日本整形外科スポーツ医学会雑誌投稿規定
1992 年 10 月より適用
1998 年 9 月一部改正
2000 年 4 月一部改正
2005 年 11 月一部改正
2009 年 5 月一部改正
2011 年 12 月一部改正
2015 年 9 月一部改正
2019 年 1 月一部改正
雑誌の刊行
1． 年4回発行する．
2． 内1回は学術集会抄録号とし，年1回学術集会の際に発行する．
3． 残りの3回は学術集会発表論文を掲載することを原則とするが，ほかに原著論文も掲載する．
4． 言語は日本語または英語とする．

論文の投稿規約
1． 学術集会発表論文は，学術集会終了後原則として 3ヵ月以内に，編集事務局あてに送付する．
2． 原著論文は随時受付ける．論文は編集事務局あてに送付する．
3． 主著者および共著者は，日本整形外科スポーツ医学会の会員であることを原則とする．
ただし，上記条件を満たさない場合でも，編集委員会の合意を得て理事長が認可した論文につ
いては掲載を許可する．
4． 学術集会発表論文，原著論文は未掲載のものであることとする．他誌に掲載したもの，または
投稿中のものは受理しない．日本整形外科スポーツ医学会雑誌に掲載後の論文の再投稿，他誌
への転載は編集委員会の許可を要する．
5． 投稿する論文における臨床研究は，ヘルシンキ宣言を遵守したものであること．また症例につ
いては別掲の「症例報告を含む医学論文及び学会研究会発表における患者プライバシー保護に
関する指針」を遵守すること．
6． 論文の採否は、編集委員やその分野の専門家による査読結果に基づき、編集委員会で決定する．
編集委員会は内容に関連しない限りの範囲で，論文中の用語，字句表現などを著者の承諾なし
に修正することがある．
7． 論文掲載載（印刷物および電子ジャーナルなど）後の著作権は本学会に帰属する．
8． 投稿原稿には，二重投稿していないことおよび投稿に同意する旨の共著者連名による署名のさ
れた誓約書の添付を必要とする．
9． 図・表はオリジナルのものを使用すること。図・表を引用する場合はその出典を明示し、使用
許諾は著者が自ら得る。

学術集会発表論文，原著論文について
1．和文論文

形式：A4判の用紙にプリンターを用いて印字する．用紙の左右に充分な余白をと
って，1行20字×20行＝400字をもって1枚とする．
投稿に際しては，テキスト形式で保存したCD などの記録メディアを提出す
る．
体裁：

(1) タイトルページ
a．論文の題名（和英併記）
b．著者名，共著者名（6名以内）（和英併記，ふりがな）
c．所属（和英併記）
d．キーワード（3個以内，和英いずれでも可）
e．連絡先（氏名，住所，電話番号）
f．別刷希望数（朱書き）
(2) 和文要旨（300字以内）
＊要旨には，原則として研究の目的，方法，結果および結論を記載する．
(3) 本文および文献
＊学術集会発表論文は口演原稿そのままではなく，簡潔に論文形式にま
とめる．原著論文の構成は「はじめに」，「症例（または材料）と方
法」，「結果」，「考察」，「結語」，「文献」の順とする．また症
例報告の構成は「はじめに」，「症例」，「考察」，「文献」の順と
する．「結語」は不要とする．
(4) 図・表（あわせて10個以内）
＊図・表および図表の説明文は和文で作成する．

枚数：原則として，本文，文献および図・表で22枚以内とする（編集委員長が認め
る場合は上限を40枚とすることができる．それ以上の超過は認めない）．掲
載料については10を参照すること．
＊図・表は1個を1枚と数える．
2．英文論文

形式： A4判の用紙に，プリンターを用い，左右に充分な余白をとって作成する．
1枚は28行以内とし，1 段組とする．
投稿に際しては，テキスト形式で保存したCD などの記録メディアを提出す
る．
体裁：

(1) タイトルページ
a. 論文の題名（和英併記）
b. 著者名，共著者名（6名以内）（和英併記）
c. 所属（和英併記）
d. キーワード（3個以内）
e. 連絡先（氏名，住所，電話番号）
f. 別刷希望部数（朱書き）
(2) 英文要旨（abstract）（150words 以内）
＊要旨には，原則として研究の目的，方法，結果および結論を記載する．
(3) 本文および文献
＊学術集会発表論文は口演原稿そのままではなく，簡潔に論文形式にま
とめる．原著論文の構成は「はじめに」，「症例（または材料）と方

法」，「結果」，「考察」，「結語」，「文献」の順とする．また症
例報告の構成は「はじめに」，「症例」，「考察」，「文献」の順と
する．「結語」は不要とする．
(4) 図・表（あわせて10個以内）
＊図・表および図表の説明文は英文で作成する．
枚数：原則として，本文，文献および図・表で22枚以内とする．（編集委員長が
認める場合は上限を40枚とすることができる．それ以上の超過は認めない）
掲載料については10を参照すること．
＊図・表は1個を1枚と数える．
3．用 語
●常用漢字，新かなづかいを用いる．
●学術用語は，｢医学用語辞典｣(日本医学会編)，「整形外科学用語集」(日本整形外科学会編)
に従う．
●文中の数字は算用数字を用い，度量衡単位は，CGS 単位で，mm，cm，m，km，kg，cc，m2，dl，
kcal，等を使用する．
●固有名詞は，原語で記載する．
4．文献の使用
●文献の数は，本文または図・表の説明に不可欠なものを20個以内とする．
●文献は，国内・国外を問わず引用順に巻末に配列する．
●本文中の引用箇所には，肩番号を付して照合する．
5．文献の記載方法
●欧文の引用論文の標題は，頭の1 文字以外はすべて小文字を使用し，雑誌名の略称は欧文雑
誌ではIndex Medicus に従い，和文の場合には正式な略称を用いる．著者が複数のときは筆
頭者のみで，共著者をet al または，ほかと記す．同一著者名の文献が複数ある場合は年代
の古い順に並べる．
（1）雑誌は著者名（姓を先とする）：標題．誌名，巻：ページ，発行年.
例えば
山○哲○ほか：投球障害肩の上腕骨頭病変―MRIと関節鏡所見の比較検討―．整スポ会誌，19：
260－264，1999.
Stannard JP et al：Rupture of the triceps tendon associated with steroid injections．
Am J Sports Med，21：482-485，1993．
（2）単行書は著者名（姓を先とする）：書名．版，発行者(社)，発行地：ページ，発行年.
例えば
Depalma AF：Surgery of the shoulder．4th ed.JB Lippincott Co, Philadelphia：350-360，
1975.
（3）単行書の章は著者名（姓を先とする）：章名．In：編著者名または監修者名（姓を先とする），
ed．書名.版，発行者(社)，発行地：ページ，発行年.

例えば
Caborn DNM et al：Running．In：Fu FH，ed. Sports Injuries． Williams & Wilkins, Baltiomore：
565-568，1994．
6．図・表について
図表は，正確，鮮明なものをjpeg形式などの電子ファイルでCDなどの記録メディアに入れ提出
する．なお図・表の説明文もプリンターで印字すること．また本文の右側欄外に図・表の挿入
箇所を朱書きで指示する．
7. 投稿時には，上記の電子ファイルのほか，鮮明なプリントアウト（図表を含む）を2部添付し
提出する．
8．初校は著者が行う．校正後は速やかに簡易書留など確実な方法で返送する．
9．論文原稿は，返却しない．
10．掲載料は，刷り上がり6頁（タイトルページと400字詰め原稿用紙22枚でほぼ6頁となる）まで
を無料とする．超過する分は実費を別に徴収する．
11．別刷作成に関する費用は実費負担とする．希望する別刷数を，投稿時タイトルページに朱書き
する．別刷は，掲載料，別刷代金納入後に送付する．

「症例報告を含む医学論文及び学会研究会発表における
患者プライバシー保護に関する指針」
医療を実施するに際して患者のプライバシー保護は医療者に求められる重要な責務である．一方，
医学研究において症例報告は医学・医療の進歩に貢献してきており，国民の健康，福祉の向上に重
要な役割を果たしている．医学論文あるいは学会・研究会において発表される症例報告では，特定
の患者の疾患や治療内容に関する情報が記載されることが多い．その際，プライバシー保護に配慮
し，患者が特定されないよう留意しなければならない．
以下は外科関連学会協議会において採択された，症例報告を含む医学論文・学会研究会における
学術発表においての患者プライバシー保護に関する指針である．
1）患者個人の特定可能な氏名，入院番号，イニシャルまたは「呼び名」は記載しない．
2）患者の住所は記載しない．
但し，疾患の発生場所が病態等に関与する場合は区域までに限定して記載することを可とする．
（神奈川県，横浜市など）
3）日付は，臨床経過を知る上で必要となることが多いので，個人が特定できないと判断される場合
は年月までを記載してよい．
4）他の情報と診療科名を照合することにより患者が特定され得る場合，診療科名は記載しない．
5）既に他院などで診断・治療を受けている場合，その施設名ならびに所在地を記載しない．但し，
救急医療などで搬送元の記載が不可欠の場合はこの限りではない．
6）顔写真を提示する際には目を隠す．眼疾患の場合は，顔全体が分からないよう眼球のみの拡大写
真とする．
7）症例を特定できる生検，剖検，画像情報に含まれる番号などは削除する．
8）以上の配慮をしても個人が特定化される可能性のある場合は，発表に関する同意を患者自身(ま
たは遺族か代理人，小児では保護者)から得るか，倫理委員会の承認を得る．
9）遺伝性疾患やヒトゲノム・遺伝子解析を伴う症例報告では「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関す
る倫理指針」(文部科学省，厚生労働省及び経済産業省)(平成 13 年 3 月 29 日，平成 16 年 12 月
28 日全部改正，平成 17 年 6 月 29 日一部改正，平成 20 年 12 月 1 日一部改正)による規定を遵守
する．
平成 16 年 4 月 6 日（平成 21 年 12 月 2 日一部改正）
外科関連学会協議会 加盟学会
（日本整形外科スポーツ医学会 平成 17 年 8 月 20 日付賛同）

Instructions to Authors
Submissions
Please submit the manuscript with tables, illustrations, and photos, in English, both on electronic diskette
(such as a CD-ROM) and three complete hardcopy form (one original and 2 duplicates). Authors whose
mother tongue is not English should seek the assistance of a colleague who is a native English speaker and
familiar with the field of the work. Manuscripts must be typed double-spaced (not 1.5) with wide margins on
A4 paper. The manuscript parts should be ordered: title page, abstract, text, acknowledgements, references,
tables, figure legends, and figures. Standard abbreviations and units should be used. Define abbreviations at
first appearance in the text, figure legends, and tables, and avoid their use in the title and abstract. Use generic
names of drugs and chemicals. Manuscripts of accepted articles will not be returned. The editors may revise
submitted manuscripts without any notice prior to publication.
1. The title page of each manuscript should contain a title (no abbreviation should be used), full name of the
authors (within 6 authors), complete street address of the department and institution where the work was done,
keywords (3) and the name and address of the corresponding author, including telephone, fax number and
email address.
2. The abstract is to be one paragraph of up to 150 words giving the factual essence of the article.
3. The text and references should not exceed 40 double-spaced pages. The number of figures and tables
together should be limited to 10. The text should follow the sequence: Purpose of the Study, Methods, Results,
Discussion and Conclusion.
4. References should be limited to 20. When there are co-authors, please type“et al”after the author’s name.
The list of references should be arranged in order of appearance and should be numbered in superscript
numbers. Abbreviations of journal names must conform to those used in Index Medicus. The style and
punctuation of the references follow the format illustrated in the following examples:
(1) Journal Article
Kavanagh BF et al: Charnley total hip arthroplasty with cement. J Bone Joint Surg, 71-A: 1496-1503,
1989.
(2) Chapter in book
Hahn JF et al: Low back pain in children. In: Hardy RW Jr. ed. Lumbar disc disease. Raven Press, New
York: 217-228, 1982.
(3) Book
Depalma AF: Surgery of the shoulder. 4th ed. JB Lippincott Co, Philadelphia: 350-360, 1975.
5. Tables should be given brief, informative title and numbered consecutively in the order of their first citation
in the text. Tables should be submitted the electric files such as a JPEG format. The definition of all
abbreviations, levels of statistical significance, and additional information should appear in a table footnote.
Description of the tables should be printed out.
6. Figure legends should be printed out. All abbreviations should be defined at first use, even if already
defined in the text. All characters and symbols appearing in the figure should also be defined.
7. Figures should be cited consecutively in order in the text. Figures are to be provided as black-and-white
glossy photographs. Provide either the magnification of photomicrographs or include an internal scale in the
figure. The height and thickness of letters and numbers in illustrations must be such that are legible when the
figures are reduced. The figure number, name of the first author, and top of the figure should be written lightly
in pencil on the back of each print. Do not mount photos. Figures should be submitted the electric files such as
a JPEG format.
8. Photos and illustrations should be card size (approx. 74 x 113mm) or cabinet size (approx. 106 x 160mm),
and photo packs or photo compositions must be no longer that a sheet of A4 paper. When submitting a figure
that has appeared elsewhere, give full information about previous publication and the credits to be included,
and submit the written permission of the author and publisher. The previously published source should also be
included in the list of references.

