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1．ご投稿に際して 
●本誌は呼吸器疾患およびこれらに関係のある諸疾患を対象としております。 

●他誌に掲載されたものや掲載予定のもの，第三者やご自身のウェブサイトに掲載または掲

載予定のものの投稿はご遠慮ください。 

●著者同意書に著者全員の署名・日付を明記し，原稿に添付してください。 

●投稿論文の採否は，「呼吸臨床」編集委員会で決定いたします。審査の結果，加筆，削除書

き直しをお願いすることがあります。あるいは，編集委員会の責任において，字句の訂正を

することがありますのでご了承ください。 

 

2．利益相反 
利益相反に関する著者チェックリストを添付してください（別紙参照）。1企業・団体あたり

100 万円以上の報酬等がある場合は利益相反「あり」に該当します。また，利益相反の有無

を本文の最後に明記してください。 

例：利益相反なし。  

利益相反あり：本研究は＊＊＊会社より機材の提供を受けた。 

 

3．倫理規定 
●臨床研究（薬物の適応外使用等も含みます）については，適切なかたちでの患者・被験者

の承認ならびに所属施設の承認（承認番号記載）を受け，その旨を本文中に記載してくださ

い。 

●動物実験については，所属施設の承認（承認番号記載）を得るとともに，動物実験実施規

定に準拠して行われたものであることを本文中に記載してください。 

●患者情報の記載がある症例の提示については，患者（または両親や保護者など）のプライ

バシーの侵害とならないよう，インフォームドコンセントを取得してください。 

 

4．論文の採否 
投稿論文の審査は査読制とし，採否は編集委員会において決定致します。 
 

5．原稿の作成について 
横書き、文体は新仮名遣いの口語体とし，医学用語については日本医学会編「医学用語辞典」、

日本呼吸器学会編「日本呼吸器学会用語集」に準拠してください（用語は編集者にて統一さ

せていただきます）。本文のファイルと図表ファイルは別にし、本文中に図表を入れないでく

ださい。 

 

5-1.原稿構成 
下記の構成で作成し、本文にはページ番号を、図表には番号を振ってください。ファイル名

は半角英数字を使用し、アップロードはファイル合計で 20MB までとしてください。 

1)本文 

・タイトル，著者名，所属機関名及び連絡先（住所、TEL、e-mail アドレス）、日本語キー

ワード（5語程度） 

・英語のタイトル、著者名，所属機関名、キーワード（5語程度） 

・日本語要旨（200 字程度） 
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・本文（はじめに、研究対象・方法、成績、考察、謝辞、利益相反の有無） 

・引用文献 

・英文 ABSTRACT（200 語程度） 

※ORCID ID、Researchmap ID がある場合は明記してください。 

※英文 ABSTRACT は必ずネイティブチェックを受けてください。 

2）表 

3）図 

※図表を挿入する箇所に図表番号を明記してください。 

※図表にはタイトル、簡単な説明文を日本語でつけてください。他誌より引用した場合は出

典明記をしてください。転載許可が必要な場合は著者の責任のもとお取りください。 

※画像容量：解像度 72dpi、幅 1200px 以上でお願いします。 

4）著者同意書 

5）利益相反に関する著者チェックリスト（著者用・共著者用） 

 

5-2.引用文献の書き方 
原著 30 編以内、症例報告 20 編以内とし、引用順に番号（上付き）をつけ、末尾に一括して

記載してください。 

● 雑誌 

筆頭著者（2名以上は、和文誌「,ほか.」、英文誌「,et al.」と表記）．表題．雑誌名（略称）．

発行年; 巻: 開始頁-終了頁．DOI. PMID.の順に記載してください。 

例: 

＜日本語＞ 

山中友美絵,ほか. 多彩な画像所見を呈したびまん性嚥下性細気管支炎の 1 例. 日呼吸誌. 

2017;6:150-4.  

＜英語＞ 

Martinot JB, et al. Mandibular position and movements: Suitability for diagnosis of 

sleep apnoea. Respirology. 2017; 22: 567-74. doi: 10.1111/resp.12929. PMID: 28225162 

 

● 単行本 

筆頭著者（2 名以上は、和書「,ほか.」、英書「,et al.」と表記）．章 or 項目名.編者 or 監

修者名. 書籍名. 発行都市名: 出版社名. 発行年: 開始頁-終了頁．の順に記載してください。 

例: 

＜日本語＞ 

長坂行雄, ほか. 疾患と聴診. 工藤翔二, 監修. 聴いて見て考える肺の聴診. 東京: アトム

ス, 2014; 33-121. 

＜英語＞ 

Katzenstein AL. Idiopathic interstitial pneumonia. In：Katzenstein AL，editor. 

Katzenstein and Askin’s surgical pathology of non-neoplastic lung disease，

4th ed．Philadelphia: Saunders, 2006: 51－84. 

 

5-3.原稿フォーマット 
本文：A4 判、MS Word 形式で保存してください。 

表：Excel もしくは MS Word で作成し、画像化しないでください。 

図：写真の解像度は 72dpi 以上、幅 1200px 以上とし、形式は PPT、JPG、TIFF、GIF のいずれ

かにしてください。 
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5-4.論文の種類・分量 
論文の種類は原著、症例報告、総説のいずれかでお願い致します。 
症例報告：4000 字以内（図表・文献含む） 

原著・総説：8000 字以内（図表・文献含む） 

 

6.著者校正 
著者校正は 1回とし、オンライン上もしくは PDF での校正となります。 

 

7.査読料・掲載料 
査読料：1 回 1 万円（例：投稿後コメントがつき、修正が 1 回だった場合→初回投稿時の査

読料 1万円、修正後の査読料 1万円、合計 2万円） 

掲載料：3万円 

※不採用となった場合は査読料のみご請求いたします。 

※ご請求は採否が決定した後に致します。銀行振込でお支払いいただきます。お支払い確認

後、ご掲載となります。 

 

8.別刷り 
PDF のみとなります。PDF はオンライン上から公開ダウンロードされます。 

 

9.著作権 
投稿論文については、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスに準拠いたします。本誌では

CC-BY-SA（原作者のクレジット[氏名、作品タイトルなど]を表示し、改変した場合には元の

作品と同じ CC ライセンス[このライセンス]で公開することを主な条件に、営利目的での二次

利用も許可される CC ライセンス）のライセンシングとなります。詳しくはクリエイティブ・

コモンズ・ジャパンのサイト（https://creativecommons.jp/）をご覧ください。 

 

10.原稿送付方法 
ご投稿には本誌読者登録（無料）が必要となりますこと、ご了承ください。読者登録の上、

会員サイトの投稿フォームより送信してください。 

（2017.9.15 改訂） 
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呼吸臨床 

著者同意書 

 
「呼吸臨床」殿 
 
論文タイトル                              
 
上記論文は，下記に署名した全員が共同で執筆したものであり，これまで本誌・他誌に発表

されたことがなく，また投稿中でないことを誓約いたします。 
本論文が「呼吸臨床」に掲載された場合は，その著作権はクリエイティブ・コモンズ・ライ

センスの CC-BY-SA となることに同意いたします。 
 

筆頭著者名                  （    年  月  日） 

共著者名                    （    年  月  日） 

共著者名                    （    年  月  日） 

共著者名                    （    年  月  日） 

共著者名                    （    年  月  日） 

共著者名                    （    年  月  日） 

共著者名                    （    年  月  日） 

共著者名                    （    年  月  日） 

共著者名                    （    年  月  日） 

共著者名                    （    年  月  日） 

共著者名                    （    年  月  日） 

※全著者の自筆署名を列記してください（捺印は不要です）。 
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呼吸臨床 

利益相反に関する著者チェックリスト 

 
必要事項を記入し，各質問事項に対しては適切なほうにチェックしてください。「はい」にチ

ェックされた項目については，それぞれ内容の説明文を付けてください。 
※ 1 企業・団体あたり 100 万円以上の報酬等がある場合は利益相反「あり」に該当します。 
※ 投稿日から遡り過去 2 年以内についての利益相反をご記入ください。 
※ 共著者に利益相反がある場合は、内容のところに該当共著者名も合わせて明記してください。 

 

論文題名                                        

筆頭著者名                           

共著者名                                                                   

                                       

 
1．本論文によって財政的に影響を受ける組織・企業からの金銭的援助（講演料，コンサルト

料，報酬金，旅費，贈与，研究費など）がありますか。 
  はい［   ］  いいえ［   ］ 

  “はい”の場合の内容： 
2．本論文によって財政的に影響を受ける組織・企業の雇用履歴はありますか。 
  はい［  ］  いいえ［   ］ 

  “はい”の場合の内容： 
3．本論文によって財政的に影響を受ける組織・企業の管理者（例えば役員，指導者）などの

職に就いたことはありますか。 

  はい［  ］  いいえ［  ］ 
  “はい”の場合の内容： 
4．本論文によって財政的に影響を受ける組織・企業の株，投資などを保持していますか。 

  はい［   ］  いいえ［   ］ 
  “はい”の場合の内容： 
5．本論文の知見は直接的，間接的にあなたの報酬に影響を及ぼしていますか。 

  はい［   ］  いいえ［   ］ 
  “はい”の場合の内容： 
6．そのほかに編集者に知らせるべき相反の可能性がありますか。 

  はい［   ］  いいえ［   ］ 
  “はい”の場合の内容： 
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呼吸臨床 

投稿時チェックリスト 
（提出不要） 

■原稿内容のご確認 

【表紙】 

□タイトル 

□執筆者名 

□所属（共著者の所属も含む） 

□連絡先住所，氏名，電話番号, e－mailアドレス 

□キーワード（5語くらい） 

□英語のタイトル、著者名，所属機関名、キーワード（5語程度） 

□ORCID ID、Researchmap ID（取得者のみ） 

 

【本文】 

□略語がある場合は初出時に正式名を表記 

□薬品名は一般名を表記 

□頁番号の記入 

□日本語要旨（200字程度） 

□本文中の文献番号（引用箇所の右肩に付記） 

□本文中の図表番号 

□謝辞，発表した学会名（発表年，開催地名） 

□利益相反の有無の記載 

 

【引用文献】 

□引用順に配列（20編以内） 

□書き方が投稿規程に従っているか（著者名は1名まで記載） 

 

【ABSTRACT】 

□ 200語程度 

□ ネイティブチェックはしたか 

 

【表・図】 

□日本語表記の図表タイトルや説明文 

□他書誌より引用した場合の出典明記 

 

■原稿フォーマット 

□保存形式は合っているか 

□画像の容量は足りているか 

 

■その他 

□著者同意書（論文タイトル，全著者名，日付），利益相反に関する著者チェックリスト

を添付 


