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XIV

人 名 索 引

       （あ）

秋元成太 ﾋ羅岡・4・

新井元押（BIP’Con「ax’n）67

     （膀胱炎・Cephaloglycin）1549

    孝（謙性典i生化症）

號喜雄 i ）47
     eso．i，ts，：・k一’“illX｛）ii31

     （難蘇裂頭条）416

     （尿路感染症・Rifarnpicin）・2・

池田嘉之（解離性麻酔剤・Ketalar）588

榊裏次（署唱瓢奮藻）362

碕允（BIP●Con「ax’n）67

     （膀胱炎・Cephalegl”）rcin）54・

石田麟（解離性麻酔剤Ketalar）588

板谷 X叢轍騰）33・

     （騰髭紬477

板谷興治儒豪醜翻289

井上週鰭i生好騨）532

井上武夫（黙甑騨）284
今村一男（泌尿器科領域における交通外傷）…

       （い）

生駒 文彦（完全重複膀胱 ）

     （会陰部副陰嚢 ）

伊集院真澄（尿路結核・疫学）

岩動

      結節性多発性動
      脈炎・レノグラ
      ムと血管撮影

      Kolff型人工腎
      の再評価・糖代
      謝

401

766

737

769 1

入矢 一之（尿路結核・疫学）737

       （う）

上田 公介（原発性尿管癌 ）755

上野一恵ε鵬齪熱）

上村 計夫（紫斑病性腎出血）

上山秀磨 i響馨欝

     （壁糠

80

642

47

       ） 113

磁蘇野条）・・6

（尿路感染症・Rifarnpicin）429

（腎線維脂肪腫に続発した腎線維肉腫〉・・7

     （急性腎不全  ）

牛込新一郎（膀胱憩室腫瘍 ）

碓井

609

243

亜（難耀レドス）448

       （え）

江藤三鷹聾罐膚転）457

     僻誇響胴）492

     （紫斑病性腎出血）642

江本 侃一

江里口

麟騨鵬）69・

麟性膀㈱室）75・

（フラダンチンC’・尿路感染症）・・4

渉（Renal angio－   myolipoma）・・8

大江宏（局所雛の）42・

     （原発性女子尿道腺癌）532

     （腎部分切除術 ） 631

大川 順正（尿酸結石症  ） 483

      緑膿菌，変型菌
      感染症・
      Gentamicin

 （お）

Gentamicin

大橋 X ）…

大堀勉（襟激靴症）769

大一
i騰、猶…

大山朝弘（離鋸dnの）・2・

     （腎部分切除術 ） 631

岡直友（Cephaloglycin．共同臨床実験）・・

岡島英五郎（尿路結核・疫学） 737

岡疇一郎（ヒト精漿樹枝状結晶）・98

     囎詮議。●）429

     （尿管転移を伴ったグラヴィッツ腫瘍）528

     僑認定繊睾）585

岡部達士郎（欝歎醐33

     （Gambro filter ） 100

     （Kolff型人工腎の再評価・糖代謝）・・3

     糎全患者の腎） 157

     （急性腎不全  ） 609

岡村知彦（野饗691y，、。）・・9

岡本

奥田

英三（完全重複膀胱 ）

 激（尿酸結石症  ）

   松果体腫瘍によ
   るPubertas
      praecox

   DIP．Conraxin
   D

401

483

奥村康 i ）56・

僻騨（  ）67
     （聡警691y，、。）549

越知憲治 i ／ 339
              631

小原紀彰（隷生姫化症）769

       （か）

      下部尿路感染症
陰山    局所療法の実験
      的研究

      松果体腫瘍によ
片山    るPubertas
         praecox

      女子急迫尿失禁＼
      ・膀胱外括約筋
      電気刺激

小田 完五（腎部分切除術 ）

    正（ ）225

    喬（ ）56・

槻哲郎（スパスメックス錠・尿路結石症）28・

加藤篤二（血液透析・動静脈シャント）33

     （駿小腎・結石合併）・・



僻里謡魏の）・37

（羅蝿者の腎）・57

（繕鞭・95

儂立腺平磯肉）25・

（高潔者の前立腺肥大症手術例〉…

（剛性白血病による排尿障害）・・4

鶴鮨甑氏）488
（尿管転移を伴ったグラヴィッツ腫瘍）528

購書繕）577

僥鵡乱調585
（聖丸類表皮嚢胞）656

（前立腺肉腫  ）722

（冒壁書鵬移）773

鷹正禾・（BIP●COn’ax’“）67

金津 和郎（Garnbro filter） 100

鉱洋隠蟹爆撃と）465

蝦餓伊懸盆翻362

上谷紬
i緑膿菌，変型菌感染症・Gentamicin）…

川井博
i前立腺肥大症の病理組織学的検索）・4・

河上 牧夫（膀胱憩室腫瘍 ） 243

河田栄人（騨塾則492

川手亮三（膿胸ノレドス）・48

川村籠（BiP’Con「ax’11）67

     （壁織gly，、。）549

川村fi一（蝉騨動静脈） 33

（Gambro filter ） 100

（Kolff型人工腎の再評価・糖代謝）・・3

（熊虫儲の腎）・57
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（禁鞘こおけ）28・

（急性腎不全  ） 609

二三（露藻鵡錘）28・

       （き）

北村俊一
i腎angiomyoli－pOIIla・自然破裂）236

炉亮隅フトファつ735

鮒蘇（轄腺とアレル）・

桐山 膏夫（Cefazolin  ）775

       （く）

久世 V鱗医欝）47

（轡罰・・31

画面響条）・・6

（騨騰i●）・29

（腎新糸佳月多淫腫1こ続発した腎線維肉腫）・・7

xv

小松醐（腎結核治療中の腎扁平表皮癌）・37

     （ヒト精漿樹枝状結晶）！98

     （外陰部Paget氏病の悪性化例）488

     （ヒト門口脂質・脂肪酸）・・5

小宮 �蝟ｳ難）・
近藤猪一郎権誰燧捻転）355

（陰茎剥皮症・Reich旧法）538

礫一郎
i松果体腫瘍によるPubertas      praecox）56・

（さ）

済騨（騰蟹酬）588

礁画室罷縷巌n）・・

、礁鵡（BエP●Con「ax’n）67

栗・孝 蜩蜥恪竅E
（総鮮＞369

騰町君螺）574 1

（Supanate ） 726

佐伯晋 i轡覇・・3
    浩（片側性多嚢腎と多房性器嚢胞）・65

酒徳治三郎（Cefazolin  ） 775

桜井

@ 莇（低尿糖値・細菌尿スクリーニング．KAB－1テストペーパー） 394

佐妹粧（綿ble dose）498

黒土稔（先天i生陰茎捻転症）355佐谷

（陰茎剥皮症・Reich氏法）538

顯昇騰融イヌ尿笥・5Q

（雛10欄曙）・87

       （こ）

公平昭男（鑑雛霧）・21

     鞭性腱鋼355

     （欝蕪．）538

小坂酷（血精液症・線維素溶解酵素）・・3

鵬明儀鎌鵡錘）289

小林三儀盤猫’）429

佐藤

稔（完全重複膀胱 ） 401

威（腎腺癌・皮膚転移と多形性）457

佐藤  博て腎移植の問題点）673

沢西漱（農弊歎鱒）33

（Gambro filter ） 100

傑繍繍〉・・3

（灘蠕者の腎）・57

（羅密謡。’）429

（急性腎不全  ） 609

（し）

重松俊朗麟無二）69・

     （欝i生膀㈱室）75・



XVI

宍戸三郎（藩10輔の腎）・87

； ．hg！ ve生

i緑膿菌，変型菌感染症・Gentamicin）…

渋谷昌良（擁10年間の腎）・87

島谷 X難壁）・）・・8

下江 齠?T歳）・・7

       （す）

菅谷 公乎（膀胱憩室腫瘍 ） 243

鯨博厚（P201・イヌ尿管筋電図）・5・

     （雛10年間の腎）・87

杉浦弍 i ）・・8

杉田篤生（  ）67
  ’（謄繍691y，、。）549

杉本侃
i急性腎不全・血液透析・腎機能の経過）297

鈴木茂章（野際纏鋤・・

Mepirizole

（MebrOn錠）・
急性膀胱炎

（尿浸潤      ） 568

DIP．Conraxin
D

     （尿浸潤     ） 568

鈴木 弘之（睾丸梗塞   ）206
     （内腸骨動脈結紮の前立腺，精嚢，精管への影響）347

（そ）

園脚夫 ｫ欝醐297
     （長期透析中におけ’る胃腸障害と外科手術）369・

     （低尿糖値・細菌尿スクリーニング．KAB－1テストペーパー）394

     （尿酸結石症  ） 483

     （Supanate ） 726

高折

高羽

    （た）

修二（Supanate  ）726
津（急性腎不全・血液透析・腎機能の経過）297

  （膀胱自然破裂 ） 330
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高儲司 i
     〈

高橋畝（

高橋

（長期透析中における胃腸障害と外科手術）369

  （完全重複膀胱 ） 401

  （会陰部副陰嚢 ） 766

   鞍輔・・7

盤輩騨）369

   ？voupble dose ） 4gs

靖昌（Rowapraxin ） 592

高醐一鳳糠轍状）198
     （泌尿器科における再手術）28・

     （尿路感染症・Rifampicin）・・9

     （姉妹にみたチスチン尿石症・D－penicillamine療法）577

     （儲謬丸脂質．）…

高山秀則（高痴者の前立腺肥大症手術例）…

     麟播謡．）42・

多嘉良  稔 （Cefazolin ） 775

・倉弘（鶴移行破1生）675

竹内 正丈（膀胱自然破裂 ）330

     （尿酸結石症  ） 483

     （務獣的前立腺）574

納生昌灘野遊剤）588
四望（環境ガンとしての膀胱腫瘍）・55・

細三国鋸縷劉・・

立川保雄 i ）・・7

田戸

田中 広見

  腎線維脂肪腫に
  続発した腎線維
  肉腫     ！

治鰹欝乱）89

（難孟ルドス）448

（麗晶チD｝1532）659

繋欝昏〉・・

（學縫帯ルドス）448

田端運久（腎孟移行上皮性腫瘍）675

田村公一α離綴n．）・・

       （ち）

千葉隆一（BIP’Con「ax’n）67

       （つ）

土田礒（撒イヌ尿管）15・

     （驚10年間の腎）・87

握酵（尿路感染症・Rifampicin）・29

寺尾

寺杣

時実

  （急性腎不全

    （て）

暎治（尿浸潤

一徳（Rowapraxin

    （と）

昌泰（膀胱自然破裂

） 609

） 568

） 592

） 330

富田勝 ﾋ羅馴・4・

友吉唯夫燃精漿回状）ユ98

     薦鞘こおけ）28・

     （尿路感染症・Rifampicin）429

       （な）

中新井邦夫（膀胱自然破裂 ）330

     （女子急迫尿失禁・膀胱外括約筋電気刺激）339

     （低尿糖値・細菌尿スクリーニング・KAB－1テストペーパー）394

     （完全重複膀胱 ）401

     （繋欝経回＞477

     （神経因性膀胱・神経遮断術）647

長石 S綿綿223
中川克之（原発性膀胱憩室腫瘍）75・

中川清秀（尿路感染症・Rifampicin）・29

細肇（Ren錦鑑8面。）・・8

永田 正義（聖脳梗塞   ）206

中野擁（BIP●Con「ax’n）67
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暢博（聖賢、532使用））659

永野俊介 蜍]）「297
     （長期透析中における胃腸障害と外科手術）369

     （会陰部副陰嚢 ） 766

並河宏二

i尿路感染症のCarbenicillin｝台験）596

南後千秋（書様鵡論28・

       （に）

1東間紘（フラタ．ンチンC・尿路感染症）・・4

樋・

醐離（Cephaloglycin ・共同臨床実験）

西腫司 ﾋ羅欄…、

仁平 X騰融畿）89
     （原：発性アルドステロン症）・48

     偲、532割余））659

（睾丸固定術後聖丸腫瘍）585 i （絆b’edose

（ひ・ 瞬光雄（縢欝

正士（紫斑病性腎出血）642

・台難（小児斑腹部腫瘤の血管造影診断）・2・

平川 ?
）47

広中

801福岡

       （ぬ）

沼脚夫
i前立腺肥大症の病理組織学的検索〉・4・

       （の）

關興二（原発性アルドステロン症）448

       （は）

細隆義（Cephaユ091ycin・共同臨床実験）

吐齢正知（結節性多発性動脈炎・レノグラムと血管撮影）

長谷川贈（スパスメックス錠・尿路結石症）

80

47

289

浜本祐ご（魑研懸のみ）…

柵健一郎（腎腺癌・皮膚転移と多形性）457

林田 重昭（精索結核の2例）543

     （Cefazolin ） 775

原

原

原田

晃（血液透析動静脈シャント）33

 （Gambro filter ） 100

亨（肝臓と腎臓  ）445

卓（外陰部Paget氏病の悪性化例）488

（姉妹にみたチスチン尿石症・D－penicillamine療法）577

福重

   （ふ）   ）543

洋（小児側腹部腫瘤の血管造影診断）・2・

満（羅齢認＞89

僻1532使用））659

  結節性多発性動
  脈炎・レノグラ
  ムと血管撮影

弘（精索結核

鵬下野（Cephaloglycin・共同臨床実験）・・

福地  晋（豊丸梗塞 ） 206

（轡瑚596

松木

松下

真鍋

         ） 498

         ） 429

暁（Kii1型人工腎。血液透析・disequilibriurn）89

敬（腎線維脂肪腫に続発した腎線維肉腫）517

博（釜師糊・・4

間宮糸・治（先天性陰茎捻転症）355

      懸暑鷺）538

…三＿副⑳67
｝三国 ：友吉（睾丸類表皮嚢胞）

福山撤（泌尿器科における再手術）28・

      鶴麗稀氏）488．

一郎
i緑膿菌，変型菌感染症・Gentarnicin）…

藤生太?p欝）367．

藤村伸（購鍵”nの）42・

嗜沢太郎（蹄雛9’nの）42・

（ほ）

細川進一（高海鼠の前立腺肥大症手術例）36・1

淋繁博（Cephaloglycin・共同臨床実験）・・、

堀尾豊 i鐸剰・4・

本多著（腎 angiomyoli－poma・自然破裂）236

（ま）

増臨士男（灘翠癌の臨床）・7

     （膀胱憩室腫瘍 ）243

     （響管の自然醐）278

              656

     （腎孟移行上皮性腫瘍）675

三品 輝男（腎部分切除術 ）631

水谷一

i低尿糖値・細菌尿スクリーニング。KAB4テストペーパー）3・4

     （大動脈狭窄症・混合型性腺形成不全症）697

水本 竜助（睾：丸梗塞   ）206

     （腎angiomyoli－poma・自然破裂）236

溝・勝
iKiil型人工腎・血液透析・disequllibrium）89

     （原発性アルドステロン症）448

三矢英輔（Cephaloglycin・共同臨床実験）・・

南

南

孝明（灘癌の臨床）

武囎睾細臨床）

57

57

     （

宮川美栄子 i
輿静ヨ（盤腎不全

宮越 国雄（腎部分切除術

宮崎姫（スパスメックス錠・尿路結石症）28・

身吉 V購総治）596

（膀胱憩室腫瘍 ）243

Pvoupble dose ） 4gs

騨簾）517

       ） 609

       ） 631



xviii

三輪 清三（肝腎症候群  ） 559

       （む）

向田正幹（雛性膀騰室）75・

柵庄平（羅性女子尿道）・32

     （腎部分切除術 ） 631

枷鉄郎（鑑響三三・2・

       （も）

本宮 善恢（尿路結核・疫学）737

森 脩（Cephaloglycin・共同臨床実験）8・

森井 外吉（ハギンス先生 ）295

盛生 倫夫（硬膜外麻酔  ）507

i森川

入竹

進（結節性多発性動脈炎・レノグラムと血管撮影）47

   （や）

直（Renal angio－   myolipoma）・・8

山内離（回腸導管における尿運搬機構）376

山醸久（Cephaloglycin・共同臨床実験）・・

山隔世帳押脚動静）33

     （Gambgo filter ） ！eO

     （灘全患者の腎）・57

     （泌尿器科における再手術）28・

     （急性腎不全  ） 609

山下諺（膀胱憩室腫瘍（腺癌））69・

山田  肇（草岡青島   ） 87

山本忠治郎（響翻治）596

       （よ）

吉・桂一（腎 angiomyoli－poma・自然破裂）236

吉畦彦
蜻ﾋよ）56・

       （わ）

細裕人
i難》・・＞218

     （原発性尿管癌 ） 755
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