
「神臨技雑誌」論文作成投稿要領 

「神臨技雑誌」に論文を投稿される方は，本要領

を参考に論文を作成の上，投稿してください． 

神臨技ホームページ（http：//www.jinringi.or.jp//）

上の申請各種より雑誌投稿のページを参照してく

ださい．各種様式やテンプレートをダウンロード

できます． 

 

《投稿資格》 

1） 筆頭執筆者は，この会の会員に限ります．た

だし，当会からの依頼原稿についてはこの限

りではありません． 

2） 述名執筆者は 10名以内を基本とします． 

 

《論文内容》 

1） 医学検査に関する，他誌に未発表のものに限

ります． 

2） 二重投稿とみなされるものは次の通りです．

ご注意ください． 

① 著書，商業誌などの如何を問わず，すでに原

著形式で発表されていて対象が基本的に同じ

であり，方法が同じで結果，考察に新しいも

のがない場合（図表のない学会抄録は除く）． 

② 総説であっても対象が基本的に同じであり，

方法が同じで結果，考察に新しいものがなく，

同一内容の図表を用いた場合． 

 

《執筆要領》 

1） 投稿表紙：論文掲載申込書に必要事項を記入

し，原稿に添付してください．HP で所定の

（申込み＆テンプレート）をダウンロードで

きますので，これを利用し作成してください 

2） 論文：表題，著者名，所属，所在地，和文キ

ーワードおよび本文とし，図表をつけてくだ

さい． 

写真も図として扱われます．図と表は区別し

てそれぞれタイトルと通し番号をつけてくだ

さい．次の事項を遵守してください． 

① 本文には頁番号を必ず入れてください． 

② 著者 10名以内の氏名，それぞれの所属と会員

番号を記載してください． 

③ 責任著者の氏名と連絡先住所，電話番号，

e-mailアドレスを明記してください． 

3） 論文の形式：論文内容により若干異なります

が，代表的な形としては，以下の順でまとめ

てください． 

 

はじめに・目的 

Ⅰ．方法 

Ⅱ．成績・結果 

Ⅲ．考察 

Ⅳ．結語・まとめ 

Ⅴ．その他「謝辞」（研究指導者・論文指導者

等への謝辞） 

参考文献 

※ 他に，適宜，中見出しをつけることが望ま

しいです． 

 

【記述・用語】 

① 一般用字，用語：専門用語以外は，常用漢字，

現代かなづかい，横書きとし，数字は算用数

字とします．文字は明朝体，フォントサイズ

は 10.5 ポイントにて作成し，句読点は全角

「，」「．」とします．括弧は全角とします． 

② 数字，欧文：数字，欧文は半角とします．ま

た，菌名等の学名はイタリック体で表記する

か，下線をつけます． 

③ 専門用語：特殊なものを除き，原則として和

文とします（日本語化しているものはカタカ

ナとする）． 

④ 欧文，略語：特定専門分野の欧文や略語を使

用する場合は，その初出で，和文，欧文，（略

語）の順に書いてください（固有名詞以外は

小文字）． 

〈例〉主要組織適合遺伝子複合体major histocom- 

patibility complex（MHC） 

〈例〉ベンスジョーンズ蛋白  Bence Jones 
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protein（BJP） 

 

【表，図（写真）】 

① 図表・写真の挿入は著者自身が行い，出来な

い場合は論文の最後にまとめて添付し，スペ

ースを開け朱書きで指定してください．指定

のないものは編集委員で行います． 

② 図表・写真の説明は論文の最後にまとめて添

付してください． 

③ 表題は表の場合上側，図・写真の場合は下側

にそれぞれ付け，文字は欧文か和文のいずれ

かに統一してください． 

④ カラー写真は 1 頁 4～8 枚で 2 頁以内としま

す．特にデジタルデータとして作成した図，

写真は印刷製本に耐える鮮明なものにしてく

ださい． 

⑤ 写真，図表の他紙からの引用については著作

権など充分に注意してください（個人で承諾

を得ること）． 

 

【引用文献】 

① 文献数は原則的に 20 以内とし次の形式に則

り，引用順に記載します． 

（学術雑誌論文の場合） 

著者名（2名以上は筆頭著者氏名，他とする）：

表題，誌名，発表年；巻数：通巻始頁 – 通巻

終頁． 

（単行本の場合） 

著者名：表題，書名，始頁 – 終頁，発行所，

発行地，発表年． 

（編者がいる場合） 

著者名：表題，書名，始頁 – 終頁，編集者，

発行所，発行地，発表年． 

② 以下に和・英凡例を示す． 

〔凡例 学術雑誌論文〕 

小林徳子，他：上部尿路上皮癌細胞の腎孟尿

管尿・自然尿への出現率について，医学検査 

2013；62：241–251． 

Jeme DE et al.：Peutz-Jeghers syndrome is 

caused by varianis in a novel serine 

threonine kinase，Nat Genet 1998；18：

38–43． 

〔凡例 単行本（書籍）〕 

日本臨床衛生検査技師会：尿沈渣染色法につ

いて，尿沈渣検査法 2010，16–17，尿沈渣検

査法編集委員会，東広社，東京，2011． 

Levine MM，Pierce NF： Immunity and 

vaccine develop-ment，Cholera，285–327，

Barua D，Greenough Ⅲ WB ed．Plenum 

Medical Book Co.，New York，1992． 

 

《投稿時の注意事項》 

投稿を行う前に，次の諸点を確認してください． 

 

【図と表（写真）の取り扱い】 

① 図表，写真は，文字の大きさや書体が整って

いるかを十分に考慮してチェックしてくださ

い． 

② 図表の大きさは印刷時のことを考慮して作成

してください． 

 

【論文の長さ】 

① 原稿は表紙，図表を含めて，原則 15 枚（15 

Mbyte）以内にまとめてください． 

 

【表題】 

① 表題は内容を簡潔，的確に明示するものにし

てください．略語はなるべく用いません． 

 

【キーワード】 

① キーワードは 5 語以内とし，必要であれば英

語と日本語を併記してください． 

例：anemia（貧血） 

 

【記載上の注意】 

① 本文の中で文献を引用するときは右肩に文献
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番号を付けてください（例：日臨技ら１）－３））． 

② 略語を使う時は，本文初出時に正式名を記し

た後に括弧内に略語を記載します． 

③ 度量衡の単位は原則的に SI 単位を用いるが，

一般的なものはその限りではありません． 

 

《論文の送付》 

1） 原則，オンラインによる投稿となります． 

① （論文掲載申込書＆論文書式テンプレ―ト）

を神臨技ホームページよりダウンロードし，

規格に沿って入力をしてください． 

② 図表のレイアウトが出来ない場合は，別ファ

イルにて添付してください． 

③ 図表・写真の別ファイルはファイル名に通し

番号とタイトルを記載してください． 

④ 原稿の本文，図表（別ファイルの場合），論文

掲載申込書を電子メールに添付して送信して

ください． 

2） 連絡のため筆頭著者および責任著者の所属，

住所に加え，電話番号，e-mailアドレスを忘

れずに明記してください． 

3） 投稿時の論文の送付先，校正後論文の送付先

は次の通りです． 

 

神奈川県臨床検査技師会事務局 

〒231-0023 横浜市中区山下町 51番地 1 

読売横浜ビル 5F 

TEL  045-212-2862 

mail  jimukyoku@jinringi.or.jp 

 

《別刷り》 

1） 掲載論文の著者には別刷り 30部（コピー）を

無料進呈いたします． 

2） 追加を希望の場合は必要部数を論文掲載申込

書に記載してください．実費は御負担頂きま

す． 

 

《著者校正》 

1） 編集委員からの原稿の校正は 7 日以内に返送

してください．印刷所から送付された校正は，

必ず 3日以内に返送してください． 

2） 投稿者が連名の時は，校正の責任者と送り先

を投稿の時に指示してください． 

  

《投稿後の取り扱い》 

1） 論文を受け付けた旨の通知があります． 

2） 論文の採否について通知が後日あります． 

 

（本要領は平成 30年 7月 28日付改正版です） 

mailto:jimukyoku@jinringi.or.jp

