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機関誌「学校保健研究」投稿規程
１．投稿者の資格

１１．投稿料

本誌への投稿者は共著者を含めて，一般社団法人日
本学校保健学会会員に限る．

投稿の際には，査読のための費用として５，
０００円を
郵便振替口座００１８０―２―７１９２９（日本学校保健学会）に

２．本誌の領域は，学校保健及びその関連領域とする．

納入し，郵便局の受領証のコピーを原稿とともに送付

３．投稿者の責任

する．

・掲載された論文の内容に関しては，投稿者全員が責
任を負うこととする．

１２．原稿送付先
〒１１３―０００１ 東京都文京区白山１―１３―７

・投稿論文内容は未発表のもので，他の学術雑誌に投

アクア白山ビル５F

稿中でないものに限る（学会発表などのアブストラ

勝美印刷株式会社

クトの形式を除く）
．

TEL：０３―３８１２―５２２３ FAX：０３―３８１６―１５６１

・投稿に際して，所定のチェックリストを用いて投稿
原稿に関するチェックを行い，投稿者全員が署名の
上，原稿とともに送付する．

内「学校保健研究」編集事務局

その際，投稿者の住所，氏名を書いた返信用封筒
（角２）を３枚同封すること．
１３．同一著者，同一テーマでの投稿は，先行する原稿が

４．著作権

受理されるまでは受け付けない．

本誌に掲載された論文等の著作権は，一般社団法人
日本学校保健学会に帰属する．

１４．掲載料
刷り上り８頁以内は学会負担，超過頁分は著者負担

５．倫理

（一頁当たり１３，
０００円）とする．

投稿者は，一般社団法人日本学校保健学会倫理綱領
を遵守する．

１５．「至急掲載」希望の場合は，投稿時にその旨を記す
こと．「至急掲載」原稿は，査読終了までは通常原稿

６．投稿原稿の種類

と同一に扱うが，査読終了後，至急掲載料（５０，
０００円）

本誌に掲載する原稿は，内容により次のように区分
する．

を振り込みの後，原則として４ヶ月以内に掲載する．
「至急掲載」の場合，掲載料は，全額著者負担となる．
１６．著者校正は１回とする．

原稿の種類

内

容

１．総 説
Review
２．原 著
Original Article

学校保健に関する研究の総括，解説，提
言等
学校保健に関する独創性に富む研究論文

３．研究報告
Research Report
４．実践報告

学校保健に関する研究論文

１７．審査過程で返却された原稿が，特別な事情なくして
学会発送日より３ヶ月以上返却されないときは，投稿
を取り下げたものとして処理する．
１８．原稿受理日は編集委員会が審査の終了を確認した年
月日をもってする．
原稿の様式
１．投稿様式

学校保健の実践活動をまとめた研究論文

Practical Report
５．資料
Research Note

学校保健に関する貴重な資料

６．会員の声
Letter to the Editor
７．その他
Others

学会誌，論文に対する意見など（８００字
以内）
学会が会員に知らせるべき記事，学校保
健に関する書評，論文の紹介等

原稿は和文または英文とする．和文原稿は原則とし
てMSワードを用い，Ａ４用紙４０字×３５行（１，
４００字）
横書きとし，本文には頁番号を入れる．査読の便宜の
ために，MSワードの「行番号」設定を用いて，原稿
全体の左余白に行番号を付す．査読を終了した最終原
稿は，CD等をつけて提出する．
２．文章は新仮名づかい，ひら仮名使用とし，句読点，
カッコ（「，『，（，［など）は１字分とする．

「総説」
，「原著」
，「研究報告」
，「実践報告」
，「資料」
，
「会員の声」以外の原稿は，原則として編集委員会の
企画により執筆依頼した原稿とする．
７．投稿された原稿は，査読の後，編集委員会において，
掲載の可否，掲載順位，種類の区分を決定する．

３．英文は，１字分に半角２文字を収める．
４．数字は，すべて算用数字とし，１字分に半角２文字
を収める．
５．図表及び写真
図表，写真などは，直ちに印刷できるかたちで別紙

８．原稿は，
「原稿の様式」にしたがって書くものとする．

に作成し（図表，写真などは１頁に一つとする）
，挿

９．随時投稿を受け付ける．

入箇所を原稿中に指定する．なお，印刷，製版に不適

１０．原稿は，正（オリジナル）１部のほかに副（コピー）

当と認められる図表は，書替えまたは削除を求めるこ

２部を添付して投稿する．

とがある．（専門業者に製作を依頼したものの必要経
費は，著者負担とする）
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６．投稿原稿の内容

４）鎌田尚子：学校保健を推進するしくみ．（高石昌弘，

・和文原稿には，
【Objectives】
，
【Methods】
，
【Results】
，
【Conclusion】などの見出しを付けた４００語程度の

出井美智子編）
．学校保健マニュアル（改訂７版）
，
１４１―１５３，南山堂，東京，２００８

構造化した英文抄録とその日本語訳をつける．ただ

５）Hedin D, Conrad D：The impact of experiential

し原著，研究報告以外の論文については，これを省

education on youth development. In：Kendall JC

略することができる．英文原稿には，１，
５００字以内

and Associates, eds. Combining Service and Learn-

の構造化した和文抄録をつける．

ing：A Resource Book for Community and Public

・すべての原稿には，五つ以内のキーワード（和文と
英文）を添える．

Service. Vol １, １１９―１２９, National Society for Internships and Experiential Education, Raleigh, NC, USA,

・英文抄録及び英文原稿については，英語に関して十
分な知識を持つ専門家の校正を受けてから投稿する．
・正（オリジナル）原稿の表紙には，表題，著者名，

１９９０
〈日本語訳〉
６）フレッチャーRH，フレッチャーSW：治療．臨床疫

所属機関名，代表者の連絡先（以上和英両文）
，原

学

稿枚数，表及び図の数，希望する原稿の種類，別刷

監訳）
，１２９―１５０，メディカル・サイエンス・インター

必要部数を記す（別刷に関する費用は，すべて著者

ナ シ ョ ナ ル，東 京，２００６（Fletcher

負担とする）
．副（コピー）原稿の表紙には，表題，

SW：Clinical Epidemiology. The Essentials. Fourth

キーワード（以上和英両文）のみとする．

Edition, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia,

７．研究の内容が倫理的考慮を必要とする場合は，研究

EBM実践のための必須知識（第２版．福井次矢
RH,

Fletcher

PA, USA, ２００５）

方法の項目の中に倫理的配慮をどのように行ったかを

［報告書］

記載する．

７）和田清，嶋根卓也，立森久照：薬物使用に関する全

８．文献は引用順に番号をつけて最後に一括し，下記の

国住民調査（２００９年）
．平成２１年度厚生労働科学研究

形式で記す．本文中にも，「…知られている１）．
」また

費補助金（医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエ

２）
４）

１−５）

」のように文献番号をつける．著者

ンス総合研究事業）
「薬物乱用・依存の実態把握と再

もしくは編集・監修者が４名以上の場合は，最初の３

乱用防止のための社会資源等の現状と課題に関する研

名を記し，あとは「ほか」
（英文ではet al.）とする．

究（研究代表者：和田清）
」総括・分担研究報告書，

は，「… ，…

［定期刊行物］ 著者名：表題．雑誌 名

巻：頁―頁，発

行年
［単

行

２０１０
［インターネット］

本］ 著者名（分 担 執 筆 者 名）
：論 文 名．（編

８）厚生労働省：平成２３年（２０１１）人口動態統計（確定

集・監修者名）
．書名，引用頁―頁，発行

数）の概況．Available at：http:／／www.mhlw.go.jp／

所，発行地，発行年

toukei／saikin／hw／jinkou／kakutei１１／dl／０１̲tyousa.pdf

―記載例―
［定期刊行物］

Accessed January ６, ２０１３
９）American Heart Association：Response to cardiac

１）高石昌弘：日本学校保健学会５０年の歩みと将来への

arrest and selected life-threatening medical emer-

期待―運営組織と活動の視点から―．学校保健研究

gencies：The medical emergency response plan for

４６：５―９，２００４

schools. A statement for healthcare providers, policy-

２）川畑徹朗，西岡伸紀，石川哲也ほか：青少年のセル

makers, school administrators, and community lead-

フエスティームと喫煙，飲酒，薬物乱用行動との関係．

ers.

学校保健研究 ４６：６１２―６２７，２００５

reprint／０１.CIR.００００１０９４８６.４５５４５.ADv１.pdf Accessed

３）Hahn EJ, Rayens MK, Rasnake R et al.：School to-

Available

at：http:／／circ.ahajournals.org／cgi／

April ６, ２００４

bacco policies in a tobacco-growing state. Journal of
School Health ７５：２１９―２２５, ２００５
［単行本］

附則：
本投稿規程の施行は平成２７年（２０１５年）
４月１日とする．

