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4目 論文の訂正:3'e1tl'/称授の結操.n;l稿の訂正を求められた掛合は. 40日以内に，宮T正された原稿に訂正点を

明示した手紙をつけて，前記泌尿保利紀~刊行会宛て送付すること，なお， Editorの武任において一部字句

の前主をすることがある

5 採択輪女 。給文治吋*択されたWJ合，原稿を3 . 5インチフロッピーディス~ . 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1クには愉文受付'帯J.;J'. I'lt馴著者名 ・機組名 ・ソフトウエアと

そのパージョンをl殉配する。Windowsの場合は MS-Word・ 一太郎， また M~l ci 向 tos h の場合は EG-Wol'd '

MS-Wordとし，特に Macintoshにおいては MS-DOSテキス ト7ァイJレに保存して提出すること

6 校正 :校正は牢f者によるf.f任校正とする，著者扱数の場合は校正責任者を投柳時指定する.

7. 掲載 :愉文の剃械は採用順を広UIIIとする.迅速掲織を希望するときは投甲山時にその旨申 し出る こと.

(1) f削除料は l到につき相l文は5 ， 500 1ヰ I ~文は6 ， 500門， 超過1'ï'は l 珂につき 7 .000円，写J*の製版代，凸
版， トレース代，別附.送料などは日1Iに矢吹を 申し受けるー

(2) 迅速掲縦には迅速掲減料を要する. 5頁以内は30.000円， 6頁以上は JJH正に 10.OOQJJ:Iを加算 した加を

申L.'~ける
(3) 1Ilf買 11 の均Ù~荘， il制定試誕の成U!， i古1M機株の使用などに附する治験愉文および学会抄録については，掲鍛料

を別途にEllし受ける

8. ~IJ冊 実'w負担とし，著者校正II~" こ昔日数を指定する，

Information for Authors Submitting Papers in English 

1. Manusc，'ipts， tables and fLgures ll1ust be submitted in three copi出 ManuscriplSshouJd bc typcd 

doubJe-spaced with wide margins on 8.5 by 11 inch paper. The text ofall reguJar manuscripts 5houJd 

not exceed 12 typewritten pages， and that of a Ca5e report 6 pages. Thc abSlraCl shouJd not四 ceed

250 words and should contain no abbrcviations. 

2. The first page should contain the title， fllll namcs and af'filiaLio陥 of山 authors，key wOl'ds (no mo吋

than 5 words)， and a running title consisting of thc first author and lwo words 

e.g.: Yamada， Cl al.: Prostatic canCcr' PSAP 

3. The lisl ofrcfcrcnccs should include onJy those publications which al'e ciled in the texιReferenccs 

shouJd 110t excecd 30 rC社dilyav込iJabJecitations目 Refel'enceshould be in the form of superscript 

nllmcrals and should not be arranged aJphabetically. 

4. Thc title， the names ancl a[fjJiations of the allthors， the director's name， 311d an abstract should bc 

pl'ovided in Japanese 

5. For fu，'tber cle凶 Is，refer to a "e叩1tjOllrnal 

編集後 自己

京都大学医学部では今年の入学制;験から而按を樽入した.入献にlul接を噂入していない医学部は，昨年の時点

で熊本大#と京都大学のみであったと 附いている耳入に当たっては，その利点欠点をいろいろな大学に|問い合

わせ， また入~，;1;箇按に腔史のある大学を防府l して直後意見をうかがってもみた 而桜のやりかたや昨側'jji:去には

各大学で峨々な特徴があり，而楼の功搾に附しても大学11日で4・4なった惣凡があった.

それらの意見を容考に京大医学部史上初めての入試而桜が行われたのだが，その内容はたいそう興味深いもの

であった まず，一般に官われているように.多少とも人生経験の此制な社会人や女性の間桜点が向い rおぽ

ニいJ 男子同校~は，少 し航 りなく 柔軟性に欠けるよ うな印象をうける場合が多いようだ 3011~前の自分を振り

返っても ， 医学部教授のlì~で好印級世与えるような気の利いた受け答えなどとうてい出来なかったと思うーその

点， 女子問校生はi畠う.自分の意見を~々と ， 時には笑みを浮かべながら快活に附す. 救援を雌にまくことなど

l，yJ飯前といった綿子であった，

間接の大きな回 的のひとつは，医附としての適性に欠ける受験生に「お引き取 りいただく」ということであ

る 実際の而婚でもお引き取りいただいたほうが良いと思われる何人かの受験隼が気にかかった.ただ問題は面

接官によってその印象が大きく巡うことである。 TI問機官の教授自身にしても，もしT市桜を受けたら「お引き取り

いただしことになる可能性地憎IjV、
(小川 修)

泌尿格科紀!u m50@ 第2号 2004年 2)125日 印刷 2004年 2月29日 発行

発行 小川 修 ~I問吉田 修 発符所泌尿器枠f~2.~刊行会

干606-8392京都市左京区盟r.!f院山主IIIfl8 メタポ岡山市301号1'1!附 (075)752-0100

FA)( (075) 752-0190 

htLp:/ /www.kiyoll.jp/ 

印刷所 山代印刷株式会社京都市上京区寺之内通小川西入

一 )




