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4.. 愉文の訂正 I 査部1・1年:iEの車古巣， IJ;(布1の訂正をE止められた場合は.40日以内に，官I正されたJJ;(仰に官TIE点を

明示した手紙をつけて，首IÎJ ff~泌尿時科紀~刊行会似て送付すること . なお . EdilOIのtt任において一部字句

の訂正をすることがある.

5. ~車択輸文 ιt古文が採択された場合， 似仰を 3.5インチフロ ッピーディスク ・ MO ディスク・ CD- R . CD・RW
のいずれかに保存し.編集部へ送付する.ディスクには倫文受・付需号 .tlfii民事存者名・機組名 ・ソフ トウエアと

そのパージョンを明記する Windowsの場合は MS-Word'一太r.I¥.また MacinlOShの場合は EG・Word'

MS.Wordとし，特に Mac川1.0811においては MS-DOSテキストファ イルに保存して挺州すること.

6 校正 .校正1;1:折半;・によるrr任校:iEとする目務者線数の場合は校正i't任者を倣机l刷肝定ずる

7. 掲載.論文のJj，j縦は採用月(i を j瓜íIリ とする 目 迅速拘織を~jf(lするときは投稿II~' にそのÕ' I'~ し出る こと，

(1 )制服料は 111につきキ11文は5.5001''1. 1J.i文は6.5001'1'].組iI:nJは 1IJにつき 7，0001'1. 写瓜の製版代.凸

版， トレース代，別 1111. 送料などは別に災貨を 11" レ~ける.
(2) 迅速jj:)i般には迅i車制服料を泌する 5];i以内は30.00WJ.6 If以上は 1r.i j正に 10.000円をJJn勿:した官iを
qlし受ける

(3) 探知lの知IJ.JR.iJllJ定飢!J;I!の成紙，治療機慌の使用などに附する治験愉文およぴ学会抄~，~については. j!.J~批判

を ~J U途に 同! レ受ける.
8 別冊 ・ 5起~fljlJ.とし，耕稀校:iE1IS.に布1\散を桁定する.

Tn自i:>rmalionrol' AUlhors Submill.ing Papers in English 

1. Manuscl'ipts， tables and figurcs l11uSl be submitted in threc copics. Manuscripls should bc typcd 
double-spaced with widc margins on 8.5 by 11 inch paper. Thc lCxl ofalll'cgular manuscripts should 
nol exceecl ) 2 typewritlcn pagcs， ancl that of a case reporl 6 pagcs. Thc abSll'act should nol山 ccecl

250 wOI'c1s and should c泊nlain110 abbreviatiol1s. 

2. The fh-st pagc should cOI1lain Lhe titlc， full namcs and affilialions ofthe authors， kcy words (no more 
lhan 5 words)， ancl a running tille consisling of lhc fil'Sl aUlhor ancl two 、vorcls.
e.g.: Yamacla， Cl al.: Proslatic cancer' PSAP 

3. Thc lisl ofrc化r叩 cesshould includc only Ihosc publications which arc citcd in lhe lCXI. Refcrcnccs 

should not cxcccd 30 I'eadily availablc臼 laLions. Referencc should bc in lhc form of supel'sc!'ipt 
numcralsωnd should not be arrangcd alphabclically. 

4. Thc lillc， the nal1les al1d .ffiliations of lhc aUlhors， the director's ""I11C， and an abSll'aCl shoulcl bc 
providccl in Japanese. 

5. For further details， rcfcr LO a rC印 刷 joul'Ilal. 

編集後記

「白い 12:*J の似IU~耶が向い.教窓口のなかでも旬~欠かさずt~ているものが多い.某L正性教E量以は木町d 日夜
1 011;\' になると隠)IU のテレピの前を pjl~れないと [1 1J いている 何故今「白い巴格」人気なのか ここ数;1'-.メディア

で矧回に取り上げられてきた隠滅都放に大学病院がかなりの数かかわっていることに1冊以i係ではないであろう

また，医保司f.放で|同組になるカ Jレテ改ざんなどの街宣悦が，これまで医学教育苦悩ってきた大学院学部の体質に

よるものではないかという聞民のfir.悦も悦胸部7γ プにつながっていると思う .

くしくも今1)ーは再付金臨床研修必修化とよ学の独立法人化が始まる ~I・会の批判を俗びている阪)"J削JIltはここ数
年で刷的に変鋭せざるを仰ない J込きにつけ恋しきにつけオーガナイズされてきた抗手阪聞の流動七lは占もなった

ベク トJレで動くようになるだろう白弘司1，.良い方向で!IV}いてほしいし r人材斡JiA梁J として隠j司や教授が社会

の批判にさらされないシステムが111*てほしい また，我々大俳人も大学の見事)Jやその拠たすべきf比例をもう 一

度其世1)に考える必製があろう .

それにしても私の実感している大学医学部とテレピのl付谷とはかなり巡っている.少なくとも私の附りの教般

はみな安月給で制に合わないハードな仕棋をこなしているι 私の型Eが所属すべきおそろしい「くれない会J も鰍

いし.大学生の似はj討i制服でパイ卜をしてお小遣いを稼いでいる. ~Mド . JIt T町教J費や !lU~助教授の給与別品111 をテ

レピに I~た してほしい.
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