原稿作成時の注意

Phenomena in Nursing

投稿規定

1．主旨
本学術誌は，看護現象に関する学術的取組みや情報を発信することを通じて，看護学の発展に寄与することを
目的とする。特に，文献レビュー，概念分析，理論構築など看護の基盤となる知の構築および研究と臨床実践と
のリンケージを推し進め，看護の質の向上に貢献する。
2．発行
本誌はオンラインジャーナルである。採択された論文はインターネット上に逐次掲載される。
3．投稿原稿の範囲
1）原稿の種別は，下記のとおりとするが，必要に応じて適切な名称を投稿者が希望することができる。
【総説】看護学に関わる問題や話題について，多面的に内外の知見を集め，また文献等をレビューして，今後の
方向性を指し示すような著述や提言。
【研究論文】独創性に富み，主張が明確に表明されていて，看護学の知識の発展に貢献するものと認められたも
の。研究目的，方法，結果，考察など，論文としての書式が整っているもの。概念分析，理論構築，
システマティック・レビュー等，新たな看護学の知を生む論文を含む。
【実践報告】新しい工夫や試みを含みその看護実践を公表することにより，看護実践の質向上・発展および普及
が見込めるもの。以下のような書式をとることが望ましい。
Ⅰ．はじめに（あるいは，実践の背景）
Ⅱ．方法：実践モデルの提示，実施手順，評価方法（プロセス評価，アウトカム評価），分析方
法，倫理的配慮
Ⅲ．結果：参加者の特徴，プロセス評価結果，アウトカム評価結果
Ⅳ．考察
【その他】看護学の発展において，臨床や教育現場に何らかの示唆をもたらすもの。
2）論文の内容は，他の出版物（国の内外を問わず）にすでに発表あるいは投稿されていないものに限る。重複
投稿は禁止する。
4．倫理的配慮
1）人および動物が対象である研究は，倫理的に配慮され，その旨が本文中に明記されていること。
2）人および動物が対象である研究については，主となる研究者が所属する施設の倫理委員会の承認を得ている
こと。承認番号は文中に記載する。
5．謝辞
当該研究の遂行に関して受けた研究助成がある場合，また，著者以外で当該研究の遂行や論文作成に貢献した
者 (以下，貢献者) がいる場合は，｢謝辞｣の欄に各貢献者の貢献内容を記して謝意を述べる。
6．利益相反*
著者全員について，投稿時から遡って過去 1 年以内での発表内容に関係する企業・組織または団体との COI
状態を以下のように記載する。当該研究の遂行や論文作成において，A）利益相反となるような経済的支援を受
けた場合には，その旨を記載し，B）利益相反状態が存在しない場合には，｢本研究における利益相反は存在し
ない｣と記載する。
*利益相反：外部との経済的な利益関係等によって，公的研究で必要とされる公正かつ適正な判断が損なわ
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れる，または損なわれているのではないかと第三者から懸念が表明されかねない事態「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20年3月31日科発 0331001号）。
7．原稿の受付および採否
1）原稿の採否は，別途定める査読規定に基づいた査読を経て編集委員会が決定する。
2）投稿原稿は「11.

原稿執筆の要領」に従って作成し，原稿ファイルを電子投稿システムにアップロードする。

3）編集委員会の判定により，原稿の修正および原稿の種類の変更を著者に求めることがある。返送され，再提
出を求められた原稿は返送日から 2 カ月以内に再投稿すること。それ以降に再投稿された場合は，新規受
付として扱われる。
8．著作権
著作権は本誌に帰属し，本誌の承諾なしに他誌に掲載することを禁ずる。論文受理後，自筆署名した著作権譲
渡同意書の PDF ファイルを電子投稿システムにアップロードする。
9．著者校正
査読を経て，編集委員会で受理された投稿原稿については著者校正を1 回行う。ただし，校正の際の加筆は原
則として認めない。その後原稿は編集部において掲載様式に変更されるため，変更後の原稿を確認する。
10．著者が負担すべき費用
1）掲載料：原則として無料とする。
2）その他：図表等，印刷上，特別な費用を必要とした場合は著者負担とする。
＊別刷は作成しない。
11．原稿執筆の要領
1）投稿しようとする者は，以下に示す①～⑦を個別のファイルとしてwordで作成し「.docx」形式（バージョン
word 2007以降）で保存する。必ず投稿前にファイル内の文字化け，画像の鮮明度などを確認する。
① 様式1「Phenomena in Nursing 投稿者情報」
② 様式2「和文要旨と英文要旨」：（論文の表題・副題・キーワード・和文要旨・英文要旨を含む）
③ 様式3「本文」（謝辞・利益相反・文献は含まない）
④ 様式4「文献」
⑤ 図（必要に応じて作成）：タイトルと説明文含む
⑥ 表（必要に応じて作成）：タイトルと説明文含む
⑦ 資料（必要に応じて作成）
2）様式1には，表題・副題・投稿区分・キーワード（日本語・英語でそれぞれ5語以内，列挙順は任意）・ラン
ニングタイトル（和文 25 文字以内，英文 8 words以内）・著者氏名・著者所属機関・e-rad研究者番号（該当
者）・ORCIDのID（該当者）・連絡先・謝辞・利益相反を含む。著者氏名・所属・連絡者情報を和文と英文
で記載するとともに，希望する投稿区分についても示す。
3）様式2には，表題・副題・キーワード・和文要旨（800字以内）と英文要旨（300words以内）をつける。英文
抄録はプルーフリーディング（英語を母国語とする専門家の校正）を受け，その証明となるもの提出する。
4）様式3には，本文のみを入力し，謝辞・利益相反・文献のリストは別の様式のみに入れる。本文から抜くこと
ができないような投稿者が特定可能な情報（例えば：受審した倫理審査委員会名称，データ収集先名称，投
稿者自身の先行研究を使用した場合の表記など）は，投稿者が原稿中に黄色マーカーで示す。（査読者が投
稿者を特定できないようにマーカー部分を記号に変えて使用するため。）
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5）様式3の原稿には，MS-WORDの行番号機能を用いて左端に行番号（連続番号）をつける。また，原稿右欄外には
図，表，写真の挿入希望位置を示す。
6）様式4には，MS-WORDの行番号機能を用いて左端に行番号（連続番号）をつけ，引用参考文献の書誌情報を
記載する。本文中の出典等の記載内容と文献リストから，投稿者が特定可能な記載がある場合は，その部分
も黄色マーカーで示す。
7）原稿の1 編は本文，文献，図表を含めて和文は 24 枚以内，英文は 10 枚以内を目安とするが必要に応じてこの
限りではない。図表（写真を含む）については，印刷面積により原稿枚数に換算する。
8）原稿は，American Psychological Association（APA）スタイルに準じて本雑誌が設けた投稿様式で整えること
とする。原稿の作成にあたっては以下の点に注意する。
【本文原稿】
（1）和文の投稿原稿は A4 判横書きで，1 行の文字数を 30 字，1 ページの行数を 28 行（約 900 字）とし，英
文投稿原稿も1 行の文字数を 30 字，1 ページの行数を 28 行とする。いずれの場合も両端揃えにす
る。原稿本文の書体については，ひらがな・カタカナ・漢字はMS明朝とし，半角英数文字はTimes New
Romanを用いる。しかし，本文中に強調したい文字がある場合は，MSゴシック体あるいは太字を用い
てもよい。投稿原稿は11ポイントで作成するが，掲載原稿では本文は10ポイントで作成される。
（2）原稿本文中の読点は全角コンマ「，」を用い，句点は「。」を用いる。ただし本文中のCitations部分に限
って，人名が英語表記の場合は，半角コンマ＋半角スペースを用いる。
（3）外国語は原則，カタカナで表記し，外国人名や日本語訳が定着していない学術用語などは，原則として
活字体の原綴で書く。
（4）西暦と和暦は混合させて用いない。ただし必要性がある場合は併記を可とする。
（5）見出し番は，原則として下記の順でレベルを小さくする。また，見出しに番号をつける際には，自動段
落番号の機能は使用せずにアラビア数字は半角で入力し，見出し番号の後のピリオド「．」やカッコ記号
は全角とする。以下に示しているのは雑誌掲載時の文字サイズと書体であるが，投稿原稿はすべて11ポイ
ントのMS明朝で作成すること。
・1番目（11ポイントMSゴシック） : 全角ローマ数字＋全角ピリオド

例：Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ．Ⅴ．Ⅵ．Ⅶ．Ⅷ．Ⅸ．一段目の見出し
・2番目（10ポイントMSゴシック） : 半角数字＋半角ピリオド＋半角ブランク
例：1. 二段目の見出し
・3番目（10ポイントMS明朝＋Times New Roman）：半角数字の後ろに全角括弧閉じ
例：1）三段目の見出し
・4番目（10ポイントMS明朝＋Times New Roman）：全角括弧の中に半角数字
例：（1）四段目の見出し
・5番目（10ポイントMS明朝＋Times New Roman）：丸囲み数字＋半角ブランク
例：① 五段目の見出し
（6）本文中で用いる数字は，桁数によらず，すべて半角（Times New Roman）を用いる。四桁以上の数量を
表す場合は，三桁ごとに半角コンマを入れる。
（7）文中にローマ数字を用いる場合も，全角文字（全角MS明朝）を使用する。

【図表】
（1）図，表および写真は，図 1．表 1．写真 1．など通し番号（半角）＋全角ピリオドをつけ，1 ページに 1 点
として作成し，字体は原則としてMS明朝やTimes New Romanを用いる。
① 掲載原稿の本文は2段組みになるため，初回に提出する原稿の段階において，片方のコラムに入れる場合の図
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表の幅は8㎝以下で作成し，両コラムにまたがった図表を入れる場合は幅が16.5㎝以下になるように著者が作成
する。
② 図表のタイトルは末尾にはピリオド「．」や句点「。」を付けず，表では表の上に，図では図の下に左揃
えで10ポイントのMSゴシック体で記載する。
③ 図表中に日本語文字が多い場合はMS明朝を，半角英数字が多い場合はTimes New Romanを用いることが望ましい。
④ 図表の注釈は（MS明朝，9ポイント以上），図表の下に簡潔に記す。説明文の終わりには句点を付ける。全体
に関する補足説明は，図表の後に説明文を添える。特定部分に関する注には，表中の該当箇所に注の符号
（a，b，c の上つき文字）を付け，複数ある場合は，原則改行せずに続ける。読者が本文の説明を読まな
くとも，その図あるいは表の内容を理解できるように工夫すること。なお，図と表で内容が重複しないよう
に注意する。
⑤ 符号の表記：統計学上の「*」，「**」や「†」などの符号は，5％，1％，10％の統計上の有意水準を示
すときに用い，数値の右肩に示し，図表の下部にその旨を示す。
（2）図については，docx，xlsx，pptx，ai，eps，pngなどのオリジナルファイルをアップロードする。
① 作図：作図は，縮尺を考慮して線の太さを決め，コントラストに留意する。なお，原則，色を使わずモノクロで仕上
げる。座標軸や曲線，折れ線の太さは，論文を通じて一定にする。同一論文中に比較対照すべき複数の図があるとき
は，全部に同じ目盛りを用いる。
② 図中の文字：座標軸の説明とその単位は各軸の外側中央に示す。縦軸は，日本語の場合は縦書きとし，英語の場合
は下から上に向かって横書きで書く。
（3）表については，MS-Excelによる作成を推奨する。
① 原則，表の左の項目は左揃えとし，数値は位を揃え，小数点の位置，小数点以下の桁数を揃える。
② 数値の単位は，数字が縦に並ぶときはその数値に関する見出しの下，横に並ぶときは項目の右に書き入れる。表
中の数字が理論的に必ず 1 以下の場合（たとえば，相関係数）は，「0」を付けずに「.52」のように小数点以
下のみを書く。
③ 表中の線はできるだけ少なくし，適当なスペースをとる。
【文献】
（1）本文中の文献表記方法（Citations）
① 文中で文献を表示する場合は，著者名と出版年を用いる。
② 翻訳本を文中で表記する場合は，原著者名と原著出版年および翻訳書籍出版年の両方を記載する。
例：Watson（1980/2017）によれば…である。
③ 複数の出典を1つの括弧で表記する場合は，第一著者の姓のアルファベット順に並べ，出典の間は全角セミ
コロンでつなぐ。
例：（明石ら，2017a；明石ら，2017b；Hyogo，2010；神戸，2011；Luminaire et al., 2018）
④ 複数著者の場合で初出であっても第一著者の姓と日本語論文では「ら」を，英語論文では「et al.」をつけ
る表記でよい。第一著者のみの表記となるので「et al」の前のコンマは不要である。出典元の区別がつかな
い場合は，出版年のあとに小文字のアルファベットを付し区別する。文献リストにも同様にアルファベッ
トをつける。
例：

高校生を対象とした研究（兵庫ら，2018a）では，睡眠時間は…であることが明らかとなってい

る。また，兵庫ら（2018b）は…携帯電話の使用が…であると主張している。
日本人若年者は柑橘系の香りを好む（Akashi et al., 2018a）が，Akashi et al.がアメリカ人を対象と
した研究（2018b）では柑橘系よりもフローラルな香りを好むという結果が得られている。
⑤ 直接引用を用いた場合は，引用した文章をカギ括弧で囲み，その後に括弧で著者，出版年，ページ番号も
示す。
例：「患者には患者役割があり，それは疾病からの回復を左右する重要な因子である」
（明石ら，2017a，
p.6）ことから…
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（2）文献リストの記載方法（References）
① 引用文献（原文のままの引用した文献と，要約した形で引用した文献の両方を含む）は，第一著者の姓の
アルファベット順に文献情報を列記する。
② 文献が日本語であっても外国語であっても，括弧，コンマ，ピリオド，アルファベット，数字は，すべて
半角を用いる。左括弧（始め括弧）の前，右括弧（閉じ括弧）の後，コンマの後などには，半角ブランクを
入れる。
③ 著者名の記載は以下のとおりとする。
［著者名：日本語文献の場合］
a）著者名は，姓，名の順に続けて記載する。姓と名の間は空けない。例：明石華怜
b) 著者3名までは列挙し，4名以降は「ほか」で略す。著者名を半角コンマと半角ブランク「, 」でつなぐ。
例：明石花蓮, 兵庫湊, 推名海 (2018a).

明石花蓮, 推名海 (2018b).

明石花蓮, 明石華怜, 神戸留美ほか (2018c).
c）政府・官公庁・研究機関など団体名義の著作物は正式名称を略さずに書き，個人著者名の場合と同様にアルファ
ベット順に並べる。
例：厚生労働省
［著者名：海外文献の場合］
a）日本語以外の名前であっても，姓→名の順で表記し，ファミリー・ネーム（スペルアウト）＋半角コンマ
＋半角ブランク＋ファースト・ネーム（イニシャル）＋半角ピリオド＋半角ブランク＋ミドル・ネーム（イ
ニシャル）＋半角ピリオドを付ける。ただし，ミドル・ネームは示さなくとも可とする。
b）英語に翻訳された書籍の翻訳者を記載する場合の英語名の表記の順は上記とは異なり，名（イニシャル）
＋半角ピリオド＋半角ブランク＋姓（スペルアウト）＋半角コンマ＋半角ブランク＋“Trans.”の順となる。
c）著者3名までは列挙し，4名以降は「et al.」で略す。著者名は，半角コンマと半角ブランク「, 」でつな
ぎ，&は使用しない。
例： Donald John Trump & Donald John Trump Jr.
⇒ Trump, D. J., Trump Jr., D. J. (2018).
例：Donald John Trump, Jared Corey Kushner, Ivanka Marie Trump, Melania Trump,,,
⇒
Trump, D., Kushner, J., Trump, I., et al. (2018).
d）同姓かつ名のイニシャルも同じ著者があり，出典の区別がつかないときには，名も略さずに書く。
例：Trump, Donald (2017).

Trump, Denney (2017).

④ 出版年：同一著者が同じ年に出版している文献があり，著者名と出版年のみ記載が同じになる場合は，出
版年の後にアルファベットをつけて区別する。
例：明石華怜，神戸瑠美奈 (2017a)

明石華怜，神戸瑠美奈 (2017b)

⑤ 雑誌名・論文名等：原則として正式名称を省略せず記載する。論文の表題は副題も含めて略さずに書く。日本
語文献では，副題の前に全角ダッシュ (―)を使用し，ダッシュの前後には半角ブランクを入れる。外国語文献
では，原則として表題と副題の最初の語の頭文字，固有名詞のみ大文字とし，副題は半角コロン（:）＋半角ブラ
ンクのあとに続ける。
⑥ 出典の種類によって記載が必要な書誌情報の項目は異なる。

雑誌掲載論文
・「著者名 (出版年). 論文の表題. 掲載雑誌名, 号もしくは巻 (号), 開始ページ-終了ページ.」の順に記載
し，ページ間の記号には半角ダッシュ（-）を用い，雑誌や書籍名はイタリックにしなくともよい。また，
2行目は全角2マス分下げる。巻のみ記す場合は通し番号を用い，巻と号を示す場合はその号のページ番
号を記載する。
例：会田博, 松木健, 北川望ほか(2010). 慢性腎疾患をもつ子どもと健康児の QOLの比較. 心と体, 2,
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オンライン版で，DOI のない場合
・デジタルオブジェクト識別子 (doi) がない論文の場合は，「著者名 (年号). 論文タイトル. 収載誌名, 巻
(号), 開始ページ-終了ページ. URL」の順に記載する。
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附則
この規程は，平成 28 年 9 月 23 日から施行する。
平成29年2月13日

改訂

平成29年4月26日

改訂

平成30年4月26日

改訂
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