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編 集 後 記

イソターソ問題モー向二進展 シナ イ 先般 ノ国立大学医学部長会議 デハ 従 来カラ ノ3原 則

即 チ イソターソ制度ハ廃止 スル 大学卒業後直チニ国家試験 ヲ行 ッテ合格者二医師免許証 ヲ与

エル ソノ後 二医育機関二於 テ実地修練 ヲ行 ウ トイウ事 ヲ再確認 シタダケデァ リ ソレヲ報道

シタ新 聞記事 ノ中 ニモ指摘サ レテイタヨウニ 国家試験及 ビ実地修練 ノ実施方法 二就 テハ未定デ

アルシ ソノ間 ノ生活 保障 ノ点 ニモ全 ク触 レテイナイ.コ ノ問題 ガコソナニ渋滞 シテイル ノニハ

多 クノ原因 ガア リ ソレヲ挙 ゲ レパ限 リガナイ ガ 無給 医局員 ヤ大学院 ノ制度 トモ関連スル事

問題 ヲ審議スル機 関ガ多数 ニアル事 ソレラ ノ問 二連絡 ガナイ事 ソ レラノ委員 ノ顔触 レガ任期

邑ヨッテ絶エズ変 ル事 委員 二献 身的ナ熱意 ガナク 例エパ3原 則 ヲ実 現スル努力 ガ見 ラレヌ事

厚生省 ガコノ制度 ヲ手離 シタガラヌ事 等々デアル.コ ノヨウニ錯綜シテイルカラ 抜本的妙案

ノ出現 ハ絶望的デア ロウ.

勤務医ヤ研究老 ノ待遇改善モ種々 ノ方面 カラ要求サ レテイル ガ 実現 ノ兆 ハナイ 戦前 ニハ判

検事 ト大学教授 ノ給与ハホボ同ジデア ッタガ 今 ハ判事補 ト助手 トデハ初 任級カラ大差 ガアル.

45才 ノ教授・・約10万(税 共)行 政官12万5千 判事15万 円 トノ事.判 事ハ9万2千 カラ21万 国

立大学教授・・5万4千 カラ12万 位デ 私大・・更 二低イ 欧州 デハ 日本 ノ3～4倍 米国 デハ4～

5倍 或 ハソレ以上デア ロウ コソナ事 ヲイクラ叫ソデ ミテモ効果ハナカ ロウ,

政治家ハ 正邪ハ別 トシテ トニ角 力 ヲ持 ツテイル.全 ク程度 ノ低イ政治家 ガ 世論 二負ケ

タ ヨウニ見エ テモ 本当ハ ソウデハナイ 世論 ヲ無視スル ダケ ノ蛮勇 ヲ持 ッテイル.ソ レガ倒 レ

タノハ 世論 ノカ ヨ リモ ムシ ロ 反対党 ノ政 治力ニヨル.ソ ノ反 対党 モ政 治家 ノ集団デア リ

相手 ノ党 ヲ倒 スノガ第一 ノ目的 デアル.政 治家 ニカカッテハ 世論 ハ ソレ程強 イモノデハナイ。

政治 トハ ソレ程 ヒ ドイモ ノデアル.

交 通戦争 ト云 ワレル ヨウナ状態 ニナ ッタノハ 煎 ジツメル ト 政治家ヤ高級役人 ノ責任 デアル.

即刻 二抜本的対策 ヲ実施セネバナラヌノー ソレヲ行 ワナイ.ソ レモ保身的デアッテ 勇気 ガナ

ィタメデアル.世 ノ識者ガ盛 ソニ ソレヲ発言スルガ 彼 ラモカ ガ弱イ.マ シテヤ 私 ガココデ何

ヲ云 ッテモハジマ ラヌ(昭 和41年11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 はなるぺ 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.
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