
一般社団法人日本耳科学会投稿規定 （2022-3） 

 

1．本誌への投稿は原則として正会員に限る。日本耳鼻咽喉科学会会員でない者

を共著者に加える場合は発表会員として入会しなければならない。未入会者の

氏名は著者名から削除する。 

2．投稿原著原稿は耳科学に関する研究ならびに調査に基づく論文で，他誌に掲

載されたことがなく，他誌に投稿中あるいは投稿予定のない論文に限る。二重投

稿および同時投稿でない旨を明記し，共著者を含む著者全員が署名，捺印した誓

約書を添付すること。誓約書は，本誌掲載の用紙またはホームページに掲載の用

紙をコピーして用いること。また投稿にあたっては、ホームページから著者投稿

前チェックシートをダウンロードし、記載事項を記入したものを論文とともに

送付すること。 

3．投稿上の注意事項 

1）原稿は和文または英文とし，1 頁に題名，ランニングタイトル，著者名，所

属，筆頭著者の生年月日を記載する。（筆頭著者の生年月日は奨励賞の選考に際

し、必要となる。） 

 著者のうち責任著者（corresponding author）名およびその連絡先（住所，電話・

Fax 番号，E-mail アドレス）を改めて１頁下部に記入すること。 

 2 頁に 400 字以内の論文の要旨およびそれぞれ 3〜5 語の英語と日本語のキー

ワードをつける。キーワードはタイトルに含まれない単語とする。3 頁に英文の

タイトル、ランニングタイトル、著者および所属に続き 400 語以内の英文抄録

（abstract）とその和訳，次いで 4 頁以降，本文，謝辞，付記，文献，附図説明お

よび図表の順に原稿を整える。附図説明は別紙に作成する。 

2）原稿はワードプロセッサを用いて A4 判に文字サイズ 12 ポイント以上で十分

な行間をもって作成する。上下左右の余白は 20mm 以上設け，頁には通し番号

をふる。和文では横書き，現代かなづかい，ひらがなを用い，外国人名や和訳し

にくい用語の他はできるだけ日本語とする。最後に論文総文字数を記載する。 

3）原稿の長さは刷り上りで５頁以内（図、表を含む）とし，超過の場合は編集

委員会の了承を必要とする。刷り上り５頁は文字数にして和文では 8000 字以内，

英文では 3000 語以内に相当する。図・表の幅は 84mm または 175mm，縦の長さ

は最大 240mm にする事が望ましい。84mm×120mm の大きさの図・表は和文原

稿文字数 400 字，英文原稿 150 字に換算される。 

http://www.jrs.umin.jp/pdf/jrs-checklist2019.docx
http://www.jrs.umin.jp/pdf/jrs-checklist2019.docx


4）ランニングタイトル（略題）：和文は 12 文字，英文はスペース込みで 40 字以

内とする。 

5）本文では日本耳科学会用語委員会報告「伝音再建法の分類と名称について

2010」、英文抄録については中耳手術術式国際分類（ IOOG Categorization of 

Tympanomastoid Surgery）の表記を括弧書きで付記すること。（ホームページ参照） 

6）英文については，本文，抄録とも予め英語の堪能なものの校閲を受けること。

英文抄録は、論文が最終的に受理された時点で編集委員会が英文校正を行い、そ

の費用は著者負担とする。英文論文本文については、著者の責任で native speaker

による英文校正を行い、その記録（領収書等）を添付すること。 

7）図は原則としてトレースを要さないように明確に写植し，そのまま印刷でき

るような明確なものを作成する。図，表，写真はそれぞれ一連の番号と上下を裏

面に明記する。 

カラーを希望する時は，その旨を申し出ること。（実費は自己負担とする。）本

誌掲載論文は 6 ヶ月後に J-STAGE に掲載されるが、Web 上のみカラーを希望す

る場合は組み上がり図 1 枚につき 2,200 円を申し受ける。その際はモノクロ用の

図と、カラー用の図をそれぞれ提出すること。カラー図のモノクロ転用は受け付

けない。 

8）文献は本文中に該当箇所の右肩に番号をつけ，文献の欄に本文での引用順に

列挙する。文献の数は 20 を超えないこと。 

9）引用文献の記載は次のようにする。著者氏名：題名，誌名，巻：頁，年次.。

共著の場合，著者の数は欧文、和文とも３名まで記入し、これ以上のときはそれ

ぞれ et al.，他を用いて省略する。 

10）文献記載例 

例 1 神崎 仁，井上泰宏，小川 郁：外リンパ圧異常と感音難聴.  Otol Jpn 11：

33─38, 2001． 

例 2 Kaga K, Sakurai H, Ogawa Y, et al.：Morphological changes of vestibular ganglion 

cells in human fetuses and in pediatric patients.  Int J Pediatr Otorhinolaryngol 60：11

─20, 2001. 

例 3 山本悦生：先天性外耳道閉鎖症. CLIENT—21 世紀耳鼻咽喉科領域の臨床— 

4. 外耳・中耳（中野雄一編）.  中山書店, 東京, 2000, pp.43─47. 

例 4 Tos M, Lau T：Long-term hearing results in cholesteatoma. In: Long-term results 

and indications in otology and otoneurosurgery.（Eds. Charachon R, Garcia-Ibanez E）



Kugler Pub. Amsterdam, 1991.  pp.89─94. 

11）利益相反について、著者は論文内容に影響を及ぼす可能性のある、報酬、助

成金、寄付金、特許、株式の保有やその他の援助（機材の提供、施設の使用など

を含む）の有無を末尾に記載する。利益相反がない場合でも、利益相反に該当す

る事項がない旨を記載する。 

12）本投稿規定に沿わない論文は受け付けない。 

4．原稿作成に当たってはその内容の倫理性に十分配慮する。人体については「ヘ

ルシンキ宣言」および「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」を遵守す

るとともに，内容に応じてインフォームド・コンセントを明記する。動物実験に

ついては，動物の保護および管理に関する規程を満たすこと。各施設内の倫理委

員会の承認のもとに行われたことを「方法」の項に明記する。なお、個人情報保

護の観点から情報の表記・管理には注意を払うこと。 

5．10 頁を超過するものは補冊としてのみ出版することができる。 

6．投稿時に原稿を MS-Word(.doc または.docx)で、図表は PowerPoint(.ppt また

は.pptx)として記録媒体（CD-R または USB フラッシュメモリー）に保存し送付

すること。記録媒体は返却しない。また同時にプリントアウト（ハードコピー）

を同封し，図表のおおよその挿入場所を本文右余白に赤字で示すこと。 

7．動画や音声を電子付録として公開することを希望する場合には、投稿原稿に

ファイルを添付し、本文中に関連する電子付録があることを記載すること（例：

電子付録動画 1 参照）。1 ファイルは 50 MB 以下とし、使用できるファイル形式

は https://www.jstage.jst.go.jp/static/files/ja/UM-01-004_sousa(henshu)_append5.pdfを

参照すること。電子付録の公開に当たっては 1 ファイルにつき¥1,100 を著者が

負担する。なお、電子付録はオンラインジャーナル（J-STAGE）のみで公開され

る。 

8．初校のみ著者校正とする。校正時の原稿の修正は最小限度とし図表の変更は

認めない。 

9．別刷り希望の場合は 50 部単位で実費負担とする。別刷りの表紙も実費負担

とする。 

10．原稿の採否，掲載順は編集委員会にて決定する。 

11．掲載実費は下記による。 

 1）原著論文は刷り上り４頁までを無料とする。超過頁は１頁につき１万円と

する。 



 2）急載の場合は全頁を有料とする。 

 3）補冊の印刷は原則として本誌と同じ印刷所で行い，全額有料とする。全額

とは印刷代，英文校閲実費，表紙代，発送費などの諸経費をいう。 

 4）図版，表組，トレース，カラーその他の特殊印刷に要した実費は有料とす

る。 

 5）英文原稿及び英文抄録の校閲実費は有料とする。 

 6）シンポジウム，パネルディスカッション等の依頼原稿については編集委員

会内規に従う。 

12．発行後の原稿は原則として返却しない。 

13．原稿は下記事務所宛に E-mail（Web ストレージサービスでも可）もしくは

「簡易書留」（レターパックなど郵送記録の残るものでも可）にて送付すること。 

14．本誌に掲載された論文の著作権は複製権、公衆送信権を含みすべて日本耳科

学会に帰属する。 

 

＜原稿送付先＞ 

〒602–8048 

京都市上京区下立売通小川東入 中西印刷（株）内 

一般社団法人日本耳科学会 

Otology Japan編集委員会 宛 

メールアドレス：otol-ed@nacos.com 

 

  



Otology Japan contribution rules 

Instructions for Authors 

 

1. Submission is limited to members of the Society and this applies also to 

coauthors.  If coauthors are nonmembers, other rules are applied.  Please 

address inquires to the Society. 

2. Only papers in Japanese or English which have not been published 

elsewhere can be submitted. 

3. Format of papers 

 1) Organize the paper in the following order: title page, abstract page, text, 

references, figures and tables. 

 2) Title page: The title page must contain the title, authors’ names, 

departments and institutions, and a running title of no more than 40 

characters.  The name and the full address of the corresponding author 

and the number of reprints required by each author must be included.  

The birth date of the first author is also required for the paper to be eligible 

for selection as the most excellent paper. 

 3) Abstract: The abstract must be an informative summary not exceeding 

400 words.  A maximum of five key words should be included on the same 

page. 

 4) The manuscript should be double-spaced and typed with a font size of 12 

points or larger on A4 or letter size papers.  All margins should be at least 

20mm.  Finally, the total number of words in the paper should be 

indicated. 

 5) Use 2010 JOS classification and conductive reconstruction in the main 

text and add IOOG categorization of tympanomastoid surgery in 

parentheses in the abstract (see the web site). 

 6) The length of the manuscript should be less than five printed pages 

including figures and tables.  Papers exceeding five printed pages require 

the consent of the editorial board.  Five printed pages is equivalent to less 

than 3000 English words.  The width of figures and tables should be in 

the range of 84 mm or 175 mm, and the length should be a maximum of 

240 mm. 84 mm×120 mm.  Figures and tables should be of a size 



equivalent to 150 words of English text. 

 7) Any investigation on human subjects must be in accordance with 

Declaration of Helsinki. Otology Japan requires authors to state that the 

investigators have obtained written informed consent from each 

participant or each participant's guardian.  For experiments involving 

animals, authors must state in the Method section that the animals were 

handled in accordance with the guidelines prepared by the Animal Use 

Committee of the institution.  

The protocol of the investigation must have been approved by the 

Institutional Review Board and authors must state so in the Method 

section of the manuscript.  A patient’s anonymity needs to be preserved. 

 8) Illustrations and figures: Illustrations should be professionally drawn or 

photographed and supplied in the form of glossy black-and-white 

photographic prints.  Each illustration and figure must be accompanied 

by a figure number, size reduction, magnification (photomicrographs), an 

arrow indicating the top, and the location of the figure in the text.  

Legends for illustrations and tables must be typed on a separate sheet.  

Printing of color photographs is possible, but at added cost charged to the 

authors. 

 9) Conflict of interest and funding: Authors must state any actual or 

potential conflicts of interest in the manuscript, including any financial, 

personal or other relationships with other people or organizations that 

might bias their work.  If there is no conflict of interest, this should also 

be stated as none declared.  

 10) Financial disclosure information: Authors should acknowledge in the 

manuscript any financial support provided by companies toward the 

completion of the work and other financial or personal connections to the 

work. If the funding source(s) had no such involvement then this should be 

stated. 

 11) References: References must be listed in the order of citation and 

numbered accordingly, and should not exceed 20 papers.  Each reference 

must contain the authors’ name (three authors followed by “et al.” when 

there are more than three), paper title, name of the journal, volume, page 



and year.  

Example for listing journals： 

1) Kaga K, Sakurai H, Ogawa Y, et al.: Morphological changes of  

vestibular ganglion cells in human fetuses and in pediatric patients.  Int 

J Pediatr Otorhinolaryngol 60：11─20, 2001. 

Example for listing books： 

2) Tos M, Lau T: Long-term hearing results in cholesteatoma.  In: Long-

term results and indications in otology and otoneurosurgery. (Eds. 

Charachon R, Garcia-Ibanez E) Kugler Pub.  Amsterdam, 1991. pp.89─94. 

4. Manuscripts exceeding ten printed pages may be published only as a 

supplement. 

5. The manuscript should be submitted as a MS-Word file (.doc or .docx) and 

a Power Point file (.ppt or .pptx) in a recording medium (CD-ROM or USB 

flash memory).  The recording medium will not be returned. A hard copy of 

the manuscript, in which the place of Figure and/or Table is indicated in red, 

must be attached.  

6. Electronic supplementary materials to be published online at J-STAGE can 

be submitted along with manuscript files. Each file size should be 50 MB or 

less. If an article includes supplementary material, it should be referred in 

the text as “See supplementary movie 1”. Handling charge of ¥1,100 per file 

will be charged to authors. 

7. The first galley proof will be sent to the corresponding author.  Corrections 

should be minimal, and tables and figures should not be revised. 

8. Reprints must be ordered at a minimum quantity of 50 and in multiples of 

50 thereafter.  The cost of reprints will be charged to the authors. 

9. Acceptance for publication is based on the recommendation of referees 

selected by the editorial board. 

10. The cost of publication will be charged in accordance with the following 

rules. 

 1) Four printed pages of original papers will be free of charge. 

 2) Printed pages exceeding 4 in number will be charged to the authors.  

Additional pages will incur a cost of ￥10,000 per page. 

 3) In the case of urgent publication, all printed pages will be charged to the 



authors. 

 4) The entire cost of publication of a supplement, i.e., the cost of the paper, 

printing, bookbinding, proofreading, and distribution, will be charged to 

the authors. 

 5) The costs of illustrations, tracing and other piecework will be charged to 

the authors. 

 6) The cost of correcting the English in the manuscript will be charged to 

the authors. 

 7) Authors are responsible for the cost of re-producing color figures. 

11. Papers submitted, as a rule, will not be returned. 

12. Manuscripts must be sent by E-mail, web storage service or registered 

mail to the following address. 

13. Copyright of the published paper belongs to Japan Otological Society. 

 

 

 Japan Otological Society 

c/o Nakanishi Printing Co., Ltd., 

Shimodachiuri Ogawa Higashi, Kamigyo-ku, 

Kyoto 602–8048, Japan 

E-mail: otol-ed@nacos.com 

  



誓 約 書 

 

一般社団法人日本耳科学会 

Otology Japan 編集委員会殿 

 

下記の論文はその内容が過去に他誌に掲載されず，今後も掲載が予定されてい

ないこと（投稿中のものも含む）を誓約いたします。また、論文が貴誌に掲載さ

れた場合はその著作権は一般社団法人日本耳科学会に帰属することを承諾いた

します。 

 

論文名： 

                                       

     年  月  日 

 

著者の署名 

1．               

 

2．               

 

3．               

 

4．               

 

5．               

 

署名欄は著者の数に応じて増やして下さい。 

 


