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Vl1・1

人 名 索 引

(あ)

相戸 賢一(膀 胱膀尿痩)901

浅井 順(キ モプシン)101

朝倉 茂夫(リ ソバ系造影)792

朝倉 保(内 腸骨動脈結紮)196

阿世知 節夫(随 想)657

足立 一郎(岐 医大泌統計)188

阿部 貞夫(岐 医大泌統計)188

天 本 太平(副 腎性高血圧)875

新井 京子(Cryptococcosis)377

(い)

池上 奎一(綜 説)117

生駒 文彦(勲 談 ノフ)・・6

(Neuroblastoma)387

石 神 行 雄(Nalidixicacid)41

碑 俊(昇邦大泌結石統)686

1(Sulfaエ ロethylthiazole,Methenamine

mandelate)829

碑 廻(尿 路感染,感 受性検査卜)595

石部 知行(尿 踏腫瘍,胸 腺)331

磯尾 泰樹(Neuroblastoma)387

磯 貝 和俊(岐 医大泌統 計)188

(BTDS)735

(膀胱腫瘍 レ線診)787

磯部 泰行(Neuroblastoma)387

(Conray,Angioconray)635
(TURB)891

伊藤 鉦二(岐 医大泌統 計)188

(膀胱腫瘍 レ線診)787

伊藤 秦二(随 想)1

(TURB)891

伊藤 順勉(脊 損,膀 胱内圧と尿道抵抗)759

稲 田 務(キ モ プ シ ン)47

(lnsidon)110

(B21ance)ユ68

(ア ンダ ン トール)226

(黙nest・ 仙骨)267

(京大臨床統計)935

(京大泌手術統計Dicynone)277

井上 発 司(Mannitol)641

(う)

宇野 博志(Dicynone)159

(先天性精管 欠如)607

(え)

蛭多 量令(真 性半陰陽)33

(腎孟腎炎,泌 尿器科的診断)76

(Citanest,{山骨麻酔)267

江本 蝋 径纒 染・駁)595

(膀胱騎尿痩)901

江里口 渉(非 活性副腎腫瘍)142

藤 博志(遺 尿症,自 律神経)338

(お)

大川 順正(腎 静脈血栓)137
'

(パ ソフラソS)163

(膀胱粘膜剥離術)538

(雛 耀 状腺)778

(原発性副甲状腺機能充進症)・42

大北 健逸(岡 大泌外来統計)297

(岡大泌入院統計)310

、(随想)'357

大谷 文茂(BTDS)735

大野 文夫(尿 路腫瘍,胸 腺)331

(前立腺液,ホ ルモソと酸 フオスファターゼ)359

大堀 勉(後 腹膜滑平筋腫)715

(畢丸奇形腫)913

大村 順一(岡 大泌外来統計)297

(岡大泌入院統計)310

大森周三郎(随 想)59

大森 弘 之(岡 大泌外来統 計)297

(岡大泌入院統計)310

(コ リvイ シン)822

小川 昌彦(養立腺鵬 体)677

尾関 信彦(岐 医大泌統計)188

(膀胱腫瘍L!線 診)787

(か)

梶尾 克彦(尿 管polyposis)720

片村 永樹(lnsidon)110

加藤 篤二(膀 胱平滑筋肉腫)727

河田 幸道(醗 膀胱尿管)399

(尿路感染菌耐性)905

河西 宏信(Mannitol)641

川村 寿一(Cilallest,垢 山骨麻酔)267

神崎 政裕(睾 丸奇形腫)913

(き)

岸 良治(腎 孟腎炎,鉄 剤と尿滲透圧)37・

北山 太一(真 性半陰陽)33

(鹸嚢鷺 尿判 ・52
(Balance)168

(ア ソ ダ ソ トー ル)226

(Solitaryunipa-pillarykidney)34・

木下 勝博(雛 艦 状腺)778

1(原 発性副甲状腺機 能充進 症)942

木之下正彦(京 大泌手 術統計Dicynone)277

木村泰治郎(岐 医大泌統 計)188

(BTDS)735

(膀胱 腫瘍 レ線診)787

木村 英道(岐 医大泌統 計)188

桐山 猷 傭蠣 無 泌尿)76

(Balance)168

(接着剤,家 兎腎・膀胱接 着)617

(く)

楠 隆光(llnPt6ノ フ)・・6

(パ ラフランS)163

(Conray,Angioconray)635

久世 益治(腎 孟腎炎,泌 尿器科的診断)76



鰍 浄一(縢 撃 感受)595

栗田 孝(非 活性副腎腫瘍)

(膀胱粘膜剥離衝)

(蟹a捻nkg玉)

黒川 一男(随 想)

鍬塚 寿(副 腎性高血圧)

に)

甲野 三郎(Mannitol)

(カ テーテル留置)

小駁不二彦(Crypt◎c¢ ¢c◎s三s)

小柴 健(尿 通憩室結石)

(巨大膀胱結石)

(膀胱 後腔 肉腫)

(後腹膜滑平筋腫)715}

人 名 索 引

}佐 分 光叢(キ 鰻プシソ)

練 繭 謙次(飛 プシソ)1421

111i
235

8751(し)

睡 圭三伽 ㎞ ・)
641veeew孝(鷹 大泌統計)

8ggi畑 昭(斯 性腎骨砿)

孝宏 備 立線肉舞重)377嶋懸

96

345(抗 生剤併用療法)

7Q8 清水 純(副 腎挫高壷圧)

児玉 彬(残 存尿管 虫垂痩)7241 1

児灘 正道(腎 静脈血 挫)137

(尿膜管癌,Dacton)26;

後藤 薫(岐 隆大泌統計)188

(BTDS)735

(膀胱腫瘍 レ線診)787

後藤 康交(後 腹譲滑平筋睡>715i

(睾丸奇形腫)9131

小 松須賀 男(プ リモボ ラソ)22e

近藤 厚(副 轡性高症圧)875

近麟 一郎 麟 臨 停留)・・6

近藤 賢(脊 損,膀 胱尿管逆流)399

(抗盤剤併用療法)5431

(随想)551

(尿路感染菌酬 生)ge5i
}

(さ)

雑賀 晴彦(下 大静脈後尿管)

斉藤 泰(副 腎性高廊圧)

坂欝 浩(副 腎性高症圧)

酒徳治三郎(真1生半陰陽)

魏
875

i黙1
(Solitaryunipa-pillarykidney)349

(腎濫腎炎,泌 尿器科釣診断)

(膀胱エソ ドメ トリオ ー・ゼ)・ ・3

191

47

76

§2§

188

111

島野栄一郎(藩 膀胱騰)399

罐
清水 幸夫(Citanest,柚 骨麻酔)267

白神 健志(岡 大泌外来統計)

(鋳大泌入院綾計)

(す)

杉村寛治鰹 器

(そ)

穆馬 隆匿(真 性半陰腸)

懸 臨 泌尿)
(Balance)

(た)

1高 田 千 年(尿 性器外傷統計)

297謝 一(サ イ タ βセ ジソ)

319田 村 峯 雄(Bayrei}e)

田守 昌樹(男 子 尿道 癌)

(ち)

>299

i地 土井裏璽(嶽 風・掻酸結石)

i千野 榔(蹴 難 肉腫)

隊 幡 隆之(襯 騰 結萄
i長久 謹三(裂 睾裏平滑筋腫)

1高 橋 康之(先 天性単 腎)

高橋 陽一(腎sc滋 圭gram基礎)

…

桜 井 タ幾(Neurohla§tema)387}

(lnsidon)

33

76

168

27

85

61

110

(騒 粛cint'g「am)・ ・9

(腎sc滋 圭gr蹴20aHg摂取率)177

…∴:畿

(灘 劃745

ix

(痛雛乱,塚酸結石)804

(前立腺腫瘍,性ホルモソ)84・

(前立腺腫瘍,下垂俸皮質ホル燈ソ)・ ・7

田城 純雄(岡 大泌外来統計)297

(岡大泌入院統計)310

留聴 享(副 腎牲高愈圧)875

田中 晋(副 腎牲高鬼圧)875

NI正 駅 讐 罷 ドメト)・・3

(尿銘X線 縁,窪律神経)・27

田辺 泰 民(尿 管polyposis)720

谷 口 照 彦(Neuroblastoma)387

谷 柑 実 一(9icyRORe)蔦 §

・村 欣一(遣 尿症,自 律神経)338

鐙
601

辻懇

土山

常俊

豊島

8縫

708

804

148

(先天性精管 欠如)607

(つ)

正曙(ManRitel)641

秀夫(副 腎性高血圧)875

章(腎 孟腎炎,鉄 剤と尿滲透圧)371

(と)

淑(不 兜全重複尿道)410

(な)

内藤 政男灘 灘 贈)399

(抗生剤併用療法)543

(罎脇感染菌酎雛)995

名 出 頼男(サ イ クロセ リソ)414

中漸井邦夫(非 活性 副腎腫瘍)142

(腎孟腎炎,鉄 剤と塚滲透圧)371

中谷元太郎(内 腸骨動 脈結紮)196

!永 原 篤(膀 胱粘膜剥離 術)538

中村麻瑳男(TgRB)8雛



並川 広二(異 所性腎骨形成)253

(に)

新 島 端夫(随 想)

西 守哉(岐 医大泌統計)

(BTDS)

(膀胱腫瘍 レ線診)

西井 治子(Cryptococcosis)

西浦 常雄(Nalidixicacid)

(コ リマイシソ)

(随想)

西垣 定雄(膀 胱 ア レルギ ー)

西村 邦康(異 所性腎骨形成)

仁平 寛巳(随 想)

(は)

743

188

735

787

377

41

812

人 名 索 引

(残存尿管虫垂痕)724

(膀胱平滑筋肉腫)727

広川 栄助(Balance)168

(エチオ ニソ,白鼠精細管)659

深町

福井

福重

(ふ)

83gi鵬 賢秀(キ モ プシソ)

701

253

175

長谷川末三(辞邦大泌結石統)686

(Sulfamethy1-thiazoleMeth-enamlne皿an-delate)脚

(Priapism)919

服 部 洋(内 腸 骨動 脈 結 紮)196

巾 拓 麿(Cryptococcosis)377

(随 想)425

(東邦大泌結石統計)686

修(副 腎性高血圧)875

浜田 邦彦 傑 郷 蕪 窮)・

(腎クリアラソス中性子線照射)237

林 威三雄(パ ソ。ラソS)・,・1

原 信 二(副 睾丸平滑筋腫)148i
I

原田 直彦(内 腸骨動脈結紮)196

(膀胱粘膜 剥離術)538

(ひ)

東野 秀雄(岡 大泌外来統計)

(岡大泌入院統計)

(コ リマイシン)

平 岡 真(リ ソバ系 造影)

平 山 多秋(尿 路腫瘍,胸 腺)

297

310

822

792

331

福山

藤田

藤田

弘光(副 腎性高血圧)875

-一郎(膀 胱ア レルギー)701

満(尿 路腫瘍,胸 腺)331

101

和宏(内 腸骨動脈結紮)196

幸雄(男 子尿道 癌)

幸利(岡 大泌外来統計)297

(岡大泌入院統計)310

畑 豊平聯 糊 脚

(Priapism)919

松尾 光雄(膀 胱 エソ ドメ トリオーゼ)・ ・3

(ア ソ ダ ソ トール)226

瀦 轍 統計)277

松永 武三(朧 野つ26・

(Mannitol)641

(原発性副甲状腺機能充進症)
6011撒 赫(蹴 平滑筋肉腫)

古川 元明(昇 邦大泌結石統)686、

(Sulfamethy1-thiazoleMeth-enamlneman-delate)

細川

堀

本郷

(Pirapism)

(ほ)

靖治(男 子尿道癌)

(前立腺肉腫)

松下 盤(PanfuranS)

82gl水 本

道 中

9igi三 瀬

i南

ト

601

(み)

龍助(異 所性腎骨形成)

信也(随 想)

徹(膀 胱粘膜剥離術)

武(尿 道憩室結石)

(巨大膀胱結石)

(膀胱後腔肉腫)

道輝(膀 胱ア レルギ_)701i嶺 井 定 一(尿 性器外傷統計)

美弥(真 性半陰陽) 33

(ア ン ダン トー ル)226

(京大泌手 術統計Dicynone)277

(接着剤,家 兎腎・膀胱接着)

(ま)

前川 正信(朧 劉

(不完全重複 尿道)

(Mannitol)

(原発性副甲状腺機能充進症)

(カテーテル留置)

(Bayrena)

前川 昭(キ モプシソ)

前 田 兼成(副 腎性高血圧)

617

261

僻 購 代謝)SS31牧 騨 三(サ,。 。セ,。,、141

(藍綴 鉛代謝)571!桝 田 和 子(・ry…c・cc・s'・)

醗 騰 代謝)584…輔 士幣 婆灘 薯;
(尿 管polyposis)7201(膀 胱 後腔 肉腫)

778

727

808

626

253

295

538

96

345

708

27

1宮
川 光生(原 発性副甲状腺機能充進症)778

(TURB)891

三宅

三宅

宮本

4101

64il

7781室

899

949

101

8751

「森377

森 脇

96

345;

708i矢 野

(原発{生副甲状腺機能充進症)942

弘治(キ モプシソ)101

則保(異 所性腎骨形成)253

恒 弘(岡 大泌外来統計)297

(岡大泌入 院統 計)310

(膀胱 内圧,コ リン作働薬)532

(む)

徹(Neuroblastoma)387

(も)

百瀬 剛一催 尿症泊 鮒)338

(リソバ系造影)992

昭(先 天性精管 欠如)607

宏,(下 大静脈後尿管)730

(や)

久雄(膀 胱粘膜剥離術)538



(膝発盤副甲状稼機能充進症)778i

(TURB)89・t

k聾春雷羅ll叢!l!:i
山田 茂(岡 大泌外来統計)297

(岡大泌入院統計)31Q …

(岡大泌尿石統計)3181

由本 浩(先 天{生糖管欠如)697{

山本 邦一(慕邦大泌結石統)686

(s疑 三fametky!-thiazoleMeth-e纂ammeman-de三a乞e)s2gi

(Pirapism)919

(ゆ)

繕 域 浩 之(MaRnltcl)641

(よ)

横由

吉田

吉溝

繁(Na玉idlX三Cacld)

(徽 リマ イ シ ン)

修(キ モ プシ ン)

(瞥孟腎炎,泌 尿器科的診断)

(Balance)

泰(先 天盤精 管欠魏)

壌

812

47

76

168

697

吉野 一正撫 騰 庄鉄剤)37・

(リ)

林 成 徳(Cryptgcocces圭s)377

人 名 索 引 xi




