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4. 論文の訂正 3'!'税事授の鮮i扶， J.京仰の訂正を求められた場合は. 40 日以 I)~ に.訂正 き れた JJ;1制に訂正点を

I!f)示 した手紙をつけて， 1)il配泌尿協科紀誕刊行会似てi韮Hすること ，なお.EditOJのn任において-11I¥中旬

の訂正をすることがある.

5 採択輪女:t.'i:tr:立'が探択された場合. Jh(制を3.5インチ7ロγピーディスク 'MOデイ旦ク CD・R'CD・RW
のいずれかに似#し. ~"I銀世1 \へ送付する，ディスクにはl市文受付帯Ji} • I世間務者名 .J1ll:f1[r名 ・ソ7 トウエアと

そのパージ ョンを IVj配する. ¥-Yil'ldow討のJi))合は 即IS-Word.一太郎，また Macinloshの脇什は EG-Word. 

M S-Word とし，特に M ~I(; inl w:i h においては MS- DOS テキストファイ Jレに保存してt赴山する ニと，

6 校正 校正l立許申?によるl't任校正とする 折半;被数の助合は校正tt任者を投制11;¥指定する

7 掲載 愉文のぬíl& は1~用 Illti を瓜(!リとする 迅A掲i肢を希望するときはJ立制11主にそのFiH'Iし/11ること.

川 j判1批判は I].{につき*n文li5.775門 (税込).英文は6.8251'J (悦込)，超過rrは Iriにつき 7.3501'J(税

込).写よ:tの製版代. IIlJi仮， トレース代.fJU 1問。 送料などは別に尖吹を巾レ呈ける I

(2) 迅速Jl.¥i世には込i虫悩-，1批判4を裂するι51'T以内は31.5001'J(-I)t込)， 6:ri以上は l以何に IO.5001-'J(税込)

を!Jllnした舶を巾レ豆ける.

(3) ~押|の似IJ ~位。測定:t~4i~の l似占。 ifìl~(機協の似!日などに|制するttill.股愉文およぴ学会妙O，Aについては.JIJ総事|

を別途にH:Iし受ける.

8. 7JIJ冊 :;MUfjjllとし，持者校疋11;¥'に世1¥数を析沌する

lllformaliol1 for八lItJ10rsSlIbmitting Papcrs in English 

1. Manuscrip凶，Lablcs and ngurcs IγIUSt bc submiLLcd川 thrcecopies. Manuscriptぉ.houldbc typcd 
c1ollblc-spaced wilh wide margins on 8.5 by 11 il1ch paper. Thc tcxl ofall rcglllar mal1uscriplS ShOldd 

nol cxc泡ed12 Lypewl'illen pages， and that of a casc rcport 6 pagcs. Thc abslracl should nM cxcccd 

250 words anc1 should COl1tain 110 abbreviations 
2. The IirSL pagc should contain thc tiL1c， full namcs ancl "ffili"tiol1s "flhc authors， kt:y words (110 morc 
than 5 words)， ancl <;l running liLle COl1sislIng orけ甘口r5talllhor alld lwo words 

c.g.: Yal11ada， et al.: Pro$凶 ticcanccr' PSA P 

3. Thc lisl ofrcfcrcnccs should includc only lhosc publicalions which arc citcd il1 thc le乱. Refercl1ces 
出houldJ10l cxcccd 30 rcadily availablc citations. Rcfcrcncc should bc in the form of supel'scl'ipt 

J1ul11crals and should nOl bc arrangccl alphabclically目

4. Thc litlc， lhc IlamじSalld afTiliatiυns of the aULhol's， lhe clirecto，"s n<lme， and an abstracL shoulcl be 

providcd in Japancsc. 
5. Fo，' furthcr clct，¥ils， l'ef'cl回 aI'cccnt journal 

編集 後 記

111: ~がJl';にイJ 才l な -M 学制1ft品 "Na lurc" を発行している Na lU山1'1I b l ish ing Groupから “NatureClinicxi/ Pr(I(:licc 

UroLogy"の節 l準加 I+jがこの 11JJ 1こf11Jl'IJされた sditor..in・Chicfは前名な米国の Sc.rιlino教舵であるが.

この制li~t.の 1}‘殺を ιO UI' vision in M州岬 Cliuic(llPI'(I(:I.lr:e Uroω，1/)1 '8凶 oflcl'CUl'l'cnl rncdica¥ information in a 

叫 rics0('叩 Il1pac.:lartid山 lh叫 wil1bc凶 li‘.blc.rclevant lO yOllr practiω.旧 fonnalivc.balanωd and objccl】vc"

と自IJ-FUサの Edilorialで述べている

IJlI 1I;y.'こ刊行きれた Nalul'CClinical Pl'actlccシリーズが，心Jfllti'民学，れ'1化枠・肝臓ef:-.JHiJbI学の 3つのみで

あるという点を考えると ，いかに泌以部手|執がit目を集めている学111-1]であるかが理W(./LI来る ちなみに，EdilO 

I'ial Boa吋 には日本から大J川先坐が入っ ているL..創刊号の“RcscarchHighlighl"には岡山大学の YOKO"AMA

先生のIt~かれた 1，，1 . J Urol.の|論文が似介されているのもうれしいー

Notllre 11t.は全ての平| 学者ーに と ってW~の制íi/Wである.この "Notu" Cluucnl Pmctice Uroωg)' が将来どのような発

炭をするかはまだわからないが.臨床医学の椛illlを円摘している泌尿持科医にとって，自'Natul'c"という名前が

身近になることは心腕るものがある，その必以制が疑われる|去半利:it~からの依iÏliJ);(*l.~は l時々断っている夜、だが.

この中lfi iWからの依狐叫(仰はお日~Iいしてでも 4!?いてみたい%がする。
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