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「北海道医療大学歯学雑誌」投稿規程（

る．また，投稿原稿と著者プロフィールを電子フ
ァイルにて編集長宛にe−mailで提出する．
）和文論文の本文については，原則として，緒論
（緒語）
，方法（材料および方法）
，結果，考察，
結論（結語）
，謝辞（必要な場合のみ）
，文献の順
に記載するものとする．
）英文論文の本文については，原則として，Abstract （
語 以 内 ）， Introduction ， Materials and
Methods ， Result ， Discussion ， Conclusion ， Acknowledgment（必要な場合のみ），Referencesの順
に記載するものとする．
）投稿論文のヘッダーに右詰めで，名前，所属，さ
らに初稿なのか修正論文なのかがわかるように記
載する．
）投稿時，著者全員が編集委員会に当該論文の共著
者である旨の承諾許可をメールで送信するものと
する．
．最近のトピックスの作成
）最近のトピックスは，投稿規程ならびに別に定め
る「投稿の手引き」に準拠して作成すること．
）最近のトピックスは，作成した文書ファイル
（Microsoft Word）をe−mailでの添付文書として編
集委員会まで送付すること．
メールアドレス：委員長宛
件名：歯学雑誌，最近のトピックス
ファイル名：最近のトピックス，講座名，
著者名
）最近のトピックスは，原則 トピックスにつき
頁での掲載とする．
）最近のトピックスは，全角文字
字程度にまと
めること．
（参照文献リストを含む）．原稿に図・
表を添える際は，以下の例に従って，片段サイズ
の図・表 つにつき本文の文字数を
文字程度
に削減すること．
例：本文のみ
字程度
（第 巻／第 号
頁 参照）
本文
字程度＋片段サイズの図・表
つ＋図・表の説明文
（第 巻／第 号
頁 参照）
本文
字程度＋片段サイズの図・表
つ＋それぞれの図・表の説明文
（第 巻／第 号
頁 参照）
本文
字程度＋両段サイズの図・表
つ＋図・表の説明文
．投稿論文の校正
）投稿論文に対する著者校正は原則として 回とす
る．
）校正論文は，特別な事情がない限り一週間以内，
校正時間は 時間以内に返却するものとする．
（返
却，連絡がない場合は，投稿を取り下げたものと
判断する）
．
．証明書等の発行
）投稿原稿の受付日は，編集委員会に到着した日付
とする．
）受理証明が必要な場合には，掲載が決定した後に

．投稿資格
著者は，原則として共著者を含め，本会会員に限る．
（臨時会員は除く）
．生命倫理への配慮
）臨床研究は，ヘルシンキ宣言の主旨にそったもの
で北海道医療大学の各学部・大学院研究科倫理委
員会の承諾を得たものとする．
）人の遺伝子解析を含む場合は，本学の「ヒトゲム
・遺伝子解析研究の計画および実地に関する倫理
規程」に基づき，「ヒトゲノム・遺伝子解析研究
に関する倫理審査委員会」の審査を経て学長の許
可を得たものとする．
）動物実験は，「北海道医療大学動物実験規程
（Regulations for the Care and Use of Laboratory
Animals in Health Sciences University of Hokkaido）」に基づき，「北海道医療大学動物実験委
員会（Animal Ethics and Research Committee）の
審査を経て，北海道医療大学長の承認を得たもの
とする．
なお，本学以外の研究機関で行われた研究について
は，該研究機関等の倫理委員会等で承認を得たもの
とする．
．利益相反（COI）について
投稿する論文については，本学会の定める「研究等
の利益相反に関する指針」に基づき，投稿時に指定
の申告書を提出するとともに，利益相反の有無を本
文の最後もしくは謝辞の前に明記すること．企業な
どの経済的，人的，専門的な利益相反がある場合は
企業名を記載する．ない場合は，「申告すべきCOI
状態はない」と文言を記す．
（詳しくは利益相反（COI）に関する指針参照）
．論文の種類及び内容
）論文の種類は，原著論文（Original），症例報告
（Clinical report），総説（Review），解説（Comment），システマティックレビュー（Systematic
review）
，臨床統計，（Clinical statistical survey）と
する．
）論文の内容は，他の刊行物に未発表のものに限る．
）本誌はその他に，ミニレビュー，最近のトピック
ス，歯学情報，本学会講演抄録，学会関係記事，
学位論文などを掲載する．
．査読および採否
）投稿論文は，編集委員会および編集委員会の依頼
する専門家により査読される．
）採否については，査読の結果に基づき編集委員会
が決定する．
．投稿論文の作成
）投稿論文は，投稿規程ならびに別に定める「投稿
の手引き」に準拠して作成すること．
）投稿論文は，表紙，論文指導責任者（corresponding author），およびその連絡先（住所，電話番
号，E−mailアドレス），チェックリストシート，
英文抄録（ 語以内）
，本文，表，図および図表
説明文の順番にまとめる．
）投稿原稿は， 部（正 部，コピー 部）とす
（

年 月 日現在）
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受理証明を発行する．
．別刷料
）掲載頁は，刷り上り一人 頁程度とする．
）カラー頁は，無料とする．
）別刷料については， 部まで無料とし，
これを超過
する場合（ 部単位）には著者の実費負担とする．
．優秀論文賞
その年の本誌に掲載された原著論文の中から「最優
秀論文賞」
（ 編）
，「優秀論文賞」
（ 編）を選び表彰
する．
選考は編集委員会が行う．
．著作権の帰属
本誌に掲載された著作物の著作権は北海道医療大学

歯学会に帰属する．本会はこれら著作物の全部また
は一部を，ネットワーク媒体を含む媒体に掲載・出
版することが出来る．ただし，論文の内容について
は，著者がすべての責任を負う．
．著者のプロフィール（ ．投稿論文作成
）参照）
巻末に著者のプロフィールを記すので，著者のスナ
ップ写真と経歴を提出すること．
．原稿の送付および本誌に関する問い合わせ
住所：〒 −
北海道石狩郡当別町金沢
番地
北海道医療大学歯学部・口腔生物学系・生理学分野
北海道医療大学歯学雑誌編集委員会（委員長 石井久淑）
Tel：
− −
e−mail：hisayosh@hoku−iryo−u.ac.jp

患者のプライバシー保護ならびに研究倫理に関する指針（

）「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）
（平成 年 月 日改正）
）「ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する指針」
（厚
生労働省）
（平成 年 月 日改正）
）「厚生労働科学研究における利益相反（Conflict of
Interest：COI）の管理に関する指針」
（平成 年 月
日厚生科学課長決定）

北海道医療大学歯学雑誌に掲載される症例報告等を含
む臨床研究論文では，患者のプライバシーを保護するた
め，以下の指針を遵守しなければならない．また，臨床
研究等においては，患者ならびに被験者の尊厳と人権に
配慮し，世界医師会によるヘルシンキ宣言と我が国が定
めた下記の指針ならびに法的規範を遵守しなければなら
ない．
．患者のプライバシー保護に関する指針
）氏名，カルテ番号，入院番号，イニシャル等，患
者個人の特定が可能となる情報は記載しない．
）患者の住所は記載しない．ただし，疾患の発生場
所が病態等に影響する場合は，区域（県，市など）
までに限定して記載する．
）診療日等の記載は，年月までとする．
）診療科名と他の情報を照合することで患者が特定
され得る場合，診療科名は記載しない．
）他施設でも診断・治療を受けている場合，その施
設名と所在地は記載しない．ただし，救急医療など
で搬送元の記載が不可欠の場合は，この限りではな
い．
）顔写真には目隠しをする．
）生検，剖検，画像情報などに含まれる番号等，症
例を特定できる情報は削除する．
）以上の配慮をしても個人が特定される可能性のあ
る場合は，発表に関する同意を患者本人（または遺
族もしくは代理人，未成年者では保護者）から得
る．
）前項の手続きが困難な場合は，筆頭著者または責
任著者（corresponding author）の所属する施設の倫
理委員会の承認を受ける．
．遵守すべき倫理指針等＊
）「臨床研究に関する倫理指針」
（厚生労働省）
（平成
年 月 日改正）
）「疫学研究に関する倫理指針」
（文部科学省・厚生
労働省）
（平成 年 月 日改正）
）「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）
（平成 年
月 日改正）
（

年 月 日）

＊

なお，上記の指針等は，管轄官庁のHPに掲示されてい
る最新版を参照すること．
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