
投稿の手引き

1．目的と範囲
　雑誌「千葉医学」は，基礎・臨床生命医科学に関する研究成果の公表を目的とする学術雑誌として，
千葉大学に拠点をおく千葉医学会によって刊行されます。
   
2．論文，記事の種類
　本誌は以下の範疇に属する論文，記事を掲載します : 原著（短報を含む），症例，総説，講座，論評，
千葉医学会総会・例会記事，等。すでに公表済あるいは他に公表予定の論文は受理されません。

3．著者要件
　筆頭著者ならびに責任著者は本会会員に限ります。投稿内容について，必ず共著者全員の同意を得
るものとします。
　本誌は医学雑誌編集者国際委員会 International Committee of Medical Journal Editors （ICMJE）
の「医学雑誌における学術研究の実施，報告，編集，出版に関する推奨事項Recommendations for 
the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical Journals （ICMJE 
Recommendations）」を支持しています。本誌に論文を投稿することは，著者全員が ICMJE 
Recommendationsの内容を理解していることを意味します。

4．審査制度
　投稿された原稿は千葉医学会会員や外部の専門家による査読を受けます。著者からの査読適任者の
推薦を歓迎しますのでカバーレターに記載して下さい。ただし，最終的な決定は編集委員会が行いま
す。編集委員会は，査読者の評価を参考に，原稿の受理，修正，却下を決定します。

5．出版費用
　論文・記事等の投稿原稿に関しては原則として実費を著者負担とします。
　カラー図版は，オンライン版では著者の費用負担無しでカラー掲載されます。プリント版でカラー
掲載を希望する場合は，必要な経費の全額を著者が負担することになります。これらの費用等の詳細
については，別途，ホームページ等に掲載します。

6．投稿原稿の構成
　原稿は，図表等とともに，一つのPDFファイルにまとめ，電子メール添付，CD等の電子媒体によ
り提出することを原則とします。なお，査読，公表の過程において，文書，図表の元のファイルの提
出を求めることがあります。カバーレターは別ファイルとしてください。以上の過程で，電子媒体に
よる提出が困難な場合は紙媒体等での提出も可とします。
　原稿はA4判とし，上下左右に各25㎜のマージンをとり，14ポイントの明朝体フォントで，1ペー
ジあたり20行程度とします。
　原稿は，以下の各項目の順とし通しページ番号を記入して下さい。図と表それぞれにも通し番号を
記入して下さい。
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　 1）和文表題頁（ 1頁目）
　表題，著者名，所属，ランニング・タイトル，キー・ワード（ 5項目以内），連絡先（氏名，住所・
所属，電話・ファクス番号，電子メールアドレス）を記載して下さい。

　 2）和文要旨頁（ 2頁目）
　600字以内で記載して下さい。

　 3）英文表題頁（ 3頁目）
　英文で表題，著者名，所属を記載して下さい。英文要旨は必須ではありませんが，掲載を希望す
る場合は記載して下さい。

　 4）本文（ 4頁目以降）
　　（1）原著
　　　　以下の各節Ⅰ－Ⅳの順として下さい。
　　　Ⅰ．緒言
　　　　　研究の背景を簡潔に俯瞰し，目的を記載してください。
　　　Ⅱ．対象と方法

　熟達した研究者が，研究を再現できる様に，簡潔ながら十分な情報を記載して下さい。（「対
象と方法」を下記「考察」の後に記載しても結構です。）

　　　　■生命倫理について
　　　　　・ 臨床研究等のヒトを対象とする研究については，原則として，機関等による承認番号を本

文中に明記し，文書によるインフォームド・コンセントを得ている旨記載して下さい。
　　　　　・ 動物を対象とする研究については，原則として，機関等による承認番号を本文中に明記し

て下さい。
　　　　　・ その他の生命倫理に関わる研究については，該当する指針，規定等に準拠して行われた旨，

明記して下さい。
　　　Ⅲ．結果
　　　　　適宜，図や表を参照しつつ，得られた新知見を簡潔に記載して下さい。
　　　Ⅳ．考察
　　　　　主要な新知見を要約し，他の報告との関連における重要性について記載して下さい。
　　（2）短報は，Ⅰ～Ⅳの項目に分けないで記述して下さい。
　　（3）症例は，Ⅰ．緒言，Ⅱ．症例，Ⅲ．考察の順に記述して下さい。
　　（4）その他の原稿では，適宜，見出しを付けて下さい。

　 5）貢献者
　　　論文に対して著者各人が如何に貢献したかを明記して下さい。

　 6）謝辞
　該当する場合は，研究助成金等の提供源を記述して下さい。協力や助言についての感謝等の適切
な謝辞も記載可です。



　 7）利益相反Conflict of interest
　全ての財務的および非財務的な利益相反を開示して下さい。どの著者も相反がない場合は，次の
ような文言を参考にして記載して下さい。「著者らは，この論文の内容について財務的および非財
務的な利益相反を有しないことを表明する。」

　 8）文献
　　（1）本文中の文献番号は引用順とし，以下の例にならって下さい。
　　　・. . . であり［1］，. . . が示唆された［2,3］。
　　　・. . . などはその例である［1-5,7,8,13-15］。
　　　・著者 2名の文献 : JacobとMonod［10］は . . .
　　　・著者 3名以上の文献 : 佐倉ら［33］は . . .
　　（2）文献リストでは以下の例にならって引用して下さい。
　　　・雑誌論文
　　　　 1． Oi H, Matsuura D, Miyake M, Ueno M, Yamamoto T, Kubo M, Moss, J, Noda M. （2002） 

Identification of factors that inhibit cholera toxin-induced fluid accumulation. Proc Natl 
Acad Sci USA 99, 3042-6.

　　　　 2． Granada AE, Herzel H. （2009） How to achieve fast entrainment ? : the timescale to 
synchronization. PLoS ONE 4, e7057.

　　　　 3． 衣川直子，安達元明，仁田喜雄，吉田　亮．（1987）多変解析法を用いた千葉県の医療特
性による類型化と死亡率に関する研究．千葉医学63，21-9．

　　　・単行本の章
　　　　 4． Azzi J, Milford EL, Sayegh MH, Chandraker A. （2015） Transplantation in the treatment 

of renal failure. In Kasper D, Fauci AS, Hauser SL et al （eds）: Harrison’s Principles of 
Internal Medicine 19th Edition. New York: McGraw-Hill Professional, 1825-31.

　　　　 5．井上尚栄．（1979）血液型．江上不二夫（監修），多糖生化学，東京 : 共立出版，982-91．

　 9）図の説明 Figure legends
　　　図のシートではなく，文献リストに続いて記載して下さい。

　10）図
　図は本文に埋め込まず，別シートとし，通し番号を付して下さい。カラーについては，上記 5．
出版費用を参照下さい。

　11）表
　　　表は本文に埋め込まず，別シートとし，通し番号を付して下さい。

　その他，この手引きで言及していない関連事項については ICMJE Recommendations （www.
icmje.org）を参照して下さい。

7．カバーレター
　研究の新規性，重要性について簡潔に記載して下さい。査読適任者の推薦を歓迎しますが，最終的
な決定は編集委員会が行います。



8．原稿の送付先
　 1）PDFファイルをメール添付にて，以下のアドレスにお送り下さい : 
　　　info＠c-med.org
　 2）紙媒体，CD等は以下にご送付下さい : 
　　　〒260-8670
　　　千葉市中央区亥鼻 1－ 8－ 1
　　　千葉大学医学部内
　　　千葉医学会　雑誌編集事務局
　　　Tel: 043－202－3755，Fax: 043－202－3757
　　　（紙媒体の場合は，2部お送り下さい。）

9．著者校正
　受理原稿の校正刷りは 1回のみ責任著者にお送りします。印刷ミスの訂正のみが認められます。

10．別刷
　希望に応じ，実費作製いたします。
　費用等の詳細については，別途，ホームページ等に掲載します。

11．訂正
　編集上の誤植等（erratum）や著者による誤記等（corrigendum）については，訂正を掲載します。

12．科学における公正性
　研究論文は，捏造や剽窃などの科学における不正行為と無縁でなければなりません。このような事
態が発生した場合，本誌は，編集部としての懸念表明を掲載したり，論文の撤回を行います。

13．著作権について
　本誌は著作権を主張しません。本誌はオープンアクセスであり，その論文が広く利用されることを
推進します。著者は，本誌への投稿に際し，適切に出典明記されれば，公表後の論文の内容を，誰で
も，商業目的を含め自由に利用できることに同意したとみなされます。

14．付記
　広告について : 千葉医学会は，「千葉医学」や関連のウェッブページに，製品やサービス等に関す
る広告は掲載致しません。


