執筆要項
1. 原稿の提出方法
本誌は電子投稿を基本としています。以下の要領に従っ
て電子ファイルを作成し、本誌ホームページの投稿フォーム
（新規論文投稿は https://jjnhs.com/form_post、再投稿は
https://jjnhs.com/form_repost）より提出してください。

（例）
3) 句読点
本文中では、
「、」と「。」に統一して下さい。句読点以外の
「.」
「,」
「:」
「;」などは、すべて半角にして下さい。
4) 章・節番号
章・節につける番号は、1. 2. …、1. 1 1. 2 …として下さい。
2. 提出原稿の内容
ただし、4 桁以上の番号の使用は控えて下さい。
1) ファイルの構成
（例）2. 研究方法
本文、図表、図表タイトルを、それぞれ個別のファイル
2. 1 看護職に対する意識調査
として用意して下さい。図表は 1ファイルにつき１枚とします。
2. 1. 1 調査対象
ファイル名には、著者の姓と名前の頭文字を付け、次のよう
5) 書式
にして下さい。
本文の作成には A4 判用紙を使用し、余白は上下・左右各
（例）大分太郎氏の原稿の場合
30.0 mm、1 ページあたり 37 行 40 文字を目安にして下さい。
本文 : OTscript
適宜、改行を用いてもかまいません。本文には、通しのペ
図 1: OTﬁg1
ージ番号を入れて下さい。
表 1: OTtab1
6) 図表
表 2: OTtab2
図や表のファイルには、図表番号およびタイトルを記載し
図表タイトル : OTcap
てください。その際、図表番号およびタイトルが図の外周の
中に入らないよう配置にご注意ください。また、図と、図表
2) 各ファイルの内容
各ファイルは、以下の内容を含むものとします。
番号およびタイトルをグループ化したり、グループ化したも
のを画像としてファイルに貼り付けたりしないようにしてくだ
本文 : 投稿区分、論文タイトル（和文・英文）
、要旨（下
さい。
記参照）、キーワード（下記参照）
、ランニングタイ
図表内の文字は Times New Roman、Arial、MS 明朝、
トル（下記参照）
、論文本文、引用文献、注記
ゴシックのいずれかのフォントを使用してください。そ
MS
図表 「
: 3. 原稿執筆上の注意点」の 6) に記載
の際、
「和文 :MS 明朝、英数字 :Times New Roman」
か「和
図表タイトル : すべての図表のタイトル
文 :MS ゴシック、英数字 :Arial」のどちらかの組み合わせで
3) 要旨
作図、作表するようお願いいたします。
原著、総説、研究報告、資料については、英文 250 語以
大きさや数の設定はいたしません。ただし、製版時に縮
内、和文原稿の場合には、さらに和文 400 字以内の要旨も
小されますので、全体が最大 A4 サイズ 1 ページにおさまる
つけて下さい。
ようフォントサイズにご留意下さい。1 ページを超える図表に
4) キーワード、ランニングタイトル
なる場合は、編集事務局にご相談下さい。
すべての原稿に英文キーワードを 6 語以内でつけて下さ
7) 引用文献
い。和文原稿には、日本語キーワードも 6 語以内でつけて
本文及び図表で引用した文献は、本文の後に日本語・外
下さい。また、論文の内容を簡潔に表すランニングタイトル
国語のものを分けずに、筆頭著者名（姓）のアルファベット
を、英文原稿では英語 8 語以内、和文原稿では日本語 15
順に番号をふらないで記載して下さい。ただし、同一筆頭
文字以内でつけて下さい。
著者の複数の文献は、発行年順にして下さい。著者が 3 名
よりも多い場合は最初の 3 名のみ記載し、それ以外は「他」
3. 原稿執筆上の注意点
「et al」として省略してください。雑誌名に公式な略名がある
1) ファイル形式
場合は略名を使用して下さい。なお、特殊な報告書、投稿
本文は Microsoft Word で作成して下さい。これ以外の
中の原稿、私信などで一般的に入手不可能な資料は文献と
ソフトウェアを使用した場合は、Text 形式で保存して下さい。
しての引用を避けて下さい。原則として、引用する文献は既
図表に関しては以下のファイル形式を受け付けます。
に刊行されているもの、あるいは掲載が確定し印刷中のも
Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint,
のに限ります。
Microsoft Word, Adobe Photoshop, Adobe
正確を期すため、DOI がある場合にはつけて下さい。
Illustrator, EPS, DCS, TIFF, JPEG, PDF
2) 書体
（例 : 雑誌の場合）
ひらがな、カタカナ、漢字、句読点と本文
（和文）中の括
江崎一子, 神宮政男 , 古田栄一 他 (1996). 早期リウ
弧は全角で、それ以外（数字、アルファベット、記号）は半
マチ診断における抗ガラクトース欠損 IgG 抗体測定
角にして下さい。数字にはアラビア数字
（123…）を使用して
の臨床的意義 . 基礎と臨床 30, 3599-3606.
下さい。
全角文字については、太字および斜体は使用しないで下
Yamaguchi S and Yatsushiro R (2019).
さい。また、本文・図表とも、下記のような全角特殊文字
Signiﬁcance and potential of self-management
の使用は避けて下さい。
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※電子ジャーナル等インターネット上のリソースは、
掲載されている URL 及び最終閲覧日を記載して下
さい。また、発表年が不明の場合は、n.d.と記載
して下さい。
本文中では、引用文の最後に
（前田 2021）または
（Maeda
2021）のように記載します。ただし、一つの段落で同じ文
献が続いて引用されている場合は不要です。著者が 2 名の
場合は（前田・八代 2021）または（Maeda and Yatsushiro
（Maeda et
2021）、3 名以上の場合は（前田 他 2021）または
al 2021）として下さい。同一著者の複数の文献が同一年に
ある場合は、
（前田 2021a）
、
（前田 2021b）として区別します。

2 つ以上の論文を同一箇所で引用する場合はカンマで区切
り、アルファベット順に並べてください。
（例）
食事中の塩分や脂肪は、大腸がんのリスクファクター
のひとつであると考えられている
（Adamson and
Robe 1998a, O'Keefe et al 2007）。
図表を引用する場合は、図表のタイトルの後に（前田
2021）のように記載し、引用文献として明示して下さい。た
だし、あらかじめ著作者に転載の許可を得て下さい。
（2022 年 3 月22 日改定）

