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4. 輪文の訂正 裕脱税在の紡*. Jjn:~の訂正を求められたJ幼子干は . 40円以内に.訂正された原稿に訂正点を

明示した手紙をつけて.1判記i.e，l，ぷ総本|紀以fl刊行会宛て送付すること.なお，EdilO'の1't任において一部中旬

のItriEをすることがある

5. 採択論文 ・論文が保択された場合，)j;( f，':~を 3.5インチフロッピーデイ兄ク ・ MO ディスク CD-R . CD・RW

のいずれかに保有"し，制集部へ送付する ディスクには!論文;受付耕平?・町l:l1J'i.t，'者名 ・機納1，・ソフ トウエアと

そのパージ g ンをI則II己する. WÎndQws の j;t~fi'は MS-Word・一太郎，また Macinloshの場合は EG-Wo!'d'

M ~-Wり1'<1 とし . 判\1こ MatÎlltos h においては MS- DOS テキス ト ファイ ルにf且イF して抑止 111すること

6. 校正 。校正は:)¥::r，による'l'1f[;校iEとする 清新桜数の助合は校íHI析す?を W:1{:~ 1I別行定する
7. 掲量i:論文のlll¥1虫l刺草川IlliiをIJ;Ulljとする ;J.\ì!dl ll!献を *fi f({するときはJ占有~ II，\' にその汁 1/ 1 し 11 1 る ζ と 。

(11 HJ械料は 1l'iにつき利文は5.775IT) (f見込).兆文は6，8251')(脱込).趨i品川は lμにつき 7.3501')(悦

込).写以の製版it.，""以. トレース代， 別 III~.送料などは別に;J;mをrl'し受ける

(21 且i!dltl!械にはj1'，iili ll! ¥IiR料を裂する. 5 ri以内1;1;31.5001')(税込)，6J'i以 1:は 1l'i1'J:に10，5001")(税込)

を力IItlした寵[を 1/1レ立・ける

(31 誕百1)の効果. iJII)定以必の成II;t，ilil!.H出総の似JT)などに|制する治験l論文およぴ学会妙似については， ぬilrl(料

を別途に1/1し'22ける.

8. 別冊 :*~~nmとし . 有者校ïE II~' に部数をJ肯定する

1 nlormalion 101八ulhorsSubmilling P九pcrsin English 

1. Manuscl'ipls， wblc. and flgw'cs IllUSl bc submillcd in Lhl'ee copics. Mal1uscripls should bc Iypcd 

double-spaccd Wilh widc mal'gins 011 8.5 by 11 inch papcr. Thc ICXl ofall rcgula，' l11anuscriplS shoulcl 

nOl cxccccl 12 lypcwritLen pages， al1c1 lhal of a CiSC I'epol'l 6 pagcs. Thc abSlraCI should 1101 cxcccd 
250 worcls and shoulcl conwil1 110ωbbrc:.:via tions. 

2. Thc日!'5lP"Kc shoulcl conlain thc Lillc， fullllcllllCS ，，"c1 "ffilialions Oflhc aUlhors， kcy、、叩ds(nO 11101'C 
lhan 5 words)， and a l'u11Iling liLlc COI凶iSlil】gof lhc nrsl aUlh印刷CIIWO words 

c.g.: Yamada， ct al.: Prostatic CanCCr' PS八p
3. Thぐlislor l'εIc，'ences shoulcl includc ollly lhose pllblic;llions which川 'cCilCd川 lhclcxl. Rcfcl'cnces 

should 11υ1 cxccecl 30 !'caclily 川叫ilablcci ta tions. RむfCl'cnccshould be in the f"rl11 of supc，百Cl'lpl

nUlncrals and should nol bじ山 rangcclalphabctic;rlly. 
tl，. 'T'hc Litlc， lhc names and affilialIons 0(' thc a~llhors ， thc dirt:ClOl"S namc， and an ab~Hra ct should bc 

prov凶 din Japancsc 
5， 1"01' fLll'lhcl' dnails， rcfcl' 10 a l'eCCi1l jOlll'nal 

編 集 後 記

本(，!'-1， fJ か ら 問、7 ょやは I，'J立大学法人として新 し く I II ~~ した この数年1111. 火常のIlすからこの変革を凡てきた

が.多くのk学liIS} ， -ó のなかでもっとも 1;(;型1 1 を受け，ま たこ れからも J~桝!を，~け続けるのは似'、t'i郎附kt!， liヰ 154 とそこ

にai}JJ帯する臨床系教'，'¥であろうと胤われる

まず， 公務日で紙 くなったことにより ， 労働条f'I:が以俗学?労働J，~i\'\ \~fNJ，JのIn:.:机ドにおかれることになった

また.これまで放j止'))'働;111)というγ，LIで大学の救'(，; ( l日f究者)の労働1I~'in) には引ilJJtl・がd~.められてきたが. 1J~1院

椛務にIi:iiti川11'1米ないことになった.これでや，)が起こったかというと .!)止，141出 1 1や胤~H:I。の彼 111) 業務や作手|・の当 n' 1

:!.{:]指によさな)(1慣が生じたのである.すなわち.これまでJiI(Jn:労働という1'11.1上lで安弘に拡太されてきたよヤ州院

|兎仰の労働;JD墜を現行の労働法i¥'¥i，上に当てはめると .かなりのilll分がよ品!止となることがわかってきた.我々 もW
i凪の労働者としてやっと 111!.められたようで， あるなl味でうれしい以もしたが，なんとノトの業務を l，~i\f\ i泊りに辿m

Lょうとすると ，人r11j'J.t!..'ttくi}:不J.t!..あげくのはてには紋'1"1の給ワ柑i-トーがりにまでつながるのである.mllJil:だ

けが先行し. .fJl坊の:た!滋が把J温できず.その己主仰にも資金を11¥そうとしないI いつもの榊|淵である. いつJJき込

まれるともしれない|夫総事故を心配 しながら.教n.I日f究のみならず州院統1・iにおいてまでJD Jがかかってく

る 研修|只のいなくなったこの11年JUJ.熱なある附1-1<系救r ~'がいl晩成れ味てることにならないか心配である .

(小111 修)
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