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　みなさんこんにちは。Circulation Reports (Circ Rep) Vol. 0  創刊準備号を手に取って戴き、大変ありが
とうございます。
　Circulation Journal Vol.81-1号のMessage from the Editor-in-Chiefでも紹介ありました、日本循環器学
会 学会誌 Circulation Journalの on-line only open accessの英文姉妹誌 Circulation Reports (Circ Rep)が
2018年10月 1日新規投稿受付開始、2019年 1月10日創刊が決定しました。この創刊準備号では
Circulation Reports (Circ Rep)の創刊経緯、そして投稿内容や論文種別といった投稿規定について御紹
介を致します。

　日本循環器学会の学会誌 Circulation Journalは2018年で82年の創刊を迎え2016年現在 Impact Factor 
3.544であり国内外の優秀な先生方から年間約1500件御投稿戴く中、採択率約25%といった現状もあり、
惜しくも不採択になった先生方の論文を発表する場をつくりたいと長年討議が重ねられてきました。一
方、インターネットを利用した論文発表や議論が益々活発になってきている昨今、このような時代の潮
流にのり、さらなる循環器医療の発展に寄与できる方法を考え、完全 on-line公開の英文誌 Circulation 
Reports (Circ Rep)を創刊する運びとなりました。
　現在、循環器医学・研究は従来の生理学・薬理学・分子生物学・疫学研究以外の医工学・医療情報学・
医療経済学など新分野や新手法による分析や解析が必要とされています。また心血管疾患の予防が重要
視されている中、栄養、運動、チーム医療・医療制度・社会医学や心血管リスク因子の包括的な管理が
期待されています。Circulation Reports (Circ Rep)はこれらの領域も含めた、心臓・血管疾患に関わる
幅広い論文投稿を期待しています。また医師や医師以外の研究者からの提言も受け入れ Circulation 
Reports (Circ Rep)が循環器医療・循環器研究に関する課題や問題の議論の場にもしたいと考えています。
以上のように循環器医・循環器研究者・医師以外の読者にとっても興味を引く内容も取り込んでいく予
定です。

　では、具体的な投稿内容についてご説明致します。Circulation Reports (Circ Rep)は、新規投稿だけ
ではなく、Circulation Journalの姉妹誌として、紙面の都合上 Circulation Journalに掲載できなかった優
れた論文を Transferの形式を取り、迅速な投稿受付をいたします。採択された論文は on-line早期公開
を迅速に実施し、月次で on-line本公開といたします。従いまして、2018年度中から Transferされた論
文を中心に掲載開始を予定しています。
　また、Protocol Paper、Brief Report、Statement/Opinionといった Circulation Journalにはない、新た
な論文種別を加え、若手の編集委員と協力して、積極的に採択する準備を進めております（尚、
Circulation Journal同様、Case Reportは受付致しません）。公開前に統計学的な観点からも査読を行い、
統計面の裏付けを行った論文を採択することで、当誌の論文レベルを上げていきたいと考えています。
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次に挙げます分野が Circulation Reports (Circ Rep)独自の分野となります。
・Cardiovascular Nursing ・Exercise Physiology ・Health Services and Outcomes Research
・Medical Economy ・Medical Education ・Medical Engineering
・Medical Policy ・Metabolism ・Nutrition
・Obesity

論文種別　Type/Categoryは次の通りです。

論文種別 全体の
Word数

Abstractの
Word数

Table/Figure/
Supplementary file数

Reference数 その他条件

具体的な投稿論文の内容

Brief Report 4000 220 Tableと Figureで
計4個まで

制限なし 3-5個の Keywords
が必要

Brief Report articles are brief  but complete highly signi�cant �ndings reported in a shorter format 
of 4,000 words or fewer in length; this strictly enforced word limit includes all text (the title page, 
main text, references, legends, and table). Brief  Reports are limited to 4 display items (�gures and/
or tables).

Statement/
Opinion Articles

3000 220 Tableと Figureで
計4個まで

制限なし 3-5個の Keywords
が必要

Statement articles should focus on a topic about which authors have personal thoughts, beliefs, or 
feelings.

Protocol Paper 3000 220 Tableと Figureで
計4個まで

制限なし 3-5個の Keywords
が必要

Protocol papers should report planned or ongoing studies. Manuscripts that report work already 
carried out will not be considered as protocols.

※以下は Circulation Journalと共通の予定

論文種別 全体の
Word数

Abstractの
Word数

Table/Figure/
Supplementary file数

Reference数 その他条件

具体的な投稿論文の内容

Clinical 
Investigation

6000 220 Tableと Figureで
計8個まで
Supple. file 3個まで

（制限なし）
※ 全体Word数に数
える

3-5個の Keywords
が必要

Experimental 
Investigation

6000 220 Tableと Figureで
計8個まで
Supple. file 3個まで

（制限なし）
※ 全体Word数に数
える

3-5個の Keywords
が必要

Rapid 
Communications

1000 100 Tableと Figureで
計2個まで

15個まで 3個の Keywordsが
必要

These are reports of novel �ndings of particular importance and/or current interest and will be 
accepted if they merit immediate publication. The papers will normally be published within 2 
months of acceptance. The manuscripts should be no more than 1000 words of text, have a maxi-
mum of 15 references and an abstract not exceeding 100 words. The total number of tables and 
�gures should be less than 2. The manuscripts normally occupy no more than 3 journal pages. 
Provide both a short title and 3 key words (see Regular Paper section). Please refer to the General 
Instructions for reference style and other manuscript requirements.
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論文種別 全体の
Word数

Abstractの
Word数

Table/Figure/
Supplementary file数

Reference数 その他条件

具体的な投稿論文の内容

Images in 
Cardiovascular 
Medicine

250 なし Tableなし
Figure1個まで
Supple. file 2個まで

3個まで
※ 全体Word数に数
える

The manuscripts should contain a novel color image with scienti�c impact. The manuscripts must 
not exceed 250 words in length, including a maximum of 3 references, and no abstract. Please 
make sure to remove “Case Report” from manuscript titles / sub-headings. The total number of 
color �gure must be limited to 1 (in addition to 2 supplementary �les if  needed). Submission of 
tables is not encouraged. The manuscripts normally occupy 1 journal page. Please refer to the 
General Instructions for reference style and other manuscript requirements. Circulation Journal 
has terminated receiving simple Case Reports from 31st October 2008.

Review Article 
(Invited)

6000 220 Tableと Figureで
計8個まで
Supple. file 3個まで

（制限なし）
※ 全体Word数に数
える

編集長からの執筆依
頼制

These are invited articles (not an open submission) by internationally recognized authorities on various 
topics. 

Editorial 
(Invited)

1500 なし Tableと Figureで
計2個まで

15個まで
※ 全体Word数に数
える

編集長からの執筆依
頼制
対象の元論文を引用
すること

The manuscripts must not exceed 1500 words in length, including a maximum of 15 references, 
and no abstract. The total number of tables and �gures must be limited to 2. The manuscripts 
normally occupy no more than 2 journal pages. Please refer to the General Instructions for refer-
ence style and other manuscript requirements.

Letter to the 
Editor

1000 なし （制限なし） （制限なし） 共著者は5名まで

This is an opinion-letter forwarded to a manuscript which has been published in Circulation Reports. 
The manuscripts must not exceed 1000 words in length and have no more than 5 co-authors. 
Please refer to the General Instructions for reference style.

Author’s Reply 1000 なし （制限なし） （制限なし） 共著者は5名まで

（以上 2018年3月23日現在。最新情報はホームページまたは日本循環器学会に御確認下さい）

　2018年9月上旬に日本循環器学会サイト（http://www.j-circ.or.jp/）
内に公式ホームページ開設予定です。投稿及び公開は完全 on-line
となります（URL等詳細決定次第、公式ホームページ内にて発
表予定）。

　世界中の先生方からの心臓・血管疾患に関わる幅広い論文投稿
を心よりお待ち申しております。

【お問合せ先】
一般社団法人 日本循環器学会　事務局（編集担当）
E-mail: cj@j-circ.or.jp

Editor-in-Chief　佐田政隆


