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「栄養科学研究」投稿規定 

 

１． 「栄養科学研究」について 

「栄養科学研究 (The Mukogawa Journal of Nutrition Science Research; MJNSR)」（以下、

本誌）は、栄養科学研究所が発刊する「研究所紀要」に該当する科学雑誌で、他誌に未発表

の栄養科学に関する総説、原著、症例報告、短報、トピックス、コメンタリー、オピニオン

の投稿を受け付ける。 

 

２． 投稿資格 

依頼原稿を除き、原稿の筆頭著者は、原則として本学の教員や大学院生に限るが、編集委員

会が認めた場合は学外からの投稿も受け入れる。 

 

３． 論文の査読 

総説、原著、症例報告、短報は査読審査の上、編集方針に従って論文の採否や原稿の加筆、

修正、削除などを決定し、著者に通知する。 

トピックス、コメンタリー、オピニオンは編集委員会において、読者の研究活動に寄与す

る内容であると認められた場合に掲載される。 

 

４． 原稿の形式 

1) 原稿記載の順序 

(1) 第 1 ページ目は表紙とし、総説、原著、症例報告、短報、トピックス、コメンタリー、

オピニオンの別を明記し、表題 25 文字以内のランニングタイトル、Key Words（5 個以

内）、著者全員の氏名とその所属、連絡責任者の住所、氏名、電話、FAX、E-mail アドレ

スを記載する。 

(2) 第 2 ページ目以降は、下記の順に配列する。 

総説、原著、症例報告、短報は本文（400 字以内の要旨、緒言、方法、結果、考察、謝辞

等、文献）表紙を第 1 ページとして、最終ページまで通し番号を記入する。 

表（説明図をふくむ）、図、図の説明は別々に添付すること。 

トピックス、コメンタリー、オピニオンについては本文 800-1200 字程度で記載するこ

と。 

(3) 投稿にあたり、共著者全員が自筆署名した投稿承諾書を同封すること 

2) 原稿作成上の注意 

(1) 原稿は原則として 3 部作成し、次ページ以降の投稿要領に従い CD-R も付けて投稿する

こと 

(2) 図・写真はそのまま製版できる鮮明なものとし、片側コラムの幅（77mm）、または左右

コラム幅（165mm）に合わせた大きさにする。組み合わせの図は、印刷領域（222mm×

165mm）を超えない範囲（図説も考慮する）でまとめて、A4 判の用紙で提出する。図
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中文字のサイズについては中ゴシック 7.5 ポイント（11 級）とする。 

(3) 表については、体裁を統一するため、ワード（エクセルも可）にて作成し、フロッピー

ディスクに原稿とは別ファイルにて添付すること。 

(4) 文献の記載は引用順とし、末尾に一括して通り番号を付けること。 

(5) 文献番号 1）、1)2）、1)-3)…を肩付とし、本文中に番号で記載すること。著者が４名以上

のときは、３名を記載し、残りを「～ほか」「～et al.」とすること。 

(6) 誌名を略記する場合には、本邦のものは日本医学図書館協会編：日本医学雑誌略名表、

外国のものは Index Medicus 所載のものに従う。 

(7) 英文要旨が必要。 

(8) 度量衡の単位は本文、図表ともに mm, cm, ml, dl, l, pg, ng, μg, mg, g, kg などを用い

る。 

3) 文献記載例 

(1) 萩里早紀, 谷野永和, 山本遥菜ほか：地域在宅高齢者の Mini Nutritional Assessment 

(MNA) と血清アルブミン値の関係における BMI の影響. 日本病態栄養学会雑誌 14: 

317-324, 2011 

(2) Tanaka M, Yoshida T, Bin W, et al.: FTO, abdominal adiposity, fasting hyperglycemia 

associated with elevated HbA1c in Japanese middle-aged women. J Atheroscler 

Thromb. 19:633-642, 2012. 

(3) 福尾惠介ほか：予防とつきあい方シリーズ、高血圧・糖尿病―生活習慣病―（荻原俊男,

監修, 池上博司, 楽木宏美, 編集）メディカルビュー社, 東京, 2009, pp.36-39 

(4) Liberman, U.A., Marx, S.J.: Vitamin D-dependent rickets. In: Primer on the metabolic 

bone diseases and disorders of mineral metabolism 4th ed（ed. by Favus, M.J.）. 

Lippincott, Philadelphia, 1999, pp.323-328 

５． 掲載料 

掲載料は原則無料とするが、刷り上り 10 頁以上の超過分については徴収する場合がある。カ

ラー印刷等、特殊なものは、実費が必要である。 

６． 著作権 

本誌に掲載された論文の著作権は、武庫川女子大学に帰属する。ただし、著作者本人は論文

を許諾なしに利用することができる。また、論文は武庫川女子大学リポジトリに搭載し、イ

ンターネットを通じて公開されるものとする。 

７． 投稿要領（原稿 3 部とデータを入れた CD-R 等の記録媒体を添付すること） 

1) 使用ソフトについて 

(1) Mac を使う方へ 

ソフトはマックライト、MS ワードを使用すること。 

その他にソフトを使用する場合はテキスト形式で保存すること。 

文字は細明朝 11 ポイントで統一すること。 

(2) Windows を使う方へ 

保存は必ず、テキスト形式で保存すること。 
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文字は MSP 明朝または Century11 ポイントで統一すること。 

記録媒体は、Mac、Windows とも CD-R を使用すること。 

2) 文字は節や段落などの改行部分のみにリターンを使用し、その他は、続けて入力すること。 

3) 和文の句読点は「，」「．」にする。 

4) 英文、数字は、スペースも含め全て半角入力（英文入力）すること。 

カンマ（ , ）、ピリオド（ . ）、コロン（ : ）も含みます。ただし、（ , ）、（ . ）、（ : ）の

前にスペースは入れない。 

5) 日本文に英文が混ざる場合には、日本文と英文との間に半角スペースを入れないこと。 

6) 表と図の説明は、ファイルの最後にまとめて入力すること。 

7) 入力内容の出力について 

(1) 原稿は必ず完全な形に整え、A4 判の用紙にワードプロセッサーで印字する。  

(2) 原稿１頁の体裁は、１行 40 文字×40 行で文字の大きさは 11 ポイントを使用、上下左右

のマージン（余白）は 30mm 程度開ける。表紙を１頁とし、頁番号を印字する。 

８． 原稿の送付先 

〒663-8558 西宮市池開町 6-46 

武庫川女子大学栄養科学研究所 栄養科学研究雑誌編集委員会 

E-mail: eiyoukg@mukogawa-u.ac.jp 

TEL/FAX: 0798-45-9922 
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投稿承諾書 

栄養科学研究雑誌編集委員長殿 

 

下記論文を「栄養科学研究」に投稿いたします。本論文は、他誌にすでに掲載あるいは投稿中

ではないこと、執筆者全員は論文の内容について責任を有していること、および掲載された原稿

の著作権は武庫川女子大学に帰属すること、さらに論文は武庫川女子大学リポジトリに搭載し、

インターネットを通して公開することに同意いたします。 

 

発表論文題目： 

総説 / 原著 / 症例報告 / トピックス / 短報・その他 

 

  

 

  

全著者の自筆署名を列記してください。捺印は不要です。なお、共著者の分が書ききれない場合

は、別紙に欄を適宜追加し、全員の署名を受けてください。 

 

筆頭著者署名 （ 年 月 日 ） 

 

※ 責任著者署名 （ 年 月 日 ） 

 

共著者署名 （ 年 月 日 ） 

 

共著者署名 （ 年 月 日 ） 

 

共著者署名 （ 年 月 日 ） 

 

共著者署名 （ 年 月 日 ） 

 

共著者署名 （ 年 月 日 ） 

 

共著者署名 （ 年 月 日 ） 

 

共著者署名 （ 年 月 日 ） 

 

共著者署名 （ 年 月 日 ） 

※筆頭著者が大学院生の場合、論文責任者の教員の署名を受けて下さい。 


