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編集部よりのお願い

 従来より本誌掲載の図・表については，初校印刷後．

原則として校正ができないことになっていました．し

かしながら，なるべく正確を期すという方針から，可

能なかぎり投稿者の便宜を計ってぎました．今般，印

刷業務の合理化を計るため新しい機器が導入されまし

た．そのため，7月号以降本誌掲載の図・表について

は，初校印刷後は全く校正できません．したがって組

版を除き従来行なわれてきた著者校正の段階での図・

表の字句・数値の辛き換えはもちろん，誤字の校正も

できなくなります．したがって今後御投稿いただく論

文については編集部による誤植以外訂正文の掲載もい

たしません．また明瞭に記載され，様式の整った印刷，

タイプまたはトレースされた，あるいは楷書，活字体

で丁寧に書れた図・表以外の誤植についても責任を負

いかねます．したがって御投稿いただく前にもう1度

念を入れて御投稿される図・表の様式，字句，数値な

どを，最新の本誌に掲載されている図・表の様式を参

照されつつ御点検下さい．なお，文献についても，英

文はタイプで，和文は少なくとも楷書でキチンと書い

て下さい．
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                  編 集 後 記

 トールワルドの“外科の夜明け”（塩月正雄訳）のなかでメイゾンヌーヴはよく描かれていない．

背の低い，肥った男で，大きな突き出した鼻と燃えるような黒い瞳が彼のトレード・マークであっ

た．話す言葉は砲撃するかのように他人に浴びせかけるのだった．彼の手術は手ぎわはよいがかな

り粗暴だったようである．「メイゾンヌーヴは，ほかの医者が用いないような方法をむやみに用いる

野蛮人です．何によらず，人なみのやり方を憎んでいる男で，残虐なことなど当り前だと思って」

いて，「人体を自分の外科医としての技術や，手術器械の性能を誇示するための標本だと心得」た，

「当時，パリでさかんにとやかく言われていた外科医者の1人」であった．

 ここに，描かれている彼の結石除去術の光景を読むと，メイゾンヌーヴの外尿道切開刀は，傲慢

な彼が立身出世のために作り出した血にまみれた凶刀のような気がしてくる．外尿道切開術が広く

広まらなかったのは，成書に記載されている合併症の危険からではなく，メイゾンヌーヴの人格と

所業のためであったのだろうか． （T．K．）

石 神 裏 次

新 谷   浩
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  購 読 要 項

1．発行は原則として毎月とし，年間購読者を会員とします．

2．会員は年閥予約購読料と5，000円（送料とも）前納していただきます．

  分売は原則としていたしません．払込みは振替に限ります．口座番号 京都4772番 沁尿器科

紀要編集部宛。外国は送料とも年間25ドルです．

3．入会は氏名（フリガナ），住所（雑誌郵送先），勤務先をご記入のうえ編集部あて，はがきにて

 お申し込みください．

  投 稿 内 規（1969年1月改正）

1．原稿の種類は綜説，原著，臨床報告，その他，和文または英文とします．

2．原稿の長さは制限しませんが簡潔に願います．

3．和文原稿は400字詰原稿用紙横書きとし，当用漢字，平かな，現代かなつかいを用い，片かな

には「」を要しません．表，図の説明はなるべく英文にしてください．文中欧語学術用語は固
有名詞，記号以外はキャピタルではじめる必要はありません。必ず英文抄録をつけ，これには英

文の表題所属機関名，ローマ字著者名も記入しておいてください．

  英文抄録は詳細なものを歓迎します．ご希望の場合は当編集部にて作成しますので，抄録用の

和文原稿を別につけてください．翻訳の実費は申し受けます．

4．英文原稿の場合はタイプでダブルスペース打とし，和文表題と和文抄録をつけてください．
5．数字はすべて算用数字を使用し，数量の単位はm，cm，皿m， cc， ml， k9，9， m9，℃，μ，％，

PHなどを使用し．は不要です．またBUN IVP NPN PSP TURなども．を要しません．
6．表，図，写真などはすべて別紙とし，説明は和文，英文を問わずTable 1， Fig・2等として

 ください．

7．文献の書式は次のようにしてください．

 A 雑誌の場合 著者名：誌名，巻数：外数，西暦年次． （論文題名は自由です）

   文献名は正式略称を用いてください．

   例：日泌尿会誌，臨床皮泌，皮と泌，泌尿紀要，臨泌；J・UroL， Invest・Urol・・Zsch「・

     Urol・等．

 B 単行本の場合 著者氏名：書名．戸数，Vo1．数， p・数，発行所，出版地，年次．

8．校正は初校のみ著者にもお願いし，再校以降は編集部のみがおこないます．著者複数の場合，

 校正責任者をお示しください．

9．原稿は返却いたします．

10．原稿到達日を受付日とし，予約による受付はいたしません．

ll．原稿送り先は，〒606京都市左京区聖護院 京大病院 泌尿器科紀要編集部，書留便．
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