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編 集 後 記

医学部ハ基礎 ト臨床 トニ分 カレテオ リ ソレゾレノ 任務 研究内容 ハ大体 二分 カレテイルガ

両者相侯 ツテ完全ナ医学 ヲ形成シテユ クモ ノデアル ノハ当然デアル.両 者 ノ境界ハ必 ズシモ判然

トシタモノデハナイ トノ意見 ガアル ノハ勿論 デアル ガ 概 シテ云エバ ヤハ リ ソレゾレ独特 ノ・

領域 ト云 ウモ ノハアル.即 チ 研 究範 囲ハ 基礎 教室 ニテハ基礎 的ナモノデ アルシ 臨床教室 ニ

テハ臨床的ナモ ノデアル ノガ当然デア ロウ 勿論 コノ点ハアマ リ厳密 二云 ウワケニハユカヌ

ガ.特 二問題 ニナル ノハ 臨床教室 二於テ 甚 ダ基礎的 デアル ト考エ ラレル研究 ガ行 ワレル場合

デハナカ ロウカ.広 イ意味 デハ 基礎モ臨床 モナク 医学 ノ研究デア レパ ヨイワケデアルガ 基

礎 ト臨床 トニ分カ レテイル以上ハ アマ リニ基礎的ナ研 究ハ 臨床教室 デ行 ウヨ リハ 基礎教室

デ行 エバ ヨイデハナイカ ト思 ウ 臨床 ニハ臨床 トシテノ領域 ガア リ 臨床 デナケレベ出来 ナイヨ

ウナ研究 ヲ行 ウノガ 本来 ノ目的デハナ カロウカ.但 シ コノ際テ 研 究テーマ ーヨツテハ

基礎 ト臨床 トガ相携エテ 共同研究 ヲ行 ウ方法 ガア リ コレハ実際 二大 イニ行 ワレ 多大 ノ効果

ヲ挙ゲテオ リ 甚 ダ有意義 ナ研究方法デアル ト思 ワレル.

次 ニコレニ関連スル事 デアルガ 基礎的研究ハ基礎教室 ニテ行 ウ ト云 ウ事 ニナ レパ 基礎 教室

ヲ志望 スル学徒ハ増 加スル デアロウ.コ レハ 現在 大 イニ心配セ ラレテイル基礎学究 ノ減少ヲ

防 グ方法 即チ 基礎振興 ノ方法 ニモナル ノデハナカ ロウカ.

ココデ 大学院制度 二就 テー考 シテ ミヨウ 現在 大学院ハ基礎 ニモ臨床 ニモアル.ソ ノ制 度ノ

運営状況ハ教室 ニヨツテ種 々異ナルデア ロウガ 臨床教室 ノ大学院 ニテハ 副手 コース等 二比ベ

テ イワユル研究室 的ナ研究 ヲ行 ウ場合ガ多 ク 臨床 二携 ワル事ガ比較的少 イ ノデハナ カロウカ.

モシ ソウナ ラバ 臨床教室 ノ大学院 ト云 ウモ ノノ意 義ハ何 デアロウカ.臨 床的 ノ勉 強 ヨリモ研

究室的 ナ研究 ガ多イ ノデアルナ ラバ 臨床教室 ノ大学院へ入ル ヨ リモ 基礎 教室 ノ大学院へ入ル

方 ガ ヨイデハナカ 目ウカ.臨 床教室 ニテハ ア クマデモ臨床的 ノ特色 ノ多 イ勉強 ヲスルベキデハ

ナカ ロウカ.コ コマデ論 ヲ進 メテ来 レバ 臨床教室 二於 ケル大学院 ノ意義 ガ模糊 トシテ来 ル.臨

床 ニテハ大学院 ヨ リモ ムシ ロ 専門医制度 二重点 ヲ置 クベキデア ロウ ト云 ウ事ニナル

(昭和40年11月)

購 読 要 項

△購読料改 定のお知 らせ:昭 和41年 度第12巻 よ り,年 間購読料金

1,500円,1朋 料金150円 に改定いた します ので,よ ろしくお願

します.

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1,500円 を前納 す る.1冊 料金150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 会員 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.文 献 の 書 式 は 次 の如 くす る.薯 者 名:誌 名,巻 数:頁 数,年 次.

例.1)中 野:泌 尿 紀 要,1:110,昭30.2)Lazarus,J.A.

5.欧 文 抄 録 を 記 し,之 に は欧 文 の標 題,・所 属 機 関 名,

400

J.Uro1.,45:527,1941.

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 望の場舎は当編集部 にて翻訳す 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 の著者負担は4頁 迄 毎頁600円,そ れ以上の頁,ア ー ト頁,図 表,写 真,欧 文組版

等は実費を 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.




