
RIGHT:

URL:

CITATION:

AUTHOR(S):

ISSUE DATE:

TITLE:

編集後記 (泌尿器科紀要 第50巻第
7号)

編集後記 (泌尿器科紀要 第50巻第7号). 泌尿器科紀要 2004, 50(7): 520-
520

2004-07

http://hdl.handle.net/2433/113397



520 

'1.. 論文の訂正!査税事査の*，'1*， I);(f(:~の訂正を求められた Jj)J合は ， 4.0 日以内に， 訂正きれたIi;HI:~に訂正点を

明示した手紙をつけて，前記減、!ノ正日品利紀嬰刊行会宛て送付すること，なお， Ecli lO，の1'(任において-.ml字句

の訂正をすることがあるι

5 採択論文 愉支;由斗*択された場合，品Ul:~ を 3 . 5インチフロッピーデイ旦ク MOディスク ・CD.R'CD.RW 
のいずれかに保存し，編集部へ滋付する ディスクには!倫文受fナ帯旬・・保証(新者名 ・機.flfj名・ソフトウエアと

そのパージョンをIYJffeする。 ¥.yinc!owsの場合101:MS，Wol'd .一太郎. また 和'Jacintoshの場令は EG.Word' 

MS.Worclとし.特に.M:'H.:il1toshにおいては MS.DO昌子キス トゥ ァイ lレに保存してぬ11Iすること。

6 校E 枝豆は手干名・による'!'rff校.jEとする 著者・線数のJV.r合は校正')'1任梢・を投稿H判H託ょする，

7 掲制 I 論文;の10，1品は採用Illriを以1Ii1とする 迅速J/，ji院を希釈するときは投附11世にその仔"'1し/1¥るこ と

(1) 掲紋料は |誌につき.fn文 101:5，7751'1(税込)，必丈は6，日2511'1(税込)，越地京は 1J'.iーにつき 7，350r'J (税

込)，写誕の拠!仮代， ，r'，j氏 トレース代，})IJ 11It， 送料などは日Ijに災計をf/Iレ受ける

(21 迅述Jt;H抵には迅辿制¥1弘和|を裂する 5Ti以|λlは31，5001''](税込)， 6訂以よ1:l:IWii'に 10，5001''](続込)

を力IIn:した柑i'a: EI1レ受ける

(3) 諜)¥11の刻1)*， ìJ1 IJ定伏誕のJ削~~l， iei ~J.'~刊現時の使!II などに附する治験町古文:およびh学会妙似については ， ji，)jl&料

を日1I途に申し受けるー

a 月 IJ冊 白 ~q'lれ fiJ. i:: L， 'i':'者校正11;)にf'i!S数を折定する.

lnrormalion ror Authors Submilting Papers in English 

1. Manuscripls， tables and fi富山 田 muslbc slIbmiuccl in lhrcc copics， Mal1l1scl'iplS shollld be lypcd 

dOllble-spacecl with widc l11argins on 8.5 by 11 il1ch papcr. Thc lCXl orall reglllar l11anuscrip日 ShOlllcl

nol exceecl 12 rypew，'itten pages， ancl lhal or a case I'epol'l 6 pagcs. The absmlcl sholllcl nOl exceecl 
250 wo，'ds and should conlain no abbreviations. 

2. The Arsl pagc should contain the litlc， f'llll names 3ncl anilialions of'the authol's， kcy wo，'ds (nO 1110l'e 
than 5 wo，'ds)， and a "unning title consislil1g 01' the日，'stalltho，' ancl two words 

e.g.: Yamada， el al.: Prostatic cancer' PS八p

3. The list orl'crercnces should il1c1l，cle ol1ly those publicatiol1s which are citecl il1 the te川 Rererel1ces
should 110l excccd 30 readily av机ilablecitations. Rcrercl1ce should be il1 thc 1'01'111 01' superscript 
l1umcrals ancl shoulcl nQl bc al'l'angccl alphabCLIcally 

'f. Thc tillc， lhc nnmωal1c1 aniliations 01' the出 'lhors，lhc direClor's nal11C， ancl an abstl'act should b 

providcd in .Japal1CoC・
5. 1'01' rul'lhcl' dCl凶

編集 後 記

泌尿絡事|紀裂は今年tli50巻を先行するこ ととなり 。11日中1130年 (1955年)に第 l谷が創刊されてから50年の股¥l!

をJ¥l'つこととなった.栄誉ある約 1 :径の加 1 J，j-tIi 1 ff命文は.京都大学多凹i){;先生の r);民間紡松に閲する研究」で

あった ， この愉止;は大正 5 年から 11日中1J22~1; までの 1111 に);(者11大学でifìiがされた 2 .4-39例の以路結核!J.'， ;，斤の臨床統聞

である 第 l迭は企4.0のみであるが，放下(1崎lT(先生， ，，&石ヰ11 1諜次先生など手~:;?!tな先生ブJの原新愉:止ーがJ削減され

ている やはり紡微をはじめとする収怖感染艇の愉文が多い ちなみに編集後犯は第 I~~には釧< . 錨 2 .~}から

始ま っている.この1K¥・の附姐は「皮膚事|と7.官、JjJ{総事|の]，'，'門分イじ」 に|剥してであったが，i'&稲1:1'1務先生が料かれた
ものであろうと以われる I

この50年1111. 紀1必も太きく変貌を遂げてきた紀以刊行に尽力いただし、た特徴のご協力と会μの先生プJのごJJl!

jlHが4研ければここまで継<<~lc l L'r*ていなかったと忠われる I この場をお{仕りしてお札 1/ 1 し上げたい目本11'. 4. 月か ら

はM女¥12.を編集部にお迎えした 京都大学にイ玉粉しておられたH事.~!)!.lì:ljl!r に |則してお |止Ri可にな った という 111\' 5と

もあり. scicntific advIsOlという形でサポー トしてもらっている 新しいメンパーを迎えて，七、t:J!-紙，1追い方

IIiJにきらなる蛮貌を遂げていきたい目

(小J11 修)
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