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編集方針：総合病院精神医学は，日本総合病院精

表を含む）は 400 字詰で 25 枚以内を厳守し

神医学会が公式に刊行する学術雑誌です。本誌は，

て 下 さ い。Letter to the Editor は 400 字 詰

原則として総合病院精神医学の領域に関するもの

で 3 枚以内とします。なお，手書き原稿の場

で，他誌（和文，欧文を問わず）に発表されてい

合には入力手数料をいただくことがありま

ない論文を掲載します。二重出版に該当する場合

す。詳細については事務局までお問い合わせ

は，医学雑誌編集者国際会議のルールに従います。

下さい。

なお，人を対象にした研究に関しては，
「臨床研究

2． 原稿の 1 頁目は表紙で，題名・所属・著者（下

に関する倫理指針」
，
「疫学研究に関する倫理指針」
，

記の Corresponding author を明記してくだ

あるいは「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する

さい）
・Corresponding author の連絡先住所

倫理指針」に則った倫理的配慮に留意し，その旨

（TEL，FAX，メールアドレスを含む）
・キー

を論文中に明記してください。また症例呈示を含

ワード（5 個以内）などを日本語および英語

む場合は，本学会の「論文投稿および学会発表に

で書いて下さい。2 頁目以降に和文要約，欧

おけるプライバシー保護に関する倫理指針」に従っ

文要約，本文，文献の順で書いて下さい。な

てください。

お，原稿には，論文の概要や意義などを簡潔

A．論文の種類
本誌の論文の種類は，原則として原著，症例，

に記載したカバーレターを添えて下さい。
3． 著者のなかで 1 名，指導的立場にあり，投稿
手続きや論文の内容および問い合わせに対し

経 験，総 説，Letter to the Editor の 5 つとしま

て責任を有する執筆者を論文の著者（以下，

す。経験は，予備的な研究報告や臨床現場の実践

Corresponding author）に定めてください。

報告について論じたものとします。Letter to the

Corresponding author は，投稿前に論文内容

Editor は，掲載論文に対する質問や意見とそれに

に関して共著者の了解を得てください。Cor-

対する返答，または日常臨床における貴重な経験

responding author は日本総合病院精神医学

の中で，症例報告には至らないものの報告してお

会会員であることとします。ただし，Corre-

きたい知見，意見を論じたものとします。投稿の

sponding author 以外の筆頭著者・共著者は

際に，いずれへの投稿であるかを明記して下さい。

非会員でも可とします。共著者（筆頭著者，

B．論文の形式

Corresponding author を含む）は 8 名以内と
し，それ以上は本文末尾に記入して下さい。

原著の形式は原則として序言，方法および対

4． 欧文は普通名詞については文頭の最初は大文

象，結果，考察，結語，文献の順序とし，さらに

字，文中は小文字にてお願いします。人名・

具体的に内容がわかるような 400 字以内の和文要

薬品名は原語を用いて下さい。

約，250 語以内の欧文要約を付けて下さい。その

5． 欧文論文および欧文要約は，英語に関して十

他の論文も，原則として原著に準じますが，内容

分な知識をもつ専門家にチェックを依頼し，

に応じて形式は自由とします。

必要であれば投稿前に英文校閲を受けてくだ

論文は正 1 通を書留郵便で郵送いただくととも
に，ファイル（Microsoft word, Rich text format）
を電子メールで事務局まで送信して下さい。

C．論文の書き方

さい。

D．図・表について
図・表，写真（モノクロ）は本文中に挿入箇所
を明記して下さい。図，写真の大きさは手札判以

1． A4 判用紙に 20 × 20 字詰として 400 字詰原

上とし，そのまま製版できる明瞭，鮮明なものに

稿用紙（またはその整数倍）に準じてプリン

限ります。図，表および説明文は可能なかぎり英

トアウトした原稿を同封して下さい。

文にして下さい。カラー写真を掲載希望の場合は

原稿枚数（表紙，文献，和文・英文要約，図

全額実費をいただきます。依頼原稿の際のカラー
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原稿取扱いについては，編集委員会にご相談くだ

F．論文の採否について

さい。

E．文献について
1． 文献は引用順に番号をつけ，文中の引用箇所
には 1）2）3）と肩付き番号をつけて下さい。
2． 著者名は 3 名まで記し，それ以上は「他」あ

1． 依頼原稿も含め投稿原稿は，原則として編集
委員会の査読と改訂の対象となります。この
過程において，一般投稿は 2 名以上，特集原
稿は 1 名以上の専門家の科学的立場からの査
読を受けます。原稿の採択および掲載号は編

るいは「et al」として下さい。外国文献の著

集委員会が決定します。審査の結果，修正，

者が 2 ～ 3 名の場合には and や & は不要と

削除，加筆などをお願いすることがありま
す。

します。
＜文献の書き方は次の形式に従って下さい＞
◆雑誌の場合

譲渡同意書に著者全員が署名の上，最終原稿

著者名：題名．誌名 巻数：頁（始めと終り）
，
発行年
例 1）黒田佑次郎，岩瀬

2． 受理された論文につきましては，著作財産権

哲，岩満優美，他：乳

に添付して下さい。

G．校正，別冊について

がん患者の更年期症状と QOL の関係につ

1． 著者校正は初校のみとします。

いて．総病精医 22：27-34, 2010

2． 掲載原稿には掲載誌 1 部と別冊 30 部を贈呈

例 2）Katon WJ, Lin EHB, von Korff M, et al：
Collaborative care for patients with depression and chronic illness. N Engl J Med
363：2611-2620, 2010
◆書籍・単行本の場合
著者（編者）名：書名．発行書店名，発行地，

します。それ以上の別冊作製については希望
により 50 部単位で実費作製いたします。

H．論文掲載料などについて
組み上がりで 7 頁までは無料です。8 頁目から
は 10,000 円 / 頁 の 掲 載 超 過 料 を い た だ き ま す。

引用ページ，出版年 とし，一部引用の場合は引

原稿 25 枚がほぼ 7 頁に相当しますが，図表など

用部分の著者名，題名を最初に記して下さい。

の大きさやレイアウトの関係から超過してしまう

例 1）黒澤

ことも考えられます。あらかじめご了承ください。

尚：救命救急センターでみられる精

神症状．三浦貞則（編）
：リエゾン精神医学．
医歯薬出版，東京，55-60，1984
例 2）Lipowski ZJ：Consultation-Liaison Psychiatry; Past, Present, and Future. In Psychiatry. Grune & Stratton, New York, 1-28, 1975

【送付先】 〒
 113-0033
東京都文京区本郷 2-14-4-201
「総合病院精神医学」
編集委員会
TEL/FAX：
（03）5805-3720
e-mail：jsghp@mth.biglobe.ne.jp
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