業績プロ

講座責任者ID用

項目一覧 著書
更新日
2014/01/28
列

項目名

属性等

A 講座名

-

必須
-

業績に関わっている講座の講座コードを入力してください。
複数の講座がある場合は、各講座コードを半角カンマ「,」で区切って入力してください。

B 講座コード

半角数字10桁以内

○

C 業績ID

-

-

D 削除フラグ

半角数字1桁

-

E 確認済み

半角数字1桁

-

F リポジトリ登録区分

半角数字1桁

-

G 言語種別

半角数字1桁

備考
※入力・変更不可
データ更新の際の参考情報のため、変更しても登録されません。

○

※入力・変更不可
入力されている業績IDが既存のDBに登録されている場合は、該当する業績IDの内容が
上書きされます。既存DBに登録されていない場合は、新規登録されます。
削除済みとする場合は「1」を入力してください。
完全に削除する場合は「2」を入力してください。
確認済みにする場合は「1」を入力してください。
東邦大学学術リポジトリに連携して登録・公開する場合は「1」を入力してください。
以下から該当する番号を入力してください。
1:日本語 - 日本語で書かれたもの（和文）
2:英語 - 英語で書かれたもの（英文）
9:その他 - 上記以外の言語で書かれたもの
※英語を選択した場合は、各項目の「属性等」の欄は括弧内の仕様となります。

H 言語種別(その他)

全角半角25文字以内

-

I

半角数字2桁以内

○

種別

J 単著／共著の別

半角数字1桁

○

言語で「その他」を選択した場合に入力してください。
著書種別マスタで設定を行なったコードを入力してください
以下から該当する番号を入力してください。
1:単著 - 図書全体の執筆を1人で行った場合
2:共著 - 図書全体の執筆を2人以上で行った場合
9:その他 - 上記に該当しない場合
表題(タイトル)を入力してください。
執筆したsection,chapterなどのタイトルを入力してください。
書名ではなく、あくまで部分としてのタイトルであり、全体に関係している場合は空白で構
いません。
入力規則は以下に従ってください。

K 表題

全角半角1500文字以内
（半角3000文字以内）

-

--英文-記号、数字、スペースはすべて半角で入力してください。
,./_()[]{}@+-*!"#$%&'=~123456789
文末にピリオド(半角)を入力してください。
センテンスの最初と固有名詞のみ大文字にしてください。
例)Changing sensitivity of neonatal rats to tumorigenic effects of N-nitroso-Nethylurea and X-radiation, given singly or combined.
--和文-記号、数字、スペースはすべて半角で入力してください。
,./_()[]{}@+-*!"#$%&'=~123456789
例)【臨床試験】酢酸フリー透析剤SZ-D21多施設共同比較臨床試験(第III相試験)
※文字装飾対応
表題(タイトル)の英訳または日訳を入力してください。

L 表題（訳）

半角3000文字以内
（全角半角1500文字以内）

-

※文字装飾対応
書名を入力してください (①④参照)。
シリーズ名のある場合は、巻表示があればシリーズ名から入力してください (②⑤参
照)。
巻表示のない場合は書名の後（）内にシリーズ名を入力してください (③⑥参照)。
入力規則は以下に従ってください。

M 書名

全角半角500文字以内
（半角1000文字以内）

○

--英文-記号、数字、スペースはすべて半角で入力してください。
,./_()[]{}@+-*!"#$%&'=~123456789
文末にピリオド(半角)を入力してください。
センテンスの最初と固有名詞のみ大文字にしてください。
例) ① Grant's atlas of anatomy.
② Handbook of chemical neuroanatomy. Vol.21 Dopamine.
③ Pathology and genetics of skin tumours. (World health organization
classification of tumours.)
--和文-記号、数字、スペースはすべて半角で入力してください。
,./_()[]{}@+-*!"#$%&'=~123456789
例) ④ エッセンシャル眼科学
⑤ 脳神経外科学大系 第15巻 インフォームドコンセント
⑥ がん化学療法看護 (がん看護BOOKS)
※文字装飾対応
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項目名
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必須

備考
書名の英訳または日訳を入力してください。

N 書名（訳）

半角1000文字以内
（全角半角500文字以内）

-

O 担当範囲

全角半角250文字以内
（半角500文字以内）

○

P 担当範囲（訳）

半角500文字以内
（全角半角250文字以内）

-

Q ISBNコード

半角英数20桁以内

-

※文字装飾対応
担当範囲を入力してください。
担当範囲の英訳または日訳を入力してください。
ISBNコードを入力してください。
ハイフンは必要ありません。
10桁か13桁の数字を半角入力してください。
編者名を入力してください。
入力規則は以下に従ってください。
--共通-他講座を含めて東邦大学の研究者すべて（レジデント・大学院生等含む）に、名前の後
ろにダガー（†）を付記してください。
例)教室員の場合→東邦太郎†

R 編者名

全角半角500文字以内

-

--英文-姓、名の順に入力してください。
姓、名はイニシャルではなくフルネームで入力してください。
姓と名の間は半角スペースを入力してください。
複数著者が存在する場合には半角カンマ+スペースで区切ってください。
姓と名の頭文字は大文字で入力してください。
例)東京太郎と岡山花子が著者の場合→Tokyo Taro, Okayama Hanako
ミドルネームがある場合→Cui Y-L, Tokyo Taro, Okayama
--和文-姓 名 の順に入力してください。
姓と名は繋げて入力してください。
複数著者が存在する場合には半角カンマ+スペースで区切ってください。
例)東京太郎と岡山花子が発表者で演者が岡山花子の場合→東京太郎, ◎岡山花子

S 版

全角半角50文字以内
（半角100文字以内）

-

版･巻･頁を入力してください。（訳）については、英訳または日訳を入力してください。
それぞれが複数にわたる場合はハイフン(－)スペースなしで繋いで入力してください。
執筆･編集した部分を省略せず全て入力してください。
例)版:6 巻:2 頁:257-268
全体にわたっている場合も同様です。
例)版:6 巻:2 頁:1-268

W 開始頁

半角100文字以内
（全角半角50文字以内）
全角半角50文字以内
（半角100文字以内）
半角100文字以内
（全角半角50文字以内）
全角半角50文字以内

○

開始頁を入力してください。

X 終了頁

全角半角50文字以内

-

終了頁を入力してください。

Y 出版社

全角半角100文字以内
（半角200文字以内）

T 版（訳）
U 巻
V 巻（訳）

Z 出版社（訳）

AA 出版地（都市, 国名）

半角200文字以内
（全角半角100文字以内）

全角半角100文字以内
（半角200文字以内）

半角200文字以内
AB 出版地（都市, 国名）（訳） （全角半角100文字以内）

-

○

〃
〃
〃

出版社を入力してください。
例)Elsevier Saunders
Blackwell Publishing
医学書院
出版社の英訳または日訳を入力してください。

-

○

出版地（都市, 国名）を入力してください。
都市と国名の間は半角カンマ+半角スペースを入力してください。
入力言語は、著書の記載に従ってください。
日本は地名だけでも結構です。
例)東京
New York, USA
出版地（都市, 国名）の英訳または日訳を入力してください。

-
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必須

備考
著者･共著者名を入力してください。
入力規則は以下に従ってください。
--共通-他講座を含めて東邦大学の研究者すべて（レジデント・大学院生等含む）に、名前の後
ろにダガー（†）を付記してください。
例)教室員の場合→東邦太郎†

AC 著者・共著者名

全角半角500文字以内
（半角1000文字以内）

○

--英文-姓、名の順に入力してください。
姓、名はイニシャルではなくフルネームで入力してください。
姓と名の間は半角スペースを入力してください。
複数著者が存在する場合には半角カンマ+スペースで区切ってください。
姓と名の頭文字は大文字で入力してください。
例)東京太郎と岡山花子が著者の場合→Tokyo Taro, Okayama Hanako
ミドルネームがある場合→Cui Y-L, Tokyo Taro, Okayama
--和文-姓 名 の順に入力してください。
姓と名は繋げて入力してください。
複数著者が存在する場合には半角カンマ+スペースで区切ってください。
例)東京太郎と岡山花子が発表者で演者が岡山花子の場合→東京太郎, ◎岡山花子

AD 著者・共著者名（訳）

AE 教員コード

AF 発行年月

半角1000文字以内
（全角半角500文字以内）
半角英数字20桁以内

半角数字8桁

-

著者・共著者名の英訳または日訳を入力してください。

-

業績に関わっている教員の教員コードを入力してください。
複数の教員が関わっている場合、各教員コードを半角カンマ「,」で区切って入力してくだ
さい。

○

尚、学外研究者については画面より登録してください。
発行年月を入力してください。
年だけでも構いません。
月はわかっている場合のみ入力してください。
半角数字で入力してください。
YYYYMMDD形式。「日」は00固定。「月」が不明の場合は00としてください。
著書内容を入力してください。
簡単にまとめた内容で構いません。
まとめにくい場合などは入力を省いていただいても結構です。
入力の規則は以下に従ってください。

AG 概要

全角半角1000文字以内
（半角2000文字以内）

-

--英文-記号、数字、スペースはすべて半角で入力してください。
,./_()[]{}@+-*!"#$%&'=~123456789
文末にピリオド(半角)を入力してください。
センテンスの最初と固有名詞のみ大文字にしてください。
--和文-記号、数字、スペースはすべて半角で入力してください。
,./_()[]{}@+-*!"#$%&'=~1
※文字装飾対応
概要の英訳または日訳を入力してください。

AH 概要（訳）

半角2000文字以内
（全角半角1000文字以内）

-

AI AmazonURL

半角2083桁以内

-

AJ Amazon画像URL

半角2083桁以内

-

AK R&R用URL

半角255桁以内

-

AL 外部リンクURL

半角2083桁以内

-

※文字装飾対応
AmazonＵＲＬを入力してください。
Amazon画像ＵＲＬを入力してください。
R&Rに公開するＵＲＬを入力してください。
外部リンクＵＲＬを入力してください。
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