
RIGHT:

URL:

CITATION:

AUTHOR(S):

ISSUE DATE:

TITLE:

表紙 (泌尿器科紀要 第41巻第7号)
購読要項・投稿規定

表紙 (泌尿器科紀要 第41巻第7号) 購読要項・投稿規定. 泌尿器科紀要
1995, 41(7): 575-576

1995-07

http://hdl.handle.net/2433/115525



1!t:it"Pt第4倦 第7号1995年7月3川 発f∫(h川1回 ♪沫 発fl)1983:i6Jllo日 第3← 〔「蜥51!物 £tJtLJISSNOO18 -1994

泌 尿 紀 要

ActaUrol.Jpn。

泌尿器科紀要

　
● ● ● ●

し

螂 簡⑭



ACTA UROLOGICA JAPONICA

 Editor: Osamu Yoshida Deputy  Editor: Yusaku Okada

Kazuki Kawabe, 

Tadashi Ohkawa, 
Hiroshi Tazaki,

 Advisory Committee 

Kenkichi Koiso, 
Eigoro Okajima, 
Tadao Tomoyoshi

Joichi Kumazawa, 
Jun Shimazaki,

Fumihiko Ikoma, 
Kohji Miyake,

  Associate  !Editors 

Takashi Katayama, 
Seiichi Orikasa,

Juichi Kawamura, 
Hiroki Watanabe

Hideyuki Akaza, 
Yoichi Arai, 
Yoshihito Higashi, 
Masahiko Hosaka, 
Sadao Kamidono, 
Yukimichi Kawada, 
Takeshi Kawamura, 
Kenjiro Kohri, 
Ken Koshiba, 
Hiromi Kumon, 
Masaaki Kuwabara, 
Masahiro Matsushima, 
Ikuo Miyagawa, 
Yorio Naide, 
Hiroshi Nakamura, 
Osamu Nishizawa, 
Hiroshi Ohe, 
Hiroyuki Ohmori, 
Kenji Oishi, 
Kiyoki Okada, 
Hiroyuki Oshima, 
Yoshiaki Satomi, 
Masafumi Shirai, 
Hideo Takeuchi, 
Hiroshi Toma, 
Soichi Ueda, 
Sunao Yachiku, 
Tamio Yamauchi, 
Masao Yokoyama

   Editorial Board 

Masao Akimoto, 
Takayuki Hashimura, 
Eiji Higashihara, 
Koichiro Isurugi, 
Hiroshi Kanetake, 
Tsuneo Kawai, 
Tadao Kiriyama, 
Takuo Koide, 
Toshihiko Kotake, 
Takashi Kurita, 
Zenjiro Masaki, 
Makoto Miki, 
Mieko Miyakawa, 
Katsusuke Naito, 
Taiji Nishimura, 
Katsuya Nonomura, 
Yoshitada Ohi, 
Yoshiyuki Ohno, 
Takahiro Oka, 
Akihiko Okuyama, 
Yutaka Saitoh, 
Hiroki Shima, 
Atsushi Tajima, 
Hiroyoshi Tanaka, 
Ryuzou Tsugawa, 
Michiyuki Usami, 
Hirohiko Yamabe, 
Kosaku Yasuda,

Takahiro Akiyama, 
Masamichi Hayakawa, 
Yoshihiko Hirao, 
Susumu Kagawa, 
Tetsuroh Katoh, 
Nobuo Kawamura, 
Taketoshi Kishimoto, 
Atsuo Kondo, 
Tomohiko Koyanagi, 
Manabu Kuriyama, 
Tadashi Matsuda, 
Teruo Mishina, 
Yoshinori Mori, 
Teruhiro Nakada, 
Yasunori Nishio, 
Akimi Ogawa, 
Mitsuo Ohkawa, 
Shin-ichi Ohshima, 
Ken-ichiro Okada, 
Akira Osawa, 
Tsutomu Sakurai 
Kenji Shimada, 
Ikumasa Takenaka, 
Ken-ichi Tobisu, 
Taiji Tsukamoto, 
Tsuguru Usui, 
Hidetoshi Yamanaka, 
Ryuichi Yatani,

Managing  Editor: Akito Terai, Osamu Ogawa, Yoichi Mizutani 
Language  Editor: Sumiko Kaihara  Secretary: Teruo Nakai 

                                                     (1995. 4.)



575

購 読 要 項(1995年5月 改訂)

L発 行は毎月,年12回 とし,年 間購読者 を会員 とす る.

2.一 般会員は年間予約購読料10,000円(送 料 とも)を 前納する.賛 助会員 は20,000円(送 料 とも)と す る.

払込 みは郵便振替に限 る.口 座番 号 京都5-4772番 泌尿器科紀要編 集部宛.

3.入 会は氏名,住 所を記入 の うえ泌尿器科紀要刊行会宛,は が きにて申 し込 めば所定の用紙を送付す る.

投 稿 規 定(1995年4月 改訂)

1.投 稿:連 名者 を含めて会員に限 る.

2.原 稿:泌 尿器科学 領域 の全般 にわた り,総 説,原 著,症 例報告,そ のほかで和文 または英文 とす る.原 著,

症例報告な どは他 の雑誌に発表 された ことのない内容 でな くてはな らない.

(1)総 説,原 著論文,そ のほかの普通論文 の長 さは,原 則 として,刷 り上が り本文5頁(400字 ×20枚)ま で

とす る.

(2)症 例報告 の長 さは,原 則 として,刷 り上が り本文3頁(400字 ×12枚)ま で とす る。

(3)和 文原 稿はできるだけ ワープロを使用 し,B5版 用紙 に20字x20行,横 書き とす る.年 号 は西暦 とする.

文中欧米語の固有名詞は大文字 で,普 通名詞 は小文字で始め(た だ し,文 節 の始めに くる場合は 大文字),

明瞭に記載す る.

ω 原稿の表紙 に標題 所属機関名,主 任名(教 授,部 長,院 長,科 長,医 長 など),著 者名の順で 和文で

記載す る.筆 頭者名 と,2語 以内のrunningtitleを 付記す る.

例:山 田,ほ か:前 立腺癌 ・PSAP

(ロ)英 文抄録=和 文の表 紙,本 文 とは別に,標 題 著者名,所 属機関名,5語(英 文)以 内 のkeywords,

抄録本文(250語 以 内)の 順にB5版 ダ ブルスペ ースでタイプす る.別 にその和訳をつける.ワ ープ ロ原

稿可.

の 原稿 は,和 文標題,英 文標 題,英 文抄録,そ の和訳,緒 言,対 象と方法,結 果,考 察,結 語,文 献,

表,図 の説 明,図 の順に配 置 し,和 文標題ペ ージを1と す るペ ージ番号を付 け る.

④ 英文原稿 はA4版 用紙 に ダプルスペースで タイプ し,原 稿 の表紙 に 標 題 著 者 名,所 属 機関名,key

words(和 文に準ず),runningtitle(和 文に準ず)の 順に タイ プし,別 に標題 著者名,所 属機 関名,主

任名,抄 録本文 の順に記 した和文抄録 を英文原稿の後に付記す る.和 文原稿と同様 にペ ージ番号を付 ける.

(5)図,表 は必要最小限に とどめ,普 通論文 では図10枚,表10枚 まで,症 例報告では図5枚,表3枚 までとす

る.

図,表,写 真な どはそれぞれ台紙に貼 付 し,そ れ らに対す る説 明文は別紙に一括 して一覧表 にす る.説 明

文 は英文を原則 とす る.原 稿右欄外に挿入 され るべ き位置を明示す る.写 真は トリミングし,図 ・表 は誤 り

のない ことを十分確認 の うえ,ト レース して紙焼 した ものが望ま しい.様 式については本誌 の図 ・表 を参照

す る.写 真は明瞭 なものに限 り,必 要 な ら矢 印(直 接写真 に貼付)な どを入 れ,わ か りやす くす る.

⑥ 引用文献 は必要最小限に とどめ,引 用箇所 に文献番号を本文の文脈順に入れる(ア ルフ アベ ツト順不 可).

その数は30ま で とす る.

例:山 田1・3・7),田中 ら8・tl-13)によると…

雑誌の場合 一 著老名(3名 まで,そ れ以上の ときは 「ほ か」 「etaL」 とす る)=標 題i雑 誌名 巻:最 初

頁 一最終 頁,発 行年

例1)KalbleT,TrickerAR,Fr量edleP,etaL:Ureterosigmoidostomy:long-termresults,risk

ofcarcinomaandetiologicalfactorsfQrcarcinogenesis・Jurol144:1110-1114,1990

例2)竹 内秀雄,上 田 眞,野 々村光生,ほ か:経 皮的 腎砕石術(PNL)お よび 経尿道的 尿管砕石術

(TUL)に み られ る発熱について.泌 尿紀要33:1357--1363,1987

単行本の場合 一 著者名(3名 まで,そ れ以上の ときは 「ほか」 「eta1」 とす る)=標 題 書名.編 集者名

(3名 まで,そ れ以上の ときは 「ほか」「etaL」 とす る).版 数,巻 数,引 用頁,発 行所,出 版地,発 行年

例3)RobertsonWG,KnowlesFandPeacockM;Urinarymucopolysaccharideinhibitorsof
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calciumoxalatecrystallization.In;UrolithiasisResearch.EditedbyFleishH,Robertson

WG,SmithLH,eta1.lsted.,PP.331-334,PlenumPressfLondon,1976

例4)大 保亮一=腫 瘍病理学.ベ ッ ドサイ ド泌尿器科学,診 断 ・治療編 吉 田 修編.第1版,PP・259-

301}南 江堂,東 京,1986

⑦ 原稿は,オ リジナル1部 とコピー2部(図,写 真 は3部 ともオ リジナル)を 書留で送付す る.万 一一rcそな

えて,コ ピーを手元に控 えてお くこと.

(原稿送付先)〒606京 都市左京区聖護院山王町18メ タボ岡崎301号 泌尿器科紀要刊行会宛

(8)論 文 の採否=論 文 の採否はEditorialboardの メソバ ー に よる査読審査の結果に従い決定 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.

⑨ 論文 の訂正=査 読審査 の結果,原 稿の訂正を求 められた場合 は,40日 以内に,訂 正 された原稿に訂正点 を

明示 した手紙をつけて,編 集部宛 送付す ること.な お,Editorの 責任において多少字句 の訂正をする こと

がある.

⑩ 校正 は著者 に よる責任校 正 とす る.著 者複数 の場合は校正責任者を投稿時指定す る.

ω 投稿 にあた っては,本 誌を十分参考に して体裁 を守ること,

3。 掲載

(1)論 文 の掲載 は採用順を原 則 とす る.

迅速掲載には迅速掲載料を要す る.5頁 以内は30,000円,6頁 以上は1頁 毎 に10,000円 を加算 した額を申

し受け る.

(2)掲 載料は1頁 につ き和文は5,500円,英 文は6,500円,超 過頁は1頁 につ き7,000円,写 真代,凸 版,ト レ

ース代,別 冊,送 料 などは別に実費を申 し受ける.

(3)薬 剤 の効果,測 定試薬の成績,治 療器機の使用 などに関する治験論文お よび学会抄録については,掲 載料

を別途に申 し受ける.

生 別冊=実 費負担 とし,著 者校正時に部数を指定する.

Inf()rmationfbrAuthorsSubmittingPapersinEngl三sh

1.Manuscripts,tablesandfiguresmustbesubmittedinthreecopies.Ma血uscriptsshouldbetyped

double-spacedwi止w五demarginson8.5byllinchpaper.Thetextofallregularmanuscripts

shouldnotexceed12typewrittenpages,andthatofacasereport6pages.Theabstractshou正d

notexceed250wordsandshouldcontainnoabbreviations.

2.The銭rstpageshouldcontalnthetltle,fullnamesandaffiliationsoftheauthors,keywords

(nomorethan5words),andarunningtitleconsistingofthe丘rstauthorandtwowords.

e.g.:Yamada,etaL:Prostaticcancer・PSAP

3.Thelistofreferencesshouldincludeonlythosepublicationswhicharec量tedinthetext。

Referencesshouldnotexceed30readilyavailablecitations.Referenceshouldbe三ntheformof

superscript鳳umera1sandshouldnotbearrangedalphabetically。

4.Thet五tle,thenamesandafl'iliationsoftheauthors,thedirector,sname,andanabstract

shouldbeprovidedinJapanese.

5。Forfurtherdetailsrefertoarecentjournal.
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