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日本臨床外科学会雑誌における
論文重投稿・掲載，模倣の判断とそれへの対応ならびに罰則
I ．重投稿・掲載
A．重投稿・掲載の判断
CONSENSUS STATEMENT ON SUBMISSION AND PUBLICATION OF MANUSCRIPTS
（出月康夫

2001

日本臨床外科学会雑誌，2001；62（ 6 ）：1359‑1361：文末に掲載）に挙げられている基準に準

じて，本誌編集委員会において判断する．なお，重投稿・掲載の判断は著者の所属施設や論文の内容から
総合的に下されるものであって，筆頭著者の異・同にかかわらない．
ただし，本誌に既に掲載された邦文論文と同じ内容を英語に書き換えて外国雑誌に投稿する際において
は，上記基準に示されている例外条件を全て充たす場合のみ，重投稿とは見做さない．外国誌にも掲載さ
れた場合，業績として認められるのは，いずれか一方のみである．
B．重投稿・掲載への対応と罰則
1 ．本誌に既に掲載された論文がその後他誌に重投稿・掲載されたことが判明した場合には，後発の論文
を他誌から撤回するように著者に求める．
2 ．本誌に掲載された論文が，それより先に既に本誌あるいは他誌に掲載された論文の重投稿・掲載であ
ることが判明した場合には，後発の本誌掲載論文を取り消し処分とし，その旨を本誌に掲載する．
3 ．論文の本誌受付の際に重投稿・掲載が判明した場合には，受付拒否処分とする．
4 ．本誌に受付され査読中の論文が重投稿・掲載であることが判明した場合には，さかのぼって本誌への
受付拒否処分とする．
5 ．重投稿・掲載が判明した場合には，著者全員にその旨を厳重注意し，判明の時点から 3 年間その筆頭
著者名が含まれる論文（筆頭・共著者の如何を問わず）の本誌への投稿を禁止とする．
II．模倣
A．模倣の判断
本誌・他誌，著者の異・同にかかわらず，以前に掲載された論文の記述に酷似したものを模倣と言い，
本誌編集委員会において判断する．
B．模倣への対応と罰則
1 ．他誌に掲載された論文がそれ以前に本誌に掲載された論文の模倣であることが判明した場合には，後
発の論文を他誌から撤回するように著者に求める．
2 ．本誌に掲載された論文がそれより先に既に本誌あるいは他誌に掲載された論文の模倣であることが判
明した場合には，後発の本誌掲載論文を取り消し処分とし，その旨を本誌に掲載する．
3 ．本誌に受付され査読中の論文が既に本誌あるいは他誌に掲載された論文の模倣であることが判明した
場合には，さかのぼって本誌への受付拒否処分とする．
4 ．模倣が判明した場合には，著者全員にその旨を厳重注意し，判明の時点から 3 年間その筆頭著者名が
含まれる論文（筆頭・共著者の如何を問わず）の本誌への投稿を禁止とする．
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「外科学術雑誌における論文の投稿ならびに出版に関する合意文書」
―二重投稿ならびに不正投稿防止のためのガイドライン―
編集委員長
出

月

康

夫

（東京大学名誉教授，南千住病院名誉院長）
Consensus statement on submission and publication of manuscript
学術雑誌に投稿する原著論文や症例報告は，研究者が自己の研究成果を公表して広く世間に評価を問い，また自
らが経験した貴重な症例を報告してその経験を読者と共有し，医学，医療の進歩に役立てようとするものである．
この際，同一の研究成果や症例を二重に投稿し，あるいは不正に投稿することはかたく禁じられている．
意図的なものは論外であるとしても，二重投稿，不正投稿と判定されることは論文の著者や共著者にとって大変
に不名誉なことであり，研究者としてのモラルを問われ，さらに厳しい罰則を課せられることが多い．また，その
ような論文を掲載した雑誌の編集者にとってもその責任は大きい．このため最近では，投稿の際に二重投稿，不正
投稿でない旨の著者全員のサインを附した誓約書の提出を求める学術雑誌が多い．
二重投稿，不正投稿であるか否かは編集者が判定するのであるが，これまでその判定の基準は雑誌の編集者によ
って多少異なることがあり，どのようなものが二重投稿とされ，どのようなものが不正投稿と見做されるかは必ず
しも一定ではなかった．
この二重投稿や不正投稿の問題はわが国だけではなく欧米においても問題となっているが， 3 年程前から，
UCLA 外科の Ronald K. Tompkins 教授とシカゴ大学外科の Bruce L. Gerwita 教授の呼びかけで，米国の主要な外
科学術雑誌の編集責任者たちが集ってこの問題について話し合いを重ね，一定の基準を作ろうと検討を進めてきた．
昨年10月，シカゴで開かれた American College of Surgeons の年次総会の折に開かれた会合で，参加者全員の最
終的な合意がえられ， Consensus Statement on Submission and Publication of Manuscript

としてまとめられた．

この合意文書は，顧問弁護士のチェックを受けた上で，2001年 6 月に，この合意文書の作成にかかわったすべて
の雑誌に一斉に掲載することが提案され，全員の賛同を得た．
ここに今回決定された「論文の投稿ならびに出版に関する合意文書」の全文およびこの文書に賛同した外科学術
誌名とその編集責任者名を公表，掲載する．
ここに記された外科学術誌では，ここに合意された基準によって，二重投稿，不正投稿の判定が行われるので，
御注意いただきたい．ただし，この基準はここに記された外科雑誌以外では適用されないこともあるので，この点
も御注意いただきたい．
（2001年 6 月）
索引用語：投稿論文，二重投稿，不正投稿
記
CONSENSUS STATEMENT ON SUBMISSION AND PUBLICATION OF MANUSCRIPTS
Increasing problems of duplicate and fraudulent submissions and publications have prompted the undersigned editors of surgical journals to support these overall principles of publication.

Duplicate Submission and Publication :
In general, if a manuscript has been peer‑reviewed and published, any subsequent publication is duplication.
Exceptions to this general rule may be :
ａ）Prior publication in meeting program abstract booklets or expanded abstracts such as those published by the

of the American College of Surgeons or

.

However, these must be referenced in the final manuscript.
ｂ）A manuscript which extends an original database（a good rule might be expansion by 50% or
more）or which analyzes the original database in a different way in order to prove or disprove a different hypothesis. Previous manuscripts reporting the original database must, however, be referenced.
ｃ）Manuscripts which have been published originally in non‑English language journals, provided that
the prior publication is clearly indicated on the English language submission and referenced in the
manuscript. In some circumstances, permission to publish may need to be obtained from the non‑
English language journal.
For example any submission duplicating material previously published in full in “Proceedings” or book
chapters is considered duplicate unless the exceptions in（a）above apply. Similarly, manuscripts dealing with
subgroups of data（i. e. patients）that have previously been analyzed, discussed and published as a larger group
are considered duplicate unless（b）above applies.
The Internet raises special concerns. If data has previously appeared on the Internet, submission of that
data for publication is considered duplication. If Internet publication follows journal publication, the journal publication should be clearly referenced. Some journals may provide early Internet publication of accepted peer reviewed papers which are subsequently published in that journal. This does not constitute duplication if both
manuscripts are identical and covered by the same single copyright.
Fradulent Publication :
The following activities are examples of fraudulent publication practices:
ａ）Willful and knowing submissions of false data for publication.
ｂ）Submission of data from sources not the authorʼs（or authorsʼ）own.
ｃ）Falsely certifying that the submitted work is original and has not been submitted to, or accepted
by, another journal.
ｄ）Sponsoring or vouching for a manuscript containing data over which the sponsor has no control or
knowledge.
ｅ）Allowing oneʼs name to appear as an author without having contributed significantly to the study.
ｆ）Adding an authorʼs name to a manuscript to which he/she has not contributed, or reviewed or
agreed to in its current form.
ｇ）Flagrant omission of reference to work of other investigators which established their priority.
ｈ）Falsification of any items on the copyright form.
ｉ）Failure to disclose potential conflict of interest with a sponsoring agency.
While not intended as an all‑inclusive document, these examples and guidelines should alert authors to potential problems that should be avoided when they are considering submission of a manuscript to a peer‑reviewed journal.
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