●『人工臓器』投稿・掲載規定 ●
本誌は，人工臓器およびその周辺分野の迅速な発展に合わ
せて，会員はもとより関連研究者に有益な情報を伝えること
を使命とし，総説からトピックスまでを掲載するものとする。

Ⅰ . 投稿について

内 容：人工臓器学の進歩に寄与する創意に富んだもので，
会員への情報として有益であるもの。
資 格：投稿者（共著者を含む）は原則として本学会会員に限
る。ただし，編集委員会より執筆を依頼した執筆者
はこの限りではない。
様 式：
① 投稿原稿は「総説」
「
，解説」
「
，研究所めぐり」
「
，トピックス」
，
その他とし，その種別を明記する。各原稿の主な内容およ
び規定文字数は下記のとおりとする。なお，図・表は各々
600 字に相当する。
総説：人工臓器および関連分野について最近の進歩を広い
視野から総合的にまとめて報告する。文献が整備さ
れていることが望ましい。長さは図・表を含めて
12,000 字（刷り上がり 8 頁）以内。
解説：人工臓器および関連分野について最近の成果をわか
りやすく解説する。基本的な文献が整備されている
ことが望ましい。長さは図・表を含めて 12,000 字（刷
り上がり 8 頁）以内。
研究所めぐり：進歩的な実験機材を保有し，目覚ましい成
績を上げている施設などの紹介。長さは図・表を含
めて 3,000 字（刷り上がり 2 頁）以内。
トピックス：最近進歩の目覚ましい，あるいは注目されて
いる技術の概観を，とくに人工臓器産業との関連に
もふれ，タイムリーに伝える。図・表を含めて 6,000
字（刷り上がり 5 頁）以内。
その他：学会参加印象記〔国内・海外の関連学会参加報
告。長さは図・表を含めて 3,000 字（刷り上がり 2 頁）
以内。
〕
Letter to the Editor〔日本人工臓器学会への提言，編集委
員会への意見，掲載原稿に対する意見，感想など。
2,400 字（刷り上がり 2 頁）以内。
〕
② タイトルページには，和文所属名，著者名，英文著者名（共
著を含む全員）
，和文所属住所，筆頭著者の電子メールア
ドレスの順に記載する。また，原稿末尾には必ず引用文献
をつける。
③ 原稿は，標準的なパソコンプログラムで作成すること。そ
の際，A4 判の用紙に，横書きで 32 字 ×25 行（800 字）で印
字することとする。
④ 引用文献は本文中に番号で場所を指示し，原稿の末尾に次
の要領でまとめて記載する。なお，著者名は筆頭者以下 3
名までを記入し，それ以上は他または et al. とする。
a）雑誌の場合
Kopp Kf, Gutch CF, Kolff WJ: Single needle dialysis. Trans
Am Soc Artif Intern Organs 18: 75-81, 1972
b）単行本の場合
Pichlmayr R: Liver transplantation and impending hepatic
failure. Ar tificial Liver Suppor t, ed by Schmidt FW,
Springer-Verlag, Berlin, 1981, 332-5
⑤ 筆頭著者の顔写真をあわせて送ることとする。

校 正：著者校正は原則として 1 回とし，校正は赤字で行う。

Ⅱ.

利益相反（conflict of interest, COI）の開示

Ⅲ.

掲載について

Ⅳ.

掲載料

Ⅴ.

著作権

Ⅵ.

原稿送付方法

Ⅶ.

原稿送付先

日本人工臓器学会ホームページ掲載の「人工臓器研究の
COI（利益相反）に関する指針運用規則」にしたがって，初回
投稿時に「本学会の機関誌等で発表を行う著者の利益相反
（COI）申告書」
（過去 3 年間）を郵送もしくは PDF データにて
提出する。あわせて，論文中にも引用文献の前の部分に全著
者の COI を明記する。COI がない場合においても，
「本稿のす
べての著者には規定された COI はない」などを明記する。
「本
学会の機関誌等で発表を行う著者の利益相反（COI）申告書」
は学会ホームページ（http://www.jsao.org/member/79.html）
からダウンロードして使用する。

採 否：投稿論文掲載の採否は編集委員会の校閲によって決
定する。その結果により，著者に改訂を求めること
ができる。編集委員会の校閲結果は，受理日の日付
を添えて著者に通知する。

① 編集委員会による校閲を経て掲載が認められ，刷り上がり
頁が規定頁に収まっている場合，もしくは編集委員会から
執筆を依頼した原稿に関しては無料とする。規定頁を超過
した場合は，超過分に要した一切の費用を著者の実費負担
とする。
② 特別の印刷技術を要する場合（カラーを含む）は，原則著
者の実費負担とする。
③ 別刷は，著者の実費負担とする。

本誌に掲載する著作物またはこれを原著作物とする二次的
著作物の著作権およびこれら著作物の翻訳，翻案の権利を，
信託財産として日本人工臓器学会に移転するものとする。

投稿原稿は，正 1 部とコピー 1 部（図表はコピー可，組織像，
X 線フィルム，超音波画像などは写真）
，および原稿データを
保存した CD-R を同封し，連絡先を明記して下記編集部宛に
送付する。なお，CD-R のラベルには，原稿表題，筆頭著者名，
使用機種，ソフト名を明記する。E メールでの投稿も受け付
けるが，PDF に変換したものを，元の原稿データとあわせて
送付すること。

〒 141-8414 東京都品川区西五反田 2-11-8
（株）学研メディカル秀潤社 医学受託編集室内
『人工臓器』担当
TEL : 03-6431-1211 FAX : 03-6431-1214
E-mail : jjao@shujunsha.co.jp

人工臓器 45 巻 1 号

（2010 年 12 月改訂）
（2012 年 12 月改訂）
（2014 年 10 月改訂）

2016 年
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〔和文誌「研究報告」の投稿を希望される方へ〕

5.

日本人工臓器学会には，Medical Engineer（ME）の方々も多
数会員になっております。また，毎年の大会でも ME 関係の演
題が多く見られますが，その多くはなかなか原著論文にはなり
にくい状況にあることがよく耳にされます。
そこで，和文誌『人工臓器』では，それら ME 関係の方々の原
稿を積極的に取り上げていくことを目的とした「研究報告」と
いう新しいジャンルを設けることといたしました。「研究報告」
は「New Technology コーナー」，「Medical Engineer コーナー」，
「Experiment コーナー」の 3 コーナーに分かれます。下記の要領
に従って，各々ご希望するコーナーにご投稿ください。
（注意）
ピアレビューは行いません。したがって，Original Paper として
は扱いませんのでご注意ください。掲載にあたっては，Original
Paper ではないことを明記いたします。

日本人工臓器学会編集委員会

「研究報告」原稿作成要領
体

1.

裁

標題・著者名・所属等

原稿用紙第 1 頁目には次の事項を記載してください。
・掲載を希望するコーナー名
・原稿標題
・著者名，英文著者名（共著を含む全員）
・所属機関名称（共著を含む全員の分，＊ などを用いて対
応を明確に）
・筆頭著者の所属機関住所
・筆頭著者の電子メールアドレス
また，筆頭著者の顔写真をあわせてお送りください。

3.

本

文

4.

文

献

本文は第 2 頁目から書いてください。章，節，項には 1., 1）,（1）
の見出しを付けてください。

文献の引用は，本文の引用箇所の右肩に出現順に通し番号 1)，
3),5)，7) 〜 9) 等をつけ，本文の末尾に一括して記載してください。
文献の記載は次の例にならってください。著者名は筆頭者以
下 3 名までを記入し，それ以上は他または et al. としてください。
論文タイトルは省略せずに書いてください。
雑誌の場合
1) Kopp Kf, Gutch CF, Kolf f WJ: Single needle dialysis.
Trans Am Soc Artif Intern Organs 18: 75-81, 1972
単行本の場合
2) Pichlmayr R: Liver transplantation and impending
hepatic failure. Artificial Liver Support, ed by Schmidt
FW, Springer-Verlag, Berlin, 1981, 332-5
文献は，一般に検索可能な公刊文献に限り，入手困難，検索
不可能な社内資料，未発表論文，公刊されない学位論文，私信，
カタログ等，さらに URL は引用できません。
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6.

分

量

7.

利益相反（conflict of interest, COI）の開示

8.

投稿にあたって

9.

原稿送付先・連絡先

原稿の長さは，図・表を含めて 3,000 字以内（刷り上がり 2 頁）
です。なお，図・表は各々 600 字に相当します。

原稿は，標準的なパソコンプログラムで作成してください。
手書きのものは受け付けませんのでご了承願います。その際，
A4 判の用紙に，横書きで 32 字 ×25 行（800 字）で印字してくだ
さい。字間，行間に制限は設けませんが，読み易さを考慮した
適度なものとしてください。

2.

図・写真・表

5. 1 図・ 写真および表は，用紙 1 枚に 1 図・1 表ずつであっ
ても，または小さいものであれば用紙 1 枚に数点をま
とめても何れでも結構ですが，必ず本文とは別紙とし
て，出現順に原稿末尾に添付してください。図・表の
用紙，写真の台紙は原稿用紙の大きさに統一してくだ
さい。
5. 2 図・表中の文字は英文が望ましいが，和文であっても
差し支えありません。
5. 3 図・写真は図 1，図 2 ……のように（図と写真は区別を
せずに図で統一），表は表 1，表 2 ……のように出現順
に通し番号と説明文をつけてください。図・表の説明
文も英文が望ましいが和文であっても差し支えありま
せん。図説明は図の下に，表説明は表の上に付けてく
ださい。
5. 4 写真をカラー印刷する場合は印刷経費の実費をご負担
いただきます。

日本人工臓器学会ホームページ掲載の「人工臓器研究の COI
（利益相反）に関する指針運用規則」にしたがって，初回投稿時
に「本学会の機関誌等で発表を行う著者の利益相反（COI）申告
書」（過去 3 年間）を郵送もしくは PDF データにて提出してくだ
さい。あわせて，論文中にも引用文献の前の部分に全著者の
COI を明記してください。COI がない場合においても，「本稿
のすべての著者には規定された COI はない」などを明記してく
ださい。
「本学会の機関誌等で発表を行う著者の利益相反（COI）
申告書」は学会ホームページ（http://www.jsao.org/member/79.
html）からダウンロードして使用してください。

以上の要項に基づき作成された投稿原稿は，次の事項を
チェックしながら完全なものとされた上，下記まで 2 部（コピー
でも可，ただし写真が主要な場合は紙焼プリントの貼付も可）
をお送りください。
□ 原稿は，標題頁／本文／文献／図・写真・表の順に並べら
れていますか
□ 原稿用紙には頁数が打ってあり，図・写真・表の各葉には
著者名が記載されていますか
□ 利益相反（COI）申告書は添付されていますか
□ 原稿の左上部は大型のステップラーや綴じ紐などで固定さ
れていますか
※ E メールでの投稿も受け付けますが，PDF に変換したものを，
元の原稿データとあわせてお送りください。

人工臓器 45 巻 1 号
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