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2020年11月下旬にアメリカのジャーナルClinical Journal of Nursing Care and Practiceの編集者と

称する人から「原稿が足りなくて次の号を発行できないので寄稿してほしい」という SOSメール

が届いた（注１）。たまたまその時は丁度仕事が一段落したところだったので、出来心で「2ペー

ジのコラムなら寄稿できる」と返事を出した。早速先方から歓迎の返信があり、12月 2日に原稿

を送ってあげた。COVID-19 death rates among developed countriesという題で、①日本や韓国の新

型コロナウイルス死亡率（人口 10 万人当たり累積死亡者数）はヨーロッパで優等生のドイツよ

りはるかに低い、②肥満率が低い国ほど平均寿命が長い、③日本の肥満率の低さはコロナ死亡率

に影響を与えているかも知れない、というようなことを述べたコラムであった。先方が急いでい

たので native check もしないで送った。先方からの要請だし、短いコラムだから許されると思っ

た。 

しばらく返事がないので、人の好意に対していい加減な人だなと感じていたが、ようやく 12

月 9日に先方から原稿受理のメールが届いた（注２）。その後、12月 19日に Peer-Review comments

が届き、12月 21日に改訂版を送った。12月 22日には review process完了の知らせが届いた。た

かが 2 ページのコラムにしては随分仰々しい review process だとは感じたが、それ以外ではここ

まで疑問・疑念を感じることはなかった。 

ところが、12月 24日に別の人からメールが届き、掲載にあたって$2,589の processing feeを支

払うように要求された。これは明らかに法外な金額である。このメールを見て「これでは振り込

め詐欺と同じではないか」と感じた。当初はどう対応すべきか迷ったが、「テロリストや詐欺師

とは交渉しない」という原則を思い出して、先方からのメールは徹底的に無視することに決めた。

12月 29日、1月 8日、1月 28日と先方から支払いを促すメールが送られてきたが、全て無視し

ている。 

2021年 1月 13日に Londonからメンバーシップ受け入れのメールが届いた（注３）。一見、別

件の良いニュースのようにみえるが、実は支払い要求に応じない相手を横から揺さぶる巧妙な罠

であることを運よく直ぐに見破ることができた。従って、こちらのメールも無視した。私が 2016

年と 2018年に海外のジャーナルに投稿した 2つの論文を引用して勧誘しているので、若ければ

こういうチャンスは逃したくないと思ってしまうような巧妙さであった。 

生きている限りトラブルはつきものだと思った。しかし、この出来事は嘘つきで国益より個人

の利益を優先するような人が合法的に4年間もホワイトハウスを乗っ取ってしまった事態に比べ

れば、ほんのささやかなエピソードである。日本人の多くはリスク回避的であると言われている

が、一方で極端なリスク回避は詐欺師に付け込まれるリスクがあるということも忘れることはで

きない。 

 

 

（注１）2020年 11月 25日に以下のメールが届いた。 

Dear Tetsuo Fukawa, 

Hope you had a pleasant morning. It’s our pleasure to invite you to our Clinical Journal of Nursing Care 

and Practice (ISSN: 2639-9911). Our purpose of this email is to inform you that we need your support for 

releasing our Volume 4 Issue 2 by submitting an Article before 7
th

 of December 2020. If this is a short 

notice, please do send an opinion or mini review or case report by next weekend, we hope 2-page article 

isn’t time taken for an eminent author like you. You can submit your Manuscript to this email ID, as an 

attachment. Await your promising response. 



Best Regards, 

Clark Skyla, Taxes, USA 

 

（注２）2020年 12月 9日に以下のメールが届いた。 

Dear Dr. T. Fukawa, 

This is to acknowledge the receipt of your article: “COVID-19 death rates among developed countries”. 

Your article will be published in Clinical Journal of Nursing Care and Practice. Peer-Review team will 

process your article. You will get timely information on article processing from review@heighpubs.us. 

Please send us the author information for this article. Thank you for choosing us for your article publication. 

Regards, 

Clark S 

 

（注３）2021年 1月 13日に以下のメールが届いた。 

Dear Dr. Tetsuo Fukawa, 

I am writing this after reading your commendable research papers online. Yesterday, I went through the 

remarkable findings of your research "Inpatient Expenditure of the Decedent Elderly in Japan" and 

"Projection of Living Arrangements of the Elderly in Japan Using INAHSIM". They engaged me as 

they demonstrated your insightful understanding of the subject as well as their exploration of hitherto 

untouched dimensions. I also tried reaching you when I read your paper "Obesity May Contribute to 

Japanese Covid-19 Death Rate". 

After analysing your research, I found that it matches the scope of our journal. I have shared it with our 

community of scientists. Without giving a second thought, our editorial board and management have agreed 

to recognise you as an honorary Rosalind Member of London Journals Press. . You have been assigned 

the membership ID #RQ30731, which shall hold its validity for this quarter of this year. 

I believe you are already aware that London Journals Press (UK) is an internationally acclaimed publication 

organisation and accreditation authority for research standards. We follow the standards of Cope and UK 

Research and Innovation (Research Councils, United Kingdom) and are associated with researchers in all 

the leading disciplines, one of which is your domain of research. LJP always strives to establish a stronger 

academic relationship with esteemed researchers and authors. 

Taking note that you will add value to our journals, I would also like to encourage you to publish your next 

research paper in our international peer-reviewed, refereed journal. You are requested to confirm your 

review slot before the 15th of the upcoming month for the next issue. 

Following the protocols, your paper will be reviewed on a priority basis since you belong to the Council of 

Rosalind Members (although, generally, the process is time-consuming). 

I am looking forward to hearing from you soon. 

Regards, 

Dr. E. Sadowska 

Chief Author, 

Website: https://journalspress.com/medical-science-journals/opthamology 
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