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泌 尿 ・器 科 紀 要 第3巻 索 引

物 件 索 引

腎

腎結 核,化 学療法,実 験(蔭 山)35

漆灰腎,無 尿を主訴 とせ る て三浦 、道 中,大 下)73

腎結核のPhosphatase,組 織 化学(三 浦)

排泄性腎孟撮影,ハ イペ ックに依 る(稲 田,

後藤,目 野,八 田,片 村)

人腎臓,ア ミノ酸酸化 アポ酵素 と(馬 場)

腎異常血 管(松 浦,田 中)

腎孟 ア ミロイ ド沈着症(佐 藤)

単一 腎,先 天性(目 野,麻 生 田)

腎のHemangioblastoma(八 田,三 浦)

122

腎結石,両 側性,剖 検例(金 沢,三 毛,加 藤)

腎痩術,経 皮性穿刺(稲 田,後 藤,片 村)

腎臓血管腫(土 井,古 河)

腎結核 とア ミノ酸(松 浦)363,372,379

腎 出血,特 発性(原 田)481

腎周囲 リyパ 管遮断術,乳 粟尿症(古 野,田 申)500

水腎症,腎 孟尿管形成術(酒 徳,足 立)

腎胎生混合腫瘍(山 田,西 浦,川 上)

腎嚢腫,孤 立性,結 石合併(小 川)

水腎,保 存的 治療(岡)

164

266

269

275

283

288

324

338

346

腎出血,特 発性,腎 孟像 の統計的観察(仁 平)

結核 性水腎或は膿腎,皮 膚尿管痩或は腎痩

術 の効果(楢 原,鳩 野,松 本,小 林)721

尿 管

尿 管 結 石,Depropanexと100pedcatheter

法 の併用(稲 田,後 藤,仁 平,酒 徳,片 村)

尿管切石術,経 腹膜(百 瀬)

尿管弁膜形成例,先 天性(大 森、山崎)

腎孟 尿管形成術,水 腎症(酒 徳,足 立)

尿管弁膜症,成 形手徐例(児 玉,白 井)

尿管瘤,膀 胱外脱 出(馬 場,児 玉,白 井,

塩岡)

膀 胱

565

574

635

663

665

80

232

449

565

630

710

膀胱運 動,排 尿困難者排尿開始時,連 続 レ線間

接撮影法 に よる(岡)3

膀胱結核,ネ オ ・イスコチン治験(稲 田,多 田,

大森,杉 山,麻 生田)

膀膀結石,恥 骨骨折片を核とせる(安 藤,

山田)

膀胱周囲炎,慢 性線維脂肪腫型(百 瀬,片 山、

内海)

尿膜管炎症性腫瘍(後 藤)

膀胱膣部結石(百 瀬,今 井)

膀胱類皮嚢胞(片 村,足 立)

尿道膀胱像,前 立腺症の(田村)

前 立 腺

前立腺結石症,巨 大(林,道 申)

89

279

413

437

701

742

752

226

前 立 腺肥 大症,組 織 のPhosphatase(三 浦)247,429

前 立 腺癌 と肥 大 症,Honvan治 験(稲 田,後

藤,酒 徳,山 崎)

前立腺症,尿 道膀胱像(田 村)

尿 道

淋菌 性及非淋菌性尿道炎,淋 疾 と抗生物質

(新谷)

急性淋疾,ニ ェ ーシ リソ錠 に よる治療(稲 田,

新谷,酒 徳)

458

752

301

418

尿 道 麻 酔,OnocaineJelly(高 橋,三 浦,道 中,

大下)

尿道狭窄症,統 計(飯 島,神 長,有 田)

尿道膀胱像,前 立腺症 の(田 村)

睾 丸

去勢,精 嚢吸収生理 に及ぼす影響(木 口)

畢丸腫 瘍,組 織発生論(酒 徳,卜 部,三 浦)

セ ミノーム,巨 大陰嚢水瘤 を主訴 とせ る

(林,糸 井)

畢丸組織像,性 腺機能失調症 の(森)

副 睾 丸

469

706

752

193

261

581

687

冨町畢>IL結核,Phosphatase,組 織イヒ学(三 浦)122

副睾丸炎,男 子不妊手術後(北 村)392,404

結核 性副睾丸炎,化 学療法(目 野,池 上)561

精 嚢

精嚢の吸収生理(木N)183,193,203

精爽腺X線 像,性 腺機能失調症 の(森)543



物 件

精 轟 レ線 撮 影 法,Endografinに よ る(酒 徳)588

奇 形

真性半陰陽(酒 徳,卜 部)

腎異常血管(松 浦,田 申)

先天性単一腎(日 野,麻 生田)

尿膜管炎症性腫瘍(後 藤)

先天性尿管弁膜形成例(大 森,山 崎)

上部尿管弁膜症,成 形手術例(児 玉,白 井)

孤立性腎嚢腫,結 石合併(小 川)

221

269

283

437

449

630

635

尿管瘤,膀 胱外脱 出(馬 場,児 玉,白 井,塩 岡)

710

結 核

尿路結核,化 学療法 に よる変貌(多 田)17

腎結核,イヒ学療法,実 験(蔭 山)35

漆灰腎,無 尿 を主訴 とせ る(三 浦,道 中,大 下)73

尿路結核,ネ オ ・イス コチン治験(稲 田,多 田,

大森,杉 山,麻 生 田)89

腎結核,副 睾丸結核,Phosphatase,組 織 化学

(三浦)122

腎結核 とア ミノ酸(松 浦)363,372,379

結核性副睾丸炎,化 学療 法の影響(日 野,池 上)561

結核性水腎或は膿 腎,皮 膚尿管痕或は腎腰術の

効果(楢 原,鳩 野,松 本,小 林)721

結 石

尿石,溶 解(森)49,483

尿石,化 学的分析(稲 田,酒 徳,八 田,日 野,

杉山,片 村,麻 生 田)77

尿管結石,Depropanexと100pedcatheter

法の併 用(稲 田,後 藤,仁 平,酒 徳,片 村)80

尿路結石症,治 療(矢 野)97

巨大前立腺結石症(林,道 申)226

膀胱結石,恥 骨骨折片 を核 とせ る(安 藤,山 田)

279

両側 腎結石,剖 検例(金 沢,三 毛,加 藤)324

尿管 切石 術,経 腹膜(百 瀬)232

レ線陰性結石(野 沢,西 村)331

尿酸結石症,関 節痛風 と合併(八 田,三 浦,麻

生 田)

尿石形 成(森)

尿石 患者尿,尿 膠質(杉 山)

尿路 結石,ビ タ ミンAに よる予防(加 藤)

結石 を合併せ る孤立性腎嚢腫(小 川)

442

487

603

613

635

索 引 7

尿路結石,尿 保護膠質(加 藤)

膀胱膣部結石(百 瀬,今 井)

尿路結石症,統 計(荒 川,伊 藤,西 村)

性 病

淋菌性及 び非淋菌性尿道炎(新 谷)

急 性淋疾,

新谷,酒 徳)

腫 瘍

尿路腫瘍,前 立腺肥大症,

織化学(三 浦)

睾丸腫瘍,組 織発生論(酒 徳,

679

701

733

301,555

ニ ュ ・一シ リy錠 に よる 治療(稲 田,

Phosphatase,組

卜部,三 浦)

腎 のHemangioblastoma(八 田,三 浦)

腎臓血管腫(土 井,古 河)

前 立腺肥大症,酸 性Phosphatase(三 浦)

前立腺癌,肥 大症,Honvanに よる治療(稲

田,後 藤,酒 徳,山 崎,玉 置)

腎胎生混 合腫瘍(山 田,西 浦,川 上)

セ ミノ'ム,巨 大陰轟水瘤を主訴 とせる(林,

糸井)

副腎腫 瘍,続 発 性(酒 徳,三 浦)

膀胱類皮爽胞(片 村,足 立)

尿

血尿(宮 崎)

尿 申グル クロy酸(森)

418

247

261

288

346

429

458

574

581

623

742

乳魔尿,腎 周囲 リソパ管遮 断術(古 野,田 中)

尿膠質,尿 石患者尿 の(杉 山)

尿保護 膠質,尿 路結石(加 藤)

麻 酔

腰 椎麻酔 と強化麻酔(稲 田,後 藤,日 野,入 田,

卜部,村 上)148

尿道麻 酔,OnocainJelly(高 橋,三 浦,道 中,

大下)469

欝脈麻 酔,イ ソゾール(江 本,武 田,兵 頭)584

手 術

経 腹膜尿 管切石術(百 瀬)232

経皮 性穿刺腎 痩術(稲 田,後 藤,片 村)338

腎周囲 リンパ管遮断術,乳 康尿症 の(古 野,田

中)500

腎孟尿 管形成術,水 腎症の(酒 徳,足 立)565

上都尿 管弁膜症 の成形手術例(児 玉,白 井)630

皮膚尿 管痩術或 は腎痩術,結 核性水 腎或は膿腎

に対 する効果(楢 原,鳩 野,松 本,小 林)721

181

483

500

603

679



8 物 件

男子不妊術後 の副 畢丸炎(北 村)392,404

X線

排尿時傾斜位連続 レ線間接撮影法,膀 胱運動,排

尿困難の(岡)3

泌尿器科X線 検査,附 連続血管撮影法(後 藤,

大森,仁 平,酒 徳,日 野,片 村,大 島)99

排泄性腎孟撮影,ハ イペ ックに よる(稲 田,後

藤,日 野,入 田,片 村)164

レ線陰性結石(野 沢,西 村)331

腹部静脈撮影(三 浦,道 中,地 土井)506

Hypaqueの 使用経験(広 根,松 本)519

精 嚢 レ線 殿 影法,Endographinに ょる(酒 徳)588

Umbradi1及 びUmbradilViscusU(後 藤,

新谷,仁 平,酒 徳,日 野,片 村)640

腎孟像,特 発性腎 出血(仁 平)665

尿道膀胱像,前 立腺症の,60%ウ ログ ラフィソ

(田村)752

抗 生 物 質

化学療法,尿 路結核(多 田)17

化学療法,腎 結核(蔭 山)35

抗生物質の態度,精 獲の吸収生理(木 口)183

抗生物質,淋 疾 と(新 谷)301

ニェ'シ リy錠(ペ ニシ リンV),急 性淋疾

(稲田,新 谷,酒 徳)418

化学療法,結 核性副畢丸炎(目 野,池 上)561

ホ ル モ ン

去勢,精 雍吸収 生理 に及ぼす影響(木 口)193

性 ホルモン,〃(木 口)320

Honvan,前 立腺癌,肥 大症 の治療(稲 田,後

藤,酒 徳,山 崎,玉 置)458

性腺機能失調症(森)543,687

其 の 他

Phosphatase,組 織化学的(三 浦)

30,122,247,316,429

泌尿器外傷 統 計(松 浦,関,大 塚)66

Depropanex,泌 尿器科的応 用(稲 田,後 藤,

仁平,酒 徳,片 村)80

尿路感染症,20%イ ルガ フエン,治 験(稲 田,

後藤,日 野,卜 部)86

ネオ,イ ス コチy,尿 路結核(稲 田,多 田,大

森,杉 山,麻 生 田)8g

泌尿器だに症(片 村,村 上)132

索 引

トロyビ ソ(鮫 島)138

ク ロ_ル プ ロマ ジ ソ,塩 酸 プ ロ メ タ ジy併 用

(石 神,高 木,森)143

パ カタ ー ル と腰 推 麻 酔(稲 田,後 藤,日 野,卜

部,村 上)148

Kallikrein(稲 田,後 藤,仁 平,日 野,片 村)159

ハ イペ ッ ク,排 泄 性 腎孟 撮 影(稲 田,後 藤,目

野,八 田,片 村)164

トロピy(稲 田,後 藤,山 崎,玉 置)235

ア ミノ酸 酸 化 アポ 酵 素 と人 腎臓(馬 場)266

昭 和31年 京 大泌 尿 器 科患 者統 計(稲 田 ・他)349

ア ミ ノ酸,腎 結 核(松 浦)363,372,379

関 節 痛 風,尿 酸 結 石 症 と(八 田,三 浦,麻 生 田)

442

0nocaineJelly,尿 道 麻 酔(高 橋,三 浦,道 中,

大 下)469

尿 路 感 染 症,ウ ロサ イ ダル治 験(後 藤,新 谷,

日野,杉 山)473

グル ク ロン酸 定 量,血 清 及 び 尿 中(森)483

肺 栓 塞 症,泌 尿 器 科 領 域(酒 徳,杉 山,片 村,

山 崎)494

SkyBlue,乳 睡尿 の手 術(古 野,田 中)500

出血 とAC-17(仁 平)512

Hypaque(広 根,松 本)519

性 的 神 経 症,Chlorpromazille療 法(後 藤,

酒 徳)525

疾 患 の地 理 的 分 布 と治 療(加 藤)541

イ ソ ゾー ル,静 脈 麻 酔(江 本,武 田,兵 頭)584

Endographin,精 嚢 レ線 撮 影 法(酒 徳)588

複 合 ブス コパy(後 藤,日 野,山 崎)593

ビ タ ミyAに よ る尿 石 予 防(加 藤)613

Umbradil,UmbradilViscousU(後 藤,新

谷 仁平,酒 徳,日 野,片 村)

サル ファ剤,メ ル ファ及び メル ファ2号

(後藤,目 野,杉 山,玉 置)

ア トラキ シン(後 藤,仁 平,片 村,山 崎)

60%ウ ロ グラフイy(田 村)

ネ トリン(後 藤,山 崎)

随 想,論 説 綜説

泌尿器科 医を決心す るまで(重 松)

尿路結石症 の治療(矢 野)

血尿 の臨床的意義(宮 崎)

640

654

715

752

765

1

97

181



物 件 索 引 9

第46回 総会開催地が熊本に決 って(楢 原)

スポPツ とフアン気質(赤 坂)

泌尿器科 と社会 保険(上 月)

ア メリカの病院生活(宮 崎,佐 々木)

所謂特発 珪腎出血 の聞題(原 田)

疾患 の地理的分布 と治療(加 藤)

欧洲 ウロウロ記(田 村)

水腎 の保存的治療(岡)

学会 のあ りかた(大 村)

245

299

361

425

481

541

601

663

719

英文抄 録

2巻1号

2巻2号

学 会抄録

第183回 京都集談会

第48回 近畿集談会

第49回 近畿集談会

第184～188京 都集談会

第7回 申部地 方会

第50回 近畿集談会

174

239

95

292

355

477

530

658




