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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

・パスワードのリセットリンクをク
リックします。

・E-Mailアドレスを入力します。
・リセットの送信リンクをクリック

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。

→  メインメニューへお進みく
ださい。

ログイン
日本病院薬剤師会雑誌の電子投稿サイトへアクセスする。

https://mc.manuscriptcentral.com/jjshp

1

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

・ユーザー IDとパスワード を入力
します。

・ログインをクリックします。

→   メインメニューへお進みく
ださい。

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。

→ アカウント作成へお進みく
ださい。
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「パスワードのリセット」および「アカウン
ト作成」をクリックすると、それぞれの画
面に移動します。

3

3

2

リンク

「目」をクリックするとパス
ワードの表示／非常時を
選択できます。

リンク



アカウントの作成(1)（新規登録①）２
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必須項目は和文表記で、必ず入力してく

ださい。

名の箇所に「名」を、姓の箇所に「姓」

をそれぞれ和文表記で入力してください。

（逆に入力すると、メール文や採否通知

に表示されるお名前が名・姓の順になり

ます。

「所属機関名」（和文表記）は入力必須

項目です。

論文投稿のためアカウントが必要となる

のは、筆頭著者および連絡責任者のみで

す。他の共著者のアカウントは作成しな

いようにお願いします。



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、自由に変更できま

す。

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。

アカウントの作成(2)（新規登録②）２
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投稿者の場合は、巻末掲載諾否の入力は

不要です。

投稿者の場合は、カテゴリーの入力は不

要です。

投稿者の場合は、日本病院薬剤師会お

よび日本医療薬学会の認定資格の入力

は不要です。



アカウントの作成(2)（新規登録③）２

会員番号を入力してください。

｢署名」は不要です。

ユーザーアカウントの作成が完了しまし

た。メインメニューへ移動をクリックし

て、メインメニューへ移動してください。
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アカウントの作成(３)（変更）２

「日本病院薬剤師会雑誌」のバナーの右

上に表示されている「お名前」をクリッ

クします。

① E-Mail/氏名、② 所属/住所/電話番号、

③ ユーザーID/パスワード等、変更する

項目を選択します。
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システムにログインします。

薬袋,太郎

変更が完了したら「完了」ボタンを
クリックします。

現在のパスワード

新しいパスワード

新しいパスワードを再度入力



新規論文の作成

メインメニュー３

４
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新しく論文を投稿する場合は、「投稿の開始」

をクリックします。

新規作成フォームが作成されます。

・初回投稿作業の途中で保存した論文は「未投
稿論文（未提出）」に移動します。

・ご投稿いただいた論文に不備等があり、再提
出をお願いすることがあります。
再提出を依頼した論文は「未投稿論文（未提
出」に移動しています。

・「続行」」をクリックすると、未完了の手続
きに移動します。

・再提出を依頼した論文で「未投稿論文（未提
出）」に移動した論文は、最初に投稿された
日から６０日以内に再提出してください。
６０日を経過すると削除されます。
期限延長を希望される場合は、編集事務局へ
ご連絡いただくようお願いします。

ダッシュボードの数字はこのステータスに
ある論文の本数を表示しています。

著者をクリックします。



手順1: 論文種別、タイトル、要旨５
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「種別」を選択します。

要旨は和文で4００文字以内で入力
します。
４００字中のうち入力した文字数が
表示されます。

「保存して進む」をクリックします。

「斜体」、「下線付き」、「太字」等の特殊
文字を入力する場合に使用します。

「タイトル」は和文で入力します。



手順 2: キーワード、カテゴリー６
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「保存して進む」をクリックします。

「保存」をクリックすると、著者の
ダッシュボードの「未投稿論文（未
提出）」に移動し、投稿作業を再開
することができます。

キーワード （４個～６個）
①キーワードを直接入力し、
②「追加」ボタンをクリックします。
③ 下のキーワード欄に自動入力されます。
※入力後に変更する場合は、「削除」ボタン

をクリックします。

カテゴリー：その他
直接入力して、「追加」ボタンをクリックし
ます。下のカテゴリー:その他に表示されます。

カテゴリー
① この論文の希望審査領域をリスト内から選

択し、
②「追加」ボタンをクリックします。
③ 下のカテゴリー欄に自動入力されます。
④ 最大３個まで選択できます。
※入力欄には直接入力はできません。



手順3: 著者７
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ここで追加する共著者は筆頭著者または連絡責任

者です。

著者欄では、筆頭著者および連絡責任者以外の共

著者は原稿本文の表紙に記載します。

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

場合は、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」 ボタンをクリックす

ると著者リストに追加されます。

筆頭著者または連絡責任者のメールアドレスを検

索の結果「見つかりません」と表示された場合は、

著者の追加の下に、「共著者を作成してくださ

い」のメッセージが表示されます。

「共著者を作成してください」をクリックし、

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」ボタンをクリック

して、共著者を登録します。

「名」（和文表記）

「姓」（和文表記）



手順4: 希望査読者／カバーレター８
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「査読者の追加」テキストボックスが表

示されます。審査を希望する査読者の

姓・名、E-mailアドレス（* 印は必須）

等を入力して「新しい査読者の追加」

ボタンをクリックします。

「名」

「姓」

カバーレターは、直接入力します。

1) 論文内容がたとえ部分的であっても国

内外学術雑誌に掲載されたり、審査中

でないこと、

2) 全著者が研究の立案、遂行、解析又は

原稿執筆に貢献し、最終原稿を確認し

投稿に同意していること、

3) 倫理に関する配慮（必要な場合）

を明記します。

投稿料の払込取扱票を添付します。

ファイルを選択して、「ファイルの添付」を

クリックします。（原稿ファイルと一緒にアッ

プロードしないようにお願いします。）

システムの不具合防止のため、払込取扱票

以外のファイルは添付しないようにお願いし

ます。

審査を希望する査読者がある場合は、

「査読者の追加」ボタンをクリックしま

す。

「保存して進む」をクリックします。



手順５: 設問（自己チェックリスト）９

- 11 -

自己チェックリストの全ての項目に回答

します。（全て回答必須項目です。）

□は、✓を入れます。

○は、いずれかを選択します。

「保存して進む」をクリックして次のステップ

へ進みます。



手順６: ファイルアップロード(１)
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10

「手順７」で、ＰＤＦを確認しますので、ここで

の確認は必須ではありません。
ファイルのアップロードの順番を変更する場

合は、順序の番号を選択し、「順序の更新」

ボタンをクリックします。

アップロード後のファイルの表示順序を

確認します。

システムの不具合発生防止のため、ファ

イル名は半角英数で付けてください。

・ファイルを選択し、 をクリックして、

ファイルの内容を本文、表、図、承認

書類から選択します。

倫理委員会承認書は承認書類を選択し

ます。

本文、表、図の順にアップロードしま

す。

・一度にアップロードできるファイル数
は５個までです。６個以上ファイルが
ある場合は、回数を分けてアップロー
ドします。

・「選択したファイルをアップロード」
をクリックして、先の５個のファイル
をアップロードし、先の５個のファイ
ルと同様に次のファイルをアップロー
ドします。



アップロードするファイルの形式について

本文
・ 表紙から要旨、キーワード、本文、「図の説明の頁」までを一つのファイルとしてアップ

ロードしてください。

・ 表紙には、論文題名、著者名、所属施設名、責任著者の連絡先、施設の所在地、E-mailアド
レス、総文字数、図表の点数を記載してください。

・ システムに入力した論文題名、要旨、キーワードは、原稿の一部とはみなされません。

・ 本文は、Word（行間２行）で作成し、ＰＤＦに変換せずにそのままアップロードしてくださ
い。

表（Table）
・ 表は１頁に１点ずつ作成してください。

・ エクセルの一つのBookに複数のシートが作成されている場合、ＰＤＦには、左のシートから
順に表示されます。

・ エクセルで作成されている表のサイズがＡ４より大きい場合は、ＰＤＦで確認したとき、一
部が欠落します。
原稿の「ページ設定」で、「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。

・ 表のタイトルおよび説明は、各々の表に記載してください。（「図の説明」の頁への記載は
不要です。）

・ 表のファイル形式は、 DOC（X）、XLS（X）およびPPTXに限定されています。
ＰＤＦを貼付した形式は受付けられません。

図（Figure）
・ 図は１頁に１点ずつ作成してください。

・ 図には図の番号のみを右上隅に記載してください。

・ 図のタイトルおよび説明は、本文の引用文献の次に「図の説明」の頁を設け、まとめて記載
してください。

・ 図のファイル形式は、 DOC（X）、XLS（X）、PPTXに限定されています。

・複数の図をエクセルで作成し、１つのbookとしてアップロードする場合は、全てのシートの
「印刷品質」を統一してください。統一されていない場合は、ＰＤＦで閲覧するときに全
シートが表示されず開いているシートのみが表示されます。（例：Excel2013/WINの場合は、
「ページ設定」→「印刷品質」→ 「指定しない/600dpi/1200dpi」）

※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。（拡張子がない場合、
PDFが作成されません。）

手順６: ファイルアップロード(２)10

- 13 -



手順 7: 確認・投稿(1)

: ファイルアップロード(3)

完了していない手順がある場合は、
未完了の項目が表示されます。

そのステップ番号をクリックして、そ
の番号の箇所に戻り、修正します。

修正が必要な箇所には×が付けられて
います。
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11

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。

論文をＰＤＦで表示し、確認します。

（注意）
再提出を依頼されて原稿を差替えた場
合は、必ず論文をＰＤＦで表示し確認
してください。この作業を完了しない
まま投稿すると、編集委員、査読者が
閲覧するＰＤＦに論文が適切に表示さ
れません。



手順 7: 確認・投稿(2)

: ファイルアップロード(3)

審査員はＰＤＦファイルで論文を確認
します。
文字化けがないか、図表が適切に表示
されるか、必ず確認してください。

確認後「提出」ボタンをクリックして
提出します。

「提出」が再確認されます。「はい」
をクリックして提出します。
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11

メトロニダゾールの適正使用への取り組み

2016-7-7

「提出」後に、システム画面に表示さ
れます。

「著者ダッシュボード」をクリックす
ると著者のダッシュボードに戻ります。



投稿完了

: ファイルアップロード(3)
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確認します。

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、ログアウトしま
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。
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メトロニダゾールの適正使用への取
り組み

論文を見る

カバーレター

JJSHP-
16-015

2016-7-7 2016-7-7

投稿した論文は、著者のダッッシュボードの
「投稿済み論文」に移動します。



修正論文の作成(1)

査読者の番号は、査読結果を提出した
順番を表示しています。

査読者のコメントがメールに添付され
ています。

メール文中のＵＲＬをクリックして電
子投稿審査システムにログインし、審
査結果に対応します。

- 17 -

13

審査結果がメールで報告されます。



- 18 -

修正論文の作成(2)13

修正
論文
を作
成

編集委員:編集 太一
事務局: 「日本病院薬剤師会雑誌」, 
編集事務局

・ 修正 (2016-7-15)

・ 期限: 2016-10-14

採否通知を見る

JJSHP-16-
015 

論文を見る

メトロニダゾールの適正使用
への取り組み

2016-7-7 2016-7-15

「査読済み論文」をクリックします。

表示された一覧から、該当論文の「修正
論文を作成」をクリックします。

修正論文の提出フォームが作成されます。

システムにログインします。

「著者」をクリックします。

https://mc.manuscriptcentral.com/jjshp#createRevisionModal


修正論文の作成(３)13

続行 未提出（JJSHP-16-
015.R1）

メトロニダゾールの適正使用への取り組み

論文を見る

2016-7-17
期限: 2016-10-14

削除

2016/7/15 
薬袋 太郎 様
論文ID： JJSHP-16-015
タイトル： 『メトロニダゾールの適正使用への取り組み』

ご投稿いただきました論文は査読者より指摘があり、現状のままでは採否を
判定することが出来ません。下記の査読意見をご参照いただき、審査の継
続を希望される場合は、原稿を修正し、査読意見の回答と共に期限日までに。

査読コメントへの著者回答

審査結果を確認の上、査読コメントに対す

る回答を入力します。

査読者１に対する回答:

査読者２に対する回答:

ここではフィアルはアップロードしません。

「手順６ ファイルのアップロード」で

アップロードします。

「保存して進む」をクリックします。
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修正論文の提出フォームが表示されます。

「続行」をクリックします。

訂正した箇所の説明について回答欄に入

力し、初回投稿時と同様に各ステップご

とに入力し、提出します。

作業の途中で保存した場合は、「修正原

稿（未提出）」から再開します。

https://mc-impl.manuscriptcentral.com/jjshp?PARAMS=xik_Xca7bVD6Vj7MJGBg5Y15BpAqkiyEKbyMpfwWRrab8Edy29sm5aS71oYPgvZAeH86U2vPmDRzZREPuVMfDPWg9QJq4jddtcv64PhNTZeX3uK7FXrnuT8Yn9Gt2SRm1E9VQLfJk6yTwspkrkfNcpXaC4AZw1Nw8c44cVL7jtLrG4Q1pBc6rJSPtHDW1ueSAMybeByorqkgGVF2aetKBUFX6UcTyEEgUZiw3DgkKyxw6jvM3er95b9MzXZgM7zoRM4LBu6ekAZFsag1MvcuXwiBes9hyZz1cGviQcb2c3dNUv2rYNPKMK
https://mc-impl.manuscriptcentral.com/jjshp#deleteModal


審査結果（査読コメント）への回答(2)

論文種別、論文原稿のタイトル、要旨、

キーワード、カテゴリー、著者を変更・修

正した場合は、システムの入力項目も変更

し、それぞれ「保存して進む」をクリック

して次へ進みます。

（手順２、手順３、手順４）

- 20 -

14



審査結果（査読コメント）への回答(3)
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14

「手順５：設問」の回答を変更する場合は、

回答のチェックボックスにチェックを入れ、

「保存して進む」をクリックして次へ進み

ます。

初回原稿のカバーレターに記載された内容

は記載不要です。

査読者の査読意見に対する回答は、「返答

欄」に記載してください。



修正原稿のアップロード(1)
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修正原稿をアップロードします。

15

「操作」の をクリックして、「削除」を
選択し、入れ替える前の原稿を削除します。



修正原稿のアップロード(2)／確認・投稿(1)

- 23-

順序のボックスの順番を変更して、「順
序の更新」をクリックします。

手続が終了した項目にはチェック
マーク（✔）が表示されます。

提出します。

15

順序を確認します。

ＰＤＦプルーフを確認します。
確認が完了すると「ＰＤＦプルーフの
表示」の前にが表示されます。



確認・投稿(2)
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15

2016-7-7

メトロニダゾールの適正使用への取り組み

2016-7-20

「はい」をクリックします。

「著者のダッシュボード」をクリックし
て、ダッシュボードに戻ります。

編集委員: 編集 太一
事務局: 「日本病院薬
剤師会雑誌」, 編集事
務局

・ 審査中

JJSHP-16-015.R1 メトロニダゾールの適正
使用への取り組み

論文を見る

カバーレター

2016-7-20 2016-7-20

・著者のダッシュボードでは、投稿した
論文は「投稿済論文」に移動していま
す。

・修正原稿投稿の確認メールがシステム
から送信されます。



薬袋太郎様

不採択通知

貴殿よりご投稿いただきました下記論文は、査読者の意
見に基づき慎重に審議した結果、残念ながら不採択の
判定となりました。

[原稿情報]
論文ＩＤ: JJSHP-16-00８
論文種別： 原著論文
タイトル： ポビドンヨードグリセリン液の品質試験

薬袋太郎様

採択通知

このたびは「Journal of Japanese Society of Hospital 
Pharmacists 」にご投稿頂きありがとうございました。貴論文、

論文ＩＤ: JJSHP-16-015R1は、

「原著論文」として採択することに決定しました。後ほど印刷会
社より著者校正が依頼されますので、しばらくお待ちください。

採択論文種別 : 「原著論文」
タイトル : メトロニダゾールの適正使用への取り組み
著者: 薬袋太郎
初回投稿受付日： 2016-7-７
採択決定日: 2016-7-29
特記事項 :

本件に関するお問い合わせは下記までお願いします。
--------------------
日本病院薬剤師会編集委員会
委員長 薬石 三郎

採否結果判定後の著者のダッシュボード

- 25 -

15 採否決定通知16

修正論文の審査を経て、結果が編集委員
長より送信されます。

採否の決定された論文は、採択論文、不
採択論文のいずれも投稿者のダッシュ
ボードの「査読済論文」に移動していま
す。

編集委員:編集,太一
事務局: 「日本病院薬剤師会雑誌」, 
編集事務局

・ 採択 (2016-7-29)

・ 制作チェック

・ 最終デ-タ

採否通知を見る

JJSHP-
16-
015.R1

論文を見
る

メトロニダ
ゾールの適
正使用への
取り組み

2016-7-7    2016-7-29

「採択」論文の原稿データ（最終デー
タ）が印刷会社に送信され、印刷会社か
ら著者校正が依頼されます。

編集事務局より「掲載用原稿提出」が依
頼された場合は、編集事務局からのメー
ル内容に沿って、修正した原稿データを
提出します。

採択論文のデータは、採否決定後６０日
間システム内に保存された後、アーカイ
ブが実行されます。

アーカイブが実行された後は、採否通知
以外は見ることができません。

編集委員: 編集,太一
事務局: 「日本病院薬剤師会雑誌」, 
編集事務局

・ 不採択 (2016-7-20)

採否通知を見る

ポビドンヨー
ドグリセリン
液の品質試
験

論文を見る

JJSHP-
16-
008

2016-7-1 2016-7-20

「不採択」判定通知後は、「採否通知を
見る」および「論文を見る」以外の操作
はできません。

不採択論文のデータは、採否決定後シス
テム内に６０日間保存された後、アーカ
イブが実行されます。

アーカイブ実行後は、採否通知以外は見
ることができません。



審査継続の辞退（論文の取下げ）(1)
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17

修正
論文
を作
成

三重県下施設
の抗がん剤調
製時における

曝露防止の実
態調査とガイド
ラインの普及
度の検討
論文を見る

カバーレター

編集委員:編集,太一
事務局: 「日本病院薬剤師会雑誌」, 
編集事務局

・ 修正 (2016-7-26)

・ 期限: 2016-10-25

採否通知を見る

JJSHP-16-016 2016-7-8 2016-7-26

審査中の論文を取り下げる場合は、著者の
ダッシュボードの「査読済論文」をクリッ
クし、一覧を表示させます。

担当編集委員の名前をクリックして、担当
編集委員宛のメールを立ち上げます。

論文ID、論文題名は記載されています。

薬袋太郎様

このたびは、論文をご投稿いただきありがとうございました。

今回のご投稿の下記の論文につきましては、取り下げとさせていただきまし
た。

論文ID：JJSHP-16-016
タイトル：『三重県下施設の抗がん剤調製時における曝露防止の実態調査と
ガイドラインの普及度の検討」

次回のご投稿をお待ちしております。

--
日本病院薬剤師会編集委員会
委員長 薬石 三郎
eic@jshp.or.jp

取り下げる理由を記載して担当編集委員
へ送信します。

「保存して送信」をクリックして送信し
ます。

取り下げ論文のデータは、取り下げ承認
日より６０日間システム内に保管された
後、アーカイブが実行されます。その後
は論文を閲覧することはできません。

https://mc-impl.manuscriptcentral.com/jjshp#createRevisionModal


編集委員: 編集, 太一
事務局: 「日本病院薬剤師会雑誌」, 
編集事務局

JJSHP-16-016

削除

審査継続の辞退（論文の取下げ）(2)17

取り下げた論文は著者のダッシュボードの

「取り下げ論文」に移動します。
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三重県下施設の抗
がん剤調製時にお
ける 曝露防止の
実態調査とガイド
ラインの普及度の
検討
論文を見る

取り下げ論文 (2016-7-26)

2016-7-8 2016-7-26

続行 未提出（JJSHP-16-
016.R１）

三重県下施設の抗がん剤調製時
における曝露防止の実態調査とガ
イドラインの普及度の検討

論文を見る

2016-7-20
期限: 2016-9-25

修正論文（未提出）の削除

修正論文の作成開始後に、論文を取り下げ
た場合は、著者のダッシュボードに未提出
の修正論文が残っています。

「削除」ボタンをクリックして削除してく
ださい。

https://mc-impl.manuscriptcentral.com/jjshp#deleteModal
https://mc-impl.manuscriptcentral.com/jjshp?PARAMS=xik_HztRWWv4793PiFXtL2zPDpxuDvgKsjE1mSDkGifNgcFqrV6Guk9P4GHXJtXREPnKZBE9Tek44YRTfPLUcvKD4hhgmNYomLfW7v5vbfnxEfjHnQuNtFiWGmRvfhz6uLKdh1kNyxshpuYjxdBBU87WDSQcKiPmkyiZc4mQBCyQKvHLKFzwrMarMW6rT4YSkd2hM9Es2ka2JCduvQceFTQe5DLL24Qmn955Q4MYxfjESgMPTzxC8Bap9uAX9wgMyoeLwpsVyGc2xc9UL4jLWq2tfJ2rFSMC9kSDzZUSmngBwzpBVQpgXC


掲載用原稿の提出(1)
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18

編集委員: 編集太一

事務局: 「日本病院薬剤師会雑
誌」, 編集事務局

2016-7-20 2016-7-29最
終
原
稿
の
提
出

JJSHP-16-
015.R1

・採択 (2016-7-29)

・最終データ

・Batchを指定

採否通知を見る

メトロニダゾー
ルの適正使用
への取り組み

論文を見る

「最終原稿の提出」をクリックします。

著者のダッシュボードの「最終原稿未提
出論文」をクリックします。

掲載用原稿の提出

採択になった論文に、形式上の修正箇所
や編集委員長からの修正指摘事項がある
場合は、掲載用原稿の提出を依頼される
ことがあります。

https://mc.manuscriptcentral.com/jjshp?PARAMS=xik_SVfY5gHRSeEwW1af16i29Wq2RBUkRtTS2SpDVr6JdhX1ts8eftDnyEQxJdUY4ZW7tn52osaii6Hfd11fJ5p4dho7nJuBoWAPGYh6mkrwK5sZm9VA16Qirs53JGJgEBq3asVZxynEsRmxnFLWnk3e1Zn7TsiA9neicRHEHDjWtsXd2H3wQvMP8PgdSC16uZ5XVT3MhbBbYDkH53VsGN74nPmMk8pJwNrbJN3jBaPt2GW19rc2FEs1EYEyE13xm1MvYWP7hH
https://mc-impl.manuscriptcentral.com/LongRequest/jjshp?DOWNLOAD=TRUE&PARAMS=xik_8Q9g8xodwTSggzHdoj2KETkmfMCtdYtWPucsRNWr7ndaHDo3Uz4vtsrreHkEQEtJobLRMiTaGJ8tgDMoT8QdzJPumRneY4RCrnzRJq9fa3qtqtEEJADSWBPeiuTF1k12D6MdQVZ13gv3VsLP4DazHBg6sxiXuWcQrc1o6bEaF5P5aM6eVcuD7SoF94UGYGEeZT7vE


最終原稿: JJSHP-16-015.R1 

著者への特記事項
・ 引用文献１）、２）は、脚注 １）、２）として記載。・ 引用文献３）から１０）
は、番号を１）から８）へ振りなおす。

プレビュー
メトロニダゾールの適正使用への取り組み

薬袋太.
薬剤部, 渋谷大学医学部附属病院, 東京都渋谷区山王1-1-1, 150-0002, 
日本.
rinrii@jshp.or.jp 

「姓および名の最初の文字．」が表示さ
れます。
(国際的に利用されているシステムのた
め、 last nameおよび f i rst nameのイニ
シャルが表示されるよう設定されていま
す。 例： 薬袋太郎の場合は、「薬袋太．」
と表示されます。）

事務局からの修正依頼事項が記載され

ています。メール文中のコメントと併せ

て確認してください。

掲載用原稿の提出(2)

「手順１」が表示されます。
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18



掲載用原稿の提出(3)18

2016-7-20

2016-7-20

手順７：「ファイルのアップロード」を

クリックします。

「採択決定」された原稿はそのまま残し

ます。

掲載用原稿（最終原稿）をアップロード

し、「ファイルの内容」を選択します。
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掲載用原稿の提出(4)18

2016-8-5に薬袋, 太郎（著者）によりアップロードされました

手順８：「HTMLプルーフの表示・Web of
Scienceリンク」をクリックして、アッ
プロードを確認します。
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2016-7-18 薬学太郎2016-7-7 2016-7-72016-7-7

Text.docx 本文 2016-7-20 薬学太郎

図 2016-7-20 薬学太郎

2016-8-2 薬学太郎

「保存して進む」をクリックします。

「順序」の番号を選択し、「順序の更新」を
クリックして順序を入れ替えます。

「はい」をクリックして提出します。

「提出」をクリックして提出します。


