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編 集 後 記

医療費問題ガ ゴタツイテイル.今 日デハ医療費 ガ低過 ギル事ハ 明ヵデ ァル カラ 医師側 ガ但

上 ゲヲ要求スル ノハ当然デアルガ 支払者側 ガコレヲ抑 エ ヨウ トスル ノデ アル.一 般に払 ウ方ハ

少 クシヨウ トスル.相 手ガ ドソナニ困 ロウガ支払 ヲ渋 ル.然 シ ソレハ無理ナ事ダ.ヤ ハ リ正当ナ

値段 デ協定セネパナラヌ.厚 生省モ低医療費 二抑エ ヨウ トスル ノガ本音デ アル.コ ノヨゥニ ゥマ

ク行 ヵヌノ・・相互 二信頼感ガ乏 シイ事 ガ大キナ原因ニナツテイル.反 医師側デハ更 ニ ー部 ノ医

師 ハ不正或ハ不適当ナ事 ヲ行 ツテ収入 ヲ増シテイル ト思 イ コノ際医療費 ヲ上ゲ レパ ソレラ ノ

不正医者 ノ収入ハ更 二増スカラ医療費ハ上ゲラ レヌ ト思 イ 従 ツテ医者 ノ実 態 ヲ調 査セネバナラ

ヌ ト云ウ コノ医者 ノ不正 ノ問題ハ 表面 ニハアマ リ出ナ イガ 反医師側 デハ腹 ノ中二根強 ク存

在 シテイル.ソ ソナ実例モ皆無 デハナ カロウ.コ ノ点ハ医師側モ反 省セネパナラ ヌガ コレニ対

シテハ別 二適当ナ方策ガ講 ゼラ レル トシテ 多 クノ医師ヤ病院ハ低 医療 費二泣 イテイル事ハ確 ヵ

デアル.医 療費 ガ低過ギル ト不正モ起ラ ヌ トハ云 エヌ.悪 循環デアル.医 師側カ ラ云 エバ 支払

老側ハ医療費 ヲ不当 ノ方 向に使 ツテイル点モアルカラ ソノ実態 ヲ調査 スベシ ト云 ウ事 ニナル.

最近 ニハ 医療費 ヲ公共料金 ト見倣シ 従 ツテー一一re公共料金 ト同様 二1年 間 ハ据置 キ トスル ヨ

ゥナ話 ガァル.医 療 費是正ハ今 二始 ツタ問題 デハナ ク 以前 カラ論議サ レテイタモ ノデ ァ リ タ

マタマ38年 末 二協定二達 シナ カツタ ト云 ウ実情デアル.他 ノ公共料金 ニハ39年1月 カラ値上 ゲ

ニナ ッタモ ノモ アル.コ ノ辺 ニモ 政府 ヤ政党 二於テモ 何 トカシ テ医療費 ノ値上 ゲヲ阻止シ ョ

ゥ トノ魂 胆が窺 ワ レル.政 府 ノコノ意 図ガ発表サ レタ時 二 厚生省 ノ役人ハ 武見会長 二初 メテ

勝 ツタ ト云 ツテ大 イニ喜 ンダ ト云 ウ 厚生省ハ医療費 ノ問題 ト云 ウヨ リモ本質的 二医者 ヲ憎ソデ

イル ヨウニ見エル.

諸物価 ハ上 ガル ノニ 医者 ダケガ低医療費 ノ犠牲ニナラネバナラヌワケハナ イ.モ シ コノママ

デ押シ切 ラ レル ヨウナラバ 医師会ハ何 ヲシテイル ノカ ト云 ワレテモ仕方 ガナイ 健保診療 ヲ返

上スル位 ノ気慨 ト実行 力 トガア ツテモ ヨイ 徒 ラニ高遭難解ナ大言壮語デハナ クテ 誠実 ナ 地

味ナ 行動が大切 ナ ノデハナ カロウカ(昭 和39年2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

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.

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.

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.Uro1.,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,

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翻 訳 します.抄 録 用の原稿を

送ること.翻 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,




