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人 名 索 引 陰欝艀峰三者）

       （あ）

藍沢灘（腎部分切除・残腎腎孟腫瘍）223

青田泰博（撒轟at●ヒ）・・3

青山秀瑚堅磐鑛胱’）739

淡河 洋一（Cefmetazo1）  459

     （緑膿菌感染・Cefpiramide ‘Cefsulodine）11・・

一（継縣）1647

赦醐鷹縣盤韮：／ l14，
     ＼Gefsulodine  ノ

耀誠二（騰瀧難の677
赤沢信行（緑膿菌感染・Cefpiramide ．Cefsulodine）II・・

秋野 裕信（上部尿路癌  ） 813

秋元 成太（陰茎折症   ）1047

     （後腹膜：脂肪腫 ）1107

秋山 隆弘（膀胱腫瘍・臨床） 23

     （弊墜弊割535

     （転移性腎腫瘍 ）1499

     （TPA・膀胱腫瘍）1635

浅川礎（Buschke闇1」oe隔wenstein腫瘍）1669

爾晴蝋騰難中0術）615

安島純一（前立腺再燃癌・Tegafur）1・5

贈佳郎（離欄蕪却・65

     （腎癌stage診断）501

     （膀胱鏡写真  ）517

跡部 俊彦（腎動静脈屡  ）1295

一（Stage I IPセミノーマ睾丸腫瘍．BLM， VCR，MTX化学療法）191

陥弥理（PMPC・前立腺肥大症術後管理）・・5

阿部ネL男（睾丸腫瘍・放射線晩期障害）16・5

阿部 裕行（陰茎折症   ）1047

     （後腹膜脂肪腫 ）1107

天谷龍夫（神経因性膀胱・a－adrenergicblocker）255

天野正道（灘耀煙

糊勇（PMPC・前立腺肥大症術後管理）245

新井  豊（真菌尿路感染 ）1273

     （家族性VUR ）1507

荒井 陽一（豊岡病院泌統計） 77

     （Oncocytoma ．腎細胞癌）569

     （京都大学泌外来統計 （1977～1982年））9・9

     （ ・1 入院統計（1977～1982年））1115

     （膀胱全摘統計 ）1443

荒川 倉卜（選鷺撫）114・

荒木翻欝鶴？箭坤

     （重複悪挫腫瘍・膀胱と直腸）583

     （京都大学泌外来統計 （1977～1982年））9・9

     （  ク 入院統計（1977～1982年））1115

荒木徹醜騨聾’）・63・

有門畝（跳雛繍・・5
有馬 公伸（原発性尿管癌 ）1019

     （離Ga結石’）・587

有吉 朝美（尿道下馬   ）653

購弘（尿路上皮内癌・腎脇田細胞診）683

     （膀胱腫瘍統計 ）823

     （腎動静脈痩  ）1295

     （職業性尿路癌・生化学）1383

A「’m增Ba（三四欄H）…5

       （い）

鰍融（鷺ζミPイド） 45

     嵯讐覆●合併）311

     （前立腺癌浸潤度・リンパ管造影）…

     鵬胞診’蹴）翻

…鱒講掛
井口 正典（膀胱腫瘍・臨床） 23

     （前立膿肥大症・オキセンドロン）・・5

     （TPA・膀胱腫瘍）1635

池内脚鵬謡1器割185
生垣舜二（淋菌感染・アモキシシリン）1537

・…L茂 i灘鋤酬
池・轍（ミルクCa飯石・走査電顕）…

池田達夫 i論説雲煙
     （  〃 入院統計（1977～1982年））1玉15

     （真菌・尿路感染）1273

池本  庸傍腎孟嚢腫  ） 31

池本慎一（膀胱癌・細胞性免疫能）521

生駒 文彦（陰茎前位陰嚢 ） 199

     催簾野科）・・27

石井延久（鐘DM膀注’病）869

研弘之儂臨，講）1・93

石神細欝黙ぎ・）l14・

石川 英二（急性腎不全  ） 169

石礪市郎（腎血管性高血圧・血行再建）1



xxvi

石川

石田 浩三（尿道下弓

悟（堕ミロイド）・・

（無慮●合併）311

麟艦皮癌）373
（前立腺癌浸潤度・リンパ管造影）…

（翻胞診●膀胱）1611

         ） 653

石塚rk一 i緋Z’前立齢）・・

礪道男傷雛癌’姫）・21

     （羅D縣）69・

石山 俊次（ADCC活性）647

     縣響募，富α）1625

伊集院真澄（陰茎偏位陰嚢 ） 207

     （奈良県立医科大学泌統計）239

     （Batrxboquone ’） io6i

     （原発性腎孟腫瘍）1191

     （原発性尿管腫瘍）1205

線孝（離婚離開831
泉  武寛（膀胱平滑筋腫 ）1641

伊勢 和久（プラダPン  ）727

井関 達男（膀胱腫瘍・病理）879

     （膀胱尿道・異物）1363

磯貝酸（膀胱癌・浸潤リンパ球）1・37

     （緑膿菌感染・Cefpiramide ．Cefsulodine）114・

磯松 幸成（膀胱部分切除 ） 641

畑難（舞子尿道憩鞭）921

板谷 宏彬（家族性VUR．）1307

市川靖二酵難顕メト）1339

伊藤一鞭曜
伊藤 祥子（ 〃 ・ ク

伊藤 晴夫（真性半陰陽

     （単睾丸症

） 799

’

） 799

） 451

） 479

儂畿器，）1、9，
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（鵬睾丸●睾丸）1525

伊藤  坦（膀注・Cylocide◎ 357

（識ま牲柴翻・45・

伊藤  博（家族性VUR）1307

伊藤康久（羅腫’リンパ）・4・

     （ADCC活性 ）647

     （上部尿路癌  ） 813

     （腎悪性リンパ腫）1345

犬塚和久（Cefotiam ．急性膀胱炎）13・3

獺毛翻騰難アモ）153・

井原 英有（尿膜管腫瘍  ） 59

今井 強一（膀注     ）1427

今岡進（高速液体クロマト・尿中穆酸測定）28・

今川章夫（鵜瑚…

     （腎機能障害・Cefotaxime）677

縮晋作（尿道脱・小児膀胱横紋筋肉腫）233

今村一男 ??
     無理騰纏）1657

岩崎・告（GPZ・前立腺組織）・・

岩崩夫礫禅）・・9

     （  〃 入院統計（1977～1982年））ll15

上門蝋

上木修儲穏p職）

畑公介鯉断頭鶴

 （う）

騰鮮）1315

1329

9

（膀胱憩室腫瘍 ） 67

     騰駒マうり215

植・ X黙黙・）114・

上田忠和（尿路結石・山回湯，坐薬甘草湯）・・

上田陽彦（婚前離翻83・

植田 H  ）94・

上田

  複離性尿路感染
  ．FOM， DKC
  併用療法

真（術後消化管運動． Prostaglan－din F2a）II3

（京都大学泌外来統計（1977～1982年））・79

（蔚197磯ll節

椥知一
yζミロイド）

     鰹鞭合併） 311

浦仁志（複：郷士尿路感染・FOMとDBK併用療法）・4・

上山 秀麿（膀注・Cylocide＠）357

浮草  実（急性腎不全  ） 169

宇佐美道之（走査超音波診断）1027

牛山知己（前立腺肥大症・脂質代謝改善剤）365

臼井利夫（悪性リンパ腫）345

     儂門門）1…

内島 豊（単睾丸症  ）849
内田克紀（膀胱全摘・合併症と予後）311

     （翻胞診●膀胱）161・

内田  睦（掌骨・Cylocidee）357

打林誰（褄細鵬●腎結）・35・

     （腎孟自然破裂 ）1359

     （灘瘍．FA）・6・7

     （非外傷性・腎被膜下血腫）165・

宇都宮正登（尿膜管腫瘍  ） 59

     （家族性VUR）1307

梅津 敬一（前立腺癌・HLA）791

               45

       （え）

藤頭謙黙・）114・

瀧膳郎劇論鯵’）683



       （お）

大柵忠（緑膿菌感染・Cefpiramide ．Cefsulodine）l14・

妬賢二（卵巣皮様嚢腫。膀胱穿孔）893

     （騨騨無煙

     （  ク 入院統計（1977～1982年））1・15

大江彦（男子不妊症・内分泌動態）485

大川 順正（Sipple症候群）837
     （腎発育不全・尿管精嚢腺開口・精嚢腺嚢胞）1315

大川融（ミルクCa二目・走査電顕）・・7

     （灘蹴→H・・

     （Eosinephiliccystitis）1329

越画欝欝1）…
     （腎移植・細菌感染症・抗菌薬）・567

燧隆（PMPC・前立腺肥大症術後管理）・・5

大島 一寛（尿道下落   ） 653

大島 伸一（原発性膀胱腺癌） 593

     儂雛舗’術）615

大Si va＄（騨睾丸’睾丸）12・・

燗誠一郎（神経因性膀胱・診断と治療）739

画面（理難難の677

畑信隆（儲糊露U）365

大嚥和生（欄耀鑛騨・

     （膀胱憩室腫瘍 ） 67

大塚晃（罵郵灘蜘…

大西 周平（陰茎折症   ）1301

大西哲郎偏離島痩’腎）・・1

大西洋子（1982年兵庫医科大学泌統計）・2・

大橋蹴（騨塾購●）・3・

泌尿紀要 第29巻 （1983年） 人名索引

     （鯖ζ．。の・4・

大橋鮭（PMPG・前立腺肥大症術後管理）・・5

大堀勉（灘犠’巨大）・・91

     （羅無塩鰭）1287

大前 博志（膀胱平滑筋腫 ）1641

大見嘉郎（麗鷲言明・65

大酵平（醜艦劉575
     （京都大学泌外来統計 （工977～1982年））・79

     （成人女子・尿管瘤）1・・5

     （轟轟網ll15

大森弘之（尿路悪性腫瘍・尿中マーカー） 131

     （備ζ．。の1・1

     （緑膿菌感染・Cefpiramide ．Cefsulodine）ll・・

畑姻（  ）185

大山 正明

Wilms’ tumor．
Embo1ization

羅籍1 
断層     ノ

大和眩雄（彊鼎燃癌●）1・5

岡賦二郎（男子淋菌尿道炎．CefDperazone）855

     （淋菌・   〃   ）  861

岡島英五郎（陰茎前平陰嚢 ）207

     騰暑寿医轍）・39

     （vasovasostomy） 385

     （Carboquone ．膀注）・・6・

     （原発性腎孟腫蕩） I191

     （原発性尿管腫瘍）1205

岡田 敬司（漿液性嚢腫  ）3工9

     盤撒・）11・・

岡田謙一郎（豊岡病院泌統計） 77

     驚濫・）52・

xxvii

岡田 耕市（単睾丸症

岡田 茂樹（精索静脈瘤

     （  〃  ・睾丸血流量・内精静脈T濃度）493

     （陰茎折症   ）1301

     麟S状繊吻）1395

（繍雛oma’）569

（卵巣皮様嚢腫・膀胱穿孔）893

（京都大学泌外来統計 （1977～ユ982年））9・9

（  〃 入院統計（1977～1982年））1115

（膀胱全摘統計 ）1443

       ） 849

       ） 377

岡・群（腎血管性高血圧・血行再建）

岡谷

岡野

岡野

（ ク ・大腸鏡）1401

          1

（豊岡病院泌統計） 77

ウレアーゼ阻害、
         297
防      ’

（剤・尿縣予）

（盟P．低Mg）・・9

（曇羅鑑oma’）569

（京都大学泌外来統計（1977～1982年））・79

（  〃 入院統計（1977～1982年））Il15

岡部達士郎（離騨来

 （膀胱全摘統計 ）1443

麟一際）15！・

（副甲状腺機能充進症・副甲状腺嚢腫）・531

鋼（小児尿管ポリープ）53

准（精索静脈瘤  ） 377

（愚論一州

学（tS9ガンダリオ）・33

鵬馨特異綱・3・9

鵬鞭、。）1・・3

         ） 979



xxviii

岡村

岡村

（  〃 入院統計（1977～1982年））1115

和弘（膀注・Cylocide⑧）357

清（義顯医科大）・・9

岡村 武彦（膀胱憩室腫瘍

翫健一郎 i ）ll・・

岡本綱催簾漆科）II27

小川修 i篠欝菱璃
     （（1箭，2離難＞1115

（vasovasostomy） 385

（meatt｝boquone’） lo61

（原発性膝蓋腫瘍）1191

（原発性尿管腫瘍）1205

       ） ・ 67

緑膿菌感染・
Cefpiramide ．
Cefsulodine

小川 隆敏（Sipplc症候群）837

     （腎発育不全・尿管精嚢腺開口・精嚢腺嚢胞）1315

小川  忠（腎腫瘍    ）1255

小川肇（轄愚痴罐）1657

州良雄

i前立腺肥大症・chlormadinoneacetate・超音波断層）1・19

州鹸（轡夏ミロイド）・・

     （騨鞭合併）311

     騰・尿中鋤）

置糊彦（ ）l14・

荻田

奥粋士
i

奥村

小倉邦博（Cefmetazol

 ／尿路結石・漢方
         1269
  泄

  緑膿菌感染・
  Cefpiramide ．
  Cefsulodine

卓（精索静脈瘤 ）377
（  〃  ・睾丸血流量。内精静脈T濃度）・93

（嫌気性菌感染・気腫内印孟腎炎）831

 （陰茎折症   ）1301

欝羅）…
哲（陰茎折症   ）1047

 （後腹膜脂肪腫 ）llO7

         ） 459
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      （緑膿菌感染・Cefpiramide ．Cefsulodine）l14・

 小倉 啓司（膀注・Cylocide⑪）357

      （京都大学泌外来統計（1977～1982年））・・9

      （  ク 入院統計（1977～1982年））1115

麟祐吉（羅罷●細胞性）521

      （Buschke－Loewenstein腫瘍）・669

長船町（霧難癌’掘）121

      （羅D縣）693

 織田 英昭（走査超音波診断）1027

小鴫糊（麗纏鞍騨・25

小野敷（鷺S状結勘）1395

     （ 〃 ・大腸鏡）1401

小野 佳成（原発性膀胱腺癌） 593

小聯一
i緑膿菌感染・Cefpiramide eCefsulodine）11・・

小畠 道夫（ク ・ク ・ク）l147

小浜 常昭（睾：丸破裂   ） 701

源壮一 i義撫医轍）239

     （katt｝boquone ’） io6i

     （原発性腎孟腫瘍）1191

     （原発性尿管腫瘍）1205

折笠制叢馳農ンパ）1・ll

折戸松男（ミルクCa歯石・走査電顕）…

海法

柿木

郭

    （か）

裕男（膀注・Cylocide⑬）357

宏介（CMX。臨床 ） 95

俊逸

i術後消化管運動． ProstaglandinF2at）113

（繍撃四

（  ■・ 入院統計（1977～1982年））1115

     （膀胱全摘統計 ）1443

     （副甲状腺機能：充進症・副甲状腺嚢腫）・53・

箆組辮照門）113

     （罐思郷979

     （（1多，2擁鋤III5

              95

              931

片’岡喜代徳（膀胱腫瘍・臨床） 23

綱灘（抗菌剤・雄性性器内移行）・219

綱馳（腎機能障害・Cefotaxime）677

片山泰 Q臨管）799

乱川諺（PTA・腎血管性高血圧）128・

雨湿（tMガング物333
憶次朗（細胞性免疫能賦活剤・膀胱腫瘍）・

     （弊蟷マうり215

河東鑛（ノ」、ツ巳尿管ポリープ）・3

加藤 直樹（ADGC活性 ）647
     （膀胱癌・浸潤リンパ球）1・37

     （膀胱腫瘍・IgG－FcR＋T cell）1625

加藤 広海（原発性尿管癌 ）1019

一欝離）191

加藤 禎一（CMX・臨床 ） 95

加藤 良成（膀胱腫瘍・〃） 23

門脇照雄 ｫ鞭一
金岡俊雄（京都大学泌外来統計 （1977～1982年））・・9

     （  〃 入院統計（1977～1982年））ll15

柏原  昇（CMX・臨床 ）

柏井 浩三（成人巨大尿管）



金丸 X罐錨鎖
     （  〃 入院統計（1977～1982年））1115

     （腎平滑筋肉腫 ）1521

金森 幸男（陰茎折症   ）1047

金子茂男（膀胱腫瘍・臨床） 23

     （弊墜直轄の535

     （転移性腎腫瘍 ）1499

金子 昌生（腎癌stagc診断）501

金子 佳照（陰茎前位陰嚢 ） 207

     （報舞医科大）239

     （原発性腎孟腫蕩）1191

     （原発性尿管腫瘍）1205

細州弘（鷺S状結励）1395

     （ 〃 ・大腸鏡）1401

細達夫（繰撫灘鋤・・5

灘稔（tS9ガング物・33

加納勝利（尿管アミロイドーシス）・・

     （甦鞭合併）311

     （陰茎扁平上皮癌培養細胞株）・・3

     （騰胞診’膀胱）1611

鹿子糧二催簾鞭科）l12・

鏑木  豊（膀胱部分切除 ） 641

     （膀注     ）1427

鎌田日出男（睾丸破裂   ） 701

守殿貞夫（緑膿菌感染。Cefpiramide ．Cefsulodine）ll・・

     （膀胱平滑筋腫 ）1641

上領 頼啓（Serratia感染）401

亀井  修（走査超音波診断）1027

      CYVADIC療
亀岡   法・後腹膜悪性
      線維性組織球腫

博（  ）693

酵躯姦メト）・339

亀山孝一郎（悪性黒色腫  ）1079

河… i羅難幽
川上  寧（腎血管筋脂肪腫） 325
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川喜・画篠挙灘煙

      （  〃 入院統計（1977～1982年））1115

川・光平（鍼●神経因性）・・8・

川・酢（1982年忌庫医科大学泌統計）112・

川倉宏一 ﾙ認購騒）・・5

川嶋 敏文（血清フコース ）669

川添和久

i神経因性膀胱・a－adrenergicblocker）255

湘輔（パラマングリオーマ）433

      （ADCG活性 ） 647

      （上部尿路癌  ） 813

      （膀胱癌・浸潤リンパ球）1・37

      （緑膿菌感染・Cefpiramide eCefsulodine）11・・

髄難鰐胞診●蹴腫）・・69

川踊志灘蕪・）11・・

川村繁美（灘丁丁●巨大）・・9・

川村寿一囎面掛圧）1

      （豊岡病院泌統計） 77

      （急性腎不全  ） 169

      （蕪駕罰339

      （躍P’低Mg）・・9

      （Oncocytoma ．腎細胞癌）569

      （醜艦蝉）・・5

      （重複悪性腫瘍・膀胱と直腸）583

      羅歪騨）979

      （  〃 入院統計（1977～1982年））ll15

      （膀胱全摘統計 ）1443

      （i231－orthohip’purate・水腎症）1・51

      （讐藤坤

xxix

     （難騰飾

川村 直樹（陰茎折症   ）1047

     （後腹膜脂肪腫 ）1107

河村 信夫（漿液性嚢腫  ）319

     （」血清フコース ） 669

     （緑膿菌感染・Cefpiramide ．Cefsulodine）…7

     騨響導性●）・279

神田 英憲（膀胱腫瘍・臨床） 23

       （き）

菊池灘（鷺ガングけ）333

岸洋一
i緑膿菌感・染・Cefpiramide ．Cefsulodine）11・・

細さとみ懸鯉監）677

喜多芳彦羅歪騨）・79

     （  〃 入院統計（1977～1982年））1115

北川騨（難窪溜翻831

北川龍一（膨ミロイド）・・

     繋駕合併）311

     （S・i｝klifFiiiill；1，iF，・tttdoiY／），，，g

北島

北島醒（CPZ・前立腺組織）

一生
i

北村顧  ）255

北村

絹川

木内

木下

燭田茂（甥尿管ポリつ

     （騰顯医科〉王127

貴宝院諺（雛boquone．）1・61

   尿路結石・漢方
   薬・尿中蔭酸排
   世

敬一 （Piperacillin  ） 465

            87

   睾：丸腫瘍・non－
   semmomatous           559   germ cell
   tumor

   神経因性膀胱・
   a－adrenergic
   blocker

次男（走査超音波診断）1027

常郎（原発性膀胱腺癌） 593

利明（走査超音波診断）IO27

英親（血清フコース ）669

            53



xxx

      神経因性膀胱。
      cr－adrenergic
      blocker

清原 久和（走査超音波診断）1027

棚蕾夫（病理音目二二報・睾丸腫瘍）・55

     （Cephapirin ．Cephalothin ．静脈炎）52・

     鷺草禅）・・9

     （ 〃 入院統計（1977～1982年））1115

木村哲
i緑膿菌感染・Cefpiramide ．Cefsulodine）ll・・

客一蕪蜻Q
清・浩偏離醸屑）・・1

     （謙難・・1エ・・

清滝修二 i ）255

       （〈）

鞘僻（PMPC・前立腺肥大症術後管理）・45

国方 聖司（膀胱腫瘍・臨床） 23

久保  隆（不完全重複尿道） 441

釦一男（擁boquo ）1・61

細吉信（感性膀胱癌●） 351

細劉賢転轍血圧）1
熊本 悦明（アルファ受容体）635

     離歌・）114・

     （細細ウアモ）1537

久米  隆（男子不妊症統計）885

公文裕巳（尿路悪性腫瘍・血清マーカー）1・1

餉洋文（腎部分切除・残腎腎孟腫瘍）223

     （誉響管●ボラ）1475

栗田  孝（膀胱腫瘍・臨床） 23

（弊墜嬰樽の535

（Ceftizoxime ） 541

爆弾饗●カ）953
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     （転移性腎腫瘍 ）1499

     （TPA・膀胱腫瘍）！635

三三（tegガンダリオ）・33

     （A．DGC活性  ） 647

黒川一男（

黒・治朗（1982年兵庫医科大学泌統計）l12・

黒田 昌男（走査超音波診断）1027

蹴置M（排mwa害 ）…9

（膠懸●浸潤リ）1・37

（鶴野異綱1369

（前立腺癌・Peplomycin）1433

灘竈｝・）114・

       （こ）

小池 博之（不完全重複尿道） 441

腺久志（ミルクCa腎石・走査電顕）…

     （隷下ph’”c）1329

小磯灘（前立腺癌浸潤度・リンパ管造影）・・5

四丁騰騨ソモ）153・

神波 照夫（真菌・尿路感染）1273

甲野 三郎（腎孟十二指腸痩） 39

     （CMX・臨床 ） 95

     （Wilms’ tumor 一Embolization）185

郡 建二郎（膀胱腫瘍・臨床） 23

     （弊墜磐轄の535

     偉業饗．カ）953

     （転移性腎腫瘍 ）1499

小角幸舞刻B
木暮

古作

越川

小島

喬騰議難同）1・85

望（講細1133

卓（BBN R．at・ヒト膀胱癌）…

明（難戦’FAq）1617

古武敏彦傷雛癌’姫い21

後藤 修一

（走査超音波診断）1027

Stage I誹宝セミ

ノーマ睾丸取口
． BLM， VCR， 1 191

MTX併用化学
療法

後藤難（罷雛腎血管）］28・

懸博一 ﾎ離鹸●腎）・・1

小西淳二

iBasedow氏病・副甲状腺機能二進症）1・・13

蠣一功儲1鴇ph’”c）1329

小橋恭ﾒ繍章）29・

川目等煙器1、器8か85

蜥奴（欄胱詣t●ヒ）・・3

小林 徳朗（女子尿道下品 ） 73

     （尿道脱・小児膀胱横紋筋肉腫）233

     （膀注・Cylocide＠）357

     （膀胱腫瘍・Tegafur坐剤）969

小林辟（賠離礁刷1・5

小林師暢岬町訓185
細佐錫（雛boquo ）1・61

小松㈱
?部縺j・・9

     （〃 入院統計（1977～1982年））1U5

小松原秀一 藷ｫ害放射）16・5

近藤淳
i緑膿菌感染・Cefpiramide ．Cefsulodine）114・

礁猪一郎（騰備蜥）87

近藤酌（誓響管●ポラ）1・75

近藤典子

i術後消化管運動．ProstaglandinF2a）113

     （卵巣皮様嚢腫・膀胱穿孔）893

     （罐灘禁）…

     （〃 入院統計（1977～1982年））1115



       （さ）

細木  茂（走査超音波診断）1027

蕪昭弘（前立腺癌・Peplomycin）｝・・3

斉藤功（謙鍮・漉

斉藤 賢一（勇腎孟嚢腫  ） 31

斉藤隆膿蕪縣●い・5

斉藍一 i ）H4・
緑膿i菌感染・
Cefpiramide ．
Cefsulodine

前立腺肥大症・＼
chlormadinone
acetate・超音
波断層

複雑尿路感染・

FOM， DBK
併用療法
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斉藤豊彦 @）・419

藩蝉（ ）・・7「

西東康夫（膀胱腫瘍・FAQ療法）1617

坂丈敏（淋菌感染・アモキシシリン）15・7

櫻井  扇（成人・巨大尿管） 931

     （幣麟難）1・5・

灘秀剛御湿魏疑）・657

桜禰己 i隷鰹漣
佐・木憲二（雛boqu蹴’）1・61

佐・木英夫（PTA・賢血管性高血圧）1287

触儲（Cephapirin ．Cephalothin ．静脈炎）527

     （腎平滑筋肉腫 ）1521

酒井茂（〃・〃）15371虚威（
灘俊助（蜷腫●リンパ）馴燃

堺

坂口

（ADCC活性 ） 6471

  （畢懸●浸潤リ）・・37

  （前立腺癌・Pep1omycin）1433

  燃鴨｝9住）1625

糊（製織）t6・7

洋（弊騨轄の535

  （Ceftizoxime ） 541

坂畷之輔（睾丸腫瘍・放射線晩期障害）16・5

酒徳治三郎（Serratia感染症）401

阪原聴（磯鶏翻1451

相模浩二 i蹴蕪坤
坂本

佐川

 亘（腎孟十二指腸腰） 39

  （膀胱腫瘍・病理）879

  （経尿道的超音波断層・膀胱腫瘍）1・・5

螂（膀胱エンドメトリオーシス）1339

佐久間芳文（不完全重複尿道） 441

佐・糠夫（PTA・腎血管性高血圧）128・

齢一郎膿鼎燃癌’い・5

     麟無盤）559

藤画縢雛腎血管）・287

      tS3ガソダリオ）333

   骸（無論’睾丸）・525

佐藤甥鵬議器’）185

藤躾（蝉轡ニアモ）15・・

真・ 恬Z喩言）・・gl

     （（茜772瀧鋤ln5．

     （Basedow氏病・副甲状腺機能二進症）1・・1・．

佐橋正文（榮雛検●男子）991

猿木 和久（膀胱部分切除 ）

沢西 謙次（急性腎不全  ）

      京都大学中外来
      統計
      （197フ～1982年）

641

ユ69

     （’ig／lirc5t／fig／／1i，i）g7g

     （（危，72藩鋤1115

沢村 良勝（腎動静脈嬢  ）1295

三軒蟻醇騨轄二）
     （Ceftizoxi皿e  ）

     （Sipple症候群）

三馬 省二（陰茎君位陰嚢 ）

535

5il1

837

207

（a？gboquone ’） lo61

（し）

XXXI

塩見努（奈良県立医科大学曲論計）239

     （弊墜磐越の535

     （mettrboquone’） lo61

爾長平（ ）1513

志田圭三
iアリルエストレノール・抗前立腺作用）l133

篠原充（食道と膀胱・同時性重複癌）1・85

斯波光生（ ）245

島崎

（原発性腎孟腫瘍）llgl

（原発性尿管腫瘍）1205

Basedow氏病・
副甲状腺機能充
進症

｛嶋津良一瀦欝・）・147

島・鰍（岬尿管ポリ⇒53

  PMPC・前立
  腺肥大症術後管
  理       ，

淳（悪性リンパ腫）345

 （真性半陰陽  ） 451

 （単睾：丸症   ）479

（Circle tubenephrostomy）1・9・

（停留睾丸・睾：丸腫瘍）1525

  緑膿菌感染・

     （陰茎前位陰嚢 ） 199

     曜簾響科＞112・

島・剛（緑膿菌感染・Cefpiramide ．Cefsulodine）114・

手原 康行（急性腎不全  ） 169

島村 正喜（腎血管筋脂肪腫）417

     （鵠盤ph’”c）1329

下地 �ﾚ講購）911

執印太郎（離性瀦癌’） 351

城甲啓治（Piperacillin ）465

細良中（覆細胞癌●腎結）1351

     （腎孟自然破裂 ）1359

     （非外傷性・腎被膜下血腫）1653



XXXII

白i・一・・夫 i
白井

白石

白浜

白水

申

新

神保

i新家

灘）
将文（腎動静脈渡

   緑膿菌感染・
   Cefpiramide ．
   Cefsulodine

 勉（〃 ・〃・〃）

 幹（血清フコース ）

191

） 1295

） 1147

           Il畠

煕柱（堕ミPイド）227

武三 i継勲一
 進（膀胱部分切除 ） 641

俊明（Sipple症候群）837

（す）

末盛毅（神経因性膀胱・診断と治療）739

（原発性腎孟腫瘍）1191

（原発性尿管腫瘍）1205

酪公男（繋鞭合併）311

杉江解（tS3ガング財）…

杉村糊（嫌性尿骸●）1・19

杉本俊門（高速液体クロマト・尿中蔭酸測定）28・

     （膀胱尿道・異物）1369

杉本正行（癌病巣・増殖性膀胱炎）755

杉山 高秀（膀胱腫瘍・臨床） 23

     （骨転移疹痛・カルシトニン）953

     （転移性腎腫瘍 ）1499

鈴木  薫（不完全重複尿道） 441

鈴木 和雄（腎癌stage診断）501

     （膀胱鏡写真  ）517

鈴糖三
i緑膿菌感染・Cefpiramide ．Cefsulodine）l14・

鈴木 紘一（労腎孟嚢腫  ） 31

鈴木都難（鋸難●巨大）1・9・

Sk＊藤（腎動静脈嬢・腎細胞癌）・・1

甥逸雄（男子淋菌尿道炎．Cefoperazone）855

     （淋菌・ 〃 ） 861
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陶山文三（尿路悪性腫瘍・尿中マーカー）

     傷ゴ鯖マ）

131

141

       （せ）

瀬尾 一史（男子不妊症統計） 885

瀬川昭夫（tS3ガガリオ）333

     （原発女子尿道癌） 941

説田  修（ADCC活性 ） 647

     （上部尿路癌  ） 813

     縢幣1門1625

仙賀  裕（悪性黒色腫  ）1079

千田 将明（膀胱尿道・異物）1363

千田 八朗（原発女子尿道癌）941

       （そ）

鵜文彦徽離農ンパ）14・

添・輔（躍P●低Mg）・・9

     （獣艦蓋の・・5

     （京都大学泌外来統計（1977～1982年））979

     （〃 入院統計（1977～1982年））ll15

曽根蝋騰馬幽
曽根 正典（SiPPle症候群）837

細孝夫（腎細飽癌・抗腫瘍抗体）121

     （総計）693

傍島健（巨大膿腎症・悪性線維性組織球腫）911

       （た）

餅行光（閉塞性腎疾患・Tc－DMSA）1・6・

大上・w瓢灘979
     （〃 入院統計（1977～1982年））ll15

離計弘（食道と膀胱・同時性重複癌）・・85

高崎  登（精索静脈瘤  ） 377

（藤轟紬493

（甕諜離馨委／831

（陰茎折症   ）1301

蝶S状結腸吻）・395

     （ 〃 。大腸鏡）1401

高士宗桒風ﾙ
      von Reckling一

高杉豊窯纏熱
      肉腫

高月

高羽

高橋 茂喜（

     （膀胱全摘・合併症と予後）311

     （尿路絡石・漢方薬・尿中蔭酸排泄）1269

高橋醐（PTA・腎血管性高血圧）128・

高橋正宣虞ガング財）・33

高橋陽ﾋ欝濫・）527

高原正信（無臨鑑の1・9・

瀧

         ） 911

（k2ts．fiRnxe．k＃kn｛，一）i647

清（高γG血症・尿管‘‘encasement”）・・5

津（尿膜管腫瘍  ） 59

（腎細胞癌・抗腫瘍抗体）121

（壁夏ミロイド）22・

     ！！ ） 45

滝本至得（

田口

田口

田口

詫間

納鰍（雛霧嚴

洋二

i京都大学泌外来統計 （1977～1982年））・・9

  憾人好●尿管）1・7・

（京都大学泌入院統計  （1977～1982年））1115

   灘灘●）255

恵造曜簾彗医科）112・

純子（Cefaclor・酵素抗体法ACB）959

裕功（閉塞性腎疾患・Tc－DMSA）146・

幸広 装葬艨E11
          ） 1373



一難馨）191

     （単睾丸症   ） 849

竹内襯（膀胱癌。浸潤リンパ球）1・3・

     （前立腺特異抗原・局在）1369

     縣！臨n）

竹内

竹内

納弘幸（尿路結石・猪苓湯，苗薬甘草湯）

鵡仁（讐夏ミロイド）・5

     （膀胱全摘除・合併症と予後）31・

     （尿細胞診・膀胱腫瘍）1611

武田克治幡藁菰壁）

竹田

田島

田島

田島
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             L
           140．3 ］

宜久（原発性膀胱腺癌） 59釧

秀雄（感染結石   ）293

（静嘉三州

（罐灘婚・・91

  （ク 入院統計（1977～1982年））ll15 1

  （真菌・尿路感染）1273

           83

田中町触蕪・）

田中  寛（CMX・臨床 ） 95

田国 謫蜍ﾀの…
田中 陽一（豊岡病院泌統計） 77

     Cephapirin ．

     瀞脈炎

人名索引

 Il〈F7 1陳

灘一・）52・

麟雛ma．）569

（翻臨画979

（〃 入院統計（1977～1982年））H・5

（騨置旧’統）1・4・S 1

田中美治（Ceftizoxime）

谷口 隆信（豊岡病院泌統計）

      aglfuCwaOCjiigtoma ． ），

     京都大学泌外来＼
     簿，一、982年）！

           王41；

俊男（腎悪性リンパ腫）ユ345 田端

              田端惇儲麟騒翻365

・尻伸也（膀胱腫瘍・FAQ療法）1617

     （躾性品品●）1・19・

541

77

569

塚田

     （腎三二

     （  979辻本

     （ク 入院統計（19フ7～1982年））1115

     （騨全摘除’統）14・・

谷野訓灘騰．残）22・’

鴫醐（蝉轡ゾモ）15・7

    滋（開脚の677，

   義久（旧注・Cylocide：’）357

欝轟診断瑠巨峰欝 細岡
群（原難隠避）1・19玉木娘（畿戯翫）1451
政晴（腎動静脈痩  ）1295
              玉手購鱒欝ウアモ）15・・

多田  茂

多田 安温（成人・巨大尿管） 931

     即断寮難）1・53

一麟馨）191

螂憲一
i轟菌．尿嚇染）12・3

田中 重喜（膀注・Cylocide⑪）357

田村利勝（ 〃 ・ 〃 ）1537

田利瀧（前立腺再燃癌・Tegafur）1・5

     （講翻鵬

副読（淋菌感染・アモキシシリン）・・37

       （ち）

千葉隆鯉M駝●病）869

xxxiii

英輝（緑膿菌感染・Cefpiramide ．Cefsulodine）11・7

塚本

四谷正行騰懸．蜻）

     （弊難鵡●＞715

     （Cefotiam。急性膀胱炎）1373

辻田 正昭（CMX。臨床 ） 95

辻橋 宏典（膀胱腫瘍・〃 ） 23

     （転移性腎腫蕩  ） 1499

     （TPA・膀胱腫瘍）1635

湖嶽（醐罐鑑鋤・
淋志朗（尿路上皮内癌・腎当用細胞診）683

   幸夫（成人巨大尿管 ） 931

     （幣擁藻蝶）1・53

坪井 成美（陰茎折症   ）1047

    （つ）

修繍響無・）11・・

泰司（アルファ受容体）635

            17

       （て）

鄭綱灘熟嫡
     （腎悪性リンノく腫） 1345

出・ X鱗雛・）114・

     （淋菌感染・アモキシシリン）15・7

出・隆（te￥ガが励433

     陣離瀬抗原）1369

     燃聾ご譜）1625

出村幌（尿管s状結腸吻合）1395

     （ 〃 ・大腸鏡）1401

寺町人 ?Z野地
     （〃 入院統計（1977～1982年））1115

寺地騨（〃 外来統計（1977～1982年））・・9

     （成人女子尿管瘤）1075



XXXIV

（京都大学泌入院統計（1977～1982年））1115

       （と）

東條俊司（尿路悪性腫瘍・尿中マーカー） 131

     傷ゴ蜻マ）1・1

榊彫（認繋ph’”c）1329

徳山雄（羅腫●リンパ）44・

     （上部尿路癌  ）813

栃木達夫（後腹膜・リンパ節吸引生検）1411

鳶巣賢一

i京都大学泌外来統計（1977～1982年））・・9

     （〃 入院統計（1977～工982年））1・5

     嵯懲鵡）1513

富岡収
i前立腺肥大組織・アンドロゲン結合蛋白）267

冨田 壁土（単睾丸症   ）849

富田  勝（後腹膜脂肪腫 ）UO7

友吉 唯夫（感染結石   ） 293

     （ウレアーゼ阻害剤・尿路結石予防）29・

     （馨耀欝・・9

     （〃 入院統計（1977～1982年））ll15

     （真菌・尿路感染症）12・3

     （家族性VUR）1507

餅伸一蝋辞騨’ボラ）1・・5

鳥塚舗（識霊気症＞1・51

     （慰繊細皿・

       （な）

名出醐停滞移植’術）615

     （緑膿菌感染・Cefpirarnide ．Cefsulodine）ll・・

藤鱒（ミルクCa腎石。走査電顕）・・7

泌尿紀要 第29巻 （1983年） 人名索引

     （膀胱腫瘍・FAq療法）1617

中縦邦夫（神経因性膀胱・診断と治療）739

永井 信夫（膀胱腫瘍・臨床） 23

     （血色墜嬰轄の535

     （TPA・膀胱腫瘍）1635

幌昌宏（尿道脱・小児膀胱横紋筋肉腫）233

     （膀胱腫瘍・Tegafur坐剤）969

     （原発性膀胱悪性リンパ腫）1・9・

中川 清秀（膀注・CylocideG）357

     （Cephapirin ．Cephalothin ．静脈炎）52・

中川修一（尿道脱・小児膀胱横紋筋肉腫）233

     醒製轄蜘＞969

     醗蠣胱悪性）・・97

中川隆（朧臨ゆ
     （転移性精索腫瘍）907

長久保画蹴鍮・）II・・

     （腎三重蕩       ） 1255

細浄治郎他藩叢’残）223

     幡羅脈痩屑）・・1

長田 恵弘（血清フコース ） 669

仲谷 達也（腎孟十二指腸痩） 39

     （膀胱尿道・異物）1363

仲地礪催繍野科）l127

中塚醐雌器慰謝185
幡撒（腎細胞癌・抗腫瘍抗体）121

中野

中野

修道（プラダPン  ） 727

    博（男子不妊症・内分泌動態）・85

     総論蹴）・99

     （緑膿菌感染・Cefpiramide ．Cefsulodine）114・

噸満（男子不妊症・内分泌動態）485

     （ ク ・統計 ） 885

長藤 達生（〃  o  ク）885

中村  順（Sipple症候群）837

中村 隆昭（膀胱憩室腫瘍 ） 67

中村武夫（膀胱腫瘍・FAQ療法）1617

中村 正広（成人巨大尿管 ）931

     （経皮的電気刺激・切迫性尿失禁）・・53

中目 康彦（単睾丸症   ） 849

中本 貴久（男子不妊症統計）885

中山孝一 ﾊ的急性副睾）659

     （購強度カルニ）・・7

     （膀胱腫瘍・臨床） 823

並木 幹夫（家族性VUR ）1307

波治厳（PMPG・前立腺肥大症術後管理）・45

鳴門文（（】YVADIC療法・後腹膜悪性線維性組織球腫）693

南後千秋

i緑膿菌感染・Cefpiramide ．Cefsulodine）114・

     （膀胱腫瘍・FAQ．療法）1617

轍蝋簾翻ll・・

       （に）

新島咽鱗蕪・）11・・

仁細誹儂畿器副185
西  俊昌（急性腎不全  ） 169

西井 正治（原発性尿管癌）1019

醐灘（te3ガンダリオ）・33

     （羅腫●リンパ）…

     （ADCC活性 ） 647

     （上部尿路癌  ） 8工3

     （無類’浸潤リ）1・37

     （緑膿菌感染・Cefpiramide ．Cefsulodine）114・

     賠愚管抗原）1369

     （前立腺癌・Peplomycin）1・33

     （膀胱腫瘍・IgG－FcR’ Tcell）1625

西尾 正一（腎孟十二指腸痩） 39



     （CMX。臨床 ） 95
     （高速液体クPtマト・尿中弱酸測定）28・

     三四細胞性）52・

     （膀胱腫瘍・病理）879

     （経尿道的超音波断層法・膀胱腫瘍）1・15

     （膀胱尿道・異物）1363

     懸器騰）1669

酬秋雨（tP3ガガリオ）・33

醐馳催簾辱医科）ユ12・

西澤 和亮（漿液性嚢腫  ） 319

泌尿紀要 第29巻 （1983年） 人名索引

西澤糊（インポテンス・八味地黄：丸）547L

西島 高明（CMX・臨床 ） 95

     G総論舗185・

     （膀胱癌・細胞性免疫能）521

     （膀胱腫瘍・病理）879

西・享（PMPC・前立腺肥大症術後管理）245

西野 昭夫（腎血管筋脂肪腫） 417

     京都大学泌外来N・
      統計      979
      （1977～ig82年）

（膀胱全摘・合併症と予後）…

（羅騰恥い73

（聾緩解聾＞875

麟膨●蹴〉・6u

根本良介鰹鞭舗）311

     （騰膨’膀胱）1611

       （の）

野口 和美（腎血管筋脂肪腫） 325

野・純男（離性膀朧’）351＝

     （嚢子尿道翻重）92・

野・村光w雛型・・9．早見

朴

酬蝋  ）
     （〃 入院統計（1977～1982年））1115i橋村

酬一男（ ）9：脇濫㌦52，1
静脈炎       i

鯵臓翻…隊，
西村 泰司（Ureteral Stent） 937

     （陰茎折症   ）1047

西村 �ｫ離・）ll・7

仁平 寛己（■！・〃 ・〃）l147

       （ぬ）

湘正紀（鷺S状織吻） 1395

     （ 〃 ・大腸鏡）1401

       （ね）

根岸壮治（前立腺再燃癌・Tegafur）1・5．

根本真一 i壁夏ミロイド）・5

（、危77礁鋤11151早川

（は）

xxxv

禰欝国柵  、
（ク 入院統計（ig77～1982年））U1・1早瀬証（騨女子尿道）94・

（獺生VUR）’507 1早原信行（GMX’断）95

畑山忠 i翻灘鱗ゆ
     （〃 入院統計（1977～1982年））l115

蜂雛祐介（弊聾杢獅715

     （繕翻翠●急＞1373

服部韓（藩難鷹瘍●＞58・

服部 良平（原発性膀胱腺癌）593

花井 俊典（  〃   ）593
翻志郎（腎平滑筋肉腫と陰茎癌・重複癌）・25

醐三階（擁boquo ）1・61

     （原発性腎孟腫瘍）1191

     （原発性尿管腫瘍）1205

    學（前立腺癌・前立腺性酸フォス）・23・

   礒（雄瀞錐面）・25

林 正（成人女子・尿管瘤）・…

林熱熱離・）114・

   重1沼 （piperacillin    465

孝幸 i翻茗鞭團
  （（色77．鷹翻）1115原

糖騰顯医科大）・39原

長谷川義和／

（原発性腎孟腫瘍）1191

（原発性尿管腫瘍）1205

〆質がY9”リオ）433

（上部尿路癌  ） 813

（肇懸’浸潤リ）1・37

（緑膿菌感染・Cefpiramide ．Cefsulodine）II・・

（腎悪性リンパ腫）1345

畑昌宏儲誰騒籔）365

畑騨助（灘聾・函

波多野紘一（ク・ク・〃）lI47

原口

坂

（高速液体クロマト・尿中修酸測定）28・

晃（難雛建血圧）・

信二（膀胱平滑筋腫 ）1641

 忠（前立腺肥大症・chlormadinoneacetate●超音波断層）1419

義人（上部尿路癌  ） 813

       （ひ）

・裏 ﾓ瓢欝璃
     （〃 入院統計（1977～1982年））ll15

桧…T難）一
     麟野畑疑）1657



XXXVI

東

樋・章夫 i

義人・
i腎血管性高血圧・血行再建）1

（術後消化管運動． Prostaglan－din F2a）・・3

  （躍P．低Mg）・・9

（京都大学泌外来統計（1977～1982年））9・9

  （〃 入院統計（1977～1982年））1115

   i繰轡）・39

  （重複悪性腫瘍・膀胱と直腸）58・

久住 治男（腎血管筋脂肪腫） 417

     （ミルクCa温石・走査電顕〉…

     （緑膿菌感染・Cefpiramdie ．Cefsulodine）1147

     （EosinophilicCYStltlS）1329

     （犠細鱗●腎結）1351

     （腎：孟自然破裂 ）1359

     （鍼’神経因性）1481

     （膀胱腫瘍・FAQ療法）1617

     （非外傷性・腎被膜下血腫）1653

肱岡  隆：（vasovasostomy）385

（ga21tllboquone’） lo61

（原発性腎孟腫瘍）1191

（原発性尿管腫瘍）1205

Cephapirin ．
Cephalothin ．
静脈炎

京都大学泌外来
統計
（1977～1982年）

泌尿紀要 第29巻 （1983年） 人名索引

（vasovasostomy）385 福山

（tsa？itlboquone’） lo61

飛・収一 i ）52・
                       （ふ）

     （ ）979深…一ec（艦朧・）68・

     （〃 入院統計（1977～1982年））1115僻難（tS；ガンダリオ）333

翻1獣…欝：：1
     （弊難剰7㌔島例解前立腺）87
     （Cefotiam・急性膀胱炎）1373融豊史（膀注．C，、。c、d。・）357

平尾佳彦醗顯医科大）239・FM一 1：｝恵子（食道と膀胱・同時性重複癌）1・85

     （原発性腎孟腫瘍）1191

     （原発性尿管腫瘍）1205

平賀 聖悟（単睾丸症   ）849

平澤 精一（陰茎折症   ）1047

平竹 康祐（膀注・Cylocide⑪）357

平騨之 ¥纏凸辱睡
平野章治（ミルクCa腎石・走査電顕）・・7

     （緑膿菌感染・Cefpiramide ．Cefsulodine）11・・

     （EosinophilicCYStltlS）・329

平野大作

i神経因性膀胱・a－adrenergicblocker）255

平林  聡（原発性膀胱腺癌） 593

平松侃（輪顯医科大）・・9

     （aaatlboquone ’） lo61

     （原発性腎孟腫瘍）1191

     （原発性尿管腫瘍）1205

平山 齦Z鞭・）11・7

広川下（響Z●前立搬）・・

広瀬  薫（膀胱腫瘍・臨床）823

広中孝作（離散難’＞131

     傷．●蠕つ141

   拓夫（備品・Cylocide②）357

     （Cephapirin ．Cephalothin ．静脈炎）527

欝考儲離滋翻365
麟浩（CPZ・前立腺組織）87

藤井
謖ｪ黙ぎ・）ll・・

藤枝順一郎（雛型濃調・・5

醐俊夫（麗撃墜翻・25

藤岡畑（鐘DM膀注．病）869

藤岡秀樹（腎細胞癌・抗腫瘍抗体）・21

     騨ζミロイド）227

     （CYVADIC療法・後腹膜悪性線維性組織球腫）693

     （成人巨大尿管 ） 931

藤川光一
i腎癌・Large Vo－lume血管造影）799

藤島 幹彦（不完全重複尿道）441

鰍洋曜簾響科）II2・
藤田 公生（腎癌stage診断）501

     （膀胱鏡写真  ）517

細殿擁欝植●術）・・5

細透（撫獣翻1・51
藤塚  勲（不完全重複尿道）441

齢卓治（弊響樽の535

瓢茂（前立腺癌・Peplomycin）1433

     燃靴｛鐙）1625

伏見登（悪性腫瘍・血清Ferritin）17

藤村宣夫

i緑膿菌感染・Cefpiramide ．Cefsulodine）11・・

藤本佳則（雛腫’リンパ）44・

     （ADCC活性 ）647
     （上部尿路癌  ）813

     （膀胱癌・浸潤リンパ球〉・・3・

     （腎悪性リンパ腫）1345

     （前立腫癌・Peplomycin）・・33



      神経因性膀胱・
      a－adrenergic
      blocker

布施 秀樹（悪性リンパ腫 ） 345

     （真性半陰陽  ） 451

     （寺町：丸症   ） 479

船江良彦 ﾙ鞠垣
古川洋二蜍ﾀ蜘
古里姻（腎部分切除・残腎腎孟腫瘍）22・

古澤 太郎（脚注・Cylocidee）357

古畑 哲彦（悪性黒色腫  ）工079

古屋 聖児（排尿二二洩れ ）395

     （アルファ受容体）635

       （へ）

     （膀胱腫瘍・IgG－FcR＋Tcell）1625

布施卓郎 i ）255

泌尿紀要 第29巻 （1983年） 人名索引

辺見泉（淋菌感染・アモキシシリン）1537・

       （ほ）

朴  英哲（膀胱腫瘍。臨床） 23

     （TPA・膀胱腫瘍）1635

星宣次（欝燐鹸ンつ湘’

細川進一 i麟徽婚鵬’
     （〃 入院統計（1977～1982年））Il15

保母 光俊（単睾丸症   ） 849

堀  夏樹（原発性尿管癌 ）1019

麟明範（膀胱癌・細胞性免疫能）521

堀井鋼羅i朧・戸
     （京都大学泌外来統計（1977～1982年））9・9

     （〃 入院統計（1977～1982年））1115

堀井瓢離業医科大）239

     （vasovasostomy） 385

     （原発性腎孟腫蕩）1191

     （原発性尿管腫瘍）1205

堀江正宣

i緑膿菌感染・Cefpiramide ．Cefsulodine）11・・

前川             39

              95

     （IYIII’ll18iiEUaMtioOnr’） iss

     （高速クロマト尿中蔭酸測定）28・

     （難罷’細胞性）521

     （膀胱腫瘍・病理）879

     （灘灘離＞1・15

     （膀胱尿道・異物）1363

     （Buschke－Loe－wenstein腫瘍）1669

前川幹雄（尿道脱・小児膀胱横紋筋肉腫）233

     （膀注・Cylocide⑪）357

     （膀胱腫瘍・Tegafur坐剤）969

湘真一 i質ガング財）・33

牧野畷繍ラ猫）l133

真下  透（膀胱部分切除 ）641

細宏昭鵬欄撫）365
     （腎癌Stage診断）501

増購士男（腎部分切除・残腎腎脳腫瘍）223

     偏離脈痩●腎）・・1

欄芳郎（葉雛検●男子）991

町・修三 i羅1盤・勘
     （京都大学泌外来統計（1977～1982年））979

     （成人女子尿管瘤）1075

     （京都大学泌入院統計（1977～ユ982年））1115

町畦平（腎部分切除・残腎腎孟腫瘍）223

     蟷離醸●腎）・・1

     （緑膿菌感染・Cefpiramide ．Cefsulodine）1147

本多翻（tS4ガンダリオ＞333

     （原発女子尿道癌） 941

      （ま）

   正信（腎孟十二指腸棲）

     （CMX。臨床 ）

     Wilms’ tumor ．
     Embolization

xxxvii

     （誉響管’ボラ）1475

餅孝之鰹簾鞭科）112・

松浦  治（原発性膀胱腺癌） 593

松浦  健（膀胱腫瘍・臨床） 23

松尾

松木

松木

松寄

松下

松下

（前立腺肥大症・オキセンドロン）535

  （Ceftizoxime ） 541

  （転移性腎腫瘍 ）1499

  （TPA・膀胱腫瘍）1635

光雄（急性腎不全  ） 169

   腎癌・Large
   Volume血管造
   影

   緑膿菌感染・
   aefpiramide ．
   Cefsulodine

 尚（陰茎前駆陰嚢 ） 207

暁（  ）799

（X’ttgi’il tt．tdge・）ii47

（報舞医科大）239

 理（悪性リンパ腫 ） 345

 巌（腎悪性リンパ腫）1345

一男（漿液性嚢腫  ） 319

松島酷（尿路上皮内癌・腎孟尿細胞診）683

     （膀胱腫瘍統計 ）823

     （腎動静脈痩  ）1295

     （職業性尿路癌・生化学）・383

松瀬幸太郎（精索静脈瘤  ） 377

     （ 〃 ・睾：丸血流量・射精静脈T濃度）493

     （陰茎折症   ）1301

     （鷺S状繊吻）1395

     （ ク ・大腸鏡）1401

松田聖士（縢和製9％625

松硝太郎幽幽農ンパ）1・ll

松田公志（朧朧・ゆ

     （翻譜面㎜

     （〃 入院統計（1977～1982年））1115

松田稔（霧蘇癌’網・21

     （CYVADIG療法・後腹膜悪性線維性組織球腫）693



XXXVIII

松原藤継儲黙ph’”c）1329

松村陽右（尿路悪性腫瘍・尿中マーカー）131

     （’ク ・血清マーカー）1・1

松本薙（藩論鰺’／68・

     （膀胱腫瘍統計 ） 823

丸彰夫（搬器画調・4・

丸山良夫（輪顯医科大）239

     （原発性保工腫瘍）1191

     （原発性尿管腫瘍）1205

（み）

三浦猛（獄Z●前立腺組）・・

     （灘性膀鵬．）351

三方律治（食道と膀胱・同時性重：複癌）1・85

美川 �T黙・）l14・

     （腎細胞癌・腎結核）1351

     （羅腫瘍●FAq）1617

三木 恒治（走査超音波診断）1027

三木誠麟盆縫●残）223

     （巻騨管’ボラ）・4・5

三木 正也（膀胱部分切除 ）641

     （膀注     ）1427

三崎俊光（腎細胞癌・腎結核）1351

     （膀胱腫瘍・FAQ，療法）1617

三品 輝男（女子尿道下裂 ） 73

     （尿道脱・小児膀胱横紋筋肉腫）233

     （脚注・Cylocide＠）357

     （膀胱腫瘍・Tegafur坐剤）969

     （騨蠣胱悪性）1・97

水尾敏之（尿路結石・猪苓湯，筍薬甘草湯）・・

三井一・r
i男子淋菌尿道炎．Cefoperazone）855

     （淋菌・ ！1 ） 861

三井 久男（腎腫瘍・  ）1255

泌尿紀要 第29巻 （1983年）人名索引

三橋公美（PMPC・前立腺肥大症術後管理）・・5

三橋 X難壁・）・14・

三矢期構騰t’ヒ）・・3

     （購移植●術）615

     （騨麟）911

南方一難鮮）1315

皆川 秀夫（真性半陰陽  ） 451

     （単睾丸症   ） 479

湊

南

南

修嗣（PTA・腎血管性高血圧）1287

鉦（PMPC・前立腺肥大症術後管理）・・5

俊介 ﾘ纈勘一
蜘浩忠（睾丸腫瘍・放射線晩期障害）・6・5

宮内大成臨無論の1・9・

     （罎睾丸●執）1525

宮岡 哲郎（転移性精索腫瘍）907

宮川美栄子（膀注・Gylocide⑧）357

     （卵巣皮様嚢腫・膀胱穿孔）893

     （京都大学泌外来統計（1977～1982年））979

     （（急77．擶勤1115

三宅蝋羅纒麟陣

     （蹄鶴瀞＞959

     （榮盤検●男子）99・

舗重麟S温品吻）1395
（ 〃 ・大腸鏡）1401

宮崎善久／響総州

宮下

宮原

宮本

           1315
  ／精嚢腺嚢胞

浩朗（女子尿道下裂 ） 73

茂（灘灘・回
Jge一 （ ！i ． ！！ ． 一i ） 1147

       （む）

向井孝夫（識獣翻1451

向井美和子（労働孟嚢腫  ） 31

村上 通敏（悪性黒色腫  ）1079

村上光右儂錨錦，）・493

     （羅睾丸．睾丸）1525

村上 泰秀（漿液性嚢腫  ） 319

     （血清フコース ） 669

村灘良耀騰t．ヒ）・・3

     麟麟）911

     （Cefacl・r・酵素抗体法ACB）959

村・善政（膀胱尿道造影・VCUポット）1631

村中 幸二（ADCC活性 ）647

     剛堅璽1門1625

椥鉄郎轄灘鯉●）・46・

室本 ﾔ灘細lh・

元井

森

森

森

森

    （も）

 勇（腎血管筋脂肪腫） 417

勝志（Sipple症候群）837

画欝欝）113
（京都大学泌外来統計（1977～1982年））979

  （（茜77．覇鋤ll15

畷鮮二三）・99

義則（陰茎前立陰嚢 ） 199

     催簾藩論）112・

綱瑚（騰鍵墜●い・1
森蹉司（Basedow氏病・副甲状腺機能充進症）1513

握昭（坤輿詳医科大）239

（vasovasostomy） 38S

（原発性腎孟腫瘍）1191



     （原発性尿管腫瘍）1205

細信男（舗董難’同）1・85

森山正敏（表在性膀胱癌・二二）…

       （や）

八木瀦（壁ζミロイド）227

柳下雌（尿路上皮内癌・腎孟尿細胞診）68・

     （膀胱三重瘍明言十  ）  823

矢崎鵬（肇ζミロイド）・5

     （膀胱全摘除・合併症と予後）…

     （羅胞診●蹴）1611

安川明廣（鷺雛症’内）・85

安川

安田

安室

安本

翠竹

  （男子不妊症統計）885

 修（Sipple症候群）837

和弘（急性腎五金  ） 169

朝三（奥耳     ） 777

亮二 （腎：孟十二手旨腸緩）  39

  （膀胱腫瘍・病理） 879

 直 （膀胱腫瘍●臨床）  23

           953

  （TPA・膀胱腫瘍）1635

           1475

正憲（Cefmetazol ） 459

秀典（陰茎前平陰嚢 ） 199

            83

   京都大学垣外来
   統計
   （1977～1982年）

（弊二三轄の535

（骨転移晶晶・カルシトニン）

柳沢宗利（誉輝管’ボラ）

矢野

薮元

晒昭正（尿路結石・猪葛湯，有薬甘草湯）

山内民男（ ）・・9

     （〃 入院統計（1977～1982年））1115

山・一洋（臨宝ph三”c ） 1329

山・羅（罎睾丸’睾丸） 1525

山口 哲男（腎孟十二指腸痩） 39

     （Wilms’ tumor．Embolization）185

崎醐偏雛願●賢）・・1

山崎 善久（原発性尿管癌 ）1019

泌尿紀要 第29巻 （1983年） 人名索引

山中

山中 英寿（膀胱部分切除 ） 641

     （アリルエストレノール・抗前立腺作用）・・33

     （膀注     ）1427

     （ホルモン高分子坦体複合体・前立腺癌） 9

翻礒（パラガソダリオWhマ）433

山本  禾ロ高 （i231－orthohip－purate・水腎症） 1451

山本 啓介（膀胱腫瘍・病理）

山本

畑薫騰灘胱’）739

一麟馨）191

畑哲夫（幽幽懸患．）1・63

pL・・N馳鵬認、器＝’） 185

畑芳訓鴬ガンダリオ）・33

     （播難女子尿道）・4・

”・M龍作儲藩論．）185

    望（hCG産生腫瘍・免疫局在診断）…

山本

          8フ9

敏（転移性精索腫瘍）907
（京都大学泌外来統計（1977～1982年））…

（！！ 入院統計（1977～1982年））1H5

蝋難題癌’腎結）1351

 （腎孟自然破裂 ）1359

（灘盤即断）1653

山本構（蹄幽幽959

       （ゆ）

湯浅顧
i緑膿菌感染・Cefpiramlde ．aefsulodine）11・・

弓削順二（’ク●〃・〃）1147

       （よ）

一（鐸 191

xxxix

勲鵡（三熱難一677
横山 英二（排尿後尿洩れ ） 395

     （アルファ受容体）635

横山正夫（食道と膀胱・同時性重複癌）1・85

吉岡 俊昭（家族性VUR）1307

吉川和行（叢馳鍵パ）闘

吉貴劃窪購欝）113

     （翻鑑識979

     （■・ 入院統計（1977～1982年））1115

吉田修（腎血管性高血圧・血行再建）

     燃欝）

     （病理剖検輯報・睾：丸腫瘍）

（急性腎不全  ）

ウレアーゼ阻害（謬・尿路結石予

（膀注・Gylocide戚）

1

113

155

169

） 297

357

（躍P●低Mg）・・9

（aephapirin ．Cephalothin ．静脈炎）527

（高γG血症・尿管“encasement”）・・5

（重複悪性腫瘍・膀胱と直腸）583

（卵巣皮様嚢腫・膀胱穿孔）893

（翻灘欝 
（ク 入院統計（1977～1982年））…5

（譲凝t｝摺症）1・51

（家族性VUR ）1507
（Basedow氏病・副甲状腺機能充進症）1513

（副甲状腺機能充進症・副甲状腺嚢腫）1531

吉田 和弘（Ureteral Stent）937

吉田 克法（陰茎下位陰嚢 ） 207



躍
（奈良県立医科大学泌統計）239

（vasovasostomy） 385

（E｝gEboquone’） lo61

吉麟一郎（前立腺再燃癌・Tegafur）・・5

     （羅睾丸●睾丸）・24・

吉田 利彦（Sipple症候群）837

…機
怏T：）・4・9

     麟野魏塁）165・

吉邑 貞夫（腎血管筋脂肪腫） 325

吉村副璽鱗欝）113

     （転移性精索腫瘍）907
     （京都大学泌外来統計（1977～王982年））…

     （〃 入院統計（1977～1982年））1115

泌尿紀要 第29巻 （1983年） 人名索引

1米曄二（緑膿菌感染・Cefpiramide ．Cefsulodine）11・・

                 鷲塚

      （り）

柾健二（膀胱全摘除・合併症と予後）311

     （幣螺聾）875

     （翻灘婚・・9

     （〃 入院統計（1977～1982年））1115

     麗胞診’麟＞1611

      （わ）

…守
i1灘）191

和志田裕人（悪性腫瘍・血清Ferritin）・7

     （前立腺肥大症・プロスタール）・・5

（Cefotiam・急性膀胱炎）・373

誠（霧野駿音叢謝83

灘）191

細誠次儲灘●細veJb’k）521

     （謙盤騰）16・9

灘鰍（原発性・膀胱悪性リンパ腫）1・97

渡辺信榔（腎細胞癌・抗腫瘍抗体）121

渡辺 秀輝（膀胱憩室腫瘍 ） 67

     （弊蓼マラガ）215

渡辺  浜（女子尿道下裂 ） 73

     （膀注・Cylocidee’）357

     醒響垂剤）969

渡辺韓（閉塞性腎疾患・Tc－DMSA）1・6・




