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日本内分泌・甲状腺外科学会雑誌  特集【執筆要項】  

（2018 年 4 月改訂）  

 

以下の手引きに従ってご執筆お願い申し上げます．  

編集の都合上、指定枚数を超えないようにご執筆お願い申し上げます．  

 

総則（抜粋）  

1．  掲載された論文の著作権は日本内分泌外科学会・日本甲状腺外科学会に帰属する。  

2．  投稿に際しては、特集論文同意書・利益相反自己申告書（COI,  別記資料）を添付する。  

3．  掲載された論文は、J-Stage で一般公開され、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス（CC 

BY-NC）を付与する。  

h t tps: / /www. js tage. js t .go. jp /browse/ jaes js ts / -char / ja /  

h t tp : / /c reat ivecommons. jp /  

 

原稿作成の手引き  

1.  論文は電子媒体（電子メールの添付ファイル，または CD-R・DVD-R・USB メモリー・SD カー

ドなどの郵送）によってお送りください．  

2 .  本文の長さは 400 字原稿用紙 15 枚分（6000 字）以内とし，図表はおのおの原稿用紙 1 枚

分に換算します．論文原稿は標準的フォント（MS 明朝，MS ゴシック）を用いた Microsof t 社

の Word で作成・送付してください．  

3 .  表は標準的フォント（MS 明朝，MS ゴシック）を用いた Microsof t 社の Word または Excel で

作成・送付してください．  

4 .  図は JPEG（推奨 ），  TIFF，  PowerPoint，  EPS，  PDF，  Excel のデータファイルを送付し

てください（PSD，AI， Indd は不可）．解像度は 360dpi 以上としてください．図，写真などは白

黒を原則とします．データファイルでなく印刷物をご提出される場合は、そのまま印刷可能な

明瞭なものをご送付ください．  

5 .  投稿する電子媒体のファイル名は次のように投稿者名や図表番号を用いてわかりやすい名

前をつけてください（拡張子は例）  

論文原稿：例 ）今井原稿 .docx,  岡本原稿 .doc 

表：例 ）表１ .x lsx,  表２ .x ls  

図：例 ）図１ . jpg  図２ . t i f f   図３ .ppt  図４ .eps  図５ .pdf  図６ .x ls  

6 .  論文原稿は以下の順で番号毎に改ページを行い記述してください．  

１） 題名，所属，著者名（姓と名のあいだにスペースを入れる：例 ）今井  常夫），所属施設

住所，著者連絡先（氏名 ・住所 ・名称 ・所属科・電話番号・FAX 番号・e-mai l アドレス）  

２） 英文論文種別（Specia l  Ar t ic le），英文題名，英文所属，英文著者名（全員記載する．

姓名とも最初の一文字だけ大文字とする：例 ）Tsuneo Imai），英文索引用語（５語以

https://www.jstage.jst.go.jp/browse/jaesjsts/-char/ja/
http://creativecommons.jp/
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内）  

３） 和文要旨（400 字以内），索引用語（５語以内）  

４） 本文：以下の順に記載してください  

はじめに  

本文の構成は特に規定はありません  

おわりに  

謝辞をつけられる場合は最後に記載してください  

５） 文献  

６） 図の説明文，表のタイトル  

 

引用文献の記載について、以下の形式でお願いいたします  

1．  本文に引用した順序に番号を付け配列する．本文中の該当箇所に対応する番号を括弧内

に数字を入れてあらわす：例 ［１］．  

2．  著者名は筆頭者から 3 名までは列記し，それ以上は他または et  a l .とする．  

3．  引用雑誌名は略名とし，日本語文献は「医学中央雑誌略名表」，外国文献は「 Index 

Medicus」に従い，以下の文献記載例を参照して記載する．  

4．  文献記載順序  

１）  雑誌  

引用番号．著者名：論文タイトル．雑誌略名  巻：初頁―終頁，発行年（西暦年号）  

２）  書籍  

引用番号．著者名：論文タイトル．書名  編集者名，発行所，発行地，発行年（西暦年

号），初頁―終頁．  

３）  インターネットのみに存在する情報（文献 ）  

引用番号．著者名：Web ページの題名．Web サイトの名称  URL（アドレス）  参照年月

日  

5．  例）  

1 .  吉田明，岡本高宏，北野博也他：甲状腺腫瘍診療ガイドラインに関わって．内分泌甲状

腺外会誌 28:355－356，2011 

2.  Cooper  DS, Doher ty GM, Haugen BR, e t  a l . :  Rev ised Amer ican Thyro id 

Assoc iat ion Management Guidel ines for  Pat ients  wi th  Thyro id Nodules and 

Di fferent ia ted Thyro id Cancer.  Thyro id 19:  1167-1214,  2009 

3.  泌尿器腹腔鏡手術ガイドライン  副腎腫瘍に対する腹腔鏡下副腎摘除術  Jpn J  

Endouro l  ESWL 21:  3-14,  2008 

4.  日本内分泌外科学会・日本甲状腺外科学会編：甲状腺腫瘍診療ガイドライン．2010

年版  金原出版，  東京，2010，p7－9.  

5.  高見  博，村井  勝：第 1 章  内分泌外科総論．村井  勝，高見  博（編 ），内分泌外科
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標準テキスト第 1 版  医学書院，東京，2006，ｐ1－7.  

6.  Takami H:  Hypercalcemic cr is is． In :  Clark  OH，  Duh Q-y，  Kebebew E (eds)，  

Textbook o f  Endocr ine Surgery 2n d  edt ion Elsevier  Saunders，  Phi ladelphia，

2005，p543-548.  

7.  国立がん研究センターがん対策情報センター：がん情報サービス  統計  

ht tp: / /ganjoho. jp /profess ional /s tat is t ics / index.html  平成 23 年 11 月 5 日参照  

8 .  NCCN c l in ica l  Pract ice Guidel ines in  Oncology:  Thyro id Carc inoma Vers ion 

3.2011 ht tp : / /www.nccn.org/profess ionals /phys ic ian_gls /pdf / thyro id.pdf 

Accessed 2011 Nov 5 

 

その他  

1．  別刷は 30 部を贈呈します．  

2．  著者校正は原則として初校のみとします．  

 

 

原稿送付先  

オンライン投稿  

h t tps: / /www.edi tor ia lmanager.com/ j jaes- js ts /Defaul t .aspx 

 

同意書・利益相反自己申告書（COI）ファイルはホームページからダウンロードしてください．  

問い合わせは以下までお願いします。  

日本内分泌・甲状腺外科学会雑誌編集部  

〒105-0013  東京都港区浜松町 2-2-12 

JEI 浜松町ビル 8Ｆ  大村印刷株式会社内  

Te l：03-6459-0066／Fax：03-3436-5455 

E-mai l： jaes- js ts@med.omura. jp  

 

http://ganjoho.jp/professional/statistics/index.html%20%E5%B9%B3%E6%88%9023%E5%B9%B411%E6%9C%885
http://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/thyroid.pdf
https://www.editorialmanager.com/jjaes-jsts/Default.aspx

