Hepatology Research Manuscript Central Author Guide
Hepatology Research 電子投稿査読システム

Getting Started
System Configurations
Manuscript Central requires Microsoft Internet Explorer 5.x and higher, Netscape 7.x and
higher or Safari. Please click on the Systems Requirements link on the Log In page just
under Resources to download the latest version of these browsers as well as Java and Adobe
Acrobat.

Hepatology Research 電子投稿査読システムご利用にあたって
Hepatology Research 電子投稿査読システム、Manuscript Central は、Microsoft Internet Explorer
バージョン 5 以上、Netscape 7 以上、もしくは Safari にて使用可能です。これらのバージョン
をアップグレードするためには、ログイン画面, Resources 下方にあります Systems
Requirements をクリックしてください。Java や Adobe Acrobat もインストールできます。
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Logging In
If you have not accessed the website before you will need to create your own account. Please
click on the Create Account link found in the top right hand corner of the screen. User Names
and Passwords are case-sensitive. If you have forgotten your password, the system can send it
to you. Enter your email address in the Password Help field to the right of the log in box.

ログイン画面
今回初めて Hepatology Research 電子投稿査読システムサイトを利用する場合には、まず新規に
アカウントを作成してください。画面右上の Create Account をクリックし、手順にしたがっ
て情報を入力します（req という箇所は、入力必須事項です）。
User Name および Password は大文字、小文字を区別しますので注意してください。
万が一、Password を忘れた場合には、Password Help 下方の空欄にシステムに登録したメー
ルアドレスを入力して Go ボタンをクリックしてください。Password 情報が入力されたメール
アドレス宛てに送信されます。

Create Account
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Welcome Centre
This will be the first page displayed when you log in. You will have two options: Author
Centre and Reviewer Centre. This is a default of the system. Click on Author Centre to submit
new manuscripts and check the status of previously submitted manuscripts. This page will
also allow you to link to your account information (Edit Account) to change your address,
password, name, etc., Instructions and Forms (for Copyright Assignment Form, Instruction
for Authors, Instruction of Using Manuscript Central and etc.) and email Scholar One questions
you may have (Get Help Now).
The Editorial Assistant for the journal is always welcome to assist any query of you too; please
send an email to: hepatol-res@jshep.org.

Main Menu 画面
電子投稿査読システムにログインをしますと、下の画面が出てきます。Author Center と
Reviewer Center の二つの機能があります。論文を投稿する際や、投稿後の論文の査読状況を確
認する際には、Author Center をクリックしてください。User ID や Password などの登録情報
は、 右上の Edit Account から変更が可能です。Instructions and Forms からは、投稿時に
ご提出いただく Copyright Transfer Form やシステムの使用手順、投稿規程がダウンロードでき
ます。
Get Help Now よりシステム管理会社 ScholarOne へ直接メールにて問い合わせができます。ま
た、使用に関してご不明な点がありましたら、hepatol-res@jshep.org へご連絡ください。
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Submitting a new manuscript
投稿手順
Author Dashboard
著者機能として
The Author Centre is split into two sections across the screen. The left hand side is a summary
of manuscripts you have submitted as corresponding author, manuscripts submitted as
co-author and manuscripts with decisions.
The right hand side under the heading Author Resources allows you to submit a new
manuscript and will also show you the five most recent emails that have been sent to you in
regards to previous submissions.
Author Center には My Manuscripts と Author Resources の左右にわかれた二つのセクショ
ンがあります。
左側 My Manuscripts からは、corresponding author としてまたは共著者として投稿した論文
の詳細、査読状況が確認できます。右側 Author Resources の Click here to submit a new
manuscript からは、新規に論文が投稿ができます。そのすぐ下では、システムから送信された
最新のメール 5 通が閲覧できるようになっております。

Click on the link
新規に論文を投稿する場合には、
投稿の手順を進めます。
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You will see that there are seven steps to submission. There is a progress meter to the left hand
side that will tell you at which step you are at (the number will be highlighted by a bright blue
circle). If you successfully complete a step the number will also have a green tick next to it.
Each step has a number of questions that need to be answered. The number and presence of
specific questions will differ between journals depending on the requirements of each journal.
Questions with a purple req must be answered and you will not be able to submit your
manuscript without answering the question.
Step 1 gathers information on the type, title, running title and abstract of the manuscript. You
can copy and paste this information into the fields. Click the ‘Next’ button located at the top
and bottom right hand corners to proceed to the next step.
投稿手順は全部で 7 ステップになっています。現在どのステップにあるかは、左側のメーター内
の番号がブルーにハイライトされ、確認できます。一つのステップの登録が完了すると番号の左
端にグリーンのチックマーク✓がつきます。
それぞれのステップには複数の質問事項が含まれております。質問の左側に薄紫色の req とある
質問は必須事項ですので、必ずお答え下さい。
ステップ 1 では、論文のタイプ、タイトル、ランニングヘッド、アブストラクトを入力してくだ
さい。投稿する論文データから入力箇所へコピー＆ペーストにて入力内容を貼り付け、画面上下
右側にあります Next ボタンをクリックして次のステップへ進んでください。
特殊フォントを入力する際には、
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Step 2 requires that you add a category. One category is required. Select your categories from
the list (Control-Click to select multiple words) and click “Add”. If you have more than 5
categories, please choose 5 for this time of submission.
Click on the next button to proceed to the next step.
ステップ 2 では Category を入力します。1 つまでが入力必須項目となります。左に表示されて
いるリストから該当する Category を選び、
5 つを選んで下さい。
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Step 3 is where information on each author is collected. As corresponding author, your details
will already be listed. To add other authors please complete the sections under Add a New
Author. Complete the sections for the first author and click ‘Add to My Authors’ and then add
the next person until finished. Click next to move to the next step.
ステップ 3 では、共著者の情報を入力してください。Corresponding author の情報はあらかじ
めリストの一番上部に表示されます。共著者の登録は任意となります。登録された共著者は、投
稿された論文の判定状況を各自で確認できるようになります。共著者情報を追加するには、Add
a New Author の必須事項に入力の上、Add to My Authors をクリックしてください。共著者
の入力が完了したら Next ボタンで次ステップへ進んでください。

01-Sep-2006

7

Step 4 is where you can indicate your preferred/non-preferred reviewers and non-preferred
editors. To designate preferred/non-preferred reviewers, fill out the required field and click
Designate as Preferred/Non-Preferred Reviewer button. To designate non-preferred editors,
select a person from the dropdown list and click

button.

ステップ 4 では査読を希望する／希望しない Reviewer および審査を希望しない Editor がいる場
合に申告します。査読を希望する／希望しない Reviewer については必須項目を記入し、
Designate as Preferred/Non-Preferred Reviewer ボタンをクリックします。審査を希望しない
Editor については、Add an Editor から該当する Editor を選択し、右下の
をクリックします。
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Step 5 allows you to submit a cover letter by either typing in the text box provided or attaching
a cover letter from your drive.
Just below this section, there is a series of questions all of which are required and must be
answered truthfully. Please see below.
ステップ 5 はカバーレターを入力、もしくはカバーレターのファイルを添付します。また、Figure
の数、カラーFigure の有無（数）、Table の数等の質問事項が並んでおります。すべて必須入力
事項となりますので正しくご回答ください。
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Once complete, please click next to continue to the next step.
すべて入力が完了しましたら、次のステップへ進んでください。
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Step 6 is where you can upload your files. You would choose browse (参照) to search your
directory for the first file and then select the file designation for that file. If you have more than
one file to upload then you go to the second box, browse and designate the file. You can upload
three files at most in a time. Once complete, you must click on the blue ‘Upload Files’ button
located in the right corner. Uploaded files will appear under the section ‘My Files’ and
Manuscript Central would have converted them to PDF and HTML files. You can view the
HTML and PDF versions here. Please see below.
ステップ 6 では、原稿データをアップロードします。参照ボタンにて、お使いいただいているコ
ンピュータのディレクトリーからアップロードするデータを探し、ファイル名 (File
Designation) を指定し、画面左下にある Upload Files をクリックします。一度に 3 つのファイ
ルをアップロードすることが可能です。アップロードされたファイルは、My Files に加えられ、
PDF および HTML に変換されます。

Click next to continue to the last step.
最後のステップへ進むには Next ボタンをクリックしてください。

01-Sep-2006

11

Step 7 summarises all the answers provided in the previous steps. There will be a green tick
next to those sections that have been completed successfully. There will be a red cross next to
those sections that have not been completed successfully. Please see example below.
ステップ 7 では、これまでの質問事項を確認します。的確に回答が完了している質問には、グリ
ーンのチックがついています。まだ完了していない項目には次のページのように赤い×印がつき
ます。
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If you have a red cross, you must go back to that step and see what you have missed. To go to
any step, you just click the number on the progress meter. In this case, I have not viewed my
HTML or PDF proof. This is a requirement of the system. I can view both versions here by
clicking the buttons.
×印がついている場合は、画面を戻り入力を完了してください。画面左のメータのステップをク
リックして画面を戻っていただくことも可能です。
上の例の場合は、アップロードした原稿データを PDF と HTML で確認されていないことを表し
ます。それぞれのファイルを開き、確認してください。こちらは必須となっています。
Once you have all green ticks next to each section, you may submit. At the bottom of the page is
the following box –
すべてのステップが完了しましたら、論文を投稿することができます。画面下方の

Once you click submit, a pop up box will appear asking をクリックし、次に現れるポップ画面では

Click Ok and you will come to the following page –

01-Sep-2006

13

という確認を受けます。投稿する場合には OK をクリックします。投稿した原稿の詳細（論文番
号等）が表示されます。

Please take note of your manuscript number for any correspondence.
Your submission is now complete!
To know your manuscript review status, please go Author Cetnter and look ‘My Manuscript’
from the left side of the Corresponding Author Dashboard.
If you have any query, please contact hepatol-res@jshep.org. The Editorial Assistant is
happy to assist anytime.
このページは必要があれば印刷 (Print) もしくはノートを取ってください。
以上で投稿は完了です。
審査状況の進行は、Author Center 左画面の My Manuscripts で確認できます。
ご不明な点がありましたら、hepatol-res@jshep.org までご連絡下さい。

01-Sep-2006

14

Submitting a revised manuscript
改訂原稿の投稿手順
You will find your manuscript title listed under "Manuscripts with Decisions." Under "Actions,"
click on "Create a Revision." Your manuscript number has been appended to denote a revision.
改訂原稿を投稿する場合には Manuscript with Decisions をクリックし、画面下に表示された論
文リストの該当論文右 Action 欄の Create a revision をクリックして手続きを行います。投稿手
続きを途中まで行った論文の場合は、Revised Manuscript in Draft から行います。

When submitting your revised manuscript, you will be able to respond to the comments made
by the reviewer(s) in the space provided. You can use this space to document any changes you
make to the original manuscript. In order to expedite the processing of the revised manuscript,
please be as specific as possible in your response to the reviewer(s). Complete all the
submission process in the same way as the new manuscript.
判定コメントに対する返答は、改訂原稿投稿ステップ 1 の該当スペースに記入します。改訂原稿
への変更について簡潔に説明してください。以降の手続きは、初回投稿と同様にご対応ください。
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