The Japanese Journal of Antibiotics 投稿規定
(2017 年 4 月 1 日改定)
1.

投稿は、感染症医薬品（抗生物質、抗菌薬、抗真菌薬、抗ウイルス薬、ワクチンを含む）、感染制御
（実験感染系に関するものを含む）、または微生物検査（検査技術）に関する記事とする。
A.

原

著 ：調査研究などで得られた、新規性のある有意義な知見を含む論文

B.

症例報告：貴重な症例論文

C.

短 報

：原著とするには調査研究件数が限られているが、新規性のある有意義な知見
と考察を含む論文

D.

研究報告：原著の条件は満たされていないが、公表に値する知見を含む論文

E.

総 説

：明確な主題のもとに、研究成果をまとめたもので、実験的根拠や結論の整っ
た論文

F.

資 料 ：調査研究などにより、まとめられたデータを含む論文、または情報共有を目的
とした記事

G.
2.

学術講演記録：研究会、講演会の講演内容の記録、または座談会、対談の記録

原稿は和文または英文とする。和文は、常用漢字、現代仮名遣い、和文中英語の単語の頭文字は
大文字とする。論文中の用語は統一する。Word, Excel, PowerPoint 等で作成し、原則としてフォン
トサイズは 12 ポイントとする。図表の挿入位置を本文中に記入する。

3.

数量の単位は下記のとおりとする。数字はアラビア数字を用いること。
km，m，cm，mm，μm，nm，m2，L，dL，mL，μL， kg，g，mg，μg，ng，pg，hr，min，sec，IU，mol，
mmol，%，℃，mmHg 等を用いる。

4.

学名はイタリック体で明記する。菌名・薬剤名・病名等は省略しないで記述し、略号を用いる場合に
は文中にその旨を記述する。但し、菌名の初回はフルスペル（例 Staphylococcus aureus）とし、
2 回目から属名の頭文字のみ(S. aureus）と省略できる。

5.

原著、症例報告、短報および研究報告は、その主論点が以前に他の雑誌に発表されたことのない
ものとする。

6.

原稿（正本）が当会へ到着した日付を原稿受付日とする。

7.

引用文献は論文の最後に番号順に集め、邦文名の雑誌は略さないで記述し、邦文名以外の雑誌
名の略名は「Index Medicus」に従い、生物医学雑誌に関する統一規定 Uniform Requirements for
Manuscripts Submitted to Biomedical Journals （いわゆる Vancouver style）に準じて記載する。
1) 山口惠三、舘田一博、大野 章、石井良和、村上日奈子：2013 年に
全国 69 施設の臨床材料から分離された 11,762 株の各種抗菌薬に
対する感受性サーベイランス。Jpn J Antibiot. 2016； 69: 1-25.
2) mura S, Tomoda H, Kim YK, Nishida H:: Pyripyropenes, highly
potent inhibitors of ACYL-CoA: cholesterol acyltransferase
produced by Aspergillus fumigatus. J Antibiot. 1993; 46: 1168-9.
著者名は 6 名までは全員を記載し、7 名以上の場合は 3 名を記載し 他

et al. と付記する。

8.

校正は、初校を著者校とする。

9.

別刷は、希望の部数を作製し，実費は著者負担とする。所要部数を著者校正時に明記のこと。

10. 論文の採否は、編集委員会の決定による。
11. 本誌に掲載された著作物の著作権は、公益財団法人 日本感染症医薬品協会に帰属する。
12. 倫理規定
臨床研究では「ヘルシンキ宣言」の倫理基準に基づいて行わなければならない、同時に施設内倫
理委員会の承認が必要。
動物実験では適正な実施に向けたガイドラインなどを参照して、科学的および倫理的規範に準じて
行い、施設のガイドラインに準拠すること。
調査研究では「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 文部科学省、厚生労働省」に則る
か、これに準じた施設内基準を満たしていること。
ヒトゲノム・遺伝子解析研究では「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 文部科学省、厚
生労働省、経済産業省」に則るか、これに準じた施設内基準を満たしていること。
遺伝子治療臨床研究では「遺伝子治療臨床研究に関する指針 文部科学省、厚生労働省」に則る
か、これに準じた施設内基準を満たしていること。
13. 利益相反
著者全員について、利益相反のある金銭上（1 つの企業・組織や団体から年間 100 万円以上支払
われた場合、ただし講演料、原稿料は 1 つの企業・組織や団体から年間合計 50 万円以上支払われ
た場合）または私的な関係をすべて明らかにしなければならない。
14. 原稿は、送状を付けて、正本（代表著者の署名のあるもの）1 部および副本 2 部を書留郵便にて下
記①へ、また、電子ファイル（Word、Excel、PowerPoint 等）を電子メールにて下記②へ送付するこ
と。
①

〒141-0021 東京都品川区上大崎 2-20-8
公益財団法人 日本感染症医薬品協会
[The Japanese Journal of Antibiotics]編集局

②

jja@antibiotics.or.jp

15. 掲載費用
① 掲載料
原著は刷り上り 5 頁、研究報告、資料は刷り上り 4 頁、症例報告、短報は刷り上り 2 頁まで無料、
それを超える場合は 1 頁あたり 15,000 円を著者負担とする。写真、図等のカラー印刷は有料と
する。特別掲載に該当する場合は、別に定める掲載料とする。
② 審査料
審査料は原則として無料であるが、審査に特別な費用が発生した場合はそれに要した費用を
著者同意の下、著者負担とする。
16. 「論文の書き方」を本協会のホームページに付記する。

【付記】投稿規定の補足：The Japanese Journal of Antibiotics 論文の書き方

・論文のカテゴリーは「A．原著、B．症例報告、C．短報、D．研究報告、E．総説、F．資料、
G．学術講演記録」とする。
・文字数および図表の数は制限しないが、簡潔、明瞭に記述する。

《論文の構成》
「表紙」：論文のカテゴリー、表題、著者名、所属機関名、代表著者の署名の順に記述する。
「要旨」：論文に記述される研究の本質を明確に表現し、簡潔に記述する。
「序文」：論文中に述べる研究を計画した背景に関連する文献等を引用し、研究の目的
を明確に記述する。
「材料と方法」：
① 菌株については、いかなる検体からの分離株であるか、あるいは標準株であるか
を明確に記述する。臨床分離株の場合は、採取の状況などを記述する。
② ヒトを対象とする場合は、適切な倫理基準に合致して行われていることが必要であ
り、 その旨を明記する。 例）○○大学倫理委員会（承認番号○○○）の承認を
得て実施した。
③ 新たな方法について記述する場合は、追試試験の実施が可能であるのに十分な
技術的情報を記述する。公表されている方法の一部を変更した方法の場合は文
献を引用し、変更部分のみを具体的に記述する。公表されている方法を変更しな
いで用いた場合は、文献の引用を記述する。
④ 統計学的解析を行った場合には、解析方法、解析に使用したソフトウエアを明記す
る。
「結果」：
① 著者等が行った研究結果のみの記述とし、内容が重複しないよう簡潔に記述する。
② 結果の解釈については考察で述べる。
③ 各群間の比較等から導き出される結論は統計学的解析に基づき簡潔に裏付ける。
④ 研究において得られた重要な否定的結果は省略しないで、必ず記述する。

「考察」：結果を繰り返し記述しない。
「利益相反」：
①自己申告すべき内容がない場合：
「利益相反自己申告：申告すべきものなし」と記述する。
②自己申告すべき内容がある場合：
記載例
利益相反自己申告：
著者 A は X 株式会社から奨学寄付金を受けている。
著者 B は Y 株式会社から講演料を受けている。
著者 C は Z 株式会社の社員である。
「引用文献」：
①論文中の引用した箇所の右肩に片カッコ付き一連番号で記述する。
②引用文献は引用した順に記述する。
③引用文献は原則としてレフェリー付き論文とする。
《カテゴリー別論文の構成》
・「A．原著」または「D．研究報告」：
①表紙、②要旨、③序文、④材料と方法、⑤結果、⑥考察、⑦謝辞、⑧利益相反、⑨
引用文献、⑩[和文論文の場合]英文要旨（表題、著者のローマ字名、所属機関名、要
旨）、⑪図表 の順に記述する。
・「B．症例報告」：
①表紙、②要旨、③序文、④症例、⑤考察、⑥謝辞、⑦利益相反、⑧引用文献、⑨[和
文論文の場合]英文要旨（表題、著者のローマ字名、所属機関名、要旨）、⑩図表 の
順に記述する。
・「C．短報」：
原則として①表紙、②要旨、原著の③、④、⑤および⑥を区別しないで記述、⑦謝辞、
⑧利益相反、⑨引用文献、⑩[和文論文の場合]英文用紙（表題、著者のローマ字名、
所属機関名、要旨）、⑪図表 の順に記述する。
・「E．総説」：
①表紙、②要旨、③序文、④研究成果、⑤謝辞、⑥利益相反、⑦引用文献、⑧[和文
論文の場合]英文要旨（表題、著者のローマ字名、所属機関名、要旨）、⑨図表の順

に記述する。
・「F．資料」：
原則として①表紙、②要旨、③序文、④方法、⑤資料、⑥考察、⑦謝辞、⑧利益相反、
⑨引用文献、⑩[和文論文の場合]英文要旨（表題、著者のローマ字名、所属機関名、
要旨）、⑪図表の順に記述する。
・「G．学術講演記録」：
規定しない。
以上

