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610・

編集後記

イソター ン ノ意義 目的ハ 現在デハ 判 ツテイル ヨウデ 実ハ ハ ツキ リシテイナイノデ

ハナカ ロウカ.コ ノ制 度ガ始 メラ レタノハ 米国 ノ指令 ニヨツテ 米 国ノ ソレヲ真似 タヨウナモ

ノデ ァツテ 大学生 トシテノ教育 ダケデハ不充分 ナ ノデ 卒業後 二 全科 ノ実地修練 ヲ1ヵ 年行

ナ イ ソコデ国家試験(厚 生省試験)ヲ 受 ケ 合格者 二医師免許証 ヲ与エル トイウモ ノデア ツタ

初 メハ基 礎医学 ノ試験 モア ツタ ソノ後 段 々二変化ガ加エラ レ 現在 ノ 『ウナ形 ニナ ツタ.現

在 ノヨウナ形 トイツテモ 必 ズシモー定 シタモ ノデナ ク 実施法ハ大学 ニ ヨツテ異 ナ リ 厚 生省

モ コノ形デナケ レバ ナラヌ トモイ ワナクナツテイル.例 エバ 臨床 ノ全科 ヲ廻ルモ ノ 数科 ヲ

廻ルモ ノ 所 謂ス トレー ト方式 トイ ウモ ノモアル.初 メハ 全 科 ヲ廻 ル ノデア ツタガ コレハ将

来 何科 ヲ専攻 スル ニシテモ 臨床全般 二就 テ知 ツテオ クノガヨイ トノ考 エデアツタ.ソ レハ確

ヵ二意義 ノァル事デアル.内 科 ヲ専攻 シ ヨウトスル人 ガ 外科 ノ嘉 ヲ知 ツテイル事 ハ ムシ ロ

大切 ナ事デアル トモ考 エラレル,ソ レガ ス トレー ト方 式 トイ ウ事 ニナル ト 内科 ヲ専攻スル者

ハ 他科 ノ事ハ知 ラナ クテモヨイ トノ考エ ニナル.コ レハ イソターン ノ本来 ノ意味 二反スル

事 ニナル.内 科 ヲ専攻 スルナ ラバ 入局後 二 内科ハイクラデモ勉強出来ル ノデァル カラ ソレ

以前ニ イソター ソ ニオイテ 他科 ノ事 ヲ知 ツテイル ノハ ムシ μ 有利 デアル トモ考 エラ レ

ル.コ ノヨウニ イ ソターソ ヲ如何二運営スル カ トイ ウ事 ガ決 ツテイナイ.コ レハ インター

ソ ノ根本 ノ意 義 目的 ガ不明確 デアル カラデ アル.ソ レガ明確 デアルナ ラバ ソ ノ目的 二沿 ウ

ヨゥニ インターソ ノ 運営方式 ハ決 マル ワケデアル,先 ズ イソターソ ノ意義 目的 ヲ明瞭

ニスルベキデアル.然 ラバ ソノ内容方 式ハ自ラ決マルデア βウ.

大学卒業 ト同時 二国家試験 ヲ行ナ ウ トイ ウ案 モ変ナモ ノダ.コ ノ時期 ニハ マダ インターソ

制度 ノ中デ最モ重要 ナ実地修練 ヲ受 ケテイナ イ.ソZ時 二国家試験 ヲ行ナ ツテ合格 者 二医師免状

ヲ与 エル トィウ ノハ理屈 二合 ワヌ マタ コノ時ハ 大学 ノ卒業試験 ヲ受ケ タ直後デ ァル カラ

ソレ ト重複スル事 ニナル.更 ニ ソノ試験後 二実地修練 ヲ受 ケル ワケデ アルガ ソレガ 確 実 二

有効 二行ナ ワレルカ ソレヲ如何ニシテ証 明スル カ トノ問題 ガ残ル(昭 和41年6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1,500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.1)中 野:泌 尿紀要,1:110,昭30.2)Lazarus,J.A.:」.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 ーマ孚著者名を附け,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 .




