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辺 地診療 二協力スル医師 ガ少イ ト言 ツテ 医師 二批難ガ向ケ ラレル事 ガアル ガ ソノ責任 ノ大

半 ハ医師 ヲ迎エル条 件ノ不備 ニアル.条 件 ガ整 エパ 無医村モ少 クナルデア ロウ 不充分 ナ事 晴

ノ下 二辺地へ行ケ ト言 ウノハ 言 ウ方 ガ無理デ アロウ 厚生省関係デ 種 々ノ企画 ヲ立 テテ決定

スルガ ソ レニハ医師 ヲ必要 トスルモ ノヴ多 イ ソノ場合 二果シテ医師 ヲ募 集シ採 用出来ル ヵ.

保健所 ヤ公衆衛生関係 ノ新企画モ結溝 ダガ ソレニ必要ナ医師 ヤ看護 婦ガ得 ラレテイル カ,近 頃

定 メラレタ救急病医院令デ¥常 時診療 二従事 シテイル医療者 ト充分ナ設備 ノ見 込 ミハアルノヵ.

ソレガナケ レパ企 画倒 レニナル.単 二上 カラ ー方的 二法令 ヲ作 ツテモ中味 ヲ伴 ワネパ無意味 ド

コ官力 却 ツテ有害デア ロウ

◇

厚生省デハ 公的生格 ヲ有スル病医院 ノ開設等 ヲ規制シテ ソノ地域的偏 在ヲ防止 シ 医療機

関 ノ計画的整理 ヲ計ル事 ヲ目的 トシテ 今般 改 正省 令 ヲ制定 シタ.コ レニ基 ヅキ 「地域 ゴ トノ

必要病床数 ノ算定 二当タ リ使用スル数 慎ヲ定 メル」 告示ガ定 メラ レタ 詳細ハ私 ニハ判 ラヌガ

ァマ リ規則 ヅクメデア ツタ リ 机 上 ノ空論 デナ イヨウニ願 イタイ.医 療機関 ガ都市 二偏在スル事

ヲ防グ ト言 ツテモ 都市 二集中スル ノハ当然デモア ロウシ 無理 二地方 二分散サセ ヨウ トシテモ

果 シテ医師ヤ看護婦 ガ地方病院 へ充分 二行 クデア 巨ウカ.患 者 ニシテモ田舎 ヨ リハ都会 ノ病院へ

行キ タイ ト言 ウ気持 モアル.又 医育機関 ニツイテハ 使 命達成 二必要 ト認 メラ レル病床数 ヲ基

準 トスル トノ事デ アルガ ソノ基準ハ誰ガ ドノヨウニシテ決 メル ノカ.マ サカ 大学病院 ノ病

床数マデ厚生省ガ決 メヨウ トスルノデハナカ ロウ.コ ノヨウナ事柄 ハ医学 教育 ニ トツテ極メテ重

要 デアルカラ 大学当局者ハ 無 関心 デアツテハナ ラヌ.後 ニナツテ悔 ソデモ仕方 ガナイ

◇

日本 ノ医師全員 ガー致団結 スル ノハ ワル クナイ 唯 ソレガ ドノヨウナ団体 ニナル ノカ.団 結

ス レパ ヨイ ト言 ウワケデハナイ.良 イ団体 ニナルカ ドウカ.又 種 々ノ立場 ニアル医師 ガ強 固二

結パ レ得ル カ.ツ マ リ日本医師会 トシテー本 ニナ リ得 ルカ.会 長五選 トカ 全執行部当選シテ従

来 二増ス強固ナ執行部 トナ ツタ トカ ソノヨウナ事デ鬼 ノ首 デモ取 ツタ ヨウニ喜 ソデ イテヨイ カ

(昭和39年6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.

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. 文献の書式は次の如 くす る.著 者名:誌 名,巻 数:頁 数,年 次.

300語 以内の欧交抄録を記 し,之 には欧文 の標題,所 属機関名,

400

例 。中 野:泌 尿 紀要,45:527,1941.

5・ 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。蘇 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 含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.




