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編 集 後 記

近頃 医界 ニハ問題 ガ多ク マス コ ミ ガ騒 イダ リ 医者 ガタタカレタ リシテイル.ソ ノ中 ニ

ハ 見当チガイノ意見ヤ 問題 ガ ハズ レタ リシテイルノモアル.私 ハ コレラニ対スルー ツノ

考 エ ヲ述 べテ ミョウ ト思 ウ.

広 ク医界 ヲ眺 メル ト 看護婦 ガ足 ラズ 辺地 二医師 ガナ ク 無給医局員ガ多数 ア リ 医療従事

者 ノ所得 ガ低 ク 診療施設 ガ不充分 デアル等 ノ事ガ問題 ニナ ッテイル 。

更 二広 ク 社会 ヲ見ル ト 養護 ヤ福祉 ノ施設 ノ貧弱サ等モ 大キナ問題 ニナ ッテイル。コ レラ

ハ イズ レモ ソノ通 リデアツテ 何 トカセネパナ ラヌ事バ カ リデアル.

然 シ 看 護婦 ヲ増ス タメニハ ソレダケノ養成機関 ガ必要 デアルシ 看護婦 ノ待遇 モ良 クセネ

パ ナラヌ.辺 地二医師 ヲ置 クタメ昌ハ ソレダケノ用意 ガ必要デア リ ソノ他 ノ問 題デモ ソレ

ゾレノ事情 ガアル,

トコロガ ソレラノ底流ニハ共通 ノ問題ガアルノデ アル.ソ レハ結局 経費 ガ極 メテ不充分 ニ

シカ 出サ レテイナイ トイウ事デアル.日 本 二於ケル医療費 ノ大部分 ヲ占メテイル社会保険 ノ医

療費点数 ヲ ミル ト 診察料 検査料 入院料 手 術料等ハ イカニ安価デアル カニ驚 ク.規 則 通

リ昌 コレヲ守 ッテイテハ医療ハ成 リ立 タナ イ.勿 論 コ レラガ安価デア ッタ リ 無料 デアッタ

リスルノハ ワル イ事デハナイ 然シ他 ノ物価 ト比ベテ ミル ト安過 ギル ノデアル.

日本 ノ医療費ハ米 国ノ十分 ノー 或 イハ ソレ以下 デアル.ト コ ロガ 国内 ニハ 自動車 テ

レビ カメラ等 ガ ハソラソ シテオ リ コレラノ価格ハ米国 ノソレ ト変 ラヌ.又 観光 トカ享

楽施設ハ米国以上 ノモノガアル.コ レラノ事 ニハ惜 シゲモナ ク金 ヲ費 ウ.産 業興隆 モ新幹線モ結

構 デアル.然 シ ソレニヨッテ 我国 ガ本当 二向上 シえイル ト思 ッテ ヨイカ.人 命 二関スル医療

ヤ幸福ニツナガル福祉 ノ事 ニハ金 ヲ出サズニ 自分 ノ享楽ニハ大金 ヲ出ス トイウ ソノ不釣合 ハ

ドウナ ノカ,

国情 ヲ動 カスカ ヲッ テイル政治家ヤ役人ハ コノ不釣合 ヲナ クシテ 国民二本当 ノ幸福 ヲモ

タ ラスヨウニ 粉骨砕身スル義務ガアル.党 利党略 トカ 団体 ノ利益追求等 二明ケ暮 レティル者

昌期待スル事ハ無意味 デアル.結 局ハ 国民全般 ノ自覚 ト良識 二倹タネバナラ ヌ(昭 和41年7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 ロ座番号

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.丈 献の書式は次の如 くす る.著 者名=誌 名,巻 薮=頁 数,年 次.

例.1)中 野;泌 尿紀要,1:110,昭30.2)Lazarus,J.A.=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

ブ ラィターを用いるこ 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.




