
RIGHT:

URL:

CITATION:

AUTHOR(S):

ISSUE DATE:

TITLE:

編集後記 (泌尿器科紀要 第51巻第
5号)

編集後記 (泌尿器科紀要 第51巻第5号). 泌尿器科紀要 2005, 51(5): 368-
368

2005-05

http://hdl.handle.net/2433/113600



368 

3. !論文の採否 愉文の採否は Editoria1board のメンパーによる資似事~訟の紡栄にももい決定される.ただし，

シンポジウムなどの紀録や治験愉文については編集部で採否を決定する

4 論文の訂正。笠続審査の結呆. IJ;l稿の前立を求められた場合は. 40日以1);1に，訂正されたj瓜稿に訂正点を

明示した手紙をつけて，前官己泌尿協科紀~刊行会宛て送付すること，なお. EditQJ.の責任において一部字句

の訂正をすることがある.

5. 採択論文。論文が採択された場合，原稿を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，編集部へ送付する.ディスクには愉文受付帯号 ・徹底1智者名・機秘名 ・ソフ トウエアと

そのパージ 回ンを明記する. WincloW5の場合は MS-Word'一太郎， また M叫 inlOshの場合は EG-Word'

MS-Wordとし.特に Macimoshにおいては MS-DOSテキス トファイ Jレに保存して提出すること.

6. 校iE:校正は帯電?による):(1:1:校正とする 格者複数の場合は枝豆賀任者を技術11在指定する

7. 掲載 ・論文の掲載は採用III!を原111Jとする 迅i!lHQ織を希銀するときは投稿11事にその骨申し出る こと

( 1)掲載料は l ~につき和文は5 . 775門(税込).英文は6.825阿(税込).超過買は lJl:につ き7.3501エ1(税

込).写Jtの製版代，凸版， トレース代，別冊，送料な どは別に築資を申し受ける，

(2) 迅i単純械には迅速拘縦料を要する. 5京以内は31.500ド1(税込).6頁以上は l頁毎に10.500Pl(税込)

を加11~ した布(を 申し受ける .
(3) 礎知lの矧J呆.iJ1II~ l\it識の成績. 治械機器の使用などに附する治験!論文および学会妙蝕については. :jQ級料

を別途にqlし受ける

8. ~IJ刷 。 30部までは無料とし，それを超える部数については築費負担とする 著者校iEI暗に部教を桁定する

lnformation for Authors Submilting Papers in Eng1ish 

1. Manuscripts， tables and figurcs must be submitted in three copies. Manuscripts shou1d bc typed 

doub1e-spaced with wide margins on 8.5 by 11 inch paper. The text ofal1 regular manuscripts shou1d 

not cxcecc1 12 typewritten pages， and !ha! of a case rCport 6 pages. The abstract sbould not excccd 

250 words and should contain no abbr'eviations. 

2. The first pagc should contain the tit1e， ful1 names and affiliations of the authors， key WQJ廿s(no more 

tban 5 words)， and a running title consisting of the first au!hor and two words 

e.g.: Yamada， et al.: P，.ostatic canccr. PSAP 

3. The list ofreferences should includc only those publications which are cited in tnc tcxt. Refcrences 

snou1d not excecd 30 readily avai1able citations. Rcfcrcnce should be in the form of supcrscript 

numerals and should not bc arranged alphabetical1y 

4. The tit1e， thc namcs and affi1iations ofthe authors， anc1 an abstract shou1d be provided in.Japanese. 
5. For fUl'ther c1etai1s， refer to a rccent journa1. 

編 集後記

楽しいゴールデンウィ ークを附に.iIJ:.惨な列IIIlIJ.放が起こってしまった.現時点で正磁なlJ].放JJ;(臥lはゆjらかに

さ れていないが，鉄i且会社の利益虫干lt 安全軽視の縦営方針がill!転手に fú: l~巡転を強いたという愉制で報道され

ている目ttうまでもなく安全をl盈優先させてこなかった会社 トップの賛任はm大であるが，述さや利似性を飽く

ことなく追い求めている我々日本人会貝にも~任のー紛があるように思えてならない.

1療費抑制政策のなか，高度化した阪療を行わなければならない医傑人にとっても今回のZ匹敵は他人耶ではな

い.安全を般優先させながら効率を高めるには，クリテイカJレパスなどを合めた安全管理システムを統制Jするし

かない しかし，効率と安全との11りにある級街領域は明らかに狭まっているし，行き過ぎた効時1m視は医療事故

に位給する.そして，それが破綻した場合に犠牲となるのはいつも国民(忠者さん)であるL..r:tめをnうのは

現場の人間である.

「この~J].放はゆるみきった日本社会が起こしたJ という犠牲者・の家族の官識が1(( <心に残る.結局，効E相性と

安全性のパランスを取りうるのは，続出I総で働くプロとしての医療人ひとりひとりであることを忘れないように

したい
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