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原著論文数一覧

Ａ-ａ Ａ-ｂ Ａ-ｃ Ａ-ｄ 合計 SCI  B-ａ B-ｂ B-ｃ B-ｄ 合計 総 計
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学会発表数一覧

Ａ-ａ
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シンポジウム 学会
合 計 Ｂ-ａ

B-ｂ

シンポジウム 学会
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原著論文総数に係る教官生産係数一覧

欧文論文総数

(論文総数)

教官生産係数

（欧文論文)

ＳＣＩ掲載論文

欧文論文総数

教官生産係数

（ＳＣＩ掲載論文)

2003 0.318 3.500 1.000 3.500

Impact factor値一覧

Impact factor １教官当たり Impact factor 論文当たり Impact factor

2003 20.675 10.338 2.954
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