
本投稿規定は英語版が原本となります。本和訳と原本との間に差異があった場合には、英語版が優先されます。 

（2013 年 5 月） 

 

1 
 

British Journal of Anaesthesia 投稿規定 

本投稿規定は、1998 年に本誌『British Journal of Anaesthesia(BJA)』に掲載した「寄稿

者のための詳細ガイド」の改訂版です。原稿作成にあたり、すべての著者、特に初め

て原稿を作成する著者向けにアドバイスを提供することを意図しています。  
 
なお、本誌では、著者はオンライン上で投稿論文の著作権ライセンスフォームを記入

することを推奨しています。 

論文の投稿について  

BJA 向けの原稿は、オンラインで投稿してください。下記の指示に従って原稿を作成

の上、オンライン投稿ウェブサイトに進んでください。オンラインで原稿を投稿する

際の注意事項は、こちらでご確認いただけます。 

編集上のすべての連絡事項は、下記にお寄せください： 
Prof. Ravi P. Mahajan, Editor-in-Chief, British Journal of Anaesthesia, Academic Division of 
Anaesthesia and Intensive Care, C-Floor, East Block, Queen’s Medical Centre, Nottingham 
NG7 2UH, UK.電話：+44 (0) 115 98231007、ファックス：+44 (0)115 9700739、電子メー

ル：bja@nottingham.ac.uk  

本誌の目的 

BJA は、基礎研究の応用、臨床、医療機器から教育まで、あらゆる麻酔、救命医療お

よび疼痛管理に関連する原著論文を出版しています。さらに、総説、症例報告ならび

に一般的関心の高い事項に関する特別記事も発表しています。 

盗用 

BJA の編集者は、提出された資料に対して盗用検知ソフトウェアを使用する権利を留

保します。詳しくは、BJA 方針の「不正行為／撤回」セクションを参照してくださ

い。  

原稿 

原稿の分量規定は以下のとおりです。 

臨床研究 (Clinical investigations)： 3000 語以内、参考文献 30～40 件まで、図表 4～6 
点。 
基礎研究 (Laboratory investigations)：3000 語以内、参考文献 30～40 件まで、図表 4～
6 点。 
総説（Review Articles）：5000 語以内、参考文献 150 件まで。 
エディトリアル (Editorials)：2500 語以内、参考文献 25 件まで、図表 1 点。 
症例報告 (Case Reports)：1500 語以内、参考文献 15 件まで。図表 1 点。 
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語数や図表の数に関する指針を無視した投稿は、評価されずに返却される場合があり

ます。推奨される数を超える図表が入った論文の投稿を希望する著者は、カバーレタ

ーでこの点の根拠を説明してください。 
 
総説論文、基礎研究/臨床研究は、オンライン出版に限り補足データ（総説用の追加の

参考文献、基礎研究の詳細結果表や追加画像等）を含めることが可能です。著者は、

どのファイルがオンライン限定発表の対象となるかをカバーレターに明記してくださ

い。 

症例報告 

BJA は、既存の臨床問題への新たなアプローチや新たな臨床問題を紹介する症例報告

を歓迎しています。ただし、症例報告の受理率は臨床研究と比べて大幅に低いのが現

状です。発表するだけの価値を持つ症例報告にするには、他の麻酔医にとって特筆す

べき成果を提供しなければなりません。単純に、臨床面で取り組み甲斐のある症例だ

という理由だけでは、症例報告として発表するにふさわしいということにはなりませ

ん。例えば、困難を要した起動や先天性心疾患の症例に対して、確立された手法を使

用した症例報告ならば、それは臨床的に如何に困難な事例であっても、麻酔科医はそ

こから新たに学ぶものはありません。さらに詳しい情報については、エディトリアル

（BJA2008; 100 (6):744）をご覧ください。 
 
BJA では、症例報告の投稿に際して、患者ないし患者の親族から許可を得ることを義

務付けています。必ず論文提出前に許可を得て、カバーレターにその旨を記載しなけ

ればなりません。何らかの形で患者の写真を使用する場合は、患者から署名付きの同

意書を得て、その写しを原稿と共に提出してください。この点を遵守しない場合、そ

の投稿論文は却下されることになります。  

総説 

BJA では、臨床及び基礎的主題を扱う総説の投稿を歓迎します。論文の投稿を検討し

ている著者は、取り上げる主題が本誌に相応しい内容であるか、最近依頼した、ある

いは出版した総説と重複しないよう、総説を執筆・投稿前に編集長に連絡のうえ確認

してください。 
総説論文の形式は、叙述的でも系統的でもかまいません（N. Webster; BJA2008; 
100:285-7 を参照のこと）。  

叙述的総説（Narrative reviews）は、主題の様々な要素を取り上げ、意見が中心にな

らないよう気を付けてください。叙述的総説は、内容が論理的に組み立てられていれ

ば、特に「序論」、「手法」、「結果」、「考察」という形式である必要はありませ

ん。要約は構造化されている必要はありませんが、目的と所見を明確に示すこととし

ます。 

系統的総説（Systematic reviews）は、「序論」、「方法」、「結果」、「考察」の構

成で、構造化された要約を添えて作成します。主題は明確に定義してください。系統

的総説の目的は、証拠に基づいた結論を導くことにあります。ランダム化比較試験

（RCT）でわずかなデータ（例：合計 120 例の患者の 3 件の小規模な試験のみ）を利
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用する場合などは、証拠のレベルが不十分なため、総説としての価値は非常に限定的

なものとなります。「方法」では、文献検索方法、データ抽出方法、証拠と分析の評

価方法に関して明示してください（例：Evans, Lysakowski and Tramer BJA2008; 
101:610-7）。  

原稿の作成 

原稿の標準的な構成順序は以下のとおりです。 

 タイトルページ  
 要約 （キーワードを含む） 
 序論（タイトル不要）  
 方法  
 結果  
 考察  
 謝辞  
 利益相反の申告 
 助成金 
 参考文献  
 表（凡例も含む） 
 図の凡例 

ページ右上隅にページ番号を振り、タイトルは 1 ページ目から記載します。各セクシ

ョンは新しいページから開始します。 

タイトルページ 

論文のタイトルが記載される個別のページです。タイトルは、論文の内容を十分に示

すものとします。検索エンジンによっては、論文のタイトルを検索時に使用するもの

があるため、論文の内容がタイトルから判別できることは重要です。したがって、

「An unusual cause of hypotension」（低血圧の例外的症例）等、不明確で曖昧なタイト

ルは避けるのが賢明です。「Is propofol epileptogenic? 」（プロポフォールはてんかん

を誘発するか？）等の疑問形のタイトルは、容認される場合もあります。 

タイトルページには、すべての著者の氏名と所属及び住所を記載してください。どの

所属がどの著者のものかを明確にしてください。著者の経歴や肩書（例：コンサルタ

ント、上級講師等）の詳細は不要です。研究が行われた場所と著者の現在の所属が異

なる場合はその現在の所属、あるいはやりとりをする連絡先に関して特別な指示があ

る場合は、注意書きをタイトルページの脚注に記載し、著者リストの中の適所に上付

き文字（1 2 3 等）で記します。校正を送付する連絡先が第一著者ではない場合、タイト

ルページではなくカバーレターに明確に注意書きを添えてください。 

すべての著者は、International Committee of Medical Journal Editors（国際医学雑誌編集

者委員会）が定める「オーサーシップ（Authorship）」の基準に従ってください。詳し

くは、BJA 方針の「オーサーシップ」セクションを参照してください。   
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欄外見出し（running title）の文字数は 50 字（スペースを含む）以内とします。 

要約（抄録） 

要約（抄録）は論文の冒頭に記載します。臨床研究と基礎研究の場合は、構造化され

たフォーマット（背景、方法、結果および結論）に則り、新たなページに要約を記載

してください。総説論文と症例報告の場合は、要約を構造化しないでください。  

要約には、研究もしくは研究内容の重要性を 250 語以内で簡潔に説明してください。

「結果」セクションにはデータを含めてください。要約に記載される結果や結論が論

文全体と一致していることが重要です。要約は、文字通り論文の要約として要約集な

どで使用される場合があるからです。参考文献はこのセクションには含めません。 

キーワード 

「要約」のページ内に、「キーワード」の見出しを付け、その下に 3 つから 5 つのキ

ーワードを記載してください。アルファベット順に並べ、MESH(Medical Subject 
Headings) キーワードに応じて分類してください。MESH キーワードはこちらでご確認

いただけます。この際、英国式の綴りを使用してください。著者がキーワードだと思

われるワードを安易に記載することはしないでください。例えば、「propofol」（プロ

ポフォール）は「anaesthetics i.v., propofol」と記載する必要があります。 

試験登録番号(TRIAL REGISTRY NUMBER) 

臨床試験（以下も参照のこと）の場合、キーワードの後に別の見出しを設け、試験登

録番号を記載してください。 

序論 

このセクションに推奨される構造は以下のとおりです。 

 研究主題の背景 
 何が既知/未解明なのか 
 研究対象/ 仮説 
 研究目的 

序論は 200 語以内、ダブルスペースで最高 1.5 ページを規定とします。序論には、問

題の背景と研究の目的を簡潔に記載してください。研究対象となる問題に関して研究

開始時にすでにわかっていることを記載してください。現在の問題に直接関連する場

合に限り、過去の研究を引用してください。例えば、静脈麻酔法に関する鎮痛薬注入

の説明及び評価について、過去に出版された膨大な静脈麻酔法や鎮痛剤に関する研究

などを引用する必要はありません。 
最終段落には、研究の第一の目的を、あてはまる場合は第二の目的を明記してくださ

い。 
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既に出版された抄録に予備研究結果が発表されている場合、その抄録を参照するのが

通例です。 

方法 

「方法」セクションでは、試験プロセスについて明確かつ簡潔に説明してください。

このセクションの対象となる話題は以下のとおりです。 

 倫理規範への同意／ライセンス  
 患者母数 
 適格／除外基準 
 研究の実施について 
 データの取り扱い 
 統計  
 （臨床研究許認可・CTA） 

倫理規範への同意／ライセンス 
著者の帰属国にかかわらず、人体実験を行う医学研究者は全て、2000 年 10 月に採択さ

れた World Medical Association-Ethical Principles for Medical Research Involving Human 
Subjects（世界医師会―ヒトを対象とした医学研究の倫理原則/ヘルシンキ宣言）に従

わなければなりません。文書は http://ohsr.od.nih.gov/guidelines/helsinki.html でご確認い

ただけます。研究者は、ヘルシンキ宣言を読み、それに従うことが求められます。ヘ

ルシンキ宣言の基準を満たさない臨床試験は、査読を拒否されることになります。万

が一、出版された研究に、ヘルシンキ宣言の遵守違反が見つかった場合は、出版論文

の取り下げあるいは掲載取り消しの対象となります。 

BJA は、臨床研究は全てヘルシンキ宣言に基づき、「方法」セクションの最初の段落

に以下を記載することを義務付けています。 

 適切な倫理委員会による研究の承認 
 すべての被験者、被験者が未成年の場合はその法定代理人、親権者あるいは法

定後後見人から書面によるインフォームドコンセントを得ていること。あるい

は、書面によるインフォームド・コンセントの提出を倫理委員会により免除さ

れていること。 

ヒト被験者の個人情報は特定できないようにしなければいけません。患者の氏名、イ

ニシャル、病院番号、生年月日、その他の保護された健康情報などを開示してはなり

ません。倫理委員会からの認定とインフォームド・コンセントの書面については写し

を取り保管してください。まれに、倫理委員会からの認定と研究行為に関する質問に

応じるよう、編集委員がこれらの書面の提出を要請する場合があります。 

本セクションには、2004 年 5 月 1 日に施行された EU 臨床試験指令により、すべての

研究に登録が義務付られた臨床登録機関に関する記載を含めてください。試験登録機

関は EudraCT（http://eudract.emea.europa.eu）など数多くあります。2009 年 1 月以降、

BJA が出版する論文は、「方法」セクションに登録番号を記載することが義務付けら

れています。 
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例：The study was approved by the X regional research ethics committee (Ref: 07/A123/456) 
and registered with EudraCT  
さらに詳しい臨床試験に関する情報は、以下のセクションをご参照ください。 

本セクションのタイトルは「Methods」とし、「Materials and methods」や「Patients and 
methods」などのタイトルは使用しないでください。内容が簡潔であることが求められ

ますが、読者が実験を解釈し必要に応じて再現できるよう、十分な詳細を記述する必

要があります。既に文書化された標準的な方法については改めて詳述する必要はあり

ませんが、原典を適切に引用してください。例えば、動物の心血管研究など、複雑か

つ困難な方法を取り上げる場合は、実験計画を表や図で示すなどして、長文による説

明を避ける工夫が求められます。 

詳しい実験技術を著名な図書館に別途提出し、この旨に関する注釈を原稿に記しても

よい場合もあります。測定を行ったら、著者によってとられた方法のエラーについて

も記載してください。測定に使用した機器のメーカー名と、適切なカタログ番号また

は機材を特定できる機器識別情報（例：Radiometer PHM 7）を明記してください。メ

ーカーの所在地（国・市町村）を記してください。研究所で使用する溶液について

は、その準備方法と正確な濃度を記載してください。 

医薬品 

医薬品について最初に言及する際は、国際的な一般用医薬品名を記載し、その構造が

あまり知られていない場合は、それに続く括弧内に化学式を記し、次に商標名（適

宜）（頭文字を大文字にする）を記してください。新薬の初期報告の場合に限り、医

薬品の分子構造を示す図が必要です。著者は、編集者に対する添え書きにおいて、分

子構造を入手した情報源を示してください。著者は必ず、その構成の正確性をあらゆ

る面から詳細にわたって確認してください。投与量は通常、医薬品の名前の後に投与

量を記して示されます（例：propofol 2.5 mg kg-1）。投与量と濃度を間違えないように

してください。 

ヒト及び動物実験の多重出版について 

ヒトや動物の被検体へのリスクを最小限に抑えるとともに、限られた研究資金をより

効率的に利用するため、研究者が、複数の論文を発表することを目的に、1 つの研究

で様々な問題を提起し複数の測定を行うことがあります。これは称賛に値するような

行為となる場合もあれば、1 つの実験を「出版可能な最小単位」に小分けにするよう

な不適切な試みとなる場合もあります。以下の 3 つの要件が満たされた場合に限り、1 
つの実験データを複数の異なる論文に分割することが容認されます。 

1.当該試験から作成された各論文のカバーレターで、１つの実験データを複数論文に

分ける必要性について説明しなければなりません。そのうち 1 つの提出先のみが BJA
であったとしても、この要件が適用されます。当該実験データを利用した別の論文が

現在他誌で査読中または出版工程にあるなどの状況をカバーレターに明記することが

不可欠です。本誌は、査読過程で論文を分割する妥当性について検討します。  
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2.最初の原稿以降のすべての原稿で、研究者は、最初の原稿について適切に言及した

上で、試験で報告されている主題がすでに報告されていることを公表しなければなり

ません。科学的継続性を実現する上で、必要不可欠な事項です。例えば、1 つの原稿

における試験実施について疑問が生じた場合、読者は同じ実験データに基づくすべて

の原稿を特定できなければなりません。  

3.測定結果は互いが互いを妨げることがあってはなりません。結果の相互干渉は、研

究時には確かではなかった事実によっておこることがあります。例えば、痛覚閾値の

測定により鎮痛作用の測定ができなくなる場合もあります。適切に相互参照されてい

ない別々の原稿で痛覚閾値と鎮痛作用が報告されていると、干渉測定の可能性が明ら

かにならない場合があります。 

患者 

全体的な健康状態と行われる処置の種類に加え、平均年齢（値域）、体重、性別、身

長、選定基準等のデータ（患者の特性であって、人口統計ではない）を提示してくだ

さい。動物データの場合は性別、種別、体重を記載してください。通常、短い文章で

まとめることができますが、さらに複雑な情報は表で示すことが望ましい場合もあり

ます。ただし、図表は作成に費用がかかるため、不要な場合は使用しないでくださ

い。患者から許可を求める必要な研究を行った場合、その旨を記載してください。 

臨床試験 

International Committee of Medical Journal Editors（国際医学雑誌編集者委員会）（こち

らを参照のこと）の Clinical Trial Registration Statement（臨床試験登録声明）に則り、

BJA のすべての臨床試験は参加者登録開始時あるいはその前に公的試験登録所に登録

する必要があります。この要件は、2009 年 1 月 1 日以降登録を開始したすべての臨床

試験に適用されます。2009 年 1 月 1 日より前に登録を開始した試験については、登録

が強く推奨されます。報告された試験が登録されていない場合は、カバーレターにそ

の旨をコメントとして記載してください。 

医療介入とアウトカムの因果関係を検討するためにヒトの被験者を介入群あるいは比

較群に割り当てる場合、研究は臨床試験とみなされます。どの臨床試験が本方針の対

象となるかについて詳しくは、最新版 ICMJE 指針をこちらでご確認ください。 

登録は一般市民が無料でアクセスでき、すべての登録候補者が検索し利用できるもの

でなければなりません。また、非営利組織が運営にあたらなければなりません。登録

には以下の情報を記載する必要があります：固有識別番号、介入の声明文、研究仮

説、一次評価項目および二次評価項目の定義、適格基準、目標被験者数、研究費提供

元、研究責任者の連絡先、重要な日付（試験登録日、試験開始日および完了日）。

ICMJE は以下の機関を推奨しています：Clinical Trials、ISRCTN Register、UMIN 
Clinical Trials Registry、Australia New Zealand Clinical Trials Registry、Nederlands Trial 
Register。 

ICMJE の推奨に則り、BJA は、世界保健機関（WHO）の International Clinical Trial 
Registry Platform（国際臨床試験登録プラットフォーム）（こちらを参照のこと）に参
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加するいずれかの主要登録機関での臨床試験登録を受け入れます。主要登録とは、あ

らゆる介入試験の登録を受理し、独自の登録から重複する項目を削除し、WHO に直接

データを提供する非営利組織によって運営されている WHO 選定登録を指します。

WHO パートナー登録機関での登録だけでは不十分ですのでご注意ください。 

著者各位には、提出時の試験登録の正確な URL と固有識別番号を提示していただきま

す。この情報は論文中で公開されます。原稿のタイトルページに URL と識別番号を記

載してください。 

臨床試験報告は、Consolidated Standards of Reporting Trials（CONSORT、試験報告総合

基準）にも従う必要があります。登録、介入への割り振り、追跡、データ解析、それ

ぞれの被験者の数を示したフローチャートを含めてください（こちらを参照のこ

と）。また、ランダム化された臨床試験を報告する際は、対象項目 CONSORT チェッ

クリストを参照してください。 

主要登録があるものと同一の臨床試験登録に掲載した結果は、短い摘要（500 語以

内）または表の形式で提示された場合、発表済みとはみなされません。 

動物を用いた研究 

機関による承認 
動物の使用を伴う試験は、機関同意を得ていることを必ず明記してください。また、

試験を行った際の英国内務省認可番号か、各地域でそれに相当する登録番号を記載し

てください。動物愛護法は国によって異なるとの認識に基づき、BJA は英国基準を基

本とし、たとえ各地域の承認が付与されていたとしても英国基準に満たないと判断さ

れた原稿は却下する権利を留保します。 

麻酔 
動物が関与する研究試験では最善の麻酔と鎮痛を行い、できる限り研究に関わる動物

を保護する環境を確保してください。痛みや苦痛の可能性を低減することは、非常に

精緻な技術です。特定の研究対象に干渉を与えずに安全で効果的な麻酔を施すことに

より、使用する動物の数の削減にもつながります。著者各位は、麻酔の妥当性の評価

・監視方法についても記載してください。 
一部の麻酔は、特定の研究分野にとって重要な相互作用をもたらす場合があります。

例えば、メデトミジンとキシラジンはどちらも、高血糖症、浸透圧利尿を発生させ、

心血管系に影響します。ケタミンと併用すると、どちらの薬剤も齧歯類に外科的麻酔

状態局所麻酔のように作用するため、様々な手術に適しています。しかし、副作用が

あるため特定の研究タイプには不向きです。ラット腹膣内へのペントバルビタール投

与は安全な服用範囲は狭く、作用時間も定かではなく、実際には大量投与は最終的処

置として、つまり動物を死なせるために使用されています。どの薬剤を使用するにせ

よ、介入のための適切な麻酔レベルを評価し、実現することが必要です。神経筋遮断

薬を使用する場合は特にこの点が重要です。  

麻酔として潜在的に有効な薬品に関する情報は、研究機関の獣医アドバイザー、実験

動物麻酔のスペシャリスト、一般的な獣医麻酔学の教本など、様々な情報源から得る

ことができます。しかし研究手順との相互作用の可能性についての情報を得るのはそ
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れほど容易ではなく、文献を慎重に調べなければならない場合がほとんどです。利用

可能な薬剤やその投与技術は進化しているため、他の研究で使用されていた方法を選

ぶことが必ずしも最適な方法を保証するとは限りません。麻酔とその投与経路を選ぶ

際には、以下に注意してください。 

 適切な濃度で適切な間隔をあけて麻酔薬を投与すること 
 動物に苦痛を与えず簡単に投与できること  
 好ましくない副作用がなく、合併症のない回復が可能であること  
 研究手順の目的に対する干渉を最小限に抑えられること 

鎮痛 
生物医学的研究で動物を使用する場合、痛みや苦痛を最小限に抑えるためにあらゆる

努力を払う必要があります。この点が重要なのは、倫理的理由からだけではありませ

ん。痛みはストレスの源であり、研究プロジェクトの結果に望ましくない影響を及ぼ

す可能性があるからです。過去 10～15 年にわたり、痛みの防止や軽減の分野では目覚

ましい進歩がありました。特に、外科処置の後の痛みを最小化あるいは排除できるこ

とが格段に増えています。様々な鎮痛薬を利用できます。術後の痛みを防止あるいは

軽減するために、これらの薬剤のうちの 1 つを簡単に投与できます。以下も重要で

す。 

 必要とされる疼痛軽減レベルを実現するのに適量の鎮痛薬を投与する  
 適切な量の鎮痛薬を投与する  
 適切な間隔で投与を継続する  
 術後適切な時間が経ったら、鎮痛薬の投与を中止する 

痛みを効果的に軽減するには、これらすべての点に対処することが必要ですが、関与

する動物が経験する痛みのレベルを評価することによって初めてわかります。動物の

痛みの評価を効果的に行うことは難しく、時間もかかります。そのため、単純にすべ

ての動物に「標準的な量の」鎮痛薬を投与してしまおうという誘惑にかられます。ヒ

トの場合、このように固定量を処方することは、不適切な疼痛管理に寄与する要因の 
1 つであると確認されているため、実験動物を取り扱う際にもこうした画一的なアプ

ローチは避けてください。 

ヒトの場合、鎮痛薬投与量は確定された疼痛評価方式を用いた臨床試験に基づいてい

ます。動物の場合、様々な種類の痛みの度合いを正確に評価することはできません。

医薬品開発の初期段階で齧歯類に使用した一部テストで安全性と効果が確認されてい

る投与量を用いることしか方法がない場合も少なくありません。こうした制限を踏ま

えた上で、既存の知識を最大限に生かせる疼痛管理方法がいくつかあります。 

 使用する生物種向けに開発された痛みの評価方法がある場合、行われる特定の

研究手順の要件にこれらを盛り込んでください  
 痛みの評価方法がない場合、リソースを投じて一種の採点システムを策定する

ことを検討してください  
 痛みの評価が不可能である場合、その生物種を使用した他の外科処置での臨床

経験に基づき鎮痛手順を定めてください  
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 可能であれば、疼痛採点システムを採用している研究に基づき確立された用量

を使用してください  
 予防鎮痛薬を使用し、複数の鎮痛薬の使用を検討してください  
 臨床評価に基づき選定した鎮痛処方の効果の評価を試みてください（実験動物

の苦痛を確認する際、獣医アドバイザーが力になってくれるでしょう）  
 疼痛が激しいとみられる動物のための鎮痛剤を用いた救助手順と緊急安楽死手

順を準備してください 

鎮痛法を研究するための動物実験は、麻酔学誌にとっては特に難しい問題であるとい

えます。こうした研究は、動物保護の観点から、特に配慮して行わなければなりませ

ん。動物が感じる重度の疼痛に関して、プラセボ効果と比較した鎮痛剤の研究を本誌

が発表することはほとんどありません。 
ポール・フレックネル（Paul Flecknell）博士の著書『Laboratory animal anaesthesia（実

験動物麻酔）』（Academic Press、2009 年、第三版）は、研究試験で使用する動物に

対して安全で効果的かつ適切な麻酔と鎮痛を施す上で、非常にわかりやすい研究者向

け手引きとなっています。 

安楽死 
安楽死は、痛みやストレスのない死と定義されています。研究で使用される動物は、

通常、サンプル収集と死体解剖のために研究終了時に安楽死させられます。激しい痛

みや苦痛を経験しているために動物が殺される場合もあります。実験完了後に動物を

殺害する方法は慎重に選び、原稿に詳述する必要があります。使用する方法はその生

物種にとってふさわしいものとし、使用する方法は研究のいかなる目的をも混乱させ

ないものとします。獣医のアドバイスを得るようにしてください。英国内で実験動物

を取り扱う人々向けの安楽死遂行手順は、非常に明確に定められています。1986 年動

物法（科学的処置）の表 1 で定める Code of Practice for the Humane Killing of Animals
（人道的な動物殺害の実施規約）に従うか、あるいはこの規範の対象となっていない

技術を使用するためにプロジェクトおよび個人認可を得るかのいずれかです。第 1 条

「殺害」の最新版実施規約を Animal Procedures Committee（動物手順委員会）が発表し

ており、オンラインで入手できます。（http://apc.homeoffice.gov.uk/reference/schedule-1-
report.pdf） 

殺害に二酸化炭素を使用することは大いに物議を醸しており、ウサギには不適切で

す。ラットの場合は二酸化炭素の使用は依然として認められていますが、他の方法の

ほうが望ましいと言えます。二酸化炭素を使用する場合、ケージや部屋にあらかじめ

二酸化炭素を充満させておくことはしないでください。苦痛を最小限に抑えるため、

ゆっくりと注入するようにしてください。動物が無意識状態に陥ったら、注入速度を

速めてもかまいません。  

ARRIVE ガイドライン 
ヒトや動物の健康向上を実現する上での動物研究の貢献について議論の余地はありま

せん。British Journal of Anaesthesia は、動物モデルを使用する研究試験の発表に力を入

れていますが、臨床試験と同様に厳格に細心の注意を払うことを要求しています。研

究方法を説明できなかったり、結果を適切に報告できなかったりした場合、研究プロ

セス全体そしてそれに関与した人々の評判にまで、科学的・倫理的影響が及びます。 
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動物が関与する実験は適切に計画し、正しく分析し、透明性を持って報告してくださ

い。これは、結果の有効性を高めるためでもあり、科学的利益を最大化するためでも

あります。研究方法と結果を正しく査読し、分析し、再現できるよう、本誌に掲載さ

れる原稿には最低限の関連情報のみを盛り込むこととします。British Journal of 
Anaesthesia は、動物が関与する研究の査読基準として、ARRIVE（Animals in Research: 
Reporting In Vivo Experiments）（研究対象動物：生体内実験報告）指針を参照します。 
 
これらの指針は、The National Centre for the Replacement, Refinement and Reduction of 
Animals in Research（研究対象動物の置換・改良・削減のための全国センター）が作成

しました。この組織は、科学者、統計学者、論文雑誌編集者ならびに研究助成機関と

の協議の上で英国政府が設立した独立科学組織です。 

麻酔 

麻酔方法の記述は、非常に扱いにくいです。端的に麻酔手法を説明するために、以下

のモデルを参考にしてください。動物麻酔の場合も同様に記述してください。 

The patients did not receive premedication.（患者は前投薬を受けていない。）Anaesthesia 
was induced with propofol 2 mg kg-1 and fentanyl 1.5 μg kg-1.（プロポフォール 2 mg kg-1 と
フェンタニル 1.5 μg kg-1 で麻酔が投与された。）Vecuronium 0.1 mg kg-1 was given to 
facilitate orotracheal intubation with a cuffed tube.（カフ付チューブの経口気管内挿管をし
やすくするため、ベクロニウム 0.1 mg kg-1 が投与された。）Anaesthesia was maintained 
with sevoflurane 1.5-2.0% and nitrous oxide 60% in oxygen, with positive pressure ventilation 
in a circle system.（循環システムで陽圧換気を行い、酸素中の亜酸化窒素 60% とセボフ
ルラン 1.5～2.0% により麻酔状態を維持した。） 

統計解析 

知識のある読者がオリジナルデータを確認して報告や結果を検証できるよう、統計方

法を十分に詳しく記述する必要があります。可能であれば、結果を定量化し、測定エ

ラーや不確実性（信頼区間等）の適切な指標と共に示してください。信頼区間を示す

ことで、単純な P 値よりも情報量が多く、有意差検定の結果を適切に判断できます。

特定の変化を検知するために各群で必要とする被験者数を確定するにあたり、研究開

始前に検出力分析を行ってください。なお、主要エンドポイントに基づいた検出力分

析は副次的な計測において必ずしも適用できるとは限らないという点に注意してくだ

さい。 

実験構造と被験者の募集計画が、研究を開始するにあたり設定した問いに適切である

かを確認するため、著者が研究の前段階で、適切な統計的助言を求めることを奨励し

ます。 

結果 

以下が本セクションの指針です。 

 事実に基づくものであること 
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 目的との関係性を記載すること 
 論理的に構成すること 
 意義を記載すること 
 陰性所見を記載すること 

2009 年 1 月以降、すべてのランダム化臨床試験（RCT）では CONSORT 指針に従い、

研究の実行を詳述するフローチャートを提示することが義務付けられています

（http://www.consort-statement.org/）。 

実験結果は簡潔に説明してください。事実に基づき、研究目的に関連付けて提示して

ください。「方法」セクションに記載された順序で結果を提示するとよいでしょう。

本文、表、図（以下を参照のこと）でデータを必要以上に繰り返さないでください。

また、不当な桁数は避けてください（例：プロポフォールの中間用量は、2.0897 mg 
kg-1 ではなく 2.1 mg kg-1）。研究のデータをすべて提示する必要がない場合もありま

す。成果の説明を伝える上で不可欠な値のみを示してください。ただし、読者が統計

的推定を確認できるような方法で結果を提示する必要があります。データが膨大なた

めに不可能な場合は、オリジナル原稿の提出時に全データを編集者に送付してくださ

い。また、同様の全データを入手できる場所を読者に通知してください。例えば薬物

能動研究など、場合によっては、オンラインのみで付録として、より広範囲にわたる

データを含めることも可能です。著者がこの方法を取ることを希望する場合は、カバ

ーレターにその旨を明記し、別途ファイルでデータをアップロードしてください。編

集者は、収集したオリジナルデータを請求する権利を有します。「結果」セクション

では、結果についての考察をは避けてください。 

図表 

図表は複雑・膨大なデータをより分かりやすく示す様式として非常に有用ですが、不

用意に用いることのないよう注意してください。生データを表にし、その上でどのデ

ータを論文に含めるか決めるとよいでしょう。そして、必要なデータを本文内で簡潔

に示すことができるかどうかを判断してください。本文で簡潔に示されない場合は、

必要な図表を作成するようにしてください。例えば、2 グループの 2 つの測定を比較

する研究結果は、簡単に文章で示すことができます。2 グループの 5 つの時点におけ

る動脈圧と心拍数の変動の比較は、表で示したほうが適切であり、3 グループを比較

した同様の測定は図で示したほうが良いでしょう。  

図表は内容を伝える上で重要な役割を果たします。図表にはひと目でわかるような凡

例を添えてください。ただし、凡例には実験の詳細は記載しないでください。実験の

詳細は「方法」セクションに記載する必要があります。 

図のほうが表よりも明確にデータを示すことができる場合、あるいは重要な傾向や比

較を提示する必要があり、それを提示するには表や文章よりも図のほうが明らかに優

れている場合に限り、図の使用を検討してください。  

著者は、どの形式でデータを提示するかを決定してください。各論文タイプに許容さ

れる図表の数に、前述の制限があることにご注意ください。図表のデータ重複は、不

要であり無駄です。 
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臨床研究や実験室研究の場合は合計で 4～6 点の図表、症例報告や論説の場合は 1 点の

図表と、上記のとおり図表の数に制限があることにご注意ください。印刷用サイズに

縮小した場合に見づらくなる場合があるため、複数の小さな図を 1 つの図として提出

して使用することは控えてください（例：図 1 a～f）。著者は、くれぐれも図表を慎

重に選んで使用してください。  

図表の形式について詳しくは、以下を参照してください。適切なスタイルに関して

は、本誌の既刊号を参照することをお勧めします。 

考察 

考察は原稿の重要な部分ではありますが、長すぎないようにしてください。論文全体

の 3 分の 1 程度がよいでしょう。著者による自制が求められるのには 2 つの理由があ

ります。第一に、仕事が完成に近づき、著者が制約を感じなくなるためです。第二

に、多くの著者が、実際よりも多くのものをデータから読み取ろうとする傾向にある

ためです。通常、以下のパターンに沿って考察を進めるのが望ましいと言えます。 

 主な発見事項を明記する 
 過去の研究にどのように当てはまるか  
 従来の研究結果と異なる/同じである理由 
 研究分野への貢献• 研究の短所 
 将来の展望 
 結論 

主な発見事項を明記する  
すべての結果を統計とともに繰り返すということではありません。研究を簡潔にまと

めてください。例えば、「Drug X produced a greater haemodynamic change on induction 
of anaesthesia than occurred with drug Y, resulting in a greater fall in arterial pressure and a 
higher incidence of tachycardia.」（医薬品 X は医薬品 Y よりも麻酔投薬時の血行変動が
大きかった。そのため、動脈圧の低下が大きく、頻脈の発生率が高かった。） 

過去の研究にどのように当てはまるか 
このセクションでは、「序論」に記載した内容を直接取り上げ、当該主題についての

過去の研究に関係する発見事項があったことを示してください。例えば、測定方法に

重大な不確実性があった場合はそれに言及します。基礎研究では、使用した薬品濃度

と関連付けてください。  

従来の研究結果と異なる/同じである理由 
現在の研究データと過去の研究データとの間の重大な違いを演繹的に説明してくださ

い。このセクションでは、過剰な推測は控えてください。発見事項と過去の研究との

違いについて、可能性として考えられる説明を提示することは妥当なことではありま

すが、そのような推論に「欠けている部分」を認める必要があります。 

研究分野への貢献 
研究で発見された主な事柄の影響、他の研究者による研究、そしてその主題に関する

我々の知識への総合的な貢献度を踏まえ、これまでのセクションを総括します。結果
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や前述の考察を再び繰り返すだけではなく、より幅広い結論を導くようにしてくださ

い。 

研究の短所 
この時点で、研究に制約事項があればそれを簡単に確認しておくことが適切でしょ

う。患者人口、解析テストの限界、追跡調査できなかった患者についてなどがその例

です。このセクションは率直かつ簡潔にまとめてください。 

将来の展望 
これまでの 2 つのセクションを論理的に展開するために、前述の可能性として考えら

れる説明と研究の限界についてどのように対処していくべきかを記載します。このセ

クションも簡潔にまとめてください。今後の研究を大量に挙げると、ご自身の研究を

揺るがせることにもなりかねません。つまり、これほど多くの疑問がまだ残っている

としたら、その研究は果たして何かに対して答えを出したのだろうか、という疑問が

生じるのです。 

結論 
今回の研究の結論です。今回の研究がこれまでの知識に対して独自に加えた貢献内容

について記載します。研究の発見事項を誇張するという過ちがよく見られます。例え

ば、動物モデルで新薬の効果を研究した場合、ヒトに対する効果についてはいかなる

結論も一切引き出すことはできません。同様に、ASA 1 および 2 の患者を研究した場

合、重症患者における使用について言及することはできません。 
麻酔処置に対する影響と、この関心分野へのさらなる疑問を提示するにとどめるのが

適切だと考えられます。常に（「考察」を執筆する際は特に）、冗長な原稿は論文の

質を下げることを念頭に置いてください。3 ページを超える考察は、長すぎる場合が

ほとんどです。 

利益相反の申告 

資金的助成源、研究発表から期待される潜在的な物質的利益がある場合、これを申告

しなければなりません。また、研究スポンサーがいる場合は、研究計画、データ収

集、分析および解析、報告作成、発表用に報告を提出する決定においてスポンサーが

果たした役割について記載してください。 

各原稿には、必ずすべての著者の利益相反を記載してください。可能性として考えら

れる過去 5 年間の利益をすべて含めてください。新機器や新薬が関与する研究で最も

顕著なことは言うまでもありませんが、研究機関の顧問を務めているなどという場合

にもあてはまります。  

例：「Dr A has received an honorarium from Company X. Dr B has received a travel grant 
from Company Y. Prof C is a member of the national advisory committee on Z.」（A 医師は企
業 X から謝礼金を受け取っている。B 医師は企業 Y から出張費を受け取っている。C 
教授は Z に関する国家諮問委員会の委員である。） 

すべての著者（申告する内容がない著者も含む）が署名した利益相反の申告書の書面

も、編集室に送付してください。 
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助成金 

当該研究のすべての資金源の詳細を、「助成金」とタイトルを付けたセクションに別

途記載してください。「謝辞」セクションの前に入れてください。 
 
以下の規則に従ってください。 

 冒頭は以下の文章で始めてください。「This work was supported by ...」（この研

究は ... の支援を得た） 
 公的助成機関の正式名を記載してください（27 のサブ機関のうちの 1 つ）。つ

まり、「NIAA」や「NCI at NIH」ではなく「National Institute for Academic 
Anaesthesia」と記載します。 （英国政府認定助成金提供機関リスト）  

 助成番号は正確に、以下のように括弧に入れて記載してください：‘[grant 
number ABX CDXXXXXX]’ 

 複数の助成番号は、以下のとおりコンマで区切ってください：‘[grant numbers 
ABX CDXXXXXX, EFX GHXXXXXX]’ 

 複数機関はセミコロンで区切ってください（最後の助成機関の前に、'and' を入

れます） 
 特定の資金源について個人名を明記する必要がある場合、関連機関や助成番号

の後に 'to [author initials]' というテキストを加えてください。  

以下の例を参考にしてください。This study was funded by a small project grant from The 
Royal College of Anaesthetists (07/123) (AB).（この研究は The Royal College of Anaesthetists 
の少額プロジェクト助成により支援を受けた。）Equipment was provided by a project 
grant from British Journal of Anaesthesia/RCoA (06/321) (CD).（機器は、BJA のプロジェク
ト助成金によって提供された。） 
 
Oxford Journals は、NIH の助成を受けたすべての論文記事を PubMed Central に登録し

ます。詳しくは http://www.oxfordjournals.org/for_authors/repositories.html を参照してく

ださい。上記指針を参考に、NIH の助成を受けたことを原稿に確実に明記してくださ

い。 

著者による貢献 

BJA に投稿するすべての原稿は、研究および原稿に対して各著者が行った個別の貢献

内容を読者に伝えなければなりません。 

各著者の名前のイニシャルを示し（R.D., I.K.M. 等）、イニシャルに対して、各著者が

研究において個別に行った貢献内容をリストアップしてください（R.D.:Study design 
and data analysis; I.K.M.:Patient recruitment, data collection and writing up of the first draft of 
the paper）（R.D.：試験デザイン、データ分析；I.K.M：患者募集、データ収集、論文

初稿の執筆）。BJA 方針の「オーサーシップ」セクションを参照してください。  
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謝辞 

International Committee of Medical Journal Editors（国際医学雑誌編集者委員会）の決定

に則り、また BJA 方針の「オーサーシップ」セクションの規定に則り、オーサーシッ

プの基準を満たさない貢献者は、「謝辞」セクションに記載してください。オーサー

シップの正当性が認められない貢献者については、「clinical investigators」（臨床研究

者）、「participating investigators」（協力研究者）、「served as scientific advisors」（科

学アドバイザーとして協力）、「critically reviewed the proposal」（プロポーザルを批評

精査）、「collected data」（データ収集）、あるいは「provided care for study patients」
（研究患者のケアにあたる）などの見出しの下に記載することができます。    

参考文献 

総説論文以外では、通常膨大な参考文献のリストは不適切です。論文に直接関係のあ

る参考文献のみにとどめ、 Index Medicus および Index Veterinarius に発表された書籍や

論文記事への参照のみを挙げてください。 

 本文で言及される順番で、連続して番号を振ってください。 
 本文、表および凡例に付される参考文献には、上付き文字で表示するアラビア

数字で特定してください。例えば、5 または 5-7、あるいは連続していない参考

文献の場合は 5[space]16 とします。 
 一度図に番号が付されると、以後その図に対して同じ番号を使用しなければな

らない。 
 異なる記載システムを使った論文は、著者に返却され、入力し直していただき

ます。不適切な記載システムを印刷会社が訂正する際に誤る可能性が高いから

です。 
 本文内の参照：文章の流れを遮るため、本文では文献番号に続けて研究の著者

名を引用する必要はありません。必要である場合は、最大で 3 人までの氏名を

言及してください（A; B and C; D, E and F）。4 人以上の著者がいる場合、 'G 
and colleagues'、'G and co-workers'、'G and others' という表記が認められます。'et 
al.' という表記は本文内では使用しないでください。 

 同段落内ですでに正しい引用がなされている場合のみ（Z's study や Y's study の
ように）非公式に略式表記することを認めます。2 年以上前に出版された抄録

は参考文献として使用しないでください。 
 「Unpublished observation」や「personal communication」は、最終的な参考文献

リストには含めないでください。Personal communication は、(Brown AB, 
personal communication, year)（ブラウン AB、個人的な連絡、年）のように、本

文内で言及してください。Unpubished observation の研究の引用の表現が関係者

による承認を得たものであることを著者が確認してください。原稿を最初に投

稿する際、確認結果を書面にて提出してください。 
 投稿され受理された論文は、巻数やページ番号の代わりに 'in press'（印刷中）

と記して、リストに記載してください。著者各位は、校正の際に巻数やページ

番号を提示できるよう準備しておいてください。また、元の原稿提出の際に要

約も併せて送付してください。 
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 投稿済みではあるもののまだ受理されていない原稿の情報は、「Unpublished 
Observation」として本文内で言及してください。 

 論文の最後に、新しいページに参考文献表を掲載してください。7 人以上の著

者や編集者の氏名とイニシャルは、3 人の名前の後に et al. を加えて省略してく

ださい原著論文に認められる参考文献数は、最大 30 件です。 

ジャーナル：  
6 人の著者の氏名とイニシャル（6 人を超える場合は、3 人の後に et al. 
と表記）、論文タイトル、タイトルの省略名、発表年、巻数、最初と最

後のページ番号（1 ページのみの場合は最初のページのみ）： 
 
Myles PS, Chan MTV, Leslie K, Peyton P, Paesch M, Forbes A. Effect of 
nitrous oxide on plasma homocysteine and folate in patients undergoing major 
surgery.Br J Anaesth 2008; 100:780-6 

書籍の章： 書籍形態の論文記事の参照は、以下のとおりとしてくださ

い。 
 
Wildsmith JAW. Local anaesthetic agents. In: Aitkenhead AR, Smith G, 
Rowbotham DJ, eds. Textbook of Anaesthesia. Edinburgh: Churchill 
Livingstone Elsevier, 2007; 52-63  
 
オンラインソース（ウェブサイト/ウェブページ）： 
Department of Health. Monthly Creutzfeldt-Jakob disease statistics 2002/0341 
2002.Available from http://www.doh.gov.uk/cjd/stats/aug02.htm (accessed 30 
March 2010)  
 
オンラインジャーナル： 
Lander JA, Weltman BJ, So SS.EMLA and amethocaine for reduction of 
children’s pain associated with needle insertion. Cochrane Database Syst Rev 
2006; 3: CD004236  
 
講演要旨集： 
O’Rourke K. Mixed means and medians: a unified approach to deal with 
disparate outcome summaries. Proceedings of the Symposium on Systematic 
Reviews: Pushing the Boundaries.Oxford:2002; 49  
 
レポート： 
Royal College of Anaesthetists and Royal College of Radiologists. Sedation 
and Anaesthesia in Radiology. Report of a joint working party, London, 1992  
 
早期出版論文： 
Qiao D, Chen W, Stratagoules E, Martinez J. Bile acid-induced activation of 
activator protein-1 requires both extracellular signal-regulated kinase and 
protein kinase C signaling. J Biol Chem Advance Access published on May 19, 
2000, doi:10.1074/jbc.M908890199  

正確ではない情報を参考文献リストに含めることは重大な過失です。したがって、著

者は、リストに記載されたすべての参考文献の正確性を必ず確認してください。ま
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た、リストに記載された参考文献が実際に本文に登場しているか（またその逆も然

り）を確認することも重要です。 

表の作成 

表は、必要な際に本誌の体裁に編集できるよう、画像ではなく、必ず編集可能な形式

（例：Word か Excel）で提出してください。編集可能な形式で表が提出されない場合

は、出版が遅れることがあります。 
 
すべての表は凡例とともにそれぞれ独立したページに載せること。凡例は参考になる

情報を含めつつも簡潔なものとし、「方法」のセクションに記載するほうがふさわし

いような情報は含めないでください。表に含まれるデータもまた編集できない画像形

式ではなく、Word か Excel のいずれかの形式でデータを提出するようにしてくださ

い。表には、アラビア数字で連続して番号を振ってください。表の数値を表す単位

は、各列の上部に、括弧の中に入れて示し、各行には振らないでください。Ditto（同

上）は使用しないでください。表を煩雑にしたり、過度に言葉を書き込まないように

してください。表の様式は、本誌で通常使用している様式に揃えてください。特に、

縦の線は入れないでください。校正段階での表の変更は特に費用がかかるため、表の

データは正確なものを用意してください。 

線画と図 

現在、本誌はフルカラーで出版されているため、カラー印刷費用は無料です。出版の

遅れを防止するため、論文に線画を含む場合は、下記の本誌指定カラーパレットを使

ってください。 
 
Colour 1 (blue)： c100 m57 y0 k2 
Colour 2 (green)）：c71 m26 y100 k25 
Colour 3 (pink)：c10 m70 y0 k0 
Colour 4 (gold)：c0 m50 y100 k0 
Colour 5 (light blue)：c80 m0 y0 k0 
Colour 6 (orange)： c0 m80 y100 k0 
 
図を縮小すると、それに伴って図全体の文字・線の太さ（細さ）を同時に縮小してし

まう点に注意してください。図の中の軸、グラフ線、文字の太さに違いをもたせた

り、細い線で図を大きく描き、細かく小さい文字を入れたりするのは適切ではありま

せん。コンピュータで図を作成する際、最終的に発表される図と同じサイズの図を作

成するようコンピュータをプログラミングすることで、問題を未然に防ぐことができ

ます。または、線や文字を太く大きくしておくことで解像度が低くなったときにちょ

うどよく見えるようにするという方法で回避することができます。写真や顕微鏡写真

には注釈を付けてください。  

軸にラベルをつける際は、図の範囲が実質的に広がらないよう、ラベルの位置に十分

に注意してください。軸のゼロ値は表示してください（必要に応じて二重波線をいれ

て軸を省略してください。 (/ /)）。（以下の単位、記号および略記についても参照し

てください）。発表用のスライドとして作成した図は、多くの場合印刷に適さないこ
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とをここで強調しておきます。図で（凡例ではなく）表示する記号は、以下に例示す

るものから選んでください。 
 
● ○ ■ � ▼ ▲ ♦ ◊ V X +  
 
図に含まれる記号について、枠内で説明してください。 
 
記号や略記（以下を参照）の適切な使用と同様、図を正確に作成することも不可欠で

す。 

線画の解像度は 600 dpi 以上 とし、網掛けは解像度 300 dpi 以上 としてください。 
 
図作成についての詳しい規定は、オンライン投稿規定でご確認いただけます。 

単位、記号、略語について 

BJA では、いくつかの例外を除き、SI 単位を使用しています（pH 、血管圧・換気圧の

計測単位として mm Hg, cm H2O などの計測単位を使用します）。動脈血ガス圧やとガ

スの位相における部分圧に関しては適切な SI 単位（キロパスカルは kPa）を使用して

ください。ここでは、SI 単位、表記単位、記号や略語について詳しく説明しないた

め、次の文献を参照してください：Units, Symbols and Abbreviations. A Guide for 
Biological and Medical Editors and Authors, 4th Edn. Baron DN, ed. (1988), published by and 
available from the Royal Society of Medicine, 1 Wimpole Street, London W1M 8AE 。 

SI 単位が改定された際に、表記法に関して起こった問題点がいくつかあります。斜線

(/)の使用は他の記号で表すことが可能なときはできるだけ避けてください。例えば

「below the line」は-1、-2 等の上付き文字を使用します。薬品の単位としては、mg/kg 
ではなく mg kg-1 を使用してください。 

綴りと文法 

標準的な英国オックスフォード英語を使用してください。例：anaesthesia, haemorrhage, 
organization. 

コレスポンデンス 

コレスポンデンス（編集者へのレター）は毎号記載されます。遅れを最小限にとど

め、最新号の論文に関するコレスポンデンスを出版するよう努めているため、このよ

うなコレスポンデンスが優先されます。編集者は、コレスポンデンスの全事項を変

更、削除、修正する権利を保留します。 

直近に出版された論文に関するコレスポンデンス 
直近に出版された論文のコレスポンデンスは、オンライン上の e レター機能を使用し

て投稿してください。投稿者は本サイトの当該論文記事にアクセスし、「Submit an 
eletter about this article」（この論文記事に関して e レター を送信する）ボタンを使用し

てください。出版された論文に関するコレスポンデンス投稿方法は、この方法のみで
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す。出版論文に関し郵送や電子メールで編集者に手紙を送っている読者は、電子的方

法で直接編集者に投稿してください。  

E レター機能のメリットは、読者からのレターが、投稿から数日以内にオンライン上

に掲載されることです。E レター がオンラインで掲載されると、コメントが投稿され

たため速やかな返答が求められる旨の通知が、元の論文記事の著者に自動的に送られ

ます。e レター は定期的に確認され、選ばれた e レターはその後本誌に掲載されま

す。 

出版論文に関係のないコレスポンデンス 
出版論文に関係のないコレスポンデンスは、BJA ウェブサイトの e レターにある「Out 
of the blue」機能を使用するか、あるいは編集長宛て メールに添付して投稿してくださ

い。「Submit as a letter」（レターとして投稿）と判定された論文、症例の説明、また

は一般に関心が高いトピックなどが含まれます。郵送でデータの入った CD-ROM や

USB を編集長宛てに直接送付することも可能です。その際、すべての著者が添付する

サブミッションレターに署名する必要があります。著者は、連絡先の E メールとファ

ックス番号を記載してください。E レター は定期的に確認され、選ばれた e レター は
その後本誌に掲載されます。 

校正刷り 

校正刷りに修正を入れ、受領から 3 営業日以内に E メールかファックスで OUP 宛てに

返送してください。 

別刷り 

刊行後、各自の論文にオンラインでアクセスするための URL が、コレスポンディング

オーサーに通知されます。Oxford Journals Author Services サイトで、別刷りと論文誌を

注文することができます。英国内からの注文には、現行の英国付加価値税（VAT）が

かかります。EU 内の他の地域からの注文については著者個人、もしくは勤務機関の受

取人払いの形で VAT が加算されます。  著者個人あるいは勤務先機関の VAT 番号をお

知らせください。 

2005 年 5 月以降の著者のセルフアーカイブ/パブリックアクセス方針 

本誌の方針について詳しくは、著者のセルフアーカイブ方針をご確認ください。 

オンラインライセンス 

Oxford Journals で受理済み原稿を受領後、著者各位にはオンライン著作権フォームに

記入していただきます。 
 
論文を投稿することにより、ご自身がコレスポンディングオーサー、サブミッティン

グオーサーであることを認め、Oxford University Press（OUP）が論文に関して連絡す

る目的で著者各位の E メールアドレスを保管することができる旨を了承するものとし

ます。詳細情報に変更が生じたら、OUP に速やかに通知してください。論文が採択さ
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れ次第、OUP は投稿時に著者が登録した E メールアドレス宛てにご連絡します。OUP 
は却下された論文記事のコピーを保管しませんのでご注意ください。  

オープンアクセス 

BJA の著者には、Oxford Open イニシアティブに則り論文を出版するオプションがあり

ます。この際、掲載料を支払えば、その論文はオンライン出版と同時にオープンアク

セス化されます。論文採択後、コレスポンディングオーサーには出版同意書に合意し

ていただきます。同意書記入の一環として、オープンアクセスの料金を支払うことを

希望するか否かを意思表示していただきます。オープンアクセス オプションを選択し

ない場合、論文は購読契約を行った機関・個人にて読まれる通常のアクセスを受ける

ことにより、特に追加の料金は発生しません。 
 
Author Services サイトで、オープンアクセス手数料をお支払いいただけます。クレジ

ットカード/デビットカードを使用してオンラインで支払うことも、E メールか郵送で

請求書を請求することもできます。 

オープンアクセス費用 

オープンアクセスにかかる費用について詳しくは、こちらでご確認ください。一部の

発展途上国を拠点とする著者には、割引レートをご利用いただけます（条件に該当す

る国のリストは、こちらでご確認ください）。 
 
英国内からの注文には、現行の英国付加価値税（VAT）がかかります。欧州連合のそ

の他諸国からの注文については、ビジネス目的でサービスが提供されるものとみなし

ます。著者個人と勤務先機関の VAT 番号を提示し、お住まいの地域の VAT を正しく

お支払いください。 

BJA 方針 
 
このセクションでは、編集プロセスで本誌が従う方針について規定します。本方針

は、International Committee of Medical Journal Editors（国際医学雑誌編集者委員会）の

勧告に基づいています。 
  
広告 
 
BJA の編集上の決定は、広告や関連収入とは別に下され、それらの影響を受けること

はありません。本誌は、誤解を招くような広告を拒否すべく可能な限りあらゆる努力

を払います。製品に関する論文記事の発表と、時期を同じくする当該製品の広告が発

生した場合、それは偶然の一致に過ぎません。 
 
オーサーシップ  
 
著者は、研究の少なくとも一部に対して責任を負わなければなりません。また、その

他の各部分の担当者を特定できるようにし、共同著者の能力と誠実性に確信を持って

いることとします。BJA は、International Committee of Medical Journal Editors（国際医学
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雑誌編集者委員会）の勧告に従います。オーサーシップのクレジットは、以下に基づ

くものとします。 
  

1. 発案と計画、データ取得、データの分析と解析への実際の貢献 
2. 論文記事を作成したり重要な知的内容に関して大幅に修正したりするこ

と 
3. 発表されるバージョンの最終承認  

 
著者各位は 3 つの条件をすべて満たす必要があります。 
 
大規模な多施設研究の場合、研究者グループは原稿に関して直接的な責任を取る人物

を特定してください。それらの人物は、オーサーシップの基準を完全に満たす必要が

あります。 
 
苦情  
 
BJA とのやりとりにおいて何らかの苦情を持つ著者は、まず第一に、論文査読を担当

する編集委員宛てに郵便か E メールで連絡してください。それでも問題が解決しない

場合は、苦情を編集長宛てにお送りください。編集委員と編集長は、受領後 7 日以内

に苦情を確認することを目指しています。さらに、問題解決の手順を著者に説明する

ことになっています。 
 
訂正 
 
出版論文に間違いが見つかり、訂正の出版が必要になった場合、訂正は番号を振った

ページに掲載され、目次に表記されます。   
 
編集委員会の委員が執筆した原稿  
 
編集委員が執筆した原稿は、BJA に投稿された他の論文と同様に扱われます。 担当編

集委員の割り当て、査読者の選定、意思決定、および出版過程（適宜）を含むすべて

の段階において、当該論文の取り扱いに関する利益相反が発生しないよう、可能な限

りあらゆる措置を講じます。  
 
メディア発表 
 
著者は、本誌で論文を掲載する前に研究関連の内容を公表しないでください。特定の

研究がメディアで発表するにふさわしいと著者および編集委員がみなした場合、当事

者間で協議し、メディア発表と出版の予定についての同意を形成してください。メデ

ィア発表について合意した場合、ニュースリリース提供、質問への回答、レポーター

への適切な専門家の紹介などにより、メディアが正確なレポートを作成できるよう支

援する方法について、編集委員は著者と共に計画を立てます。論文の出版に合わせて

記事を発表するようメディア側の協力を得られる場合に限り、この支援を提供しま

す。  
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不正行為/撤回 
 
BJA に提出されるすべての原稿は、市販ソフトウェアを使用した盗用チェックを経る

ことになります。チェック結果に基づき、編集委員は著者に対して、些細な重複、あ

るいは論文の内容と過去に発表された研究との間にある類似点（著者自身が過去に発

表した研究であったとしても）に対処するよう求める場合があります。ただし、重大

な盗用事例は「不正行為」となり、これらの事例には相応の対処をします。  
    
レビュー担当者と編集者は、著者が誠実な所見に基づき研究を報告しているものと想

定しています。しかし、投稿されたものであれ出版済みのものであれ、研究の公正さ

や誠実性に著しい疑惑が生じた場合、編集委員はその懸念を著者に伝え、説明を求

め、著者の後援組織および勤務先組織に当該問題を確認します。その結果、出版され

た論文に不正があると後援組織および勤務先が考えた場合、本誌は撤回を発表しま

す。ただし、この調査方法で満足のゆく結論が出ない場合、編集委員は独自に調査を

行うことも、研究の遂行や誠実性に関して懸念表明を出版にすることもできます。不

正論文の著者による過去の研究は信頼性が問われることになります。編集委員は、本

誌に出版された過去の論文のの信頼性を保証するか、あるいは論文を撤回するよう、

著者の勤務先組織に求めることができます。これを行わない場合、編集委員は、過去

に出版された論文の信頼性が不確かであるという懸念を示す声明を出版することもで

きます。   
 


