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投

稿

Ⅰ . 投稿資格
投稿者は、次のいずれかに該当する者とする。
1. 順天堂大学保健看護学部の専任教員および非常勤教
員

規

程

Ⅳ . 投稿要領（和文）
1. 原稿の書式
原稿のサイズは A4 版とし、40 字× 40 行で印字
する。原稿提出の際は、オリジナル原稿およびコピー

2. 順天堂大学教職員（非常勤も含む）、同大学院学生、

3 部（表紙に論文題目のみを記載）を提出する。査読後

同大学卒業生、同大学研究生、同大学専攻生、同大

の最終原稿には原稿を入力した電子媒体を添付する。

学協力研究員

電子媒体には、論文題目、筆頭者名を記載したラベ

3. 編集委員会（当面研究委員会が兼ねる）が認めた者

ルを貼付する。

Ⅱ . 原稿の種類

2. 原稿の長さ

原稿の種類は、原著・研究報告・総説・実践報告・

投稿原稿の 1 編は、本文、図・表、文献を含めて

その他であり、内容は次の通りである。

下記の字数以内とする。超過した場合は、所要経費

1. 原著：論理的かつ明確な構想に基づき得られた研

を著者の負担とする。

究結果をもとに、新しい知見が論理的に示され、独

*原

著

16000 字（10 枚）

創性があり、学術的な意義が明らかであるもの。

* 研究報告

11200 字（ 7 枚）

*総

説

16000 字（10 枚）

究結果の意義が大きく、発表する価値が認められる

* 実践報告

11200 字（ ７枚）

もの。

*そ の 他

11200 字（ ７枚）

2. 研究報告：内容的に原著論文には及ばないが 、研

3. 総説：特定のテーマについて多面的に内外の知見
を集め、幅広く概観したもの。
4. 実践報告：教育活動、保健看護実践の報告などで
教育・保健看護実践の向上・発展に寄与し、発表の
価値が認められるもの。
5. その他：学内活動報告、学会参加報告などの資料
で、編集委員会が認めたもの。（査読無し）

3. 原稿の構成
1）表紙
論文題目、著者名、所属を和文・英文でつけ、
希望する論文の種類、連絡先を記入する。
2）要旨とキーワード
論文には、和文要旨（500字以内）と5個以内のキ
ーワード（和文・英文）をつける。原著の場合は、英

Ⅲ . 倫理的配慮
人および動物が対象である研究は、倫理的に配慮さ
れ、その旨が本文中に明記されていること。

文要旨（300語以内）もつける。
3）本文
 １桁の数字は全角入力、2桁以上の数字は半角
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入力、欧文の大文字・小文字は半角入力とする。
 各章の見出し番号は、Ⅰ、1、1）、（1）、①の
順とする。
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②単行書の場合 --- 著者名：書籍名
発行地、頁 - 頁、西暦年。

③翻訳書の場合 --- 原著者名：原書名、原書発行年、

 単位は、m、cm、mm、g、mg、l、ml 等とする。

翻訳者名、翻訳書名

 略語は慣用のものとする。一般的でない略語

所、翻訳書西暦発行年。

を用いる場合は、論文の初出のところで正式
用語とともに提示する。
4）図・表の作成
図・表はそのまま製版するので、ワープロ製図

版、発行所 、

版、頁 - 頁、翻訳書の発行

④ウェブページや PDF ファイルからの引用の場合
* ウェブページからの引用 --- 著者名（年 . 月 . 日）
：
タイトル〈URL(Uniform Resource Locator)〉
例）厚生労働省（2010.8.4）
：中央労働災害防止協会

した原図（コピーは不可）とする。写真は鮮明な紙

編

焼き（手札サイズ以上）に限る。裏面に、論文題目

生管理マニュアル

と筆頭著者名を明記する。

<http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/

図・表は本文とは別に 1 枚ずつ白紙に貼付し

製造業における派遣労働者に係わる安全衛

roudou/gyousei/anzen/091130-1.html >

て添付し、本文中に挿入する位置を指定する。印

* PDF ファイル等の電子出版物からの引用 --- 基

字例にて各自レイアウトし、原稿制限枚数内に納

本的に冊子の雑誌の引用スタイルに準じて表記

める。

し、URL を明記する。

5）文献
文献は主要なもののみに限定し、印刷されたも

例）女性と仕事の未来館（2010.8.4）
：働く女性の統
計派遣労働者数の推移

の、入手可能なものが望ましい。引用文献は、原

< http://www.miraikan.go.jp/toukei/002/

則として、引用順に番号をつけて配列し、引用

statistics//data_H21/p089.pdf >

箇所には肩付き数字 1）2）3）などを記入する。
ただし、論文の種類によっては、MLA(Modern

Ⅴ . 投稿要領（英文）

Language Association) に従った引用方式も構わ

1. 英文による投稿は、参考文献、注、図、表も含め、

ない。
参考文献を入れる場合は、著者名のアルファ
ベット順に末尾にまとめる。
欧文雑誌名の省略は Index Medicus の省略名
に準拠し、和文雑誌名は省略しない。
〈引用文献の記載例〉
①雑誌の場合 ----- 著者名：論文名、雑誌名、巻（号）、
頁 - 頁、西暦年。
例）江藤千里、萩本理恵子、栗原亜希子、他：先天

原著 8000 語、研究報告 5600 語、総説 8000 語、
実践報告 5600 語、その他 5600 語を超えないもの
とする。
2. 投稿は APA(American Psychological Association)、

AMA ( American Medical Association )、 MLA
( Modern Language Association ) のいずれかに
従って書かれていることを原則とする。
3. すべての投稿は A4 用紙に上下左右に 2.5cm 以上
の余白を取り、半角 80 字× 40 行に設定し、フォ

性横隔膜ヘルニア患児の周術期看護の検討、医

ントは 12 ポイントの Times

療看護研究 6（1）、37-43、2010.

する。

New Roman を使用
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4. 表紙をつけ、英語および日本語のキーワード（5 つ
以内）、タイトル、氏名、所属を記入すること。原
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Ⅶ . 原稿無返却
投稿原稿および添付電子媒体は原則として返却しな

著については英文 300 語、日本語 500 字を超えな

い。

い要約をつける。

Ⅷ . 論文の採否
投稿原稿は「その他」の原稿以外は査読を行い、編

1. Original Articles and Review Articles must not

集委員会が原稿の採否、掲載順序を決定する。

be more than 8000 words in length, including
references, notes, tables, and figures. Research
Reports submissions and Practical Reports
submissions should be not more than 5600 words in

Ⅸ . 校正
著者校正の際に大幅な加筆修正は認めない。提出期
限を遵守することを原則とする。

length. Others should be not more than 5600 words.
2. Papers should be written following the publica-

Ⅹ . 著者が負担すべき費用

tion manuals of APA(American Psychological

掲載料は無料とする。

Association)、AMA(American Medical Associa-

別刷りは 30 部まで無料とし、それを超える部数は

tion) or MLA(Modern Language Association).

著者負担とする。その他、印刷上特別な費用（カラー

3. All submissions must be typed on A4 or 8.5”X11”

写真など）を必要とした場合は著者負担とする。

paper. Leave margin of at least 1 inch at the top,
bottom, right, and left of every page. Set the lines
as 80 strokes X 40 lines. The font should be 12
point-sized Times New Roman.

ⅩⅠ. 著作権
本誌に掲載された論文の著作権は、順天堂大学保健
看護学部に帰属し、同学部が電子化の権利を有する。

4. The first page of the file should be a cover sheet

that includes 5 or less keywords (English and

ⅩⅡ. 原稿提出先

Japanese), the title, author’s name and identifying

〒 411-8787 静岡県三島市大宮町 3-7-33

references should appear only on the cover sheet.

TEL：055-991-3111

FAX：055-971-0011

An Original Article should be attached with an
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abstract (no more than 300 words in English and
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編集委員会

500ji in Japanese).
XⅢ. 附則
Ⅵ . 投稿原稿の誓約書の添付
投稿原稿には、原稿の種類に関わらず、二重投稿お
よび同時投稿でない旨を記載した誓約書（著者全員が
署名・押印した書面）を添付すること。

この投稿規程は平成 23 年 11 月 1 日より発効する。
この投稿規程は平成 28 年４月 1 日より発効する。
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誓
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約
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書

順天堂保健看護学部
編集委員会御中

平成

年

月

日

著書名（著者全員署名・押印）

下記投稿論文は、その内容が他誌に掲載されたり、現在も他誌に投稿中でないことを
誓約いたします。また、図・表・写真を他誌などから引用する場合、著者の責任に
おいて事前にその著者及び出版社の承諾を得ていることを誓約いたします。
記
<論文名>

