《糖尿病合併症》
投稿規定
◆種 目
1 )投稿論文は糖尿病合併症の研究に貢献し得るもので, 原著, 症例報告, 速報を主
とし, 他誌に掲載されていないもの, また他誌に投稿中でないものとする。
2 )速報は予報的なものを含めて特に掲載を急ぐ必要のあるものとする。
◆資 格
投稿者は共同研究者も含め全員, 本学会会員とする。 なお共同研究者で本学会入会
を希望しない者は, 掲載一件につき当該年度学会会費の半額を納めるものとする。
◆版 権
本誌に掲載される論文の版権は日本糖尿病合併症学会に所属する。
◆論文の受理・掲載
1 )投稿原稿には図表を含めコピー 2 部を添付し(計 3 部, 写真は鮮明に焼きつけ
たものを正 3 部), 著者全員の承諾を示す署名を付す。
2 )送付先:愛知医科大学医学部内科学講座 糖尿病内科 内
日本糖尿病合併症学会事務局宛
〒480–1195 愛知県長久手市岩作雁又 1–1
TEL 0561(63)1682・FAX 0561(63)1494
3 )論文掲載の採否は編集委員会において決定する。
4 )掲載の順序は原則として掲載決定された論文の受付日順に従うが, 速報は可能
な限り早い号に掲載する。
◆論文の記載方式
1 )第 1 ページ:表題名, 著者名, 所属機関名(正式名称), running title(欄外タイトル:
表題を 10 字前後に短縮してください), Key words(原著および症例報告 5 個以
内;速報 3 個以内), 連絡先を明記する。連名の場合には, 各々の所属機関がすべ
てはっきりわかるように記入する。
2 )第 2 ページ以降:和文要約, 英文抄録, 本文, 謝辞, 文献, 図(写真)・表の順に配列
する。英文抄録には英文表題・著者名・所属機関名を明記する。
3 )原稿の長さ(第 1 ページを除く):
〔原 著〕組み上げ 4 ページ(400 字× 18 枚以内-要約・文献・図表込み-)+英文抄
録。 要約 400 字以内, 文献 20 個以内, 図表 5 個以内
〔症例報告〕組み上げ 2 ページ(400 字× 8.5 枚以内-要約・文献・図表込み-)+英文
抄録。 要約 400 字以内, 文献 20 個以内, 図表 5 個以内
〔速 報〕組み上げ 1 ページ(400 字× 4 枚以内-要約・文献・図表込み-)+英文抄
録。 要約 200 字以内, 文献 10 個以内, 図表 2 個以内
註 1 )英文抄録本文は 200 語前後(ダブルスペース)
註 2 )図表は原則として 1 点 400 字と換算。ただし図表とも 1/4
ページ以上の大きさになるもの, あるいはキャプションの長いも

のについては 1 ページの原稿枚数(400 字× 4.8 枚)を規準にして
換算する。
4 )原稿は楷書で口語体(である調), ひらがな, 横書にし, 緒言・方法・結果・考察の
順に記載する。場合により結果と考察をまとめてもよい。
5 )要約および論文中に繰り返される語については略語を用いてよいが, 初出のと
きは正式の語を用い, 「(以下◯◯◯と略す)」と記載する。
6 )外国語, 外国人名, 地名は原語を用い, 薬品名は原則として一般名を用いる。
なお固有名詞および段落の文頭にきた言葉のみ, 最初の一文字を大文字にする。
7 )数字は算用数字を用い, 度量衡の単位は mm, cm, μ, ml, l, dl, kg, g, mg などを使
用する。 8 )文献の記載様式(著者名が 3 名以上の場合, 日本語論文は「ほか」, 欧
文論文は「et al.」とする。)
A)雑誌は“著者名:論文名.誌名 巻(号), ページ数(発行年代)”の順に記載する。 ◇
佐々木陽, 堀内成人, 長谷川恭一ほか:長期経過観察による糖尿病患者(NIDDM)
の自然史に関する研究(2) -死因とその関連因子-, 糖尿病 30:1003~1011(1987) ◇
Reaven GM: Role of insulin resistance in human disease. Diabetes 37: 1595~1607(1988)
B)単行本は“著者名:タイトル名.書名-再版後は版表示も-(編者名), ページ数, 発行
所, 発 行地(発行年代)”の順にする。
◇鈴木吉彦 : 糖尿病患者の振動覚異常. 糖尿病性神経障害の臨床 (平田幸正,
松岡健平編), 105~115, 現代医療社, 東京(1988)
◇Ulbrecht JS, Norkitis A, Cavanagh PR: Plantar pressure and plantar ulceration in the
neuro-pathic diabetic foot. In: Medical and Surgical Management of the Diabetic Foot
(ed. by Kominsky SJ), 29~45, Mosby, St. Louis (1994) なお, 誌名の略記は日本
医学雑誌略名表(日本医学図書館協会編)および Index Medicus に従う。
9 )図表キャプションは, 必ず英文にする。 また, 図表の入る位置については本文中
に明記する。
10) 投稿にあたって、共著者を含めてすべての著者は、投稿時点の前の年から過去
3 年間における利益相反(COI)について, 所定の様式「自己申告による COI 報
告書」にて申告する. 著者 1 名につき 1 枚の報告書を日本糖尿病合併症学会事
務局へ提出する. ただし, 論文の内容によって編集委員会は追加情報の提供を
求めることがある. 利益相反関係については論文の末尾に, 謝辞または文献の
前に掲載される. COI 状態がない場合は, 「申告すべき COI 状態はない. 」な
どの文言を記載する. COI については, 投稿時点における最新の日本糖尿病学
会の指針内容に従う.
◆掲 載 料
1 )掲載料は規定ページまでを無料とし, それ以上超過分は 1 頁につき 20, 000 円
を著者の負担とする。
2 )別冊を希望する場合, 実費は著者の負担とする。別冊希望部数は著者校正時に添
付されている料金を参照し, 校正刷りの上部に朱書する。
◆そ の 他
1 )著者校正は 1 回, 訂正は誤植および印刷ミスにとどめる。
2 )ワープロ入稿の場合, フロッピーは Macintosh, または Windows の text 文書に
し, 必ずプリントアウトを添付してソフト名・バージョン名を明記する。
3 )論文の推敲期間は 4 か月とし, それ以後に投稿された場合は新論文として扱う。

