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編 集 後 記

医療費問題ガ モメテイル,初 診料ヤ入院料 ヲ ミタダケデモ 医療費 ノ低サ ガ判 カル ガ コ

ノタメニ診療側ハ長 イ間 困 ツテイル.ソ ノ困 リ方 ガ最 モ明 ラカニ判カル ノハ公 的医療機関デ ァ

ロウ,税 金 ヲ払 ワズ 医療従事者 ノ俸給 モ高クナイ ノニ 黒 字経鴬 ハ望 ミガタイ 開業医 ノ場合

ハ ヨク判 ラヌガ 霜護婦 モ充分 ニハ置カズ 家族グル ミデ 時 間二構 ワズ ニ働 イテモ 報酬ハ昔

二比べテ問題 ニナ ラヌ低 サデアル,医 療 費ヲ上ゲル ニハ ソ ノ前提 トシテ実態調査 ヲ行オ ウ トノ

考エガアル ガ ソレニハ殺生ナ点モアル.一 般 二値上 ゲヲシヨウ ト云 ウ時 ニ ドノ職 業デモ実態

調査ガ行ワ レテイル ワケデハナイ.然 シ全 クコレヲ拒 ム ノモ ドウカ,何 トカ妥協 ノ出来ル方法 ハ

ナイモ ノカ.イ ズ レニシテモ支払側 ハナルベ ク低 イ医療費 二抑 エ ヨウ トスル デア ロウ ソレハ

ケシカラヌ事 ダ.妥 当ナ トコロマデ上ゲル事ガ必要デ アル.ソ コデ 上 ゲル ニシテモナルペ ク個

人負担 ニナラヌヨウニ 出来ル ダケ国庫負担 ニセ ヨ ト云 ウ ソレモ或 ル程度 ハ ヨイデア ロウ.然

シ国費 ト云 ツテモ国民 ノ税金デアル.国 費デサエア レパ ヨイ ト云 ウワケニハユカ ヌ.ソ レニ就 テ

モ広 ク公正 二考エル事 ガ必要デアル.コ ノ辺 リデ現在 ノ医療費制度 ヲ根本的 二考エナナス ノガ最

モ ヨイ ト思 ウガ 今 ノ世 ノ中デハ ソレハ望 ミガタイデ アロウ.ソ シテ イツマデモ ゴタゴタヤ

ツテユクノデ アロウ.

医療費問題 二就 テ大学病院 ガ全 ク沈黙 シテイル ノハ ドウイウワケカ。国立 ダカラ経 営ハ ドウナ

ツテモ痛痒 ヲ感 ジナイ ト云 ウノカ.大 学 ガ金銭 ノ事 ヲ云 ウノハ沽券 二関 ワル ト云 ウノカ.金 ノ事

ハ医師会 二任 セテ置 イテ 値上ゲ ニナ レパ大学病院デモ値上ゲ ニナル カラ 黙 ツテイヨウ ト云 ウ

ノカ,値 上 ゲニナ ツテモ直 チニ施設ガ大幅 二改善サ レタ リ 職員 ノ待 遇ガ上 ツタリシナイカモ知

レヌガ ソソナ事 トハ別 二 医療費 ガ妥当ナモノデ アルベキ事 ヲ主張スル ダケノ義務ハア ロウ.

自分デハ要求 セズ ニ人二委 セテ置 キ 値上ゲ ニナ ツタ時 ニハ ソレニ便乗スル トイウ ズル サ

ガ内心 ニナイカ.

本年 カラ改正ニナ ツタ診療報酬点数表 二於 テ 次 ノモ ノ等ハ低 イヨウニ思 ウ(泌 尿器科 関係)

腎機能 ノ色素 濃縮 稀釈試験140円 膀胱穿刺240円 膀胱洗瀞240円 尿道 ブジー法120円 尿

道側管 治療60～240円 尿道周囲膿瘍切 開術240円 その他(昭 和40年2月)

購 饒 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 ぎ,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 尿糸己要,

5.

な るべ く タイ プ ラ イ タ ーを用 い る こ と.

る こ と,蘇 訳 の 実費 は 申受 け る.

6.

交 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.,

300語 以 内 の欧 文 抄 録 を記L.之 に は 欧 文 の 標題,所 属 機 関 名,

45:527,1941.

400

ローマ字著者名を附け,

希望 の場合は当編集部にて翻訳す る.抄 録用の原稿 を送

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 を無料贈塁,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.




