
日本遠隔医療学会雑誌投稿規程
（平成 27 年 5 月改訂）

Ⅰ．投稿資格
本学会雑誌は日本遠隔医療学会会員が自らの学術的活動を公にするものであるが、非会員にあっても、当学

会の活動に賛同するものは投稿資格を有する。なお、投稿者は当学会が定める下記の条件に同意したものと見
なす。

Ⅱ．掲載料金
編集委員会で掲載を許可された論文等の著者および共著者には、下記の条件に従い、掲載料金が科せられる。
当学会会員で、掲載年度までの会費を納入済みである場合、著者および共著者の掲載料金を免除する。
当学会が寄稿を特別に依頼し、掲載料免除を承認した著者および共著者の掲載料金を免除する。
当学会に属しない著者および共著者は、以下に規定する掲載料金を支払うものとする。
　　　1 人 8,000 円、ただし学生（大学院生を含む）は 4,000 円

Ⅲ．掲載料の請求
掲載料金は、事務局が著者に共著者分を含め合算して請求する。
掲載料金には支払期限を設ける。
指定の期日までに支払われない場合は、著者および共著者に確認し、掲載を取り消す場合がある。

Ⅳ．投稿にあたっての倫理
論文等の倫理的配慮には著者および共著者が責任を負うべきものであるが、特に下記に当たる投稿について

は事実を確認し、既報も含め掲載を取り消すことがある。

既に他の学術誌などに掲載されたもの、あるいは掲載予定のものと著しく類似性のある論文等
虚偽・事実歪曲・利益誘導など、公平性、公共性、学術性を損なう内容の論文等
個人の人権、プライバシーを損なう内容の論文等

Ⅴ．掲載の採否
原著および総説掲載の採否は 2 名以上の審査員、短報および報告では 1 名以上審査員、その他種別では適宜

人数の審査員の審査結果に基づき編集委員会が決定する。

Ⅵ．投稿方法
以下のすべての投稿種別において、原稿の最初の 2 ページは、下記の内容を日本語と英語の両方で記入して

ください。ただし、報告（Report）、編集者への手紙（Letters to the editor）に関しては、2 ページ目の要旨
（Abstract）、キーワード（Keywords）は省略可です。

1 ページ目：日本語、英語の論文形式にかかわらず必須
　　　　　　　投稿種別（原著、総説、短報など） 
　　　　　　　題名（タイトル）   Title
　　　　　　　小見出し（ランニングタイトル）  Running title
　　　　　　　著者名（全員）    Authors
　　　　　　　所属機関名（全員）   Institutions
　　　　　　　連絡先（住所、電話番号、メールアドレス）

2 ページ目：日本語、英語の論文形式にかかわらず必須
　　　　　　　要旨（800 字以内）  Abstract（less than 250 words）　　
　　　　　　　英文要旨を必須とする。英文にて執筆する原稿では和文要旨は不要である。
　　　　　　　キーワード（一般化された用語で 5 語以内）  Keywords（within 5 words）



【投稿種別による詳細】
　　1. 原著　Original Articles

科学的妥当性の高い方法で得られた新しい知見であること。
「はじめに」「方法」「結果」「考察」「まとめ」「参考文献」の項目に分けて記述すること。

文字数は、日本語の場合 12000 字以内、英語の場合 4000 words 以内とすること。

　　2. 総説　Reviews
諸課題についての総括的論述（一方向からのみの論述でないもの）であり、かつ科学的妥当性の

ある論述であること。
論述するにあたっての適切な項目に分けて記述すること。
文字数は、日本語の場合 12000 字以内、英語の場合 4000 words 以内とすること。

　　3. 短報　Short Communications
　　　　a) 調査・事例報告　Case Reports

この分野における重要な調査報告あるいは興味深い事例の報告であること。
「はじめに」「事例」「考察」「まとめ」「参考文献」の項目に分けて記述すること。

文字数は、日本語の場合 8000 字以内、英語の場合 2500 words 以内とすること。

　　　　b) 座談会報告　Symposium Reports
この分野における重要な問題点について座談会などを行い、その内容などを報告するもので、広

く会員の関心を喚起するものであること。
日時、場所、座談会の主催者、および発言者名を記しての報告であること。
座談会の趣旨、各発言の内容を過不足なく記述しての報告であること。
文字数は、日本語の場合 6000 字以内、英語の場合 2000 words 以内とすること。

　　　　c) ユーザーへのインタビュー報告　Interview Reports
この分野において、現にサービスを受けている複数の市民（消費者）の声を、相対立する意見も

公平に扱う立場で取り上げる報告であること。
日時、場所、インタビュアの氏名、および発言者名を記しての報告であること。
インタビューの趣旨、各発言の内容を過不足なく記述しての報告であること。
発言者の氏名および発言内容等の掲載について、本人が本学会誌に公表することに同意している

旨を「発言者の同意」として本文の最終部分に項を立て記載すること。
発言者を匿名とする特別の事情がある場合には編集委員会の協議を必要とする。
文字数は、日本語の場合 4000 字以内、英語の場合 1200 words 以内とすること。

　　4. 報告　Reports
日本遠隔医療学会の発展に寄与する報告であり、本会が公式に認定する分科会（趣旨、年次計画、

開催事項、調査事項、成果等）、本会と関連して活動する研究班や調査事業などの報告とする。

　　5. 編集者への手紙　Letters to the editor
本誌に掲載された論文に対する意見や学術上の重要なトピックスについての意見など、編集者お

よび読者に伝えたいことを簡潔に記述したものであること。
文字数は、日本語の場合 800 字以内、英語の場合 250 words 以内とし、参考文献は 5 編まで、

図表は 3 つまでとすること。

　　6. 特集など
日本遠隔医療学会が主催する学術大会やシンポジウム等の内容を論文として特集する場合、およ

び本学会が主導して各時代のトピックスを一連の論文として特集する場合には、適宜、論文審査方
針および編集方針を定め、その号の全体あるいは部分として本学会誌に掲載する。



【原稿の形式】
原稿は、学会所定の投稿フォームを使用して、電子媒体としてメールに添付して提出すること。
文章は、Microsoft Word 形式で作成する。基本的に、漢字、ひらがな、カタカナはすべて全角で、数字、ア

ルファベット、英語はすべて半角で表記すること。
図表は、文章とは別に、jpeg ファイル形式（グレースケール）で提出すること。表はテキスト形式等ではなく、

図と同様に jpeg ファイル形式（グレースケール）で作成すること。
図表の解像度は原則として 300dpi とし、大きさは、幅が、16.5 cm（1950pixel）もしくは 8.0cm（945pixel）

のいずれか、高さが 22.0cm（2600pixel）以内とする。
図表の画像ファイルは、fig1.sakamaki あるいは、table2.sakamaki など本文中の図表番号と著者名を含む

名称を付け、個別の jpeg ファイルとして作成すること。
形式： 　jpeg
名称： 　fig1.sakamaki あるいは、table2.sakamaki など
幅　： 　16.5cm（1950 pixel）もしくは　8.0cm（945 pixel）のいずれか
高さ： 　22.0cm（2600 pixel）以内であれば可

なお、図表の説明文（Figure legends）は、別に Microsoft Word ファイル形式でひとまとめのファイルと
すること。

原稿および図表などファイルの合計サイズは 10 メガバイト以下とする。

【参考文献の表記方法について】
日本語の場合も英語の場合も、著者は 3 名以内の記載にすること。3 名以上にわたる場合は、以下の例を参

考とすること。
　　　　日本語→森田浩之，酒巻哲夫，新井桃子，他．
　　　　英語→ Morita H, Sakamaki T, Arai M et al.
参考文献は、本文中の引用順に末尾に一括して記載し、本文中には文献記載番号を片括弧に入れて肩付きとし、

引用箇所に記入すること。

雑誌に関する表記は
　　日本語→著者名．タイトル．雑誌名　発行年；版：ページ．
　　　　（ピリオド、コロン、スペースは全角）
　　日本語による記載例：

神谷誠，郡隆之，新井桃子，他．Web データベースシステムを用いた静止画像テレパソロジー．日本
遠隔医療学会雑誌　2006；2(1)：27―32．

　　英語→ Author. Title. Name of the journal Year; Edition: Page.
　　　　（ピリオド、コロン、スペースは半角）
　　　＊ 英語による記載例は英文要項参照。

書籍に関する表記は
　　日本語→著者名．書籍名，版．出版都市：出版社，発行年．
　　　　（ピリオド、コロン、スペースは全角）
　　日本語による記載例：
　　　　大腸癌研究会編．大腸癌取り扱い規約，第 7 版．東京：金原出版，2006．
　　英語→ Author. Title, Edition. City, Nation: Name of the press, Year; Page.
　　　　（ピリオド、コロン、スペースは半角）
　　　＊ 英語による記載例は英文要項参照。

ホームページに関する表記は
　　日本語→著者名．所属機関名．題名．（引用した年月日）．URL: http://www.-----------.
　　日本語による記載例：

神谷　誠．群馬大学医学系研究科病態病理学．Web を利用した遠隔病理診断支援システムの開発お
よびその有効性と限界．（2007 年 1 月 4 日引用）．URL: http://www.medical-e.net/telemedicine/
telepath/93path.pdf



　　英語→ Author. Institution. Title. [homepage on the internet]. (Cited date). Available from URL:
　　http://www.-----------.
　　　＊ 英語による記載例は英文要項参照。

＊ 日本語の場合も英語の場合も、引用したホームページの内容について、本文中に注釈または要旨とし
て簡単にまとめて記述し、URL が他に変更されても他の研究者に内容が伝わるよう配慮すること。

大会論文集（大会抄録集）に関する表記は
　　日本語→著者名．タイトル．学会名　第○回○○大会論文集　発行年：ページ．
　　　　（ピリオド、コロン、スペースは全角）
　　日本語による記載例：

松崎竜児，山本乃之，逢坂公一．病院間データ連動を活用した在宅透析管理ネットワークシステムの
有用性．日本医療情報学会　第 31 回医療情報学連合大会論文集　2011：775―778．

大学紀要（学校紀要）に関する表記は
　　日本語→著者名．タイトル．○○大学○○学部紀要　発行年；第○巻第○号（：ページ）．
　　　　（ピリオド、コロン、スペースは全角）
　　日本語による記載例：

小川晃子，狩野徹，佐々木淳，他．ICT を活用した高齢者生活支援型コミュニティーづくりプロジェ
クト実践報告．岩手県立大学社会学部紀要　2011；13：65―69．

省庁（都道府県）の通知類に関する表記は
　　日本語→○○省○○局（△△県△△課）．タイトル．発行年；文書番号（：ページ）．
　　　　（ピリオド、コロン、スペースは全角）
　　日本語による記載例：

厚生省健康政策局．情報通信機器を用いた診療（いわゆる「遠隔診療」）について．1997 年（2011
年一部改正）；健政発第 1075 号．

法令類に関する表記は
　　日本語→法令名．発行年；法律番号：関係条項番号．
　　　　（ピリオド、コロン、スペースは全角）
　　日本語による記載例：

個人情報の保護に関する法律．2003 年；第 57 号：第 3 章第 2 節第 8 条．

Ⅶ．提出先
　　　郵便番号　501-1194
　　　岐阜県岐阜市柳戸 1 番 1
　　　岐阜大学大学院医学系研究科総合病態内科学分野内
　　　日本遠隔医療学会雑誌編集事務局
　　　アドレス：jttajournal@j-telemed-s.jp

Ⅷ．提出後の注意事項
編集委員会より2週間以内に受領の知らせが届かない場合には、メールにて上記アドレスに問い合わせること。

Ⅸ．著作権
本論文誌に採録決定された論文等（以下、論文とする）の著作権は、本学会に帰属する。
投稿に際しては、論文として採録された場合に当該原稿の著作権が本学会に帰属することを、著者全員が同

意しているものとみなす。したがって投稿者は、共著者全員に本投稿規定を示し、この点に関する了解を得た
上で投稿し、申込用紙の中の同意書に署名、捺印しなければならない。

以上



NOTICE TO CONTRIBUTORS

MANUSCRIPT CATEGORIES
Manuscripts are published in the following categories:

　　　　(i) Original articles

　　　　(ii) Reviews

　　　　(iii) Short communications (case reports, symposium reports, and interview reports)

　　　　(iv) Reports (division reports, and so on)

　　　　(v) Letters to the editor

PREPARATION OF MANUSCRIPTS
Manuscripts should be presented in Microsoft Word. 

Title page

The title page should contain (i) the title of the paper, (ii) the full names of the authors, (iii) the 

addresses of the institutions at which the work was carried out, and (iv) the full postal and e-mail 

address, plus facsimile and telephone numbers, of the author to whom correspondence about the 

manuscript should be sent. The title should be short, informative, and contain the major key words. 

Do not use abbreviations in the title. A short running title should also be provided.

Abstract

The abstract should be an unstructured, concise excerpt of no more than 250 words stating the 

purpose, basic procedures, main findings, and the principal conclusions of the investigation. New 

and important information should be emphasized as well.

Key words

Fewer than five keywords should be described.

Text

Authors should use the following subheadings to divide the sections of their manuscript:

[Original Article]

Introduction, Materials and Methods, Results, Discussion, Conclusion

[Case Report]

Introduction, Case, Discussion, Conclusion

References

The Vancouver system of referencing should be used. Names of journals should be abbreviated in 

accordance with the style used in Index Medics. In the reference list, cite the names of all authors 

when there are three or fewer; when there are four or more, list the first three authors followed by “et 

al.” Authors are responsible for the accuracy of the references.



Examples of correct format for references

Journal articles:

1) Klaus K, Gian K, Dominik R et al. New developments in digital pathology: From telepathology to 

virtual pathology laboratory. Stud Health Technol Inform 2004; 105: 61-9.

Books:

2) William D. Travis, Elizabeth Brambilla, Curtis C. Harris et al. Tumours of the Lung, Pleura, 

Thymus and Heart. Lyon, France: IARC Press, 2006.

Electronic materials:

3) Larry An. The Real U: A Web-based Intervention to Reduce College Smoking. [homepage on 

the internet]. (Cited 27 December 2006). Available from URL: http://www.mednetcongress.org/ocs/

viewabstract.

Tables and figures

Tables and figures should be submitted as jpeg files (gray scale) at a resolution of 300 dpi. The size 

of tables and figures should be supplied as width 16.5 cm (1,950 pixels) or 8.0 cm (945 pixels) and 

height less than 22.0 cm (2,600 pixels). The figure legends should be submitted in Microsoft Word.

Copyright

The copyright of articles transcribed by this magazine belongs to JTTA. Each author must agree 

that the copyright of the manuscript belongs to JTTA, if transcribed as an article. The author must 

show this notice to collaborators, and each author must sign a written consent.


