
１ ．投稿原稿は原著，症例報告，総説，編集者への手紙
で，小児外科学の進歩発展に寄与し，他誌に発表され
ていないものに限ります（ホームページに掲載の「二
重投稿について」を参照）．
　 　筆頭著者は原則として本学会会員に限ります．但し
会員の推薦があれば本学会会員でなくても受け付け 
ます．
　 　共著者は，論文に関する研究の計画作成，データの
収集，解析，解釈，論文の執筆，校正のいずれかに関
与した者に限ります．これら共著者全員の役割を，本
文の最後に具体的に記載してください．
　 　著者もしくは共著者のなかで，機関誌編集部との連
絡の中心となり，かつ投稿前の全著者による原稿の承
認に責任を持つ者を corresponding authorとして定め，
表紙にその連絡先を記載してください．
２ ．投稿論文（ヒトおよびヒト以外を対象とした研究を
含む）の作成には「医学研究および研究発表における
倫理的問題に関する見解および勧告」（ホームページ
に掲載の「医学研究および研究発表における倫理的問
題に関する見解および勧告」を参照）と「症例報告を
含む医学論文及び学会研究発表における患者プライバ
シー保護に関する指針」（平成 27年 8月 28日改正，
外科関連学会協議会）（ホームページ機関誌委員会資
料「症例報告を含む医学論文及び学会研究発表におけ
る患者プライバシー保護に関する指針」を参照）を遵
守してください．尚，掲載された論文を含む機関誌の
内容は外部データベースに保存され一般公開されます．
　 　ヒトを対象とする研究においては所属施設の倫理委
員会の承認を得た旨を記載してください．介入研究の
みならず観察研究（後ろ向き研究も含む）も倫理委員
会の承認を必要とします．症例報告が倫理委員会の承
認を必要とするかは所属施設の基準に準じ，審査不要
の場合は原稿内にその旨を記載してください．
　 　保険外診療や適応外使用に関しても，倫理委員会の
承認を得た旨を記載してください．
　 　倫理委員会の無い施設から投稿する場合は，関連の
大学病院や医師会などの倫理審査制度を利用してくだ
さい．
３ ．投稿者（共著者を含む）は，日本小児外科学会ホー
ムページに定める“臨床研究の利益相反に関する指
針”に従い，利益相反状態を明らかにするため，全著 
者が様式 2に記入し，corresponding authorがまとめて 
機関誌委員会宛に提出してください（PDFでも可）．
４ ．原著，症例報告，総説の種別は最終的に機関誌委員
会で決定します．論文の採否は査読後，機関誌委員会
および編集人（機関誌委員会委員長）が決定します．
また編集者への手紙は編集人が採否の決定を行います．
５ ．投稿原稿の用語は「日本医学会医学用語辞典改訂第

3版」（日本医学会医学用語管理委員会編，南山堂，
2007），「医学会医学用語辞典Web版」http://jams.med. 
or.jp/dic/mdic.htmlあるいは，「外科学用語集（第 1版）」 
（金原出版（株），2003）「日本外科学会外科学用語集
Web版」http://yougosyu.jssoc.or.jpに従い，度量衡は

CGS単位（mm，cm，m，mg，kg，°C，mEqなど）
を用いてください．
　投稿原稿は以下の形式に従ってください．
　Ⅰ．原著，症例報告，総説
　　１）表紙
　　　 　表題，著者名，所属機関名，corresponding author 

の氏名，所属，郵便番号，住所，E-mailアドレス，
電話番号，そして表および図の数，編集者への連
絡事項（原著，症例報告，総説のいずれに掲載希
望かなど）を記入してください．

　　　 　著者数は共著者を含め 10名以内とします．所
属機関が複数の場合は 1，2で分類してください．

　　２）要旨・索引用語
　　　 　要旨は原著で 700字以内，症例報告，総説で

400字以内とし，原著では目的，方法，結果，結
論の順にまとめてください．また，5語以内の索
引用語が必要です．

　　３）本文
　　　 　原著は Iはじめに，II対象と方法，III結果，IV

考察の順に，症例報告は Iはじめに，II症例，III
考察の順に本文を構成してください．本文末の
「まとめ」，「結語」などは要旨と重複するため省
略します．総説も本文の項目は I，II，III，…… 
とします．

　　　 　各項目内の番号は，１，２，３，……，１），２），
３），……，ａ.，ｂ.，ｃ.，……，ａ），ｂ），ｃ），
……，とします．

　　　 　利益相反，謝辞，学会発表歴などは本文の末尾
に付記してください．

　　　 　文献の引用箇所には文献番号に片括弧をつけて
文字列の右肩に加えます．

　　　　例：＊＊＊1)，＊＊＊1)2)，＊＊＊1)13)-16)

　　４）文献
　　　 　文献は引用順に番号をつけ，本文の後に記載し 

ます．文献の著者は 3名までを明記し，4名以上
の場合は「他」または「et al」とします．欧文誌
の略記はMedline/Index Medicusに従い，邦文誌
の略記は医学中央雑誌収載誌目録の略記に従いま
す（略記がないときは各誌に記載されている略記
名を用いてください）．

　　　　文献記載例雑誌：
　　　　１ ）田中水緒，北野良博，上妻志郎，他：離脱

型バルーンと専用喉頭鏡を用いた胎児気管
閉塞術の開発．日小外会誌，39: 909-916，
2003．

　　　　２ ）Langwieler T, Fiegel HC, Alaamian M, et al: 
The relationship of diaphragmatic defect, liver 
growth, and lung hypoplasia in nitrofen-induced 
congenital diaphragmatic hernia in the rat. 
Pediatr Surg Int, 20: 509-514, 2004.

　　　　３ ）Bajpai M, Das K, Gupta AK: Caudal duplication 
syndrome: More evidence for theory of caudal 
twinning. J Pediatr Surg, 39: 223-225, 2004.
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　　　　単行本：
　　　　１ ）井村賢治：患児の搬送．岡田正 編：系統

小児外科学．pp 102-108，永井書店，大阪，
2001．

　　　　２ ）Tsuchida Y, Suzuki N: Hepatic tumors. In 
Puri P (ed): Newborn Surgery (2nd ed). pp 739- 
745, Arnold, London, 2003.

　　　　抄録（学会発表）：
　　　　１ ）田口智章，水田祥代，家入里志，他：

Hirschsprung病の診断と治療の変遷：全国ア
ンケート調査 1998-2002年より．日小外会
誌，40: 395，2004．

　　　　２ ）Willital GH, Saxena AK: Chest deformities: 
Classification, secondary pathology, indication 
for surgery, minimal retrosternal surgery and 
late results. Abstract of the 36th Congress of 
the Italian Society of Pediatric Surgery, pp 123, 
2004.

　　　　Personal communication（私信）：
　　　　１ ）D’Angio GJ（personal communication）また

は松山四郎（私信）
　　　　 URL：http://www.jsps.or.jp/（2021年 7月 1日

閲覧）
　　５）表，図
　　　　表，図は番号を付してください．
　　　 　図や写真はそのまま印刷できる明瞭なものとし

ます．図の作製が必要な場合には著者の実費負担
となります（後記）．図の説明は図とは別にまと
めてください．

　　６）英文抄録
　　　 　英文抄録は表題，著者名，所属機関名，責任著

者の郵便番号および住所，抄録文（250語以内）， 
key wordsとし，内容は和文要旨と異ならないよう
にしてください．原著論文では purpose，methods， 
results，conclusionsの順で記載してください．Key  
wordsは 5語以内とし，Medical Subject Headings
所載のものとします．

　Ⅱ．編集者への手紙
　　 　本誌に掲載された論文に対する意見や短報を掲載
希望の方は，800字以内の手紙としてまとめてくだ
さい．3編までの文献は引用できますが，表，図な
どを含めることはできません．

６ ．原稿は表紙，要旨，本文，文献，表，図の説明，図， 
英文抄録の順とします．頁数は表紙を 1頁目として
ページ番号を挿入します．表紙から文献までは 32字
×25行/1頁とし，英文抄録はダブルスペースとして
ください．
　 　原稿は下記の方法で，E-mailにて機関誌委員会宛に
送付してください．
　 　文字原稿，表，図すべてを 1つのWordファイルま
たは PDFファイルにまとめて E-mailに添付の上送付
してください．投稿前に，「投稿時のチェックリスト」
に従って原稿をチェックしていただき，チェックリス
トも原稿と共に提出してください．ファイルは，日本
小児外科学会ホームページ（http://www.jsps.or.jp/）か
らダウンロード可能です．
　　　送付先：中西印刷株式会社内

　　　　　　　日本小児外科学会機関誌委員会
　　　　　　　E-mail: jsps-hen@nacos.com
　　　　　　　 〒602-8048 京都市上京区下立売通小川

東入
　　　　　　　TEL: 075-441-3155，FAX: 075-417-2050
７ ．原稿受領後，受領メールを corresponding author宛
に送付いたします． 査読には概ね 3  ヵ月を要します．
採用の場合には，図や写真は高画質のものを提出して
いただくようにお願いすることがあります．
８ ．校正は著者校正 1回を原則とします．校正は誤植の
訂正にとどめ速やかに返送してください．
９ ．会告，委員会報告ならびに地方会・研究会の抄録掲載 
会告（日本小児外科学会学術集会・秋季シンポジウム
を除く）を刷り上り 2分の 1頁（47字×20行）を超
えない範囲で掲載いたします．
　 　委員会報告は同 8頁以内とし，これを超過する際に
は財務会計委員会（必要な場合には理事会）の承認を
経てください．
　 　地方会・研究会の抄録は題名，発表者名，所属およ
び 400字以内の本文とし，掲載料はそれぞれの地方
会・研究会の負担とします．
　 　いずれもWordファイルとして機関誌委員会宛に

E-mailで送付してください．
10．掲載料，別冊代金，図表作製
　 　掲載料として一律 10,000円を申し受け，原著，総
説は刷り上り 4頁まで，症例報告は同 3頁までを無料
とし，超過分は 1頁 15,000円を著者負担とします． 
地方会・研究会の抄録は 1頁 15,000円です．
　 　別冊は実費となります．また，図表を作製した場合
には著者負担とします．

11．著作権
　 　本誌に掲載された論文の著作権は，本学会に所属し
ます．
　１） クリエイティブ・コモンズ・ライセンス（CC 

BY-NC-SA）における条件の範囲内において，複
製または頒布することができるものとします．

　２） 複写に係わる権利等に関しても，本学会がその権 
利を有します．

　３） 商業的目的と翻訳に関しては，原則として著者の
同意を得た上で許諾します．

12．二次出版（secondary publication）について
　 　他誌において発表された原著，症例報告の本誌にお
ける二次出版は原則として受け付けません（1.項参
照）．ただし，診療ガイドラインなどはこの限りでは
ありませんが，掲載の可否に関しては機関誌委員会に
一任ください．
　 　一方，本誌に掲載された原著，症例報告など（一次
出版）を他誌において二次出版（再発表）する場合に
は，著者は二次出版の編集者と機関誌委員会の双方か
ら許可を得てください．その際，二次出版は一次出版
のデータや解釈を忠実に反映していること，および二
次出版に初出論文（一次出版）を明記し内容が既報で
あることを明らかにする必要があります．また，出版   
された内容の著作権は一次出版（日本小児外科学会） 
に所属します．
　 　（International Committee of Medical Journal Editors の
規定（2019年 12月改訂）を参考）



投稿時のチェックリスト

　日本小児外科学会雑誌に論文を投稿していただきます際には，以下の項目をご確認の
上，該当する回答に○印を付けてください．

 1. 筆頭著者は日本小児外科学会の会員ですか
（“いいえ”の場合は，学会員からの推薦状を提出してください）

はい　・　いいえ

 2. 和文要旨，英文抄録の字数制限は守られていますか
（和文要旨は文字数，英文抄録は単語数でカウントしてください）

はい　・　いいえ

 3. 和文要旨と英文抄録は整合していますか はい　・　いいえ

 4. 英文抄録の文法・文章表現は適切ですか はい　・　いいえ

 5. 形式が投稿規定に適合していますか はい　・　いいえ

 6. 度量衡は CGS単位系に統一されていますか はい　・　いいえ

 7. 文献は正しく記載されていますか
（投稿規定の記載例に従って記載してください）

はい　・　いいえ

 8. 日本語索引用語と英文 Key wordsの内容は同じですか はい　・　いいえ

 9. 論文末尾に利益相反のすべての開示事項を明記されましたか
（利益相反状態が何もない場合もその旨明記してください）

はい　・　いいえ

10. 研究内容の倫理的側面と患者プライバシーの保護について指針が遵守
されていますか
（投稿規定 2．参照）

はい　・　いいえ

11. 倫理委員会などの承認の必要がない研究である
（倫理審査が必要か否かは，各施設の基準に照らしてご判断ください）

はい　・　いいえ

12. 倫理委員会などの承認が必要である研究の場合，
当該施設の倫理委員会などの審査・承認を得ていますか

はい　・　いいえ

13. 倫理委員会による審査・承認を得ている場合，
承認番号を右欄に記載してください

承認番号：　　　　　
（　　　　　　　　　）

14. 共著者は全員原稿をチェックしましたか
（Corresponding authorは，全著者による原稿の承認に責任を持つ必要
があります）

はい　・　いいえ

 投稿者名（代表）：　　　　　　　　　　　　　　　　



日本小児外科学会雑誌　利益相反自己申告書
（様式 2）

原稿番号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（編集部で記載）

論文タイトル：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（共）著者名：   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（実筆）　　　　　　　　　　　

日付：　　　　（西暦）　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日　　　　　　　　　　　

日本小児外科学会雑誌に論文を投稿する際には，全著者（共著者含む）は本論文において議論されてい
る商品や材料と関連するバイオテクノロジー企業，製薬会社，その他の商業団体との経済的関係につい
てすべて開示する必要があります．この件に関する概略は「臨床研究の利益相反に関する指針（日本小
児外科学会）」の（IV．開示・公開すべき事項）を参照されたい．

論文が採択された際には，すべての開示事項について以下のように論文末尾に印刷されます．
例）利益相反申告：
A（氏名）は Z（団体名）のコンサルタントとして従事している．Bの配偶者は Yの役員である．Cは
Xから研究助成を得ている．Dは Vから講演料を得ている．Eは Uに関する特許権使用料を得ている．
Fは個人の学会参加費を Tから受けている．Gは Sに対する販売促進資料作成に関する報酬を受けてい
る．Hは申告すべき利益相反状態はない．

もし本人，その配偶者または一親等以内の親族，収入・財産を共有する者において，この投稿論文で
扱っている材料に関して営利を目的とした団体と何らかの利益相反関係がある場合，「臨床研究の利益
相反に関する指針（日本小児外科学会）」を参照し，適切に利益相反状態について開示してください．
その場合には以下の表の「有」の欄にチェックを入れ，企業団体名についても併せて右の列に付記して
ください．もし本人とその家族に申告すべき利益相反状態がない場合には「無」の欄にチェックを入れ
てください．

金額
利益相反状態

無 有 （企業，団体名）

役員・顧問職 100万円以上

株 利益 100万円以上 /全株式の 5％以上

特許使用料 100万円以上

講演料など 100万円以上

原稿料など 100万円以上

研究費 200万円以上

その他報酬 　5万円以上

Corresponding authorは，記載された全共著者の自己申告書をまとめ，投稿論文と共に日本小児外科学
会雑誌機関誌委員会宛に送付してください．

（共著者から個別に機関誌委員会に送付しないでください）



 The Journal of the Japanese Society of Pediatric Surgeons 
(JSPS) is the official bimonthly publication of the JSPS. In 
this journal, original research articles, clinical and labora-
tory observations, reviews of medical progress, case-based 
discussions, and letters to the editors in pediatric surgery 
and related fields are published.

General
 Articles are accepted for publication with the stipulation 
that they are submitted solely to the Journal of the JSPS. 
This journal will not accept papers that have been published 
elsewhere, even if in another language, or papers that are 
being considered by another publication or are in the pro-
cess of being published.
 Investigations regarding human subjects and animal 
experiments must conform to accepted ethical standards. 
For investigations involving human subjects, fully informed 
consent must be obtained and noted in the manuscript. The 
protocol for the research project must also comply with the 
provisions of the World Medical Assembly Declaration of 
Helsinki (available at http://www.wma.net/e/).
 When reporting a study that involves human participants, 
authors should include a statement confirming that the 
study was approved by the appropriate institutional ethics 
committee. Not only interventional studies but also obser-
vational studies must be approved by the ethics commit-
tee. It depends on the authors’ institutional policy whether 
case reports require ethics approval. If the study is granted 
exemption from requiring ethics approval, this should be 
detailed in the manuscript.
 If the study involves any off-label use of drugs or surgical 
treatments not covered by health insurance that require 
ethics approval, this should also be detailed in the manuscript.
 If there is no ethics committee in the authors’ institution, 
the authors should apply to another institution such as an 
affiliated university or a local medical association for ethics 
approval.
 All of the authors must indicate whether or not they have 
a financial relationship with the organization that sponsored 
the research in accordance with the “Guidelines for Conflict 
of Interest issues Related to Clinical Studies”, available at  
the home page of the Japanese Society of Pediatric Surgeons.  
Therefore, the manuscript must be accompanied by the  
“Journal of the Japanese Society of Pediatric Surgeons Conflict  
of Interest Disclosure Statement (form 2)”.
 All submitted articles will be evaluated by at least two 
expert reviewers assigned by the editors. The editors will 
correspond with the authors and make the final judgment 
on the manuscript. The type of article, such as case report, 

original research, or review article, will be finally decided 
by the editorial board of the journal. The first author is  
required to be a member of the JSPS. Nonmembers may 
submit manuscripts as first authors only with the sponsor-
ship of a JSPS member.
 The authorship should be based on a substantial contri-
bution to the design of the work, acquisition, analysis, or 
the interpretation of the data, and drafting and/or critical 
revision. The roles of all the authors should be described at 
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