
RIGHT:

URL:

CITATION:

AUTHOR(S):

ISSUE DATE:

TITLE:

編集後記 (泌尿器科紀要 第10巻第
4号)

編集後記 (泌尿器科紀要 第10巻第4号). 泌尿器科紀要 1964, 10(4): 234-
234

1964-04

http://hdl.handle.net/2433/112538



234

編 集 後 記

今年1月 二京大デ学術会議 ノ大学院問題 二関スル公聴会ガ開カ レタ,学 術会議会員3名 ト京大

大学院生代表1名 ノ意見 ガ述ベラ レタ後 二 学 術会議 会員 トー般参会者 トノ間 二討議ガ行 ワレタ.

コノ前 日二全 国大学院生協議会ガ京都 デ行 ワレタ関係 モア ツテ 全 国的二多数 ノ学生 ガ出席シ

質疑討論ガ活発 二行 ワレタ 会員側 ノ言 ニョレパ コソナニ盛 ソナ会合ハ初 メテ トノ事デ アル.

先 ズ会員側カ ラ種 々ノ話ガ為 サ レタ 大学院生定員 ノ充 足率 ハ 臨床医学系ハ100%ヲ 越シテイ

ル ガ ソレ以外 ノ部門・・ 多 クテ80%大 多数 ハ50%以 下デ アル トノ事.何 故二臨床医学 ノ ミガ

大学院志願者 ガ多 ク 他 ノ部門デハ少 イノカ.ソ コニー ツノ問題 ガア リソウダガ ソレハ トニ角

トシテ 大学 院ニテハ臨床医学 ダケハ特殊ナ事情 ニアル ヨウダ.会 員側 カラハ ソノ他 二 大学

院制度上 ノ欠陥 教官ヤ施設 ノ不備 大学院終 了後 ノ進路 待遇 ノ不明確サ等 二就テ 詳シイ説

明ガ為サ レタ 次デ学生代表 ハ 大学院生 ノ身分バー応 ハ学生 トナ ツテイル ガ 実態ハ何デアル

カ 充分ナ研究 ガ出来 ニクイ態勢 ニナ ツテイル 特 二問題 ニナツテ イル点ハ 生活 ノ不安定デア

ル奨学金制度 ノ貧弱サデアル 然ル ニコノ点 二就テハ3人 ノ会員バー言モ触 レラレナカ ッタ 等

ノ事 ヲ強調シタ 次 二討論二入 リ 全国 カラノ院生代表 ガ熱心 二発言 シタ ソノ主要点ハ 院生

ノ奨学金制度 ヲ確立セ ヨ ト云 ウ事デ アツタ 奨 学金 ノ当タル率ハ低 イシ 院生 ノ生活費 ヲ負担

出来ル家庭 ハ少 イカラ 仕方ナシニ アル バイ ト ヲ行 ワネバナ ラヌ.コ レハ勿論 勉強 ノ妨 ゲニ

ナル.コ ノ事 ガ最大 ノ問題 デアツタ.コ レニ対 シテ会員側ハ沈黙シテオ リ ー言 ノ応答モナカツ

タ ムシロ意外 ト云 ウヨウナ アツケニ トラレタ ヨウナ顔付キデ アツタ 恐 ラク院生 ニ トツテ生

活費 ノ問題 ガ コソナ ニ切実 デァ ロウ ト云 ウ事 ハ 会員側 ハ考エテイナ カツタノデハナカ ロウカ.

実際 二 閉会 ノ辞 ヲ述 ベタ会員ハ 会員 ト学生 トノ間 ニハ 時代的 年 令的 二大キナ断層 ガァル

事 ヲ初 メテ実感 シ 今後ハ院生 ノ要求 ヲ採 リアゲテ行キ タイ ト云 ツタ 会員ハ大学院 ノ理 念基

準 予算等 ノヨウナ高級ナ基本的ナ事柄 二捉 ワレテオ リ 院生ハ 実 生活 ト云 ウ切実 ナ問題 二最

モ強 ク悩マサ レテイル ノデアル.現 在 ノ大学院制度 ハ コノヨウニ不備ナモ ノデ ァル.ソ ンナ大学

院 ガ実在シテイル原因 ヲ厳 シク追求スベキデアル(昭 和39年4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。Urol.,45=527,1941 .
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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 て醗訳 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.




