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編 集 後 記

第49Ll』旧 本泌尿器科学 会は5月 中旬金訳市に於て黒 田恭・一教授会長の下に行われた.そ の次第

に就ては会員諸氏は既に御承知であ るし 学術記事は 日本医事新報の学会印象記にゆず り 苑に

はそれ以外の事 を記す.学 会の前El5月11日 に種 々の会議が と りま とめて開かれ た.先 ず午

前10時35年 度の総合研究班の最終会議が催 され 続いて36年 度 の研究班の最初 の会議が行われ

た.午 後 理事会 と評議員会が催 され 次で会食 その後 国際泌尿器科学 会日本支部会が行わ

れ た。この ように諸 会議に1日 を当て ると 時間がゆつ くりして討議 も充 分に出来て よい.理 事

の改選が行われたが 再任 も更迭 もあつた.来 年は50周 年の記念学会で そのプラソはシンポジ

ウムを主 とし 興味深いが 多額の募金は新例である,評 議員会に於け る会員の沈黙 は いつ も

の事なが ら遺憾である.国 際学会への多数 の出席者 に旅費 を等分配す る事 と次 回を東京へ誘致す

る事に対 しては私は反対を表明 した。之に就いて も沈黙者が多い ようであつた.12日 の午前は市

内観光で 九谷焼か ま元 卯辰山 兼六園 等に旅情 をな ぐさめ られた.例 年な らば学会の時聞 中

に行われ るので都合がわるかつたが 今回はその点結構 であつた.午 後1時 いよい よ開会であ

る.会 場 の北国講堂は 広 さ 設備等 申 し分がない.開 会の辞を述べ られ る黒 田会長の面上に

は輝 くものがあつ た.第2日 は8時 開始 会長 の宿題報告 の頃には'500名 を収容す る会場 は殆

ど満 員であつた.会 の運営は極めて円滑に行われた.こ れは演説者 発 言者 座長 会場係等の

協 力に よるものである.夜 の懇親会は 「つぼ甚」の大広間にて開催 参加者240名 と云 う盛会

で余興の温泉太鼓は特に珍 らしかつた.第3日 も8時 開始 正午に学会は終了 した,午 後か らは,

天候に恵 まれて 観光団が4班 も出発 した.私 は2泊3日 に亘 り奥能登 を心ゆ くまで探勝 した.

行 く春や能登に詣 で し古 き寺 壷 青

パスガ イドす こし日焼けて能登め ぐる 壷 青

会長及び教室員の御尽力は筆に表わせない程 で まことに相す まぬ思であ るが 参加者 として

は有 難い事であ る(昭 和36年5月)

◇

横浜市大川井博助教授は北 川沢博士の後 任と して日本 医大教授に就任せ られ た.

◇
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