
RIGHT:

URL:

CITATION:

AUTHOR(S):

ISSUE DATE:

TITLE:

編集後記 (泌尿器科紀要 第13巻第
1号)

編集後記 (泌尿器科紀要 第13巻第1号). 泌尿器科紀要 1967, 13(1): 82-82

1967-01

http://hdl.handle.net/2433/113080



82

編 集 後 記

映画 ヲ私ハ何年間 モ見ナ イガ 友人 二勧 メラレテ 世 間デヤカマシイ 「白イ巨塔」 ヲ見 タ.コ

レハ原作 トバカナ リ違ッ タ点モアル ト云 ウ.原 作 ハ未見 デアル ガ多少 ノ予備知識ハ ァル.原 作者

ハ医学界 ノ内状 ヲカナ リヨク調 ベテイル ガ 事実 ト フィクシ ・ソ ヲ混合 シテ構成シテイル.

オーバー ニ ドギ ツク表現 シ 手術ヤ剖 倹ノ場面ハ 従来 ノ映画ニハナイ程 二強 ク表 ワシテオ

リ 不必要 ト思 ワレル程度 デアル ガ コレハ観客 ノ好奇心 ヲ惹 クタメデアッテ 小説ヤ映画 トシ

テハ仕方 ノナ イコ トデァ ロウ,手 術 ノ場 面ノ撮影技術 ガ巧 ミデアル タメニ 医師 二扮 スル主演俳

優ガ 実際 ニ メス ヲ持 ッテイル ヨウニ見 エル,観 客 ノ申 ニハ 映画 トカ俳優 トカ ヲ過大 二評

価シタ リ英雄視シ タリシテイル者 ガアッテ 映画作成 ノタメ 三ハ 俳優ハ メス ヲ持 ッ トヵ

或 イハ 手術室 二入ッテ患 者ノ腹腔内 二手 ヲ入 レル事 ガ出来ル ノデア ロウ ト思 ウ者ガナイ トハ云

エ ヌ.モ シ ソソナ様 二思 ワレル事 ガアル ナラバ コノ映画 ノ存在 ハ医学 ノ尊 厳 ノタメニ重大デ

アル.

教授 ノ選考 二金 ガ盛ソニ動 クガ コレハアマ リニモ低級デア リ 虚構デ ァ目ウ 又 学 会ニオ

ケル役職 ヤ科学研究費等 モ餌 二使 ワレル ガ コレモ ドウカ ト思 ウ.学 界 ノ ポス トサ レテイル

教授 ノカモ大キスギル ヨウダ

観客 ニハ 主人公及 ビソ ノ背険 ニアル連中 ガ悪者デァルヨウニ思 ワレルデア ロウ.然 ル ニ結果

ハ ソノー派 ガ勝 ツ事 ニナル.次 デ主人公ハ診療上 ノ事 デ患 者側 カラ訴 エラ レテ裁判 ニナル.主 人

公 側ハ コノ裁判二敗 ケテハ大学 ノ名誉 権威 二関 ワル カラ是非 トモ勝 タネバナラヌ ト云ッテ策動

スル.然 シ患者側 ヤ観客側 トシテハ 大学 ノ権 威 ヲ保 ツタメニハ患者 ノ生命 ヲ無視シテモ ヨイ ノ

ヵ ト云 ウ事 ニナル.証 人 二立ッタ 大 ボス ノ 東都大学教授 ノ証言ハ 科学的 ノソレデハナ ク

テ 訓戒ヤ人情論 デアル ノニ 裁判官ハ ソレヲ認メテ 主人公側 ノ勝利 ト判決スル.コ ノ時 ニモ

観客 ハ割 リ切 レヌ気持ニナルデア ロウ.映 画ガ終ッタ時 二 私ハ コノ作 品 ノ意 図ガ判 ラナ カッタ

個 々 ノ場面 二不審 ノ点 ガア リ 全体 ヲ通シテモ条理 ガ混頓 トシテイタ 押シ 謀略 金 ヲ用イタ

悪者 ガ勝ッ タ ノデアル,然 シ ヨク考 エル ト 医学 界デハ コソナ悪事ガ行ワレテオ リ ソノ悪 人ガ

勝 ツ ノダ ト云 ウ事 ヲ思 ワセル ノガ コノ作品 ノ目的デアロウ ー般観客 ノ感想 ヲ聞キタイ

(昭和42年1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.

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,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,Pt-一 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.




