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xv

人 名 索 引

（あ）

赤坂裕
i下部尿路感染症CephalexinとCephaloglycin）677

1縣達生（K1’nefel撫群）794

縦永植（新鎮痛鎮痙剤     Spanate）・・8

耕蝋離醗翫撮〉・・8

新井元凱．（黙講）・・1

有吉轍（酷滋400’）…

      （い）

生亀芳雄（尿路感染症・   Cephalexin）536

池田 X懸盤）127

井上彦八郎（舎騰アレルギ）491

居原  健（腎血管腫）    87

今村 z響欝）677

井上綱（大阪市大5年間臨床統計）…大谷鰍（霧児腹総髄）23・

     （・ンレイー4001）7181大道彰（嫉齋‘年間）・・6

併本卓（雑毒口前部）・・2

      （熊騨6年問）638

生駒文彦僑灘平等）52、

碑褒次醍轍症●）68
（尿量各！惑紫黒互・   Cephalexin）522

（Cephalexin） 587

（AC－PC） 735
石川昌義（奈良医大6年間臨床統計）638

碕允 i熱闘…

石・修
i膀胱granttlar ce！lmyoblastorna）…

石部知行（三三●酉糠）lll

板舗之 i鰹祠576
市川馳蝶蘭学1968臨）…

伊東 信行（実験的腎腫瘍）79，547

伊藤 晴夫（尿道腺癌）    699

伊東三蝋（膀胱鏡台X線テレビ装着）583

井上…男嵯融の難病）697

入矢一之（奈良医大6年間臨床統計）638』

罰賢一（聴器手術と麻）・4・

      （う）

上山秀麿（膀胱鏡台X線テレビ装着）583

     鰍出血砿）827

欄・夫
i膀胱granular cellmyoblastoma）・・51

      （お）

大川順正

i尿髭各糸吉石1歴・尿中蔭酸量とvitamin B6， Bi）297

（翫臨誌）…．

     （コンレイー400）  7ユ8

大森孝郎（翻、。讐phaloう67・

岡直友（Urocalunと上部尿路結石）…

岡嫉螂（麗縫児前部）・・2

     倫鷺詐6轍）638

岡田謙一郎（精液濁度覆1定）  447

     （乳児陰嚢乳魔腫）634

     （mesterolone．経距アンドロジェ．ソ）663

岡林  篤（馬杉腎炎）   609

醗士郎
iX線テレビ使用Conray－400初卜浬：｛生腎孟撮最量）・3

     （鎮痛・鎮痙剤ビセラルジン〉・36

     （雛判こよる）248

     （非牽引性肉様膜外睾：丸固定術）・・3

     （騨難X線テ）583

岡村 喜明（陰茎折症）    119

大北髄（灘纏劉…躰…和麟鼎6年間）638
大北純三（腎異物（三針）・結石合併）233i・躰美恵子搬出勉友）827

     （練習鱒5gr

     （賭学1968臨）…

大串 典雅（腎孟・12指腸縷）337

大越 謫?O岡・4・

     （聯鰍翫二PC）744

大沢

大沢

燗（腎不全高カリウム血症。陽イオン交換樹脂）・45

直（Priapi’sm．venous bypass形成術）576

小川瀦（尿路感染症・   Cephalexin）536・

奥…

i膀胱granular cellmyoblastonn．）・・5

奥村魏（奈良医大6年間臨床統計）638

小津． ?纉 ｫ謙）…
小幡『浩司（点滴腎孟撮影） 237
     （耐性菌尿路感染AB－PC， Heta－cillin， iMCI－PC）382



xvi

       （か）

甲斐祥生 i難讐
か さい

河西

柏木

         ） 677

稔（上部尿路結石の急速利尿療法）626

崇（腎異物（鍼針結石合併）●）233

（グラム陰性桿菌尿路感染症・ Gentamicin）596

轡型学1968臨）・・7

加藤 篤二（腎癌臨床統計） 304

     （尿路感染症・  Cephalexin）・・4

     ㈱飛騰と上）…

力劇和 ｩ謙）…
川上隆（日興1染臨：PC）744

河西矯（大阪市大5年間臨床統計）・・6

     （コンレイー400）

川村寿s灘㌔欄
     （多房総腎嚢胞）

7／8

91

759

     （轍出血’血友）827

川村 謠R糊…
川村猛（尿附糠二PC）・44

       （き）

北村 忠久（膀胱後部肉腫） 854

北山太一（国立京都病院9年間臨床統計）・・4

木本 誠二（人工臓器）   395

瀞諺（尿路感染症・   Cephalexin）・3・

桐山蕾夫（腎異物（斜脚結石合併）’）233

     （非牽引性肉様膜外睾丸固定術）423

     （グラム陰性桿菌尿路感染症・ Gentamicin）596

     （崖旛学1968臨）…

       （く）

久世 V醸縄） 63
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     （鎮痛・鎮痙剤ビセラルジン）・36

     （響羅影による）248

     （餌壷喜X線テ）・83

     （新鎮痛鎮痙剤     Spanate）818

工藤三郎（尿路感染症・   Cephalexin）536

久保泰徳（Adenom盤，）…

熊沢海僻論塩、。）53！

栗・孝麟外括約繍）・・！

栗林 忠夫（Conでay－400） 225

黒・瀞醗徽澁’）68
（尿道抵抗）

 （こ）

779

甲野三郎（大阪市大5年間臨床統計）・・6

     （響馨翻鰯

     （コソレィー400）  718

小釧・夫（腎異物（三針結石合併）’）233

     （非牽引性肉様膜外睾丸固定術）423

     （締学1968臨）・・7

小松 洋輔（膀胱類皮嚢胞）  58

     （非牽引性肉様膜外睾丸固定術）423

     （精液濁度測定） 447

     （尿路感染症・   Cephalexin）・・4

     （乳児陰嚢乳慶腫） 634

     （mesterolone．経ロアンドPジェソ）663

棺俊秀（臨学1968臨）・・7

近薦生 i騰瓢748
       （さ）

斉藤 宗吾（小児峯丸腫瘍） 266

坂江 清弘（小児睾丸腫瘍） 266

酒徳治三郎騰澱粉’）233．

     （非牽引性肉様膜外睾丸固定術）423

     （繍学1968臨）・・7

桜井扇（膀胱外括約筋筋電図）…

     （尿路感染症・  Cephalexin）689

笹野  イ申日召 （副腎）         757

定延和夫 i欝飼576

弓長 шd1繍）596
     條顯学1968臨）…

藤魏（舎尿路アレルギ）・9・

鮫、島   博 （CQnray－400）

      腎病変とBOur－
      neville－Pringle
      母斑症

225

沢醗次 i ）91
     （膀胱出血・血：友病A）827

（し）

繭俊一郎（射精管異常拡張症）…

島谷政佑（B盤猛、d、。））375

     （前立轡翻…

清水圭三
ｫ籔謡〉・・8

城糠一頗熱烈壷鵡頸）42

白石 恒雄（尿管憩室）

      膀胱癌・β一glu一’

      curonidase，そ
      のinhibitor

新

106

（lllui！llpitt／，g，’，a，s，Be，’，．gi）1）i43

武三麟齋輔）…
     （コソレ’イー400）  718

進藤彬（腎臓移植・腎保存）476

杉浦

杉田馴

杉村克治（異容扁平上皮癌・結石合併）553

鈴木 ｪ繰網・・1

   （す）

弍（B糊盟、d、。））375

（前立轡翻…

蹴輝・・1



鈴木恵三（騰騨甕、二PC）744

      （せ）

関口 時彦（小児尿路結石） 291

      （そ）

園酵夫
i尿路結石症・尿中蔭酸量とvitamin B6， Bi）297

     （尿路感染症・   Cephalexin）・8・

     （雛アミ可ド）773

      （た）

高羽津（鶴アミPイド）773

高橋翻（膀胱外括約筋筋電図）・・1

高橋陽一（Urocalunと上部尿路結石）・6・
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・村峯雄畑町輔）・・6

     （コンレィー400）
71s 1

      （つ）

湘正昭（大阪市大5年間臨床統計）…

1 KA （“ e’）

」門門（腎血管腫）

（乳児陰嚢乳魔腫） 6341

（新鎮痛讐翻，，）・・8・

高山 秀則（精液濁度測定） 447

     （膀胱出血・血友病A）827

滝本 至得（小児尿路結石） 29ユ

多勲稔（農熱学1968臨）・・7

竹内弘幸（非麻薬性鎮痛剤Pentazocine）539

     （纏欝’ne’）658

竹内政 i辮鼻端297

     （羅外括約鮪）…

・尻難夫（環熱学1968臨）・・7

多田

龍見

田戸  治（血液透析）

茂（Urocalun と上部尿路結石）46・

明（難野酸脱水）428

          947

・中広見（射精管異常拡張症）・・1

     （血液透析）

田辺 泰民（尿管憩室）

田辺 与市（陰茎折症）

谷村実一 i欝恥
田上恭一郎（脊損膀胱平滑筋）

玉井あっ子（実験的腎腫瘍）

847

106

119

） ’576

i2，i

（コンレィー400） 718・

友吉 唯夫（精液濁度測定）

     （乳児陰嚢乳康腫）

     （     mesterolone．
     経ロアンドロジ
      エ．ン

     （Fraley症候群）

富山 哲郎（小児睾丸腫瘍）

      （な）

87

（尿管精嚢腺異所開口）62・

        額

       ） 663

714 1

266

xvii

      前立腺肥大症・
      女子膀胱症状と
      PPC

     （排尿障害）

西森 一正（副腎）

仁平寛巳（前立腺癌・酵素学的研究）

     （血液透析）

     囎糠三所）62・

西尾 k藩鰹）91
西村 X  ）・27

397

 1

195
254

847

       （ぬ）

湘画欝温→576
       （は）

袴田 隆義（腎孟・12指腸痩）337

吐師正矢・（騨嚢薯X線テ）・83

名・三男（尿麟二二PC）744・・長谷川麟（謙魁・上）46・

翻鑑惣：ll［一（ ）285

中井 恒雄（小児尿路結石）

中川翻聯購・）…1
長久保一朗（一撃二PC）74・ lj

永田肇嚴アミ可ド）・73・1

細正夫（尿路結石症・    Isosorbide）652

中西純造（大阪市大5年間臨床統計）…、

               1

     （ ）刷     伯長腎移植・大
     動脈炎症候群合
     併・腎血管性高
     血圧症

     （コソレイー400）

中野 信吾（前立腺解燐酵素）

     下部尿路感染症
     ・Cephalexinと
     Cephaloglycin

   
291；林

中曙

踊勝利（尿路感染症・   Cephaユexin）531

永原篤難解灘の）626

中村隆幸
ﾕ鴇紬）・・5

      （に）

西尾 徹也（腎血管腫）

    自家腎移植・大
    動脈炎症候群合
    併・腎血管性高
    血圧症

威三雄（実験的腎腫瘍）79，547

     （先天性男児前部尿道憩室）・12

     （奈良医大6年間臨床統計）638

早原信行（大阪市大5年間臨床統計）・・6

（コンレィー400）  7ユ8

原信二（尿路感染症・   Cephalexin）522

（Cephalexin）

（AC－PC）

（ひ）

ro87

735

・・S1・浅灘（実験的腎腫瘍）・…47

）：；憶灘∴：1

i平岡  真（尿道腺癌）

 平川椿（罐籠低血圧・）

隔康祐：離職腫）

699

 3
22

106

854

  平林醐（大阪市大5年間臨床統計）…

8， 1 （。ン。イ．⑳718



平松

広中

xviii

侃（藩罐児前部）・・2

（奈良医大6年間臨床統計）638

頭緻麟膜）423
（戻露学1968臨）・・7

（ふ）

深津 英捷（睾丸腫瘍）   558

福重  満（血液透析）   847

福・和男轄辮掛）233

     （康欝欝1968臨）・・7

福田 泰久（lbunac錠）

     （Cephalexin）

福地 晋（小児尿路結石）

278

587

291

     （尿路穂臨d。）652

励撤（Urocalunと上部尿路結石）46・

     （新鎮痛鎮痙剤     Spanate）818

醐克彦
i膀胱granular cellmyoblastoma）…

藤本 洋治（尿管憩室）   106

     （射精管異常拡張症）…

Bryan，G．T（膀胱の発癌）  545

古玉
茎（男性不妊の予後と病因の統計）342

（睾丸における抗原抗体反応・男性不妊）…

   （ま）

前川疏（大阪市大5年間臨床統計）・・6

     （自家腎移植・大動脈炎症候群合併・腎血管性高血圧症）285

     （コンレイー400）  718

前・義雄（鞭、。磐phalo’）67・

牧浦

桝岡

松木

洋（先天性男児前部尿道憩室）・・2

（謙奔6輔）638

進（辮岡576
暁（前立腺癌・酵素学的研究）・95

 （血液透析）   847
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丸山 X無熱籍）677
       （み）

三品糊（K1’nefe’撫群）・・4

     （膀胱後部肉腫） 854

水本 龍助（小児尿路結石）  291

     （尿穐藩ぢ、d。）652

三・俊彦僻懸塩、。）522

     （Cephalexin） 587

     （AC－PC） 735

三山薬（鍔路アレルギ）…

三矢            237

宮川

英輔（点滴腎孟撮影）

   耐性菌尿路感染
   ・AB－PC， Heta－

   cillin， MCI－PC

（g／．1，ii，k？．lt｝”5．，tetrttvge，一）3s2

清（腎循環の神経調節）77

宮川美栄子（腎癌臨床統計）  304

     （長房性腎嚢胞） 759

宮川光生（罫路アレルギ）…

三三。。ル（難欄・・

論重（灘：岡576

三橋進（親鳥剤而櫨）825

       （む）

村臆一郎（大阪市大5年間臨床統計）・・6

     （コンレィー400）  718

村・庄平（Adeno噌細…

       （も）

本永繊（繍学1968臨）・・7

縮轍（奈良医大6年間臨床統計）638

礪俊郎（尿路感染症・  Cephalexin）・3・

森

森

森

森

 イ僑 （腎孟。12指幽棲）  337

浩一（前立腺癌・酵素学的研究）254

  （射精管異常拡張症）…

幸夫（Urocalunと上部尿路結石）…

翻j（尿道下竪・重複直腸合併）52

森

森川

芳紘幡嘗糠腺異所）62・

進（憐整薯X線テ）583

    （や）

安永幸二郎（戴出血砿）827

八竹直 ｫ韓悸）297

山・二二（大阪市大5年間臨床統計）・・6

     （Con「a耀撮影）727

山崎 隆治（尿道腺癌）   699

山下 昭夫（実験的腎腫瘍）  79

山下離僻懸臨、。）・・4

山吉亘
i腎不全高カリウム血症・陽イオン交換樹脂）645

       （ゆ）

徽清之（大阪市大5年間臨床統計）…

     （コン’し！イー400）  718

       （よ）

三三儲鼠櫨と雄）・7・

吉川

吉田

吉田

吉田

光顕（実験的腎腫瘍）

 修（膀胱類皮嚢胞）

  （腎癌臨床統計）

和彦（睾丸腫瘍）

桂一（小児尿路結石）

79

58

304

558

291

吉田宏二郎（実験的腎腫瘍）79，547

     （奈良医大6年間臨床統計）638

吉畷機（講鱗＞677

吉田 女武（人工腎臓）   473

       （わ）

漉幸司臨翻・・5

渡辺  漸（放射障害）   283




