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V111

人 名 索 引

(あ)

青 木 敏 郎(尿 路結 石,統 計)458

足 立 一 郎(Renacidin)553

阿 部 換(廻 腸 膀 胱)164

阿 部 貞 夫(女 子 外 陰癌)21

(珊 瑚 樹 腎 石)123

(尿 波測 定)466

(Renacidin)553

(尿 道 膀胱 撮 影)597

(外 傷 性 尿道 狭窄)602

新 井 京 子(廻 腸 膀 胱) ,164

(孤 立 性 腎嚢 腫)397

(腎 孟 尿 管腫 瘍)404

(聖 丸 垂 捻転)415

(精 索 腫 瘤)499

(慢 性 腎結 核)639

(い)

飯 田 収(Methofadin)313

(Cathocycline)388

(膀 胱 平 滑筋 肉腫)717

石 井 孝 男(廻 腸 膀 胱)164

(腎 孟尿 管 腫瘍)404

石井琢一郎 藤 羨轡 前)…

石神 四郎(膨 オスファタ)・92

石神 裏次 離 轡 造影)・57

(Tanderi1)317

(野36大阪医泌統)53・

石 原藤 太 郎(Renacidin)427

石 橋 晃(慈 大 泌統 計)697

石部 知行(爵 継 騰 皮)・・2

(膀胱腫瘍,統 計)149

僻立腺鵬 統)273

(男状腺・尿踵)337

(睾 丸腫 瘍,統 計)451

(腎 腫 瘍,統 計)521

石 山 勝 蔵(Renacidin)553

磯 貝 和 俊(Renacidin)553

(外 傷性 尿 道 狭 窄)602

灘 泰行纒 鑑欝 腎)292

糸井 壮三(膀 胱平滑筋 肉腫)257

伊藤 鉦二(女 子外陰癌)21

(珊瑚樹腎石)123

(尿道膀胱撮影)597

伊藤 武彦(尿 路結石,統 計)458

稲・ 務(聾 弊Th'o-)56

(Toyomycin)199

(Tanderi1)263

(昭36京 大 泌 統 計)441

(随 想)449

井 上 進(海 綿 腎)360

井 上 彦 八 郎(膣 式尿 管 切石)252

井村 裕夫 儲 膳sSy血)34

(う)

上 野 陽 右(隔 壁 膀胱)244

(巨 大 腎 腫 瘍)6111

内倉 信康(膀 胱 後 腔 腫瘍)383

(え)

江藤 耕 作(Cathocycline)388

(膀 胱 平滑 筋 肉腫)717

江 間 昭(Besacolin)141

(お)

大 川 順 正(膣 式 尿管 切 石)252

(副 甲状 腺 嚢腫)299

大北 髄 蝶 撃 症陰)536

(P「esac「alCyst)543

大熊 諦(窺 一ゼ・パ)688

大桑 徳治(随 想)695

大野 文夫 僻 立腺鵬 統)273

(睾丸腫瘍,統 計)451

大村 順一(響 臨 睾)536

大森 孝郎(随 想)271

(膀胱線維 肉腫)723

大堀 勉(尿 管腫瘍)673

岡島英五郎(陰 茎尿道痩)678

尾関 信彦(女 子外陰癌)21

(珊瑚樹腎石)123

(キモプシン)434

(Renacidin)553

(尿道膀胱撮影)597

(外傷性尿道狭窄)602

小田 完五(海 綿腎)360

(か)

梶尾 克彦(睾 丸腫瘍,統 計)451

数田 稔(睾 丸腫瘍,統 計)451

片村 永樹(糞 包腎)3

(Tanderil)263

(写真膀胱鏡)657

片山 喬(男 性半陰陽,停留睾丸腫瘍)482

加藤i薫(Hibitane)565

加藤 篤二(膀 胱 腫 瘍,統 計)149

(羅 感染・薬剤)235

僻 立腺臨 統)273

(腎腫瘍,統 計)521

門・ 尚武 囎 現象 前立)369

金子 寿栄(随 想)85

河西 稔(膀 胱平滑筋 肉腫)257

川本 幹夫(Renacidin)427

(き)

岸本 孝(随 想)147

北山 太一(嚢 包腎)3

(尿管癌)181

(尿道下裂)284

(膀胱尿道異物)66ε

木下 勝博(膣 式尿管切石)25=

(膀胱平滑筋 肉腫)257



木村泰治郎(Renacidin)553

(外傷性尿道狭窄)602

桐山 膏夫(魏 鵬i「Cy)549

(く)

草刈 一友(灘 現象・前立)369

久世 益治(嚢 包腎)

(聖 オスファタ)

(Toyomycin)

(膀胱尿道異物)

栗林 忠央(Methofadin)

(こ)

後藤 薫(腎 動脈撮影)

(キモプシン)

(尿波測定)

(Renacidin)

(尿道膀胱撮影)

(外傷性尿道狭窄)

昆 宰市(尿 管腫瘍)

近藤 厚(ウ リガール)

近藤 賢(Chymotrypsin)

近藤 義雄(陰 茎尿道痩)

(さ)

雑賀 晴彦(尿 路結石,統 計)

斉藤 泰(ウ リガール)

酒徳治三郎(臨 オスフ・タ)

(轄熱 念盤)

(Toyomycin)

(尿道下裂)

坂詰 正已(慈 大泌統 計)

桜井

佐 々木 茂(陰 茎尿道緩)

佐藤 英 資(Balance)

鮫島 博(ヘ スナ注)

(Contol)

(Behyd)

沢西 謙次(小 児前部尿道 弁)

(膀胱線維肉腫)

三軒 久義(睾 丸梗塞症)

(し)

重松 俊(隔 壁膀胱)

3

12

199

663

313

87

434

466

553

597

602

673

684

506

678

458

684

12

48

199

284

697

S(灘 現象 前立)369

678

734

559

623

628

419

723

730

244

人

篠 田

上月

師 髄(尿 路感染,薬 剤耐性)235

名 索 引

(膀胱平滑筋 肉腫)717

孝(女 子外陰癌)21

(珊瑚樹 腎石)123

(Renacidin)553

(尿道膀胱撮影)597

(外傷性尿道狭窄)602

実(尿 路結 石,統 計)458

(す)

鷲見 良蔵(女 子外陰癌)21

(せ)

瀬川 二郎(石 灰化腎動脈瘤)307

(そ)

相馬 隆臣(Tanderil)263

(轟 躍 「Cy-)549

園田 孝夫(副 甲状腺嚢腫)299

(た)

高尾 良昭(尿 路結石,統 計)458

高橋 洋(尿 管膣前庭開 口)380

傑 ㌘ ダルつ ・・2

高橋 陽一(副 睾丸,Adeno・matoidTumor)48

(腸間膜嚢腫)129

田・ 翻 麟 認 像潮)…

竹内 正文(副 甲状腺嚢腫)299

武田 恵治(腎 腫瘍,統 計)521

竹中 生昌(膀 胱腫瘍,統 計)149

僻立腺臨 統)273

(睾丸腫瘍,統 計)451

竹中 守僅灘 駈 陰)536

(PresacralCyst)543

・坂 純 雄(結 石 腎,FattyReplacement)47・

多田 茂(随 想)579

田中 正躬(写 真膀胱鏡)657

(膀胱尿道異物)663

田辺 泰民(膀 胱腫瘍,統 計)149

僻立腺鵬 統)273

谷 村 実 一(Besacolin)437

ix

・村誠一郎(翻 。瓢 藍lty)47・

田村 峯雄(随 想)

(ち)

地土井裏璽(腎 腫瘍,統 計)

(つ)

塚本 俊雄(Hibitane)

(と)

519

521

565

友吉 唯夫 儲 羅sSy臣)34

(識 麟 「C野)549

(睾丸電顕)

(な)

内藤 政男(Chymotrypsin)

581

506

中川 清秀(続 発性陰茎腫瘍,前 立腺癌)・ ・6

(尿道下裂)284

中野 巌(大 静脈後尿管)28

中村 亀市(随 想)209

中村麻瑳男纒 離 腫 腎)292

永田 正夫(石 灰化腎動脈瘤)307

並木 重吉(尿 管膣前庭開口)380

(袈 望 ダル・)512

並木樋 郎(男 性半陰陽,停留睾丸腫瘍)482

(Wilms腫 瘍)490

名和 田素 平(Besacolin)141

轍 克一(1鹸,mElil`y)47・

(に)

西井 啓二(聖 丸垂捻転)415

仁平 寛巳(彰 オスフ・タ)・2

(続発 性 陰 茎 腫瘍,前 立腺癌)・ ・6

(は)

長谷川末三(廻 腸膀胱)164

(孤立性腎嚢腫)397

(腎孟,尿 管腫瘍)404

(睾丸垂捻転)415

巾 拓磨(廻 腸膀胱)164

(孤立性腎嚢腫)397



x

(腎孟,尿 管腫瘍)404

(睾丸垂捻転)415

(精索腫瘤)499

(慢性腎結核)639

浜路 政博(膀 胱線維肉腫)723

浜田 邦彦(羅 感染・薬剤)235

(腎腫瘍,統 計)521

浜田 孝宏(腎 腫瘍,統 計)521

林 威三雄(灘 現象 前立)369

大八郎(遊 走腎,腎 機能)176林

原 信二(繁 露 質・造影)・57

(鴎 オスファタ)・92

(ひ)

平川 十春(腎 腫瘍,統 計)

平竹 康砧(海 綿腎)

平 山 多秋(膀 胱腫瘍,統 計)

広 川 勲(大 静脈後尿管)

広 川 栄 助(サ ル ファ剤無尿)

(膀胱尿道異物)

広瀬 常雄(随 想)

(ふ)

福重 満(腎 腫瘍,統 計)

古 川 元明(廻 腸膀胱)

(腎孟,尿 管腫瘍)

(睾丸垂捻転)

(精索腫瘤)

古玉 宏(Tanderil)

古野 干城(隔 壁膀胱)

(Methofadin)

(Cathocycline)

(ほ)

鉾石武一郎(ウ リガール)

細 田 寿郎(随 想)

堀 金登世(尿 路結石,統 計)

堀尾 博(随 想)

本郷 美弥(謙 卿hiり

(尿管癌)

(尿道下裂)

(ま)

増 田富士男(慈 大泌統計)

521

360

149

28

135

663

335

521

164

404

415

499

317

244

313

388

684

395

458

637

56

181

284

697

人 名 索 引

町田 豊平(Balance)734

松田イツ子(廻 腸膀胱)164

腎孟,尿 管腫瘍)404

松本 信一(随 想)1

(み)

三木 信 男(Chymotrypsin)506

道中 馳 僻立腺齢 統)273

(腎腫瘍,統 計)521

水谷修太郎(副 甲状腺嚢腫)299

水本 竜助(石 灰化腎動脈瘤)307

南 武(Balance)734

宮尾 尚敬 僻立腺鶴 統)273

宮崎 重(ウ リガール)684

宮本 剛(結 石 腎,FattyReplacement)47・

身吉 隆雄(石 灰化腎動脈瘤)307

(む)

村上 文夫(瀧 殊 前立)369

森

森脇

(も)

百瀬 剛一縫 圭欝 停)482

昭(鞭 騨 造影)・57

宏(尿 路結石,統 計)

(や)

正志(腎 腫瘍,統 計)

458

矢田317

柳 原521

矯 久雄(灘 現象 前立)369

山 口武 津雄(腎 血 管 腫)

山崎 巌(Rowatin)

(Hibitane)

山科 昭彦(Renacidin)

畑 茂醒灘 臨 陰)

山本 治(Besacolin)

八幡三醐 儲 聖sS男

(ゆ)

結縁 繁夫(尿 路結石,統 計)

(よ)

吉田 修(Tanderil)

618

74

565

427

536

437

34

458

263

(膀胱尿蘇 物)663

吉。彦太郎(聖・鋤 ク リア)211




