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1. 抄録集執筆規定
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スタイル名
抄録集 氏名（数字部分 中国四国リハビリ医学研究会１，日本リハビリ医学会中国・四国地方会２
は上付き数字、ルビ部分
い がく
た ろう
１
１
２
はメニューの書式→拡張 ○医学 太郎 ，学会 一郎 ，研究 花子
書式→ルビ（サイズ 4）
）
【はじめに】
これは中国四国リハビリテーション医学研
究会・日本リハビリテーション医学会中国四
国・地方会の抄録集の見本となっている．
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【抄録集体裁】
B5 判（縦）の用紙に記載し，本文は 20 字
×40 行の２段組をもって 1 枚とする．パソコ
ンのワープロソフトを使用することが望まし
く，文字の大きさを 10 ポイントに設定し，
行間を 1 行，段の幅 71.5mm、間隔 7mm、
余白は上 26mm，下 28mm，左右 16mm 空
けて印字するものとする．
1. 表題，所属，著者，本文，図・表で構成さ
れるものとする．
2. 本文は「はじめに」「対象と方法」
「結果」
「考察」
「まとめ」
「参考文献」のスタイル
で構成するものとする．
3. 図・表を使用する場合，キャプションは表
の場合は上部に，図の場合は下部に記す．
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表１ 表キャプション
列1
行1
A

列2
B

列3
C

【文字】
原稿はひらがな･口語体･現代仮名遣い･常
用漢字を用い，原則として日本語の学術用語
は「日本医学会医学用語辞典（日本医学会)」
「リハビリテーション医学用語集（日本リハ
ビリテーション医学会)」に，英語は Index
Medicus に従うものとする．
【数字】
数字は算用数字を用いることとする．
【数量】
数量は MKS（CGS）単位とし，mm，cm，
m，ml，l，g，kg，cm2 などを用いることと
する．
【文中の記載】
特定の機器・薬品名を本文中に記載すると
きは以下の規定に従うものとする．
1. 機器名：一般名（会社名，商品名）と表記
する．〈表記例〉MRI（Siemens 社製，
Magnetom）
2. 薬品名：一般名（商品名 R）と表記する．
〈表記例〉塩酸エペリゾン（ミオナール
R）
【略語】
略語を用いる場合は初出時にフルスペル，
もしくは和訳も併記する。
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【文献】
文献は著者のアルファベット順または本文
での引用順に記載し，通し番号をふるものと
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する．本文中の引用箇所には上付き数字で文
献番号を記載するものとする．文献の省略名
は原則として Index Medicus に従い，引用
文献の全著者名を記載すること．和文誌の引
用については略名は使用しない。単行本の引
用に際しては，書名の他に editor（s）を記載
し，また proceeding（s）ないし抄録引用の
場合には，末尾に必ず（proc.）ないし（抄）
と記載すること．英文論文中に日本語文献を
引用する際，雑誌名は英語またはローマ字
（Japanese）で記載するものとする．本学会
誌誌名変更に伴い，44 巻以降の掲載記事の引
用については「Jpn J Rehabil Med」と記載
することとする．
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