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1.　適用範囲

日本保健物理学会誌「保健物理」は，放射線に係る様々
な分野における放射線安全に関係した事項全般を対象と
する。この中には放射線防護，人工・自然放射線（能），
線量評価，個人モニタリング，環境モニタリング，放射
線影響・リスク，放射性廃棄物，デコミッショニング，
職業被ばく，医療被ばく，非電離放射線防護，安全規制，
訓練・教育，リスクコミュニケーションなどが含まれる。
この手引きは「保健物理」への投稿原稿に対し適用する。
また，依頼原稿については，特別な取扱いを行う場合に
ついてのみ以下に明記する。なお，英文原稿については，
別に定める“Instructions to Authors”を参照のこと。

2.　投稿原稿の種類及び構成

（1）投稿原稿の種類及び長さ
投稿原稿の種類及び長さ等については，下記のとおり

とする。ただし，編集委員会の判断でこの原則を変更す
ることがありうる。和文原稿には英文表題を付ける。
－ A区分－
（i） 「情報」：和文とする。長さは刷り上り 1ページ（約

2,000字）以内とする。
（ii） 「話題」：和文とし，要旨は付けない。図表の説明

は和文とする。長さは刷り上り 4ページ（約 8,000

字）以内とする。
（iii） 「レター」：和文とする。要旨は付けない。刷り上

り 2ページ（約 4,000字）以内とする。
－ B区分－
（i） 「原著論文」：和文とする。英文表題を付ける。

200語程度の英文要旨を付ける。図，表などの説
明は英文とする。原稿の長さは刷り上り 10ペー
ジ（約 20,000字）以内とする。

（ii） 「ノート」：和文とする。英文表題を付ける。200

語程度の英文要旨を付ける。図，表の説明は，原
則英文とする。原稿の長さは刷り上り 4ページ（約
8,000字）以内とする。

（iii） 「解説」：和文とする。英文表題を付ける。200語
程度の英文要旨を付ける。図，表の説明は原則英

文とする。原稿の長さは刷り上り 10ページ（約
20,000字）以内とする。

（iv） 「資料」：和文とする。英文表題を付ける。200語
程度の英文要旨を付ける。図，表の説明は原則英
文とする。原稿の長さは刷り上り 8ページ（約
16,000字）以内とする。

（v） 「レポート」：和文とする。英文表題をつける。
200語程度の英文要旨を付ける。図，表の説明は
原則英文とする。原稿の長さは刷り上り 6ページ
（約 12,000字）以内とする。

－ C区分－
（i） “Original Paper”：英文とする。200語程度の英文

要旨を付ける。原稿の長さは刷り上り 10ページ
以内とする。

（ii） “Note”：英文とする。200語程度の英文要旨を付
ける。原稿の長さは刷り上り 4ページ以内とする。

（iii） “Review”：英文とする。200語程度の英文要旨を
付ける。原稿の長さは刷り上り 10ページ以内と
する。

（iv） “Technical Data”：英文とする。200語程度の英文
要旨を付ける。原稿の長さは刷り上がり 8ページ
以内とする。

（v） “Report”：英文とする。200語程度の英文要旨を
付ける。原稿の長さは刷り上り 6ページ以内とす
る。

（vi） “Topics”：英文とする。原稿の長さは刷り上り 4

ページ以内とする。
（2）投稿原稿の構成
投稿原稿のうち，上記 B及び C区分に属する原稿に

ついては特に短いものを除き，章，節などに分ける。見
出しは原則として次の例に示すように付ける。（付録 B

参照）
章：ローマ数字を用い，中央見出し。
節：アラビア数字を用い，左端 1字空けて書く。
以下は，（1）（2）（3）…，（i）（ii）…，（a）（b）…など，
必要に応じて決める。
原著論文では，なるべく I　緒論，II　実験と方法，
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III　結果，IV　考察，V　結論，のような章に分けて書く。
このうち不必要な章は除く。
ノートは上記の区分にこだわらずに簡潔に書く。謝辞，

付録及び引用文献の記載は次のようにする。
謝辞：和文の場合には本文末尾（引用文献あるいは付

録の前）に一行空けて書き，見出しは付けない。英文の
場合には，章と同じように中央見出しとするが，章とし
ての番号は付けない。
引用文献：引用した文献は，論文の最後に「参考文献」

としてまとめる。章と同じく中央見出しとするが，章と
しての番号は付けない。
付録：付録は参考文献の前に入れる。章と同じく中央

見出しとするが，章としての番号は付けない。

3.　執筆上の注意事項

（1）一般的注意
（i） 原稿用紙：原則としてワードプロセッサ等で作成

するものとする。ワードプロセッサ等による原稿
は，A4判無地の用紙に縦長・横書きで，上，下
及び左余白を 3 cm以上，右余白を 5～ 10 cmと
り，行数 40，一行 25字詰めとし，文字間隔・行
間隔を十分にとること。図，表の用紙も原則とし
て A4判とする。

（ii） 印字など：ワードプロセッサ等を用いる場合，
フォントは明朝体，字のサイズは 10.5ポイント
を標準とする。

（iii） 文体：文章は，原則として「常用漢字表」（平成
22年内閣告示第 2号）に基づく現代かなづかい
とし，「である」体にて簡潔に書く。また，漢字
の使用法に関しては，「常用漢字表」の別紙「公
用文における漢字使用等について」＊1に従うこと
とする。注意するものとしては，接続詞は原則と
して仮名書きとするが，「及び」，「並びに」，「又
は」は漢字書きとする。また，和文中の外国語は，
地名，人名など固有名詞を除きできるだけ和訳す
る。和訳された語がまだ一般的でない場合は（ ）
内に原語を付記する。固有名詞であっても一般的
にカナ書きされているものは，慣習に従って，カ
ナ書きにしてもよい。

 ＊1　http://www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/pdf/

kunreibesshi_h221130.pdf

（iv） 表，図，写真の挿入箇所の指定：表，図，写真の
挿入箇所を原稿の右側欄に指定すること。

（2）表題，著者名，研究機関名（付録 B参照）
原稿第 1ページ（投稿票とは別）には，付録 Bに示

す表題，著者名，研究機関名，所在地を和文及び英文で
記入する。表題に関する注記があれば，このページの脚
注の初めに記入する。これら以外のものは，第 2ページ
から書き始める。
（i） 表題：表題は（iv）に含むキーワードを用いて簡

潔で内容を具体的に表すものとする。関連したい
くつかの研究を同じ表題で発表する場合には，主
表題にローマ数字（I，II，III，…）で番号を付け，
副題を添える。既に口頭発表されたことについて
は，記載する必要はないが，著者が特に必要と認
めた場合には表題に†印を付け，脚注に〔20XX

年○月○日○○学会（場所）にて発表〕と書く。
（ii） 著者名：著者名は姓名ともに記入する。ローマ字

では姓は大文字にし，共著者がある場合にはコン
マで続け，最後の著者は andでつなぐ。

（iii） 研究機関名及び所在地など：研究機関名とその所
在地は，その研究が行われた機関及び場所を和文
及び英文で記載する。Eメールアドレスも記載で
きる。著者が現在，その研究を行った機関と異な
る機関に所属している場合には，現在の所属機関
名と場所も脚注に記載する（付録 B参照）。共同
利用研究所などで行われた研究については，これ
らの記載方法はその機関の慣行に従う。

（iv） キーワード：原著論文，ノート，解説，資料及び
レポートには論文の内容を適切に表す英単語，若
しくは英語句 10語程度（5語以上 15語以内）の
キーワードを付与する（付録 C参照）。

（3）英文要旨
目的，内容，結論などを具体的に要約する。電子ジャー

ナル等に掲載されるので，その論文の内容が理解される
ように書く。語数は 200語程度にする。
（4）目次
原則として入れないが，解説などの長い原稿において
特に必要な場合には，本文の始めに加えることを認める。
（5）謝辞
受託，契約，助成研究など，利害の抵触について関連
することは必ず明記することとし，儀礼的な謝辞は避け
る。
（6）付録
本文の内容を理解するために必要ではあるが，本文中
に入れるとかえって繁雑になり，理解しにくくなるよう
なことは付録とする。付録が 2つ以上の場合は A，B，

http://www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/pdf/kunreibesshi_h221130.pdf


215

…と区別し，図，表，数式，引用文献などの番号は，本
文に引き続いた通し番号を付ける。
（7）文献
原則英語表記とする。引用，参照する文献は原則とし

て，一般に利用可能な公刊文献とし（社内資料等未公開
なものは除く），本文中に出てきた順番に 1），2），････
の通し番号を付け，末尾にまとめる。本文中に文献番
号を記載する場合には，必要語の右肩に1～3)のように書
く。著者の氏名は，漢字では姓名ともに書き，ローマ字
の場合には名はイニシャルのみとする。共著のときは，
ローマ字名の最後は andでつなぐ。雑誌名の省略法は，
Nuclear Science Abstractsなどに従う。刊行準備中の論文，
あるいは私信などを引用するときには，その旨を明記す
る。
記載の仕方は以下のとおりとする。
（i） 雑誌

著者名；表題（省略可），雑誌名，巻（ゴシック），
号（括弧内），ページ（発行年）．
このうち，号については特に必要がない限り省略
する。
（例） I. IbarakI; A method for determination of pluto-

nium in blood by anion exchange, Jpn. J. Health 

Phys., 6, 120–125 (1999).

　　 茨城一郎；プルトニウム重合体の生成にお
よぼす硝酸イオンの影響，保健物理，33, 

580–586（1998）．
（ii） レポート

著者名；表題（省略可），レポート番号，引用ペー
ジ（必要あれば）（発行年）．
（例） I. IbarakI and J. naka; Depolymerization of 

polymeric plutonium (VI) solutions in nitric acid，
CN–339, p. 21 (2001).

　　 茨城一郎，那珂二郎；陰イオン交換法によ
る血液中のプルトニウムの定量法，JAEA–

9028，p. 326（2000）．
（iii） 単行本

著者名；“表題”，引用ページ（発行年），発行所，
発行地．
（例） I. IbarakI, j. naka and s. tokaI; “Analytical 

Chemistry of Plutonium”, p. 108 (2003), Science 

News Publishers Inc., New York.

　　 茨城一郎，那珂二郎，東海三郎；“放射線の
防護”，p. 374（2002），丸善，東京．

（iv） 分担執筆による単行本の場合

著者名；章の表題，編者（編若しくは ed(s).）“表
題”，引用ページ（発行年），発行所，発行地．
（例） I. IbarakI; Types and Features of Dosimeters, j. 

naka and s. tokaI (eds.) “Analytical Chemistry 

of Plutonium”， p. 108 (2003), Science News 

Publishers Inc., New York. 

　　 茨城一郎；線量計の種類と特徴，那珂二郎，
東海三郎（編）“放射線の防護”，p. 374（2002），
丸善，東京．

（v） ウェブサイトの引用
　ウェブサイトの引用はなるべく避けることが望
ましいが，他に参照すべき適当な文献等がない場
合には，適切な内容を含むウェブサイトを引用す
ることができる。ただし，著者が明らかでかつ情
報の信頼性と継続性が担保できる場合に限ること
とする。以下の形式で引用する。
著者名；ウェブサイトの名称，アドレス，ウェブ
サイトにアクセスした年月日．
（例） Health on the Net Foundation; Health on the Net 

Foundation’s Code of Conduct (HONcode) for 

Medical and Health Websites [online]. 

　　 Available at: https://www.hon.ch/HONcode/

HNOcode_membership.html,  Accessed 1 

December 2007. 

　　 日本保健物理学会専門研究会報告書シリー
ズ；ウランの健康影響検討専門研究会，日本
保健物理学会ホームページ，

　　 Available at: http://wwwsoc.nii.ac.jp/jhps/j/issn-

report/report2008-1.pdf, 閲覧 2010年 1月 1日．
（8）記号，略号
記号，略号は，学会の慣例により，最初に用いられた
箇所で説明をしておく。必要に応じて記号表などを加え
る。
元素名は，文章中では記号でなく正式名を用いるこ
とを原則とする。ただし，同位体を表す場合には，239Pu

のように記号を用いる。
化合物も原則として記号でなく，物質名とする。ただ
し，複雑な化合物など，化学式の方が判り易いもの，及
び習慣的に用いられているもの（たとえば，NaI（Tl）
検出器など）は化学式で表す。図，表の中では化学式を
用い，なるべく簡潔に書く。
（9）単位
単位は，原則として国際単位系（SI）とし，記号は国

際単位系で指定されているものを使用する。
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（10）数式
数式は，一般にイタリックで組む。添字は特に明瞭に

記載する。数式の前後は改行し，独立した行に書く。
長い式は，行を改める箇所を指定しておくことが望ま

しい。式は，現われた順番に（1），（2），（3），･･･ の番
号を付ける。文章中に数式を引用するときは，「（1）式」
のように書く。式中，上付の上付や，下付の下付などの
表現は避けるよう工夫する。
（11）図，写真
図，写真は原則として A4判の用紙を用いる。1枚に

1個とし，本文とは別にまとめる。図の中の記号や説明
は印刷時の大きさを考慮して書く。刷り上りの大きさは，
通常 1ページ（和文 2,000字相当），1／2ページ（1,000

字相当），1／4ページ（500字相当），1／6ページ（300

字相当）であるので，このどれにするか指定しておくこ
とが望ましい。しかし指定が不必要に大きい場合には，
編集委員会は投稿者の了解なしに小さくすることがあ
る。この場合，図中の記号などが小さくなりすぎるとき
は，書き直しを要求する。
写真は印画紙に焼き付けたもの又はプリンタ出力と

し，図と同じ大きさの台紙に貼りつけ，上下を明示する。
傷が付かないようにトレーシングペーパーなどで覆うこ
とが望ましい。アート紙への印刷，及びカラー印刷にす
る希望があればその旨を記入しておく。その処置は編集
委員会が決定するが，費用は投稿者が負担する。ただし
依頼原稿の場合は本学会にて負担する。図，写真はまと
めて通し番号を付ける。また用紙の右上隅に投稿者の氏
名を 1枚ごとに必ず記入する。
図，写真の説明は，“図の説明”（figure captions）とし
て別紙にまとめて書き，B区分及び C区分の原稿につ
いては原則英文とする。本文中に図，写真を引用する場
合には，図，写真の説明が和文のときは，第 1図，第 2

図のようにし，説明が英文のときは，Fig. 1，Figs. 2, 3, 4，
…のようにする。
（12）表

B区分及び C区分の原稿の場合，原則英文として A4

判の用紙に，1表ごと別紙に書く。表の大きさは，刷り
上り面の大きさを考慮し，記号，略号などを用いてでき
るだけ簡潔にまとめる。表の説明文は，表の上に書き，
表に関する注記は表の下に書く。1枚ごとにその右上隅
に投稿者名を記入する。
本文中に表を引用する場合は，表の説明が和文の場合

は第 1表，第 2表，…のようにし，説明が英文のときは
Table 1，Tables 2，3，･･･ のようにする。

（13）倫理上の要件
人間あるいは動物を対象とした実験に基づく研究成果

の場合には，実験の目的と内容に関して，研究機関の倫理
委員会による適切な審査及び承認を受けていることが必
要であり，この事実を本文中に明記することが要求される。

4.　投稿

印刷原稿の郵送による投稿，あるいは原稿ファイルの
電子投稿のいずれかの方法で投稿する。チェックリスト
（付録 D）により投稿原稿の様式を再度確認の上，決め
られた様式により編集委員会事務局宛に以下のものを提
出すること。
（1）保健物理投稿票及び著作権譲渡証（付録 A）
電子投稿の場合でも，著作権譲渡証に関しては紙に自
筆で署名したものを郵送することとする。
（2）投稿原稿

a）電子投稿
投稿原稿は，原則 PDFファイルで送付する（Microsoft 

Wordファイルで送付することも可）こととし，表，図
及び写真は原稿の最後にそれぞれ 1ページに 1個を貼付
けることとする。なお，図と写真については必要に応じ
て別途画像ファイルに収めることも可能である。Eメー
ルを使用する場合には，容量の観点から，添付ファイル
サイズの合計は 10 MB以下とし，また，セキュリティー
の観点から，鍵付きのファイル等を使用することもでき
る。投稿するファイルサイズが 10 MBを超える場合に
は，CD-ROM等の記録媒体を用いて郵送すること。
b）郵便による投稿
投稿原稿は，本文，付録，参考文献は表題のあるペー

ジを第 1ページとしてまとめて通し番号を付ける。英文
要旨，図及び写真とその説明文，表はそれぞれ別個にク
リップでまとめる。いずれもホッチキスのような用紙を
傷つけるものではとじない。
（i） 原著論文：正（本文，図，表，写真）1部，副 1

部の計 2部
（ii） ノート，解説，資料，情報，話題，レター及びレ

ポート：正 1 部，副 1 部の計 2部
（iii） figure captions正，副それぞれに添付
（iv） 写真（プリントを正，副それぞれに添付，台紙に

貼布）
投稿原稿の控えは必ず保管すること。投稿原稿の審査
に参考となる文献などがあったら添付することが望まし
い。また，写真を含む原稿は厚紙を入れるなどして郵送
中に写真が折れないようにすること。
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（3）著者紹介原稿
著者は論文の末尾に添付するための著者紹介原稿を提

出することができる。筆頭著者は，紹介を筆頭著者につ
いてのみ行うか，著者全員について行うかの何れかを選
択することができる。原稿には，既報例に準じて，写真，
氏名（ふりがな），略歴，現在の研究・職務内容，Eメー
ルアドレスを概ね 120字（30 words）程度で記載するこ
とを標準とし，その一部を省略することも可能である。
原稿は掲載決定後速やかに編集事務局の指定する期日ま
でに提出しなければならない。著者紹介原稿が多量の場
合は，分量の削減を求めることがある。なお，著者紹介
原稿は電子ジャーナルにおける公開対象範囲であるた
め，提出の際には留意すること。

5.　投稿原稿の審査及び修正，校正など

（1）投稿の受理
A区分の投稿原稿の受理日は原稿が編集委員会により

受け取られた日とする。B区分及び C区分の原稿は 5（2）
（ii）に述べる事前審査の通過を以て受理とし，受理さ
れた場合，原稿が編集委員会により受け取られた日を受
理日とする。受理番号を付した受理通知が投稿票に記入
されている投稿者に送付される。受理されたのちの投稿
原稿についての連絡には，受理番号を必ず伝える。また
投稿後の投稿者の異動あるいは，長期の不在などがある
場合は，その旨を編集委員会に連絡する。
（2）審査
（i） A区分に属する原稿及び Topicsについては，編

集委員会の審査により採否が決定される。
（ii） B区分及び C区分に属する原稿は，Topicsを除き，

編集委員会により投稿種別及び原稿形式について
事前審査され，事前審査を通過した原稿は査読者
による査読が行われる。査読では，論文内容の新
規性，（有益性），正確性，論理性，従来研究（理論，
経験則や既知の実験結果）との整合性，等の項目
について，投稿区分に応じて客観的に評価される。
査読者が誰であるかは明らかにされない。査読結
果に基づく編集委員会の審査により，原稿は以下
の処置がとられる。

（a） 投稿原稿の内容，表現などに問題がない場合には
直ちに掲載決定とする

（b） 文章修正など軽い修正に対しては，投稿者による
修正が終り次第掲載決定とする 。

（c） 内容に修正が必要とされた場合には，投稿者によ
り修正された原稿は査読意見への対応状況が編集

委員会により確認され，修正が十分であると判断
された場合には掲載決定とする（再受理）。

（d） 内容に修正が必要とされ，投稿者による修正後，
更に再査読が必要と編集委員会で判断された場合
は，再び同じ査読者による査読を受け，その査読
結果に基づいて編集委員会が審議し，問題がない
と判断された場合掲載決定とする（再受理）。

（e） 査読結果に基づき，上記の評価項目に照らして論
文の完成度が著しく低いと判断された場合には，
編集委員会により掲載拒否の処置がとられること
がある。また，指摘事項への著者の対応が不十分
であり，かつ進展が認められないと編集委員会が
判断した場合にも，掲載拒否の処置がとられるこ
とがある。

（f） 査読者数は，原著論文 (Original Paper)については
2名，ノート（Note），解説（Review），資料（Technical 

Data），レポート（Report）については 1名とする。
（3）原稿の修正
内容の修正を求められたものは，図，表，参考文献な
どの番号の狂いに注意して，その部分の原稿を書き直し，
必ず旧原稿を添えて提出すること。修正内容が明らかに
なるように，修正部分と修正の概要をまとめた別添文書
を作成すること。6カ月を過ぎても修正原稿が提出され
ない場合には，その原稿は撤回したものとみなす。
（4）再受理日
内容に修正を求められたものについては，掲載が決定
された最終の修正原稿が編集委員会に到着した日を再受
理日とする。
（5）指摘事項についての反論
修正，削除など，指摘された事項について反論がある

場合には，その反論事項を明確に記し，投稿原稿ととも
に提出すること。
この際，反論の根拠となるデータあるいは論文などを
できる限り提出する。
（6）原稿の撤回
投稿原稿の撤回を希望する場合は，速やかに編集委員
会に申し出る。ただし，掲載決定がなされた後では，場
合によっては組版代実費を負担させることがある。
（7）投稿後知り得た事項
原則的に，投稿後知り得た文献，データ等は加えるこ
とをしない。しかし，特に必要なときには編集委員会に
申し出ること。
（8）校正
著者校正は初校 1回だけとする。指定の期間内（原則
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として到着後 2日以内）にゲラを校正し，返送すること。
校正が遅れると，雑誌の刊行が遅れるので，掲載決定通
知を受取った後で長期の旅行などする場合には，代理校
正者を依頼しておくか，あるいは編集委員会に連絡する
こと。
校正を行うときには，原則として，語句の誤植以外の

追加，訂正は認めない。ただし，やむを得ない場合は，
最小限度の追加，訂正に限り認める。
（9）掲載決定後の処置
掲載可になった時点で，投稿者には掲載予定の巻，号

を付した掲載決定通知が送られる。著者は，本文と表
が記載されているファイル（Microsoft Wordファイル，
Excelファイル等）と図ファイルを別々に編集事務局に
提出すること。なお，図ファイルは，eps，gif，jpeg，
bmpなど汎用フォーマットとし，印刷時に明瞭となるよ
う画素数に留意すること。また，著者は差し支えなけれ
ば，略歴，Eメールアドレスを含めた著者紹介原稿と顔
写真を編集部宛に送付する。
（10）印刷後の原稿の追加，訂正
（i） 誤植

発行後の誤植訂正は投稿者の申し出があれば，こ
れを掲載する。ただし，その誤植が非常に小さく，
誤解をまねくおそれがないと編集委員会により判
断された場合には掲載しない。

（ii） 内容の追加，訂正
著者の責任に帰すべき内容の追加，訂正は取り扱
わない。投稿者が必要とする場合は，訂正につい
てはレターとして，内容の追加については B区
分又は C区分の適切な種類の原稿として別に投
稿すること。

6.　別刷、PDF版及び電子ジャーナルへの掲載

（1）別刷
別刷の費用は投稿者の負担とし，申し込みは 50部を
単位としてその整数倍の部数とする。希望別刷数は，著
者校正の際に申し込むこと。
（2）PDF版
刷上りイメージの PDFファイルは無料とする。著者

校正の際に申し込むこと。
（3）電子ジャーナルへの掲載
投稿された記事は，冊子としての学会誌だけでなく，
独立行政法人科学技術振興機構（JST）が運営する科学
技術情報発信・流通システム（J-STAGE）のサイト（http://

www.jstage.jst.go.jp/browse/jhps/-char/ja/）にも掲載される。

7.　投稿者負担料金

（1）投稿料
投稿者が全員非学会員の場合には印刷ページ数に応じ
た別に定める投稿料を負担する。投稿者が学会員の場合
には，投稿料は発生しない。ただし，投稿者が非会員の
場合でも，依頼原稿に関しては編集委員会の判断で投稿
料を免除することができる。
（2）超過料金
超過料金は，「2.投稿原稿の種類及び構成」に規定し

た B区分及び C区分の投稿原稿においては，本手引き
で規定したページ数を超過した分については別に定めた
実費を投稿者に請求する。ただし依頼原稿の場合は本学
会にて負担する。
（3）別刷代
別に定めた実費を投稿者に請求する。

（4）特殊組版代
カラー印刷等通常の製作費以外の出費がある場合，投
稿者にその実費を請求する。ただし依頼原稿の場合は本
学会にて負担する。

8.　原稿送付先

一般社団法人日本保健物理学会編集事務局
　〒 113–0032 東京都文京区弥生 2–4–16

　（財）学会誌刊行センター内
　Tel：03–3817–5821

　Fax：03–3817–5830

　E-mail: hobutsu@capj.or.jp

（2012年 8月現在）

著者全員が非学会員の場合の投稿料

「投稿の手引き」に規定したページ数までは刷り上り
1頁 2,000円，規定ページを超過した分については 1頁
6,000円とする。

超過頁代
「投稿の手引き」に規定したページ数を超過した分に
ついては 1頁 6,000円とする。

別刷料金表（1部当たり，2012年 8月現在）
ページ 単価
1～ 2 30円
3～ 5 35円
6～ 8 40円
9～ 16 45円
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保健物理　投稿票

一般社団法人日本保健物理学会編集委員会
投稿に当ってはこの用紙の太枠内を記入の上，原稿と同時に提出して下さい。
受付日 受理番号 再受理日受理日

投稿に際しては投稿細則 C-2-4号及び投稿の諸則第 E-1号を参照して下さい。

投稿の種類 A区分    □情報　□話題　□レター

B区分    □原著論文　□ノート　□解説　□資料　□レポート

C区分
   □ Original Paper   □ Note    □ Review    □ Technical Data  

   □ Report   □ Topics

和文表題

英文表題

投稿者名
（和文）

会員番号：

投稿者名
（英文）

所属及び
連絡先
（和文）

所属及び
連絡先
（英文）

Tel. No.

Fax. No.
E-mail

著者紹介の掲載
□する　　□しない

原稿枚数
Pages 

Abstract

　　　 p  
Text 

　　　 p  

Figure caption 

　　　 p  

Table

　　　 p  

Figure

　　　 p  

Total

　　　　 p  

付録 A

和文原稿の場合も英文表題，著者名，連絡先の英文表記をご記入下さい。（英文目次，脚注に使用します。）
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著作権譲渡証 / Copyright Status Form
日本保健物理学会御中

著作権の譲渡について / Copyright Transfer

　下記論文が「保健物理」に掲載された場合は著作権を日本保健物理学会に譲渡することを承諾いたします。

著者が複数いる場合にも一人の署名にてこれを証明します。ただし，1. 特許権などの所有権，2. 将来，自著

や講義等にこの原稿の全体，若しくは一部を使用する権利は著者が保有します。

I/We hereby agree to transfer to the Japan Health Physics Society the copyrights of my/our paper, title 

specified below, when it is published in the Japanese Journal of Health Physics. When there is more than 

one author, the signature of only one author is sufficient. The author reserves the following rights：1) All 

proprietary rights, such as patent rights other than copyright, 2) the right to use all or part of the manuscript 

in personal future work such as books and lectures.

表 題 *：

著 者 *：

日付 /Date　　　　　　　　　　　署名 /Signature*　　　　　　　　　　

*表題及び著者名は活字で結構ですが，署名は自筆でお願いいたします。
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（原稿の刷上り例）

プルトニウムの代謝に関する研究（III）†
胎盤及び哺乳を通してのマウス胎児及び新生児への 239Puの移行

茨城　一郎*1，千葉　二郎*2，東京　三郎*2,*

Studies on the Metabolism of Plutonium (III)†

Transfer of 239Pu to Mouse Embryos and Newborns via Placenta and Lactation

Ichiro IbarakI,*1 Jiro ChIba*2 and Saburo tokyo*2,*

The MOX fuel fabrication facility and the spent fuel reprocessing plant are operated at JNC Tokai Works. At these 
facilities, a large amount of plutonium, uranium and fission products are processed. Radiation monitoring has been performed 
extensively to protect workers from an excessive exposure. Internal monitoring has been taken into consideration for workers 
engaged plutonium process. In the case of an incident involving air contamination or body surface contamination, nasal smear 
sampling is carried out immediately as screening to check whether there is a significant intake or not.

KEY WORDS: Plutonium, Metabolism, Transfer, △△△ , △△△ , △△△ , △△△ , △△△ , △△△ .

付録 B

I　緒 論

原子力施設から ･･･ ○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

II　理 論

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○

III　実 験 　←（章）

1．実験方法　←（節）

（1）装置　←（項）
（i）○○○
（a）○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○

† 前報；茨城一郎，東海　治；保健物理，36, 15（2001）．
*1 （独）日本原子力研究開発機構○○部；茨城県那珂郡東海村
白方白根 2–4（〒 319–1195）

 Division of ○○ , Japan Atomic Energy Agency; 2–4 Sirakata-
Sirane, Tokai-mura, Naka-gun, Ibaraki 319–1195, Japan.

 E-mail: ibaraki@jaea.go.jp
*2 （独）放射線医学総合研究所○○部；千葉県千葉市穴川 4–9–1
（〒 263–8555）

 Division of ○○ , National Institute of Radiological Sciences; 4–9–
1, Anagawa, Chiba-shi, Chiba 263–8555, Japan.

 E-mail: chiba@nirs.go.jp
* 現在：東京大学○○学部○○学教室；東京都文京区弥生

2–11–16（〒 113–0032）
 Present Address; Faculty of ○○ , Univ. of Tokyo; 2–11–16, Yayoi, 

Bunkyo-ku, Tokyo 113–0032, Japan.
 E-mail: tokyo@u-tokyo.ac.jp
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論文へのキーワード“KEYWORDS”の付与について

投稿前のチェックリスト

投稿原稿の審査，印刷を効率良く行うため，書き上った原稿は次の事項などについてもう一度確認すること。

□（1）「保健物理」所定の投稿票及び著作権譲渡証に必要事項を全て記入しているか。
□（2）略号などの説明に落ちはないか。
□（3）図の中の単位に落ちはないか。
□（4）図，写真，表の挿入箇所を指定しているか。
□（5）長い数式の場合，次行に移す箇所を示しているか。
□（6）引用文献の著者の綴りに間違いがないか。
□（7）引用文献の標記は指定の形式に則っているか。
□（8）人間あるいは動物に係る実験を行った場合，倫理委員会の審査・承認について明記しているか。

付録 C

付録 D

投稿原稿（原著論文，ノート，解説，資料，レポート）
には，下記の要領でキーワードを付与すること。

記
1. 語句，語数：論文の内容を適確に表し得る語もしく

は句 10語程度（5語以上 15語以内）
2. 言　語：英語，名詞形
3. 記載箇所：英文要旨の下
4. 選び方：（1）できるだけ狭い意味の語を選ぶ。
（2） 表題と英文要旨から選ぶ。
（3） 元素名，化合物名等，記号等はフルスペルで書

く。
（4） 論文（表題を含め）に出てきた順に並べる。

（参考例）
例として，本誌掲載の論文を挙げる。

Effect of Radionuclides on the Embryogenesis and 

Gonads of Fish.

In this short review, the abnormal embryogenesis, and the 

changes in hatchability of eggs and in gonads of fish kept in 

contaminated water with radionuclides are dealt with. Many 

reports on the effects of radionuclides on the hatchability of 

fish eggs have been published.However, there is a marked 

divergence among these results. In our experiment, the 

process of embryogenesis was rather radio resistant, when 

eggs were irradiated with internal radiation from radionuclides 

incorporated into the eggs. It has been shown from estimation 

of absorbed dose that insufficient size of dose to produce 

low hatchability was given to the embryos during their 

embryogenesis. The damage of the gonads of the fish was 

observed when fish was kept in water containing such low 

concentration of radionuclides that normal embryogenesis 

proceeded. It seems that the gonads of fish are a critical organ 

for the assessment of the effect of radionuclides on the fish 

population.

KEYWORDS: radiation effect, radionuclides, abnormal embryo-

genesis, gonads, fish, review, hatchability, fish 

eggs, internal radiation, absorbed dose, biological 

radiation damage.

本論文では，上記表題及び英文要旨の中で，アンダー
ラインをした 11の語句がキーワードとして適当と考え
られる。これらの語句を出現した順番に，またキーワー
ドとして形をととのえてまとめたのが上記 11のキー
ワードである。最初の Effect，3番目の Embryogenesis，
最後の damageは，より狭い意味の語句とするために，
radiation abnormal，biological， radiationが付け加えられ
ている。


