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編 集 後 記

11月 二 京都デ 医学生 ノ白衣 デモ行進 ガ行 ワレタ 極 メテ整 然 ト終始シタガ ー般 ノ注 目ヲ

引イタ コレハ インターソ制厚生省案反対 ヲ目指 スモノデアツ久 従来 カラ イソターソ制度

ノ改善 ヲ要求スル種 々ノ運動 ガ行ワレテ来 タガ 今度 ノヨウニ デモ ヲ行 ツタノハ初 メテデ ア

ツタ ヨクヨクノ事情ガアツタノデア ロウ.

イソターン制 ノ改善二就テハ 学生 ノ運動 ヤ請願モア リ 大学モ 医学部長会議ヤ病院長会議

等 ニテ 厚生省二対シテ意見 ヲ具 申シテイタ 最近 ニハ 医学部長会議ハ イソターソ制廃止 ノ

結 論ヲ出シタ トコ戸ガ 医師試験審議会 ト云ウモ ノガ厚生省 ノ諮問機関 トシテ存在 シ コレガ

答申案 ヲ厚生省二提出シ コレヲ厚生省ハ採 リ上 ゲテ改正案 ヲ発表 シタ.コ ノ案 二対 シテ学生ガ

反対 ヲ表明シタノデアルガ デモ マデ実行セネバナ ラナカツタ理 由ハ 厚生省案ハ却 ツテ改 悪

デアル ト云ウ事 ト共 ニ ココマデ押 シツメラレタ以上ハ モ ウ放 ツテオ ケナイ 人二頼 ツテイテ

ハ駄 目 大学当局二委セテオイテモ生温 イ 自分等 ガ立 チ上 ツテ実行 二移 ラネパナラヌ ト考 エル

ニ至 ツタノデア ロウ 不合理ハ益 々強化サ レ 大学モ実効 ノアル対策 ヲ立 テテクレナ イ トス レバ

立チ上 ガル ノモ無理ハナカロウ.周 知 ノヨウニ 現行イソターソ生 ニハ身分 ト生活 ノ保障 ガナイ

ノデアルガ 今度ハ ソノ上二 大学病院 二於テモイソターン採用数 ヲ20名 二制限スル ト云 ウノデ

アル.又 指定病院 ノ条件モ厳重 ニナル ガ ソレニ該当スル地方病院 ガ ドレダケアル カ.仮 リ晶

ソノヨウナ病院 ガ充分二有ル トシテモ 資格 ガ整イ 志願者 モ多イ大学病院 ニモ20名 ノ制 限 ヲ

付ケル理由ハ何力.ソ コデ 大学病院 二於ケル インターソ指導 ヲ縮 小シ 厚生省配下 ノ病院へ

振 リ向ケ ヨウ トノ考エデハナカ ロウカ 又 極 メテ安価ナ労働 力 トシテ イソターソ生 ヲ使用 シ

ヨウ トノ魂胆 ガアル ノデハナカ ロウカ 等 ト憶測サ レテモ仕方ガナイ.

医学部長会議 ノ結論ヲ重視セズ 厚生省 ノ諮問機関デアル医師試験審議会 ノ答 申 然モ ソノー

面 ダケ ヲ 所謂 ツマ ミグイ シタノモ納得出来 ヌガ コノ委員ハ厚生省 ノ任命スルモ ノデア リ

ソノ中 ニハ文部省 ノ大学教授モ含マ レテイル.ソ コデ委員ハ ニ足 ノワラジ ヲバ カヌヨウニ

公正 二 勇気 ヲ出シテ 本来 ノ責務 二逼進セラレン事 ヲ希望スル(昭 和38年12月)

購 読 要 項

1.発 行は毎月(年12画)と す る.年 間購読者 を以て会員 とす る.

2.会 員は年間予約購読 料金1,200円 を前納す る.1冊 料金120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宛.

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.

2.

3.

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.

原稿の長さは制 限 しないが簡潔にす る.

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.

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.

例.中 野=泌 尿 紀 要,

5.

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 て醗 訳 します

送 る こ と.醗 訟 の実 費 は 申受 く.

6.

文 献 の書 式 は 次の 如 くす る.著 者 名:誌 名,巻 数;頁 数,年 次.

1:110,昭30.Lazarus,J.A.:J.UroL,45:527,1941.

400

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,

抄録用の原稿を

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 ,




