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4. !倫文の訂正 :1F. fi~~羽B'l'の結以 I JJ;l fl:~の市立を求められた助作は ， 40 日 以内に ， 訂正された Jj~ ;fI，l に訂正fl を
明示した手紙をつけて. lìíJ n~iι J，J{ 日時科恥~~刊行会宛て送付すること，なお ， Ediwrの背任において-)'11¥*勾

の訂正をすることがある白

5， 採択給文。愉文が採択された場合.));(:fl'!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，制集部へ送付する ディスクにはi論文受付帯号 ，tn::1l'i:)¥:者名 機椀名 ・ソ7 トウエアと

そのパージョンをflE)n~する Wi川10、内の場合は MS-Word・一太郎， またかlacinto:;hの場合は "G-Word' 

MS苧 Wordとし.特に tvLacintoshにおいては MS・DOSテキストファイルに保存 して提iれすること.

6 校正 校iE は:p，計唱による }'tfE校:iEとする.新:者桜数の場合 1 ;J:-tJ立j'Eì'l任者を投;f1t~ 1時指定する

7， 掲餓 愉虫:の~w紋はfUI"Jmi1を Ji:UI Ij とする.迅i止HI，l織を和銀すると き は投l'I:~時にその0- 1 1'1 し 11\ ること.
(1) 他¥1世料は ITJにつき栴1)(は5，7751')(説込)， ~名文は6 ， 825 [1) (税込)，経li品別は 11'Jにつ き7.35Of-L)(税

込).写.Aの製l坂代， I~d阪， トレ』見イt.別IlIt.送料などは別に兆'ttをけlし受ける

(2) 迅j邸側峨にはj且i事ぬi紋料を饗する， 5n以内は31，500IT
) (税込)，6 a以よは 1JJi可に10，5001')(税込)

を加mした微を巾レ支ける.

(3) 諜方11の矧J月七，iIIll ~Ut磁のj此縦， 治拡t機株の似JII などに附する治験倫文および学会抄似については ， JW，I世料
を別途にqlし受ける

8， 日 1)冊 。:必的~H!1とし，加者校正11事に部数を指定する.

1nrormaliol1 for AUlhors Submitling Papcrs in English 

1. Mal1usc，，;plS， lablcs ancl r-igu，'cs musl bc submiucd in lhrec copics. MaJluscripts ShOllld bc Iypccl 
clouble-spacecl with widc margil1s 011 8.5 by 11 il1ch pape，¥Thc tcxl or川1rcglllal' mal111scrip凶 should

1101 町田ed12 lypewrillcn pagcs， al1d t.hal or" casc rcport 6 pagω Thc abSlraCl should 1101仰 cccd

250 worcls ancl sl10ulcl cOl1tail1 110 abbrcviations 
2， Thc first pagc sl10uld contail1 t:hc tillc， rull l1amcs al1c1 affilialiol1s or lhc au t1101'S， key worcls (110 morc 

than 5 words)， and a rUllning titlじ CUI1剖slingor the first aUlhor and lwo wOI'c1s 

e，g.: Yamada， et al.: Pl'ostatic canccr' l'SAP 
3. Thc list or rcrerenccs should includc ol1ly those publicatiOl1s which are ciLCcI il1 thc ICXl. Rcrcl'cnces 

should 1l0l exceed 30 I'cadily availablc citations. RcrerCllcc should be ill thc rorm or supel'scripl 

numcrals ancl should 1101 bc "I'rungccl alphahclically 
4. Thc tille， lhe namcs ancl amliations of the authors， thc dircct町、 nall1C，and an absu'ac( should be 

proviclecl in Japancs 
5， For rurther c1clails， rcrcr to a I'ecent journal 

編 集 後 記

いろいろなザ・会や研究会で他大学の泌lポ総科教授の先生liにお会いすると ，i.e.J.ノ'R?';f干'1，阪のマ ンパワーィ、よIlの聞

になることが多い マンパヴー司、i止のl止よの));(也11;1:今年から始まった半後臨I，¥<{j)f修必修化に宇tうものである.今

:fÍ'の人引の iil1rrrJJ性は 111， :1j;の研修 I~のマンパワーで術保 11.1 *たが. 米年と llj:;jと ~ I~においてはまったく JUl t!J'Il\ *な

い これに加えて) JI~近 IJH業を目 的す先生プfが明えていると IJH <， i¥lilit医縦に1'1'う訴松市例のJ(1加やjJ1附な勤務

~rìl1などの羽li土l で. 大学教官や勤務医が魅力のある l械では紙くなってきているのではと以う

f.lè々は以前から学外との人<)~交流を航機的に:illiめてき たが， それもままならない.良きにつけm:: しきにつけ.

人材の流動1"1のためのバッ 7ァーと して機能 してきた大学は， すでにその他ブJを火おうと している.パッファー

としての能力を失うことには何の米糾も怖いが，大学教山・や{/i)J ~自 |宍の魅)Jがうたわれつつある現状には大きな不安

を覚えるのである.今のl只療l)l.押iでは給与アップは踏むべく も仰いが.ヰl能でやる%のある敏行や似J務|宍の処辿

改将は1f，!$!な際忽限凶である

(小川修)

泌M絡事I *C製自白50~ tP; 9サ 2004.年 9)-J 25日 印刷 2004年 9)130日 発行

発 行小 川 修 品1([11J ，'{ 111 修 発行所泌尿協宇|紀挺刊行会

干606・8392J;UlI¥iIite;，{区lBi磁|涜11.1王町18 メタポ岡崎301サ 111附(075)752・0100
ドAX(075) 752司 0190

htlp:/ /www.kiyou.jp/ 
印!Iilj)肝 IIJ代印刷株式会-11:京都市上山区;~:之内iJ]小川西入




