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基礎論文  

VR 医学会論文テンプレートの使い方  

第一著者 1),  第二著者 2)

1. はじめに  

この文書は、VR 医学会への投稿論文のフォーマ

ットについて説明するものです。また、Microsoft 

Word 用、テンプレートでもあります。この文書を

直接修正すれば、本誌のフォーマットに大筋沿った

原稿を作成出来ます。必要に応じて適宜ご利用下さ

い。 

2. 論文フォーマットについて  

2.1 概要 

VR医学の原稿は、A4用紙に 2段組で記述して下

さい。投稿規定に示されているとおり、原稿の長さ

は図表・文献を含んで 2 万文字以内、図表は A4 用

紙の 1/6 に相当するスペースを 400 文字分と換算し

ます。また、フォントについては、表 1の通りです。 
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表 1  VR医学誌におけるフォント一覧 

Tab.1  Fonts in JSMVR Journal 

種別 日本語フォント 英語フォント サイズ 

本文 MS明朝 Times New Roman 10pt 

タイトル MS ゴシック Times New Roman Bold 16pt 

著者 MS ゴシック Times New Roman Bold 12pt 

節見出し MS ゴシック Times New Roman Bold 11pt 

小節見出し MS ゴシック Times New Roman Bold 10pt 

図表キャプション MS ゴシック Arial 10pt 

 

見出しは、節見出し、小節見出し、小々節見出し

の三段階までになります。それぞれ、1.、1.1、1.1.1

のように番号付けして下さい。なお、節見出しの前

後には一行ずつのスペースが必要です。ただし、段

の最初に来る場合には、その前に一行の空行を入れ

て頂く必要はありません。 

2.2 図表キャプションと引用 

図表のキャプションは、日本語と英語を併記して

下さい。図表のキャプションは左寄せで記載し、図

の場合には図の下に、表の場合には表の上に記述し

ます。また、本文で引用する際には、「図 1」「表 1」

のように、ラベルだけを引用して下さい。 

図の引用を行う例をこの文章に示します。図 1に

書いた図は比較的簡単な図ですが、複雑な図の場合

には印刷時に綺麗に印刷されるよう、解像度を工夫

して下さい。なお、印刷時はグレスケールになりま

すので、この点にも注意が必要です。 

 
図 1 図のサンプル 

Fig.1	 Sample Image 

2.3 第一ページの書き方 

第一ページには、論文種別、和文タイトル、和文

著者名が、まずかかれます。タイトルと著者名、著

者名と本文の間にはそれぞれ一行ずつのスペースを

確保して下さい。著者名の下には、すぐに本文を二

段組みで書き始めて下さい。 

本文の下半分には、ページ中央に引いた横線の下

に、英語の情報を記載します。英語タイトル、著者

名、アブストラクト(200語以内)、キーワード(7つ以

内)を記載して下さい。タイトルと著者名、著者名と

アブストラクト、アブストラクトとキーワードの間

には、それぞれ空行を一行ずつ挿入して下さい。 

本文の一番下には、一段分の横線の下に、著者の

所属を日本語と英語で記載します。所属には、1) 2)…

と番号付けしていただき、同じ番号を日本語著者名

の右肩に記載して、関連づけして下さい。 

なお、本文は、英語タイトルの上で折り返し、そ

のまま二ページ目に続きます。 

2.4 参考文献について 

参考文献は、本文の出現順に 1) 2) 3)…と番号付け

し、本文中の対応する部分の本文の右肩に、丁度こ

のように 1-6)記載して、関連づけして下さい。 

参考文献の記載方法は、投稿規定に記載のとおり、 

• 雑誌論文の場合 

著者名: 標題. 誌名, 巻:頁, 出版年. 

• 単行本の場合 

著者名: 書名. (版), 出版社, 出版地, (出版年), 

掲載頁. 

• 分担執筆単行本の場合 

著者名: 分担項目. 編者名, 書名, (版), 出版社, 

出版地, (出版年), 掲載頁. 

のようになります。雑誌名は医学中央雑誌収載雑誌

目力略名表、Index Medicusなどに従って略称で記載

し、著者名は筆頭者から 3名のみを列記して、それ

以降は「他」あるいは、et al.として省略して下さい。 
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3. テンプレートについて  

Microsoft word で原稿を書かれる場合には、この

文章をテンプレートとして利用することが可能です。

本テンプレート(JSMVR.dot)をダブルクリックして

Microsoft Wordを起動し、原稿をお書き下さい。 

本テンプレートでは、論文のそれぞれの項目に応

じて、下記の「スタイル」を用意しています。適宜

必要に応じてご利用頂くことで、おおよそ本誌のフ

ォーマットに従った原稿を作成することが出来ます。 

・ 論文種別: 論文種別 

・ 表題: 日本語タイトル 

・ 著者: 著者 

・ English Title: 英語タイトル 

・ English Author: 英語著者 

・ Abstract: 英語アブスト・キーワード見出し 

・ 図表番号: 図や表のキャプション 

・ 本文字下げ: 本文 

・ 文献目録: 文献リスト 

・ 見出し 1~3: 節・小節見出し 

・ 謝辞: 謝辞・文献リスト見出し 

なお、本文一頁目の英語部分、及び、著者所属部

分は、それぞれテキストレイアウトボックスになっ

ています。多くの行数の文書を書くと、下の方の行

が消えてしまう場合がありますので、その際にはテ

キストレイアウトボックスを一回クリックし、上下

□で評点されているつまみをドラッグしてテキスト

レイアウトボックスの大きさを調整して下さい。 

 

4. 終わりに  

この文書では、VR医学論文誌の原稿作成方法を、

VR医学会誌のフォーマットに従って示しました。 

なお、採択論文は改めて編集部で校正・編集・組

版作業を行うため、このテンプレートを用いて作成

した Word 文書と、必ずしも全く同じ形式で印刷さ

れるわけではないことにご注意下さい。 
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