日本運動器科学会会誌投稿規定
2015 年 12 月 10 日改訂
1．投稿論文はすべて未発表のもの，あるいは

② 200 字以内の和文要旨

① タイトルページ

他の雑誌に発表予定のないものであること．本学

③ 200 語以内の英文要旨

会学術集会時の発表内容は原則として本学会誌に

⑤ 図・表

投稿し、掲載する．

④ 本文及び文献

⑥図表説明

6．タイトルページには以下のことを記載する．

2．本誌掲載後の論文の著作権および版権は，一

①論文の題名

②著者名，共著者名（所属）

般社団法人日本運動器科学会に帰属する．掲載後

③キーワード（索引用語）3 語以内，英語と日本語

は本学会の承諾なしに掲載ならびに版権使用する

で併記 ④英文タイトル ⑤著者並びに共著者名の

ことを禁じる．

ローマ字綴り，資格

⑥著者の連絡先住所，

電話番号，FAX 番号，E メールアドレス

3.論文の内容が臨床研究の場合は，被験者から
のインフォ－ムドコンセントおよび 施設内倫理委

⑦

員会（またはそれに相当するもの）による研究計画

別刷希望部数

（朱書きとする）

7．投稿論文はタイトルページ，本文，文献，

の承認が得られていること、動物実験の場合には

図表をあわせて，原則として第 3 項に記した枚数

施設のガイドラインに準拠していることを論文中

以内とする．超過枚数については実費を徴収する．

に明記する。

図表は 1 個を 400 字詰め原稿用紙 1 枚と数える．

未承認の薬剤の投与または未承認の医療技術が含

8． ワードプロセッサーを用いる場合には，

まれている場合は，その点を本文中に明記するこ

A4 版大の用紙に 1 行 20 字×20 行 = 400 字を

と。また，有害事象を生じうる薬剤を用いた場合は，

1 枚として印刷する．

施設内倫理委員会（またはそれに相当するもの）に

9． 原稿は常用漢字，新かなづかいを用い，学術

よる審査を受けていることを本文中に明記する。

用語は「医学用語辞典」
（日本医学会編）
， 「整形

4．投稿論文の区分は下記の基準によるものとす

外科学用語集」
（日整会編）
、
「日本リハビリテーシ

る．

ョン医学会用語集」 などにできるだけ従うものと

①原著：独創的で結論が明確な研究論文

する．論文中の人名は原則として原語で，数字はす
べて算用数字で，数量は SI 単位とし，mm,

30 枚以内

cm,

②英文原著：
（ダブルスペース）

20 枚

m, ml,l, kg,などを用いる．

③総説：研究の総説，解説

30 枚

日本語化した外国語はカタカナ（この場合「」は不

④学術集会発表論文

20 枚

要）で記載する．論文中の欧文はすべてワードプロ

⑤症例報告：興味ある症例報告

15 枚

セッサーを使用して記載する．

⑥短報：斬新で，速やかな掲載を希望する報告

10．図・表などはすべて

A4 版の用紙に記入ま

10 枚

たは貼付し，本文中に挿入箇所を指定する．図はそ

⑦経験と考察：長期にわたる臨床経験など 15 枚

のまま製版できるように正確，鮮明なものを使用

4枚

する．写真の大きさは手札またはキャビネとし，裏

但し，400 字詰め原稿用紙またはそれに相当する

面に番号を記し，天地を明示し適当な台紙にはが

または研究

⑧その他（意見，提案など）

ものを 1 枚と数えることとする．
5．投稿論文は

しやすいように貼付する．写真に矢印，記号などが

A4 版 400 字詰め原稿用紙または

必要な場合には上からトレーシングペーパーをか

A4 版大の用紙に次のように書くこと．

け，そのトレーシングペーパー上に鉛筆で書き入
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れること．顕微鏡写真には倍率をいれる．スライド

例）

写真は受け付けない．カラー写真を記載希望の場

Ogden JA.: The development and growth of

合にはその旨投稿時に明記すること．

the musculosketal system.In: Albright JA.,
Brand RA., ed., The scientific basis of

11．文献は本文または図表の説明に不可欠なもの
に限り，巻末に国内・国外を問わず著者姓のアルフ

orthopedics.Appleton-Century-Croft,

ァベット順に配列して番号を付け記載する．また

York, pp 41-103,1979.

New

13．投稿時には第 3 項に従った本原稿のほか，

本文中の引用箇所には文献番号を記入する．
12．文献の記載方法は以下に示す通りである．欧

そのコピー2 部を提出すること．

文の引用論文の表題名は頭の文字以外はすべて小

14．論文の採否は本学会編集委員会で決定す

文字を使用する．同一著者の文献が複数ある場合

る．修正を要するものはコメントをつけて書き直

には年代の古い順に並べる．著者複数の場合には

しを求める．

筆頭者名のみ記し，共著者名は

et al または，

15．初校は著者が行う．この際に印刷上の誤りを

ほかと記す．

のぞき文章の書き変えは原則として認めない．著

①雑誌

者校正終了後は速やかに（簡易）書留にて返送のこ

著者名（姓を先とする）： 表題．誌名

巻：頁，

と．
16．掲載料は本学会員については組頁 5 頁まで

発行年．
雑誌名の省略は欧文雑誌にあっては

Index

無料，これを超えるもの及びカラー写真はその実

Medicus に従い，和文雑誌はその正式な略名を用

費を著者負担とする．非会員についても会員に準

いる．原著論文でははじめと終わりの頁を記す．

ずる．
17．別刷は本学会員については 30 部まで無料，

例）
東 博彦：寛骨臼の発育と病態．日整会誌

それ以上は 50 部単位で作成し，その費用は著者

63：

377-394，1989．

Olive

PM.

負担とする．

et

al:Lower

cervical

18．投稿の際には編集委員会が定めた「投稿論文

spondylosis and myelopathy in adults with

チェック表」に必要事項を記入のうえ，原稿と共に

Down`s syndrome. Spine 13 : 781-784,1988.

提出する．

②単行書
著者名（姓を先とする）
：書名．版，発行者（社）
，

原稿送り先：（簡易）書留にて送付のこと

発行地，引用頁，発行年．

〒329-0498 栃木県下野市薬師寺 3311-1

例）

自治医科大学整形外科学教室内

Tax HR.: Podopediatrics.2nd ed., Williams

一般社団法人日本運動器科学会

& Wilkins, Baltimore, pp73-87, 1980.

事務局

③単行書内の章

TEL 0285-58-7374

著書名（姓を先とする）
：章名．In : 編集者または

FAX 0285-44-1301

監修者名（姓を先とする），ed . 書名．版，発行

E-mail rishin@jichi.ac.jp

者（社）
，発行地，頁，発行年．
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