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日本小児呼吸器学会雑誌投稿規定

�． 論文の著者ならびに共著者は，原則として日本小児呼吸器疾患学会会員とする。
�． 論文の採択は �名ないし �名の査読を経たのち，編集委員会で決定する。
�． 論文は正 �部（オリジナル），副 �部（写真のコピーは認めない），およびその電子データを保存し

たメディアを提出する。電子データは別途電子メール等での送付も可能とする。
4． 論文の様式

 �） 原稿枚数は原則として，図，表，文献，含め，400字詰原稿用紙 40枚（刷り上がり �0頁）
以内とする。但し，刷り上がり 4頁以上のものは別に掲載料が必要である（下記 5．参照）。

 �） 原稿はワープロソフトを使用し，A4判用紙に 40字× �0行（800字／枚）で印刷する。横
書とし，できるだけ常用漢字と現代かなづかいを用いる。文字は �0.5ポイント以上，フォ
ントはMS明朝など汎用のフォントを使用し，機種依存フォントは使用しない。 

 �） 論文には，希望論文種別，和文・英文併記で論文表題，著者，共著者の姓名，所属，職
名を明記し，連絡者と連絡先（電子メールアドレス必須）を記載した添付表をつける。

　　論文の �ページ目に論文表題（和文・英文併記），5語以内の和文キーワードを付記する。
査読のため著者名・所属などはここに記載しない。

 4） �ページ目に論文の内容がわかるように和文要旨（400字以内），�ページ目に英文抄録（�00

語以内）をそれぞれ別の原稿用紙に記載して添付する。この用紙にも著者名や所属などを
記載しない。英文はネイティブチェックを受けたものとする。

 5） 数量の単位は，なるべく国際単位係（SI）を使用する。
　   km，m，cm，mm，l，�00 ml，kg，g，mg，など
 6） 図・表はパソコンソフトで作成・印刷した鮮明なものまたはトレーシングしたものとし，写真は
紙焼きとして手札またはキャビネ判の大きさとする。写真がデジタル画像の場合プリンターで出
力したものでもよいが解像度の高い鮮明なものに限る。図・表・写真は原稿とは別に添付し，
その挿入箇所を原稿の右側枠外に明示する。図表の説明は和文とする。（英文論文では英文）

 7） 文献は必要最小限とし，引用順に末尾に一括し，次の形式で記載する。雑誌の場合は著者
名，題名，雑誌名，発行年（西暦），巻，最初頁～最終頁，の順に，単行本では著者名，題
名，編者，書名，版数，地名，発行社，発行年（西暦），引用頁，の順とする。著者名は �

名までとし，以下は“他”または“et al”と記載する。邦文誌は各雑誌で決められた略称を，
外国文献はMEDLINEに示された略称を用いる。
〔雑　誌〕
例 �） 名越　蓮，大出　集，大野　勉，他：新生児肺胞蛋白症．小児科　�988；�9：

�56�─�575．
例 �） Moran WJ, Geller DE, Tepper RS, et al: Partial expiratory flow-volume curves in 

infants and young children. Pediatr Pulmonol �988; 5: ���─�4�.
〔単行本〕
例 �） 北市正則，平田健雄，泉　孝英：突発性間質性肺炎．三上理一郎，他編．びまん

性肺疾患の臨床．第一版，東京：金芳堂，�987：�55─�6�．
例 �） Nemir RL: Bronchiectasis. In: Kendig Jr EL,  et al eds. Disorders of the respiratory 

tract in children. 4 ed, Philadelphia: Saunders WB, �98�: �48─�68.
 8） 著者校正は �回限りを原則とする。
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5．  掲載料：刷り上がり 4頁までの掲載は無料とするが，写真掲載は �枚あたり �0,000円とする。
超過頁料，作り直した図・版下の制作費，カラー刷りの制作費はその実費を著者負担とする。
編集委員会より依頼した原稿はこの限りではない。別刷代は著者負担とする（最低 �0部）。

6． 著作権
 �） 本誌掲載の著作物の著作権は本会に帰属する。
 �） 学術機関リポジトリなどで著者が自分の論文を電子的に検索・閲覧できるよう公開するこ
とは妨げない。その際には，原則として雑誌掲載版の PDFファイルを使用するものとし，
登録公開するウェブサイトに関する情報を添えて学会事務局に書面または電子メールで事
前に許諾申請を行う。

7． 原稿送付先
　　 投稿は書留または書留に準ずるもので送ること。封筒には投稿原稿在中と表記のこと。
  〒 ���─00��　東京都文京区本郷 �─�─��　NCKビル
  編集室なるにあ内
　  日本小児呼吸器学会事務局
  E-mail:  jspp@narunia.co.jp

複写される方へ
　日本小児呼吸器学会は一般社団法人学術著作権協会に複写に関する権利委託をしていますので，本誌

に掲載された著作物を複写したい方は，（社）学術著作権協会より許諾を受けて複写して下さい。
　但し，社団法人日本複写権センター（学著協より複写に関する権利を再委託）と包括複写許諾契約を

締結されている企業の社員による社内利用目的の複写はその必要はありません。（※社外頒布用の
複写は許諾が必要です。）

権利委託先：一般社団法人学術著作権協会
〒 107─0052　東京都港区赤坂 9─6─41　乃木坂ビル 3 階
電話：03─3475─5618　FAX：03─3475─5619　E-mail：info@jaacc.jp
注意：複写以外の許諾（著作物の転載・翻訳等）は，学著協では扱っていませんので，直接日本小児呼

吸器学会事務局へご連絡ください。
　また，アメリカ合衆国において本書を複写したい場合は，次の団体に連絡して下さい。
Copyright Clearance Center, Inc.
222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923 USA
Phone：1─978─750─8400　FAX：1─978─646─8600

データ送付についてのご注意

�．  論文のデータを保存した CD-R等は返却いたしませんので，投稿される前に必ずバックアップをお取りく
ださい。

�．原稿について：パソコンのMacintosh，Windowsのワープロソフト（MSワードなど）やエディターで作
成された文書はそのまま保存して結構です。それ以外の OSで作られた文書は，前記のいずれかの OSで
読むことが可能なテキストファイルにしたものをつけてください。

�． 図表について：Wordなどに貼り込んだ写真等は解像度が落ちるので，印刷用としてできるだけ jpgまたは
パワーポイントデータを添付してください。パワーポイントに貼り込んだ表はできるだけもとのエクセル
等のデータも添付してください。

4．CD-R表面記載項目について：CD-R表面には，論文タイトル・著者名・機種名・ソフト名を明記してください。
  機種・ソフト記載例：Windows XP，Windows 7，Windows 8，Word �007，PowerPoint �007など
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1. Editorial Policy
The Japanese Journal of Pediatric Pulmonology 

(Japanese title: Nihon Shouni Kokyuuki Gakkai 
Zasshi) publishes articles related with pediatric 
pulmonology in Japanese or English.  All authors 
must be members of the Nihon Shouni Kokyuuki  
Gakkai Society.  The articles are generally classified 
as original papers and case reports.  Miscellaneous 
i t e m s  i n c l u d i n g  r e v i e w  a r t i c l e s ,  e s s a y s , 
commentaries and proceedings of medical meetings 
may also be published on approval of the Editorial 
Committee.  The ar ticles are received on the 
understanding that the editors are responsible for 
their acceptance, rejection and order of publication.  
Original papers should not be published elsewhere.
2. Manuscript Submission

Most manuscripts are to be prepared according to 
the “Style of Manuscripts”, although miscellaneous 
items may be arbitrary in style.  
Manuscripts should be sent to: 
Editorial Committee of the Japanese Journal of 
Pediatric Pulmonology. 

NARUNIA Co., Ltd.
 �-��, Hongo � chome, Bunkyo-ku, Tokyo, ���- 
00�� Japan 
 PHONE: +8�-�-�8�8-6450,   FAX: +8�-�-�8�8- 
0554
Manuscripts for original papers or case reports 

should be submitted in triplicate, with three sets 
of illustrations, including one original and two 
copies of quality equal to the original.  One origi-
nal manuscript should be submitted for miscella-
neous items.  All manuscripts should be type writ-
ten double-spaced on one side of white A4-size 
paper (��0×�97 mm), with a �5 mm margin on 
all sides.  Authors are encouraged to provide the 
final version of their manuscript on disk as well as 
in print form.  Any word-processing format can 
be handled.  It is essential to specify, in a covering 
note, the hardware and the word processing soft-
ware used.
3. Instructions for Authors

�) The manuscript should include a title page, 
abstract, text, references, figures, tables, leg-
ends to figures and tables, in that order.

�) The title page must include: the title; name(s) 
of the author(s); department(s) and institu-
tional affiliation(s); Key words not to exceed 
5 words; abbreviated title (running headline) 
not to exceed 50 letters and spaces; number of 

tables and figures; and the address to which 
correspondence should be sent.

�) The abstract written in both English and 
Japanese must be informative, and the abstract 
should not exceed �00 words in English and 
400 letters in Japanese.

4) References should numbered consecutively  
in legends to figures and tables.  The style  
must conform to the examples that follow.  
Names of no more than three authors should 
be given; indicate omission of other names 
by using “et al”.  Similarly, the names of the 
all journals must be abbreviated according to  
the Index Medicus.  In the list of references, 
papers from journals should be listed as fol-
lows.

 ・ Moran WJ, Geller DE, Tepper RS, et al: 
Par tial expirator y flow-volume cur ves in 
infants and young children. Pediatr Pulmonol 
�988; 5: ���─�4�.

 ・ Nemir RL: Bronchiectasis. In: Kendig Jr EL,  
et al eds. Disorders of the respiratory tract in 
children. 4 ed，Philadelphia: Saunders WB，
�98�: �48─�68.

5) Figures as well as tables must be consecu-
tively numbered.  Legends to figures and 
tables should be typed on a new page after 
the references sections.  The desired position 
of figures and tables should be indicated in 
the right margin of the text.  Figures and 
tables should be submitted as mountained 
photographs printed on glossy paper and it 
is desirable that they measure no less than  
��×�8 cm.

6) The text may be reviewed by the language 
editor at the expense of the author.

4. Proof of Reading
The first proof shall be checked by the author 

and returned with the manuscript by the data set by 
the Editorial Committee.  Alterations made by the 
author must be minimal and are, with the exception 
of printer’s error, charged to the author.
5. Page Charges

Authors will be charged ¥�0,000 per printed page 
and extra charge will be required for color printed 
photographs and more than four printed pages.
6. Reprints

Reprints are available in lots of �0.  Authors will be 
charged for reprints.

INFORMATION FOR AUTHORS


