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投　稿　規　定

１．執筆事項
国内外を問わず、他紙への投稿中または掲載が決定している論文は受理しない。医学・医療に関係する未発
表の研究論文、報告等を掲載する。

　⑴総説・原著論文：本文６０００字程度（図表１０点以内）
　⑵症例報告：本文４０００字程度（図表６点以内）
　⑶その他（活動報告、取り組み、調査、意見、提言など）
　　＃：引用文献も上記枚数に含む。

２．投稿資格
　　本誌に掲載する論文は、旭川医療センターの職員およびその関係者の投稿とする。

３．書式
論文等は和文または英文で作成する。使用するワープロソフトはMS Wordに限定する。書式は A4 サイズ、
横書きとする。英文はダブルスペースで作成し、ページ番号を右下に入れる。図表は MS Power Pointに限
定する。図表はMS Wordに記入してはならない。スキャナーを用いた画像は禁止する。

原著論文
1）表紙
　　１ページ目を表紙とし、以下の項目をこのページ内に記載する。
　⒜論文タイトル（Title）
　⒝著者名（Author(s)）
　⒞著者所属（ ）
　⒟キーワード（５つ以内）　　
　⒠代表著者名（名前、所属、住所、Phone、 、 ）
　⒡図・表の枚数
　⒢本文ページ数（タイトルページも入れて）
2）要旨（Summary）

２ページ目に、和文原稿の場合は和文で４００字以内、英文原稿の場合は和文要旨（４００字以内）と英文
要旨（２００単語以内）を記載する。

3）キーワード (Key words)
　　要旨の下にキーワード（５語以内）を記載する。
4）本文
　　３ページ以降は以下の項目を順に記載する。なお、本文中に図および表の位置を明記する。
　　ａ）はじめに（Introduction）
　　ｂ）方法（ ）

今回の研究で用いた方法を記述する。統計処理を行っている場合はその方法（マン・ホイットニ検定など）
も記載する。

　　ｃ）結果（Results）
　　ｄ）考察（Discussion）
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今回の研究結果とこれまで報告されている結果を比較検討し、導かれる結論を、科学的（学術的）根拠を背
景に論述する。

　　ｅ）謝辞 (Acknowledgements)

　　　必要のある場合のみ記述する。
　　ｆ）引用文献（References）

引用文献は引用順に番号を付けて記載する。本文中においては引用箇所の右肩に１），１，３），１－４）のように
表示する。

　　ｇ）  本文、図表の表記　　
日本語化した外国語はカタカナで書き、人名、地名、薬品名などは原語を使用する。単位は mg、kg、
minなどメートル法記に従う。算用数字と外国語文字（病名、一般薬品等）は、固有名詞と文頭の場合
を除き、すべて半角小文字を使用する。日本語文末の句点は「.」ではなく「。」を用いる。読点は「,」
ではなく「、」を用いる。日本語フォントはMS明朝に、英文および数字フォントは Centuryに限定する。

　　ｈ） 図（Figure）および表
　　   　 図（写真を含む）および表はそれぞれ１項目ずつ別の用紙に作成する。
　　   　 図の説明（図のタイトルと説明文）を別の用紙にまとめて作成する。
　　   　 表のタイトルは個々の表の上部に付ける。

総説
　　１）表紙、２）要旨、３）キーワードは原著論文と同じ。
　　４）　本文
　　　ａ） はじめに
　　　ｂ） 総説文
　　　　　いくつかの項目に分けて、それぞれにタイトルをつけて記述する。
　　５）　引用文献
　　　　記載の方法は原著論文と同じ。
症例報告
　　１）表紙、２）要旨、３）キーワードは原著論文と同じ。
　　４）　本文
　　　ａ） はじめに
　　　ｂ） 症例説明
　　　ｃ） 考察
　　５）　引用文献
     　　記載の方法は原著論文と同じ。
CPC (Clinico-Pathological Conference)

１）日時、演題名、発表者、症例、主訴、現病歴、既往歴および家族歴、嗜好、入院時現症、入院時検査所
見、入院後経過、臨床的な問題点、病理解剖の目的、病理解剖組織学的診断、質疑応答、まとめにつ
いて記載する。

２）文字数は図表を含め６０００字以内とする。図表は１点につき４００字に相当する。
その他
　　　特に様式はなし。

４．略語について
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　　可能な限り略語は使用しない。やむを得ず使用する時には、初出箇所で内容を明記する。

５．引用文献
引用順に記載する。本文中では右肩に番号を付け、文の最後に例に準じて記載する。著者、共著者４名まで
は全員記載する。５名以上の場合は３名まで記載し、「他」「 」とする。ページ数は最初と最後のページ
を記載する。英文文字、記号は全て半角文字を使用する。和文雑誌、和文書籍の文字間には大角記号（「,」や「：」
等）を使用する。

英文雑誌（執筆者、タイトル、雑誌名、発行年、巻、頁の順）
１）

2014;13 936-948

英文書籍（章の執筆者、章のタイトル、編集者、書籍のタイトル、出版社の所在地、出版社、発行年、頁の順
２）

1993 565-583

和文雑誌（執筆者、大角コロン、タイトル、雑誌名、発行年、巻、頁の順）
３）伊勢眞由美 , 藤原朱美 , 矢野さとみ , 他：重症心身障がい児（者）病棟における家族と看護師の会話に関す

る調査　あきた病院医学雑誌 2013;2 21-29

和文書籍（編集者、大角コロン、タイトル、書籍のタイトル、出版社の所在地、大角コロン、出版社、発行年、頁の順）
４）宮村実晴編：運動と呼吸　東京：真興貿易医書出版部　2004； 66-67

６．引用、転載、著作権について
他著作物からの引用・転載については、著作権保護のため、原出版社および原著者の許諾を得るものとする。
本誌に掲載する著作物の複製権、上映権、公衆送信権、翻訳・翻案件、二次的著作物利用権、譲渡権等は旭
川医療センターに譲渡されたものとする。

７．倫理性への配慮および個人情報保護について
研究内容に関しては、倫理性に十分留意する。検査結果等の個人情報がある場合には、患者の個人情報の保
護に十分配慮する。

８．原稿の提出
原稿をプリントしたもの１部とその電子データ（ 、 等で）を旭川医療センター医学雑誌編集
委員会事務局（当院臨床研究部）に提出する（随時受付け）。

９． 原稿の採否
　　論文審査は原則、査読制をとり、採否の決定は編集委員会で行う。

１０．利益相反について
　　著者は、執筆やその他の作業を補佐した人物を明らかにし、補佐のための資金源を開示しなければならない。
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１１．この投稿規定は編集委員会にて変更されることがある。

１２．投稿原稿の送り先
　　　　旭川医療センター臨床研究部
　　　　〒 070-8644　北海道旭川市花咲町７丁目４０４８
　　　　 0166-51-3161
　　　　 0166-53-9184
　　　　付記：本規定は平成 27 年 1 月 1 日より適用する。

（査読者）
病院長
副院長
統括診療部長
臨床研究部長
臨床教育研修部長（呼吸器内科、脳神経内科、消化器内科、外科）
各科部長・医長
遺伝子研究室長
生理研究室長
看護部長
薬剤科長
事務部長

（編集委員会）
　　病院長

副院長
統括診療部長
臨床研究部長
遺伝子研究室長
生理研究室長
看護部長
薬剤科長
事務部長
事務：議事録作成
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Manuscript Preparation and Submission Guidelines for Journal of 
Asahikawa Medical Center.

1. Manuscript submission

　⑴ 6000
　⑵ 4000
　⑶ 

　　* 

2. Qualifications for submission

3. Format

4

Original Articles
1) Title page
　 1
　⒜ Title

　⒝ Author(s)

　⒞
　⒟ Key words (5 or less)

　⒠
　⒡
　⒢
2) Summary
　 2 200 words).  

3) Key words
　
4) Text
　　 3

　ａ）Introduction

　ｂ）
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　ｃ）Results

　ｄ）Discussion

　ｅ）Acknowledgements

　　
　ｆ）References

１），１，３），１－４）

　ｇ）  　

“Century”
　ｈ）
　　
　　    

　　    

Review Articles
　　The requirements for 1 2 3
　　４）
　　　ａ） Introduction

　　　ｂ）
　　　　
　　5） References

     　　
Case Reports
　　The requirements for 1 2 3
　　４）
　　　ａ） Introduction

　　　ｂ）
　　　ｃ） Discussion

　　5） References

CPC (Clinico-Pathological Conference)
1）

　　2） 6000 400 words.

Other
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4. Abbreviations

5. References

“et 

”

2014;13 936-948

’

1993 565-583

6. Quotations, reprints, and copyrights

7. Ethical considerations and privacy protection  
’s 

8. Manuscript submission

9. Manuscript acceptance for publication

10. Conflict of interest
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11. These manuscript submission requirements are subject to change by the editorial 
committee.  

12. Submit manuscripts to:  
　　　
　　　
　　　
　　　7-4048 070-8644
　　　 81-166-51-3161
　　　 81-166-53-9184

Additional Statement: These guidelines will take effect as of January 1, 2015.

[Peer reviewers]

medicine, Surgery)

Chief director・

[Editorial Committee]


