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この症例を発表したい！

・こんなめずらしい症例みたことあります?

・この薬でこんな副作用が出ました..

・こんなに重症だったけど救かりました！

・この薬を使ったら治りました！

患者さんの役に立つことを
発表しましょう！



症例報告を書きたいんですが、
どこから手を付けたらいいんですか?



1, 表紙（タイトル）

2, 総括（Abstract）

3, 導入（Introduction）

4, 症例（Case report）

5, 考察（Discussion）

6, 謝辞（Acknowledgement）

7, 文献（References）

8, 表（Tables）

9, 図の説明（Figure legends）

10, 図（Figures）

1, 発表タイトル

2, イントロ

3, 症例・臨床経過

4, 身体所見

5, 検査所見

6, 画像所見（レントゲン、CTなど）

7, 組織所見

8, 経過表

9, 考察

10, 結語

学会スライド 症例報告論文

学会で発表していれば簡単！



高ガンマグロブリン血症が
発見の契機となった
肺リンパ腫様肉芽腫症の一例
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（2019年11月9日、第84回日本呼吸器学会北陸地方会）

日本語の症例報告で
いいんですけど、
何かありますかぁ?

呼吸器専門医を取らせ
たいんだけど、論文が
一ついるんだよなぁ‥



学会スライドはあるけど、どうすれば？？



症例報告を書きたいんですが、
どこから手を付けたらいいんですか?

まず、図表を作りましょう！
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2, 総括（Abstract）
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4, 症例（Case report）

5, 考察（Discussion）

6, 謝辞（Acknowledgement）

7, 文献（References）

8, 表（Tables）

9, 図の説明（Figure legends）

10, 図（Figures）

1, 発表タイトル

2, イントロ

3, 症例・臨床経過

4, 身体所見

5, 検査所見

6, 画像所見（レントゲン、CTなど）

7, 組織所見

8, 経過表

9, 考察

10, 結語

スライドから論文にする順番が大事！

学会スライド 症例報告論文



図 (Figures)

表 (Tables)表 (Tables)

図 (Figures)

学会スライドのどれを図表にするか?



１，本文を読まなくとも内容を理解できる

図作成のポイント

２，必要に応じて画の一部分の「切り取り」
や「拡大」を行う

４，個人情報がもれないように注意！

３，矢印（→）や矢頭（▶）を使用して、
見て欲しいところを指し示す

５，原則として画像そのものは加工しない



スライド原稿 論文原稿

・矢印を削除
・画像を再配置
・“図１”のフォントサイズと位置を変更
・“A”,“B”のフォントサイズと位置を変更



スライド原稿 論文原稿

・スライドタイトルを削除
・一枚の図として画像を再配置
・説明用の楕円を削除
・矢頭（▶）を追加



図の説明 (Figure legends) には何を書くか ?

１，何の図（レントゲン、CT、グラフなど）か。

２，矢印（→）や矢頭（▶）は何を示しているか。

３，略語の説明、その他。

本文を読まなくとも内容を理解できるように！

４，本文は和文でも、説明は英語の場合もある。



何の図か；外科的肺生検検体の組織学的所見

▶は何を示しているか；EBER-1陽性リンパ球

略語の説明；EBER: Epstein-Barr virus-encoded small RNAｓ



スライド原稿 論文原稿

・３枚の表を一枚に圧縮
・１枚目の所見は本文に記載
・単位を修正



論文原稿

・タイトルを英語に変更
・検査項目も英語に変更

印刷稿



症例欄で必要な記述

1, 年齢、性別

2, 既往歴、家族歴、アレルギー、嗜好（喫煙、
飲酒など）

3, 現病歴

4, 検査成績（血液検査、呼吸機能検査、画像
検査など、図表で示してあることは不要）

5, 診断とその根拠

6, 治療経過



診断とその根拠を示す文章を入れる
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2, 総括（Abstract）
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4, 症例（Case report）
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6, 謝辞（Acknowledgement）

7, 文献（References）

8, 表（Tables）

9, 図の説明（Figure legends）
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2, イントロ
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図表と症例の記述ができたらいよいよ考察

学会スライド 症例報告論文



考案と導入を書くときに‥

・パラグラフ (段落)単位の書き方を
意識する。

パラグラフ (段落)って何？



パラグラフ (段落)とは？

・一つの主題について述べた文の集まり。

・一つのパラグラフには一つの主題だけが述べ
られる。

・全く同じ主題について二つ以上のパラグラフ
が割り当てられたり、一つのパラグラフの中
に二つ以上の主題が述べられることはない。



考察の各パラグラフでは何を書く？

主題文だけをつなげて
読めば、言いたいこと
がわかる

まず結論

もう一度（言い換えて）結論

結論をサポートするおおまかな事実１

事実１をサポートする少し細かい事実２

事実２をサポートするさらに詳しい事実３



修正前 修正後

MS Word変更履歴
・青字フォント；挿入箇所
・緑フォント；移動箇所



修正前 修正後

・第一パラグラフに症例のまとめ（結論）を挿入
・それ以降の内容をまとめてパラグラフ数を６→５に削減
・最終パラグラフに症例のまとめ（言い換え）を挿入



修正後の主題文を続けてみると‥

・我々は、胸部レントゲン異常と高ガンマグロブリン血症で発見され、
外科的肺生検で診断されたリンパ腫様肉芽腫症（lymphomatoid
granulomatosis：以下LYG）の一例を経験した。

・本症例の様に無症状で経過するのは、全体のわずか3%に過ぎない．

・本症例では、M蛋白はみられなかったがIgG, A, Mの高値があり、B細胞
性リンパ増殖疾患の存在が疑われた。

・（この結果は、）本症例にみられた肺病変がB細胞性リンパ増殖疾患で
あることを強く示唆していた。

・本症例は，病理所見がGrade1であること，無症状であること，画像
の進行も緩徐であることから無治療で経過観察をしている．



導入（Introduction）は何を書く?

１，疾患の背景

・どんな疾患か

・これまでどんなことがわかっているか

２，どうしてその症例報告が必要か

・まだわからないのは何か

・どうすれば調べることができるか

３，症例報告の目的

・こんな珍しい症例があった

・こんな副作用が出た

・こんなに重症だったけど助かった

・この薬、治療がすごく効いた



修正前

修正後

どうしてその症例報告が必要か？

・従来の報告では、ほとんどの症例に自覚症状があった（文献）

・（ところが）今回の症例は全く自覚症状がなかった



根拠となる文献



発表の印象が濃い
うちに症例報告を
書きましょう！

いちばん大事なこと！


