日本小児麻酔学会誌
日本小児麻酔学会誌投稿規定
1. 投稿者
共著者を含め日本小児麻酔学会会員であることを原則とします。ただし、国外からの投稿および編集委員会の依
頼による投稿については、この限りではありません。
なお、日本小児麻酔学会発表演題の内から編集委員会推薦演題として本学会誌への投稿をお願いすることがありま
すが、推薦演題についての投稿資格、査読過程、採否の決定は通常の投稿と同様です。
2. 投稿
論文の投稿は、下記アドレスにある電子投稿システムを通じて行います。
https://mc.manuscriptcentral.com/cpa
3. 採

否

投稿論文の採否は、編集委員会が決定した査読者による査読を経た上で、編集委員長が決定します。
4. 投稿原稿
邦文または英文で書かれたものとし、いずれの場合も英文抄録を付けてください。英文は、必ず英語を母国語と
する方の校閲を受けることを強く推奨します。英文原稿は邦文原稿と投稿規定が一部異なりますので、後段の
Instructions to Authors をご覧ください。

投稿原稿は、言語を問わず他の雑誌に未発表で、他誌への投稿中でな

いものに限ります。原著論文の場合、臨床研究論文には倫理的考察の記述を含めてください。基礎研究論文には、
本誌の性格上必ず、臨床的意義の考察をお願いいたします。
また、論文内容を、すでに学術集会で発表している、あるいは、その予定がある場合はその旨を必ず記載してくだ
さい。
5. 投稿原稿の様式
・アプリケーション（Word、Excel、PowerPoint など）で作成したファイル
・写真ファイル、スキャンファイル（TIFF、JPEG、EPS 形式）（スキャンの解像度は原寸の大きさで 350dpi）
写真は白黒で印刷されますが、写真内容の性質上特にカラーでの印刷をご希望される方は、下記項目 10 に定めた
編集事務局までお申し出ください。編集委員会で検討ののち、ご返信させていただきます。
6. 執筆要領
1）＜文字原稿＞
Word などのアプリケーションを用いて執筆をお願いします。論文題名、著者名、所属、郵便番号、住所、電話番号、
FAX、E-mail アドレス、要旨、キーワード、本文の順に書いてください。最後に英文抄録を入れてください。
執筆上の注意点
数字、欧文は直接入力、半角ひらがな、半角カタカナは使用しないこと
字のサイズ：12 ポイント
専門用語は日本麻酔学会用語集に準拠
薬品名は一般名で商品名を記す時は（

）で記入する

数式、外字、修飾文字、小文字、大文字、上付、下付などの文字は校正時に修正する

総

説
字数：8000 字以内（要旨、引用文献、図表・図表の説明、を含む）図表 6 点以内（図表は 1 点 400 字に換算）
要旨―400 字以内、5 つ以内のキーワードをつけてください
英文抄録―300 語以内（タイトル、著者名、所属、住所、抄録本文、キーワードの順で記載）

原著論文
字数：10,000 字以内（要旨、引用文献、図表・図表の説明、を含む）図表 8 点以内（図表は 1 点 400 字に換算）
要旨―400 字以内、5 つ以内のキーワードをつけてください
英文抄録―300 語以内（タイトル、著者名、所属、住所、抄録本文、キーワードの順で記載）
症例報告
字数：6000 字以内（要旨、引用文献、図表・図表の説明、を含む）図表 5 点以内（図表は 1 点 400 字に換算）
要旨―400 字以内、5 つ以内のキーワードをつけてください
英文抄録―200 語以内（タイトル、著者名、所属、住所、抄録本文、キーワードの順で記載）
短

報
字数：4000 字以内

図表 2 点以内（図表は 1 点 400 字に換算）

英文抄録―200 語以内（タイトル、著者名、所属、住所、抄録本文、キーワードの順で記載）
推薦演題
字数：8000 字以内（要旨、引用文献、図表・図表の説明、を含む）図表 6 点以内（図表は 1 点 400 字に換算）
要旨―400 字以内、5 つ以内のキーワードをつけてください
英文抄録―300 語以内（タイトル、著者名、所属、住所、抄録本文、キーワードの順で記載）
海外報告
字数：4000 字以内

図表 2 点以内（図表は 1 点 400 字に換算）

英文抄録―200 語以内（タイトル、著者名、所属、住所、抄録本文、キーワードの順で記載）
2）＜図

表＞

Word、Excel、PowerPoint などのアプリケーションを用いてでデータを作成してください。
写真ファイルは、TIFF、JPEG、EPS 形式で保存してください。
コンピュータで作成できない挿絵やファイル化されていない写真などは、原本をスキャナー（解像度 350dpi）で取
り込み、ファイル化してください。
3）＜引用文献 ＞
重要なもののみとし、文中に引用順に番号をつけ、これを本文末尾に番号順にまとめてください。
雑誌、書籍の記載方法は、下記の例に従ってください。誌名略記は医学中央雑誌刊行会・医学中央雑誌収録目録略
名表および Index Medicus に準じてください
※ 雑誌の場合
著者名（3 名を超すときは、他と記す）：題名．雑誌名

年；巻：始頁―終頁．

[例]
呉原弘吉、北口勝康、坂本尚典、他：セボフルラン麻酔中の小児における脳血流速度 CO2 反応性：麻酔薬濃度の
影響．日小児麻酔会誌 2001；7：183-187．
Leyvi G, Taylor DG, Reith E, et al.: Utility of ultrasound-guided central venous cannulation in pediatric
surgical patients: a clinical series. Pediatr Anesth 2005; 15: 953-958.
※ 書籍の場合
著者名（3 名を超すときは、他と記す）：章名，書名．編集者名．地名，出版社名，年，始頁―終頁．
[例]

鈴木玄一：泌尿器科の麻酔．臨床小児麻酔マニュアル．藤原孝憲編．東京，克誠堂，1986，356-363．
Polaner DM, Berde CB: Postoperative pain management. A practice of Anesthesia for Infants and Children, 2nd
Ed. Edited by Cote C, Ryan JF, Todres ID, et al. Philadelphia, Saunders, 1993, 451-469.
7. 倫理規定（この規定は 2019 年度より適応されます。それまでは移行期間とします。）
投稿原稿に関して、投稿者（共著者を含む）の責任において、以下の倫理規定に従ってください。
1) 人を対象とした医学研究は、最新の「ヘルシンキ宣言」と厚生労働省による「人を対象とする医学系研究に関す
る倫理指針」を順守すること。
2) 人を対象とした介入研究は、前項に加えて事前に所属施設の倫理委員会の承認を得ていること。
3) 症例報告は、外科関連学会協議会による「症例報告を含む医学論文及び学会研究会発表における患者プライバシ
ー保護に関する指針」を順守すること。
4) 動物実験は、文部科学省による「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針」を順守すること。
8. 利益相反規定
投稿者および共著者の発表内容に関連する企業や営利を目的とする団体（以下、企業等、という）との関係につい
て、下記の項目に該当する場合は本文末尾にその旨を記載し開示をしてください。開示が必要でない場合は、利益
相反がない旨を記載してください。
1) 企業等の役員、顧問職にある場合、1 つの企業等から、年間 100 万円以上の報酬を受け取っている場合につい
て、その企業等の名称。
2) 1 つの企業等の株式から、年間 100 万円以上の利益を取得した場合及び当該発行済株式数の 5% 以上保有して
いる場合、その企業等の名称および株式名。
3) 1 つの企業等から、年間 100 万円以上の特許権使用料を受け取っている場合、その企業等の名称。
4) 1 つの企業等から、年間 100 万円以上の日当・出席料・講演料等を受け取っている場合、その企業等の名称。
5) 1 つの企業等から、年間 100 万円以上の原稿料を受け取っている場合、その企業等の名称。
6) 企業等から研究費として支払われた金額のうち、1 つの臨床研究に対して年間 200 万円以上の研究費を受け取
っている場合、その企業等の名称。
7) 企業等から奨学寄付費として支払われた金額のうち、 1 名の研究責任者に対する総額が年間 200 万円以上の場
合、その企業等の名称。
8) 1 つの企業等から、年間 30 万円以上の贈答（研究とは直接無関係な旅行、贈答品等）を受け取っている場合、
その企業等の名称と金額。
9. 著作権及び別刷り
本誌に掲載された論文著作権は日本小児麻酔学会に帰属します。また本会は掲載論文の電子的出版の権利も有しま
す。
別刷りは著者校正時に請求してください（有料）。
10 .編集事務局
本誌の編集事務局を下記に定めます。
104-0042

東京都中央区入船 2-7-4

株式会社小薬印刷所

政光ビル

内

日本小児麻酔学会誌編集委員会事務局
TEL: 03-3551-1222

FAX: 03-3551-3447

E メール

kogusuri@blue.ocn.ne.jp

11. その他
用語の説明
TIFF、JPEG、EPS 形式：写真等の画像データ形式。
dpi：スキャナーの解像度
（2018 年 10 月）
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1. Eligibility

Instructions to Authors

All authors should be members of the Japanese Society of Pediatric Anesthesiology. There are exceptions for those from outside of Japan or those
invited by the Editorial Board. Best presentations in the annual meeting of the Japanese Society of Pediatric Anesthesiology could be invited papers and
processed as normal submissions.

2. Submission

Manuscript should be submitted through online written below: https://mc.manuscriptcentral.com/cpa

3. Acceptance/Rejection

All decisions on acceptance or rejection are made by the Chief Editor, after the review by the reviewers chosen by the Editorial Board. It is necessary
for authors to make additions, corrections or deletions to meet journal standards if required.

4. Manuscript

Manuscript should be written in either Japanese or English and accompanied with abstract in English. All materials are recommended to be proofread
by native English speakers before submission. For manuscript in Japanese, please see instructions written in Japanese located above.
Submitted manuscripts must not have been published, nor have been accepted by other journals. Original manuscript on clinical research should
provide documentation showing the research to comply with ethical standards. Manuscript on basic research should describe the clinical implications.
If the contents of the manuscript have been presented or will be presented in academic meeting, please describe that in the manuscript.

5. File types
Manuscript including tables and ﬁgures should be created by application (Word, Excel, PowerPoint etc.). Photographs or scanned data should be
saved as TIFF, JPEG, or EPS.
Photographs will be printed in black and white. If you want those to be printed in color, please contact to the Editorial Ofﬁce written in section 10.

6. Preparation of the manuscript Manuscript :
Manuscript should be printed on A4 sized paper in a standard font (12 point), be double-spaced, and have margins of 20 mm each on the right and
left sides and 30 mm each at the top and bottom. The legends to the tables and ﬁgures should be included as separate pages.
Manuscript should have a title page stating the title of the paper, the names of the authors, affiliation, postal code, address, telephone number, fax
number, e-mail address, etc.
The page number should be added consecutively beginning with the title page.
Manuscript must be presented with a cover letter signed personally by all the authors, to confirm understanding of copyright.

Review Articles
Abstract - up to 300 words, with up to 5 keywords. Number of pages - up to 20 pages including abstract and references. Up to 6 tables and ﬁgures.

Original Papers
Abstract - up to 300 words including Purpose, Methods, Results and Conclusion, with up to 5 keywords. Text - Introduction, Methods, Results,
Discussion, References. Number of pages - up to 25 pages including abstract and references. Up to 8 tables and ﬁgures.

Clinical Reports
Abstract - up to 200 words, with up to 5 keywords. Text - Introduction, Case report, Discussion, References, etc. Number of pages - up to 15 pages
including abstract and references. Up to 5 tables and ﬁgures.

Short Communications
Abstract - up to 200 words, with up to 5 keywords. Number of pages - up to 10 pages including references. Up to 2 tables and ﬁgures.

Invited Papers
Abstract - up to 300 words including Purpose, Methods, Results and Conclusion, with up to 5 keywords. Text - Introduction, Methods, Results,
Discussion, References. Number of pages - up to 25 pages including abstract and references. Up to 8 tables and ﬁgures.

Overseas Reports
Abstract - up to 200 words, with up to 5 keywords. Number of pages - up to 10 pages including references. Up to 2 tables and ﬁgures.

Tables and Figures :
Tables and ﬁgures should be created by applications (Word, Excel, PowerPoint etc.).
Photographs should be saved as TIFF, JPEG or EPS.

Figures or photographs not created or

saved as PC ﬁle should be scanned in resolution 350psi.

References :
Cite only the most important references, number them in order of appearance and place them at the end of the manuscript starting on a separate page.
1)

Number references with a small font at the top right at the end of the reference ([example: Suzuki ]).
Journal articles - Author(s) (up to 3 authors, after that abbreviate to et al): Title. Journal Year; Volume number: Page numbers. [Example] Leyvi G,
Taylor DG, Reith E, et al: Utility of ultrasound-guided central venous cannulation in pediatric surgical patients: a clinical series. Pediatr Anesth 2005;
15: 953-958.
Books - Author(s) (up to 3 authors, after that abbreviate to et al): Chapter title, Book title. Editor(s). City or Country, Publisher, Year, Page numbers.
[Example] Polaner DM, Berde CB: Postoperative pain management. A Practice of Anesthesia for Infants and Children, 2nd Ed. Edited by Cote C, Ryan
JF, Todres ID, et al. Philadelphia, Saunders, 1993, p451-469.

7. Ethical Standards (This section will be applied since April 2019)
Authors including all co-authors must be responsible to observe the ethical cords written below. 1) Human studies: Investigations on humans must be
conducted in accordance with the current Declaration of Helsinki. 2) Appropriate institutional review board (IRB) review and approval should
accompany all studies involving human
participants or research material derived from human participants. This information should be clearly stated in the

Method section of the manuscript including the date of the IRB approval and duration of the trial/study. If the study was exempted from IRB
approval, that information should be indicated in the Method section.
3) Clinical reports: In accordance with the conduct cord for patient privacy protection in medical papers and presentations at academic meetings
published the Japanese College of Surgeons, patients’ names, initials, hospital numbers, admission dates, and any other data that might identify
patients are to be avoided in all materials.
4) Animal studies: Investigations carried out in animals must be conducted in accordance with guidelines for proper conduct of animal experiments
issued by both the Japanese Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology and the Japanese Ministry of Health, Labour and
Welfare and also by the Science Council of Japan.

8. Conﬂict of Interest Policy

The author must indicate all sources of funding supporting the submitted work, more than one million yen annually from each entity. This requirement
includes any corporate or institutional funding sources. Sources of funding and any other explanatory information regarding conﬂict of interest (COI)
for the article should be disclosed.

9. Copyright and Reproductions

Manuscripts accepted for publication are copyrighted by the Japanese Society of Pediatric Anesthesiology. The Society also holds the right for
electronic publishing. The authors are responsible for the opinions and content expressed in papers. Permission to reproduce material must be obtained
from the Editorial Board. Fees are offered for reprints.

10. Contact of the Editorial Ofﬁce

Editorial Ofﬁce of Clinical Pediatric Anesthesia Kogusuri Printing Co., Ltd. C/O

2-7-4 Irifune Chuo-ku, Tokyo

104-0042, Japan Tel: +81-3-3551-1222/ Fax: +81-3-3551-3447 e-mail: kogusuri@blue.ocn.ne.jp
(September 2018)

