User ID & Password 

ユーザー・アカウント作成完了 

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。 

 

*ユーザーIDやパスワードにはスペースを含めないでください。 

*パスワードは2文字以上の数字を含み、全体で8文字以上で

設定してください。 

「Signature」は未入力のままで結構です。 

ユーザー・アカウントの作成が完了しました。 

 

ログインをクリックし、→ ④メインメニューへお進み

ください。 

著者自身の所属分野を左のリストから選び、「追加」ボタン

を押してご登録ください。（1分野は必須） 

 

「その他」を選択した場合は下段の「所属分野その他」に所

属分野を入力してください。 

著者自身の専門分野を左のリストから選び、「追加」ボ

タンを押しご登録ください。（1分野は必須） 



著者をクリックします。 

ここをクリックすると、新規入力フォームが作成されます。 

初めての場合は、まずここをクリックします。  

→ ⑥種別・題名・要旨へお進みください。 

作成途中原稿の入力を再開する場合 
 論文リストの「未投稿論文（Unsubmitted Manuscripts）」をク
リックし、「投稿作業を続ける」ボタンをクリックします。 
 
不備等により、論文をお戻しした場合 
 ご投稿いただいた論文に不備等があり、一旦お戻しすることがござい
ます。（再提出依頼） 
 
再提出依頼論文は、投稿前と同様に、初回投稿では「未投稿論文」、修
正原稿では「修正論文（未提出）」のリストにございますので、リンク
をクリックし、投稿作業を続けるボタンをクリックします。 

メインメニュー 4 

ダッシュボード 5 

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。 
            システムの誤作動が発生します。 

「論文リスト」は、今までにご自身が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
下にそのステータスの論文が表示されます。 

一覧をクリックすると各
ステータスの論文が下に
リスト表示されます。 



Step 1～5をすべて入力し、最後のStep 6で登録内容をPDFで確認すると投稿
が出来ます。 
Step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。 

演題No. 
 学会発表時の演題No.を記載してください。
それ以外の投稿は、一般投稿にチェックを
付けてください。 

要旨  
 A論文の方は、投稿規定に準じて400～600字内で入力
します。 
 
⑩Step5でアップロードする原稿（本文）には、ここで
入力した内容と同じ内容の要旨を忘れずご記載ください。 

論文種別 
プルダウン・メニューから種別を選択します。 

題名  
32字以内に収まるようにご記載ください。 

Step 1: 題名・種別・要旨 6 

Step 2: キーワード・所属・専門分野 7 

専門分野 
① この論文の専門分野をプルダウンリスト内から選択

します。 
② “追加”ボタンを押します。 
③ 右の入力欄に自動入力されます。 

※入力欄には直接入力出来ません。 
2つ以上該当される方は、再度選択して「追加」してく
ださい。  

所属分野 
① ご自身の所属分野をプルダウンリスト内から

選択します。 
② “追加”ボタンを押します。 
③ 右の入力欄に自動入力されます。 

※入力欄には直接入力出来ません。 
2つ以上該当される方は、再度選択して「追加」
してください。  

キーワード 
 この論文のキーワードを直接入力します。 
 
⑩Step5でアップロードする原稿(本文)表紙

にも、忘れずにご記入ください。  

所属分野その他 
 上の所属分野で「その他」を選択した場合は、

こちらに所属分野を直接入力してください。 



Step 3: 著者 8 

共著者は可能な限り入力をお願いします。 

（※論文表紙の共著者をできるだけ登録し、表紙とそろうよ

うにしてください） 

•共著者のユーザーアカウントがすでにシステム内に作成さ

れている場合、入力作業を省略することができます。 

追加する共著者のE-mailアドレスを入力し、「検索」を 

  クリックしてください。共著者が見つかると、共著者の情 

  報がフォーム内に自動入力されます。 

•システム内にユーザーアカウントが作成されていない場合

は、各入力欄に共著者の情報を入力します（この場合、投

稿完了時に、ユーザーアカウントが新規に作成された旨の

通知が、「論文タイトル」「投稿者名」とともに共著者に

E-mailにて送信されます）。 

•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。 

【重要】 
※共著者を追加するにあたり、メールアドレス・所属機関が必須項目と
なっておりますので、事前にご確認のうえ、正しくご入力ください。 



Step 4: 設問 9 

【重要】投稿に際し、本誌購読会員でない方の論文はお受けできません。 

お手数ですが必ず購読会員の申込を済ませてから、ご投稿をお願いいたします。 

 以下、各設問に対し回答します。 

必ずPDFファイルにてアップロードしてください。 

編集担当より連絡させていただく場合
がございます。必ずご連絡が取れる電
話番号、もしくはE-mailアドレスを
ご記入ください。 



この画面では論文ファイルのアップロードを行います。 
 

• 「ファイルを選択」ボタンでファイルを指定し、そのファイルの内容を右のプルダウンリストから指定します。 
• 「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。 
• 一度にアップロードできるファイル数は5つまでです。6つ以上ファイルがある場合は、回数を分けてアップ

ロードします。「保存して進む」ボタンを押して、ファイルアップロード画面を一度空っぽにしてから、ファ
イルを追加してください。 

 
ファイルの内容について 
 
 本文 

• 表紙から文献（あれば）までを、本文としてアップロードしてください。 
 （写真・図表説明、英文抄録を本文に含めても可） 
• 投稿原稿には投稿規定に規定されている表紙（論文名、著者名、所属機関名、責任著者、責任著者メールアド

レス、キーワード）が必要です。「⑤Step1」で入力した論文題名、キーワードは、原稿の一部とはみなされ
ませんので、表紙にも必ずご記入ください。 

• 本文は、Wordで作成し、PDFに変換せずにWordのままアップロードしてください。 
 

 表（Table） 
• 表は1ページに1点ずつ作成してください。 
• 表がエクセルで作成されている場合、サイズがA4より大きい場合は、査読用のPDFに変換されると一部が欠落

します。図表原稿ページ内の「次のページ数に合わせて印刷」をチェックし、横×縦を１×１に設定してくだ
さい。 

• 表のファイル形式は、DOC（X）、XLS（X）、PPTとします。ただし、PDFやXLSからの画像となるものを
貼付した形式は場合により受付けられません。 

• 表（Table）のタイトルはTableの上に英語で記載してください。 
  
  図（Figure） 

• 図（Figure）は（Word、PPTで）、1ページに1点作成し、図の下にFigure番号と図の説明を英文で入れてく
ださい。 

• 図は著者の作成した図がそのまま本誌に掲載されますので、掲載時の実寸（片段の場合は幅72ミリ、左右一段
の場合は幅92ミリ～150ミリ前後、文字サイズが6.5ポイント以上）でアップロードしてください。 

• 図のファイル形式は、DOC（X）、PPT、JPG、とします。ただし、図は、もともと作成されたファイル形式
が最も鮮明に印刷されます。 

 

Step 5: ファイルのアップロード 10 

ファイル名は半角英数字で入力し〔投稿規定11-ｄ）参照〕、
必ず拡張子を付けてください。 

※半角英数字でない場合、ファイルに文字化けなどが生じる場
合があります（拡張子がない場合、PDFが作成されません）。 



論文ファイルのアップロード - 続き 

 白黒写真（Figure）、カラー写真（Color） 

    [Word •PPT]でアップロードする場合 

• Figureは原則A4 縦で1ページに1点ずつ作成し、Figure の下に Figure 番号（Fig.1、Fig.1-aなど）、と写真の

説明を英文で入れてください。 

 ※特にPPTで作成の場合も、A4縦が望ましい。A4横で作成の場合にも、写真の下にFigure番号、図の説明（英 

  語）を入れられる大きさ（キャビネサイズ127×178mmを目安に）で作成してください。 

    なお、拡大・縮小の際には、縦・横の画像サイズ（DPI）が同じ*になるように確認して下さい。 

      *画像（JPEG）のプロパティ→詳細→イメージIDで確認できます。水平方向の解像度・垂直方向の解像度が 

        同じになっていることをご確認ください。 

• 2点の組写真にする場合は、1ページに2点並べて1枚の写真としてもよいが、点数は2点として数えてください。

a、bと識別する場合は、写真左上に小文字で明記してください。 

 ※写真点数は投稿規定の原稿要項を厳守ください。 

• 図・写真に文字や矢印を入れる場合は、1つの画像にまとめたものとは別に、加工前のオリジナル作成データも

アップロードして下さい。→こちらは「採用」が決定してからご対応いただく場合があります。 

• Figure内に矢印等を用いる場合は、できるだけarrow（→）にて作成してください。arrowheadを使用する場合

は、正三角を使用せず、二等辺三角形などを使用してください。 

 ※正三角形を使用されると、どの向きを指しているかわからないという意見がありますのでご留意ください。 

 

Step 5: ファイルのアップロード （つづき） 11 

[例：PPTの場合] 

可能ならA4縦で作成ください 

• 図説は、写真の下に英文で作成 
• 病理組織には染色法と倍率を必ず明記 

[例：Wordの場合] 

上下の明記が望ましい 

2点の組写真にする場合、左上にa、bを明
記し、それぞれの図説を作成する 

病変には矢印等の明記が望ましい 



Step 5: ファイルのアップロード （つづき） 12 

水平方向／垂直方向の解像度が同じことを確認してく
ださい（※同じでない場合、画像が歪みます！） 

「ファイルタグ」には本文にも該当する写真・図表と番

号を入力します（ex Fig.1、 Color1-a など）。 

→HTMLプルーフで、本文と写真がリンクします。 

※アップロードした「ファイル名」（⑩Step5参照）と 

   そろっているのが望ましい。 

「キャプション」には、【必ず】Figure（Color）No.
とCaption/Legendを英語で入力します。 
※Word、 Excel、 PowerPointファイルでアップロー
ドの場合は、ここに入力した内容が査読用のプルーフ
PDF/HLMLには表示されません。[Word・PPT] で
アップロードする場合を参照に、ファイル内の画像の
下にFigure（Color）No. とCaption/Legend を英語
で入力してください。 
【重要】「キャプション」に入力したFigure Legends
は、アップロードするWordでの「写真・図表の説明」
（もしくは本文内）に、同じ内容の記載が必要です。 

入力完了後に「Next」(写真が複数ある場合は、次の画
像の入力画面になります)もしくは「保存」ボタンを押
します。  

 
 ファイル名は半角英数字で入力し、必ず拡張子を付けてください。半角英数字でない場合、ファイルに文字化けなどが生じ

る場合があります（なお、拡張子がない場合、PDFが作成されません）。 

論文ファイルのアップロード - 続き 
 
     [JPEG •GIF]などの画像ファイルでアップロードする場合 
 

●下記画面では、写真をアップロード後に情報入力を必ず行ってください。 



Step 5: ファイルのアップロード（つづき） 13 

さらにファイルを追加する場合は、前ページ
と同様の操作を繰り返します。 

不要なファイルは、必ず「削除」ボタンを
押して削除してください。 

アップロードが完了すると、アップロードされたファイルの一覧表示されます。 
リストの左にある「順番」プルダウンリストでファイルの掲載順を以下の通りに並べ換えます。 

1）本文 → 2） Table  → 3） Figure  → ４）Color → ５）写真・図表説明 → 
６）英文抄録 → ７）推薦状・誓約書 → ８）投稿時チェックリスト 

 
並べ替えが終わったら、「順番を保存」ボタンを押します。 
 

順番の保存が終わりましたら「保存して進
む」のボタンを押します。 

推薦状・誓約書はできるだけPDFファイルにて
アップロードをお願いします。 
JPEGなどの画像ファイルの場合、写真サイズに
縮小されたり、白地が黒くなるなど、文字が読め
ない場合がありますのでご注意ください。 



PDFボタンを押し、査読用ファイルを確認します。PDF画面では論文中
に文字化け等がないかを必ずご確認ください。すべての項目にチェック
が入ったら、画面最下部の 「送信」ボタンを押して投稿します。 

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Stepに戻って修正を行
います。 

Step 6: 確認・投稿 14 

これまで登録した内容を確認します。 



投稿完了 15 

投稿完了です。 
 

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  「ダッシュボードに戻る」ボタンを押して、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。 

       システムの誤操作が発生し、最初から入力し直すことになります。 



修正論文（Revised Manuscript）の作成 16 

修正論文 を作成するには、以下の手順に従ってください。 

ここをクリックすると、ダイアログが表示されますので、OKを押
して修正論文作成の作業ステップに進みます。 
 
 
 
 

★修正論文の作成ボタンは一度クリックすると消え、次回ログインか
らは、論文リスト上の「修正論文（未提出）」からアクセスします。 



審査結果（査読コメント）への回答 17 

「保存して進む」 を押して、 
 次の作業ステップに進みます。 

査読コメントへの著者回答【必須】 
・審査結果を確認の上、査読コメントに対する修正内容を
Point-by-Point で入力します。 
・査読者との見解の違いで、修正を必要としないと考えられ
る箇所がありましたら、その旨のお考え・ご意見を添えてく
ださい。 
 
※この欄には修正原稿ファイルはアップロードしないでくだ
さい。 



変更箇所の修正 18 

• 各Stepごとに前回提出時からの変更箇所を修正します。 
• 【注意】修正論文ファイルは、査読者にわかりやすいように訂正した箇所を

赤字にしたものをアップロードしてください。 
• 修正したファイルをアップロードする際には必ず、差し換え前の古いファイ

ルは削除し、重複した内容のファイルがないようご確認ください。 

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 “送信” を押します。 



提出 完了 19 

提出完了です。 
 

提出完了の通知メールが送信されますのでご確認ください。 

 
【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。 


