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泌 尿 器 科 紀 要 第4巻 索 引

物 件 索 引

腎

馬蹄鉄 腎,結 石併 発(鮫 島,嘉 村)39

単腎に発生せ る巨大尿管 結石(杉 本,平 野)162

実験 的腎障碍 時,ピ ロブォス ファ ターゼ,組 織

化 学(鮫 島)197

腎皮下破裂(前 田,毛 山)282

特発性腎出血,腎 梗塞症(百 瀬,吉 田,鈴 木)286

骨盤 腎(安 藤,坂 詰,三 浦,川 口,松 本,伊 藤)323

腎臓外傷(鈴 木,地 土井)332

実験的腎及び睾上体結核,ピ ロ フォスファ タ

Pゼ,組 織 化学(鮫 島)

腎出血,特 発性,病 因(仁 平)

腎出血,特 発性,摘 出腎 の病理組織(仁 平)

人工 腎臓 「Bloodcleaner」(久 志本)

腎孟 ・胆嚢 同時撮影(後 藤,山 崎,粉 川)

腎結石 発生機 転,電 顕的研究(田 中)

尿 管

尿管結石,巨 大,単 腎に発生(杉 本,平 野)

尿管結石症,Circuletin(後 藤,仁 平,足 立)

膀 胱

膀胱腫瘍,治 療(富 川)

結核膀胱,Freudenberg現 象(山 際)

370

483

494

509

513

667

162

411

1

73

代用膀胱,小 胃に よる,吸 収(渡 辺)129,230,255

結核膀胱,キ モグラフィ ・一(山 際)139

結核膀胱,膀 胱頸部並びに後 部尿道像(山 際)222

膀胱 異物,症 例及び統計(山 崎,玉 置)264

代用膀胱,小 胃に よる,分 泌(渡 辺)317

代 用膀胱,小 胃に よる,小 胃膀胱造設術(渡 辺)357

膀胱 憩室(神 長,広 瀬,武 村,有 田)

人為膀胱,朱 敗例(飯 田,小 山,小 田,塚 崎,

福山,石 田)

膀胱膣 痩(神 長,飯 島,長 沢,島,有 田)

脊髄膀胱(山 本)

膀胱腫瘍,ア ニ リソ色 素に よる(友 吉)

前 立 腺

前立腺肥大症,結 石合併(鮫 島,力 武)

前立腺癌,女 性 ホル モソ(加 藤,高 橋'鈴 木,

柳原)

前立腺癌,肺 及び大 腿骨転 移(力 津,松 下)

401

436

441

481

520

84

336

453

尿 道

尿道結石(三 浦,石 部)

非淋菌性尿道炎,細 菌学的研究(新 谷)

尿道腫瘍,原 発性,男 子(園 田)

非淋菌性尿道炎,治 療(新 谷)

43

63

89

213

前 部尿道 憩室,男 子,先 天 性(安 藤,矢 吹,志

賀,足 立,松 本)578

睾 丸

睾丸腫瘍,小 児(柏 井)270

睾丸被膜腫瘍(大 森)517

睾丸生検像,男 子性機能障碍症,基 礎的事項

(酒徳)603

睾丸生検像,男 子不妊症(酒 徳)610

睾丸生検像,下 垂 体機能不全(酒 徳)700

睾丸生検豫,停 留睾丸症(酒 徳)706

副 睾 丸
`副睾丸炎

,精 管切除術後(酒 徳,杉 山)240』

実験的睾上体及び腎結 核,ピ ロフォ スファ ター

ゼ,組 織化学(鮫 島)370

精 嚢

DeGraaf現 象(石 神,森,吉 田)150

精獲 隣接臓器疾患,精 嚢 レ線撮 影(酒 徳,日 野,

片村)155

陰.茎

持続勃起症(大 森)97

奇 形

馬蹄鉄腎,結 石併発(鮫 島,嘉 村)39

単 腎に発生せ る巨大尿管結石(杉 本,平 野)162

骨盤 腎(安 藤,坂 詰,三 浦,川 口,松 本,伊 藤)

先天性男子前部尿道憩室(安 藤,矢 吹,志 賀,

足立,松 本)・

結 核

結核膀胱,Freudenberg現 象(山 際)

尿路結核(百 瀬)

結核膀胱,キ モ グラフイー(山 際)

323

578

結核膀胱,膀 胱頸部並 びに後部尿道像(山 際)

尿路結核,尿 路 ツベル クリy反 応(多 田)

腎及び睾上体結 核,実 験的,ピ ロフ ォスファ タ

片ゼ,組 織化学(鮫 島)370

73

115

139

222

309



6 物 件

結 石

結石を併発せる馬蹄鉄腎(鮫 島,嘉 村)39

尿 道結石(三 浦,石 部)43

結石 を伴 える前立腺肥 大症(鮫 島,力 武)84

尿石,蛋 白質成分(片 村)117

尿管結石,巨 大,単 腎に発生(杉 本,平 野)162

尿管結石症,Circuletin(後 藤,仁 平,足 立)411

尿石患 者尿のム コ蛋 白,尿 膠質(杉 山)539

腎結石発生機転,電 顕的研究(田 中)667

性 病

淋菌性及び非淋菌性尿道炎(新 谷)63,213

腫 瘍

膀胱腫瘍,治 療(富 川)1

尿道腫瘍,原 発性,男 子(園 田)89

睾丸腫瘍,小 児(柏 井)270

尿膜管腫瘍(江 本,多 田,大 守,和 田)291

前立腺癌,女 性 ホルモソ(加 藤,高 橋,鈴 木,

柳原)336

前立腺癌,肺 及び大腿骨転移(力 津,松 下)453

睾丸被膜腫瘍(大 森)517

膀 胱腫瘍,ア ニ リソ色素 に よる(友 吉)520

神経芽細胞腫(酒 徳,片 村,坂 本,佐 々木,

木村,安 威,沢 田)623

尿

尿膠質,ム コ蛋 白,尿 石 患者 尿の(杉 山)539

乳康線維素 尿症,フ ィ ラリア症後胎症,

Prednisone療 法(杉 村)721

麻 酔

腰椎麻酔 と強化麻酔(後 藤,仁 平,目 野,片 村

友吉)101

仙骨麻酔及び尿道麻酔,エ ピロカイy(後 藤,

仁平,酒 徳,日 野,片 村)166

手 術

精管切除術後 の副睾丸炎(酒 徳,杉 山)240

泌尿器科手術,メ キサソ(後 藤,仁 平,山 崎,

友吉,北 山,本 郷) 588

経 尿道切除術,米 国に於け る105例 の経験(伊 藤)

714

X線

Freudenberg現 象,結 核膀胱(山 際)73

キモ グラフィ'.結 核膀胱(山 際)139

精 嚢 レ線撮影,精 嚢隣接臓器疾 患(酒 徳,日 野,

片村)155

膀胱頸 部拉に後部尿 道像,結 核膀胱(山 際)222

大動脈 ・腎実質撮影法,経 静脈性連続(後 藤し

索 引

大 森,仁 平,酒 徳,日 野,片 付)392

大動 脈 撮 影 法,経 腰 的 連 続(後 藤,大 編 仁 平

酒 徳,日 野,片 村)421

胆 嚢 ・腎 孟 同 時撮 影(後 藤,山 崎,粉 川)513

X線 照 射 時,白 血球 少 症 と強 力 モ リア ミソS

(松 浦,古 野)572

抗 生 物 質

Oleandomycin,尿 路 感 染 症(稲 田,日 野,

杉 山,友 吉)52

Tetrex,尿 路 感 染 症(稲 田,日 野)342

TriacetylOleandomycin,尿 路 感 染 症(稲 田,

日野)408

ホ ル モ ン

17・Ketosteroid,尿 中(卜 部)3

女 性ホル モソ(Honvan),前 立腺癌(加 藤,高 橋,

鈴木,柳 原)336

性腺刺戟 ホル モy・ 泌 尿器鞭 域(後 藤 ・仁平

酒徳,片 村)349

性腺機能失調症(森)552

性機能障碍症,睾 丸生検 際(酒 徳)

603,610,700,706

其 の 他

無 尿症,治 療(原 田,小 田,福 山,小 山,飯 田,

塚崎)32

ウ ロサ イダル,.尿 路感染症(近 藤,石 山,渡 辺,

篠 田,尾 関,友 松)46

01eandomycin,.尿 路感 染症(稲 田,日 野,杉 山,

友吉)52

Freudenberg現 象,結 核膀胱(11」際)73

オプロマジソ と腰椎麻酔(後 藤,仁 平,日 野,

片村,友 吉)101

ウロサ イダル,尿 路感染症(後 藤,日 野,杉 山)107

蛋白質,泌 尿器科領域(片 村)117

小 胃に よる代 用膀胱,吸 収(渡 辺)129,230,255

DeGraaf現 象(石 神,森,吉 田)150

エ ピロカイソ,仙 骨麻酔及び 尿道麻酔(後 藤 ,

仁平,酒 徳,日 野,片 村)166

ピロフォスファ ターゼ,組 織 化学,泌 尿生 殖器

(鮫農)187

ピロ フォス フア ターゼ,組 織 化学,実 験的 腎障

碍時(鮫 島)197

白血球減少症,強 力 モリァ ミソS(松 浦)240

ノブロy錠,治 験(後 藤,日 野,杉 山)250

昭和32年 京大泌尿器 科統計(稲 田,他)2g8

尿路 ツベル クリy反 応,尿 路結核(多 田)309



物

小 胃に よる代用膀胱,分 泌(渡 辺ン

Tetrex,尿 路感染症(稲 田,日 野)

セロ トロピン'(性 腺刺 戟ホル モン)(後 藤,

仁平,酒 徳,片 村)

件

317

342

小 胃に よる代 用膀 胱,小 胃膀 胱 造 設 術(渡 辺)

ピ ロフ ォ ス ファ ター ゼ,組 織 化 学,実 験 的 腎 及

び畢 上 体 結 核(鮫 島)370

ピ ロ フォ ス フマ タ ー ゼ,組 織 化学,臨 床 的

(鮫 島)380

TriacetyiOleandomycin,尿 路 感 染症(稲 田,

日野)

Circuletin,尿 管 結 石症(後 藤,仁 平,足 立)

尿路の寄 生虫?(林)

ナフチオニソ,治 験(百 瀬,中 野,安 永)

ネオオ クチヌム,治 験(山 崎,粉 川)

人工腎臓 「BloodC!eaner」(久 志本)

ア ニリソ色素,膀 胱腫瘍(友 吉)

ア ドナ製剤(ア ドナ及びAC47),治 験(松 村)

349

357

索 引

エル コシソ,治 験(天 谷)

オ ノ トソ(楠,馬 場,前 川)

ウロピ リジy,ウ ロサイダル との併用(後 藤,

日野,杉 山,粉 川)

Prednisone療 法,乳 雍線維 素尿(杉 村)

随想,論 説,綜 説

膀胱腫瘍の治療 をめ ぐる2,3の 聞題(富 川)

排尿異常 と泌尿器科 医(黒 田)

最近 の尿路結 核(百 瀬)

医療 の低下をおそれ て(近 藤)
:408脳尿器科学の領域(石 神)

　
4111泌 尿器科学会総会を終つて(楢 原)

4481Nitze像 に想 う(金 沢)
旨

4571或 る 日のマイの教室(南)

461

509

520

526

ムコ蛋 白,尿 石患老尿 の(杉 山)539

射精液 逆流症,性 腺機能失調(森)552

白血球減少症,X線 照射 時,強 力 モ リア ミyS

(松浦,古 野)572

ウロピ リジy,治 験(楠,伊 藤,柏 井)584

メキサy,泌 尿器科手術時(後 藤,仁 平,山 崎,

友吉,北 山,本 郷)588

脊髄膀胱(山 本)

北欧 のColleaguesを 訪ねて(重 松)

思 いつ くまま(辻)

我が教室 の郷土色(石 川)

学 会 抄 録

第189～191圓 京都集談会

第8回 中部連合地方会

第192～193回 京都集談会

第51回 近畿集談会

学 会 記 事

第1回 関西地方 会

第2回 関西地方 会

ア

655

657

659

721

1

61

115

185

253

307

355

419

481

537

601

665

111

172

304

472

599

725




