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編 集 後 記

大学病院ヤ公的病院デハ医師ガ不足 シテイル.既 チ勤務医 ガ払底 シテイル。開業医ハ 僻地 以

外デハ過剰 デアル ヨウダ 日本全体 デハ 人 ロ ト医師数 トノ比率 ガ大体 二妥当デ アル カモ知 レヌ

ガ 地域的 二或ハ職域的 ニハ著 イ不均衡 ガアル ヨウダ.文 部省 ヤ厚生省 ノ役 人ハ 机 上 ノ数字 ヲ

主 トシ テ考工 現場 ノ実情 二疎イタ メデアル ノカ 医学生及 ζ医師 ヲ増加 スル必要 ハナ イ ト 簡

単 二考 エテイル ヨウダ,現 実 二勤務 医ガ如何二不足 シテ イル カバ 病院 ノ実 態 ヲ見 レ!ミ 直 グニ

判ル事デ アル.ソ コデ医学生 ヲ増シ 従 ツテ医師 ヲ増 ス事ハ勿論必要 デアル ガ 単 ニソレダケデ

ハ ナク 医師 ガ開業 ノ方 へ流 レ込 マズニ 勤務医 ガ増 ス ヨウナ方策 ヲ講 ジナケ レバナ ラヌ。 ソレ

ニハ ハ ツキ リ云エパ 勤務 医 ノ待 遇 ヲ良 クスル事 ダ.現 在 デハ 卒業後 ノ暫 クハ開業 スル ワケ

ニユ カヌカラ勤務医 ニナ ツテイル ガ ソノ内 二俸給 ノ低サ ノ故 二開業 スル事 ニナル.開 業医ハ

昔程デハナイガ 勤務 医 ヨ リハマシデアル,ソ レデ勤務 医 ノママデ継続 サセルタ メニハ ソ ノマ

マデモ生活 二不 安ノナイダケ ノ俸給 ヲ与 エ レパ ヨイ.ソ ウナ レバ勤務 医 ノ不足ハ解 消シ 開業医

ノ過剰 モナクナル.僻 地医師 ノ払底 デモ医師ガ ワルイ ノデハ ナイ.待 遇 ヲ充 分ニス レパ僻 地へ行

ク医師モアル.唯 コレラ ノ場合 二最 モ問題 ニナル点ハ 勤務 医 ノ大多数 ハ公務 員又ハ ソレニ準

ズル身分 デアル タメニ 医師以外 ノ公務員 トノ均衡 ヲ破 ツテ 医師 ダケ ノ待 遇 ヲ上 ゲル ワケニハ

ユカ ヌ ト云 ウ考エデアル.現 在 ノ法律 デハ ソウナ ツテイル ノデア ロウ.然 シ コノ考工方ハ戦後 二

始 ツタモ ノデ アル.大 学教授 モイツノ間 ニカ公務員 ト云 ウ事 ニナ リ 他 ノ役人 ト何 ラ変 ラヌ事 ニ

ナ ツタ.他 ノ勤務医 モ同様 デアル.コ レガー ツノ根本的 ノ問題 デアル.

次 二公的病院医師 ノ俸給 ガ低 イノハ 病院収入 ガ少 イ事 ニモ関係 ガアル.医 師払底 ノ折柄 医

師 ノ待遇 ヲ改善 シタイガ 病院収入 ガ少 イタメー コレ以上改善 出来 ヌ ト云 ウ事情 ガァル.コ ノ

原 因 ヲ除 クニハ 根本 的ニハ医療費 ノ値上 ゲガ必要デ アル.コ レニハ諸方面 カラ ノ反対 ガ ァロゥ.

人間 バー般 二自分 二不利ナ事 ニハ反対シ 他人 ノ損 ニハ平気デ アル カラ 医療費値上 ゲニハ反対

スル者 ガア ロウ.然 シ医師 トシテモ犠牲 ニナル ワケニハユ カヌ 勤務医 ノ払底 ニハ結 局 コノヨウ

ナ根 本的ナ点ガ問題 ニナル ガ ソレヲ是正 シナ ケ レバナ ラヌ(昭 和39年1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

L原 稿 の種類は綜説,原 著,臨 床報 告,そ の他.寄 稿 看は年 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 .

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 .

400

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 るぺ 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 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 .




