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日本医学食

●

妻用語委員会

日本医学雑誌編集者会議の
　　　　　使命と課題

2011．12．20

　　　日本医学雑誌編集者組織委員会
東京大学医学教育国際協力研究センター

　　　　　　　　　　　　北村聖

轡　　真黒大嘗瀧馨激盲

　　口臓画敷ン9頓

●
日本15ζれくらいの医学雑誌
か発行されτいるのだろう？

口医学雑誌の定義があいまい

　勃レターやコミュニケーション冊子など

　・看護、歯学、薬学、獣医、生物学など

　・隔月、季刊、年1回など

　・On　Iineのみの雑誌は？

□登録や集計を取る機関がない

→　2次情報から推測するご…

艦。驚織糠
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【年間の収録文献数】

㌧03正の創工1』時収録文献数1；年間1絡6件で
〕た．20C3年は3242eo件と32万件を超えて、rま
す．
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195了
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　　　　　【文献数の推移】
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【医雫誌W毎b収録文献数】

20”0年

346625件

　　　　総計

7777081件

魂 》
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　　　　　　　医学中央雑誌

●　　一POJapan麗edical
　　Ab＄十rac十sSocie十V（JA㎜S）

ロ医中誌データベースには、国内の大学・学協
　会・研究所・病院等が発行している約5，000誌

　の定期刊行物に掲載されている文献情報が
　収録されています（2011年作成データから現
　在まで）。

ロこの1年間にデータベースに収録された収載
　誌はZ，301誌（2005年）です。

→日本での医学雑誌の発行は
　　　Z400－Z500誌程度と推定される

艦。驚織糠

● 日本の医学雑誌

ロ2300－2400誌／年

ロ1000誌程度は学会が発行

ロ残りは商業誌

□言語

　・英語　　　　7％

　・日本語　　　70％

　・両方　　　　23％

艦。驚織糠
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●
麗肌脚E（lndex麗edicu＄）に

掲載されτいる日本の雑誌

ロ162誌（全体では5164誌）3．1％

　・出版社が「JAPAN」に分類されているもの

　　　　日本の雑誌でも出版社が外国のものは含まれない

　　　　BlackweII（7joumals），Elsevier（6journals）

　　・“IndextoDentalliterature”と“lntemationaI

　　　Nursing　Index”に掲載誌が数誌ある

ロ日本の雑誌の93％がMed”neに載っていな

　い！1

当。驚織諺

即RO地域τのmedline掲載
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1994
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図1　漢字文化圏のMEDLINE収録難詰数

脂質麟臨
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●
即RO地域石の鵬dline掲載
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ZOO6

口日本：　154（124）

ロ中国：　86（32）

ロ韓国：　16（6）

ロ台湾：　9（8）

ロシンガポール：8（4）

ロマレーシァ：

ロフイリピン：

ロベトナム：

　　　　やロモンコヲレ：

3（2）

0

0

0

（）内は1994年の数字

艦。職事．

●

日本の医学・健康学雑読の

テ一夕ベース

ロlCHU－SHl　WEB（医中誌Web）

　　・医学中央雑誌

　　．NPO　Japan　MedicaI　Abstracts　Society（JAMAS）

□JMEDICINE（J－STAGE”）

　　O　Japan　Science　and　Technology　Agency（JST）

ロIyaku　Search（医薬品情報データベース）

　　o　Japan　Pharmaceutical　lnformation　Center

　　　（JAPIC）

□etc @　　　　　轡．驚離乳
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・
1

　　日本：医学雑誌編集者会議

　　一課題ご使命一

ロ日本医学雑誌編集者会議

ロJapaneseAssociation　of　MedicaI

　Joumal　Editors（JAMJE）

膨。職蕊

●

　　外国の医学雑誌編集者会議
　　　　　　　　1㎝JE

　　　　医学雑誌編集者国際委員会
Intemational　Committee　of　Medical　Joumal　Editors

ロ　Aηηa’s　of’ηfeハηa’

　ルヴed’C1ηe

ロ　B〃f1Sカルケed’ca’Joσ∫illa’

ロ　Caηadlaηル4edlca’
　Assoo’af’oηJoμAηa’

口　Croaf’aηル7edlca’JoαAηa1

□　」OUハηa’of〃？e　Ame〃caη

　ルケed’ca’ASSOC’a’10η

口　7「力e　Dσfcカルヴed’ca’JoσAηa’

　‘〈’ede〃aηdsηdsc加漉
　yoor　Geηeeskσηdeフ

□～ewEη9，aηdJoσma’of
　ルケedic加e

ロ　〈’ew　Zea’aηd　Med’ca’

　Joσma’
ロ　71力e　Laηcef

□　τheル7ed’ca’JoαAηa’of

　Aαsfra〃a
ロ　7了dSS∫（〃πた）r　Deη八’orske

　Laege’breη1η9

ロ　Jourηa’off力e　Daη’sカ

　ルヴedica’Assoclaf’oη

　‘Ugesk罐’brLaegeO
ロ　theU．S．National　Libraryof

Medicine・
D騰繍豊諜
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・
1

　　　生物医学雑誌への投稿のための統一規定

　　　生物医学の発表に関する執筆ご編集

　　　口

口

1．目的の言明

・　A、統一規定について

・　B．統一規定の潜在的利用者

・　C．統一規定をどのように利用するか

”．研究の実施と報告における倫理的配慮

・　A．著者資格と投稿資格

　　　　1署名著者
　　　　2謝辞に列挙された貢献者
・　B、編集者の資格

　　　　1編集看の役割
　　　　2編集の自由
尋　C．ピアレビュー

・　D、利害関係の衝突
　　　　1個々の著者の関与に関連した潜在的利害関係の衝突
　　　　2研究プロジェクト支援に関連した利書関係の潜在的衝突
　　　　3編集看．雑誌スタッフ．または査読看の関与と関連した潜在的利害関係の衝突

・　E、プライバシーと守秘義務

　　　　1患者と研究参加者
　　　　2著者と査読者
　・　F、研究におけるヒト被験者と動物の保護

轡　　　賀意鞭曽梶讐激盲

　　質権勧顧却【ン，一

・
1

　　　生物医学雑誌への投稿のた6りの統一規定

　　　生物医学の発表に関する執筆こ編集

　　　・　Ill．生医学雑誌における掲載に関連した出版及び編集上の問題

●

●

A．否定的研究を掲載する義務
B．訂正，撤回，及び「懸念の表明」

C．著作権

D．重複掲載
　　1．二重投稿

　　2．重複掲載
　　3．受理可能な二次掲載
　　4．同一研究に基づく競合原稿
　　　■　a解析または解釈の相違
　　　●　b報告された方法または結果の相違

　　5．同一データベースに基づく競合原稿

E．通信欄
F．補遺，特集号，及び特別シリーズ

G．電子出版

H．広告
1．医学雑誌と一般のメディア

J．臨床試験登録義務

脂　　　喪焦嬉瀧肇家憲
　　口臓働口彙セン，』
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●
日本医学雑読編集者会議

一理念ご役割一

口医学雑誌と編集者の自由と権利を擁護する。

・医学雑誌の質の向上に寄与する。

　　論文の質の向上に寄与する。

　　編集の質の向上に寄与する。

　　査読の質の向上に寄与する。

□著者と医学雑誌・編集者の倫理規範を定め

　る。

　棄、集次善畳替激富
、’■臓悌勾阿象虫ンy』
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・医学雑誌の質の向上のたあに

口用語の整理・統一

ロ論文形式の整理
　・生物医学雑誌への投稿のための統一規定
　　　（バンクーバースタイル）

ロMedl　ineへの掲載

。lmpact　Factorの獲得、増点

　畢Citationdata
口査読システムの改善
。Clinicaltrialregistration

艦。驚織諜

● 用語の整理統一

□日本内科学会雑誌

　o　Nihon　Naika　Gakkai　Zasshi

　o　The　Journal　of　Japanese　Society　of

　　lntemal　Medicine

口日本外科学会雑誌

　O　Nippon　Geka　Gakkai　Zasshi

。翫hon11学会　vs　蜥ρρon14学会

艦。畿鍵糠
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●

日本：医学雑誌編集者会議の

課題

。組織

　・日本医学会の支援

　・WHO・WPRIM国内委員会の支援

・活動内容

　・啓蒙・啓発と教育

　・提言

　◎Peer　review

　・その他

艦。驚織糠

●
日本医学雑誌編集者会議の

活動

ロ講演会・ワークショップ

　・「Medlineに掲載した経験」

　・「医学雑誌の質を上げるために・

ロ講習会

　。編集者対象・研究者対象

　・バンクーバースタイルとは…

ロ提言・要望

　・MeSHへ日本語術語の登録

ロその他

　・用語管理委員会ごの連携

”」

灘。驚織詠
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●
日本医学雑誌編集者会議の

組織

ロ日本医学会分科会110学会158誌

　・当面このあたりから初めてはどうだろう

　　か？

搬。驚織詠

●

ロ謝辞

　・津谷喜一郎先生

　・北川正路先生

　・医学中央雑誌刊行会

　・WPRIM国内委員会の皆さん

艦。畿織糠
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