
 1 / 19 

 

 

一般社団法人 日本有病者歯科医療学会 投稿論文作成の手引き 

 

本手引書は以下の（一社）日本有病者歯科医療学会の登録規定に基づき、投稿論文の原稿

作成及び提出にあたって注意すべき点をまとめた資料です。 

論文投稿時は本手引書を確認の上、原稿の作成及び提出をお願い致します。 

 

作成に当たり「論文投稿ファイル.zip」をダウンロードし、雛形としてご利用ください。 

「論文投稿ファイル.zip」に圧縮されたファイルは以下の通りです。 

構成に該当するファイルで各内容を作成ください。 

また、フォーマットを個別にダウンロードすることも可能です、校正に該当するファイル・

書式で作成してください。 

 

 ①基本情報フォーマット ............................. 投稿者の個人名・所属の記載がある資料 

  ・基本情報 

 ②投稿フォーマット ..................................... 投稿者の個人名・所属の記載がない資料 

  ・表紙 

  ・抄録（英文・和文） 

  ・本文（緒言，対象・方法，結果，考察，結語，謝辞，利益相反（COI）） 

  ・引用文献 

  ・写真・図の説明文 

 ③写真フォーマット ..................................... 投稿者の個人名・所属の記載がない資料 

  ・写真 

 ④投稿規定及び関連資料 

  ・一般社団法人 日本有病者歯科医療学会「雑誌投稿規定」 

  ・一般社団法人 日本有病者歯科医療学会 

   「研究の利益相反（COI）に関する指針」の細則 

  ・「有病者歯科医療雑誌投稿票」 ............. 投稿者の個人名・所属の記載がある資料 

  ・「COI 自己申告書」 ............................... 投稿者の個人名・所属の記載がある資料 

  ・「投稿論文チェックリスト」 ................ 投稿者の個人名・所属の記載がある資料 

・投稿フォーマット（sample） 

 

投稿者の個人名・所属の記載がある資料と投稿者の個人名・所属の記載がない資料を 

それぞれ Zip ファイルでまとめて提出していただきます。  
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①基本情報フォーマット.docx 投稿者の個人名・所属の記載がある資料 

・基本情報 

  

著者名について 

①著者名は全角の“，”

で区切って作成くださ

い。 

②苗字と氏名の間に全

角スペースを追加して

ください。 

 

③著者の所属が 2か所

以上の場合、著者名の

右肩に“１） ”のよう

に 

上付き番号を記載して

ください。 

 

④英文表記時は 

名字を大文字で名前を

先頭のみ大文字にして

ください 

ランニングタイトルと

は 

雑誌の奇数ページ上部

に記載される簡単な表

題のことです。 

所属名の左に著者名に

つけた番号と対応する

番号をつけてくださ

い。 
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PDF で保存してください。 
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②投稿フォーマット.docx 投稿者の個人名・所属の記載がない資料 

 ・表紙 

 ・抄録（英文・和文） 

 ・本文（緒言，対象・方法，結果，考察，結語，謝辞，利益相反（COI））， 

・引用文献， 

・写真・図の説明文， 

  

基本情報フォーマットから、投稿者の個人

名・所属などの記載を省いて作成いただく

書類です。 

 

・表紙 

・抄録 

・本文 

・引用文献， 

・写真・図の説明文， 

上記項目それぞれの記述時必ず改ページ

を行い 

属性別に書類が分かれるように作成して

ください。 
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・文字フォントは  12 ポイントの大きさ， 

・原則として日本語は明朝体（全角文字）， 

・英数字は Century もしくは Times New Roman  

（半角文字）， 

・A4 判用紙 1 枚につき「 1 行 26 文字× 30 行」の  

横書きとする． 

・専門用語以外は常用漢字，新かなづかい，ひらがな， 

口語体を原則とする． 
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・ページの設定値：投稿フォーマット.docx には既に設定されています。 

 

【文字数と行間】について 

文字数：26 

文字送り：14.15 

行数：30 

行送り：22.85 

 

【余白】について 

上：30 ㎜ 

下：25 ㎜ 

左：45 ㎜ 

右：35 ㎜ 
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【その他】について 

ヘッダー：15 ㎜ 

フッター：17.5 ㎜ 

 

【その他】【行番号】について 

開始番号：１ 

文字列と間隔：18 ㎜ 

行番号の増分：５ 

番号の付け方：ページごと振り直し 

  



 8 / 19 

 

１）表紙 

（１）標題（英文・和文）・抄録（英文・和文）を記載してください。 

（２）5 句以内のキーワード（英・和語）を抄録の末尾に記載する． 

（３）標題と抄録の間には 1 行空行を追加してください。 

（４）本文は次のページからとなります。必ず最後の行で改ページを行ってください。 

 

一行 空行を追加する 
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本文は次のページから

となります、ここで改

ページしてください。 
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２）投稿フォーマット.docx 本文部分 

（１）本文（緒言，対象・方法，結果，考察，結語，謝辞，利益相反（COI））を 

記載してください。 

（２）各項目（緒言 等）の間には 1 行空行を追加してください。 

（３）引用文献は次のページからとなります。必ず最後の行で改ページを行ってください。   

 

一行 空行を追加する 

引用文献は次のページ

からとなります、ここ

で改ページしてくださ

い。 

本文右に朱書きで 

写真・図・表の 

挿入箇所を追加する 

文献番号の付け方 

 1 つの場合 …〇ら１）は 

 複数の場合 …〇５～７）は 

←写真１ 
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３）投稿フォーマット.docx 引用文献部分 

（１）本文に掲載されている番号・順番で引用文献を掲載ください。 

（２）必ず投稿規定を確認し、記載内容・順序を投稿規格に合わせて作成してください。 

（３）写真・図・表の説明文は次のページからとなります。 

必ず最後の行で改ページを行ってください。 

 

  ■投稿規定より抜粋 

９）引用文献は引用順に右肩に番号をつけ，本文末尾に番号順に並べる． 

［雑誌の場合] 

著者名（英文は姓名の順とし，名は略名にする．2 名以内とし和文は「他」英文は「et al」と略

記する．以下同様）：標題．雑誌名 巻：頁（最初の頁 - 最後の頁），年（西暦）． 

例）飯島美智子,篠塚 襄,他：一般歯科診療所の初診患者における有病率について.日有病歯誌 1

2: 7-13, 2003. 

例）Yoda T, Sato T, et al: Long-term results of surgical therapy for masticatory 

 muscle tendon-aponeurosis hyperplasia accompanied by limited mouth opening.   

  Int J Oral Maxillofac Surg. 38(11): 1143-1147, 2009. 

[書籍・単行本の場合] 

著者名：書名．版数．頁（最初の頁 - 最後の頁），発行所，発行地，年（西暦）． 

例）塩田重利,富田喜内監修：最新口腔外科学.第 4 版,784-786 頁,医歯薬出版,東京,1999. 

[分担執筆書籍の場合] 

著者名：標題．編 （監修） 者名；書名．版数，書店名，発行地，発行年，頁 （最 初の頁 - 

最後の頁）． 

例）今井裕，白川正順：有病者歯科医療とは．今井裕，岩渕博史監修；有病者歯科学．第 2 版，

永末書店，京都，2021，2-9 頁． 

例）Sato T, Yoda T: The correspondence of a palate caked with expectoration.  

Natsume N eds; Manual for oral care. Quintessence, Tokyo, 2011, 269-270. 

[電子版掲載文献 （オンラインジャーナル）の場合] 

著者名：標題．掲載誌名 巻：頁，発行年．入手先． 参照年月日．（注）「巻：頁，発行年，入

手先」などの情報がない場合は記載不要． 

例）Sato T, Enoki Y, et al: Donepezil prevents RANKL-induced bone loss via inhibition of 

osteoclast differentiation by downregulating acetylcholinesterase. Heliyon 1 (1): e00013 

2015.  

［Web サイト上の文献の場合］ 

著者名：標題．Web サイトの名称．巻：頁， 発行年．入手先 URL．参照年月日． （注）「著者

名，巻：引用頁，発行年」などの情報がない場合は記載不要 

例）（一社）日本有病者歯科医療学会他編：抗血栓療法患者の抜歯に関するガイドライン．2

020 年版：64-67，2020． https://minds.jcqhc.or.jp/docs/gl_pdf/G0001242/4/Exdonti

a_in_patient_with_antithrombotic_treatment.pdf．2022 年 6 月 6 日．  

https://minds.jcqhc.or.jp/docs/gl_pdf/G0001242/4/Exdontia_in_patient_with_antithrombotic_treatment.pdf．2022年6月6
https://minds.jcqhc.or.jp/docs/gl_pdf/G0001242/4/Exdontia_in_patient_with_antithrombotic_treatment.pdf．2022年6月6
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10）論文の時制については原則として以下のようにする． 

 ① 要旨（Abstract）は過去形で記述する．  

 ② 検索材料と方法，結果（Material and Methods, Results）は過去形で記述する． 

 ③ 図表の説明文は現在形で記述する．  

 ④ 計算や統計解析の結果は過去形で記述する． 

 ⑤ すでに出版された科学論文からの引用は現在形で記述する． 

11）漢数字を含む名詞・形容詞・副詞などを除き，数字はアラビア数字を用いる．（漢数字例）一部

分，二次う蝕，第三大臼歯，十二指腸，十数回    

12）医薬品名の表記方法について 

① 日本の医薬品として認可され販売されている医薬品名は一般カタカナ名（JAN または INN）

を用いる． 

 （ ）内に略語を記し，次回以降その略語を用いることができる．  

 ② 未発売の薬品名は原則として英米綴りの一般名を用い，普通名詞扱いとする． 

③ 商品名の記載が必要ならば，最初に一般名が書かれたときに，括弧内に登録商標表示 R また

は ® で示す． 

13）年号表記は西暦とし，単位記号は原則として国際単位系（SI）を用い，主なものは下記のとおり

とする．なお， 本文，図表，英文・和文抄録では数値と単位の間には必ず半角スペースを入れ

る（℃と％を除く）．  

例）m，cm，mm，μm，nm，cm2 ，L，mL，dL，kg，g，mg，μg，ng，mol，pmol，℃，％

 など． 
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４）投稿フォーマット.docx 写真・図・表の説明文部分 

（１）本文に掲載されている番号・順番で掲載ください。 

 

  

一行 空行を追加する 

投稿フォーマットに記載する内容は以上です。 

提出ファイルは PDF で保存してください 
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③-1 写真フォーマット.pptx 投稿者の個人名・所属の記載がない資料 

（１）本文に掲載されている番号・順番で引用文献を掲載ください。 

（２）必ず投稿規定を確認し、記載内容・順序を投稿規格に合わせて作成してください。 

 

 

写真の基本作成 

写真･図 Microsoft 社の power point で作成し，PDF 形式に

変換してください．余白に，写真（図・表）番号を記載してく

ださい．解像度は、カラーは 400dpi 以上，モノクロは 600dpi

以上としてください． 

カラー印刷を希望する

場合はカラー写真を貼

り「カラー印刷希望」

と記載してください 

モノクロ印刷を希望す

る場合はモノクロ写真

を貼ってください． 

写真の天地を記入して

ください． 
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組み写真であっても個々の写真が小さくならないようにしてください． 

 

組写真が 3 枚（A，B，C）の場

合，写真 A，B を用紙 1 枚目に，

写真 C を 2 枚目に貼付してくだ

さい 

原稿の余白に写真の組み

方を図示してください． 
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図のトレースを希望する

場合余白に「要トレー

ス」と記載してくださ

い． 
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③-２図・表 投稿者の個人名・所属の記載がない資料 

表は Microsoft 社の Excel などで作成し，PDF 形式に変換してください． 

 

表は原則として上下の線

のみで区切ってください 

表番号と表題のみ記載し

てください． 
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④投稿者の個人名・所属の有無別にフォルダを作成して Zip で保存する 

 

 ①基本情報（PDF） .................................... 投稿者の個人名・所属の記載がある資料 

 ②投稿（PDF） ............................................ 投稿者の個人名・所属の記載がない資料 

 ③写真（PDF） ............................................ 投稿者の個人名・所属の記載がない資料 

 ③図・表（PDF） ........................................ 投稿者の個人名・所属の記載がない資料 

④投稿規定及び関連資料 

  ・「有病者歯科医療雑誌投稿票」 ............. 投稿者の個人名・所属の記載がある資料 

  ・「COI 自己申告書」 ............................... 投稿者の個人名・所属の記載がある資料 

  ・「投稿論文チェックリスト」 ................ 投稿者の個人名・所属の記載がある資料 

 

※保存名称について 

 フォルダ名・ファイル名は以下の通りとしてください。 

 “-”はハイフンまたは半角マイナスで入力してください。 

 

  ■フォルダ名 

    例）20230201-000000-基本情報.zip 

 

  ■ファイル名 

例）20230201-000000-基本情報.pdf 

 

  ■階層イメージ 

   投稿日-会員番号-基本情報.zip 

   ┗ 投稿日-会員番号-基本情報.pdf 

   ┗ 投稿日-会員番号-投稿表 （PDF または画像データ）  

 ┗ 投稿日-会員番号-COI  （PDF または画像データ）  

 ┗ 投稿日-会員番号-チェックリスト （PDF または画像データ） 

 

   投稿日-会員番号-投稿論文.zip 

   ┗ 投稿日-会員番号-投稿.pdf 

   ┗ 投稿日-会員番号-写真.pdf 

   ┗ 投稿日-会員番号-図・表.pdf 
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⑤論文を投稿する 

 

１）論文投稿画面より【新規投稿】または【再投稿】を選択 

 

２）記入とファイルの提出 

「投稿者の個人名・所属の記載がある資料」「投稿者の個人名・所属の記載がない資料」を 

それぞれの添付ボタンより参照し、投稿してください 

 


