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編 集 後 記

医学界新聞 の本年9月4日 号に高木貞敬教授 の 「欧文抄録について」 と題す る文章が ある・之

は時実教授が 「生体 の科学」8巻1号 に書かれた丈章に関連 した もので その要 旨は次 の如 くで

時実教授 によると 外国の学者 は 日本語の論文は勿 論 英 文抄 録が付 いていて も 問題にせ

ず その論文 のPriorityも 認めない との事.従 つて英文抄録を付けて も意 味が ないとの結論が

出され る.更 に英交抄録を読む外人が そのIdeaを 奪つて仕事を仕上げ 自分のoriginalな

ものとして発表 し 日本語 の原著 を引用 しない事 も考え られ る.欧 米 では激 しい研 究 競 争 か ら∫

Priorityを 極め て重視 し'自 分の現在 の研究 については全 く沈黙 し その反 面 他人 の研究に

は強い関心を持つている.日 本人は能力に於ては劣 らないのに このよ うな事情 であるとす ると

残念なが ら日本語 の論文は 日本語だけで書 き 欧文抄録は付けないか 或 は付 ける位な らば 全

部を欧文で書 くよ うにしたい.

大 体 以上の如 くである.云 われてみると考え させ られ る問題 であ る.日 本語 の論丈が世界に

認め られない事は残念なが ら仕方がない 。欧文抄録 も認めず 然か もそのIdeaを とつ て自分の

originalの もの とす るのは けしか らぬ話であるが 之 も泣き 寝入 りせ ざるを得な い.そ こで

理想的な事は 原著 を日本語 と欧文 との両方で発表す る事であ るが 之は種 々の理 由に よつて実

現は容易でない.そ れでは具体的に どうした らよいか 和文 だけで よいか 欧文抄録は付けない

方が よいか その点 私に も 現在の所 はつ き り判 らぬ.唯 和文 だけでは やは り狭い よう

に思われ る.従 来通 りの欧文抄録を付け るや り方 には 上記 の ような難点は ある として も 利点

もあるので 当分は、このままで行 きたい.

◇

群馬大学 に泌尿器科講座が新設せ られ 教授に志田圭三博士が就任せ られた 。慶賀.

◇

諸般の事情に よ り本誌の年間料金を昭和37年 よ り1,200円 に致 したい と思い ます.恐 縮ですが

御協力下さるよう お願 い致 します(昭 和36年10月)'

◇

購 読 要 項

1。 発行は毎月(年12回)と する.年 間購読者 を以 て会員 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.希 望の場合は当編集部 にて魏訳 します 抄録用の原稿を

送ること.醗 訳の実費は申受 く,

6.掲 載料は4頁 迄毎頁600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 正は初校 のみ著者校正 とし,再 校以降は編集部が行 う.

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
.




