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▶ 本誌では透析医療全般にわたる原稿で，他誌に発表され
ていないものを掲載致します．（ただし，総説論文は含
みません）
▶ 原稿の採否は編集委員会で討議し，ご通知致します．
また編集方針に従って原稿の加筆，訂正，削除などをお
願いする場合もありますのでご承知おきください．
なお，原稿送付の際，原稿のコピーも 1通同封ください．
原稿は原則としてご返却しませんので，コピーをご保存
ください．
▶執筆要領
　1．原稿枚数について
　　  研究／15枚以内，図表 6点以内
　　  症例／10枚以内，図表 5点以内
　　   看護・臨床工学・テクニック／10枚以内，図表 5点以内
　　  その他／3枚以内
　　   掲載頁が 4頁（研究は 6頁）を超える場合は，超過

分につき料金を申し受けます．
　2．図・写真・表について
　   本文とは別紙に，必ず 1枚ずつ貼付し，本文中に挿

入位置を明示してください．
　   写真は手札以上の鮮明なもので，図と同じ扱いで番

号をつけてください．なお，カラー写真希望の場合
は実費を申し受けます．

　    図表のネーム等は必ず日本語を使用してください．
　3．文献について
　   文献は論文に関するものに限り，20点以内に限りま

す．
　    著者は 3名まで記載し，それ以上は「…，他」「…，

et al.」と記してください．また，欧文著者名の場合
は姓だけを記載し，名および christian name等は頭
字だけを姓に続けて記載してください．

　　  （ex：Stamler, J. S., Singel, D. J.）
　   本文中に必ず文献番号を記入してください（ex：

……である 1））．
　   誌名を略記する場合は，本邦のものは医学中央雑誌

により，外国のものは Index Medicus所載のものに
従ってください．

　   文献記載の形式は次の例に従ってください．
　〈雑誌〉著者名：論文名．雑誌名　発行年；巻：頁
　　　　　　　　  （初頁̶終頁）　（頁は通し頁）
　 澤西謙次，実光　章，曽和信正，他：高齢透析患者の
内分泌異常．臨牀透析　1985；1：1654̶1662

　〈書籍〉著者名：論文名．編者：書名．発行年，頁
　　　　　　　　  （初頁̶終頁），発行所，発行地
　 串田一博：慢性腎不全における骨病変．大野丞二，
井上哲郎監修：腎と骨代謝．1980，89̶123，日本メディ
カルセンター，東京

　4．著者校正について
　   著者校正は原則として一度行います．共著の場合は，
あらかじめ校正者を指定してください．

　5．執筆詳細について
　   20×20字（400字）を 1枚とし，横書き，新かなづ

かいを用いてください．

　   外国語・外国人名・地名・薬品名は原語のままタイ
プあるいは活字体でお願いします．

　   度量衡の単位は，mm，cm，mL，dL，L，μg，mg，
kgとして記してください．

　   論文中，繰り返し用いられる語は略語を使用して構
いませんが，初出の際は正式の語を用い「以下…と
略す」と記してください．

　   原稿には必ず所属および職種名（医師，看護師，臨
床工学技士，栄養士，MSWなど）を併記のこと．

　6 ．査読用論文要旨（和文，800字以内）を添付してく
ださい（要旨は掲載はいたしませんので，原稿枚数に
入りません）．

▶倫理的配慮，利益相反（COI）
　   臨床研究の場合は，倫理委員会（もしくはそれに相

当するもの）により研究計画が承認されていること
を論文中に明記してください．

　   COIを明示してください．
▶著作権について
　   著作権は，執筆した本人が所有する．
　   弊社で発行するすべての出版物に掲載される著作物

の複製権・翻訳権・上映権，二次的著作物利用権・
譲渡権・公衆送信権（複写，スキャン，デジタルデ
ータ化等も含め）等は弊社が保有し，それらの利用
申請・複写複製の許諾等の管理は弊社が行うことと
させていただきます．

　  ※ 基本的には，著作権をお持ちになる先生方の著作物
を，他が使用することに関する許諾等の管理を弊社
が行うということで，ご自身による再利用を拘束す
るものではありませんが，他誌・他書に掲載される
場合は，クレジットにて出典（書名・出版社名等）
を明記して頂くなどの必要性があります．

▶転載・引用について
　   他の文献より文章・図・表などを転載・引用される場
合は，予め著作権者の了解を得てください．その際，
原著者との交渉は執筆者にてお願いいたします．また，
それらには出所（著者名，タイトル，書名・雑誌名，
発行所，巻数，頁，発行年）を明示してください．一
般的な転載・引用許諾願のフォーマットは弊社ホーム
ページに収載しておりますので，ご利用ください．

▶投稿料
　   本誌では戴きました投稿に対し最低二人の査読者が査
読しておりますので，投稿にあたっては査読料として
投稿の都度￥32,400（税込）申し受けます．普通為替に
てご同封ください．

▶ 薬剤，機器等に関する論文については特別有料掲載とな
ります．なお原稿枚数等は一般投稿に準じます．
▶ 掲載論文には掲載誌 1部と別刷 30部を無料進呈致しま
す．それ以上の別刷ご希望の場合は 50部単位で実費に
て作製致します．
▶ 原稿は下記あてに簡易書留でお送りください．

　　〒 101―0051　東京都千代田区神田神保町 1―64
　　㈱日本メディカルセンター   「臨牀透析」編集室
　　TEL 03（3291）3971㈹
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