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  1． 本誌は，門脈圧亢進症および食道静脈瘤ならびにそ
の周辺分野の研究成果を正しく迅速に伝えることを
使命として，基礎研究と臨床に役立つ原著ならびに
総説等を掲載する．

  
  2． 投稿者は共著者を含めて本会会員に限る．ただし，

依頼原稿の執筆者はこの限りでない．

  3． 投稿者は本会の利益相反に関する指針に基づき利益
相反に関して編集委員会に報告する．

  4． 原稿の種類は原著，速報，短報，症例報告，臨床研
究および編集委員会の依頼による総説，解説，エディ
トリアルその他とし，他に未発表のものに限る（著
者全員署名の誓約書を提出のこと）．臨床例を対象と
した研究では被験者から informed consentを得てい
ることを論文に明記することが望ましい．倫理的に
問題のある論文は当学会倫理委員会および編集委員
会の判断で採用されないことがある．

  5．「臨床研究」とは臨床例を対象とした研究論文のうち，
原著として採用するには十分なオリジナリティーに
欠けるが，会員相互の情報交換のために有意義であ
ると編集委員会が判断したものをいう．「原著」とし
て投稿された論文を編集委員会の判断で「臨床研究」
として採用することがある．「臨床研究」として初め
から投稿された論文も受理する．形式は「原著」に
準ずる．

  6． 原稿の採否は編集委員会が理事・評議員のなかから
指名した査読者による査読を経て編集委員会が決定
する．

  7． 原稿の長さは原則として下記のとおりとする．
　　　 原　著・臨床研究：14,100字以内（6ページ以内）
　　　 症例報告：　　　　   9,400字以内（4ページ以内）
　　　 速　報・短　報：  4,700字以内（2ページ以内）
 原稿はワードプロセッサーを使用し，A4 判の任意の

用紙に 11 pt で 40字× 25行（1,000字 /枚）で横書
きとする．図・表は 1点につき 400字換算，論文題名・
著者名・和文要旨・キーワード・所属機関名等は合
わせて 1,000字換算，英文抄録は 800字換算で作成す
ること．

 原稿は図（写真）・表を含め，出力して 3部を提出す
る．デジタルデータがあるときは出力とともにデー
タも添付すること．

  8． 原文の表紙には論文題名，著者名，所属機関名およ
びその住所を和文・英文で併記し，講演発表したも
のはその旨注記する．

  9． 原著，総説，解説，短報，症例報告，臨床研究には
結果を簡潔にまとめた 400字以内の和文要旨と英文
の Keyword（5個以内）を記載する．原著にあって
は 200 words以内の英文抄録を添付する．

10． 文章は常用漢字，新かなづかいによる「である調」
とし，平易でわかりやすい表現とする．欧文，数字，
小数点，および斜線（/）は半角ものを使用する．句
読点はピリオド（．）とコンマ（，）を使用する．

　 　術語は学会制定用語があればそれに従う．
　 　欧語は必要な場合にのみ用い，タイプライターま

たはブロックレターなどを使用して記載し，固有名
詞以外は小文字とする．

　　　例：sensitivity→感度，data→データ
　 　章，節，項には I.，1.，a．の見出しをつける．
　 　度量衡単位は SI単位とする（m，cm，mm，cm2，l，

dl，ml，kg，g，mg，µg，h，min，s，msなど）．
　 　略語は原則として用いない．やむをえず使用する

際には，文中で頻回に用いられる長い術語で，習慣的
に用いられる 2，3の略語のみとし，その語が用いら
れる最初の箇所でその内容を明記すること．

11．文献は引用したもののみとし，本文中の引用箇所に
右上片付きで引用順に 1，2）…のように記載する．

　 文献は本文の後に引用順に列挙する．引用文献はオ
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リジナルなものとし，抄録，解説論文等の引用は可
及的に避けること．

　 外国雑誌の略号は，原則的に“Index Medicus”の
List of Journal Indexedに，和雑誌は「医学中央雑誌」
の収録雑誌略名表に従う．

　 著者のイニシャル，雑誌等，了解可能な項にはピリ
オドを付さない．

　 　記載の順序，方法は次のとおりとする．
 　雑誌の場合は，著者名（3名以内の場合は全著者名，

4名以上の場合は 3名まで記載し，残りは“他”あ
るいは“et al”とする），論文タイトル，雑誌名，発
行年，巻，始頁─終頁．

 　単行本の場合は，著者名（雑誌と同じ），タイトル，
書名，編者名，巻（または版），発行所，発行所所在
地，発行年，始頁─終頁．

  ［例］

a）  雑誌の場合
1） 三上哲也，西田　均，梅田知幸，他：TIPSS

施行後の TIPPS路と門脈の閉塞の治療に
D-BRTOが有効であった孤立性胃静脈瘤合併
肝硬変の 1例．肝臓  1996; 37: 447─455

2） Boyer JL, Mikkelsen WH, Sama SF, et al: 

Idiopathic portal hypertension. Comparison 

with the portal hypertension of cirrhosis and 

extrahepatic portal vein obstruction.  Ann Int 

Med 1967; 66: 41─68

b）  単行本の場合
1） 水本龍二，大藤正雄，高田忠敬，他：重症急

性膵炎の治療指針．日本における重症急性膵
炎診断と治療の手引き，斎藤陽一編，国際図
書出版，東京，1991，37─43

2） Everson C, Mills N: The inferior epigastric 

ar ter y. in Al ter nat ive bypass conduits 

and methods for surgical coronar y revas-

cularization, ed by Grooters RK, Nishida H, 

2nd Ed, Futura, New York, 1994, 73─80

12． 図および表は本文と切り離して別紙とする．写真は
図として扱う．図の標題と説明は図 1，図 2，のよう
にそれぞれ通し番号を付け別紙にまとめる．図の裏
面には筆頭者氏名，図番号ならびに上下を示す矢印
を記載する．表の標題は表の上に，注や説明は表の
下に書く．図，表の掲載位置はおよその場所を本文
中の右欄外に図 1，表 1のように朱記する．
a）   図はロットリングかペンによる墨書き，またはパ
ソコンによる作図とする．編集部においてトレー
スの作製を要した場合の実費は著者負担とする．

b）    写真は白黒，光沢鮮明なキャビネ判とする．矢印，
スケール等は写真中に貼付する．カラー印刷を希
望する場合は著者の実費負担とする．

c）   表の大きさは，原則として 1ページ以内に収まる
ものとする．表の縦罫は原則として省き，横罫も
できる限り省略する．

13． 著者校正は 1校とし，誤植の訂正にとどめる．

14． 別刷は著者の実費負担とする．

15． 著作権の使用，管理権
　 会員は，本誌に掲載する著作物の著作権ならびに版

権を日本門脈圧亢進症学会に移転するものとする．
ただし，上記著作物を自ら使用，公表，引用する権
利は，会員がこれを本会と重ねて保持する．

16． 原稿の送り先は下記宛とする．
  〒 113-0033 東京都文京区本郷 3-3-11 NCKビル
  　有限会社 編集室なるにあ
  日本門脈圧亢進症学会　編集事務局
  　TEL 03-3818-6450　FAX 03-3818-0554

  　E-mail jsph@narunia.co.jp
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Instructions to Authors

Aim of the journal:
Japanese Journal of Portal Hypertension (JJPH) accurately 
and rapidly publishes original ar ticles, reviews and 
materials concerning basic and clinical studies on portal 
hypertension and gastroesophageal varices and related 
disorders.

Authorship:
Authors and coauthors should be the members of JSPH. 
However, authors who are requested to submit to papers 
by the editorial board are not necessarily the members.

Category of papers:
Types of manuscripts are full length original researches, 
rapid communication, short communications, case reports 
and “clinical studies”. Reviews, comments and editorials 
request to submit by the editorial board are also included.
All authors and coauthors must submit a written pledge 
oathing that their materials have not been previously 
published in other journals.

Ethics:
Author, should clearly state in the text that informed 
consent has been obtained from al l the pat ients 
par ticipating clinical studies before the star t of s 
experiment. Papers judged as unethical by the editorial 
board are rejected to be received.

“Clinical Study”:
An original study which lacks full originality as an original 
article, but is judged of value as a mutual communication 
may be published as a “clinical study”.

Review System:
Acceptability of manuscripts is reviewed by reviewers who 
are assigned by the editorial board, and finally judged by 
the editorial board.

Length of papers:
The length of papers of each category is as follows:
Original article and Clinical study: within 6 journal pages 
(24 manuscript pages). A figure and a table is counted as 
two manuscript pages. Cost of extra pages is to be paid by 
authors.
Case report: within 4 journal pages (16 manuscript pages).
Rapid communication and Short communication: within 2 
journal pages (8 manuscript pages).

Arrangement of manuscript:
Submit one complete manuscript typed in 12pt front and 
double spaced with 1 inch margin on a high quality A4 
paper with professionally depicted figures and tables. 
Accompany 2 photocopies of texts with original figures and 
tables.
A text should be written in gramatically and logically 
well organized English. A manuscript of authors whose 
native languages are not English should be reviewed by 
colleagues who have profound experience in submitting 
English papers. Use of abbreviations are generally 
discouraged. Only terms of frequent appearance can be 
abbreviated. Standard abbreviations should be used, and 
defined at first appearance.

Arrange manuscript in following order:
1) title page  2) abstract  3) introduction  4) materials 
and method  5) results  6) discussion 7) references   
8) figure legends  9) tables  10) figures

Title page:
The title page includes the title of the manuscript, names 
of all authors, institutions and their addresses where the 
work was done. 

Abstract:
Abstract less than 200 words is required for original 
ar ticles, reviews and “clinical studies”. Three to 10 
keywords should be given at the bottom of abstract page.

References:
Number references consecutively in the order cited in 
the text. Only original article should be cited. Reviews, 
comments, personal communications and unpublished 
observation should not be included. Journal title should 
be abbreviated as in the Index Medicus. Only materials 
published in English should be cited. When unavoidable, 
papers published in other languages with English abstract 
can be cited.
Reference should be arranged as follows:

a. Journals
Mikami T, Nishida H, Umeda T, et al: A case with isolated 
gastroesophageal varices whose post TIPPS tract and 
portal vein were successfully occluded with D-BRTO (in 
Japanese with English abstract), Kanzo (Acta Hepatol Jpn) 
1996; 37: 447─455
Boyer JL, Mikkelsen WH, Sama SF, et al: Idiopathic portal 
hypertension, comparison with the portal hypertension of 
cirrhosis and extra-hepatic portal vein obstruction. Ann 
Intern Med 1967; 66: 41─48

b. Books
Everson C, Mills N: The inferior epigastric ar ter y. in 
Alternative bypass conduits and methods for sur ver y 
coronary revascularization, ed. by Grooters RK, Nishida H, 
2nd Ed., Futura, New York, 1994, 73─80

Tables:
Each table should be given a number and a brief informa-
tive title. Legends are included in the table.

Figures:
Pictures are included in figures. Each figure should be 
given a number. Name of first author, the number and two 
arrows indicating top and bottom should be given in the 
back of figures. Appropriate position of tables and pictures 
should be indicated in the right margin of manuscripts.

Revision:
One revision is allowed for authors. Authors should be 
careful not to make fundamental mistakes that require 
multiple revisions in the original manuscript.

Reprint:
Reprints of each paper are available at the expense of 
authors. Authors should fill the order form at returning the 
corrected proof.

Copyright:
The copyright of papers published in JJPH is belonged to 
JSPH. However, authors of the papers also have the right 
to use, report and cite the papers.

Sending manuscript:
Address of the JJPH office is as follows;
Editorial Office of JJPH, NARUNIA Inc.
3-11 Hongo 3 chome, Bunkyo-ku, Tokyo, 113-0033 Japan




