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※以下の要領で 2頁要項の作成・提出をお願い致します。 

 

Abstract (250 words) The abstract with about 250 

words should be presented here. It is preferable that all 

authors write the abstract of the proceedings paper in 

English. The abstract with about 250 words should be 

presented here. It is preferable that all authors write 

the abstract of the proceedings paper in English. The 

abstract with about 250 words should be presented 

here. It is preferable that all authors write the abstract 

of the proceedings paper in English. The abstract with 

about 250 words should be presented here. It is 

preferable that all authors write the abstract of the 

proceedings paper in English. The abstract with about 

250 words should be presented here. It is preferable 

that all authors write the abstract of the proceedings 

paper in English. The abstract with about 250 words 

should be presented here. It is preferable that all 

authors write the abstract of the proceedings paper in 

English. The abstract with about 250 words should be 

presented here. It is preferable that all authors write 

the abstract of the proceedings paper in English. The 

abstract with about 250 words should be presented 

here. It is preferable that all authors write the abstract 

of the proceedings paper in English. The abstract with 

about 250 words should be presented here. It is 

preferable that all authors write the abstract of the 

proceedings paper in English. The abstract with about 

250 words should be presented here. It is preferable 

that all authors write the abstract of the proceedings 

paper in. （ここまでで英文 250 語となります） 

以下より日本語抄録原稿掲載箇所となります。日本生体磁

気学会誌の予稿集の冒頭には、最初に提出した英文抄録も

含めて下さい。 

1. まえがき論文集は，提出された原稿をそのまま印刷し 

て作成します(1)．この作成要項を参考にして文章を作り， 

図，写真，表などを入れてレイアウトまで完成した状態で， 

 

原稿をご提出下さい． 

 

図 1 仙台 定禅寺通り 

2. 原稿サイズ： 

A4 サイズに文章をお書き下さい．原稿の分量は見開き 2

ページと致します．上下にそれぞれ 35mmの余白，左右に

それぞれ 20mmの余白を空けて，その内側にご記入下さい．

枠は書かないで下さい．上下それぞれ 10mmを切り落とし

て，変形 A4版として印刷します． 

 

図 2 るーぷる仙台 

 



 

3. 内容： 

（1）第1行目に，日本語タイトル（18ポイントMS明朝体），

第2行目に英文タイトル（16ポイントTimes New Roman 太

字），1行空けて第4行目より日本語著者名（14ポイントMS 

明朝体），日本語所属（12ポイントMS 明朝体），英文著者

名，英文所属（12ポイントTimes New Roman）の順にお書

き下さい．本文，図の説明は日本語ないし英語でお書き下

さい． 

（2）本文は10.5ポイントMS 明朝体で22字詰めの2段組み

でお書き下さい．また，行間は適宜調整して下さい． 

 

（3）各章は目的，方法，結果，考察，結論など名前（10.5

ポイントMS ゴシック太字）を付け，分かり易くお書きく

ださい． 

（4）英文のアブストラクト（250文字程度）は別途、学会

HP演題登録ページより演題登録フォームをご利用いただ

きご登録をお願い致します． 

（5）演題登録フォームについて 

演題登録フォーム： 

以下の３学会ともに共通のフォームをご登録ください。 

・国際臨床脳磁図学会 (ISACM) 

・日本生体磁気学会（JBBS） 

・日本脳電磁図トポグラフィ研究会 (JSBET) 

 

．  

図3 伊達政宗像． 

 

5. 原稿送り先 

原稿は，isacm2017@c-linkage.co.jp 宛に Adobe PDF形式の

添付ファイルとして e-mail で送付してください． 

その際，メールの件名を“Biomag2017_JBBS_演題番号

(XXX-XXX)_筆頭著者氏名(ローマ字)”，添付ファイル名

“演題番号(XXX-XXX)_筆頭著者氏名(ローマ字).pdf”とし 

 

てください.  

原則として主催者は、演題投稿後の校正を行いません。 

一度ご登録いただいた内容に修正が必要な場合は差し替 

えの必要がございますので、ご登録前に最終の確認を今一

度お願い致します。ただし主催者には、フォーマット上の

修正を行う権限があることを了承願います。 

 

 

図4 松島海岸 朝日． 

 

例）件名：Biomag2017_JBBS _P02501_Sendai_Taroファイ

ル名：P02501_ Sendai_Taro.pdf 
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日本生体磁気学会誌の予稿集に2ページの原稿の掲載を希

望される方へ 

英文抄録に加えて、日本語抄録を以下の期日までに 

ご提出をお願い致します。2017年4月28日（金）まで 

 

この度のご登録誠にありがとうございます。 

  


