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3. 論文の採杏・愉文の採否は Edilori.1board のメンパーによる1liW~緋査の結'*に従い決定される，ただし，

シンポジウムなどの記録や治験愉文:については編集部で採杏を決定する.

4.. A市文の自T.iE: :t.e脱唱F査の鮎・*，原稿の訂正を求められた場合は，40日以内に，訂正された原稿に訂正点在

Ilf)示した手紙をつけて，前n~ i$i、lポ日品科紀裟干IH守会宛て送付 すること，なお . Edilorのf't任において一世11字句

の訂正をすることがある.

5 採択論文・ 論文ヵt!;'lt択された場合，原稿を3.5インチ7ロッピーディスク・ MQ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.ディスクには愉文5Z-付称号 .11札liJ'i執:者名・機組名 ・ソフトウエアと

そのパージョンを明記する Windowsの場合は MS-Wol'd・}太郎， また Macintoshの場合は EG-Word. 

MS-Wordとし.特に fvLacintoshにおいては MS-DOSテキユ トファイ Jレに保存してt't/lIすること.

6. 校正 .校正は許税・によるi't任校正とする 務者・桜数の場合は校正，!'HI::宵を投倒l時指定する.

7. 掲敏 !沿文の拘織は採JI)mliをI@I)とする.迅速掲載を1:lfi{するときは技術11事にその1守十pし/1¥ること

(1)削減料は l頁につき和:文1;1:5，7751') (税込)，挺丈は6，8251') (税込)，超過瓦は U~につき 7 .35W) (税

込)，写おの製版代， 1~J!仮 目 トレース代， 別IlIr，送料などは日1)に央政を qlし受ける I

(2) 迅速J副総には迅i制U!II<料を裂する. 5~以内は3 1 .500 1'1') (税込).6 ~以上は 1 W;JにIO，5001I) (税込)

を力111):した制を1(1し受ける

(3) 誕~)の効県， iUl)~伏誕のj此総l，治拡4機協の使1日な どに附する治験愉」におよぴ学会JP~，hについては ， JU載車1.

を別途に申し受ける

8. 別刷 :30昔日までは無事| とし，それを趨える部数については;lé~者負担とする 務者校正II~'に部数を指定する

lnformatiol1 for Authol's Submilling Papers in English 

1. Manuscripts， lables and ngurcs must be subl11ittcd in thrcc ∞pics. Manllscripls should bc lyped 

doublc-spaced with widc ma"gins on 8.5 by 11 inch papel'. Thc ICxl of.llreglllar manusc，'iplS shol.lld 

nOI cxcccd 12 typewrittcn pages， and that of a ca5e repo川 6pagcs. 'fhc ab叫ractshoulcl nOI excecd 

250 words ancl should conlain no abbrcviations 

2. The nl'st pagc should contain the title， full namcs and affiliations of lhe authors， kcy words (no 1110l'e 

than 5、Norc!s)，and a nrnning title consisting of U1C Cirsl author ancl two wo，'ds. 
c.g.: Yama.da， et al.: Proslalic cancer' PSAP 

3. Thc lisl ofreferences shoulcl incluclc only those pllblications which山 Cciled in the tCXl. Rcfcrcn此 S

should nOI cxcecd 30 readily availablc cilalions. Rercrcnce should bc in the form of supe，'sc，'ipt 
numerals and should nol be al'l'angcd alphabclically， 

4. The title， the 113meS and affilialions ofthe 3u[ho，'s， and an abslracl should be providcd inJapanese目

.1. For ftrrthel' details， ，.cぬrlo a I'ecenl journal 

編 集後記

今森の日本泌111<(，器科学会総会において「泌1，)((，品利研究す?をどのようにnてるか 若手泌尿a~科阪に研究は必~
か」というシンポジウ ムで発表させていただく ζ とになっている(このサが~1l11) されると き はすでに発表後だと
思います) このような附悩がトピックになるのには.医縦が向日E化し， 1刷版医に求められる羽.()"H;lil.札 WI"J知l
f臨古町抑止なものになっていることが大きく彩糾している.また，持:It<臨床研修必修化が始まり. l'f.門|宍欣nをど
のような形で以IJfIすべきかをtω1)に考える11事JU)にあることもー凶である
シンポジウムでの資料とするために，我々の教B1に布紡したこと のある r&.};J~ 211科i突のこれまでの研究や臨床iui

での染縦乞 研究際別(過程博士取何者.f倫文博士1))(1'持者.それ以外)で解析してみた， 予也1泊りではあるが，
術文 I~j:土]附明者はfl\文臨床愉文，)Æi磁 \l!j:土J血仰:I'íは 1A文J，~Ti控愉:立;の執自MJiJJrが出Jjい (州{9~期間?においては設があ
りませんで Lたト興味様かったことは. 愉:立:1!11土JI~j持者においては， 7カデミ γクポジシ冒ンや各州院のf部t邪R川i長毛
職に~'t(任している 目即ド.がi過位恕程u附噂士l取R側f符皐者者.よりも ，\"ρ刈f白向'ljルUい、ことであつた これまでのt当学学3半学1色'1位立がもつてきたZ芯怠JE:義や1岱Je淵淵l凶凶出刻|的な人
i幻~配i悦町の量影三榔も考え合わせるι:J!:.
デ}夕かもしれない

品i. A~， なま主礎的研究をJ:I!~肝 し遂行する能力と優れた臨床能)J ， 特に体股鋭下手術に代淡される外科的簡プJの両方
をひとりの泌尿総事H宍の中に求めることは極めて閣制l'なI時代になってきた.研究的，思考無くしては優れた泌尿保
科医の育成はw.米ないと硲灯しているが，研究と|臨床のパヲンスは，例人レベルのみならず大学レベルでも磁え
る必製がある 金太郎飴のようなIH)じ専門医教育システムではなく.特色のあるプログラムを焔般傍に考えてい
く必泌があると忠われる その総利が日本会体の泌尿協制限救nとしてバランスのとれたものとなれば良いので
ある
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