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       （あ）

阿岸鋸（顯大学1968年）125

相戸 賢二（フラダンチンC）688

赦哲治郎（急騰ケフロジ）787

新井 元凱（Carbenicillin）308

     （器濫整）757

購裕（CG 201・遺尿症と神経性頻尿）362

       （い）

石神勲（繍大学1968年）125

石川議（欝医大1969年）393，

石川登喜治（峯丸回転症  ） 745．

石崎 允（Carbenicil／in）3Q8

     （DIP・64．9％Iodamide）757

碑靖（轟鍵勢…

石部知行（騨鵬●藤）・，68

伊集院難（譜医大1969年）393

     （膀胱炎・CephalexinとCephaloglycin）・・4

制1馳（鵬大学1969年）・・。

     （蟹剛ド⇒722

     〈21P．Conraxln） 7so

伊藤秦二薩立鵬征皮）・57

     （原発性尿管腫瘍・保存的手術）32・

伊藤 恁恁ﾐ・75

伊鮪雄
iKolff型人工腎再評価・EX－01と5炭糖透析液）565

     （腎腫瘍予後・腎」血管撮影静脈相）642

井上進（黄色肉芽腫性腎カルフンケル）

井本  卓（女子尿道下嚢腫） 73

     （欝医大1969年）393

     （S－804 ） 692
入江五郎（膀胱腫瘍・超高圧放射線治療）371

入矢一之 蝠ﾒ）28
     瀦医大1969年）393

岩坪 暎二（フラダンチンC）688

      （う）

上田正山（慈恵医大青戸病院1969年統計）…

一（急性膀胱炎・自然治癒率と薬剤効果判定・Cephalexin）185

     （Rifampicin ） 619

上山秀麿

iKolff型人工腎再評価・Ex－01と5炭糖透析液）565

     （腎腫瘍予後・腎血管撮影静脈相）642

宇山蝋醗藤島大症●）523

      （え）

鯉・渉（轡讐検査とつ・・

      （お）

大井獺 ､欝）45・

大江宏騰奨雛腎）21・

大北髄櫨dantin C）357

大北純三（闘大学1969年）…

大久保滉礁獺の体内）249

大島秀夫（灘学1968年）・25

鳩解（前立腺肥大症・SH－582）473

畑騨（前立腺肥太症・SH－582）55・

211’

蜊y一
iCephalexinとCephaloglycin・急性膀胱炎）．175

燭三太郎（顯大学1968年）・25

王丸“es一（鯉騨大症●）55・

大室 博（野山類表皮嚢腫）121

     （聾羅藤高｝37・

     （聖丸回転症  ） 745

岡敵（顯激、。，）…

隙五郎
i陰茎癌・BleOmycinと放射線併用）28

（女子尿道下嚢腫） 73

      （欝医大1969’EE）393

      （S－804 ） 692
岡E日謙一良匡 （峯＝SL破裂     ）   17

      （麸左右別灘）ユ66

      （前立腺肥大症・SH－582）489

岡部達士郎 i耀糊633
      （腎腫瘍予後・腎血管撮影静脈相）642

岡村知彦（DIP・64．9％Iodamide）757

岡元麟
i雄iラット性腺・progestOgenの影響）555

      （1騨纏＞558

岡本 政和（女子尿道下嚢腫） 73

      （欝医大1969年）・・3

      （S－804 ） 692

小川功（前立腺肥大症・SH－582）523

奥田 六郎（腎孟腎炎   ） 631

奥村 秀弘（女子尿道下嚢腫） 73

      （欝医大1969年）・・3

小津 堅輔（Carbenicillin）308

      （器濫盟）757

i畑完五傷鰺蓼難腎）21・
i
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落鯨榔（製騨大症’）473

親松常男（CephalosporincとAmpicillin・急性膀胱炎）24・

       （か）

海法裕男（慢性前立腺炎・セノレニノレ｝・ン）192

     （前立腺肥大症・gestonoronecaproate  ・超音波前立腺計測）438

餅浩三（繍大学196隅・25

     （；，Aewtphalexin ） 31s

     （謄離離膀）57・

     麟難）…

柏木崇（繍大学1969年）…

     （21P・Conraxin） 7so

綱羅（徽大学1968年）・25

片庭灘（轡撫ケフPtジ）787

片村 永樹（尿道基底細胞癌）162

勝目三千人（睾：丸類表皮嚢腫）12／

     （塵三二細37・

罐哲郎麟三二り192
     （前立腺肥大症・gestonoronecaproate・超音波前立腺計測）438

加藤 篤二（微小常世腫瘍 ） 25

     （腎結核    ）
           66，281，651

     （尿膜管腫瘍   ）  115

     （尿道基底細胞癌） 162

     （膀胱粘液腫  ） 219

     僻灘．肺と踵）349

     （幼児腎結核  ） 369

     縣鯉大症’） 489

     （摩糠牒）597

     （欝鷺＞633

     （腎嚢腫内腺癌 ） 728
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     灘子爵再発’）73・

     （輪講劉・38

金川敏郎儲鰹巴大症’）523

守殿貞夫（繍大学1968年）・25

冬申谷  春子 （Rifampicin  ） 619

川端讃（欝剰459
Jl［ホ寸  俊…三 （Carbenici1工in ） 308

     催感熱）757

川村 寿一（聖丸破裂   ） 17

     （慢性透折用動静脈シャント形成と管理）63・

川村智治郎（性の転換   ） 139

禰灘（囎大学1969年）…

       （き）

三三（獅学1968年）・25

     （後輪纈り352

北山太一（術後洗浄・ポリミキシンB）9・

清島 茂寿（後腹膜腫瘍  ） 10

嗣憲治（顯大学1969年）…

梛・鰍（顯大学1969年）…

     （Carbenicillin ） 683

       （〈）

久世一蹴蠣〉・65

     儲馨鍵舗）・42

久保田くら（精巣の研究  ）563

丁目 悦明（Ketalarの麻酔）624

栗田孝（羅続騰隣）・4・

     （特発性腎出血・腎自然破裂）…

     （膀胱子宮痩  ） 341

     （Natacillin大量点滴静注）・・9

黒・恭一 ﾙ鋼482
黒田清輝（顯大学1968年）

桑原正明（Dilospan

       （こ）

） 237

甲野三郎麟蟹糎’）384

小欽猷（顯大学1969年）…

越戸克和（囎大学1969年）…

古武纏（襟adant呈n C）79・

後藤薫（術後洗浄・ポリミキシンB）・・

小沼村穂（謙響科と）367

小林睦生（慰謝巴大回り・・6

小林 宏暢（幼児腎結核  ） 369

騨元治（前立腺肥大症・SH－582）473

小松 洋輔（塞丸破裂   ） 17

     （副腎皮質癌・Cushing症候群）51

     （聖丸類表皮嚢胞） 117

     （灘左右別機能）・66

棺麟（繍大学1969年）…

近藤圭介（鯉四大症り523

近藤 元彦（後腹膜腫瘍  ） 10

       （さ）

礁博（齋大学1968年）・2・

     麟篠添乳）222

坂口  洋（膀胱子宮痩  ）341

酪治三郎（胎蝉ユ969年）…

     （Carbenicillin ） 683

桜井

1251佐長

佐・鋳（

   俊昭（顯大学1969年）…

（寧亥ルコイドつ722

（LDIP．Conraxin） 7so

錫（轍魚腎炎性高血圧・腎動脈撮影）59

（排尿障害・膀胱外括約筋筋電図）141

（疑離弾唄…

灘墜嬰鶉）459



     醗ルコイド⇒722

佐藤聯（膀胱腫瘍・超高圧放射線治療）37・

佐藤制灘麟瀟病）・・1

栖漱（ナタシリン・尿路感染症）298

     醗糠轟果）417

     （慢性透析用動静脈シャント形成と管理）633

     （腎腫瘍予後・腎血管撮影静脈相）・42

柴

渋谷 昌良（Dilospan

島

   （し）

務（纈大学1968年）・25

（去鰹騨石’）352

（郵羅姓’）…

         ） 237
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鵬一雄僅騰螺高）371

鈴木 駿一（Carbenicillin）308

鈴木三郎 ､欝）45・
鈴木良徳（精索静脈瘤・Paraphlebon）37

須山弘文（攣検査●法医）・・9

       （せ）

関野 宏（Dilospan ）237

       （そ）

蜘孝夫（難癖欝）25・

     （回腸導管排尿運動・筋電図）’・334

正美／鞭粥・團 難駕喜
（前立腺肥大症・gestonoronecaprQate・超音波前立腺計測）州懸盤静；

船飾慶齪大症一）231

下田晶久麟購藤高） 37ユ

師聯翻糎’）53・

     （騨癌’SLA）586

（す）

末光浩（纈大学1968年）・2・

     （郵謝巴大症●）…

菅谷公平（慈恵医大青戸病院1969年統計）…

菅原剛太郎（Ketalarの麻酔）624

菅原 博厚（Dilospan   ） 237

杉浦 弍（蜜腺肥大症●）23・

杉田 篤生（Carbenicillin）308

杉村

  （DIP・64．9％Iodamide）757

磯際恥

       （た）

細元敬儂繍灘症’）・・8

高橋寿伊野響）・92
     （／Flg’1／Ilkol？li．＃／llezJ；）it．e，／／，：k）43s

高橋陽一（副腎皮質癌・Cushing症候群）

      墨丸固有鞘膜良     棲・ゾテ・オー

滝本至得騰羅

678

10

si 1

            ） 170

            ） ，，s1

多勲稔縣大学1969年）…

     （el？・Conraxin） 7so

竹内

  DIP・Conraxin
  L

正（腎孟腎炎  ）103

竹内政（舞驕論旧い4・

陣尻難夫（辮学1969年）…

1親明応大学1968年）・25

・戸治麟画塾鐘期）・・7

帥邦彦縣大学1968年）・25

H・・p朗黒毛早鐘期）・・7

      （前立腺肥大症・gestonoronecaproate）・3・

xvii

帥醜（前立腺肥大症・姑息的療法）・

王置

・林 ｪ蓋臨画

呵i難皇

明（纈大学1968年）1

僻羅’肺と踵）・

（去鰹肇結石’）・

         ）4

        ）i

     （Rlfampicin

       （つ）

辻・正昭 ﾗ朧包〉
土田 正義（Dilospan

）6

）z

土屋哲 i醗欝㌻
握酵（誌藁益ソ’尿）・

      （關臨霧繍4

i （慢性透析用動静脈シャント形成と管理〉・

i土山秀夫（再編蝿形成）

1津曲一郎（総・大症・），

（て）

寺尾眠（郵鐙巴大症’）・

寺坂清士（幣藤ケフロジ）・

寺杣一徳（纈大学1968年）・

       （と）

鯨正洋（轡イガラ）・

     （会陰部尿痩癌 ） 5

土手剛 i義訓・
友吉 唯夫（聖：丸破裂）

     （聖丸瓦表皮嚢胞） 1

     （麸左胡機能）・

     （騙贈会10年）・

細尚武（術後洗浄・ポリミキシンB）
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      （な）

i9・1・・R・

i前立腺肥大症・gestonoronecaproate）423

新井邦夫鞭藤織）59
    （排尿障害・膀胱外括約筋筋電図）・4・

    （腎孟造影剤の糸球体濾過とDIP）251

    （回腸導管排尿運動・筋電図）334

川完二 T欝紛242
沢昭三（纏羅による）49

旺夫 �Q舞）・75

旺義
iCephalexinとCephaloglycin・急性膀胱炎）・75

田 肇（躍alex’n）315

（神経因性麻痺膀胱・帯状庖疹）574

（女子急性膀胱炎．CephalexinとCephaloglycin）・・9

野修道（騨膀胱とポリ）86

浜駈顯大学1968年）・25

村畷難灘’）482

村麻瑳男（藩燃移行上皮）・57

    （原発性尿管腫瘍・保存的手術）32・

山
回（灘崎●＞555

（前立腺肥大症・progestogen療法）558

山宗驩T擁
橋蜘（Rifampicin とAB－PC による治療比較）78・

      （に）

下直（前立腺肥大症・姑息的療法）・・8

  守哉（術後洗浄・ポリミキシンB）・・

西圃難紳）塒

     （Rifampicin ） 619

二宮町宇 ii難秘
     （Rifampicin ） 619

仁平寛己（膀胱腫瘍・酵素学）・・68

     麟賢法論押）・・7

     （騨癌’SLA）586

       （ね）

  ら
根岸壮治鰭糊巴大症’）473

       （の）

賄弘（CephalosporincとAmpicillin・急性膀胱炎）242

       （は）

一（ラット前立腺・精嚢gestonoronecaproate）429

Ba「genda
a．（前立腺肥大痘・gestonoronecaproate）423

長谷川麟（CG 201・遺尿症と神経性頻尿）362

八田 栄造（微小窒丸腫瘍） 25

林威三雄（女子尿道下嚢腫）73

     儲医大1969年＞393

     （S－804       ） 692

     騰i翻・・4

林知厚（特発性腎出血・腎自然破裂）…

林田重昭（繍大学1969年）…

断碑行（腎動脈撮影・Epinephrine応用）199

     （巨大膀胱結石・扁平上皮化生）384

速購朗縣大学1968任）・25

原

原田

信二儒大学1968年）・25

  （藍鰹郭大励・Q・

卓麟藤と糊・8

灘顯再発●）73・

（膀胱腫瘍再発・SLAの効果）738

 （ひ）

隔正昭僻鰹巴草症’）55・

平川椿（急性腎不全早期透析・Kii1型）・・7

平松侃
i陰茎癌・Bleomycinと放射線併用）28

（女子尿道下嚢腫） 73

（欝医大1969年）393

広中弘（顯大学1969年）…

（ふ）

翻和男（露大学1969年〉…

細正（膀胱癌・術中照射）・97

福田泰久（顯大学1968年）・25

     （前立腺肥大症・SH－582）…

     （複合パドリン ）697

寵満麟賢霧鐘期）・・7
（前立腺肥大症・gestonoronecaproate）53・

福谷 恵子（Cephalosporin）242

郷土く纈大学1968年）・2・

     （前立腺肥大症・SH－582）…

融撤（副腎皮質癌・Cushing症候群）・・

藤枝順一郎（塞丸類表皮嚢腫） 121

     （膀胱腫瘍・超高圧放射線治療）…

     （肇丸回転症  ）745

醐混（Cepha！osporinCとAmpicillin・急性膀胱炎）242

劇宣夫（齪灘巴大症●）523

藤本洋治麟賢査鐘期）・Q7

     （腎嚢腫内腺癌 ） 728

古島 芳男（後腹膜腫瘍  ） 10



       （ほ）

堀内誠三 i1難糊242

本郷勤（藤撮講講642

本間 和雄（Ketalarの麻酔）624

       （ま）

前川正信
i腎動脈撮影・Epinephrine応用）199

牧浦  洋（女子尿道下嚢腫） 73

     （欝医大1969年）393

増臨画（灘臨劉…
     （Cephalexin   ） 4ユ3

     （四川類表皮嚢腫）  678

松尾雌（ナタシリン・尿路感染症）298

     （尿路結石症・BR－18鎮痛効果）・・7

細瀦（唖蝉1968年〉・25

     （前立腺肥大症・SH－582）…

概鉄二（鰹dant’n C）357

磁誠（顯大学1969年）…

       （み）

三浦枡也 i蕪雑242
三木誠（前立腺肥大症・SH－582）446

三品 齠Z、）・3・
水本醐（精索静脈瘤・Paraphlebon）37

溝・勝麟賢酷量期）1・7

三・彫（繍大学1968年）12・

南武（Cephalexin）413
     （聖丸類表皮嚢腫） 678

宮川美栄子 ﾋ7購）653
     （膀胱腫瘍再発・臨床統計）73・

     （膀胱腫瘍再発・SLAの効果）738
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       （む）

武藤浩
i精嚢上皮細胞分泌旧盆とライソゾーム〉・7・

       （も）

本永餓（顯大学1969年）…

     （寧亥ルコイドー）722

本宮 C購編）28
（女子尿道下嚢腫） 73

     儲医大1969年）393

百瀬俊郎（前立腺肥大症・SH－582）55・

     （RifampicinとAB－PCによる治療比較）78・

森浩一麟賢査鐘期）・・7

森三韓ll（雲立騰行娘）・57

（原発性尿管腫瘍・保存的手術）32・

（膀胱子宮疲  ） 341

翻完（膀胱腫瘍・超高圧放射線治療）37・

醐宏（纈大学1968年）・25

八竹

   （や）

直（認alex’n）・・5

謄離鯵膀）574
（女子急性膀胱炎．CephalexinとCephaloglycin）7Q・

晒駈（聾耀巴大症0）473

山隔世 i欝醗＞633

山本 邦一（Priapism  ）283

嶋治郎 蛹q）・75
山田和麻呂（聖域と脳下垂体） 719

       （よ）

細修（膀胱腫瘍再発・臨床統計）73・

     （膀胱腫瘍再発・SLAの効果）738

吉・キ・

i非特異性尿路感染症・細菌学的検索・Gentamicin）287

xix

吉田宏二郎（女子尿道下嚢腫）

     （欝医大1969年）・

     （S－804 ） no

       （わ）

和志三人（尿管運動・Visceralgine）・

和田一郎

i前立腺肥大症・甲状腺機能・SH－582）・

渡辺決鶴聾轡）1
（前立腺肥大症・gestonoronecaproate・超音波前立腺計測）・




