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2019 年 〇 月 〇 日 

※申請当日の年月日

名古屋大学大学院 医学系研究科長 殿 

学位の区分    課程 ・ 論文 学位の種類 博士（  医学  ） 

学 位 授 与 

予  定  日 
２０２０年 ３月２５日 学位記番号 

※記入不要 

ふ り が な 

氏   名 

つるまい   はなこ 

鶴 舞  花子 ㊞ 
（自署の場合は不要） 

学位取得後 

の 連 絡 先 

住所：〒466-8550 

名古屋市昭和区〇〇町１－２－３ 

電話：052-○○○-△△△ 

携帯：090-○○○-△△△ 

Email：○○○＠△△△△.××.jp 

※ 博士学位授与後に論文全体をインターネット利用により公表することについて，

裏面の選択肢（【全文の公表が可能】，【全文の公表の保留を希望】，【要約の公

表を希望】（全文の公表ができない場合））のいずれかの□にレ点チェックの上，

博士学位授与申請に併せて提出してください。

＜留意事項＞ 

① 審査を行った研究科がやむを得ない事由があると認めた場合は，博士論文の全

文に代えてその内容を要約したものを名古屋大学学術機関リポジトリの利用により

公表することになります。

  なお，出版刊行や学術ジャーナル等への掲載により公表に制約がかかる場合にあっ

ては，公表が制約される時期が経過後に博士論文の全文を公表することになります。 

② 博士論文の全文をインターネットで公表しない場合，又は，一定の期間を非公開

とする場合であっても閲覧に供する必要があります。本学では，博士論文の電子デ

ータをもって本学附属図書館窓口にて閲覧に供することになります。

また，国立国会図書館でも利用に供されます。 

③ 学術ジャーナルへの掲載又は出版刊行等のため，インターネットでの公表に際し著

作権処理が必要になる場合は，各自，適切に処理してください。



学位記番号：       ※記入不要 

 
□【全文の公表が可能】 

提出した博士論文（全文）について，公表することに問題はありません。 

※ 全文の公表にあたり，出版社等から，例えば論文の体裁を変更する等の条件の指

定がある場合は，その内容が分かる書類を併せて提出してください。 
 

□【全文の公表の保留を希望】 ※ 保留期間中は要約を公表 

提出した博士論文（全文）について，下記事由のため，インターネット公表の保留を

希望し，保留期間中は要約を公表します。なお，下記事由の消滅等に伴う所定の届出書

（様式：別紙７）については，自動的に公表となる場合を除き必ず提出いたします。 
 

項 目 事          由 
様式：別紙７

の提出時期 

 

□図書出版 

 

□出版済み。出版社の著作権ポリシーを確認した結果，

(    年  月  日)まで公表することができない。 

提出不要・ 

自動的に公表 

□出版予定(    年  月予定)で，出版社の著作権ポ

リシーを確認した結果，(出版後・    年  月  日)

まで公表することができない。 

公表可能日 

（直後） 

□出版予定(    年  月予定)で，出版社の著作権ポ

リシーを確認することができない。 

出版予定日 

又は出版日 

（直後） 

□学術ジャー

ナル等への掲

載 

□掲載済み。出版社等の著作権ポリシーを確認した結果，

(    年  月  日)まで公表することができない。 

提出不要・ 

自動的に公表 

□掲載予定(    年  月予定)で，出版社等の著作権

ポリシーを確認した結果，(掲載後・    年  月  

日)まで公表することができない。 

公表可能日 

（直後） 

□掲載予定(    年  月予定)で，出版社等の著作権

ポリシーを確認することができない。 

掲載予定日 

又は掲載日 

（直後） 

□特許・実用

新案出願 

□特許出願予定又は審査中（出願公開前） 

出願（予定）：    年  月 

出願公開日 

（直後） 

□実用新案出願予定又は審査中 

出願（予定）：    年  月 

登録日 

（直後） 

□その他 

（具体的な事由を記載） 

事由の消滅日 

 

■【要約の公表を希望】（全文の公表ができない場合） 

提出した博士論文（全文）について，下記事由のため，インターネット公表はできま

せんので，要約での公表を希望します。 

（具体的な事由を記載してください） 

出版社等の著作権ポリシーを確認した結果、アクセプト原稿であれば出版の6ヵ月後に公表可能であるが、 

最終出版版である論文の全文公表は出来ない。本学位論文は最終出版版の論文であるため公表不可である。 

（記入例）・図書出版や学術ジャーナル等への掲載において，出版社等の著作権ポリシーを確認した結果，

全文での公表ができない。(出版社等の著作権ポリシーを明記した書類の添付が必要) 

・博士論文が立体形状による表現等を含むためインターネットでの公表ができない。 

・秘匿すべき情報を含む又は公表することで重大な支障をきたす恐れがあるため。 



こちらのサイトで、journalの著作権を
確認することが可能ですが、正式に
journalが出しているものではないため、
こちらで検索した結果を裏付資料として
ご提出いただくことはできません。
journalの著作権の方向性を確認する際の
参考にご利用下さい。
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• The original submitted version of the manuscript (the version that has not undergone peer review) may be
posted at any time. Author・·s should disclose details of preprint posting, including DOI, upon submission of the
manuscript to a Nature Research journal.

• For subscription journals, the Author’s Ac回pted.Manuscript (authors’ ac田pted version of the manuscript) of
the manuscript may only be posted 6 months after the paper is published, consistent with our self-archiving
embargo (htto://www.nature.com/authors/nolicies/license.html). Please note that th巴 Author's
Accepted Manuscript may not be released under a C1右ative Commons license. For Nature Research ’s Terms of
Reuse of archived manuscripts please se巴：

h仕o://www.nature.com/authors/nolicies/license.html#terms
• For subscription journals, the published PDF must not be posted on a preprint se円程r or any other website.

However, authors a1モencouraged to obtain a frでe Sharedlt link of their paper, which can be posted on line and
allows read-only access. Sharedlt links can be obtained by submitting the published a1ticle DOI at
h伎町II authors.sorint?:ernature.com/ share

• Preprints may be cited in the referenc怠 list as below:
babichev, S.A., Ries, J. LvovsJ...')', A.I. Quantum scissors: telepo1tation of single-mode optical states by means of
a nonlocal single photon. Preprint at http://arXiv.org/ quant-ph/ 0208066 (2002).

Au也or ’s Accepted Manuscript 

川市en a research paper is acc怠pted for publication in an Nature Research journal, authors a陀 encomaged to submit 
the Author’s Accepted Manuscript to PubMedCentral or other appropriate funding body's archive, for public release 
six months after first publication. In addition, authors are encouraged to archive this version of the manuscript in 
their institution ’s repositories and, if they wish, on their personal websites, also six months after the original 
publication. Authors should cite the publication reたren閃 and DOI number on the first page of any deposited 
version, and provide a link h・om it to the URL of the published a1ticle on the journal's website. 

Where journals publish content online ahead of publication in a print issue (known as advanced on line publication, 
or AOP), authors may make the ar℃hived version openly available six months after first online publication (AOP). 

Open access content 

For open ac氾ess content published under a Creative Commons lic巴nee, the published version can be deposited 
immediately on publication, alongside a link to the URL of the published article on the journal's website. 

In all cases, the requi陀ment to link to the journal ’S website is designed to protect the integrity and authenticity of 
the scientific record, with the online published version on nature.com clearly identified as the definitive version of 
record. 

Manuscript deposition service 

To facilitate self-ar℃hiving of original research papers and help authors fulfil funder and institutional mandates, 
Nature Research deposits manuscripts in PubMed Central, Europe PubMed Central and PubMed Central Canada on 
behalf of authors who opt-in to this free servi田 during submission. (This servic巴 does not apply to Reviews or 
Protocols.) 

More information on the Nature Research’s Manuscriot Deoosition Service is available. To take advantage 
of this service, the corresponding author must opt-in during the manuscript submission pr。c泡ss. Corresponding 
authors should be mindful of all co・authors’ self-archiving requirements. 

I 
s向er…
subscription articles 

For articles published within the Springer Natur巴 gr・oup of companies that have been archived into academic 
repositories such as institutional repositories, PubMed Central and its mirror sites, where a Springer Nature 
company holds copyright, or an exclusive licens巴 to publish, us巴rs may view, pr加t, copy, download and text and 
data-mine the content, for th巴 purposes of academic research，平均ect always to the full 干onditions of use. Any 
fu1ther use is subject to permission from Springe1 Nature. The conditions of use are not mtended to override, should 
any national law grant fu1吃her rights to any user. 

Conditions of use 

Articles published within the Springer Natu陀 group of companies which a問 made available through academic 
陀positories remain subject to copyright. The following restrictions on use of such a1ticles apply: 

Academic r・esear℃h onlv 
1. Archived content may only be used for academic research. Any content downloaded for text based experiments
should be destr。yed when the experiment is complete.

Use must not be for Commercial Purooses 
2. Archived content may not be used for purposes that are intended for or directed towards commercial advantag巴 or

http://www.nature.com/authors/policies/license.html 2019/04/03 
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