
RIGHT:

URL:

CITATION:

AUTHOR(S):

ISSUE DATE:

TITLE:

編集後記 (泌尿器科紀要 第51巻第
7号)

編集後記 (泌尿器科紀要 第51巻第7号). 泌尿器科紀要 2005, 51(7): 496-
496

2005-07

http://hdl.handle.net/2433/113632



496 

3. 愉文の採否 I 愉:X:の保存は EdilOJ'ialbo:.t J'd のメ ンパー による説脱税特のk\il~~ に従い決定される I ただし.

シンポジウムなと'のnG~.lkゃ if;験論文については制oI!.1HlIlで採手?を決定する

4. 論文の訂正 .平E~rl瀞査の品~i*. IJ;t仰のnr:iEを求められた1M合は.4.0日以内に. lif lI:された1I日仰に訂正点を

IYI示したF紙をつけてー 1両tl己泌1;1<~;';:~.:I・紀叫刊行会}iてi品 f.I すること . なお. EdilOIのnff:において 古11・ド句
の訂正をすることがある

5. t畢択輪女 !愉:X:il't，軍択 された場合.IJ;(仰を3.5インチフロッピーディスク ・MOディスデ ・CD-R. CO-RW 
のいずれかに保#し。編集部へj針.1する.ディ '̂1には論且;受付帯J，)-. fl1白町i)';: ./':'<1'， .機事[(<1'， ・ソ7 トウエアと

そのパージョンを明記する W川dowsの場合はルIS-WoJ'd.一太郎，また Macintoshの幼合は EC-WoJ'd

MS-Wordとし.*¥・に MacinLOshにおいては かIS-DOSテキ旦ト 7ァイ Jレに保存して悦ll¥すること.

6. 校iE:伐Ilーは‘汗1.による)'11壬校11:とする J干す「秘数のI;!I，合は校.iE1'11壬ず「を投品。lll.¥'指定するι

7. 掲載 i l:古文のji)jil(は l~刷用rIを n;( 1I 11 とする j!l述Jt.¥慨を希釈するときは技術時にその行巾し11¥るζ と.

(¥) l lJ lfU'1 は I Hにつき府l文 1~5.77.'>I' 1 (悦j主). !Ii.::k.は6.8251サ (f見込).組j品川は lriにつき 7.3501'1 (税

込).勾;μの製版代. ，円1版。 トレース代. 別 1111. 送料などは ~Jリに尖貨を Itl レ受ける.
121 込jilillJ 11引にはi且辿掲載料を挺する. 51'(以内1131.5001')(1.見込1.6μ以ヒは IWU;に10，.'>001') (悦込)

を))lIt)した官lを巾レ受ける

(3) 娯邦jの似1)*.測定，IA郊の1;比紅1.ifl燥機械の使用などに附するifll段t倫虫;および'下会抄似については. Jt.¥峨料
を別途に11Iし・受ける

日 別刷 。 30部まではJ眼科とし. それを越える部数については'~~!HII とする 町一行枚1EII，¥に部数を指定する

InfoJ'll1aliol1 roJ' AUlhors SlIbmilLil1g PapeJ's il1 ElIglish 

1. Mal1l1scJ'iplS， tablcs ancl figllrcs mUSl be submiu凶l川 lhrcecopics. Mal1uscriplS should bc lypccI 
doublc-spnccd Wilh widc ll1argil1S 011 H..'i by 11 inch papcr. Thc lexl or，，11 J' C耳 Ld ~lr manuscripls shoulcl 

I1Ql cxcccd 12 Iypcwriuen pagcs， ancl lhal ur" casc rcpol'l 6 pages. Th，白ab叫 raclsholllcl nOl cxcr'cd 
250 worcls ancl should conlain no abbl'cvialions. 

2. Thc flrSl page should cOlIl.ain lhc lille， rull namcs and "mlialions of'lhc aUlhoJ's， key wOJ'ds (no morc 

the:1Il 5 words)， and辻l'unml1耳 litleco同 islingor lhc (irsl author (¥!lc! lWO worcl.s 
c.g.: y，川市，cI"，Cl 31.: P"OSlalir cal1ceJ" PSAP 

3. Thc lisl or rcrcrcnccs should il1c1uclc only lhosc publicatiol1s which "1'0 CilCd il1 lhc lCXI. Rcrcrel1ccs 

ぉhouldnQl exccecl 30 rcadily availablc Cil:tlions. Rererel1ce should I)c i" lhc rorl11 or slIpcrscripl 
1111111crals al1c1 should nOl be arranged alphabelically 

<1.. The lItle， lhc namcs a'1<1 afTilialions oflhe aUlhors， and an "bsu'act shoulcl be providcd in Japancsc 
5. 1'01' rUl'lhcr dCl川 Is，I'ercl' LO a rccenl jOl，.lrnal 

編集後記

今年もパリでIJfJ1/Iiされた InlcmalionalConsulUllioll or Ul'ologic D凶叩5C(lCUD)の1問削除会椛に/1¥ Ifr，¥する

機会をえた この会l議は WHO. SI Uおよび UJCCのサポー トによ るflI:Yドロンセンサλ会限で。ベJレ4'-の

Dc n i s 教l~ を<1'.1子会比氷山|の MιCon l1 c ll 秋波を会長。 7 ランスの KhOllry 救4~~事務M として，初IJ~; }~，(での

Slalc Or thc ̂，. t と ~q.米民明を町comrncnda lionとい うj阜でまとめるものである. iiif..i'r.1隙挟，也、の他にもJぷ失おな

どが取り上げられており .昨年1;1:SIU総会を"'11月1して11脅l比舗のセッションも始まった.今まではliifJJ:腺州と前

引IJ~ II~λ出は別々なパートとして nfl fl~ されていたが.今年はiìíf ，~.1日l侠alit としてまとめて;~ I論苔れた.綿々な，開催i

を ~U~せ られた 1 6の叩1111111 llce があり，それぞれ 5 ー 10~円のメンパーでコンセンサスをまとめることにな ってい

る 会械の内科内体も勉強になるが，なによりも COl11lTIillCC{~ i氏名ーのプレゼンテーションがすばら Lい.数11年

jI日前にまとまったばかりのほ終調告を40分の1I~i'l II)でみごとにプレゼンテーシ日ンする 1mブJ に驚かされる

oJ'JはバーゲンセーJレもあって.パリを肪れるにはj由1116の手目!IJである. しかし，今年のパリはたいへん'，>1.かっ

たー またアムステJレダムからパリへの飛行機が突然の胤のためにアムステJレダムに引 き返すというハプニングも

あった.いつもいろいろ経験させてもらえるこの会議であるが，今|司はスリにjJ'jうというようなおもしろくない

村会勉強をせずにすんだのがMよりであった

(小川修)
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