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編 集 後 記

大阪大学助教授今北力博士は3月8日 逝去せ られた。謹 んで哀悼 の意を表 ずる。

◇

新 潟医学会雑誌に中田瑞穂教授が``外 科手術に就で'と 題 して詳 しい記述 を載せ てい られる.

多年 の経験 から得 られた信念 を卒直 に飾 り気な く謙 虚に述べ ていられ るのを読んで深 く感銘 した.

滋に その一部を抄録 して他 山の石 としたい.

「手術 の前 には先ず診断を正 しく精密 に ダること,之 には各方面 の知識 を必要 と 歩る.他 人委せ

にせず,歩 べて 自分で出来れば最 も良い.手 術に就ては,無 準備 のまま,叉 はその手術の全体に

充分 な理解 のない ままに新 しい手術 に とびっかない こ とが大 切であ る.早 い手術,急 ぐ手術,騒

々 しい手術 は よくない.器 用 よ りも,不 器用で も強靱 に,根 気 よく,一 歩一歩を踏みた しかめ,

僅 かの間違い さえ「ない,馬 鹿正直に見 え る程 の合理的な,確 実な手術 の完成 が尊 い.手 術死 は絶

対 にない と保証 のっ けられ るまで正確にやれ.中 田外科 の胃手術にて10年 以上に亘 り,1例 の死

亡例 もない.手 術 の前後処置 が極め て大切であ り,術 後はいっ まで も患者の状態 に関心を持って

い るべ きで ある」

◇

南極 探検隊 の11名 が宗谷丸 から離れて昭和基地 に1年 間の滞留 を 歩る,そ の心境 とその労苦は

いかばか りであろ うか と推量 歩る.そ れだ けの覚 悟 と情熱があれば どんな事 で も成 し遂げ られ る

と思え る.我 々は各 々の職場 に於 てこの心構え と努力 とを以て その本分に遙 進 ずべ きであろ 弓.

それにっ けて も宗谷丸 を氷海か ら救い出 して くれた オビ号を持 っている ソ連 の偉大 さに色 々の意

味で感服せざ るを得 ない.現 今学生に高等数学 を最 も多 く教 える国は世界中で ソ連 である と聞い

ているが,日 本 では昔 よ りも少 く教 えてい る様 だ.外 国藷 の授業時 間数 も我 が国では以前 よりも

減少 してい る.之 で よいので あろ ろか.

購 読 要 項

1.発 行は毎 月(年12回)と す る.

2.会 員 は年聞料金1,000円 を前納す る.1冊 料金100円,払 込みは振 替 口座番号京都4772番

泌尿器科 紀要編集部,或 は第一銀行百万遍支店.

3.入 会 申込みは氏 名(フ リガナ),住 所(雑 誌郵送先),勤 務先,職 地位,自 宅開業 の別,送

金方法を御記入の上編集 部宛.

投 稿 内 規

1.原 稿の種類 は綜 説,原 著,臨 床報告,そ の他.寄 稿者は年 間購読者に限 る。

2.原 稿の長 さは制 限 しないが簡潔にす る.

3.原 稿は横書 き,当 用漢字,平 仮名,新 仮名使 いを用 い,片 仮名には括孤を要 しない.400字

詰原稿用紙を用 いるこ と.附 表,附 図はな るべ く欧文 にす るこ と.

4.文 献 の書式は次の如 くす る.著 者名:誌 名,巻 数:頁 数,年 次,

例.中 野=泌 尿紀要,1:110,昭30.Lazarus,J.A.:J.Urol,,45:527 ,1941.

5.300語 以内の欧文抄録を記 し,之 には欧文 の標題,所 属機関名,ロ ーマ字著者名を附け,

な るべ くタイプライ ターを用い るこ と.

6.掲 載料は4頁 迄毎頁500円,そ れ以上 の頁,ア ー ト頁,図 表,写 真 は実 費を申受ける.別

冊20部 を無料贈呈 それ以上は実費を徴収す る.こ の場合には予 め希望部数 を申込む こ と.特 別

掲載 も考慮す る.

7.校 正は編集 者が行5が 希望に よ り著者校正 とす る.

8・ 原稿送 り先は京都市左京区聖護院 京都大学病院 泌尿器科紀要編集部




