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編 集 後 記

医者 ト患者 ト世間 トニ関 スル事デ 近頃 気 ニナル事 ガア ッタ 池 田前首相 ノ病気/時 二 前

癌状態 ト云 ウ言葉 ガ広 ク用イラレタ トコロガ 逝去 ノ直後二 党 幹部ガ テ レビ デ 「癌 デ

アル事 ハ初 メカラ判 ッテイタ 事情 ニヨッテ ソレヲ発表 シナ カッタ」 ト語 ッテ イタ.新 聞 ニモ

同ジ意味 ノ事 ガ出テイタ 同ジ様ナ事 ガ 市川団十郎 氏ノ逝去後 ニモア ッタ 新聞 二 「手 術 ヲ行

ノタガ 既 二癌 ガ拡ガ ッテイタ ノデ ソ ノママ閉ジタ 後 デ 他人 ノ胃ノ摘出標本 ヲ見 セテ コ

ソナニキ レイニ トレタ 癌デハナイ ト説明シタ」 ト書 カレテイタ コノニ ツノ事柄 カラ私ハ異

様ナ感ジヲ受 ケタ 医師 ニハ 既 二明白ナ癌デアル事 ガ判 ッテイテモ ソノ真相 ヲ本人 ニモ 世

間 ニモ伏 セテ 前癌状態 デァル トカ 癌 デハナ イ ト云 ウ事 二対 シテハ 諸 種 ノ意見ハアルガ ソ

ノヨウニ対処スル ノハ妥当デアル ト云 ウノガー般ノ考 工方 デアル.ソ レハ ソレデ ヨイ ト思 ウ 唯

ソノ後二問題 ガアル.テ レビ モ 新聞 モ 癌 ノ場合 ニハ 医老ハ患 者二対 シテハ本当 ノ事 ヲ云

ワズ 更二他人 ノ手 術標本マデ持 チ出シテ 患者二嘘 ヲ云 ウモノダ ト云 ウ事 ヲ 世間 二広 ク知 ラ

セタ事 ニナル.世 間ニハ 現在 癌 デハ ナイ ト云 ワレテイル者 前癌状態 卜云 ワレテ イル者 手

術後二医者 ヤ周囲 カラ癌 デハナ イ ト云 ワレテ イル者等 ガ多数アル.コ レラ ノ人 々モ ココニ書 イ

タ事柄 ヲ テレビ ヤ 新聞デ見聞スル ニ違 イナイガ ソノ時 ニハ ドノヨウニ思 ウデア βウカ.

自分モ本当ハ癌 デアル ノニ 心配サセヌタメニ 真相 ガ告 ゲラレズ ニ嘘 ガ云 ワレテイル ノデハ ナ

カ ロウカ ト 不安 二感ジ ショック ヲ受 ケル事ガアル ト思 ウ.ソ ノ人々ニ トッテハ実 二残酷ナ

事 デアル。真相 ヲココマデ曝露スル事 ハ無用 ト云 ウヨリハ有害 ト云 ワネパナ ラヌ.コ ノヨウニ全

ク思慮 ノナイ言動 ガ医者ヤ有識者 ノ間 デモ軽 々シ ク行 ワレテイル事 ニ ア キレザル ヲ得 ナイ.

意味ハ違 ウケ レドモ 専門外 ノ評論家等 ガ イソターソ制 二就テ 医者ニナル タメニハー年 デ

モ長 ク修練スル事 ハヨイ ト簡単 二片付 ケタリ 医療費問題 二就テ 医療費 ハ低 イ程 ヨイ ト云 ウ ヨ

ウナ ー方的ナ意見 ヲ述ベル ノモ ドウカ ト思 ウ.

他方 政界実 力者 ガ病気ニナル ト 大学教授ヤ 日医幹 部等 ガ俄 カニ マス コ ミ ノ表 面二出テ

大騒ギスル ノモ ドウデア ロウカ(昭 和41年1月)

購 読 翼 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1,500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.

2.

3。

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.

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.
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例.1)中 野:泌 尿紀要,J.Urol.,45:527,1941 .
5.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 は当編集部にて翻訳す る.抄 録用の原稿を 送るこ と.翻 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.




