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xvi

人 名 索 引

       （あ）

相戸賢二（離羅杢症り

阿岸鉄三（8跡Ov／w％）

41

27

     （Staehler手術）462

     催里門●）757

阿部富彌（末梢血中リンパ球・ALS） 11・

     （腹膜潅流・糖尿病）・33

i新井 元凱（SA－504   ）530

     （DIDP・ 60％diatrizoate）765

有馬 ?桃|・・3
     （藷大学●手術）1・94

       （い）

池内隆夫（暴尿道衡上）59・

池村紘一郎（Sinequan  ）101

生駒 文彦（異所性陰糞  ） 22

     （尿管異所性開口） 319

     （腎サンゴ状結石・手術成績）391

     擁縫揃部）955

     （熱大学’手術）・・94

石神裏漏儒血10v／w％）27

     （前立腺疾患  ）417

     （Staehler手術）462

石川

石崎

  （尿管筋電図・SA－504）757

昌義（奮藷大’1970）275

允（SA－504  ）530
  （DIDP・ 60％diatrizoate）765

石津 澄子（職業性膀胱がん）281

石部知行儒懸畿の865

伊難難（奪顯大’1970）275

     （陰茎折症   ） 982

岩動孝（謡曲’醐345

騰饗膳灘難あ麟）12
     ．（灘懸’紫外）・・5

伊藤  坦（尿管腫瘍   ） 326

伊東三喜雄（陰茎癌・母指転移）88

     僻鵬●野合）79・

     （駿下向と尿路）・・2

伊藤幸夫（羅醐’遠隔）345

     （膀胱憩室腫瘍 ） 409

井上喬之（末梢血申リンパ球・ALS）11・

井上 武夫（急性腎不全  ） 886

井上彦八郎（前立腺疾患  ） 417

今村一男麗尿道衡上）594

躰卓（欝大．1970）275

入矢一之（縮大’1970）275

     （陰茎折症   ） 982

岩坪暎二（前立腺肥大症・Paraprost〉・・

      （う）

上村良一（翁腋部酷腫）1・7

上山秀麿儘所陸陰嚢艦）・6

     （畏識灘pe）、ll

（馨茎癌．母指転）88

     （巨大後腹膜嚢腫）

      （え）

江藤 耕作（膀胱憩室腫瘍 ）

311

79

（eMn：tometriosis ） 137

（難発膣丸麗）851

      （お）

大江  宏（嚢胞腎    ） 227

     優科手術後尿）842

大川厩（熱大学●手術）1・94

畑謙（麟大学’手術）・・94

大野三太郎（跳10v／w％）27

     （Staehler手術）462

     厳欝鐸●）757

大堀勉（羅鵬．遠隔）345

     （膀胱憩室腫瘍 ）409

     （尿管異常開口・発育不全腎）794

大山朝弘（嚢胞腎   ）227

     催蠣覆腎の機）373

     纏人読手繊尿）842

岡朕五郎（蕪塔大●1970）275

     （陰茎折症   ） 982

岡田謙一郎（前立腺疾患  ）417

     鷹鵬の執）738

     購腺離茎）978

岡部達士郎（尿管腫瘍

岡村 知彦（SA・504

） 326

） 530

     （DIDP・ 60％diatrizoate）765

岡本政和（奪顯大●1970）275

奥田wa（熱大学●手術）1・94

奥村秀弘（奪顯大．1970）275

奥山 明彦（異所性陰嚢  ） 22

     （尿管異所性開口） 319

     （雛縫子前部）955

長田尚夫 i ）・・8

尾島

小田

   腎尿細管性アチ
   ドーシス・糖原
   病合併

  （急性腎不全  ）

昭次（睾丸腫瘍   ）

完五（嚢胞腎    ）

886

183

227

     （鍵人科手鰍尿）842

小津 堅輔（SA・504   ）530



小野

小野

（DIDP．60％diatrizoate）765

秀太（前立腺疾患  ）

    浩（尿路逆行性感染Carbenicillin）

尾上泰彦 i謙鞭謙・・

幡浩司（DIP Conray．通過障害腎）・・5

     （術後感染・ネオマイゾンG）86・

小原紀彰（難鵬’遠隔）34・

417

519

       （か）

柿添馴難癌と離の）336

柏井浩三（驕鴉S状結）329

     （前立腺疾患  ）

     （Staehler手術）

柏木崇偲立論儲）

片海七郎（野鵬’細胞）

片岡麟儒躍Ov／w％）

     （Staehler手術）

加藤哲郎礫腺マッサ⇒

加藤篤二（腎腺癌・石灰化・骨形成）

     （窒丸奇形腫  ）

     （瞬結鵬職）

417

462

1061
1070
1079

 5

27

462

37

 3

97

146

（騨結石●結核）233

（尿管腫瘍

（尿管憩室

（前立腺疾患

）

）

）

326

407

417

（睾丸chorio－    carclnoma）…

騰モンドール）・・6

（腎硬塞・腎動脈撮影合併症）539

（真性半陰陽  ） 602

（講朧の睾丸）738

僻鵬’押合）79・

（塁畷向と鴨・・2

（前立腺癌・陰茎転移）978
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     （精索フィラリア）1090

憾翻（繍市立’入院）・・9

      DIP．30 v／w％
      Conray

     （Staehler手術）

河田 栄人（膀胱憩室腫瘍 ）

      endometriosis

金沢稔（面訴リ約

     傑鰍’糖尿）

加野蝕（膀胱腫瘍・慢性膀胱炎との鑑別）

守殿顛（   ）

110

133

12

27

462

79

     （尿管  ）・37

     麟癌と胃癌の）336

川村fi一（腎不全・血中glucocorticoid）l19

     齢奴騰変）…

     （睾丸藩謡m。）47・

     （腎硬塞・腎動脈撮影合併症）539

     （騨変向と聯）・・2

川村 俊三（SA－504   ）530

     （DIDP・60％diatrizoate）765

       （き）

北川離雛購結核●）399

剖静鵬難’内尿＞588

木下勝博（賢錦藤綱39・

     縣大学●手術）1・94

木下 康民（腎疾患分類  ）781

清原久和 i難舗913
勧膏夫麟s状翻吻）191

     （尿道狭窄・内尿道切開術）588

     （尿路感染症・サルファ剤の抗菌力）626

     （Minocycline ） 631

       （く）

楠  信男（腎孟腎炎   ）449

襯博紀（末梢血中リンパ球・ALS）11・

xvii

     謄鰍’綱

久世益治（劉性蹴鞠）

     （陰茎癌・母指転移）

     （巨大後腹膜嚢腫）

久保

栗田

133

16

88

311

隆麟鵬’遠隔）345

麟羅馨口’）794

孝（尿管再建術・婦人科術後）72

（賢藷法嗣391
（高血圧・腎血流量とNa・CRD・401）695

（腎移植拒絶反応・腎血管拡張剤CRD－401）・・3

繍大学．手術）・・94

黒田 清輝（前立腺疾患  ）

       （こ）

甲野 三郎（巨大副腎皮質癌）

小金丸恒夫（Minocycline ）

     （代償性腎肥大 ）

黒田恭一（尿路性器結核・北陸地方）399

              417

783

631

871

献敏彦（藩大学●手術）1・94

小林  収（尿路感染症  ）

小牧 勝彦（巨大後腹膜嚢腫）

小松洋輔幅四四燭

     （騰モンドール）516

近藤常郎騰尿道移肚）594

礁徳雌顯大●1970）

斉藤

坂ロ

  （陰茎折症

    （さ）

宗吾（Sinequan

）

 1

311

151

275

982

） 101

    洋（齋大学．手術）・・94

騰治三郎蝶s状結論醗

     （Minocycline ） 631

佐川史郎

i腎移植拒絶反応・腎血管拡張剤CRD－401）913

     （麟大学●手術）・・94



桜井

xviii

佐妹桂一（羅酷誰

佐妹秀平（影野’遠隔）34・

     （膀胱憩室腫瘍 ）409

     （尿管異常開口・発育不全腎）794

佐長俊昭 i騨繍625
藤魏（藩大学’手術）1・94

沢西漱（執難民m。）47・

     （腎硬塞・腎動脈撮影合併症）539

     綴二幅と騰）・・2

易（腎サンゴ状結石・手術成績）391

（継嗣695

（懸濁913
（蕪大学’手術）1・94

         ） 442

（し）

醜俊（臨m。，，、。、、、）・37

重松 俊朗（膀胱憩室腫瘍 ） 79

（eMn：tornetrioSiS）

（腎過誤腫   ）

137

223

     （槻弓謂癌の）336

     （特発性睾丸硬塞症）…

宍戸仙太郎 i灘羅り・6・

柴田史朗欝血離睾蠣）151

   正美爆睡マッサ⇒37島

白井 千博（急性腎不全  ），891

白井歌（男子不妊症・Mesterolone）442

     （男子不妊症・朝鮮人蓼エキス）857

白銑鮒（抗離抗生瀕）

陣内  謙一 （Sinequan    ）

     （尿路通過障害）

       （す）・

杉田 篤生（SA－504   ）

371

101

235

530
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     （DIDP，60％diatrizoate）765

蒲  丈夫（異所性陰嚢  ） 22

鈴木三脚離睾丸薩）85・

鈴木翫（術後尿路感染症． Geopen）1123

鈴木 良二（セファゾリン ） 363

       （せ）

測昭夫（DIP・30％Conray）11・1

       （そ）

園・嶽（尿管再建術・婦人科術後）72

     （膀胱外括約筋電気刺激）257

     （腎サンゴ状結石・手術成績）39・

     （羅騰前立）・・1

     僻馬脚）195

     （腎移植拒絶反応・腎血管拡張剤CRD－401）・・3

     （麟大学●手術）・・94

       （た）

高羽  津（異所性陰嚢  ） 22

（輔導覆術●婦）72

（尿管異所性開口） 319

偉繍結石）39・

（女子傍尿道腫瘍） 847

（先天性男子前部尿道憩室）955

（藷大学●手術）・・94

高橋香司麟大学’手術）・・94

融崎三（羅醗●遠隔）345

高橋寿薩腺マツサ⇒

驕靖昌（8翻Ov／w％）

     （Staehler手術）

高橋陽一（白血病性窒丸腫瘤）

37

27

462

151

（前立腺疾患  ）417

（単側交叉性腎変位）451

（真性半陰陽  ）602

武本 征人（女子傍尿道腫瘍）847

囎弘（麗蜘網細胞肉）743

竹内秀雄（P「un§，瀧m，）72・

     （腎腫瘍・結石合併）79・

竹内正文（尿管再建術・婦人科術後）72

     偉繍纈）391

     （前立腺疾患  ） 417

     （麟大学’手術）・・94

舳睦男催話舗の442

武田

多田

田戸

  腎尿細管性アチ尚（講・・糖原

  DIP・30％茂（
  Conray

治（尿道上裂   ）

） 708

）概

（尿路感染症・Minocycline）865

麟購析．）

田中 一成（急性腎不全  ）

田中 X騨難謹
田中邦彦（き搬Ov／w％）

     （Staehler手術）

田中 立夫（腎過誤腫   ）

谷村  晃（腎過誤腫   ）

 991
1纒

） 1111

27

462

223

223

田端運久儘蜘糊包肉）743

       （つ）

津川龍三（尿路性器結核・北陸地方）399

     （急’性腎不全    ）  891

       （て）

寺杣一徳儒企10v／w％）27

     （Staehler手術）462

     （尿管筋電図・SA－504）757

       （と）

東條i伸平（生殖内分泌  ） 647

喉昌泰（蕊大学●手術）1・94

睡離離癌と胃脚）336

友吉 唯夫（前立腺疾患  ）417



     （睾丸chorio。    carclnoma）47・

豊田  泰（輪状尿道脱  ） 924

（な）

中新井邦夫（巡警約鵬）257

     麟外早期筋）353

     （繊麗前立）…

     （蕊大学●手術）・・94

中川清秀購朧の睾丸）・・8

永・肇（鵬購S状結）329

長根

中野

 （Staehler手術）462

麟大学’手術）・・94

裕（灘鵬’糊345

博（懇瀧懲酬519

僻キャンニン）1・45

中野 博行（輪状尿道脱  ）

永野 俊介（異所性陰嚢  ）

     （尿管異所性開口）

924

22

319

     （高血圧・腎血流量とNa・CRD－4el）695

     （先天性男子前部尿道憩室）913

     （腎移植拒絶反応・腎血管拡張剤CRD－401）955

     （熱大学’手術）・・94

長浜駈（畿不翫齢477

永原篤麟大学’手術）・・94

中村隆幸鰭三新囎）563

中村麻瑳男（膀胱腫瘍 ） 12

中村襯麟癌と離の）336

則艦（膀胱腫瘍・細胞診）・

夏目紘（汗掻鞘y●）・・5

     （鯵騨6ネつ861

朔広二
i前立腺肥大症・Polyene    macrolide）45
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成瀬一聯羅’糊）715

       （に）

西尾 正一（巨大副腎皮質癌） 783

西村 保昭（前立腺疾患  ）417

坪xe（尿路逆行性感染．Carbenicillin）・・9

     （尿道上裂   ）731

     （謄纏）865
     （慢性腎不全・透析・anabQ王ic   steroids）・…

     （穿スキャンニン）・・45

       （ぬ）

沼里進（羅臨’遠隔）・4・

     （発育不全腎・尿管異常開口）794

（の）

珊定（膀胱腫瘍・紫外線膀胱鏡）715

       （は）

袴・臓（811i，』婁0％）・74

     （xee感染症）欝

     （術後尿路感染症・ Geopen）1123

灘歎（21：，』10％）174

林威難虚器大”970）275

林

林田

原

原田

  （陰茎折症   ） 982

購鰭膀胱新吻合）563

  瀦大学●手術）・・94

重昭囎s状結腸吻）991

  （尿道狭窄・内尿道切開術）588

信二

i尿路感染症・AC－PCと   AB－PC）639

卓（露礁鯛539
  儂下面前回）575

半・紘一（羅鵬．魍・45

      （ひ）

旺撒彦剛結薦蹴）146

xix

     （羅灘動脈）539

平野 昭彦（急性腎不全  ）886

     （尿道形成術・尿道外傷）933

鋼九賄（81認Ov／w％）27

     （尿管筋電図・SA－504）・・7

広川信 i韓禰96・

広中弘（驕鱗’内評）588

広本能儒鞭藩の865

穂妊彦 i ）・・8

星 猛（屋難’再吸収）537

賊雄二郎（異所性陰嚢分離症）16

       （ふ）

丁丁儒副％）1・・1
福重： 満（尿道上裂   ） 731

福山撤購騰の馴738
麟元広（野キャンニン）1。・・

古川 玄教（前立腺疾患  ） 417

       （ほ）

      腎尿細管性アチ
      ドーシス・塘原
      病合併

       （ま）

前川 正信（巨大副腎皮質癌）783

牧浦洋（輩顯大●1970）275

間嶋 正徳（巨大後腹膜嚢腫） 311

松井 恒雄i（輪状尿道脱  ） 924

購韓卿鷲敷腫〉・5・
松浦  一一（急性腎不全  ）891

松木暁（尿路逆行性感染；Carbenicillin）・・9

     （尿道上裂   ）731

     僻キヤy．＝ン）1・45

松・稔（顛動S状結）329

（Staehler手術）462

翫鰭（臨m，，，、。S、、〉、

（み）

137

三国友吉催丸繍細胞肉）743



xx

三品 輝男（嚢胞腎 ） 227

     薩人唐手術後尿）・・2

水谷修太郎（麟大学●手術）・・94

溝・勝 �?ﾝ1…

灘実麟癌と臨の）336

三田俊彦（き耀Ov／w％）27

     （AMcllEttc」ai’”t〈trtEBIpc）63g

三矢英輔（DIP Conray．通過障害腎）・・5

     （2g：，’．，30％ ）iioi

宮川美栄子（経翠陰勤離）16

     （陰茎癌・母指転移）88

（Staehler手術）462

尿路感染症・
AC・PCと
    AB－PC

     （巨大後腹膜嚢腫）311

宮騰三郎（尿路性器結核・北陸地方）399

宮越  国雄 （嚢fi包腎      ） 227

     薩人最手術後尿）842

宮崎  重（前立腺疾患  ）

身吉 ｪ野離）
       （む）

村田 庄平（嚢胞腎

417

45

） 227

     （踏貫手術後尿）842

村地肛（雰鰭の年代区）869

村本俊一（灘鵬’澗34・

       （も）

縮善雌顯大●1970）275

     （陰茎折症   ）982

森浩

森

一（墜キヤンニン）・・4・

義則（膀胱腫瘍・慢性膀胱炎との鑑別）12

  （塗膜S金繰）329

  （Staehler手術）462

  （麟大学’手術）・・94

泌尿紀要 第18巻（1972）人名索引

       （や）

薬師寺道則（難癌と籠の）．336

     （欝性睾丸醜）85・

八竹直（驕聯S状結）329

（Staehler手術）462

（蕊大学●手術）・・94

矢野雌（謄膀脳吻合＞563

山内、離儒副％）・1・・

山崎 義久（精嚢腎結石  ）1086

山下請世（尿管憩室   ）407

     （野離黙m、）．47・

     （真性半陰陽  ） 602

     （姦アニジン講）1・1・

畑行夫（灘鵬’醐34・

（膀胱憩室腫瘍 ）409

山高山儀界不妊学会会）53

山元 尚靖（輪状尿道脱  ）

山江忠治郎（前立腺肥大症Polyenernacrolide）

山本 秀雄（腎過誤腫   ）

       （よ）

924

45

223

吉・諺（羅臨．遠隔）34・

吉田修（P「un§，描m，）724

吉田 和彦（尿中細胞診  ） 811

吉・宏二郎（鱗大’1970）275

依田丞司（麗尿道野上）594

       （わ）

灘決薩腺マッサー）37




