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編 集 後 甜

第14回 国際泌尿器科学会総会がミュンヘン で開催 され るのを機会に筆老は7月1日 羽 田を発 し,

コペ ソハーゲン,ハ ンブル グ,ベ ル リンを経て学会に出席した.清 涼た る南 独古都 のふんい きの

裡で世界各 国(た だ しソピエッ ト,東 独は不参 加)よ りの参加会員はイザール河畔のDeutsches

Museumの 堂 を うめつ くした.学 会の主 なるテーマは腎移植 と腎性高血圧で,ア メリカ学派の

一頭地を抜 く成績に対 し,西 独,仏,英,ス ペイ ン,イ タ リー等欧洲学派の懸命に追随せん とす

る姿がみ られ たが これは正に西欧文化 の躍進を物語る ものといえ よう.日 本 よ りも多数の学 者が

参加 し,各 々多年にわた る業績を発表 して次期開催国 としての実力を示 した.

概 して国際学会総会の使命は医学 の進歩は勿論の ことであ るが,世 界の学者が一堂に会 して現

在の微妙な国際状 勢を越 えお互いに学 問を通 じて親ぼ くを計る ことこそ望ま しい ことであ るが,

開催 国の西独は会 長May教 授の他Alken教 援等多数 の方 々の心か らなる もてな しを され よく

その本質を発揮 され たことは喜びに耐えない.な お筆 者は学会 の終 りよ り渡英 して人工腎の使用

状況を視察 し7月19日 帰洛 した.学 会の詳細はいずれ 他の方 々よ り報告があるか らここでは省略

す る.

本月号は御覧の ごとく盛 り沢山の論文を掲載 し,随 想には平沢先生 よ り玉稿を頂戴 し巻頭をか

ざらせて戴いた.盛 夏の折皆様の御健 闘を祈 りつつ欄筆する,

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 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 さ,当 用難字,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.i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,」.A.:J.Uro1.,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 にて醗 訳す法.抄 録用の原稿 を送 ること.麟 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.
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