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3 論文の採否 。愉文の採密は Editorialboal'dのメンバーによる費税税査の紡*に従ぃ決定される，ただし.

シンポジウムなと'のnè~止や治験愉文については編集部て酬探再を決定する

4 給文の訂.iE:究説得査の糾i採.IJ;n自の訂正を;)<められた場合は，40日以内に，骨f正されたl瓜稲に訂正点を

明示した手紙をつけて，前官己泌尿路宇1.紀yg刊行会仰て送付する ζ と，なお.EdilOlの賢作において-f'rll中何

の訂正をすることがある.

5. 採択論文・ i論文が~択された場合. Jj;t ;怖を 3.5インチ7 ロッピーデイ^~ ・ MO ディスク ・ CD-R 田 CD-RW
のいずれかに保存し，編集部へ送付する ディスクには論文受付帯サ.t(i iìíi~昨者名・機11ft併 ・ ソフトウエアと

そのバージョンを別配する VVindowsの場合は MS・Worcl 一太郎。また Macinl出 hの助合は EG-Wυrd. 

MS-W01'dとし.特に MadnLOshにおいては MS・DOSテキスト 7.，.イルに保存して拠出すること.

6. 校正.佼.iEは持者によるi'rf壬校正とする. ~fi'線数の場合は佼正賞任者を投稿11手指定する。
7. 掲載 ・給y:.の1I. .Iil院は係HliQ(iを1)江川とする.迅速掲紙を希践するときは投.fWI$にその門司lし11'，ること

(1) 掲I1批判ιは Il'iにつき手11)'(は5.7751'1(税込)..1fi:.'Jどは6町8251リ (税Jz，).超過nは lμにつき 7.3501'1(悦

込).写おの製版代.，nd仮. トレース代.別1111.送料などは日11に災J!Iを巾し受ける

(2 ) 迅iill削減にはill述拘~料を製する 5 .l'~以内は3 1 .500 1' 1 (税込).6J'J以上は l瓜仰に10.5001"1(税込)

を加1$):した甑iをIj'lし'立ける.

(3) 灘高rlの効採.i制定試調jの成~j'l.治拡I 1韓日5の使朋などに附する治験論:Jヒおよび学会妙~;~については。 Jj.j íl世事|

を別途に巾し'ZEける.

8. 別刷 30古lまでは無料とし，それを組える部数については災焚口tJ!とする 'I'i'将校花11，¥'に部数をJ肯定する

lnformation for Authors Submitting Papcrs in English 

1. Manuscl'ipIS， tables ancl figur'es must bc submillcd川 lhrcecopics. Manuscl'iplS should bc lypCc! 
doublc-spaced wilh widc mal'gins on 8.5 by 11 inch pape，'. Th己lCxlorallrcgular manllscl'ipts shoulcl 

nOI exccecl 12 typewrittcn pages， ancl lhal of" case rcporl 6 pagcsιThe nbstract shoulcl not cxcced 
250 worcls ancl should conlain no abbreviations. 

2. The firsl pagc shoulcl contain lhc tillc， full names ancl amliations ofthe authors， kcy wo，'c1s (no morc 
than 5 words)， and D rUl1ning liLlc consisling of thc fil'st author and tWQ words 

g.: Yamada， et ，，1.: Prostatic canccr' PSAI' 
3. Thc list of rcfcl'ences sholllcl 川c1ucleonly thosc publications which山 ccited in the tcxt. Rcrc，.cnces 
sholllcl not cxccecl 30 ，'cadily available citations. Rcference ShOllld bc in thc form of supcrscript 

numc!'.ls "ncl should not be al'rnngcd alphabetically. 
4目 Thetitle， Lhc namcs and "mliations of Lhe authors， and山，abSI!'act should bc providecl川.Japanesc.
5. Fol' fu川hcl' dctails， rercr lO a rcccnl journal 

編 集後記

San Anlonioでの AUA参加中に，日本の拙泊1M分野のJlt似であったT教授自殺の官ト報がインタ ーネッ ト

ニューλで飛び込んできた目T教授は北i椎i立T!:II¥Hfijj民への医師派m:においてJJl.Si}:を受け取ったとして受託収賄リ11

科疑で起訴されていた.

戸|荻公務貝 (当11寺)が医師派巡の凡返りに多額のJJl.5i):を受け取るなどということは，もちろんあってはならな

いことであるし，出に|問われてもしかたないと，思う 。 しかし，そのいっぽうで|宍附ィ、Jtに悩む地方術院が大学に

医川i派逃を~附するしかないという}Jl.~にも I~ をむけるべきではないか.大都市にある大学際学部ではあまり :先

般/1¥*ないかもしれないが， 地元の地域医泌を支えるという1'(任を1'1った地方の大学では切尖な1111姐であろう

{i:t.J也の病院へは測も行きたがらないし，特に終予医附の教育という Ilriでもサポートしにくい税災がある サポー

ト出来ないどころか，大学自体の入手不属で「医r.iliの引き上げJすら始まっている.

来年は1f後臨床研修必修化の l年生が~'t1"11lSを目桁 して全国の州院に倣らばっていく そのベク トルの方向性

はまだ比えてこないし.それが地J域医療に7.Hfす彬初も予:!l.!IIHI占ない. しかし，現主EのilJllJ比不仰に目をやらず，

rr任をT教授ー人に事11しつけただけで終わってはならない，そろそろお中元のさ何百である 数寄あてに送られて

くるジュースやピールの箱を前に.どう扱おうかと悩む自分の袋が自に浮かぶ。

(小川修)
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