
RIGHT:

URL:

CITATION:

AUTHOR(S):

ISSUE DATE:

TITLE:

表紙・目次 (泌尿器科紀要 第10巻
第7号) 編集後記・購読要項・投稿
内規

表紙・目次 (泌尿器科紀要 第10巻第7号) 編集後記・購読要項・投稿内
規. 泌尿器科紀要 1964, 10(7): 424-424

1964-07

http://hdl.handle.net/2433/112576



泌尿「eV剃0巻 第7号 昭和39年7月31日 発行(朗1回 月末発行)昭 和34年12月2日 第3鯉 便槻 可

Vol. 10, No. 7 Acta Urologica Japonica July
, 1964

泌 尿礫 唄 紀 要
第1・ 巻 第 ・ 号 鞭 　 1

、、ll　 昭 和39年 ・月

舗 灘 轍 して奪誕i';i・ ・…i・//i:・:大 北 騰357
　 コリヘ ロ　 ゆ いしコ

(各種ホルモン影響下に於ける前立腺一 アターゼに

っいての実験的研究 大野 文夫…359

腎孟腎炎の診断に関す る鉄剤及び尿の滲透圧 の利用

中新井邦夫 ・吉野 一正 ・岸 良治 ・常俊 章…371

Cryptococcosisに 於け る腎臓 の変化 について

(汎発性CryPtococcosisの1例 を中心 に)

巾 拓磨 ・新井 京子 ・桝田 和子 ・

小坂不二彦 ・西井 治子 ・林 成徳…377

Neuroblastomaの2例 磯部 泰行 ・生駒 文彦 ・桜井 易 ・

磯尾 泰樹 ・谷口 照彦 ・室 徹…387

脊損患者の膀胱 尿管逆流 近藤 賢 ・内藤 政男 ・

河田 幸道 ・島野'k'一郎…399

腹側不完全重複尿道 の1例 前川 正信 ・豊 島 淑…410

泌尿器科領域に於け るサイ クロセ リソ(サ イク ロマ イシン)の 応用

田村 一 ・名出 頼男 ・牧 野 孝三…414

編集後記 ・講読要項 ・投 稿内規424

Studies on Prostatic Fluid 

 Experimental Studies on Acid Phosphatase of the Prostatic 

 Fluid under Various Hormonal Influences.  F.  Oono•.-359 

Iron-Soibitol-Citric-Acid and Urine Osmolarity Used for Diagnosis of 

 Pyelonephritis.  K. Nakaarai, K. Yoshino, R. Kishi and A.  Tsunetoshi•371 

Changes of the Kidney in Cryptococcosis  : 

 A Case of Generalized Cryptococcosis. 

 •••T . Haba, K. Arai, K. Masuda, F. Kosaka, H. Nishii and S.  Rin•377 

Neuroblastoma : Report of Two Cases, with Special Referance to 

 Dopamine-Secreting Tumor. 

 •••Isobe, F. Ikoma, T. Sakurai, Y. Isoo, T. Taniguchi and T.  Muro••.387 

Vesicoureteral Reflux in Traumatic Paraplegics  : 

 A New Concept on its Etiology and its Treatment. 

 M. Kondo, M. Naito, Y. Kawada and E.  Shimano-•399 

A Case of the Ventral Incomplete Duplicated Urethra. 

 M. Maekawa and T.  Toyoshima••  .410 

Evaluation of Cycloserine in the Treatment of Urinary 

 Tract Infections Caused by Drug Resistant Bacteria. 

 H. Tamura, Y. Naide and K.  Makino••414

京 都 大 学 医 学 部 泌 尿 器 科 学 教 室

泌 尿 紀 要

▲ctaUro1.Jap.

Department of Urology, Faculty of Medicine, 

   Kyoto University, Kyoto, Japan 

 Editor : Prof.  Tautomu  INADA



424

編 集 後 記

京大医学部 ノ大学院生副手会 ノ主催デ 東 大物療 内科講師 高橋胱正 氏 ヲ招 キ 「医学教育 ノ問

題点」 トノ題 目デ講演討論会 ヲ開 イタ 同氏 ハコノ問題 二就テ ノ造詣 ガ深 グ 既 二雑誌 「自然」

二論文 ヲ発表 シテイラレル.コ ノ講演ハ医科大学臨床教室 ノ在 リ方 ヲ中心 トスル モノデ ア リ ソ

ノ論 旨ヲ要約スル ト次 ノ如 クデアル.

第一 二教育機 関 トシテハ 学部教育ニテ 教育 目標 ノ整理ガ必要 デア リ 教養学部 ニオケル生

物科学方法論 ノ充実 病理過程(基 礎医学)ト 臨床医学 トノ分離 基幹 教育(内 科 外科等)ト

専門教育(耳 鼻科 泌尿器科等)ト ノ区別 実習過程 ノ強化 選択科 目ヲ増 シ 単位 ノ取得 ヲ全

国各大学共通 トスル.次 二卒業後教育ニテハ 無給研修 制度 ヲ解 消スル事 ガ前提 デア リ 医学 ノ

社会公共性 ノ増大 資本投下 ノ回収 ノ困難 医学 ノ科学性 ノ増大 研修 効率 ヲアゲテ ノ期間 ノ短

縮 臨床的競修 ト無関係ナ学位論女 ノ切 リ離 シ 専門医 ノ資格 二変エル事。第ニ ニ研究的診断機

関 トシテハ 先 ズ臨床研究二於 テ 医師ガ個 人 トシテデナ ク ー定 ノ機構 ノ下 ニテ治効等 ラ決定

シ 臓器個々デハナ ク個体 トシテ病像 ヲ観 察シ 生体 ニテハ 自然治癒 ガ本態 デアル ト考エルベキ

デ アル.標 準治療 ト新療法 トヲ併用 スベク 効果判定二当 ツテハ自然治癒 ト区別セ ネバナ ラヌ.

次二学 位論文 二関シテハ 臨床医学 ノ研修過程 ニフサ ワシイモ ノニ 限定 スペ キデアル.臨 床教

室ニテ病理研究 ヲ行 ウノハ効率ガ低 ク 更 二臨床 研究過程 ヲ圧迫スル.学 位論交 ノ審査 ハ各大学

デヤ ラズニ全国的ナ機関 ニテ行 ウペキデアル.第 三 二上級診療機関 トシテハ 臨床科(内 科等)

ヲ更二分科スル ト共 二綜合 ノ面モ考慮 スル.器 官 別 機能別各科 トー般医学 トノ有機的結合デァ

ル.診 療所 地域セソター病院 大学病院 ノ間ノ有機的結合モ必要.次 二上級医員 ノ プール ト

シテ ノ性格バ アルガ 地方 ノ病院ヤ大学 トノ封建的学閥的系列化 ヲ排除 セネバ ナラヌ。

大体 二以上 ノ如 ク 現在 ノ医制 二関スル重要問題ハ殆 ド論ゼ ラレタ 私ハ コレラニ就 テ既 二

意見 ヲ発表シタ点 モア リ 又 コノ講演ニ ヨツテ 初 メテ ハ ツキ リト教 エラ レタ所 モアル.私

トシテハ以上 ノ論旨二大体 二賛成デアル.唯 重要ナ事 ハ 個 々ノ問題 ヲ現実的二如何 二解決 シ

テユ クヵデ ァル.ソ レハ仲 々困難 ヲ伴 ウデア ロウガ トニ角 可能 ナ点 カラ実行 二移サネバナラ

ヌ(昭 和39年7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 .400
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,Uro1 .,45=527,1941.
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.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 .




