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新潟大学保健学雑誌編集委員会
１．新潟大学保健学雑誌（以下本誌）は、新潟大学大学院保健学研究科および医学部保健学
科における教育研究の成果を公表するものである。本誌の目的および投稿資格者等は、
新潟大学保健学雑誌発行要項を参照する。
２．本誌への投稿条件として、人および人体材料を用いた研究の場合は「ヘルシンキ宣言」
（世界医学会）や「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」
（文部科学省・厚生
労働省）などの倫理的指針に従う。また、動物実験を含む研究の場合は「研究機関等に
おける動物実験等の実施に関する基本指針」
（文部科学省）などの指針に従う。倫理審
査委員会の承認を経た場合は、その名称と承認番号を本文中に明記する。
３．和文論文、英文論文を受け付ける。和文論文の場合、
「表題」
「著者名」
「所属」
「要旨」
「key words」に英文も併記する。
４．英文原稿については、著者の責任において native speaker による英文校正をうけるこ
ととする。和文原稿の英文抄録についても、英文校正を受けることが望ましい。
５．和文原稿は、A4 版横書き 24 字×30 行（720 字）を 1 頁に設定する。英文原稿は、
A4 版横書きダブルスペースとする。
原稿には、
ページ番号を下中央に付すこととする。
６．原稿の文字数は、文献注等を含め「原著」
「総説」は 16,000 字（英文の場合は 8,000 語）
以内、
「症例報告」
「報告」は 16,000 字（英文の場合は 8,000 語）以内、
「その他」は
12,000 字（英文の場合は 6,000 語）以内を原則とする。
７．
「原著」
「症例報告」
「総説」
「報告」の場合には、400 字以内（英文の場合 250 語以内）
の要旨および５語以内の key words を記載する。
８．和文ランニングタイトルは 25 字、英文ランニングタイトルは 12 words 以内とする。
９．図表は、1 点を 1/2 頁（360 字）とカウントする。
10．論文の構成は、表題、著者名、所属、要旨、key words、緒言、方法、結果、考察、結
論、引用文献の順に記載することを原則とし、内容に応じて自由とする。
11．本文の書式は、原則として横書き、新かなづかい、常用漢字を使用する。句読点は全角
とし、欧米文字、算用数字は半角とする。フォントは、和文の場合「MS 明朝体」
、英
文の場合は「Century 体」とし、文字の大きさは 10.5 ポイントを原則とする。
12．表題のフォントは、和文の場合「MS ゴシック体太字」
、英文の場合は「Century 体太
字」とし、文字の大きさは 16 ポイントとする。文字配置は中央寄せとする。
13．著者名のフォントは、和文の場合「MS 明朝体太字」、英文の場合は「Century 体太字」
とし、文字の大きさは 14 ポイントとする。文字配置は中央寄せとする。
14．図表は一枚ずつ印刷し、挿入箇所を本文余白に赤字で記入する。

15．引用文献はバンクーバー方式に則った記載とし、本文に引用された順に番号をつけて
末尾に一括する。本文中の該当箇所には右肩上に片括弧で当該番号を記入する。共著者
は 3 名以内（4 名以上は、和文は他、英文は et al）とし、雑誌論文は、「著者. 表題.
誌名(Index Medicus、医学中央雑誌の記載に準拠). 発行年;巻数:頁.」の順に記載する。
単行本等の書籍は、
「著者名(編者名、監修者名): 書名. 出版者, 出版年, 発行地, 引用頁
(章の場合).」とする。ウェブページならびに PDF ファイルからの引用をする場合は
URL を記載する。
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エ ウェブページならびに PDF ファイル
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16．原稿は、正本１部、副本２部を投稿する。合わせて、原稿・図表等を記録した CD-R（ラ
ベルに氏名・論文の表題を記入）を同封する。原稿には表紙を付け、論文の種類、論文

の表題、著者名および共著者の氏名、所属機関名、key words、代表著者の連絡先（住
所、電話番号、ファックス番号、メールアドレス）を記載する。
17．投稿先は以下とする。郵送の際は封筒の表に「新潟大学保健学雑誌原稿」と朱筆し、書
留で郵送する。
〒951-8518 新潟市中央区旭町通 2-746
新潟大学保健学雑誌編集委員会宛
18．編集委員会に原稿が到着した日を、投稿の受付日とする。
19．原稿の採否は、査読を経て編集委員会が決定する。査読者は、編集委員会が依頼した査
読にふさわしい本学の教員もしくは外部の有識者、2 名があたる。なお、編集委員会が
依頼した原稿についてはこの限りではない。査読により再提出を求められた原稿は所
定の日時までに再投稿する。再投稿期限を過ぎた原稿は新規受付とする。編集委員会は
投稿論文の体裁及び内容について修正を求めることがある。また、著者校正は１回のみ
とする。
20．他誌に既発表あるいは投稿中の論文は、本誌への投稿を禁ずる。また、本誌に受理され
た論文は他誌に投稿できないこととする。
21．本誌は別刷を作成しない。著者には PDF を送付する。

