編 集 後 記
本誌 は日本 の消化器外科医 が最 も注 目 し,ま た最新 の消化器外科学 の情報 を得 られ る雑誌 のひ とつ
で ある と考 えられ る。 このよ うな雑誌の編集委員 を務 めさせて頂 いて既 に 4年 近 く経過 した。毎月約
10篇 の論文 を査読 させて いただ いてい るが,大 変 に光栄 な ことである。
ところで最近 は英語論文重視 の時代 で,邦 文誌 か ら英文誌 へ と変更 になった 日本 の学会雑誌 も多
い.わ れわれの研究成果 を国際的に評価 され るには世界 で広 く読 まれ る雑誌 に英語論文 として発表 し
記録 として残す必要 があるのは勿論 である。しか し日本 の医者 の多 くは日本語 の論文 を読 んで医学 を
勉強 してい るのだか ら,何 故英語論文 を偏重す るのか,逆 に日本語 の論文 を業績 として全 く評価 しな
いのか,常 々疑間 に思 って い る.た とえば,一 般臨床 に携わ る日本人 の外科医 の多 くは,手 術 の前 日
や術前 ・術後 の管理 に日本人 の書 いた英語論文 をわざわ ざ読 んで勉強す るわけではな い.私 の母教室
も,最 近 日本語の論文や国内学会での報告 は残念なが ら極端 に少な くなって しまった。母教室の発展
振 りを国内学会や 日本語の雑誌か らではなかなか伺 えないので,学 会 に出席す る度 に寂 しく感 じて い
る。 このよ うな こともあって,わ が国 の外科系 の学会 における最近 の英文偏重 ・邦文軽視 の傾向 に対
して一 言述 べ させて頂 きた い。
私 の施設では毎週月曜 日の早朝 に外科医が集 まって抄読会 を行 って い る.卒 後 まもないレジデ ン ト
か らベ テラ ンの副院長 まで全員 が毎週二 人ず つ交代 で,自 分 で選 んだ一編 の英語論文 を紹介 して抄読
す る。読 まれ る論文 はほ とん どが欧米 の施設か ら発表 された論文であるが,レ ジデン トの中 には読 み
やす い英語で書 かれているという理 由で,日 本人 が 日本の施設 か ら欧米誌 に投稿 して掲載 された英語
論文 を紹介する場合 も時 にはある。日本人 の英語論文 も,世 界中で引用 され る レベル の高 い価値 のあ
る論文である ことも多 いので読破す る必要はあるが,わ ざわ ざ抄読会で読 む必要は少ない と私 は思 っ
ている.と くに論文の内容 に独創性 がな くて しか も国内で全 く評価 されて いない内容 であった り,そ
の分野 で 日本 の国内 で指導的 な役害」を果た して い な い施設 か ら単 にデー ター を統計的 にまとめて投
稿 して い るような論文 は,い くらイ ンパ ク トファクター の高 い雑誌 で も,抄 読会 でわざわ ざ他人 に紹
介す る必要 はないで あろう。
日本では最近,良 質の論文 は日本語 の雑誌 に投稿 しないで,英 文 として欧米の雑誌 に投稿す る施設
が増 えてい る。この ことも,本 誌や商業誌 も含 めて邦文雑誌 へ の投稿論文数 が非常 に減少 してきて い
る大 きな要因 と思われ る.勿論われわれ の仕事 を英語論文で発表 し,国 際的 に認知 させ る必要 はある。
ただ しイ ンパ ク トファクターの高 い英語論文の論文数 が多 い ことと,国 際学会 で活躍 で きることとは
まった く別問題 である.私 見 ではあるが,日 本 の外科医 の多 くは日本語の論文 を読んで新 しい外科学
の発展 を勉強 して い るのだか ら,同 一 の内容 で も図表な どが 同一 でなければ,英 語論文 と日本語論文
ではdOuble publicationと
はせず に,発 表 を認 めて もよいのではないか と考 えて い る.
(小西 敏 郎)

