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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 
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。 

 
   →  ③メインメニューへお進みください。 

これまでに本システムを利用し「医療薬学」に投稿された方は、既にアカウントが作成 
されております。 
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。   

 
 →  ③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。 

－１－ 



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。 
 
共有アドレスは使用不可です！ 

姓名の入力位置にご注意ください。 
（「名」を先に入力） 

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。 
著者に送信される全てのメールが
同時に送信されます。 

－２－ 



アカウント作成 （つづき） ２ 

Step 3: User ID & Password 

「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、著者が自由に変更できます。 
 

＊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。  

「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、→ ③メインメニューへお進み

ください。 

－３－ 

「英文論文の審査」は未入力のままで結構です。 

「会員番号」は未入力のままで結構です。 

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。 

著者自身の専門の領域を左のリストから選び、「追加」

ボタンを押し登録してください。（1領域は必須） 
 
「その他」を選択した場合は下段の「領域：その他」に

専門の領域を入力してください。 

「査読者として登録」を希望される場合は、いずれかを

選択し、「追加」ボタンを押して登録してください。 
希望されない場合は、は未入力のままで結構です。 



著者をクリックします。 

メインメニュー ３ 

ダッシュボード ４ 

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」には、今までにあなたが作成された原稿のステータスが表示されます。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
の論文が下のリス
トに表示されます。 

－４－ 

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。  
→ ⑤題名、種別、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、論文の再提出をお願いした場合 
ご投稿いただいた論文に形式上の不備等があり、一旦お戻しす
ることがあります（再提出依頼）。 
 
再提出依頼論文は、投稿前と同様に、初回投稿原稿では「未投
稿論文」、修正原稿では「修正論文（未提出）」のリストに戻
ります。論文リストの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。 



Step1～６を全て入力し、最後のStep 7で 
登録内容をPDFで確認すると投稿できます。 
Stepを移動するごとに保存ボタンをクリック
することで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。  
 

論文種別 　　左端○で種別を選択します 

　Step1：題名・種別・要旨�

jsphcs


  英語表記と日本語表記は変更の可能性がありますので適宜、読み替えてお読み頂けますよう
お願いします(Save は 保存する など)



題名  
和文論文は和文題名のみ、英文論文は英文 題名のみ入力します。  
 

要旨(英文)  
250語以内で入力します。  
Step 6でアップロードする原稿には、ここで入力した 
内容と同じ内容の英 文要旨をご記載ください。 

保存して進む　をクリック 



Keywords  
4~6個の範囲で英語で入力します。  
 



領域(Categories)  
この論文の希望審査領域を上記のリスト内から選択し、 
「追加」ボタンを押します。 右の入力欄に自動入力されます。 
 *入力欄には直接入力できません。 
「その他」を選択した場合は、下段の「領域:その他」に領域
名称を直接入力してください。 

保存して進む　をクリック 



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。  →    次ページ 



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。  
 

保存して進む　をクリック 
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jsphcs
共著者が見つからない場合は　Create a new co-author
をクリックすると新しい共著者の入力画面となります。



必須ではありませんので該当するReviewerが特にない場合は、 
空欄でも結構です。 希望する査読者/希望しない査読者がある場合は、 
査読者の情報を入力します。  
情報を入力する場合、「姓」「名」「E-mail」は必須です。  
情報を入力後、該当するボタンを押します。 
 ・希望する査読者として登録 ・希望しない査読者として登録  
該当するボタンを押すと、 上の「希望する査読者/希望しない査読
者」リストに登録されます。 
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「医療薬学」自己チェックシート　 全項目に回答します。  
筆頭著者名の欄には筆頭著者名を、会員No. の欄には筆頭著者が 
会員の場合は会員番号を入力してください。(連絡著者の氏名、 
会員番号を入力されないようにお願いします。) 

添付ファイルは１つしかアップロードできません。 
　２つ以上をアプロードする場合は事務局にメールして下さい。 

添付が必須の様式１、２のファイルは左記より 
ダウンロードできます。 



「医療薬学」自己チェックシート
全項目について入力及びチェックがない場合は論文の受付ができませんので、ご注意ください。

* 筆頭著者名   

会員No.   

＜チェック欄＞
全項目漏れなくチェックして
ください

投稿論文自己チェック項目

 会員である
筆頭著者は日本医療薬学会の会員である。

 会員ではない

＜研究倫理について＞

 * 非公表・未投稿である

* 本論文は、「声明　科学者の行動規範」
（http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-22-s168-1.pdf、日本学術会議
2013）に沿って実施された研究をまとめたものであり、過去に公表した
り、現在、商業誌を含む他誌に投稿中のものではない。

 再投稿論文である * 過去に本誌に投稿し、却下または取下げ等により掲載に至らなかった
論文を再度投稿する場合、査読を行う前に論文受付の可否を判断します
ので、カバーレターに掲載に至らなかった論文の受付番号を入力し、
１．本誌で再度審査が必要な理由、２．前回の審査意見とその回答（全
ての指摘項目への回答が必要）を記載してください。

 再投稿論文ではない

 添付している
* 「研究倫理に関する申告書」（様式1）をカバーレターとして添付し
たか。
画面上部の「規定・各種書類」に「様式１と２統合0330.xls」ファイル
があります。

 添付している * ヒトを対象とした研究で倫理委員会の承認を得ている場合、倫理委員
会の承認証を添付したか。

 該当しない

Upload Cover Letter

" 1. Select File

" 1. Select File

# 2. Attach File
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＜論文の体裁について＞
1. 全体

 * 確認済みである

* 全著者が論文内容を確認したか。
☞ 論文の内容には全ての著者に責任がありますので、十分に確認をして
ください。
☞ 行間はダブルスペース（２行），上下左右の余白を2.5 cm程度とり、
和文は明朝体，英文はTimes系で12ポイントフォントを使用して作成し
てください。

 * 規定通りである

* 緒言から引用文献の前までの文字数（英文論文の場合は語数）および
図表の点数は規定通りになっているか。
☞ 一般論文は１８，０００字以内（英文論文は５，０００語以内）と
し、図表の点数は合計８点以内とする。．ノートは１４,０００字以内
（英文論文は４，０００語以内）とし、図表の点数は合計６点以内とす
る。

2. 表紙

 * 全て記載済みである

* 表題（和英併記）、全著者名（和英併記）、研究機関名（和英併
記）、連絡著者の研究機関の所在地、論文の文字数（英文の場合は語
数）が記載されているか。（英文論文の場合は全て英文で記載のこ
と。）
☞ 所在地には都道府県名を含めてください。（府県名と市名が同じ名称
の場合は、府県名の記載不要）
☞ 問い合わせ先の著者（和英の右肩）にアスタリスク「*」を付してく
ださい。
　＜記載例＞
所在地：849-5255佐賀県伊万里市大川町5-8-2（英文論文の場合は、 8-
2, Okawacho 5-chome, Imari, Saga 849-5255, Japan）

3. サマリー

 * 全て記載済みである * 英文サマリー、英文キーワード、サマリーの和訳の順に記載している
か。

4. 本文

 * 規定通りに構成している

* 論文の長さは、（一般論文、ミニレビューの場合）和文論文で18,000
字以内、英語論文で5,000語以内となっているか.
（ノートの場合）和文論文で14,000字以内、英語論文で4,000語以内と
なっているか.
（総説の場合）刷り上がり15頁以内（図表を含む）、文字換算で和文論
文は25,000字以内、英語論文は7,500語以内となっているか.
論文の構成は、（一般論文、ノートの場合）緒言、方法（または対象、

  

  

  



理論）、結果、考察、引用文献など、（ミニレビューの場合）緒言、本
文（適宜見出しを設ける）、結語または展望、引用文献などとなってい
るか。 
☞ 一般論文およびノートでは、「はじめに」、「まとめ」、「結語」や
「結論」などの項目は認められません。

 * 本文中に記載されている * 全ての図表や文献の記号、番号が、本文中の該当する箇所に記載され
ているか。

 * 記載している * 英文略語を記載する場合は、一般的な略語であっても、英文サマリ
ー、本文それぞれの初出時に英文フルスペルを記載しているか。

5. COI報告書

 * 添付している

* 「自己申告によるCOI報告書」（様式２）をカバーレターとして添付
したか。
画面上部の「規定・各種書類」に「様式１と２統合0330.xls」ファイル
があります。　

 * 記載している * 本文の後、引用文献の前に「利益相反」と見出しをつけ、
「自己申告によるCOI報告書」の内容の概略を記載したか。

6. 引用文献

 * 適切な順に記載済

* 雑誌、書籍等の引用項目を正しい順序で記載しているか。
雑誌の場合：　著者名，論文タイトル，雑誌名，発行年，巻，開始頁－
最終頁．の順。
☞　通巻頁（１号から通しの頁数）で記載されている雑誌の場合、頁は
通巻頁とし、号の記載は省略。
書籍の場合：　著者名，“書名”，編者等（あれば），出版社，発行地，
発行年，pp開始頁－最終頁．の順。
☞　書籍全体を引用する場合、pp1 – 最終頁を記載してください。

 * 漏れなく記載している

* 引用文献は著者全員の名前を記載しているか。
☞ 外国人著者名はラストネーム、ファーストネームのイニシャルミドル
ネームのイニシャル（ピリオド不要）の順で記載（日本人・・・記載も
可）。

 * 記載している * 欧文雑誌名は略称で記載しているか。和文雑誌名は正式名称を記載し
ているか。

 漏れなく記載している * 省庁の出版物や通知文を引用する場合は、発信年月日、発信番号、通
知名（発信元）等、詳細を漏れなく記載しているか。

 該当しない

 適切な位置に記載している * インターネット、講演要旨集、添付文書、インタビューフォーム、社
内資料および新聞からの引用を行う場合、引用文献の項でなく、本文中
に記載しているか。
☞ インターネットからの引用は、URLおよびアクセスした年月日を記載
してください。

  

  



☞ 講演要旨集からの引用は、筆頭演者、演台番号または演題名、学術大
会名、開催年月、開催地の都市名を漏れなく記載してください。
☞　添付文書、インタビューフォーム、社内資料からの引用は、タイト
ル、社名、作成日付または改訂日付などを漏れなく記載してください。
☞　新聞からの引用は、見出し、新聞名、発行日などを漏れなく記載し
てください。

 該当しない

 * 引用していない
* 投稿中の論文を引用していないか。
☞ 採用後印刷中の論文は引用文献となりますが、投稿中の論文は引用文
献と認められません。

7. 図表

 * 制限内の点数で適切な位
置に記載している

* 点数は、（一般論文、ミニレビューの場合）８点以内、（ノートの場
合）６点以内、（総説の場合）図表と本文をあわせ刷り上がり15頁以内
となっているか.
図表のタイトルおよび説明は、それぞれ適切な位置に記載しているか。
☞ 表のタイトルは表の上に左寄せ、説明は表の下に左寄せで記載してく
ださい。
☞　図のタイトルおよび説明は、引用文献の次に「図の説明」の頁を設
けてまとめて記載し、図には図の番号のみを、右上隅に記載してくださ
い。

 * 実寸でアップロードして
いる

* 図は掲載時の実寸でアップロードしているか。
☞ 　図は掲載時の実寸（片段の場合は幅77ミリ、左右一段の場合は幅
110ミリ～164ミリ前後、文字サイズは6.5ポイント以上）でアップロー
ドしてください。
☞ 　図の横軸・縦軸のタイトルおよび軸目盛の数値のフォントはゴシッ
ク体を使用してください。
☞ 図のコントラストは十分に確保してください（例：文字の背景を網掛
けにしない）。
☞ 白黒で掲載する図表は、カラーでなく白黒で作成してください。

 * 承諾済み

* 図表のカラーでの掲載は実費負担となることを承知していますか（1
ページ18,000円、税別）。
☞ カラーでの掲載・審査を希望される場合以外は、図表は必ずモノクロ
で作成してください。
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Save
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1)本文 → 2)Table → 3)Figureの順にアップロードして下さい 
ただし必要ならファイルの左にある数字を変更し、順を並
び替えることも可能です 



保存して進む　をクリック 
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「参照」ボタンを押してファイルを指定し、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。「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空にし
た後に、ファイルを 追加してください。 本文 ・ 表紙から「図の説明の頁」までを、本文として
アップロードしてください。 
・ 原稿には執筆規定2に規定されている表紙、著者名、所属機関名、文献請求先、英文サマリー、
英文キー ワード、英文サマリーの和訳の記載が必要です。「 Step 1」で入力した論文題名、英文
サマリー、英文 キーワードは、原稿の一部とは見做されません。 
・ 本文は、Word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。  
・  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、PDFで確認したとき、
一部が欠落 します。図表原稿のページ設定の「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(X)とします。ただし、PDFを貼付した形式は  
受け付けられません。 
・  表のタイトルは表の右上に左寄せで、説明は表の下に左寄せで記載してください。  
図(Figure)  

・  図は1頁に1点ずつ作成してください。一つの図に複数のパネルを作成する場合は、全
てのパネルを1頁に記 載してください。  
・  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、引用文献の次に「図の説明」の部分を設け、まとめて記載
してください。 
・ 図は著者の作成した図がそのまま掲載されますので、掲載時の実寸(片段の場合は幅77
ミリ、左右一段の場合は幅110ミリ~164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)、XLS(X)、PPT(X)、 JPG、 GIF、PDF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。 
 
※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。)  
 



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に戻って修正をします。  
 

　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。 



1 投稿完了の通知メールが送信されます。 このメールが送信された日が投稿日となりますが、 
正式受付後に送信される 「正式受付のお知らせ」に記載されます「受付日」がこの論文の審査が 
開始される日です。  
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。  
 

jsphcs
投稿する　を　クリック




投稿完了 12 

 
投稿完了です。 

 
① 投稿完了の通知メールが送信されます。 
このメールが送信された日が投稿日となりますが、正式受付後に送信される
「正式受付のお知らせ」に記載されます「受付日」がこの論文の審査が開始さ
れる日です。 

 
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。 
 

－11－ 



修正論文の作成 13 

修正論文 を作成するには、以下の手順に従ってください。 

修正原稿提出期限を経過した論文は、「作業を
つづける」ボタンをクリックすると、このメッ
セージが表示されます。 
提出期限を過ぎていても、修正原稿提出の意思

がある場合は、至急担当編集委員へご連絡 
ください。 
「ＯＫ」ボタンを押すとこの画面は消えます。 

－12－ 

「      」」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。 

「       」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）への回答を入力 14 

－13－ 

「保存して進む」 を押して、次の作業ステップに進みます。 

＊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。 

査読コメントの確認 
 
 担当編集委員、査読者からのコメントは、メールの担当 
 編集委員の氏名の後に表示されます。 
 
 査読者コメントのファイルが添付されている場合もあり 
 ますので、受信メールの添付の有無を確認してください。 
 
 
 
 
 

査読コメントへの著者回答 
 
審査結果を確認の上、項目ごとにどのように対応したかを明
確にし、原稿を修正した場合は回答欄にその箇所を示してく
ださい。 
入力できる文字数の制限はありません。 



変更箇所の修正 15 

• 各Stepごとに前回提出時からの変更箇所を修正します。 
 
• 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。 

論文種別、原稿の題名、要旨、キー
ワードを変更した場合は、システム
のこれらの項目も必ず変更してくだ
さい。 

－14－ 



変更箇所の修正（つづき） 15 

－15－ 

修正原稿提出依頼を受けたときに、英文チェック
証明書、倫理委員会承認書の提出を求められた場
合は、カバーレターの添付ファイルとして、提出
してください。 



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」 を押して提出完了です。 

変更箇所の修正（つづき） 17 

修正原稿のアップロード 
 
前回ファイルを削除し、修正原稿をアップロードします。 
 
アップロード後に、ＰＤＦで確認する原稿の順番を並べ
替えます。 
 
 
 

－16－ 

設問項目の変更： 
 
(1) 倫理委員会の承認書を添付した場合、 
(2) 引用文献について①省庁の出版物／通知文からの引

用、②インターネット／講演要旨集／添付文書／イ
ンタビューフォーム／社内資料／新聞からの引用に 

  関して変更がある場合 
は、変更してください。 



取下げ 

投稿論文取下げ依頼のメールを作成します。 
 
論文題名、筆頭著者名、取下げ理由を入力してくださ
い。 

１6 

－17－ 

画面最下部の 「保存して送信」 を押して取り下げの
意向を連絡します。 

担当編集委員の名前クリックして、担当編集委員宛の
メール編集を立ち上げます。 



システムのメンテナンス実施日通知の表示 

システムメンテナンスの実施日 １7 

実施日および実施時間帯は日本時間で表示
されます。 

－18－ 


