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１．研究発表および研究論文を書く意義 

 

 

治療師は医学者であり、自然科学、社会科学、人文科学といった広領域の科学者でも

あります。患者への施術・治療を通して、その効果が高まっても、あるいは効果が出な

くても、その原因、そして、そのメカニズムを追究・研究し、より優れた治療法の改善

を図るべく検討を怠らないことが本来の姿であります。この記録をきちんと論文として

まとめ、これを公表・公開し、他の治療師、患者の意見に真摯に耳を傾け（傾聴）さら

なる治療法の開発を行うことが望ましいことは言うまでもありません。こうして治療研

究を試行錯誤・継続することによって、やがてその治療法が誰もが認める治療法として、

医学的根拠をもって確立し、伝承されていきます。 
 

すなわち、「研究の質の向上が治療・教育の質の向上を担保する」のであります。東

洋医学の治療師（医師）としての誇りを持つためにも、研究活動を遂行し、その研究の

成果はすべてこれを論文としてまとめ、公表する義務があると言えます。これが治療師

の基本です。 
 

鍼灸医学は、今や世界基準にて伝統療法として確立しつつあります。しかしながら、

そのエビデンス（EBM）が医学者・国民に広く認知・浸透しているとは言えない現状

です。その最大の理由は、そのエビデンスとしての公表に乏しいことにあります。しか

しながら、2018 年現在、PuBMed でヒットされる鍼（acupuncture）に関する論文は

2000 編を超え、2000 年の 300 編弱に比して約 7 倍増加し、鍼に関するエビデンスが確

実に増えていることも事実ですが、他の医療分野から見れば圧倒的に少ない。 
 

このような現象で甘んじていれば、それはいずれ消滅していきます。またその技術も

伝承されることなく、消滅していきます。これを打破するためにも学術論文として医学

分野にて広く認知されている学術雑誌（英文）へ投稿し、治療のエビデンスを積み上げ

ることにつきます。また、自身の治療法の新規開発・発展にもつながります。さらに、

研究する心を持つことによって教育効果も向上します。 
 

ここでは、40 年以上にわたって保健・医療・福祉・環境分野の教育・研究活動を行

い、1,100 件以上の学術論文および学術会議発表を公表してきた著者の経験をもとに、

研究とその成果の報告方法についてまとめました。 

 

平成 31 年 3 月 1 日 

近藤 雅雄 
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２．研究のフロー 

 

≪全体の目標≫ 

あはき師が行える範疇の医学的研究およびその成果公表の手法について、その基礎のアウト

ラインを理解する。 

 

１．EBM とは何か？ 

内 容：EBM の概念、歴史的背景 EBM の重要性、EBM の手法の数々とその実際 

目 標：EBM の概念とその重要性を知る 

 

２．テーマ：文献を吟味しよう 

内 容：システマティックレビューとは何か？ メタアナリシスの必要性とは？ 

    文献検索の方法の実際 

目 標：EBM に基づいた文献の検索方法を知る 

 

３．テーマ：研究をはじめよう 

内 容：研究テーマを考える 

    文献を集める・文献を検討する（先行研究）、研究方法を考える（オリジナル研究） 

目 標：研究計画書を書く手順を知る 
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EBM（evidence-based medicine）とは  

 

根拠に基づいた医療とは「良心的に、明確に、分別を持って、最新・最良の医学知見を用い

る」医療のあり方を指す。（根拠に基づいた医療 – Wikipedia より引用） 

エビデンス（臨床結果）に基づく医療とも呼ぶ。 

１．治療効果・副作用・予後の結果に基づき医療を行う 

２．専門誌や学会など、過去の臨床結果や論文を検索 

３．客観的な疫学的観察、統計学による治療結果 

４．患者と共に方針を決める（インフォームドコンセント、ムンテラ） 

 

 

NBM（narrative-based medicine）とは 

 

EBM によるエビデンスに対して、1998 年 NBM という概念がある。Narrative（ナラティブ）

患者の語り、あるいは患者が独自に考える病の物語の意味であり、患者の声（病の物語）を傾

聴し、その意味を理解し、アプローチする。 

 

 

メタアナリシス（meta-analysis） 

 

メタ(meta)とは“より高いレベルの～、より広い目で～”という意味。したがって、メタア

ナリシスとは複数のランダム化比較試験の結果を統合し、より高い見地から分析すること、ま

たはそのための手法や統計解析のこと。メタ分析、メタ解析とも言う。 

メタアナリシスは、根拠に基づいた医療において、最も質の高い根拠とされる。 

メタアナリシスは情報の収集から吟味解析までのシステマティック・レビューと同様に用い

られることがある。厳密に区別する場合、メタアナリシスはデータ解析の部分を指す。 

 

研究の抽出とプール解析の手順を踏む。 

研究の抽出：見つかった研究全てを対象とする。恣意的に研究を抽出することを避ける。 

プール：データを結合し、治療群と対照群それぞれのエンドポイントの平均値を算出する。 

効果量の算出：治療群（treat）と対照群（control）の平均値の差異を標準偏差で割る。効果

量の値が、治療がプラスになるのかマイナスになるのかの客観的な尺度として算出される。 

ランダム化比較試験において、治療群と対照群の改善度の差異が小さい場合、統計による検

出力が低く、有意差が見られないことがある。しかし、メタアナリシスによって母集団の数を

大きくすることで、統計的有意差が発見される可能性が上がる。 
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３．文献とは、文献の検索方法 

 

 

Ⅰ．研究の場合の文献の引用（参考文献も含む） 

 

１．学術論文、疫学・統計資料、創作品、著書などの公刊学術雑誌、出典が明らかなもの以外

は文献として認められない。 

２．一般人が読む雑誌、本、などオリジナル性のない図書は文献として引用できない。また、

インターネットのアドレスも基本的に引用できない。 

３．文献として引用できるのは、基本的に原著論文または総説論文などの査読された論文（論

文審査に合格した論文）である。  

４．文献を引用する場合は、著者名、題名、論文名、巻・号、ページ、（出版社）、発表年の順

に記載する。 

 

Ⅱ．文献検索方法 

 

たとえば、「慢性腰痛からの急性症状（ぎっくり腰）に対する灸の効果」といった課題につい

て 

 

1．インターネットの利用 

 １）一般的な資料の検索について：検索内容に「慢性腰痛、ぎっくり腰、灸」をキーワード

にして検索する。 

 ２）専門的な資料の検索について 

   医学中央雑誌などの文献検索から目的のキーワードにて検索する。国際雑誌（英文）は

PubMed にて英語で検索する。 

 

２．参考図書、論文、資料が見つかったら、その資料を取り入れる方法 

 １）図書館に行って目的の資料を探す。（事務室でのコピー代 10 円） 

 ２）図書館に在庫がなければ、事務局に行って、論文等のコピーを取り寄せてもらう。この

場合にコピー代（1 枚 20～40 円位）を請求される。 

 

３．直接、他大学、国会図書館などでの資料の採取 

１）他大学の図書館の場合（千葉大学、東京大学の各医学部など） 

学園の図書館にない資料で、他大学の図書館（千葉大学医学部など）に雑誌がある場合

には事務局に行って、他大学への紹介状を書いてもらい、他大学の図書館に行って資料を

探す。コピーする場合は図書館の受付にてお願いする。コピー代 1 枚 10～20 円位。 

 ２）国会図書館の場合 

   直接国会図書館に行って検索する。 
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４．論文抄読（査読）の方法 

 

  

ここでは、著者が研究所や大学の研究室で研究指導を行ってきた方法を述べます。研究室で

は毎週論文紹介を行い、英文、国内の学術雑誌で、興味ある最先端の論文を紹介する方法です。 

 

Ⅰ．学習の目的 

学術論文を読み、その内容を理解する。また、論文の読み方、プレゼンテーションの仕方

を学び、自らの課題を選択する上で、参考資料とする。 

 

Ⅱ．抄読会 （Presentation） 

学術論文の内容を簡潔にわかりやすく紹介し、相手に理解させる。 

具体的には、論文の課題、研究施設、研究者を提示し、論文の目的、その背景、研究方法、

結果、考察をまとめ、説明する。最後に当該論文に対する評価を行う。 

 

 

Ⅲ．抄読会資料     ～A4 用紙に 2 枚以内に、以下の記載を行う～ 

 

１．論文の課題、研究施設、研究実施者名、学術雑誌（図書）名、巻号、ページ、発行年を最

初に記載する 
 

２．課題の研究目的 (Aim)： 

論文の目的を簡潔に箇条書きする。 
 

３．課題に対する研究背景（Introduction）： 

研究を行うに至った背景を簡潔に箇条書きする。 
 

４．研究方法（実験方法と材料）(Materials and Methods)： 

結果と結びつく内容のものを簡潔に箇条書きにする。プレゼンテーションに必要なもの

のみを記載する。 
 

５．研究結果 (Results)： 

図表があれば、それを copy & paste し、説明を簡単に箇条書きする。 
 

６．考察 (Disucussion)： 

研究結果について、ほかの論文などとの比較など、重要な point を箇条書きにする。 
 

７．結語 (Conclusion)： 

論文にて述べたいことを１～２行にまとめる。 
 

８．研究評価 (Check)： 

論文に対して不備な内容や矛盾する内容など、論文そのものを評価する。抄読した感想

ではない。 
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５．学会抄録の書き方 

 

 

各種医学会や学術会議での学術講演会に自分の研究成果を発表する場合には、当該学会・会

議に演題の申し込みと演題の抄録原稿を提出する必要があります。すなわち、演題登録しなけ

ればなりません。しかし、日本では第 00回日本００学会学術大会などとして一般公募する学会

に演題登録するには、当該学会の会員である必要があります。すなわち、会員でなければ研究

発表はできません。また、学会抄録の書き方は、それぞれの学会で異なりますが、発表しよう

とする学術大会の書式（規定）に従わないと、受理されません。 

 

ここでは、一般的な演題抄録原稿（学会抄録）の作成要領を記載します。 

抄録原稿には文字数、文字のポイント、書式、ワープロソフトなどが決まっているので、そ

れにしたがって、簡潔に記載する。例えば、一般的には以下のように記載する。 

１．演題名：一読して研究発表の内容が把握できること。簡潔にタイトルを作成する。 

２．演者：演者に丸印をつけ、だれが口演またはポスター発表するかを明らかにする。 

３．所属：複数にわたる場合は 1，2・・・・と演者と所属名に番号を付す。 

４．抄録原稿内容：通常は写真、図、表、文献の掲載は認められません。研究の内容を目的、

方法、結果、考察の順に 800 文字以内に簡潔にまとめる。いわば、短編小説のごとく、ス

トーリーを考え、読者の興味をそそるように、研究の成果を中心にまとめます。 

 

 

６．学会および学術会議での発表のしかた 

 

 

各種学会の学術大会などで研究の成果を発表するためには、制限発表時間内に研究の成果を

コンパクトにまとめ、研究のポイントをわかりやすく簡潔に説明することが求められます。 

必ず、制限時間内に発表を終えるようにすることが最も重要です。決してオーバーしないよう

注意してください。そのためには、予行演習を十分して、時間内に終わるよう準備してくださ

い。何度も講演発表していると、講演時間を調節することができるようになります。私の場合、

600件以上の国内外での学会講演、特別講演などを行ってきましたので、どんな状況であろうと

決められた時間内にまとめ終わらせることが可能になります。経験することが大切です。 

 

１．パワーポイントを用いる場合 

 パワーポイントを用いて講演する場合には、通常 10 分間の講演時間では枚数を 10 枚以内に

留めます。すなわち、1分間に 1枚の説明をするのです。枚数は増やさないで、かつ、聴衆を飽

きさせないような工夫が必要です。文字だけでなく、図表、写真などを十分に活用し、かつシ

ンプルにわかり易く表現することが大切です。文字や色を工夫して、常に、聞く側に立って作

成することがポイントです。 
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７．医学論文の書き方 

 

 

Ⅰ 論文とは 

研究成果について、自分の考えを研究成果の順に簡潔に述べます。他人に読ませる論文であ

る以上、述べられている著者の考えが、それ以前にあった他人の研究とは対立し、それらを批

判し、それにまさっている点を明らかにしていなければならなりません。つまり、まさにその

著者でなければ考えられなかったことを読者に伝えるための論文です。 

論文とは、ある問題について、いままでの学会での研究成果ではなぜいけないのか、自分は

それに代わって何を明らかにするのか明瞭に書いたものでなければなりません。すなわち「論

文」とは、自分の研究が過去に発表された研究に対して追試等を含む新知見はもとよりオリジ

ナリティーに富むもので、読者にとって有効性の高いものでなければなりません。その心構え

として、人の論文をそのまま利用したり（copy & paste）、書き方をまねしてはいけません。盗

作として訴えられる場合がありますので注意してください。 

 

Ⅱ 論文の分類 

 １． 原著：オリジナリティーがある内容のもの 

 ２． 研究：追試、改良などに関するもの 

 ３． 症例：病気の治療に有用な情報を与える稀な症例 

 ４． 検査と治療機器：検査法の検討、治療・診断機器の検討など 

 ５． 資料：病院（治療所）管理運営、調査等に関するもの 

 ６． ノート：診断・治療機器等のアイデアや工夫をまとめたもの 

 ７． その他、外国文献紹介、教育、資格等の制度、留学生活、施設等の紹介など 

  

Ⅲ 原稿を書く前に 

  投稿にあたっては、投稿規定と執筆要項に準じて作成します。 

初めて論文を書く場合は、構成や文章あるいは図表の表現をどのようにしたらよいか迷いま

すが、一般的に、投稿論文には論文の種類と原稿枚数の制限があります。また、論文構成の立

て方も決まっています。ここでは、最初に原稿枚数、論文構成の順に原稿を作成するための要

領を解説します。  

  

１．原稿枚数の数え方 

  原稿 1 枚は、横組（２0 字×20 行）で（パソコンワープロソフトで作成する場合は A4 判紙

に横書き 20 字×20 行）作成し、論文の分類にあった原稿枚数で作成します。図表（写真）は

内容によって異なります。おおむね、１枚を原稿用紙 1/4 ページとして換算してください。 

  また、図表の原図は 1/4 ページ大に縮小しても文字や必要な図柄が読みとれるかを確認しま

す。一方、速報論文として、オフセット印刷のものがあります。その場合は、図表からすべて

について著者が論文の構成・作成を行います。 
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２．原稿用紙 1 枚目（表紙） 

  表紙となる原稿 1 枚目は次の順番で書きます。 

 １）標題 ･･･････ 一読して論文の内容が把握できること。 

 ２）標題の英文 

 ３）筆頭執筆者名、連名執筆者名 

 ４）筆頭執筆者名のローマ字、連名執筆者名のローマ字 

 ５）筆頭執筆者所属、連名執筆者名 ･･･････ 正式な所属名を記入する。 

 ６）筆頭執筆者所属及び所在地の英文 

 ７）Key words ･･･････ 論文内容の必要最小限度の言葉、５個以内   

 

３．見出し番号の付け方（学術雑誌によって決まっていますが、一般的なものを以下に記載

します） 

 １）大見出し（ローマ数字）   Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ 

  ２）中見出し（算用数字）   １，２，３，４ 

  ３）小見出し             １)，２)，３)，４) 

  ４）小小見出し            (１)，(２)，(３)，(４)   

 

Ⅳ 論文の構成 

  論文の構成は次の順番のとおりとするのが一般的です。 

  ・序 

  ・Ｉ 方法（あるいは「対象及び方法」、「材料」） 

  ・Ⅱ 結果（あるいは「成績」） 

  ・Ⅲ 考察 

 ・Ⅳ 結語（あるいは「まとめ」）（必要があれば謝辞） 

 ・文献（最低でも 5 編） 

 ・図・表 

  

以下に、キーワード、序、方法（あるいは「対象および方法」、「材料」）、結果（あるいは「成

績」）、考察、結語（あるいは「まとめ」）（必要があれば謝辞）、文献（最低でも 5 編）につい

て説明します。   

 

１．キーワード 

  キーワード（key words）とは、本来、膨大な情報の中から自分が必要なものを捜し出すカギ

（キー）となる概念を表す言葉（ワード）であって、一般的には索引語として号末あるいは巻

末索引などの見出し語とするものです。 

  各雑誌とも投稿規定で著者にキーワード付けを義務付けるようになってきています。 

 データベースに登録される際はこのキーワードが使われ、他の人が必要な文献を探索する場

合は、一番短い情報（一番短い判断）としてこのキーワードあるいは分類コードが利用されま

す。キーワード付けは、その論文内容の主題を必要最小限度の言葉（ワード）で、簡潔に表す
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役割を担うので、利用者にわかりやすい語句を用います。 

 

  キーワード作成は次の順序で行います。 

  １）論文の内容分析を行い、必要と思われる個数の主題を選び出す。 

  ２）各主題を表現するのに的確なキーワードの組合せを考える。 

  ３）キーワードの表記法に規定があればそれに従う。 

  例えば、１）、２）について、化学発光分析に関する論文であれば、対象物質、測定法、測定

機器に関するキーワードは最小限必要です。キーワードは当然短い方がよく、1 つのキーワー

ドで 3 個以上の語基（意味の単位）を含むのはよくありません。化学発光免疫測定法であれば、

「化学発光」、「化学発光イムノアッセイ」のようにします。   

 

２．序文 

  序文の見出し語を「緒言」「はじめに」などとする雑誌もあります。 

序文には論文の目的を明確に書く。論文の目的を明確に伝えるために、まず現況と背景を述

べ，続いて目的を述べますが、その主目的、副目的を明確に意識して示します。 

文章量は、論文全体に対して、どれくらいの割合が適当かは一概には言えませんが、簡潔な

ものは刷り上がりで 15 行まで、現況や背景の説明が十分に欲しいとしても 30 行までの範囲と

みればよいでしょう。 

【要点】 １）その研究や調査の背景、目的を明確に記述する。 

       ２）長文すぎないこと、文学的表現は避ける。   

 

３．研究方法 

  見出しは、I 方法 、I 対象及び方法あるいは、Ⅰ 材料とする。対象、材料、実験方法など

を順に記述します。器具、試薬は列挙しない。記述は、実験の進行順とし番号をつけ見出しを

立てます。実験方法については、実験内容をだれでも追試できるように配慮して、できるだけ

詳細に書いてください。 

 【要点】 １）結論を導くために十分な実験方法を記載する。 

       ２）追試ができる情報を網羅していること。    

 

４．結果 

  見出しは、Ⅱ 結果またはⅡ 成績とする。実験順に見出し番号を付けて重要なデータは文章

に盛り込んで過去形で書きます。成績は表か図にして、強調するデータ部分を明示する。得ら

れたデータを客観的に判断するためには統計的処理が必要です。差の検定や回帰分析などを多

用し、その統計量を示します。図や表には必ず説明を加えます（図表を見ただけで内容が分か

るようにする）。 

  投稿規定で規定枚数が指定されていますが、枚数が超えた論文の場合、原稿の削除を指示さ

れる場合がありますが、投稿者が「これ以上は原稿を短くできない」などと回答してくる例は、

採用されないことが多い。このような例の多くは、結果の文章や図表が大きな容量を占めてい

ることが原因の場合があります。 
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 単調で同様な内容の複数のグラフやデータのすべてを表記した大きな表などは表現の工夫を

要します。文章で簡略に述べることで済む内容と図表で示す事項を整理して作成してください。 

 【要点】 １）データは客観的に記述する。 

          ２）データを統計的に処理して簡潔明瞭に提示する（有意差検定など）。  

 

５．考察 

  見出しは、 Ⅲ 考察 とするのが一般的です。実験目的を示し、得られた成績順に結果につい

てのみ考察します。 

著者の結果は過去形、文献からの引用は現在形を用いて記述します。結果から推察できる範

囲までは「データが示唆する内容」として許されます。しかし、推察の上に「もしそうならば、

～という仮定」が加わると論拠は怪しくなり、科学論文としては訴える力が弱くなります。 

また実際に測定していないか、またはデータは示さないが、と前置きしたことについてまで

考察の範囲を広げると、全く仮定の論述になり文学的な表現になってしまいます。 

考察はあくまでも、ある事実から何を結論できるのか、その考え方を述べるもので、空想や

文学的な表現ではいけません。 

 【要点】 １）新たに発見あるいは確認された事象の根拠を解説する。 

          ２）過去の同様な論文と対比し、どこが新知見か明記する。 

          ３）その新知見から期待される成果を述べる。 

   

６．結語 

  見出しは、Ⅳ 結語 あるいは、Ⅳ まとめ とします。結論の文章は、論文全体を表す性質の

ものであり、読者が急ぐときはここだけを読んでいることも少なくありません。何を目的とし

て、どんな実験を行い、得られた結果で何を結論とするかを簡潔に記述します。複数の結論が

あるときは、番号を付けて箇条書きの形式にする方法があります。最後に、さらなる研究に発

展させる意図で「今後の検討が必要である」と結ぶ例も多く見られますが、この表現は現状で

の研究内容が不完全であるかのような印象を与える危険性もあるので不用意に用いることは避

けるべきです。 

 【要点】 １）論文全体の目的と結論を簡潔に示す。 

   

７．文献 

  他の論文に載っている引用文献をそのまま転記することは避け、必ず自身で入手して読んだ

文献を対象とします。参考文献は含まずに実際に引用した文献に限定し、最低 5 本から最大 20

本以内とする。引用順に整理して論文の末尾に一括して記載します。 

  本文中に関係文献を明記したときや文献から直接引用したときは、引用した文節や文章に限

って、その末尾に文献番号を付けます。読者に引用文献の始まりを明確に示すには、本文に著

者名だけを書く方法もあります。 

  例 １）近藤は････であると報告し（または述べ）ている１) 

     ２）測定法は近藤ら１）の方法によった 

     ３）･････，10%前後に神経的後遺症を合併する 2～4)と言われ 
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 末尾文献：引用順に次の点に注意してまとめます。 

１）本文中の番号と末尾の番号が一致しているかを確認する。 

２）投稿誌で決めている文献の表現形式になっているかを確認する。 

学術雑誌では、標題や引用ページ（始～終ページ：ページは通巻ページとする）が欠けない

ようにします。単行本では、発行所、発行地、発行年を明記します。また、文献は読者が検索

できることが前提である。必要事項が欠けていると検索の目的に適わないので正確な記載が求

められます。 

 【要点】 １）実際に引用した文献に限る。 

          ２）表記法は投稿しようとする学術雑誌の規定に従う。 

          ３）実際に検索できるよう必要な情報を正確に記載する。 

   

８．著作権および引用・転載 

１）掲載された論文、抄録、記事等の著作権は通常掲載された学術雑誌（出版社）に帰属さ

れます。 

２）投稿論文執筆に際して他著作物等から引用・転載する場合は、著作権保護のため、原著

者及び出版社の許諾を受け、原稿に出典を明示すること求められます。 
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例：投稿規程および執筆要領 
 

1992 年 6 月 27 日 

1992 年 7 月 25 日改正 

1993 年 6 月 26 日改正 

1994 年 5 月 21 日改正 

1998 年 10 月 2 日改正 

Ⅰ．投稿規定 
 

１．雑誌「PORPHYRINS」は、ポルフィリン研究会の学術機関誌であり、ポルフィリンに関

連する論文を掲載する．     

２．論文の用語は日本語または英語とする．  

３．投稿者はポルフィリン研究会の会員に限る．  

４．原稿は 3 名の審査員によって査読される．受理した原稿はそのまま印刷されるので鮮明な

ものでなければ受け付けない．原稿は原則として返却しない。 

５．論文の種類 

(1) 総説 

   ひとつのテ－マに関連する多くの研究報告の総括、評価、解説． 

(2) 原著 

   ポルフィリンに関係する研究で、オリジナリティに富み、未発表のものに限る． 

(3) 技術 

   ポルフィリンに関係する研究で、分析・合成等の技術・機器の改良、考案等すぐに役立

つ新知見を掲載する． 

(4) 速報 

   研究成績をできるだけ速やかに掲載することを目的とする．その内容は後日原著として

投稿することができる． 

(5) 症例 

   学術的に貴重と思われる症例についての報告を掲載する．  

(6) 短報                                     短

くまとめられる研究成績の掲載を目的とする．断片的な研究であるが、新しい事 実や価

値のあるデ－タを含む論文とする．  

(7) 話題，その他 

   ポルフィリンに関する最近のトピックスの紹介、会員の自由な意見．その他必要に応じ

て刊行に関連する重要なものを掲載する．  

６．別冊 

   最小部数は 50 部とし、それ以上 50 部単位で申し込みを受け、すべて実費を請求する．

希望部数は投稿時に明記する事． 

７．英文校正及びタイプ印刷を必要とする場合は実費を請求する． 

８．原稿は必ず投稿申込書と査読用のコピ－を２部つけ、書留便で封筒の表に「ポルフィリン

雑誌原稿」と明記し、下記に送ること. 

   〒162-8636 東京都新宿区戸山 1-23-1  独立行政法人国立健康・栄養研究所 応用栄養

学部栄養生化学研究室内「ポルフィリン学会」編集委員長 近藤雅雄宛 

    TEL:000-000-0000, FAX:000-000-0000, e-mail:00000@00000.ne.jp 
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Ⅱ．執筆要領 

 

１．原稿 

  A4 版の用紙を用い、次頁に示したように左、右余白（各 2 cm）上余白（3cm)、下余白（2.

5cm)を各々取り、ワ－ドプロセッサ－、またはタイプライタ－を使用し、用紙の外枠からは

みださないように注意すること． 

 

２．原稿の長さ 

原則として総説６枚、原著・技術４枚、症例・速報・短報・その他２枚以内．   

  図、表、文献、及び英文要約のスペ－スを含む． 

 

３．原稿の書き方 

１）和文の場合 

 (1) 最初のペ－ジに表題名、氏名、所属の順に記載し、文字の大きさ、配置などは体裁が良い

ように決めること． 

 (2) 始めに 400 字程度の要約を記載して下さい。要約のあと、１行分開け、キ－ワ－ドを 5 

つまでを記載すること． 

 (3) 本文の様式 

   通常の原著論文の様式に従い、目的、方法、結果、考察、文献など、適当に見出しを付

け、論文としての体裁を十分に考慮すること． 

  (4) 図表中の文字と説明はできるかぎり英文とする． 

 (5) 論文の最後に、２行開け、英文表題名、英語氏名、所属、および 150-200 語程度の英文

要約と英文キ－ワ－ド５つまでを記載すること． 

２）英文の場合 

   和文の原稿の書き方にしたがってタイプすること．ただし、日本語要約は記載しないこ

と． 

３）文献の書き方は以下に統一して下さい 

     1. Lowry OH, Rosebrough NG, Farr AL, Randall RJ.(1951) Protein measurement with 

the Folin phenol reagent. J. Biol. Chem. 193, 265-275.  

     2. Kappas A, Sassa S, Galbraith RA, Nordmann Y.(1989) The Porphyrias in “The 

Metabolic Basis of Inherited Diseases”, (Scriver CR, Beaudet WS, Valle SD eds) 

6th ed., pp.1305-1365, McGraw-Hill, New York.  

3. 近藤雅雄，青木洋祐 (1990) ポルフィリン代謝に関する最近の知見．医学のあゆみ，

155, 859-863.  

 

４．写真・図はできるだけ鮮明なものを貼り付け、裏面に著者名および図番号を書くこと． 

                            

（注） 原稿はすべてそのまま印刷されますので鮮明なものを提出して下さい． 
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８．論文を書いてみよう（論文の記載方法） 
 

表紙 

研究論文 
 

課題名 
氏名 

 

 

2ページ目 

課題名 
 

目 次 
 

Ⅰ．要旨･･････････････････････････････････････････････････････････････････0 

 

Ⅱ．序論、研究目的････････････････････････････････････････････････････････00 

 

Ⅲ．研究方法･･････････････････････････････････････････････････････････････00 

１．００００････････････････････････････････････････････････････････････00 

２．００００････････････････････････････････････････････････････････････00 

３．００００････････････････････････････････････････････････････････････00 

 

Ⅳ．結果と考察････････････････････････････････････････････････････････････00 

１．０００００について･･････････････････････････････････････････････････00 

  １）００００･･････････････････････････････････････････････････････････00 

  ２）０００００････････････････････････････････････････････････････････00 

  ３）００００･･････････････････････････････････････････････････････････00 

 ２．０００００について･･････････････････････････････････････････････････00 

  １）００００･･････････････････････････････････････････････････････････00 

  ２）０００００････････････････････････････････････････････････････････00 

  ３）００００･･････････････････････････････････････････････････････････00 

 ３．０００００について･･････････････････････････････････････････････････00 

 １）００００･･････････････････････････････････････････････････････････00 

  ２）０００００････････････････････････････････････････････････････････00 

  ３）００００･･････････････････････････････････････････････････････････00 

 

Ⅴ．おわりに･･････････････････････････････････････････････････････････････00 

 

Ⅵ．参考文献･･････････････････････････････････････････････････････････････00 

 

Ⅶ．謝辞･･････････････････････････････････････････････････････････････････00 
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論文記載内容 

題   目（ゴシック 14ポイント） 

－ 副 題 －（ゴシック 10.5ポイント） 

（1行あける） 

氏 名 

所 属 

（1行あける） 

 

要約（ゴシック 10.5ポイント） 

（明朝 10.5ポイント 以下も同様に）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

（1行あける） 

＊論文の内容を簡潔にまとめます。特にオリジナリティーの高いことを強調して、研究の目的、

方法、結果を簡潔にまとめ、最後に得られた結果から本論文の意義を述べます。 

 

キーワード 

論文の内容を的確に示したキーワードを5個以内、記載することが多くの論文で見られます。 

 

Ⅰ.はじめに（ゴシック 10.5ポイント） 

 ここから本文・・（明朝 10.5ポイント）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

＊研究の目的などを書きます。ここに挙げているものは、書式を説明するための一例です。研

究分野によって要旨の書き方にも違いがあります。また、文字数、行数、字体、ポイント数、

余白なども学術雑誌によって異なります。 

＊原稿の書式 

 ページ数：2枚、余白：上下左右 25mm、文字数と行数：43文字×40行、 

 字体：題目～氏名まではゴシック体、本文は明朝体、項目名はゴシック体 

 文字の大きさ：題目は 14ポイント、題目以外は 10.5ポイント 

 研究者及び共同研究者氏名は右寄せ 

 

（1行あける） 

Ⅱ．方法（ゴシック 10.5ポイント 以下も同様に） 

 ・（明朝 10.5ポイント 以下も同様に）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

（1行あける） 

Ⅲ．結果 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

＊結果の箇所に、論文で書いた図表の一部を入れることも可能。要旨の分量にあった図表の活

用をしてください。抄録は白黒印刷になりますので、図表にカラーを使わない方がよいでしょ

う。 



17 

 

＊結果と考察をまとめて書く、あるいは「結果」ではなく、「○○について」など別の項目名に

する方法もあります。 

（1行あける） 

 

Ⅳ．考察 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 ＊１．２．３などいくつかの項目に分けて書くこともできます。 

（1行あける） 

 

Ⅴ．おわりに 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

（1行あける） 

 

Ⅵ．文献（文献の掲載は、本文よりも小さいポイント数でも可能） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

＊引用した文献の中の主要なものを記載します。 

＊文献一覧の表記方法は研究分野によって異なりますので、ここでは一般的に医学領域の記述

に従います。 

＊著書の場合は、著者名、発行年次、表題、出版社を挙げます。著書の一部の場合は、著者名、

発行年次、表題、編者名、書名、出版社、ページを挙げます。 

＊雑誌論文の場合は、著者名、発行年次、表題、雑誌名、巻号、ページを挙げます。 

＊配列順序は、著者の姓のアルファベット順（同一著者の文献が複数ある場合は、発行年の古

い順に並べます。）、引用順に記述などがありますので、当該雑誌の投稿規定に従ってください。 

 

（例） 

１） Kondo M:Abnomal porphyrin metabolism. In:Aminolevulinic Acid. Science, Technology and 

Application (eds by Okura I, Tanaka T), p.11-22, Tokyo Institute of Technology Press, Tokyo, 

2011. 

２）近藤雅雄：ポルフィリン代謝異常症、内科学書（改訂第 8 版）Vol.5、内分泌疾患、代謝・栄養疾患、

中山書店、p.424-430, 2013 

３）Kondo M et al: Porphyria in Japan: compilation of all cases reported through 2002. Int J Hematol, 

79:448-456, 2004 

４）近藤雅雄：高齢者の食生活と免疫強化、日本抗加齢医学会雑誌 2(3):337-342, 2006.  

５）近藤雅雄：晩発性皮膚ポルフィリン症のＣ型肝炎の合併症例の生化学的解析．消化器科 

39(6):681-690, 2004. 
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９．研究の評価、論文の評価 
 

 

治療者並びに教育者はすなわち研究者でもあります。教育・研究・治療に携わる者の評価は

教育資材・方法、研究論文、症例報告などとして論文を作成し、社会に広く公表する義務があ

ります。 

論文として投稿した場合には、論文誌によってインパクトファクター（IF）が国際的に数値

化されており、読者の多い雑誌ほど高くなります。また、掲載された論文が文献として引用件

数が多いほど IF 値が高くなります。例えば、「Nature」や「Science」の場合の IF 値は各々38.1、

34.7 と断トツに高い数値ですが、一般の英文雑誌は 1～2 が通常で、雑誌によって異なります。

日本国内で発行されている各種医学会の学術雑誌は日本語で書かれた論文には IF 値は残念な

がら０ですが英文の国内誌は 0.5 など 1 以下が多いです。この数値が、教育者、研究者の評価

として国際的に広く用いられています。また、国及び民間の科学研究費の獲得においても、こ

の数値が一つの研究予算獲得の目安になっています。ちなみに、私の場合は国内外の原著・総

説等の査読論文数は 500 件以上、IF 値は 220 点以上です。研究費も研究を始めてから 40 年以

上、絶やしたことはありません。 

 さて、論文を学術雑誌に投稿すると、論文の内容を精通している著名な専門家によるレフリ

ー（査読者または審査員）が 2 名以上つき、その論文内容について厳しい審査を受けます。審

査方法としては、投稿された論文が当該雑誌の趣旨、投稿規定に合致しているか、論文記述に

間違がないか、研究方法が適切であるか、実験方法に再現性があるか、重複投稿（過去に同じ

結果などが公表されていないか）の有無、オリジナリティーが高いか、など当該学術雑誌に掲

載可能かどうかの審査が行われます。 

審査結果は①受理する（accept）②修正すれば受理する（acceptable）③不可（reject）の 3

つに分けられます。①はそのまま掲載されます。②の場合は修正し、再審査を受けますが、ほ

ぼ掲載されると思ってよいでしょう。また、③の「不可」の場合は学術雑誌のランキングを下

げて他の学術雑誌（IF の低い雑誌）に再投稿すると良いでしょう。いずれにしても、研究を行

ったら必ず公表・公開するという精神を持つことが大切です。たとえ論文に数値的な評価がな

い雑誌であっても、論文として公表することは大切です。その論文が将来大変貴重な資料とな

ることもあるからです。 

  



19 

 

10．参考資料 

伝統医学と日本の医療～鍼灸医療の発展を期して 

  

国際鍼灸専門学校 近藤 雅雄 

 

世界中で伝統医学（traditional medicine）への注目度が高まり発展している。一方で、我が

国においては日本医療の方向性を考える動きは常時行われているが、日本の伝統医学について

は医療行政上特段の動きというものは見られない。そこで、日本の伝統医学の発展を期して、

ここでは鍼灸医療の発展の歴史と現状について調査研究を行い、考察した。 

 

Ⅰ．伝統医学と日本の医療 
 

１．伝統医学の発展                               

西洋医学はギリシャ、ロ－マで発祥し、そして西洋に芽生えた伝統医学の一つである。この

西洋医学が今日の世界の主流を成してきた背景の一番大きな要因は近代科学的手法（分析的手

法）を取り入れるのに成功したことによる。すなわち、臨床と基礎の各研究がうまく合体し、

その成果は現在の多くの病気の原因やその発症機構を明らかにし、病気の診断・治療・予防な

ど医療のあらゆる面で大成功を収めてきた。この事実は誰も否定することはできない。 

しかし、近年の文化・生活習慣の多様性から、これまでの近代科学的手法に基づいた西洋医

学だけで、全人類的医療が行えるかの疑問が世界中で沸き起こってきた。そこで、世界各地の

伝統医学、民族医学を見直そうとする機運が国際的に起こってきている。 

国外では、その土地、風土に合った医療を推進しようとする国が増え、国際機関も積極的に

支援する方向にある。すなわち、西洋医学以外の多種多様な治療法である補完・代替医療が急

速に進展している１）。しかし、日本では戦後 70 年を経た今日でも未だに西洋医学が主流となっ

ている。 

 

２．代替・補完医療発展の背景 

1998 年に米国国立衛生研究所（NIH）に国立補完代替医療センター（NCCAM：National 

Center for Complementary and Alternative Medicine）ができたことをきっかけに世界各地で

現代医学を補完・代替する医療が広まった。日本でも、1998 年に「日本代替・相補・伝統医療

連合会(JACT)」、2000 年「日本統合医療学会」などが創設され、伝統医学および補完･代替医

療（complementary medicine, alternative medicine）の学術研究がスタートした。このような

背景としては、これまでの西洋医学主体の医療は①検査、薬などの医療費が高く、副作用が多

い、②即効性があるが、病気の局所しか診ない、③検査の結果が中心で全体（とくに患者のこ

ころ）を診ない、④貧しい人は西洋医学にかかれない、⑤医師の職業意識に対する個人差が大

きい、⑥その土地の風土・文化に則した医療が欠けている、⑦患者の健康・医療に対する意識

の高まりなどであるが、その最大の根拠は⑧医療費の高騰と思われる。このような現実から、

見直し機運が一時的に高まったにもかかわらず、2000 年以降から今日まで、残念ながらその成



20 

 

果・発展は広く周知されていない。 

 

３．日本の伝統医学の現状 

日本でも一部の大学ではあるが伝統医学（東洋医学：主に漢方）を正規カリキュラムに取り

入れているところも増えてきた。しかし、これらはすべて医師教育（医師はすべて大学の医学

部での医学教育を受けた後、医師の国家試験に合格した者だけを指す）の一環として取り組ま

れている。 

一方、国家資格として国が一般開業（独立）権を認めたものとして、医師・歯科医師以外に

「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師」がある。これら養成施設につい

ては 2016 年 1 月より厚生労働省医政局にて「カリキュラム等改善検討会」が開催され、教育

内容等の改正の報告書が 10 月 31 日に提出された２）。将来的には第 3 者による学校養成施設の

評価の導入などについて検討するとある。しかし、これら治療師の位置付けは現状のままであ

る。 

筆者は日本独自のこれら伝統療法に関わる医療行政の進展並びに西洋医学と東洋医学の両者

の発展を目指した日本独自の総合医療の発展を期待する。 

 

４．日本の医療と伝統医学 

日本の医療は西洋医学を基軸に発展してきたが、米国と同様に近年の生活習慣病を始め慢性

疾患の増加に関連した健康政策を重視すると共に QOL の向上と健康寿命の延伸を実現するた

めの国民健康づくりの策定に対する取組みが行われている。 

また、これまでの医療と異なり、欧米で実践されているプライマリ・ケアを重視し、その専

門医として、2013年に厚生労働省は「総合診療専門医」という新しい専門医を養成・認定する

ことを決定した。2017年から後期研修がスタートし、2020年に新制度の下で初めての専門医が

誕生する３）。すなわち家庭医（home doctor）制度とも言える。これによって、①患者中心の医

療、②家庭志向型のケア、③地域包括プライマリ・ケア、④健康問題の心理社会的アプローチ、

⑤共感できる人間関係の維持・強化などが図れることが推測される。 

したがって、これからの医療は各種疾病に対する治療対策は勿論のこと、健康向上・疾患予

防、健康寿命の延伸という概念を拡大解釈し、家庭医にて個人の健康管理を徹底しようとする

時代に進むものと期待されている。 

一方、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師といった、すでに地域の保

健・医療・福祉に大いに貢献している治療院との連携も模索する時代に来ていると言える。医

療はあくまでも国民のためにあるものであり、そのための改革を進めてほしいと願う。 

 

Ⅱ．日本の鍼灸の現状と展望 
 

１．鍼灸医療の発展と歴史 

鍼治療とは全身に存在する経穴を刺激する治療法である。この鍼灸医学の歴史は古く、三千

年前に中国で発祥し、約千五百年前に遣隋使や遣唐使などによって我が国に伝来した。奈良時

代の律令制においてすでにはり師が医師、あん摩師などと共に存在していた。以降、はり師は
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医師などと共に日本の医療の中核を担っていく。また、日本独自の鍼の発展として、984 年に

丹波康頼によって編纂された日本最古の医学書『医心方』を見ると鍼治療が当時の中医学概念

より簡便化されたものになっていることがみられる。手技においても安土桃山時代に御薗意斎

が金や銀の鍼を木槌で叩いて打ち込む打鍼法や、江戸時代に盲人の杉山検校こと杉山和一によ

って作られた管鍼法などがある（Wikipedia-鍼４）；参照）。 

 

２．戦後の歴史と飛躍 

戦後、米国の占領下におかれた我が国では、GHQ から厚生省に対して鍼灸治療等は非科学、

不衛生で野蛮な行為として「鍼灸をはじめ、あん摩、柔道整復等、医師以外の者の治療行為の

禁止」の要望が出された（いわゆる GHQ 旋風；1947 年 9 月）。しかし、医学関係者や関係団

体等のけんめいな存続運動により、1947 年 12 月に「あん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業

法」（身分法）が制定され、1948 年には日本鍼灸学会設立、1951 年には日本鍼灸治療学会およ

び全日本鍼灸学会が設立され、鍼灸診療に関する学術研究業績はかなり集積されていった５－７）。

同年には「あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法」が制定され、従来は営業の免許で

あった資格が、医師や歯科医師とおおむね同等の身分の免許となり、あん摩、はり、きゅう以

外の医業類似行為は禁止された。 

そして、1972 年、中国における鍼麻酔の発見以来、わが国はもとより、国際的に鍼灸治療の

有効性が急速に明らかにされるようになってきた。その後、1988 年には「あん摩マッサージ指

圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」の改正により、試験の実施と登録事務が都道府県知

事から厚生大臣に変更（平成 4 年 10 月施行）となり、国家試験に位置付けられた。 

 

３．鍼灸医療教育の進展 

鍼灸医療の教育・研究機関として、1983 年には４年生鍼灸大学（明治鍼灸大学、京都府）が

誕生し、さらに 1991 年には同大学に大学院鍼灸学研究科（修士課程）、1994 年には同大学院

博士課程が文部省より認可され、鍼灸専門研究機関として鍼灸科学発展の幕開けとなると共に、

鍼灸診療の高度化への基盤が作られた（2008 年、明治鍼灸大学は明治国際医療大学と校名変更

した）。その後、筑波技術大学、関西医療大学、鈴鹿医療科学大学、帝京平成大学、森ノ宮医療

大学、東京有明医療大学などといった最高学府において鍼灸医療の教育と研究が行われるよう

になり、全国に拡大している。今後の発展・活躍が大いに期待される。 

 

４．資格制度に対する他国（中国・韓国）との違い 

免許制度としては、中国は５年制大学卒業で中医師（台湾では７年制）、韓国は６年制大学卒

業で韓医師という資格（いずれも国家試験）が西洋医学の医師とほぼ同等の身分であるのに対

して、我が国では、医療の一手段と言われながらも医業類似行為との区分が明確には確立され

ていない傾向がある。また、日本鍼灸学会における認定制度はあるものの、中国の医師のラン

ク別の指名制度や、韓国の専門医制度のような保険点数にカウントされるようなメリットは保

証されていない。さらに、中国、韓国は西洋医学と東洋医学の２つの制度が並立するのに対し

て、日本では西洋医学をベースとする医療制度の中で、補完代替療法としての位置付けが未だ

に中心的であると言える。 
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５．日本での鍼灸医療の現状と期待 

1985 年、鍼灸治療の世界的権威者である大阪医大の兵頭正義教授は「鍼灸は医療である。“医

療類似行為”ではない。医療だから効果も著しく、副作用だって相当なものが起こりうる。「き

かなくてもともと、しかし害は何もない」といった民間健康療法とはその質を大いに異にする」

と述べている（鍼灸学会報、No.32）５）。すなわち、鍼灸治療は長い間日本国内にて伝承されて

きた医療であり、近年においても専門学校・大学・学会などで医療に対する科学的な根拠を基

に発展してきている。しかしながら、現状は西洋医学を基盤とする医療制度の中で、伝統医学

は補完・代替療法としての位置づけが中心的である。今後、医療法上の制約、教育課程関係法

令上の改善などを謀り、日本医療の未来を見据え、様々な知恵を出し合い、統合医療の持続的

な発展を期待したい。 

 

おわりに 

筆者は鍼灸師養成校である国際鍼灸専門学校にてはり師、きゅう師、あん摩・指圧師を志す

学生の講義を通じて、学生は非常に優秀まじめで、研究熱心である。これら医療に対する高い

志を持った学生がさらに大きく発展・飛躍し、日本の保健・医療・福祉に貢献することを願っ

て止まない。 

しかし、近年、鍼灸師養成校として長年実績のあるいわゆる名門校への入学者数が急速に減

少している。この理由の一つとして、国による規制緩和によって学校養成施設が大幅に増加（平

成 10 年度の 14 施設に対して現在 93 施設）したことが挙げられる。この減少はあん摩マッサ

ージ・指圧師、柔道整復師養成に実績のある各名門校でも同じである。このことは日本医療の

危機であると言っても過言ではない。すなわち、伝統医学とは伝承医学であり、これまでの名

門校の多くが 50 年以上伝承されてきた療術を背景にエビデンスを積み上げてきた伝統校であ

る。日本の伝統医学を維持するためにも、これらの伝統校が運営危機に陥ることだけは絶対避

けなければならない。日本の損失であり、人類の損失である。何らかの対策が必要と思われる。 

さて、鍼灸師を目指す学生並びに既に鍼灸師として活躍している治療師が最も心身の拠りど

ころとする組織が（公社）全日本鍼灸学会６）や（公社）日本鍼灸師会８）である。これら組織が

中心となり、鍼灸医療の未来を見据え持続的な発展を目指した医療行政の改革を期待したい。

さらに、日本鍼灸の学術的・臨床的研究を通して、質の高い科学的根拠を蓄積し、確固たる地

位を構築することを望む。鍼灸医療はじめ日本の伝統医学について今後も注目していきたい。 
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