神経外傷
投稿／執筆規定

■ 筆頭著者は⽇本脳神経外傷学会会員に限ります。
■ 原稿⽤紙の表紙に題名（和英併記）
，著者名（和英併記）
，所属施設名（和英併記）
，校正
刷りの発送住所，⽒名を明記して下さい。
■ 著書校正は 1 回のみ⾏います。
■ 著作権，出版権について
1） 他の雑誌，単⾏本の図・表などをそのまま，もしくは修正を加えて引⽤するときは，
著作権規定に照らした引⽤許可を得ることが必要です。その際，出典を明らかにし，
引⽤許可を受けていることを図・表の説明に英⽂で明記して下さい。また，出版社
や著者から得た許可証を原稿に添えて提出して下さい。
2） 本誌に掲載された論⽂（figure と table を含む）の著作権と出版権は，⽇本脳神経外
傷学会機関誌編集委員会に帰属します。
■ 利益相反（COI）の申告について
投稿にあ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。⽇本脳神経外傷
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下さい。また，
「COI 登録申告書」
（様式 1）にオ
ンライン登録状況を記⼊し，投稿論⽂とともに提出して下さい。著者が⽇本脳神経外科学会
の会員でない場合は,「⾃⼰申告による COI 報告書」
（様式 2）に，必要事項を記⼊の上，投
稿論⽂とともに提出して下さい。
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）の有無を投稿論⽂本⽂の最後に明記して下さい。
例 1：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。
例 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 は以下のとおりです。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。
例 3：著者のうち，
（XXX）は，⾃⼰申告による COI 報告書を「神経外傷」編集委員会に提
出しています。その他の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。いずれも本論⽂の発表に関して開⽰すべき COI はありません。

Ⅰ．総説・原著・症例報告
1． 原稿は以下に⽰す体裁で記載して下さい。
a. 英⽂抄録（300 語程度）をつけて下さい。
b. 論⽂の⻑さは下記の通りとし，超過した場合は編集委員が著者に再考をお願いする
ことがあります。または，超過分について出版費⽤を御負担いただくことがありま
す。論⽂は表紙，英⽂抄録，本⽂，⽂献，図表，写真をすべて含んで印刷ページで
6 枚です．これは 400 字詰め原稿⽤紙 24 枚に相当します．図表，写真は合わせて
8 個とします。表題（和英併記）
，著者名（和英併記）
，所属施設名（和英併記）
，英
⽂抄録，英⽂ key words（５ words 以内）で印刷 1 ページ（原稿⽤紙 4 枚）に相当
します。図表，写真はキャビネ⼤のものを原稿⽤紙 1 枚と計算し，それより⼤きい
ものは，⼤きさに応じ，原稿枚数を調整して下さい。また，必ず本⽂から通しナン
バーを⼊れて下さい。
c. 論⽂はワープロ⼊⼒し，横書き 400 字または倍数（800，1200）で印字して下さい。
d. 外国語の固有名詞（⼈名，地名）は原語のまま，⽇本語化しているものは，カタカ
ナで書いてください。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。
e. 図表，写真の表題および説明は英⽂で記⼊して下さい。CT，MRI などの画像には
必ず左（L）右（R）を明記して下さい。組織写真には染⾊法，スケールバーを明⽰
して下さい。
f.

⽂献は本⽂に⽤いられたもののみを引⽤し，引⽤番号を本⽂中に記して下さい。⽂
献の記載は引⽤順にして下さい。

g. ⽂献の書き⽅は以下の通りにして下さい。外国雑誌の略名は原則として最近の
Index Medicus に従うこととします。
《雑誌》著者名：題名．誌名，巻号数：⾴-⾴，⻄暦発⾏年.
《書籍》著者名：題名．書名，編者名（編）
，発⾏所，発⾏地，⻄暦発⾏年，⾴-⾴.
引⽤⽂献の著者⽒名は 3 名以内の時は全員，4 名以上の場合は 3 名連記し，
「̶，
ほか：」
「̶，et al：」と略します。⽂献の表題は副題を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下さい。
欧⽂の場合は（abstr）と書いて下さい。
例：
1）

中村紀夫, ⼤和⽥滋, 関野宏明, ほか：外傷性⼩脳機能障害.

神経外科 16:

331-335, 1976.
2）

Baker AJ, Moulton RJ, Macmilan VH, et al: Wxcidtatory amino acids in
cerebrospinal fluid following traumatic brain injury in humans.
Neurosurgery 79: 369-372, 1993.

J

3）

⼤友英⼀：脳波と⽼化. ⽼年神経学─新しい問題─, ⻲⼭正邦（編）, 南江堂,
東京, 1987, pp42-45.

4）

Adams JH: Head Injury.

In Greenfield's Neuropathology, Fifth Edition,

Adams JH, Duchen LW（eds）, Edward Arnold, London, 1992, pp106-152.
2． 編集委員会により，論⽂が審査されます。審査の結果，論⽂の修正，変更をお願いする
場合があります。

Ⅱ．短報
《短報：投稿規定》
● 執筆分量
基本的に 400 字詰め原稿⽤紙換算で 10 枚以内（刷り上がり・2 ⾴）
＊ 最⼤でも 400 字詰め原稿⽤紙換算で 20 枚以内
＊ 上記制限には，表紙・図表（3 点以内，なくても可）
・図説・⽂献等を含みます。図
表，写真はキャビネ⼤のものを原稿⽤紙 1 枚と計算し，それより⼤きいものは⼤き
さに応じ原稿枚数を調整して下さい。
● 論⽂審査について
編集委員会による査読審査があります。
《短報：執筆規定》
● 原稿の体裁
1） 原稿サイズは A4 版を⽤いて下さい。
2） 原稿は「表紙 → 本⽂ → 図，表の説明⽂」の順とし，必ず本⽂から通しナンバー
を⼊れて下さい。
＊ 和⽂抄録，Abstract（英⽂抄録）
，key words については不要とします
＊ ⽂献は 5 編以内とし，引⽤順に以下の形式で記載して下さい。
《雑誌》
著者名（筆頭著者のみ）
，ほか（et al.）
：題名．誌名，巻号数：⾴-⾴，⻄暦発⾏年．
《書籍》
著者名（筆頭著者のみ）
，ほか（et al.）
：題名．書名，編者名（編）
，発⾏所，発⾏
地，⻄暦発⾏年，⾴-⾴．
3） 表紙には，⽇本語，英語の両⽅で以下のデータを記して下さい。
① 論⽂タイトル ② 著者名 ③ 所属 ④ 連絡先
● 記述⾔語
本⽂の使⽤⾔語は⽇本語のみとします。ただし，① 専⾨⽤語，② 原語で記載すべき箇
所，③ figure legends については英語で記述することとします。

● 本⽂の構成
本形式は論⽂概要であり，full paper に対する導⼊，前書きではないので問題，⽬的，解
決法，結果を明瞭かつ簡潔にまとめて下さい。なお，研究費交付および謝辞などは，本
⽂の末尾に表記して下さい。
● 著作権，出版権について
3） 他の雑誌，単⾏本の図・表などをそのまま，もしくは修正を加えて引⽤するときは，
著作権規定に照らした引⽤許可を得ることが必要です。その際，出典を明らかにし，
引⽤許可を受けていることを図・表の説明に英⽂で明記して下さい。また，出版社
や著者から得た許可証を原稿に添えて提出して下さい。
4） 本誌に掲載された論⽂（figure と table を含む）の著作権と出版権は，⽇本脳神経外
傷学会機関誌編集委員会に帰属します。
● 著書校正について
1 回のみ⾏います。
● その他の要領については総説・原著・症例報告の「執筆規定」に準じます。
《短報投稿に関するご注意》
このほか，本形式での論⽂にはその性質上，以下の場合が想定されますのでご留意のうえ適
宜ご対応下さい。
1） すでに他誌に full paper が掲載されている，あるいは掲載が決定している論⽂を短報と
して今回投稿する場合
・ 本誌掲載の際，脚注として，すでに他誌に掲載されているあるいは掲載が決定して
いる full paper が存在する旨を明記させていただきますので，
投稿の際，
① 共著者，
② 論⽂タイトル，③ 誌名，④ 巻数，⑤ 発刊年，⑥ ページ数，を明⽰し該当箇所
のコピーを同封下さい。
・ 先⾏の刊⾏物の版権保持者に⾃著の⼆次刊⾏物として他誌掲載許可をとって下さい。
・ 図表の再使⽤については，上記の許可がとれた際には再使⽤可能とします。その際
は出典箇所を（筆頭著者名，発刊年）を明記して下さい。
2） 将来他誌に full paper として投稿する場合
・ 図表については full paper への掲載をご優先頂くか，まったく同⼀のものにならな
いよう適宜ご対応下さい。
【原稿送付先】
株式会社マイライフ社内 神経外傷編集部
〒162-0052 東京都新宿区⼾⼭ 1-1-5 エールプラザ⼾⼭台 105
TEL: 03-5291-9002 FAX: 03-5291-9003
E-mail: neurotraumatology@mylife-tokyo.co.jp

郵送または E-mail 添付で送稿ください。
郵送の場合は，データを収録したメディアと共に印字された原稿もお送り下さい。お送りい
ただいたメディアは返却しませんので予め御了承下さい。

