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鮒 曝 泉9襯 紀 噸 歳 潔 罎1し」1

ド て

物 件 索!「精

腎 ・副腎

腎内血管系,高 血圧,組 織 学(村 上)155

腎結核,年 令的推移(荒 川,野 沢)231

リソバ装置,泌 尿性器(青 木)285

腎被膜下交感神経節細胞腫,腎 癌合併(前 川,

村上)381

単腎,先 天性(姉 川,飯 田,増 田,植 木)390

腎孟異物結石(重 松,江 藤 ・兼行)396

無尿症(水 本,寺 尾,今 井)442

腎肉腫(磯 部)462

腎孟 白板症,腎 孟像 と尿中角化上皮(中 新井)470

腎 ・副腎腫瘍,京 大統計(足 立)556

馬蹄腎,結 石合併(大 川)567

腎被膜線維肉腫,巨 大(加 藤,石 部)577

尿毒症,胸 管 ドレナージ法(酒 徳,北 山)582

水腎症,異 常血管(地 土井,浜 田,碓 井,西 山)660

副腎腫,潜 在性(園 田,村 上,中 新井)682

腎出血,特 発性,脱 感作奏効(笠 井,河 合,

近藤,林)691

腎孟変形,立 位(清 水)741

腎性血尿,診 断と治療(原 田)751

リンパ ロ胞,泌 尿器疾患(青 木)775

遊走腎,PAH濃 度曲線 と半減期値(川 口)841

人工 腎,慈 大式,循 環系変化(三 木)859

腎動脈撮影,綜 合的観察(大 谷)1019

腎動脈撮影,腎 動脈 内径,ネ フ ログラムと

腎機能(大 谷)1028

人工腎,慈 大式,基 礎的問題(三 浦)1043

人工 腎,慈 大式,Salicylate透 析(松 本)1059

副腎,レ 線的研究(松 田)1088

腎阻血可能限界,ウ レタン誘導体(杉 村)1146

上部尿石症,治 療(野 崎)1180

褐色細胞腫(田 坂)1224

腎性血尿,Methylpredonisolon(水 間,

今井,有 近)1243

尿 管

尿管脱(重 松,姉 川,飯 田)51

尿管弁膜症,他 側腎石合併(百 瀬,吉 田)137

尿管結石摘出術,経 腹膜的(大 場,森 野)146

リンパ装置,泌 尿性器(青 木)285

尿管膀胱外開 口(田 口,近 藤,野 崎)333

尿管膀胱 外開 口(仁 平,山 崎,中 川,足 立,

粉川)449

リンパ ロ胞,泌 尿器疾患(青 木)775

上部尿石症,治 療(野 崎)1181

膀 胱

膀胱白板症(水 本,佐 藤,山 田)142

膀胱全別除,回 腸膀胱造設後(鈴 木,地 土井)212

リンパ装置,泌 尿性器(青 木)285

膀胱合併症,前 立腺肥大症(新 海,小 杉,

佐 々木,岡 島,長 門谷)405

膀胱頸部炎,女 子(前 田)513

膀胱分割 レ線撮影,脊 髄損傷(柳 原)541

膀胱平滑筋 肉腫,小 児(大 北)667

リンパ ロ胞,尿 路(青 木)775

隔壁膀胱(金 沢,福 田,的 場)805

Cystometry(後 藤,北 山,大 谷,本 郷,山 崎)926

前 立 腺

前立腺癌及肥大症の睾丸組織(小 山)24

前立腺分泌液,性 ホルモソ,ポ ーラログラフ

(道中)188

前立腺分泌液,ア ルギ ニソ(道 中)188

リンパ装置,泌 尿性器(青 木)285

前立腺肥大症,膀 胱合併症(新 海,小 杉,

佐 々木,岡 島,長 門谷)405

前立腺癌,Honvan錠(後 藤,酒 徳,本 郷)415

肥大前立腺組織,ポ ー ラログラフ(道 中)435

リンパ ロ胞,泌 尿器疾患(青 木)775

前立腺間質結合織,抗 男性 ホルモソ(緒 方)957

尿 道

尿道麻酔,EpirocainDyclonine(稲 田,大 森,

沢西,久 世)57

尿道憩室,女 子(伊 藤,村 上,丸 毛,村 上)218

尿道細菌叢,女 子(西 蔭)245

リンパ装置,泌 尿性器(青 木)285

尿道疾患,女 子(前 田)513
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リソバロ胞,泌 尿器疾患(育 木)

Reiter氏 症候群,女 子(八 田)

睾 丸

畢丸組織(化),前 立腺癌及肥大症(小 山)

件

775

942

24

畢 丸,性 ホルモγ,副 腎皮質 ホルモソ投与(小 山)90

畢 丸組織像,精 嚢腺別 出,海 狽(水 口)

睾丸機械的障碍,精 嚢腺動態(水 口)

除睾,精 嚢腺,内 分泌物質,海 狽(水 口)

リンパ装置,泌 尿性器(青 木)

畢丸機能,脊 髄損傷(柳 原)

男子性腺機能失調,Durotest(石 神,山 本,

水 口,吉 田)

男性性腺,ス トレス(加 藤)

リンパロ胞,泌 尿器疾患(青 木)

除畢家兎,17KS(吉 田)

睾丸回転症(的 場,福 田,富 吉)

造精機能(碓 井)

副書丸 ・精索

精管機械的障碍,精 嚢腺動態(水 口)

副睾丸結核,年 令的推 移(荒 川,野 沢)

リンパ装置,泌 尿性器(青 木)

閉塞性血栓血管炎,精 索(松 永)

リンパロ胞,泌 尿器疾患(青 木)

精管末端部異常拡張症(石 神,加 古,矢 田,

吉田,中 野)

精 嚢 腺

精嚢腺,妊 孕(水 口)

精嚢腺憩室(金 沢,福 田)

精嚢腺別 出,睾 丸組織 像,海 狽(水 口)

精莚腺,内 分泌物質,除 睾,海 狽(水 口)

精爽腺動態,睾 丸,精 管機械的障碍(水 口)

リンパ装置,泌 尿性器(青 木)

精嚢腺 レ線像,脊 髄損傷(柳 原)

精爽腺,組 織培養,基 磯研究(中 野)

精爽腺,組 織培養,男 性 ホルモン(中 野)

精嚢腺,組 織培養,女 性ホル モン(中 野)

精嚢腺,組 織培養,副 腎皮質 ホルモン(中 野)

リソバ ロ胞,泌 尿器疾患(青 木)

精爽腺異常孤張症(石 神,加 古,矢 田,吉 田,

中野)

陰 茎

持 続勃起症(片 村,友 吉,玉 置,足 立)

亀頭炎,閉 鎖性乾燥性(大 森,山 口)

陰茎異物(河 合,近 藤,林,福 田)

CondylomaAcuminatum,電 顕(矢 吹)

後 腹 膜 腔

101

199

199

285

345

501

747

775

914

937

998

199

231

285

400

775

792

15

44

101

199

199

285

427

601

609

618

624

775

792

122

387

696

1073

索 引

後腹膜奇形腫(矢 野)

未分化胚細胞腫,後 腹膜腔転移(松 浦,芳 賀)

副腎,レ 線的研究(松 田)

奇 形

精嚢腺憩室(金 沢,福 田)

尿管脱(重 松,姉 川,飯 田)

尿道憩室,女 子(伊 藤,村 上,丸 毛,村 上)

尿管膀胱外開 口(田 口,近 藤,野 崎)

単腎,先 天性(姉 川,飯 田,増 田,植 木)

尿管膀胱外開 口(仁 平,山 崎,中 川,足 立,

粉 川)

馬蹄腎,結 石合併(大 川)

480

493

1088

44

51

218

333

390

449

567

水腎症,異 常血管(地 土井,浜 田,碓 井,西 山)660

精嚢腺,精 管未端部異常孤張症(石 神,加 古,

矢 田,吉 田,中 野)792

隔壁膀胱(金 汎 福田,的 場)805

遊走腎,PAH濃 度曲線 と半減期値(川 口)841

結 核

腎,副 睾丸結核の年 令的推移(荒 川,野 沢)231

結 石

レ線陰性結石,化 学 分析,X線 廻折 法(麻 生 田)41

上部尿石症,ベ ソチル錠(稲 田,北 山)63

他側腎石合併,尿 管弁膜症(百 瀬,吉 田)137

尿管結石摘 出術,経 腹膜的(大 場,森 野)146

腎孟異物結石(重 松,江 藤,兼 行)396

結石合併,馬 蹄腎(大 川)567

尿石症,副 甲状腺機能充進症(楠)734

尿石症,Rowatin(後 藤,本 郷,大 谷,高 橋,

杉山)828

上部尿石症(野 崎)1181

腫 瘍

前立腺癌及び肥大症の睾丸(小 山)24

膀胱 白板症(水 本,佐 藤,山 田)142

剥離細胞,尿 路腫瘍(地 土井)307

腎被膜下交感 神経節細胞腫,腎 癌合併(前 川,

村上)381

前立腺肥大症,膀 胱合併症(新 海,小 杉,

佐 々木,岡 島,長 門谷)405

前立腺癌,Honvan錠(後 藤,酒 徳,本 郷)415

肥大前立腺組織,ポ ーラログ ラフ(道 中)435

腎肉腫(磯 部)462

腎孟白板症,腎 孟像 と尿中角化上 皮(中 新井)470

後腹膜奇形腫(矢 野)480

末分化胚細胞腫,後 腹膜腔転 移(松 浦,芽 賀)493

腎 ・副腎腫瘍,京 大統計(足 立)556

腎被膜線維 肉腫,巨 大(加 藤,石 部)577



物

膀 胱 平 滑筋 肉腫,小 児(大 北)

副 腎腫,潜 在 性(園 田,村 上,中 新 井)

外 傷,損 傷,出 血

脊 髄 損 傷,睾 丸機 能(柳 原)

脊 髄 損 傷,精 嚢 腺 レ線像(柳 原)

脊 髄 損 傷,膀 胱 分 割 レ線 撮 影(柳 原)

腎性 血尿,診 断 と治 療(原 田)

腎 性 血尿,Methylpredonisolon

体 液,電 解 質

血 清Na,K,Ca,尿 素N,正 常 人(粉 川)

血 清Na,K,Ca,尿 素N,泌 尿 器 疾患

(粉 川)

血 清Na,K,Ca,尿 素N,術 前 術 後(粉 川)

尿 毒 症,胸 管 ドレナ ー ジ法(酒 徳,北 山)

血 液 化学,TUR(村 上)

血 清反 応,ポ ー ラ ロ グ ラフ(林)

人工 腎,慈 大式,循 環 系変 化(三 木)

血清 蛋 白 波,直 接 法,ポ ー ラ ロ グ ラフ(林)

人 工 腎,慈 大 式,基 礎 的 問題(三 浦)

人 工 腎,慈 大 式,Salicylate透 析(松 本)

血 清蛋 白波,瀕 液 法,ポ ー ラロ グ ラフ(林)

ProeinIndex,癌 組 織 抽 出液蛋 白波(林)

精 液

精 液蛋 白波,ポ ー ラ ロ グ ラフ(道 中)

前 立 腺分 泌 液,性 ホル モ ン ・ ポー ラロ グ ラ フ

(道 中)

麻 酔

尿 道麻 酔,EpirocainDycronine(稲 田,

大森,沢 西,久 世)

腰 麻,テ トカ イン(後 藤,仁 平,北 山,沢 西,

本 郷,久 世)

手 術

尿 管 結 石 摘 出術,経 腹膜 的(大 場,森 野)

膀 胱 全易11除,回 腸 膀 胱造 設 後(鈴 木,地 土井)

TUR,血 液化 学(村 上)

X線,ア イ ソ トー プ

件

667

682

345

427

541

751

1243

85

167

359

582

630

753

859

882

1043

1059

1119

1137

3

188

57

701

146

212

630

レ線 陰性結石,化 学分析,X線 廻折法(麻 生田)41

精嚢腺 レ線像,脊 髄損傷(柳 原)427

腎孟像,腎 孟 白板症(中 新井)470

膀胱分割 レ線撮影,脊 髄損傷(柳 原)541

腎孟変形,立 位(清 水)741

腎動脈撮影,総 合的観察(大 谷)1019

腎動脈撮影,腎 動脈内径,ネ フログラムと

腎機能(大 谷)1028

副腎の レ線的研究,後 腹膜気体造影法一

断層撮影併用(松 田)1088

索 引

内 分 泌

睾丸,性 ホルモソ,副 腎皮質ホルモソ投与

(小山)

17KS,尿 中,正 常人(大 場)

中性17KS,尿 中,ポ ー ラログ ラフ(玉 置)

前立腺分泌液,性 ホルモン,ポ ーラログラフ

(道中)

精褒腺,内 分泌物質,除 畢,海 浜

17KS,尿 中,各 種疾患,ホ ルモソ投与(大 場)

17KS,尿 中,精 薄児,ポ ーラログラフ(玉 置)

男子性腺機能失調症,Durotest(稲 田,酒 徳,

片村,北 山)

精嚢腺,組 織培 養,男 性ホル モン(中 野)

精嚢腺,組 織培養,女 性ホル モソ(中 野)

精嚢腺,組 織培養,副 腎皮質 ホルモン(中 野)

女性仮性半陰陽(百 瀬,島 崎,片 山,遠 藤)

副 甲状腺機能充進症,尿 石症(楠)

男性性腺,ス トレス(加 藤)

17KS,尿 中,性 器障碍(吉 田)

9

90

109

113

188

199

265

276

506

609

618

624

673

734

747

763

17KS,尿 中,正 常 人(1.U本,中 岡,安 原,中 吉)788

17KS,尿 中,除 睾家兎(吉 田)

前立腺間質結合織,抗 男性ホル モソ(緒 方)

副腎,レ 線的研究(松 田)

褐色細胞腫(田 坂)

感染症,抗 生物 質

尿路感染症治験,シ ノ ミン(稲 田,片 村)

尿道細菌叢,女 子(西 蔭)

尿路感染症治験,静 注用 ホスタサ イク リソ

(稲田,日 野,本 郷)

尿路感染症治験,メ リアン(稲 田,日 野,

本郷,久 世)

尿路感染症治験,ア イロゾン(石 神,斉 藤,

加古,矢 田)

CondylomaAcuminatum電 顕(矢 吹)

尿路感染症治験,ミ カマイシン(稲 田,日 野,

中川,高 橋)

そ の 他

夜尿症,レ クレイソ(森 脇)

夜尿症,T-312F糖 衣錠(稲 田,後 藤,大 谷,

本郷)

患者統計,大 阪 医大泌5年 間(高 木 他)

臨床統計,京 大泌10年 間(稲 田他)

患者統計,京 大泌昭和34年(稲 田他)

Fatgen(楠,前 川,村 上,磯 部,糸 井)

アパ ピラ,鎮 痛鎮痙(後 藤,本 郷,久 世)

外 国文献抄録

914

957

1088

1224

148

245

420

590

593

1073

1251

237

338

585

713

815

823

834

951
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強力モ リア ミンS(尾 松,奥 村,藤 尾)

随想,論 説,綜 説

尿石症体験記(稲 田)

研究 の組織化(高 井)

佐谷有吉先生の追憶談(谷 村)

アメリカ通信(友 吉)

米国泌尿器科学会東南部1960年 総会(友 吉)

恩師杉村先生を訪ねて(宍 戸)

動物実験について(志 田)

第55回 全米泌尿器科学会(友 吉)

件

111

1

83

153

243

343

425

511

599

索 引

教授就任10周 年を迎 えて(稲 田)

偶感(高 橋)

徳島便 り(江 本)

吾国泌尿器科学の発達を顧 みて(北 川)

学 会 記 事

第9回 中部連合地方会

第7回 関西地方会

第8回 関西地方会

第9回 関西地方会

第10回 関西地方会

711

839

955

1117

66

151

752

950




