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編 集 後 記

健康保険法の改訂に よって大学病院に於げ る診療 の特殊 性が抹殺 されたこ とに対 して我 々は強

く抗議 したがそ の後厚生省か ら大学病院の特殊性 を認め るとの通達が発せ られて我 々はやや安堵

したのであ る.然 しそ の通達を読む と,大 学病院 と錐 も原則的には療養 担当規則に従わねばな ら

ぬとし,た だ大学病院の組織,機 能,及 び施 設設 備の特殊 性に よつて診断,治 療の困難な患者,

重症患者が多 い と云 う特殊 性の故に審査 の面に於て考慮する との主 旨である.然 し我 々が大学病

院の特殊性 として第一に挙 げる点は医育,研 究機 関であ るこ とで,重 症患者が多い と云 うこ とも

一つの特殊性ではあるが主な ことでは ない.こ の点をはつ き りと述べて置かねば ならぬ.厚 生省

は何故に大学病院が医育,研 究機関である と云 う特 殊性を認 め よ うとしないのであ ろ うか.

◇

当用漢字やかなつかいの問題はなかなかむずか しい.合 理的な面もあるが納得 出来 ない点 もあ

る.我 々は昔の教 育を受けた ので古い規則 に とらわれやす いが,そ れに しても新法がすべて良い

とは思 えない.私 が先股原稿 を書 いて或雑誌社へ送 り,そ の初校が来た のでそれを見 ると,私 が

漢字で書いたのが平仮名になっ てい るところが多 い.そ の内の 一部分 を 記す と,殆 ど(ほ とん

ど),極 めて(き わめて),即 ち(す なわち),特 に(と くに),著 し(い ち じるし),乃 至

(ない し),始 ま り(は じま り),丁 度 その頃か ら(ち ようどそ の ころか ら),従 って(し たが

って),次 の如 く述べ て(っ ぎのご とくのべて),最 も(も つ とも),甚 だ(は なはだ),全 く

(まつた く),或 は(あ るいは),例 えば(た とえば),並 びに(な らびに)等 である.こ の他

にもた くさんあ る.以 上 の中には私の用 いた漢字 よ りも()内 の仮 名の方が適 当 と思われ るも

のもないではないが,然 しわざわ ざ仮名に書 き直すには及ばぬ と思われ るもの もある.徒 らに冗

長 になって読み に くい ものもあ る,こ の論文を読む人は仮名 でな くても漢字 が充分に読 めるわけ

であるか ら,わ ざわ ざ仮名に直 して字数を増す 必要 もない であろ う.殊 に 「述べ る」を 「のべ

る」,「 云い得 ない」を 「いいえない」 と書 き換 えるな どは意昧 もわか りに くくなる.こ れほ ど

までに書 き換え られ ると筆 者の意向が無視され過 ぎてい るよ うに思われ る.

購 読 要 項

1.発 行は毎 月(年12回)と する.

2,会 員は年間料金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 は第一銀行百万遍麦店.

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 用漢宇,平 仮名,新 仮名使 いを用い,片 仮名には括孤を要 し濠い.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.薯 者名;誌 名,巻 数:頁 凱 年次 .

例 ・ 中 野=泌mVaet・1・110・ 昭30.Laza・u・,J.A.・J .U・ 。1.,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 ・一マ字著者 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 鶉 写真は実費を 申受 ける.別

冊20都 撫 料贈呈 それ以上は蛾 を徴収す る.こ の場合tr..lt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 ちが希望に よ り著者校正 とす る
.

8・ 原稿送 り先 鯨 都市左京区聖護院 京都大学病 院 泌 尿器科紀要編集 部




