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3. 論文の採否 ・給文の採否は Edilorialboardのメンバーによる査税務査の紡換に従い決定される ただし，

シンポジウムなどの記録や治験論文については編集部で採否を決定する

4. 論文の訂正 :査醗静寂の粕呆， JJ;(稿の訂正を求められた場合は， 40日以内に，宮T正された原稿に訂正点を

IYJ示した手紙をつけて，1狗記泌尿総科紀y:::刊行会宛て送付すること，なお， Edilorの賀任において一帯B字句
の官T正をすることがある.

5 採択論文・ 倫文が採択された場合，原稿を3.5インチフロッピーデイ 1 ク .MOディスク ・CD-R.CD-

RWのいずれかに保存し，編集者11へ送付する ディスクには愉文受付帯号 .f1l'顕型?者名 ・機f{(名 ソ7 トウ

エアとそのパージョンを明記する Windowsの場合は MS-Word.一太郎， また Macil1loshの場合は EG-

Word' MS・Worclとし，4守に Mac川 loshにおいては MS-DOSテキスト 77イJレに保存して拠出すること.

6. 校正・ 校正は型f者による責任校正とする.緋者線数の場合は校1E賞任者を投稿!時指定する.

7. 掲載・ 1古文のH.l~iltは採用順を原則とする.迅速掲織をdTit躍するとき は投稿l時にその骨巾 し似ること .

(1 )掲載料は !日につき和文は5，775問(税込)，英文は6，825円 (税込)，超過頁は l買につき 7，350fLJ(税

込)，写真の製版代，凸版， トレース代，別冊，送料などは別に実貨を申し受ける

(2) 迅速掲織には迅速掲載料をy:::する 5Ji以内は31，500円 (税込)， 6頁以上は l頁仰に 10，500門 (税込)

を力II~ した智iを申し受ける 目
(3) 楽剤の効*，測定試i艇の成績，治療機協の使mなどに!制する治験倫文および学会抄録については，拘戦

料を別途に'1:1し受ける

8. ))U刷:30昔11までは無料とし，それを趨える部数については実蹴負担とする 脊者校正時に部数を指定する

Inrormation for Authors SulコmillIngPapcrs in English 

1. Manuscripls， tablcs al1d flgures must bc submitled in three copics. Manuscripls温houldbc typcd 

double-spaccd with wicle margins 011 8.5 by 11 il1ch papcr. The tcxt ofallrcgular manuscripts should 

110t exccccl 12 typcwrittcn pagcs， and thal 01' a ca5C report 6 pag目。 Thcabst，'act should 1101 cxcccd 

250 worcls and shou1d cOl1lail1 no abb，'cviations. 
2. Thc flrSI pagc should conla川 lhctitlc， fulll1amcs and amliations Oflhc aUlhors， kcy wOI'c1s (no morc 

lhan 5 worcls)， ancl a rUl1nil1g title COl1sisling 01' thc first author and IwO words 

c.g.: Yamada， Cl al.: Proslatic canccr' PSAP 

3. The list ofrefcrel1ces should il1c1udc ol1ly lhosc publications which are CilCcI il1 thc lcxt. Rcfcrcnccs 

shoulcl 110t cxceed 30 rcadily availablc cilaliol1s. Rcfcrcncc shoulcl be川 lhef'o，'m of supc，'sc，'ip' 
l1umcrals al1d shoulcl nol bc arrangccl alphabelically. 

4. Thc titlc， lhc namc" and amliatiol1s of thc autho，'s， ancl an abslracL should bc providcd in Japancse 

5. 1'0" ii.rnhcl' dClails， rcfcr lO a I'ccel1t journal 

編集後記

州治療における専門医<<;11脱がIIlB凶となっているが，やっと一定の方向lでまとまりそうな微子である 事の発端

は，これまで日本の焔珍械の牽引役として外科l泌を中心としてilI!n・されてきた 日本欄治械学会と .JJ眠脳内科医を

中心とした臨床l服，~ ~j~:会が各々誕なった専門医制度を立ち」ニげようとしたことにある . 忠者にと ってわかりにく
いということでIJJJl!l1となった.臨床11盟城学会の立場は，栴の治療，特に抗揃拘l治療はjUjJ;立な知微を持つ専門医の

みが行うべきであるというものでけだし正論である いっぽう晴治11:/学会の立場は，設が|主|の概骨量療の現状をm
視し，揃惨療にかかわる医師会体の底」ニげを R指そうとするものである 臨床l姐筋学会の目指すシステムがにわ

かにはi重成 iJHI~ないことを考えるとこれも納得出来る方向性である . 最終的には日本医学会やこの 2 学会が協力
して「揃治IMi!l!.定医」を問、定するということになった

111なる制度上の論争のように見えるが，これからのM本の蝋診療の方向性に大きな彬仰をあたえる可能性があ
る このf品輸を私なりに解釈すると，これからの (泌尿器十科)痛鯵療を，(泌尿縛)外科医と臨床11制高医が分抱

するという方向性(臨床細筋学会案)なのか，それとも(泌尿器科)各斜J!7.門医がー賞して貨任を持つという方

向怜(嫡治療学会祭)なのかということである.側111に雷うと前者は米凶流であるが，はたしてこれが日本の摘

診療になじむものかどうか，日本人が滋む安全で安心な嫡診療に結びっくかどうかをしっかりと見極めなくては

ならない

先日の嫡治療学会では「医療nilllJ!:の改市とがん治械」というシンポジウムを|制〈機会があった シンポジスト

の然餓院機μの愈凡では，劣惑なi盟境のもとで繍診療の第一般で孤llr暫闘Lている医療従都者の苦悩1;J:，1副民

(少なくとも国会限民)にはほとんど伝わっていないようである

(小JlI修)
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