
島根県立中央病院医学雑誌投稿規定

１．本誌の投稿は，原則として島根県立中央病院職員

および関係者とする．

２．本誌は年一回発行する．

３．論文の種類は総説，原著，症例報告，院内および

職員主催の研究会・勉強会報告，短報とし，未発

表のものに限る．他に依頼原稿を掲載する場合も

ありうる．本誌に掲載された論文の著作権は医学

雑誌・年報・図書委員会に帰属する．掲載論文を

再利用する場合は，事前に委員会の許諾を得るも

のとする．また，掲載論文はインターネット（J 

-STAGE）上に公開する．

４． 原稿は，原則としてMicrosoft Word（病院内の

IIMS端末で閲覧可能であること）で作成し，フォ

ントは，MS明朝，MSゴシック，Centuryを標準

とする．句読点は，本文・文献・図表すべて「，」

と「．」で表記する．院内メールで医学雑誌・年

報・図書委員会事務担当者宛に投稿する．スライ

ドの写真など，院内メールで添付できない物があ

る場合には，事務担当者に電子記録媒体（USBメ

モリ等）で提出する．A4サイズを縦に，印字は

横打ちで入力する．

５．原稿は和文または英文とし，学術用語は日本医学

会の所定に従う．和文は原則として常用漢字と

現代仮名遣いを使用する．図表の見出しは，和文

では，「図」・「表」，英文では，「Figure」・「Table」

を使用する．

６． ページ数は，総説，原著が400字×40枚（A4版

12pointでは１ページ35×36文字で12ページ程

度）以内，症例報告が400字×25枚（同じく７

ページ程度）を目安とする．原則として図，表

はそれぞれ１枚としてこの枚数に含めるものとす

る．

７．論文の記述の順序は，次のようにする．

① 表題，著者名，所属（英文も併記し，著書名，

所属は以下のように入力する）

　　　例）島根太郎1），出雲次郎2）

　　　　　１）島根県立中央病院　地域医療科

　　　　　２）島根県立中央病院　総合診療科

　　　　　Tarou SHIMANE1）, Jirou IZUMO2）

１）Department of Community Medicine, 

Shimane Prefectural Central Hospital

２）Department of General  Medicine, 

Shimane Prefectural Central Hospital

② 概要（全角400字以内），索引用語（５文字以

内），英文抄録（abstract 200 words以内），key 

words（英語で５語以内）

　　なお英文抄録については作成が困難であれば付

記しなくてよい．

　　結論，まとめは概要に含めることが望ましい．

③ 緒言（はじめに），（対象と）方法，成績（結果），

考察

④ 臨床研究に関する論文の場合，所属施設の臨床

研究・治験審査委員会の許可を得ていること

を証明する書類を添付し，論文内に許可委員会

名，研究許可年月日，許可番号，課題名を明記

する．

⑤ 文献

・文献の引用は論文に直接関係あるものにとど

め，本文引用順に並べ，文献番号を１）. ２）. 

３）とつける．

・本文中では引用部位に，上付で文献番号1-3,5）

を入力する．

・文献には著者名３人を入力し，それ以外は他

と明記する．

・論文の表題も入力し，本邦の雑誌名は各雑誌

により決められている略称を用い，欧文誌は

Index Medicusによる．

・同書を参考とした場合も雑誌名を明記する

（「同上」等と表記しない）．

・記載方法は以下を参照．

　　　　【雑誌】

　著者１, 著者２, 著者３, 他：表題 . 雑誌名,

発行年 ; 巻（号）: 開始頁 -終了頁

例）島根太郎, 出雲花子, 姫原次郎, 他：

病院のあゆみ . 島根県立中央病院雑

誌 , 1999年 ; 1（1）: 10-15

例）Shimane T, Izumo H, Himebara J, et al: 

Step of the hospital. Med. J. Shimane 
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Pref. Cent. Hosp, 1999; 1（1）: 10-15

　　　　【書籍】

　著者１, 著者２, 著者３, 他：表題 . 書籍名

（版数）（出版社）, 発行年 ; 開始頁 -終了頁

例）島根太郎, 出雲花子, 姫原次郎, 他：

病院のこれから. 病院の本（初版）（出

雲出版社）, 1999; 10-15

例）Shimane T, Izumo H, Himebara J, et 

al: From this of the hospital. Book of 

the hospital（First edition）（Izumo 

Publishing.co）, 1999; 10-15

　　　　【Webサイト】

　著者１, 著者２, 著者３, 他：（サイト名）論

題 , URLまたはDOI.【引用日】

例）島根太郎, 出雲花子, 姫原次郎, 他：

（島根の医療）医療ガイドライン, 

　　http://shimane.jp.【1999-08-01】

例）Shimane T, Izumo H, Himebara J, et 

al:（Medical care of Shimane）Medical 

Guidelines, http://shimane.jp.【1999-08-

01】

　⑥　図，表，写真

・図，表，写真は IIMS端末から閲覧可能であ

ること．

・ 図１，表１，写真１のように順番を付し，原

稿内に挿入すべき位置を明示する．

・ 簡潔な説明文を付記する．

・ 作図は白黒表示を心がける．

⑦ 利益相反自己申告書（本規定巻末書式を使用の

こと）を提出すること．

８．日付は西暦で表記し，「20XX年１月」「20XX年

１月１日」のように表記する．

９. 薬剤名は一般名を表記する（商品名を表記しな

い）．

10. 投稿者は，必要に応じて「論文受理証明書」（受付

後掲載可否決定までの期間），「論文掲載決定証明

書」（掲載決定後発刊までの期間）の発行を医学

雑誌・年報・図書委員会に請求することができる．

11. 論文の採否は医学雑誌・年報・図書委員会が指名

した査読者による査読終了後，委員会で決定す

る．医学雑誌・年報・図書委員会が修正を認めて

著者に返送した原稿が，締め切り期日までに再提

出されない場合は，原則として投稿を撤回したも

のとする．

12. 校正は原則として初校のみを著者が行う．

13. 掲載料は無料．ただしカラー印刷は実費を著者負

担とする．

14. 著者には本誌１冊と掲載電子文書（PDF形式）を

提供する．希望者には別刷り30部までを無料進

呈する．それ以上は実費を著者負担とする．

附則）

　この規定は，令和２年２月１日より施行する．

　この規定は，令和２年６月22日より施行する．
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編　集　後　記

今年も去年から続くコロナウイルス感染症が，大きく社会に影響を与える年となりました．ワクチン接種が進み，

11月には国民の７割以上が２回の接種を終了しましたが，あちこちでブレークスルー感染が頻発しております．ま

た，‘SDGs（持続可能な開発目標）’やオリンピック・パラリンピックに話題となった‘Diversity（多様性）’，‘Genderless’

などが大きく注目される年でもありました．

刻々と変化する社会においては，これまで常識とされていたことが常識ではなくなることもしばしば見受けられ

ます．医学・医療においても同様であり，研究，研修，社会活動などは，その時の社会情勢から大きく影響を受け

ます．しかしながら，良質で効率的な医療を提供することは変わるものではなく，自分なりに情報を吸収，吟味し

て行動へ移さなければなりません．

投稿いただいた論文は，臨床研究，経験症例，看護研究などをもとに作成され，雑誌のみではなく J-STAGEへ

も公開されます．読んでいただいた方々に，少しでも影響を与えるものとなれば喜ばしい限りです．今後も病院の

実力を示すものとして魅力あるものとなるよう継続したいと思います．

最後になりましたが，今年度も島根県立中央病院医学雑誌が無事，刊行されましたことを多くの皆様に感謝申し

上げます．

医学雑誌編集委員会　委員長　勝　部　浩　介（医療局次長）　　

　　

2021年度医学雑誌・年報・図書委員会

責 任 者：山森　祐治（副院長）

委 員 長：勝部　浩介（医療局次長）

副委員長：中村　　嗣（感染症科部長）

副委員長：飯塚　淳子（新人教育担当看護部長）

委　　員：大沼　秀行（病理組織診断部長）

　　　　　馬渕沙弥佳（臨床研修医）

　　　　　岡田　千秋（看護局次長）

　　　　　狩野　芳子（新人教育担当看護部長）

　　　　　吉岡美智子（臨床薬剤科薬剤主任）

　　　　　甲斐　功一（放射線技術科診療放射線主任）

　　　　　板倉　利恵（検査技術科臨床検査主任）

　　　　　永見由里子（医療情報管理科診療情報主任）

　　　　　森山久美子（医療情報管理科診療情報管理士）

　　　　　竹下　正宏（総務課企画員）

　　　　　高橋眞由美（図書室司書）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上15名
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