⽇本未病システム学会雑誌投稿規程
(2000.12.20 施行 2008.3.12 一部改訂)
(2011.11.19 一部改訂)
(2013.4.14 一 部 改 訂 )
(2013.11.10 一部改訂)
(2015.10.12 一部改訂)

1. 投稿論文について
｢日本未病システム学会雑誌｣ (以下，本誌) は日本未 病
システム学会に貢献しうる内容の論文 (原著，症例報
告，プロシーディング，話題) であり，他誌に発表されて
いないものを掲載する．
2. 投稿資格
1) 投稿者は本会会員に限る．共著者については会員
であることが望ましい．
2) 投稿者は誓約書を提出する．(誓約書の用紙は本会
ホームページからダウンロードできる)
3) 論文の採否，掲載は編集委員会が審査決定する．
4) 臨床試験に関する論文は該当施設での倫理委員会
の承認を得ること．
3. 論文の採否 論文の採否は編集委員会が指名した査
読者 (原則 2 名) による査読結果に基づき編集委員会
が採否，掲 載を決定する．

但し総容量最大 5MB までとする．
3) 原稿の送り先
〒135-0063
東京都江東区有明 3－6－11 TFT ビル東館 9 階
㈱プロコムインターナショナル内
日本未病システム学会 編集委員会
TEL：03-6426-0714

FAX：03-6426-0724

E-mail：office@j-mibyou.or.jp
4) 投稿原稿についての問い合わせは，原則として電子
メールで行う．
7. 原稿の書き方
（ご参考までに下記の表をご覧ください）
1) ワードプロセッサーを使用し，字の大きさ 12 フォント，
A4 判用紙に 30 字×30 行 (900 字) とする．余白及び
行間を充分にあけるため，上・下・左・右の余白は
30mm とする．
2) 論文は表紙に論文題名，著者所属，著者名，連絡 先

4. 著作権
本誌ならびに本会が採択するインターネットホームペ
ージ上に掲載した論文の著作権はすべて日本 未病
システム学会に帰属する．

を記す．
3) 原著，症例報告，プロシーディングには，800 字以内
の要約，及び和文 key word (5 語以内) をつける．
4) 原著は，緒言，方法，成績，考察，文献，図表の説明，

5. オンライン化
本誌に掲載した論文はオンライン化し，本会が採択する
インターネットホームページ上に掲載することがある．

及び英文抄録の順に記載する．
5) 症例報告は，緒言，方法，成績，考察，文献，図表の
説明，及び英文抄録の順に記載する．

6. 原稿の送り方
1) 審査の迅速化を図るために，投稿は電子投稿様式
(pdf ファイル) を原則とする．
2) 電子投稿の場合には，投稿ファイルは (i)誓約書ファイル
(ii)英文および和文要旨のファイル (iii)原稿ファイ
ル・図表の順に各々添付で送付すること．

6) プロシーディングは，本文，文献，図表，及び，和文
要約，英文要約の順に記載する．
7) 英文抄録は表題，著者名，所属，250 word の抄録文
及び key word (5 語以内) の順に記載する．
8) 原稿は，楷書，横書，平かな，新かなづかいを用い，
正確に句読点をつける．医学用語は日本医学会編，
医学用語辞典による．外国語で，一般に日本語化し
ているものはカタカナを用いてよい．

9) 本文中の外国人名は原語で，薬品名は一般名のかた

4) 単行本の場合は和文，欧文ともに，著者名，題

ちで記載することが望ましい．しばしば繰り返 される用

名 (編者の場合は論文題名，書名，編集者名また

語は略語を用いて差し支えないが，初出 の際は省略

は監 修者名)，巻数，版数，引用頁，発行所，発行

してはならない．ただし慣用されているものは除く．度

地， 年次の順に記す．

量衡の単位は mm，cm，m，mL，dL，mg，kg などと記

[例] F・ナイチンゲール (湯槇ますほか訳)：看護覚え
書 (改訂第 6 版)，pp.13-20，現代社，東京，
2000.

す．
8. 図（写真）・ 表
1) 図表，写真は論文原稿とは別に説明を記す．写真は手

5) 未承認引用データや personal communication などは
引用できない．

札判以上の鮮明なものとし，裏側に著者名を記す．
必要に応じて天地の区別も明示する．

6) 抄録を引用する場合は題名の後に｢抄録｣または
｢abstract｣と明示する．

2) カラー印刷を希望する場合には原稿表紙に指定す
る．カラー印刷代は実費を著者負担とする．
9. 文献について
1) 記載順序は引用順とし，本文中に肩付番号を付す． 著

10. 採用が内定した論文の電子保存媒体での提出
1) 論文掲載の採択が本会から通知された場合には，採択
となった最終原稿のデータを保存した電子保 存媒体
(FD，CD-R，USB flash memory いずれ でもよい) と，そ

者名を記載し，3 名を超える著者名については，日本

れをプリントアウトした原稿 2 部 を提出する．(一部入稿

語論文は｢ほか｣，外国語論文は｢et al.｣と する．

用，一部事務局保管用)

2) 欧文誌は Index Medicus にならい著者名，論文題 名，
雑誌名，巻数，頁数 (始-終)，西暦年号の順に 記載

2) 著者校正は原則として初校，再校 2 回限りとし，返 送期
日は厳守する．

する．誌名の略記は引用雑誌所載の略名を用 いる．
[例] Kanazawa, T., Osanai, T., Uemura, T. et al.：
Evaluation of oxidized low-density lipoprotein
and large molecular size low- density
lipoproteins in atherosclerosis. Pathobiology 61：
200-210，1993.
3) 和文誌も欧文誌に準じて記載する．
[例] 田村哲彦，新谷文隆，福生吉裕：未病対策シス
テムの一環としての相談薬局の現状とそ の展
望について．日本未病システム学会雑誌 7：9799，2001.

11. 投稿原稿の掲載料金等
1) 原則として，掲載料金は刷り上りで原著は 5 頁，総説は6
頁. ，症例報告は 4 頁，速報,話題その他は 2 頁までを
30,000 円とし，それを超える分については頁超過料金
(1 頁 10,000 円) を徴収する．
2) 別刷は，著者の希望により 50 部単位で作成し，その費
用は著者の負担とする．
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