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85'1. 

3. !命文の採苔 ・愉文の係否は Edilorialboardのメンパーによる貨統審査の結保に従い決定される.ただし，

シンポジウムなどの記録や治験愉文については編集部で採哲を決定する.

4 輪女の1T.iE:脊目先瀞3'Eの市MIl:.)ij(稿の訂正を求められた幼合は， 4.0 日以内に，前笠きれた JJ;qt~ に訂正点を

明示した手紙をつけて，前官己泌尿保科紀要刊行会宛て送付すること，なお， Editol'の貸任においてー郁字句

の青TIEをすることがある

5 採択論文。 倫文が係択された場合 )JH1H'3.5インチフロッピーディス:;・MQ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 .~正以著者名 ・機組名 ・ ソ 7 トウ
エアとそのパージョンをIY'1間する.Windowsの場合は MS-Worcl・一太郎， また Macinloshの場合は EG-
Word . MS-Wordとし， ~守に Macintosb においては M.S-DOS テキ1 トファイルに保称して従出すること

6. 校正 :校正は務者による責任校正とする 浩司者組数のt!}J合は校正1責任者を投制11;¥指定する

7. 掲載:愉文の掲械は探月刊I(rを1);(則とする.迅:illi掲紋を希望するときは投稿時にその旨1'1'1L. 出る こと.

(1 )拘¥1世判は l買につき吊l文は5，775刊 (税込)，兆文は6，825 p:) (税込)，趨過買は Il'rにつき 7，350円 (税

込)，1J以の製版代，凸l坂， トレース代，別|肝，送車|などは別に実質をII'し受ける.

(2) 迅速制織には迅辿拘1在中|・を援する 5頁以内は31，500F') (税込)，6頁以上は l頁毎にJ0， 500JI) (税込)

をiJllt):した世nを申レ受ける

(3)捺押lの却J煤.測定紋擦の成績，治療機i13の使用などにI則する治験愉文および学会抄鍬については， j1，J \I~ 
料を別途に1*1し受ける目

8. 別刷 :30世1\ までは申 f料とし，それをiWえる部数については~'ilIf<jß とする 若者校J.EI時に部数を指定する

[l1forl11atiol1 for Authors Subl11iltil1g Papers in El1glish 

1. M.al1uscripls， tables ancl figurcs I11USt bc subl11iltcd in lhrcc copics. Mal1uscripls shoulc1 bc lypcd 
doublc-spaccd wilh widc margil1s on 8.5 by II inch papcr. Thc tcXl ofallrcgular manuscripls should 

nOl cxcccd 12 lypcwrillCI1 pagcs， .l1d lhal of a c"5c rcporl 6 pagcs. Thc abslraCl should 1101 cxcced 
250 wOI'ds and should conlain 110 abbrc、11ull 011.'). 

2目 Thcfirst pagc should cOl1tain lhc litJc， ruJJ namcs and aflilialions of lhc aulhol's， kcy words (110 1110rc 
lhan 5 words)， ancl a rUl1l1ing titlc consisting 01' lhc firsl aUlhor ancl two words 
c.g. : Yamada， cl a1. : PrOSlatic cancel' . PSA P 

3. Thc lisl ofl'cfcl'cl1cCS should includc only thosc publicatiol1s which arc cited il1 thc texl. Rcfcrcl1ces 
should 110l Cぉcccd30 rcadily available citatiOI1S. RcfcrCl1cc should bc il1 thc form of supじrscript
numcrals ancl shoulcl 1101 bc arral1ged alphabclically. 

4. The title， lhe names and al1iliatiol1s ofthc aUlhors， al1cl al1 abstract should bc providcd il1 Japal1csc. 
5. For furthcr details， rcfer to a reccl1t joul'l1al 

編集後記

ij占近，愈法改正平皇位継承llf)姐で政治問愉のテレビ帯雨lを見る機会が多い目月明日のTデックル平日|仰日の

sモーニングなどを見るのだが，以前から気にな っていることがある 政治家は自分の主義主吸が反附された

11寺，どうしてあれほど冷静でいるこ とが出来るのだろうか.その附"1日はf.il火のごとく悠る場1日もあるが， 17tも

たたない内ににこにこ顔で怖が出来る料事1 1 1'I1!iiïが型1\1'1判l\~! ないのである。政治家にとって;1，縫主張は命であろ

う よほど自分の感情をヨントローJレする例制を獄んでいるのか，それとも_J:世1)に考えていないかどちらかしか

ない，この 11 ):j 25自で三品I:IJ紀夫の没後初年になるが，命を賭して問の行く末を基えたll.liほどの気迫を今の政治

の世界に初日すことは縦しい.

恥ずかしながら私は根っからのテレビ γ子である.寝るときもテレピがついていないと紋しい 1¥'1搬に飢えて

いるわけでは仰い.本を脱むほうが阪に残る ζとも型僻しているのだが， l.lli1H1なしに好きなのだからしょうがな

い 旅行先での外出時，鍛:?':i般にホテルのコントローラを手に持つででて筑波に笑われるほどである.しかしテ

レピでストレ見解il'jが出来るならお安いものだと自分で納糾している

(小川 修)
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