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711， 

3， 論文の採否:論文の採否は Gditoria1boarclのメンバーによる3'ENi1緋慌の紡糸に従い決定される，ただし，

シンポジウムなどの把鍬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・ 査続審査の結張，原稿の哲T.i[を求められた場合は，40日以内に，官T正された原稿に官T.i[点を

明示 した手紙をつけて，llil配泌尿骨1h科紀製刊行会宛て送付すること，なお.EdiLor の~任において一部字句
の訂正をすることがある.

5， t果択i論文:愉文が採択された場合 )J;(制を3.5インチ 7ロ yピーディスク ・MOデイ 1ク ・CD-R.CD. 

RWのいずれかに保存し，編挑郎へ送付する.ディスクには自治文受付帯号 .t]l:~.li?t，'者名・機組名 ・ ソフトウ

エアとそのパージョンを明配する.WindowsのjJ)j合は MS-Word'一太郎，また MacinLOshの場令は EG-

Word . MS-WordとL..特に Macintoshにおいては MS-DOSテキス トファイルに保存して拠出すること.

6. 校主:校.iEiま務者によるi'f任校1F.とする.格者複数の場合は校立j!f任者を投稿l時指定する.

7. 掲載:術文の渦紋は採用順をIJ;(則とする.迅速拘献を希践するときは投稿l時にその旨申しn'，ること.

(1 ) 拘級料は 1J!につき和文は5，775円 (税込).英文は6，82511J (税込).超過賞は 1Jrにつき7，3501司 (税

込)，写:nの製版代， l~d仮， トレース代，別l附， 送車1.などは別に11i;!/I(を申し受ける

(2) 迅i剖t-.l ij~ には迅辿ft-.l!隙料を~する 5Tt以内は31，5001工1(税込)，G瓦以上は 1W，):に10，5001IJ(税込)

を力ut):した市lを11:1し受ける.

(3) iJ'IS買IJの却1)*，測定快iJ'ISの成紙，治療機時の似汀!などに閲する治験論文および年・会抄録については，拘i隙

中|・を日1Jj，主に EJ:tし受ける.

8. 別組IJ・301111までは無料とし，それを紐える部数については築資fl担とする 渚者校五時に部数を指定する。

In(ormaLIon for AULhors Submittil1g Papcrs in Eng1ish 

1， Manuscripts， tab1es ancl figurcs I11USI be submitt町jin thrceωpies. Manuscripts shou1d bc typecl 

doublc-spaιcd with widc l11argins On 8，5 by 11 inch papcr. Thc tcxt ofall rcgu1ar mal1uscripts should 

nol cxcccd 12 typcwrIucn pagcs， and that of a ca山 rcpOrl6 pagcs， Thc abSlracl shou1d ，'101 cxcecd 

250 words and shou1d contail1 110 abb，'eviatioJ1s 

2， The first pagc should cOl1tain thc lit1c， full namcs al1d af1ilialions oflhe authors， key words (no morc 

lhan 5 wordsL ~l l1 d a rUllning Litlc cOllsisting or thc ftrst aUlhor and two words 

c.g.: Yamacla， ct aL: PrOSLatic canccr' PSAP 

3. The 1凶 101'relcrcnccs ，houlcl includc only lho話じ publicationswhich arc CilCd il"l. lhc lCxl. Rcfcrcnccs 

should nol excccd 30 rcaclily availablc citaliol1s. RcfcreJ1cc shoulcl bc in thc form 01' supcrscripl 

l1ul11crals and shou1d 110L be alTangcd alphabclically. 

4. Thc tiLle， the names and amliations ofthc aULhors， and l'1n abstracl should bc providcd inJapanesc. 

5. For furthcr dctails， I'cfcr l()礼 rcccntjoul'l1al 

編 集後配

卒後初却j研修 2年を終える医師の採用募集が始ま っている。京大病院では月給35万円の待辿で約 100名の抑門

修~141医を捗推することに決ま っ た。 従来迎の医良枠と目1・せて各科の配分は平均 6 名とな っ た。 待ìJ!lを向上させた

ために， 予~・の附係よ総枠の人数がi~j( iliRし ， これまで多くの医只で臨床をまかな ってきた診燥科は危機に|陥る 。

また，医日の魁ill勤務も !日1組化 している 。 教官に関しては研究11昔、 |聞 な どの名目で言い釈が立つが，労働~i~ :l.jl\法を

そのまま医員に当てはめると，ほ とんどの大学病院は抜き錯しならない状況になる可能性がある。

このよろな"1'.新政府は医療行為の本体部分のf1t#担報酬も引 き下げるという 。災隙の医療現場では，待i晶改普

が出来ない麻酔平'" 小児科，産科な どの危機的状況がさらに加速している o ~'~I民医療を践む忠者は， 治療の給処

や安全性にはl散しいがコ λ トには非JílUi'i~!1である 。 手術1'1・数で保険点数をヨ'E1E L.ていたシユ テムも品々に '~I'北にな

るという 。日本がどんな医療を目指 しているのか私には会くわからない。

方向性がわからなければ文句の言いようがない。災にうまいや りかたである。「郵政民世化」というようなわ

かりやすい線路は側いのであろうか。例えそれが「医療従邪者の待過を抑えでも っと安い医縦を」というような

機鰐であったとしても，何か気分がすっきりするように思うのである。

(小川修)
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