
RIGHT:

URL:

CITATION:

AUTHOR(S):

ISSUE DATE:

TITLE:

表紙・目次 (泌尿器科紀要 第10巻
第11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11号) 編集後記・購読要項・投稿内
規. 泌尿器科紀要 1964, 10(11): 838-838

1964-11

http://hdl.handle.net/2433/112628



泌尿紀要 第IOaS第11号 昭和39年11月3・ 日 発行(瑚1回 月末 発行)昭 和34年12月2,第3酬 働 嗣

Vol. 10, No. 11 Acta Urologica Japonica November
, 1964

嗣圏■■ 剛 一■励 邸 ㌍咽 ■■ 画o幽 」

泌 尿 欝 臓 紀 要
第1・ 巻 第11

一号'繊 か ・1∵ 昭 和39年11月

懸 綴 験的研究 機 ∴ ・・醗 一 新島 端一
120-Methylcholanthreneに よ 一 竹中 生昌…745

外傷性脊髄損傷患者 の泌尿器科学的研究

第H報 膀胱 内圧及び尿道抵抗 と,そ れ らに及ぼす薬剤の影響について 伊藤 順勉…759

消化器疾患を合併せ る原発性副 甲状腺機能尤進症の3例

竹内 正文 ・大川 順正 ・矢野 久雄 ・宮川 光 生 ・

木下 勝 博 ・前川 正信 ・松永 武三…778

膀胱腫瘍のX線 的 診断法
……後藤 薫 ・尾関 信彦 ・伊藤 鉦二 ・磯貝 和俊 ・木村泰治郎 ・西 守 哉…787

泌尿器科領域に於け る リンパ系造影法の研究(第2報)

百瀬 剛一一・朝倉 茂夫 ・平岡 真…792

尿酸結石症 を伴 える痛風 の1例 地土井裏螺 ・竹中 生 昌 ・茶幡 隆之…804

腹壁に痩孔癌を合併 した前立腺紡錘形細胞 肉腫の1例 嶋田 孝宏 ・松坂 義孝…808

コリマイシソの尿路感染症における応 用

製剤,力 価,投 与量,投 与方法に関 して,及 び メタソスル ポソ酸塩100mg筋 注治験

西浦 常雄 ・横山 繁…812

泌尿器科領域におけ るコ リマイシソ(メ タソスルフオン酸塩)の 臨床応用

大村 順一 ・大森 弘之 ・東野 秀雄…822

SulfamethylthiazoleとMethenコmineMandelate合 剤の尿路感1染症への応用

石津 俊 ・Tlf川 元明 ・町 田 豊平 ・長谷川末三 ・山本 邦一…829

編集後記 ・購読要項 ・投稿内規838

Experimental Studies of Prostatic Tumors. 

 I. Production of the Prostatic Tumors of Rat with  20-Methylcholanthrene. 

   I.  Takenaka••745 

Urological Studies on Patients with Traumatic Spinal Cord Injury 

 Part II. Intravesical Pressure and Urethral Resistance with a Reference to 

Effects of Drugs. Y.  Ito•••759 

Primary Hyperparathyroidism with the Gastrointestinal and the Pancreatic 

 Disorder : Report of Three Cases. M. Takeuchi, T. Ohkawa, 

          H. Yano, M. Miyagawa, K. Kinoshita, M. Maekawa and T.  Matsunaga•778 

Urographic Diagnosis of Bladder Tumors.   K. Gotoh, N. Ozeki, 

                                 S. Itoh, K.  Isogai, T. Kimura and M.  Nishi•787 

Studies on Lymphangiography in Urology (The Second Report). 

 G. Momose, S. Asakura and M.  Hiraoka•••792 

A Case of Gout with Urolithiasis.  J. Chidoi, I. Takenaka 

                                                          and T.  Chabata•804 

A Case of Spindle Cell Sarcoma of the Prostate Accompanied by Canceroid of 

 Fistula on the Abdominal Wall.  T. Shimada and Y.  Matsusaka••808 

Colimycin (Methanesulfonate 100 mg Base Vial) in Urology. 

 T. Nishiura and S.  Yokoyama••812 

Clinical Use of  Colimycin in Infections of the Urinary Tract. 

 J. Oomura, H.  Oomori and H.  Higashino••822 
Use of Combined Drug of Sulfamethylthiadiazole and Methenamine Mandelate 

 for Treatment of Urinary Tract Infection. S. Ishizu, 

                     M. Furukawa, T. Machida, S.  Hasegawa and K.  Yamamoto•829

京 都 大 学 医 学 部 泌 尿 器 科 学 教 室

泌 尿 紀 要

Act畠Uro1.J邑p.

Department of Urology, Faculty of Medicine, 

   Kyoto University, Kyoto, Japan 

 Editor : Prof. Tsutomu  INADA



838、

編 集 後 記

イソターン制度 ノ改革 ガ問題 ニナ リダシテカラ何年程経過 シタデァロウカ.10年 ニモナ ロウカ.

私 モ本欄デ何回 トナ ク意 見 ヲ述ベ タ ソノ間二国家試験 ノ課 目ガ減ル トカ 期 日ガ早 クナル トカ

ノ多少 ノ変更ハァツタガ 本質的ナ変化ハナカツタ ー ツノ制度 ガー旦出来ル ト ソレヲ変 エル

ノハ仲 々難 シイガ インターン制モ 改革 ノ要望 ガ強イ ニモ拘 ラズ ソノ変更ハ特 二困難 ナヨウ

デアル.ソ ノ理由ハ色々アロウガ 大学側 ガァマ リ関心 ヲ払 ワナカ ツタ事 学生 モ卒業シ テシマ

ウ ト熱意ガナクナル事 厚生省 ガコノ制度 ヲ固執 スル事等ガアル.然 シ大学 モ厚生 省モ イツマ

デモ放 ツテオクワケニユカズ 最近ハ漸 ク大キナ問題 トシテ採 リアゲ ラレテ来 タ.コ レニ関係 ノ

アル機 関ハ幾 ツモアル ガ ソノー ツニ所 調 八人委員会 トイ ウノガアル.コ レハ厚生大臣 ノ指名

烹・タ委 員カ ラ成ル諮 問機関 デアツテ 純粋 ナ第三者的性格ハ持 ツテイナイガ 実質的 ナカバ 他

ノ機関 ヨ リモ大キイ 最近 コノ委員会カ ラ厚生大臣へ意 見書 ガ提出サ レタ.ソ レニ ヨル ト 現行

インターン制度ハ廃止スル 大学卒業後 二国家試験二合格 シタ者 ニハ医師免許 ヲ与 エル 但 シ

独立シテ医業 ヲ行 ウタメニハ 特定 ノ教育病院 ニテ 少 ナク トモ1年 間義務 トシテ研修 ヲ行 ワネ

バナ ラヌ 以上ガ要 点デ ソノ他 二 大学 教育病院 ノ充実 国家試験及 ビ研修方法 ノ検討等 ガ

述ベ ラレテイル.コ ノ文面 ニヨル ト 国家試験 二合格 ス レパ 独立医業 ハ出来ナイケレ ドモ 身

分ハ医師デァ リ 俸 給モ受 ケラレル ト解セ ラレ 従来 カラ問題デア ツタ身分 ト待遇 ノ不備 ガ解消

スル ト考エ ラレル ノデァル ガ 突際二厚生省 ガ考エテイル ノハ ソンナモ ノデハナク ヤハ リ

イソターソ終了後 二初 メテ ソレラノ処遇 ヲ与エ ヨウ トスル モノデアル ト伝聞 スル コレハ ドウ

イウ事デアル カ.国 家試験ハ イズレニシテモ行 ウ コレニ合格ス レバ免許ハ与エル ガ 独立医

業ハ出来 ズ 就職 シテモー人前 ノ俸給ハ出サ ヌ1年 間 ノイソターソ後 二初 メテ正当 ノ医師 ト認.

メル ト云 ウ事デアル.コ コニハ種 々ノ問題ガ残ル.卒 業後 二免許 ヲ貰 ツテモ コレハ有名無実

ノモノダシ 若シ試験 二落チタ場合 ニハ ドウナル ノカ.

本来ナラバ インターン制 ノ方法 ヲ論 ズル前 二 先ズ国家試験 ガ絶対 二必要 デァル カ否 カニ就

テ審議セネバ ナラヌノデァルガ 従来ハ コレガ殆 ド為サ レテイナイ 遅 ガケナガラ今後ハ コノ点

ノ審議 ヲ要 スル(昭 和39年11月)

購 読 要 項

1.発 行は毎月(年12回)と し,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 開業の崩,

送金方法等 を御記入の上編集部卑.

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,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 看 名:誌 名,巻 数:頁 数,年 次 .

例.中 野:泌 尿 紀要,1110,昭30.Lazarus,J.A.:J.Urol.,45=527,1941.

5.

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 集部にて練訳す る.抄 録 用の原稿を送

ること.醗 訳の実費は申受け る,

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.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宛
,書 留便.




