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4 論文のITiE: :o:nj'l緋査の紡*.以制の訂正を求められた場合は.4，0 日以内に . 訂正された原稿に訂正}.~~ を

明示 した手紙をつけて，前官己泌尿日号車|紀~'fU行会宛て送付 すること ， なお ， Editorの主{任において一昨日午仰

の市町涯をすることがある I

5目 採択論文 i 愉文が保択されたぬ合.Jj;t仰を3.5インチヲ 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. デイスクには愉主文:受f小付，)ナj'帯4号}.到紙l:i!孤IT司猪P者才名l'機机才名l' ソ7トウエアと

そのパ-ジaンを明官記己する Wi川n】dωow川sの土場軸合は卯M応S-Wor町川CI'一太B郎|目¥，また 釦Ma叫c日111川n川1t佃。田s凶h、の場合は EG

ルMS与-Wo刷r、廿dとし，特に Macinloshにおいては MS-DOSテキストファイ ルに保右・して拠/1¥すること

6. 校正 I 校正は~'f\'に よ る~任校正とする.斜計秘数の場合は校正fi'任者 を投稿1時指定する

7. 掲載 愉:文の制ljiRは採JWlliを町、UIJとする.込illi拘献を希望するときは投仰11守にそのFtl十iしll1ること.

( 1) 拘級料は IUにつきキ11文は5，7751斗(税込l.英文は6.8251')(税込)，紐過日・は IA'につ き7，350¥-l)(税

込)，写nの製l以{t，凸版， トレ ー 旦代.別 I lIt . 送料などは別に~IjJJ を 1:1'1 し受ける ，

(2 ) 迅il!i ll4 ij世には迅速掲級料を~する 5J{以内は31.50011)(税込)，6ri以上は In怖に lO，500川 (税込)

を力1m:した苗lを中し受ける.

(3) 都内lのがJ操， ìJl IJ ~主総誕の成総.治療槻慌の使用などに附する治験愉文および学会J!Þ~，~については.掲載料
を日1)途にrjlし受ける.

8. lJl)冊 ・VHH'.t1[lとし，新'f¥'校正時に部数を指定する

lnformation for AlIthors SlIbmitling Papel's in English 

1. Manuscripts， tables ancl figurcs must be sllbmitted in lhrcc copies， Manuscripls should be lypccl 

doublc-spaccd with wide l1largins on 8.5 by 11 inch papcr. The text ofall rcgular l1lanuscripts shou¥d 

not cxcecd 12 tYPcwl'itten pagcs， alld lhal of a casc rcport 6 pages. Thc abStraCl shollld notιミcccd

250 words ancl should contain no abbl'eviations 

2. Thc lirsl pagc should conl‘Iin lhe Litle， full namcs and alTi¥iations Oflhc aUlhol's， key words (no more 

lhan 5 words)， uncl a running litle consiSling of lhe firsl alllhor and twO wOl'ds 

C.!(.: Yamacla， et al.: l'rostalic cancer' PSAI' 

3. The list ofrcfcrcnccs shoulcl includc only thosc J'ublicalions which arc cilecl川 lhetcxt. Rcfcrences 

sholllcl not excccd 30 rcadily available citations. 良eferenceshould be川 theform of SUpCI・sCl'ipl

1ll""Cl'als and should not be arrangcd aJphabelically. 

4.. The title， lhc names and alTiliations of thc alllhol'S， lhc dircclor's namc， and an nbSlraCl sholllcl bc 

providcd in .Japancse. 
5. For furthcr delails， rercr 1:0 a rcccnl jOlll'l1al 

編集 後 舵

uo;m大の研究チームがマウスの雌(卵)の迎tI云Wi械だけでの側体発生に成功 したと先 FIの Nalurc R!，に鰍併

されていた イl性生引を行う IHL班1には「ゲノム11，1)り込み (gcnomicimprinLIng) Jという機11'，¥があって.特定

のill伝子においては由米する淵の性 (精子と卵子)に依存してその発現が4もな っており. 1巳為~Jí自が11\ *ない機

材ょになっている，研究チームはいっぽうの卵チl主l来の DNAに特 別な修飾を加えることによって，これをあた

かも州チ畦1*の DNAとして働 くように改変し，雌性発生の受料卵からiE1日な7 ウスをi誕!1させたのである

先日終了した大阪のj必J'1<{{i1科学会でも. sS制11胞をJIJいた .I IJ: ~ミ医療への方向性が限愉きれていた 附i出によれ

ば.GS紺l胞をIJE制JI:Jlに分化させることが可能で，さらに減数分裂を起こさせることも 11¥来るのだそうだ.そし

て.それを応則すれば以験管内での1仕代交代も可能となるとの断であった，

クローン干;ドリ ーの艇低から 8イド， ;fi!.，がニュージーラン ドでヒ トでのインスリン様成長l濁干の刷 り込み現象を

研究してからまだI01)!しか給過していない とE命科学の発Jt~の叫さに篤かされる . 鰐災的ないきで突き組むæ命

科学の巡!J>:に.1官きとと もに一抹の不安を覚えるのは恥だけだろうか.

(小J11 修)
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