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	1 		 はじめに
1-1	 システムを使用した投稿〜最終審査までの流れ

論文投稿・査読は次のようなSTEPで、最終審査まで行われます。
各担当は、それぞれシステムを通して査読・審査を行います。また、論文受理や審査結果等は
メールにてご連絡致します。

1–2	 対応PC環境

当システムを利用する際は、対応するPC環境・OSを確認して下さい。
<対応OSとブラウザ>

クライアントOS Webブラウザー
Windows® Internet Explorer®8.0以降

Mozilla Firefox®20.0以降
Mac OS®Ⅹ Mozilla Firefox®20.0以降

<投稿から最終審査の流れ>

論文投稿

●論文受付メールが届きます。
論文不備がなければ→受付連絡
論文に不備がある　→不備修正依頼

（不備修正方法はP. 14を参照）

●審査結果通知メールが届きます。
採用・不採用・再投稿

（再投稿の場合は、システムから
再投稿を行います。P. 15を参照）

受付 審査結果連絡査読・審査

著　者 著　者事務局 事務局査読・審査
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	2 		 アクセスとログイン
2–1	 アクセス

次のURLからアクセスして下さい。

https://secure2.publigate.jp/coloproctology

2–2	 ログイン

ユーザIDとパスワードを入力し、「ログイン」ボタンをクリックして下さい。

<初回ログイン>
初回ログイン時には、システムへのアカウント作成が必要となります。（P.3参照）

<パスワード変更>
パスワードは、「マイアカウント編集」より変更が可能です。（P.19参照）

「パスワード」を忘れた場合は、「パスワードをお忘れの方」より問い合わせを行って下さい。

2–3	 新規アカウント作成方法

初めてログインする際には、必ず当システムへのアカウント作成が必要となります。
設定方法は以下の手順で行って下さい。

1	 新規アカウント作成
ログインページの 「新規アカウント作成」 をクリックします。
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2	 ユーザ情報登録
登録するメールアドレスを入力し、送信ボタンをクリックして下さい。

上記で入力したメールアドレスに登録用のメールが届きます。記載に間違いがないかご確認ください。

届いたメール内に記載されたURLをクリックするとユーザー情報登録画面に遷移します。

当システムで使用するためのメールアドレスや諸情報を入力し、「確認画面へ」 ボタンをクリックして下さい。

ここで登録された内容が、
当システムで使用される
ユーザの基本情報となります。
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確認画面にて登録内容に不備がないかご確認下さい。
問題なければ「登録」ボタンをクリックして下さい。

「登録」ボタンをクリックすると、上記で登録したアドレスに登録確認のメールが届きます。
メール内に記載されたURLをクリックすると、アカウント登録が完了となります。

3	 アカウント作成完了
アカウント作成が完了すると、ログインが可能になり、次回以降はログイン画面からシステムへログイン
できます。

2–4トップ画面

システムへログインしますと、各ユーザ毎のトップページが表示されます。

A

B

C

A：各種メニュー

論文投稿 新規論文投稿に使用します。
→３-３新規投稿（P.6参照）

一時保存論文
／論文査読状況

投稿した論文の一覧表示や再投稿、
作成途中の論文の再開などに使用
します。
→４章 論文の管理（P.17参照）
→３-４不備修正（P.14参照）
→３-５再投稿（P.15参照）

マイアカウント
編集

ご自身のアカウント情報の変更を
行います。
→５章 ユーザ情報の変更（P.19参照）

投稿規定/提出
書類/マニュアル

各種資料を参照、ダウンロードす
ることができます。

B：To	Do
不備修正や再投稿が必要な論文があれば、こ
ちらに表示されます。

C：お知らせ表示
システム全般のお知らせを掲載致しますので、
投稿前にチェックをして下さい。
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	3 		 投稿手順
3–1	 準備する論文データと情報

投稿に必要な論文データは次の通りです。
詳細は、投稿規定を参照して下さい。

タイトル
著者・共著者名
所属（著者・共著者）
要旨
索引用語（Keyword）

ブラウザ上で入力します。
本文とは別に用意して下さい。

本文
（表紙・本文・文献・図の説明）

Wordファイルのみ
図

（必要な場合）

        
JPGやPNGファイルの場合、図番号を入力してアップロード
を行います。

表
（必要な場合）

　　　

投稿論文データ仕様
ファイル形式 原稿形式 原稿の向き

論文 Word A4判、12ポイント タテ
図 JPEG 300dpi 正しい天地で

PNG 300dpi 正しい天地で
PowerPoint A4判、300dpi タテ/ヨコ、正しい天地で
Word A4判、300dpi タテ/ヨコ、正しい天地で
Excel A4判、300dpi タテ/ヨコ、正しい天地で

表 Excel A4判 タテ
PowerPoint A4判 タテ/ヨコ

※   指定解像度以上の画像データを用いて作成の上、1頁に1Figureずつ貼り付け、 
論文に掲載する図全体を1ファイルにまとめてアップロードして下さい。
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3–2	 基本画面

投稿画面では基本的に次のような画面レイアウトになっています。
本ページではその基本操作を説明します。

3–3	 新規投稿

1	 投稿
トップページの左メニューの「論文投稿」をクリックします。

B

D

A
C

A：トップ画面へ戻る
「トップへ戻る」をクリックすると、ログイ
ンした直後のトップ画面へ戻ります。

B：「ユーザ名」「ログアウト」「ヘルプ」表示
ユーザ名：ご自身の名前が表示されます。
ログアウト：クリックすると、このシステム
からログアウトします。
ヘルプ：現在参照しているマニュアルが
PDFにて表示されます。

C：入力項目
各画面毎に、論文投稿に関する入力項目を表
示します。
画面の指示に従って入力して下さい。

D：画面進行ボタン

前へ：前の画面に戻ります。
保存して中断：それまで投稿入力した情報が
保存されます。
次へ：そのページの入力が完了したら「次へ」
をクリックし、投稿を先に進めます。

※ 一時中断した論文の投稿を再開する場合
は

（4-2「一時保存した論文の投稿再開方法
（P.17）」）を参照して下さい。
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2	 論文カテゴリ選択
論文のカテゴリをプルダウンから選択します。

3	 論文タイトルの入力
論文のタイトルを入力して下さい。

 
<書式について>
本システムでは、htmlタグは使用できません。
採用時に行われる著者校正時に、指示をお願い
します。

論文カテゴリは、一度に複数のカテゴリを選択
することは出来ません。

投稿論文カテゴリ
原著
総説
臨床研究
症例報告
依頼論文
私の診療と工夫
Letter to the editor
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4	 著者・共著者氏名入力
著者・共著者の「姓」「名」「英語姓」「英語名」を入力します。筆頭著者は一番上に入力して下さい。

著者、所属など複数入力できる項目はボタンの操作が必要です。入力の方法は下図の通りです。

＜入力方法＞
項目に姓・名をそれぞれ入力し

「追加」ボタンをクリックします。
姓A  名A  

　※ 最後に入力した項目も「追加」ボタンをクリックして登録を確定して下さい。

＜掲載順の変更＞
登録した内容は、「↓」「↑」ボタンで掲載順が変更出来ます。

姓名A   ⇩  ⇧

姓名B   ⇩  ⇧

姓名C   ⇩  ⇧

＜掲載の削除＞
登録された内容を削除する場合は、「削除」ボタンをクリックして下さい。

姓名A   ⇩  ⇧

5	 所属の入力
筆頭著者・共著者の「所属名（英語所属名）」を入力して下さい。
一つ目の所属を入力後、「追加」ボタンをクリックすると新たな入力欄が出現しますので、順次、所属の
情報を入力して下さい。

• 「削除」ボタン 該当の著者情報を削除します。
• 「↓」「↑」ボタン 掲載順を変更します。

新たな入力欄が出現しますので、順次、
共著者の情報を入力して下さい。

姓A  名A  
姓B  名B  

姓名B   ⇩  ⇧

姓名A   ⇩  ⇧

姓名C   ⇩  ⇧
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6	 著者と所属の登録
4・5で入力した著者・共著者と所属が表示されますので、ここで所属先の指定を行います。
該当する所属のチェックボックスにチェックを入れて下さい。複数の所属を指定することもできます。

7	 要旨の入力
要旨を和文（400字まで）、英文（200語まで）それぞれの欄に入力して下さい。
指定文字数を超えるとエラーとなりますので、指定文字数内に収めて下さい。
※なお、私の診療と工夫やLetter to the editorでは要旨の入力項目は表示されません。
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8	 索引用語（Keyword）の入力
索引用語（Keyword）を和文とそれに対応した英文で入力して下さい。
一つ目の索引用語（Keyword）を入力後、 「追加」 ボタンをクリックすると新たな入力欄が出現しますので、
順次、索引用語（Keyword）の情報を入力して下さい。
最後に入力した項目も「追加」ボタンをクリックして登録を確定して下さい。

著索引用語（Keyword）は原著、総説、依頼論文は5語以内
臨床報告、症例報告、私の診療と工夫、Letter to the editorは3語以内と定められています。規程数を超え
るとエラーとなりますので、規程内に収めて下さい。
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9	 アップロード
論文本文

「参照」ボタンをクリックして本文のWordファイルを選択し、 「アップロード」 ボタンをクリックします。

 
※ 別の論文に変更する場合は、差し替えるファ

イルを選択し、 「差し替え」 ボタンをクリック
して下さい。

 

付表（投稿要領）
種　目 枚　数＊ 図表・写真 抄　録 索引用語

原　　著
総　　説

40枚以内
（文献を含む） 20枚以内

和文400字以内
英文200語以内

5個以内

症例報告 15枚以内（文献を含む） 10枚以内

3個以内
臨床研究 20枚以内（文献を含む）
私の診療と工夫＊＊ 8枚以内（タイトル，著者名，施設名含む）

引用文献は必ずしも必要ではない．英文タイトル所属・著者名
Letter to the editor＊＊＊ 2枚以内（氏名，所属含む）図表なし

依頼論文 編集委員会において定める 和文400字以内
英文200語以内 5個以内

＊横書きB5版1枚400字（A4版も可）20×20字で記載すること
＊ ＊日常の臨床経験から得られた大腸肛門疾患の治療や検査などの経験と工夫で会員に有用と思われるもの．
＊ ＊ ＊本誌に掲載された論文に対する意見，批判，特集に関する希望や編集委員会に対する意見などを含む．
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図・表ファイルのアップロード
図番号（表番号）を入力し、論文本文と同様にアップロードしたいファイルを選択し、「アップロード」
ボタンをクリックします。JPG、PNGファイルは必ず図番号を入力して下さい。

 

。すまし除削を表図・・・ンタボ」除削「 •
。すまし更変を順載掲・・・ンタボ」↑「」↓「 •

※アップロード可能ファイル
　図：JPEG，PNG，Word，Excel，PowerPoint
　表：Word，Excel，PowerPoint

※画像ファイル容量
　  アップロード可能容量は1ファイル20MBまで
です。（JPEG型式のファイルの場合は、5MB
程度を推奨）

※ 画像は、白黒、カラーいずれも300dpi以上の
画像データをアップロードして下さい。

　  FigureでPowerPointファイルを使用する際
は、１頁に１Figureずつ貼り付け、１ファイ
ルにまとめて下さい。

図番号は必須項目です。
エラーメッセージが表示された場合は、図番号を入力し、ファイルをアップロードして下さい。

利益相反の申告書
利益相反の申告書 を論文本文と同様の手順でファイルを選択しアップロードして下さい。

誓約書
誓約書に署名・捺印し、スキャナーなどでPDFや画像（JPG）ファイルにしてアップロードして下さい。
もしお手持ちのスキャナーがない場合は、 「郵送します」 にチェックを入れて次へ進んで下さい。
その場合、可及的速やかに事務局まで郵送をお願い致します。

 連絡先の入力

連絡先には、投稿開始時のアカウントの情報が表示されています。
内容を変更する必要がある場合は、各項目を直接修正して下さい。

 

アカウント情報は、トップ画面の「マイアカウ
ント編集（P.19参照）」で修正できますが、投稿
途中の論文には反映されないため、上記の連絡
先情報入力画面にて修正して下さい。

再投稿や採用等の投稿論文に関するご連絡は、
こちらに登録頂いたアドレスへご連絡致します。

※ 連絡先を入力し「次へ」をクリックすると、
これまで登録した諸情報とアップロードした
ファイルがPDFへ変換されます。

　少々時間がかかる場合があります。
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�	 投稿前確認
投稿前の最終確認画面となりますので、登録内容に誤り、漏れがないか確認して下さい。

論文の確認
「PDF表示」ボタンをクリックし、アップロードした論文・図・表の情報をPDFにて確認して下さい。

 

＜修正がある場合＞
「論文情報」「連絡先」の各項目で修正がある
場合は、項目の［修正］をクリックして該当
画面へ戻ります。（「前へ」ボタンで戻ること
も可能です。）

＜PDF表示の確認＞
「PDF表示」ボタンで表示されるPDFは、これまで投稿を行ってきた情報がまとめて表示されています。

このPDFを使って「査読」「審査」等が行われますので文字化けや抜けがないかを必ず確認して下さい。

＜PDFの掲載順と確認のポイント＞

画面入力項目
（タイトルなど） 	→	

本文
（アップロードし
たwordファイル）

	→	
図

（アップロードし
たPPT、JPG、
Word、Excel、
PNGファイル）

	→	
表

（アップロードした 
Word、Excel、
PPTファイル）

　　　文字化けはしていま
せんか？
アップロードした内
容が全て表示されて
いますか？

　　　画像はきちんと表示
されていますか？
解像度に問題はあり
ませんか？

　　　表はきちんと表示されていますか？
文字化けはありませんか？
Excelで複数のsheetをアップし
た場合は、全てのsheetが表示さ
れていますか？
セル内の文字は全て表示されてい
ますか？

著者コメント
投稿される論文に関するコメント等ありましたらこちらの備考欄に入力して下さい。

確認
版権・誓約について確認し、各チェックボックスにチェックして下さい。
問題がなければ「投稿」ボタンをクリックして下さい。

　※全ての項目にチェックがないと先に進めません。
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�	 投稿完了
これで投稿は完了です。
投稿された論文は事務局にて受付確認を行います。
受付受理・不備修正等の結果は、メールにてご連絡致します。

論文の処理状態を確認するには、論文の一覧画面をご覧下さい。（P.17参照）

3–4	不備修正

論文投稿後、事務局にて論文受付を行い、投稿に必要なデータが揃っているか確認を行います。
この時点で不備があった場合は、不備修正依頼がメールで届きます。
不備修正方法は次の通りです。

1	 該当論文の選択
システムにログインすると、トップページの「ToDo」項目に、不備修正が必要な論文が表示されています。
論文タイトルのリンクをクリックします。

論文カテゴリ選択画面に遷移します。
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2	 修正方法
画面の「次へ」ボタンで進めていき、該当箇所の修正を行って下さい。

＜アップロードファイルの修正について＞
論文や図・表などを修正した場合は、該当するファイルのみ再アップロードして下さい。

論文ファイルの場合
「参照」から修正分の該当ファイルを選択し、「差し替え」をクリックして下さい。

図・表ファイルの場合
図番号（表番号）を入力し、「参照」から該当ファイルを選択し、「アップロード」して下さい。
ファイルは、アップロードした順に表示されますので、掲載順を「↓」「↑」ボタンで調整して下さい。

アップロードしたファイルを削除する場合は、「削除」ボタンをクリックして下さい。

3–5	 再投稿

審査結果がメールにて届きます。
結果が「再提出」だった場合には、次の通りに再度投稿を行って下さい。

1	 該当論文の選択
システムへログインし、トップ画面の左メニューより「一時保存論文／論文査読状況」をクリックします。

論文の一覧が表示されますので、修正して再投稿する論文の「アクション」のプルダウン項目で「再投稿」
を選択して「実行」ボタンをクリックします。
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2	 修正方法
修正方法は、（3-42「修正方法（P.15）」）と同様ですので画面の「次へ」ボタンで進めていき、該当箇
所の修正を行って下さい。

〈編集委員会意見への回答〉
論文のアップロードの前に、「編集委員会意見への回答」という
項目が表示されています。
ここでは、編集委員会や事務局からの意見が記入してあり、個々
の意見に対して、1対1の回答形式を採って下さい。（例：意見
が10項目あれば、10の回答が必要となります。）

＜アップロードファイルの修正について＞
改訂した論文（WORDファイル）をアップロードして下さい。
前回投稿に使用した図や表のファイルは再アップロード不要で
す。図表に差替えや追加がある場合のみ適宜削除や再アップロー
ドを行って下さい。

投稿が完了しましたら、再度受付・審査を行います。
投稿された論文の処理状態を確認するには、論文一覧画面をご覧下さい。（P.17参照）
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	4 		 論文の管理
4–1	 基本画面

投稿、又は投稿途中の論文の現在の状況や、「修正」「取り下げ」「削除」などの論文の管理は全て次の画
面から行います。

A：［論文PDF表示］リンク
［論文PDF表示］をクリックすると、投稿した論文がPDFにて表示されます。

B：処理状態
投稿した論文の現在の状態が表示されます。

C：アクション
投稿途中の論文や再投稿など、新たに作業を行う場合はプルダウンから該当するアクションを選択して作
業を行います。

※プルダウンに表示されるアクションは、該当する論文で作業が可能なアクションのみ表示されます。

4–2	 一時保存した論文の投稿再開方法

論文投稿中で、途中保存している論文の投稿を再開する場合は、「一時保存論文／論文査読状況」の論文
一覧にて該当論文のアクションで「投稿続行」を選択し「実行」ボタンをクリックして下さい。

 

「投稿続行」は、「論文カテゴリ選択」画面から
スタートします。

「保存して中断」ボタンをクリックしたところま
での情報は登録されていますので、該当する画
面までは「次へ」ボタンで進めて下さい。

A

A

A

B C
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4–3	 投稿論文の査読状況確認

「一時保存論文／論文査読状況」の論文一覧にて投稿した論文の処理状態を確認します。
投稿日、受付日なども、あわせて確認できます。

 
投稿した論文の査読進行状況で不明な点がある
場合は、事務局まで連絡して下さい。

4–4	 論文削除

投稿中の論文は、「一時保存論文／論文査読状況」から削除可能です。

 

「削除」をしますと、論文の一覧から表示自体が削除され、復元することが出来ません。
必ず削除してよい論文かどうか確認してから「OK」ボタンを押して下さい。

4–5	 論文取り下げ

投稿後の論文は、「一時保存論文／論文査読状況」から取り下げることが可能です。
論文一覧のアクションから「取り下げ」を選択し、取り下げの確定画面に理由を入力して「確定」ボタン
をクリックして下さい。
※事務局へ取り下げ理由の連絡メールが送られます。
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	5 		 ユーザ情報の変更（マイアカウント編集）
5–1	 ユーザ情報変更

トップページ左メニューの「マイアカウント編集」をクリックします。
現在登録されているご自身のアカウント情報が表示されますので、該当箇所を修正し 「確認」 ボタンをク
リックして下さい。

 

確認画面に遷移しましたら、内容を確認の上、 「確定」 ボタンをクリックして下さい。

投稿途中の論文にはこの情報は反映されませんので、投稿画面にて連絡先の修正を行って下さい（「連絡先の
入力（P.12）」参照）。
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5–2	 パスワードを忘れた場合

パスワードを忘れた場合は、ログイン画面にある「パスワードをお忘れの方」よりパスワードの再設定を
行って下さい。手順は次の通りです。

　

ログイン画面の「パ スワードをお忘れの方 」をクリックします。
次の画面で、ユーザIDを入力して「送信」すると、登録されているメールア
ドレスにパスワード変更用のURLをお送りします。

メールに記載されたパスワード変更用のURLにアクセスすると「パスワードリセット」画面が表示されます。
新しいパスワードを入力し「設定する」をクリックするとパスワードが変更されます。
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◦ OpenOffice.org は Team OpenOffice.org e.V.の登録商標です。
◦   マニュアル本文中に記載されているブランド名、製品名においてTMならびに®表示を省略している場合がありますが、それらの所有者の登

録商標または商標です。
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論文についての問い合わせ
日本大腸肛門病学会　事務局
〒108-0074 東京都港区高輪3-20-9
E-mail：Jscp-hensyu@office.email.ne.jp

システムについての問い合わせ
大村印刷株式会社
東京営業本部 医学情報課
日本大腸肛門病学会雑誌 論文投稿担当
E-mail：jscp@med.omura.jp


