
一般社団法人日本脳卒中の外科学会機関誌「脳卒中の外科」
投 稿 規 定

1．本誌の目的
　本誌は，一般社団法人日本脳卒中の外科学会の機関誌
として，脳卒中の外科およびその関連領域に関する基礎
的および臨床的研究（原著），症例報告，手術手技を主と
して掲載し，脳卒中の外科領域の知識水準および臨床技
術を高めることを目的とします．

2．論文の内容について
　脳卒中の外科の発展に貢献しうるオリジナリティに富
んだ論文を歓迎します．国内，国外を問わず，他誌に掲
載済みのもの，または掲載予定のものはご遠慮ください．
なお，英文論文も受け付けます．

3．倫理性，個人情報，転載・引用許諾について
　人を対象とした論文は世界医師会総会で承認されたヘ
ルシンキ宣言（1964 年承認，1984 年修正）などを参考にし
た人権上の配慮がなされている必要があります．
　また，動物を用いた研究については「実験動物の飼育
及び保管等に関する基準」（昭和 55 年 3 月　総理府告示
第 6 号）などを遵守して行われた研究である必要がありま
す．
　医療機器・薬剤使用の倫理性が問題となる場合には，
事前に倫理委員会の承認を得て，その旨を明記してくだ
さい．
　イニシャルや入院年月日，手術年月日などの個人情報
の特定につながる記載をしないでください．また，個人
を特定できる写真や表現は用いないでください．
　著作権のある図表の使用，未発表の結果の引用などを
行う場合は書面で許可を受け一緒に投稿してください．

4．論文の審査について
　論文の採否は編集委員会で決定します．審査の結果，
原稿の一部改正をお願いするか，編集委員会の責任にお
いて訂正することがあります．

5．論文の種類と執筆要領について
　①論文掲載形式は，総説，原著，症例報告，手術手技
とします．
　②邦文論文の本文ファイルは MS word で作成し，ペー
ジレイアウトは A4 判で 1 行 25 字× 24 行＝600 字として
ください．査読者が当該場所を指摘しやすいように，ペー
ジ番号および行数番号をつけてください．
　③原稿の表紙には，題名，著者名，発表施設名，校正

刷りの発送住所，氏名を明記してください．
　④論文の内容を明記した英文抄録（500 語以内）をつけて
ください．英文抄録には英文題名，著者名，施設名をつ
けてください．
　⑤ 5 個以内の英文の key words をつけてください．
　⑥論文の長さと図表の数は下記の通りです．原稿枚数
は英文抄録，文献を含んで計算します．所定枚数を超過
した論文は原則として採用しませんが，編集委員会で認
めた場合に限り，超過部分の印刷実費を著者負担のうえ，
掲載することがあります．

【邦文論文】

論文種類
原稿枚数（1 枚 600 字）

（A4 用紙，25 字× 24 行）
写真，図，表

総　　説 18 枚以内 10 個以内

原　　著 13 枚以内  8 個以内

症例報告  8 枚以内  6 個以内

手術手技  6 枚以内  6 個以内

【英文論文】

論文種類
原稿枚数（A4 用紙，12 ポイント，

1 枚の行数は 26 行以内）
写真，図，表

原　　著  8 枚以内  8 個以内

症例報告  5 枚以内  6 個以内

手術手技  4 枚以内  6 個以内

　なお，英文論文の場合は英文抄録（500 語以内）のほかに
和文抄録（600 字以内）を作成し，表題，著者名，施設名を
付記してください．

　⑦ファイル容量について
　ファイル容量は，図・表を含めて 1 論文 20 メガバイト
以内にしてください．
　⑧字句は脳神経外科学用語集（日本脳神経外科学会用語
委員会編集）に準拠し，外国語の固有名詞（人名，地名）は
原語のまま記載してください．ただし，日本語化してい
るものはカタカナで書いてください．
　略語を使用する際には，初出時に省略しない元の用語
を併記してください．また，略語を使用する際には脳神
経外科学用語集に準拠してください．
　商標薬品名，その他の固有名詞の頭文字は大文字で書



き，文中の外国語単語（病名等）の頭文字はドイツ語名詞
を除きすべて小文字とします．
　⑨数字は算用数字を用い，度量衡単位は CGS 単位，m, 
cm, mm, dl, ml, µl, kg, g, mg, γ を使ってください．
　⑩表，写真，図は MS word，Excel，PowerPoint 等を
用いてデジタルデータとして作成してください．写真，図，
表には英文で表題と説明をつけてください．
　⑪組織標本には染色法，倍率を入れてください．
　⑫写真は原則として白黒とします．カラーの場合は実
費を著者の負担とします．

6．文献について
　文献は本文に用いられたもののみを使用し，引用番号
を本文中に記してください．
　文献の記載は引用番号を著者名のアルファベット順と
し，本文の引用箇所に肩番号をつけてください．
　文献の書き方は下記の通りにしてください．

　雑誌：著者氏名：題名，雑誌名，巻号数：頁-頁，西
暦発行年
　書籍：著者氏名：書名，発行所，発行地，西暦発行年，
頁-頁
　著者氏名が 3 名以内の場合は全員，4 名以上の場合
は 3 名連記し，̶，ほか：̶ ，et al: と略してください．

　文献の表題は副題も含めてフルタイトルで書いてくだ
さい．学会，研究会の抄録を引用するときは，第何回学
会と明記してください．欧文の場合は（abstract）と書いて
ください．

7．オンライン投稿について
　本学会のホームページ（http://nsg.med.tohoku.ac.jp/
jsscs/）からアクセスのうえ，J-STAGE のオンライン投稿
システムより投稿してください．郵送による投稿は受け
付けません．

　①投稿用原稿および掲載用原稿の提出
　本文ファイル（MS word）および写真，図，表を個別
にアップロードしてください．（本文ファイルに写真，
図，表を取り込んで 1 つのファイルにする必要はあり
ません．）

　②投稿承諾書および COI 登録申告書（様式 1）の提出
　投稿承諾書の用紙は学会ホームページからダウン
ロードしてください．この投稿承諾書に共著者全員が
署名し，スキャナー取り込みで PDF 等の電子データに
したものをアップロードしてください．

8．著作権について
　本誌に掲載された論文（写真・図・表を含む）の著作権

は一般社団法人日本脳卒中の外科学会に帰属することと
なります．

9．著者校正について
　1 回のみ行います．

10．別刷について
　別刷は 30 部まで無料とし，希望部数は著者校正時にお
申し込みください．

11．利益相反（conflict of interest, 以下 COI）について
　投稿に当たっては著者全員の COI 状態を自己申告しな
ければなりません．日本脳卒中の外科学会は，COI マネー
ジメントを日本脳神経外科学会の管理指針に従って運用
しております．著者が社団法人日本脳神経外科学会の会員
であれば，日本脳神経外科学会のホームページ上で COI
に関する自己申告書をオンライン登録してください．ま
た，「投稿承諾書および COI 登録申告書」（様式 1）にオン
ライン登録状況を記入してください．
　著者が社団法人日本脳神経外科学会の会員でない場合
は，「COI 報告書」（様式 2）を日本脳卒中の外科学会ホー
ムページからダウンロードして，必要事項を記入の上，
提出してください．提出法は「投稿承諾書および COI 登
録申告書」と同様です．スキャナー取り込みで PDF 等の
電子ファイルに変換し投稿画面上でアップロードしてく
ださい．
　なお，利益相反関係（例：研究費・特許取得を含む企業
との財政的関係，当該株式の保有，公的研究費に基づく
かどうか等）の有無を本文の最後に明記してください．
　例示：①日本脳神経外科学会への COI 自己申告を完了
しており，筆頭著者が昨年 1 月～ 12 月において本研究
に関して開示すべき COI は以下の通りです．Ａ社，Ｂ社
より研究費（年間 200 万円以上）を，C 社より講演料（年間
100 万円以上）を得ています．②著者全員は日本脳神経外
科学会への COI 自己申告を完了しています．本論文の発
表に関して開示すべき COI はありません．

12．編集事務局
〒 700-8558　岡山市北区鹿田町 2-5-1
岡山大学大学院　脳神経外科内

「脳卒中の外科」岡山大学編集局
TEL: 086-221-5603（編集局専用）
FAX: 086-221-5604（編集局専用）
E-mail: cscs@okayama-u.ac.jp（編集局専用）

13．附則
　本規程は，平成 25 年 4 月 1 日から施行する．

〒 409-3898　中央市下河東 1110
山梨大学大学院　脳神経外科内
「脳卒中の外科」山梨大学編集局
TEL: 055-273-6786
FAX: 055-274-2468
E-mail: scs@yamanashi.ac.jp（編集局専用）


