
RIGHT:

URL:

CITATION:

AUTHOR(S):

ISSUE DATE:

TITLE:

泌尿器科紀要 第19巻(1973年) 人名
索引

泌尿器科紀要 第19巻(1973年) 人名索引. 泌尿器科紀要 1973, 19(12): xv-
xx

1973-12

http://hdl.handle.net/2433/121594



xv

人 名 索 引

       （あ）  …井上武夫（響人性翻傷統）21

洲錨凋一（工nferior pyelo－nephrolithoto－my）661 1

赫文治（褐色細胞腫）913吟井舵（羅34’蹴鏡）・・7

秋ロ・隆弘（騨平滑鞭う373同断健＿（S。1b。。i，ill、。）7。7，

欝躍互）一本卓鮮購書） 531｛

     （腎被膜骨形成 ）8291

足立彰（羅切泓抗菌）・37

荒巻 謙二（褐色細胞腫  ） 9！31

       （い）

猪狩 大陸（ネオマイゾンG）197…

     （黒血性腎障害 ）1031i

入矢一2（尿路性器結核臨床統計）・39

儲医大1971年）531

江部洋一郎（異所性尿管瘤 ） 751

遠藤衛（贈野et「y．）795

       （お）

大江宏（サγゴ状結石腎十二指腸痩）389

（AB－PC ） 463

鶴翻右罵洞）477

（鎮痙剤SA 504）545

大川 光央（腎肉腫 ） 211

大北 純三（代償性腎肥大 ） 129

     （山口大1970統計） 167

（山口大1971統計） 617

（尿路性器結核臨床統計）639大島秀夫（騨鷺§糟843

石鵬義儲一年）531｝愈一纏撫難1190
石・贈（尿路結核・山陰地方）・。・｛

石橋  晃（睾丸嚢腫       ）6071翫韓（V－V shunt・導入透析）469

繍ラボソ系雌）6gg瞬

石部知行（小児尿路感染症・尿中有形成分）725，

石山 勝蔵（男子性器結核 ） 361

喉院熊（尿路性器結核臨床統計）130fi

（欝駄1971年）53・

岩動孝 i崖購翻垣

        493 ・
（x．7．Vtt．｛人工腎＞55・I

          i

1燭糠（Cystometry ．AD122）795

稔（サンゴ状結石腎十二指腸痩）38gl

 （AB－PC ） 463

（舞課戸
 （鎮痙剤SA 594）

（う）

嬬徽（難耀レドつ・99

     儲シが嚴）…9

     （褐色細胞腫  ）1021

大堀勉 i饗畿勘

5451岡  1

囎騨階）63g舳公介儲津貯ndin）581

           上山擁（上部尿路手術・背部垂直切開）559 j

     囎鯉nG●）

磯燃
`繍統計●） 341 i

  I
  l

167 i

  1宇山
  h
617 1

  ！碓井
901 i

厨明包（蠣鷺翻725
   彫好子（V・Vshunt・導入透析）469

市川馳（山口大1970年統計）

     （留大1971鞭）

伊藤栄彦儲綿and’n）58・

嫉三灘（Parallel－flo“rhemQdialyzer）671

赴9E司（暴醗核治撚）・・3、

礁腓（霧立腺翻腎転）23・

亜（小児尿路感染症・尿中有形成分）725

健（Ureteritisglandularis@ （え））499

（サンゴ状結石Gfawitz腫瘍）395

（膀胱結石・走査電子顕微鏡）・・53

   Neomvson C： ． N  （尿路勲 ノ…

直友（灘綿andin）581

  （ST合剤・尿路感染）895

岡躾五郎（尿路性器結核臨床統計）139

｝欝総構
1 （尿路性器結核臨床統計）639

岡田： 一RK（Hypogonadism・ 447， XXY）239

1岡紐郎1欝騰罵
      （Parallel－fiowhemodialyzer）67・

1岡本姻（翻駄1971年）531

．州』 ﾐ（腎孟腫瘍動脈撮影）・・1
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奥田

 （上部尿路搬連座）

畷（陰茎平滑筋腫 ）

（Priapism． cav－erno－spongiosa吻合）

 （腎被膜骨形成 ）
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493・［ゴヒ野  英一 （腎肉腫       ）  211 1

                  1
373

   
  E
377i
  1

829

鄭秀弘（欝医大1971年）・3・

奥山 明彦（腎乳頭壊死  ）925

長・尚夫（泌尿性器外傷統計）・・

小田サキ子（小児尿路感染症・尿中有形成分）725

小野 和男（重複腫瘍   ）517

小野利彦幟詳t’）46gi

小野 浩（高血圧・CRD－401）175

爾諺夫（父総監et「y⇒795

三三（Doxycycline ．Minocycline）181

（か）

耕浩三（舗欝脈劉・・3

     （尿管回腸S状結腸吻合術・小児）・4・

柏木  崇（山口大1970統計） 167

梶山彦：耀畿謡ll

加藤 篤二（膀胱腺癌   ）147

     （臨床家の研究 ）203

     （睾丸腫瘍130例）451
                ミ

加硫海
iAminocyclohe－xyl－penicillin．膀胱炎）889 ］

上領 三豊（山口大1970統計）167i

 、    （Rifampicin  ） 269

     （山口大1971統計）617

岬征一彫顧慮腎）551唱

河田栄人（前立腺癌副腎転移）23・

     （膀胱結石・走査電子顕微鏡）・・53

河西宏信（Cefazolin  ）190
     （腎破裂       ）  921

川村 寿一（睾丸腫瘍130例）．451

     儂細動，）67・

（き）

吉規

木村

静（聖大1970鞭）・67

（贈大1971鞭）・・7

哲（フロフェミン尿管結石）537

耐憲治（贈大1970鞭）・67

      （山口大1971年統計）・・7

伽獣（軒口大1970鞭）・67

      （Rifampicin ） 269

      （尿管S状結腸吻合術・電解質）・・7

      （罫口大1971鞭）617

       （く）

久世 益治（重複腫瘍   ） 517

      （上部尿路手術・背部垂直切開）559

      （血液透析・ペニシリン精神障害）・・7

久保瀟（V－Vshunt ・導入透析）469

栗田  孝（腎乳頭壊死  ．） 925

1黒木蝋1灘灘脚
1黒沢馳（羅34●蹴鏡）・・7

       （こ）

 甲野  三良β （Cefazolin    ） 190

      （尿路結核治療成績）・・3

      （下大静脈後尿管）737

小金加夫（贈大1970年統）167

      （留大1971鰍）617

越戸一碧口大1970年締）167

      （贈大1971鞭）617

繰健（評ボン系舳）699

三三（Cystornetry ．AD122）795

児玉 正道（陰茎平滑筋腫 ）373

      （Priapism． cav－erno－spongiosa吻合）37・

      （腎被膜骨形成 ）829

岸本武利（尿路結核治療成績）・・3撫甫（騨核・嶋・・5

      （／ltllelllij－le．t’e，ifigr．．fi），，，

聴俊秀（ta，・大・97・鞭）・67

      （LLi m大1971年統）・・7

械㈱（不妊男子環境因子・生活史）157

     （鰹9贈ism）239

     （睾丸腫瘍130例）451
     （乏（無）精子症・血中FSH， LH）・・7

     （意識ste三n）693

     （異所性尿管瘤 ）751

     （睾丸らい・不妊）785

     ’Klinefelter  症

     候群・LH－RH
      試験

      計

礁馳（鮪轍排尿）朧
     （膀胱コラーゲン）683

近藤  厚（男子性器結核 ） 361

礁馳條欝繍鵬）・39
     （舞医大1971年）53・

     （尿路性器結核臨床統計）639

       （さ）

」叢愚：量G・（膀胱コラーゲン）683

斉藤功（Dilospan・尿路結石）・・9

斉藤宗吾（M”k蛙。1、、。m）575

     （精子亜鉛   ）689

斉藤豊一 N二藍’）1・9

境  優一（副睾丸平滑筋腫）881

     （膀胱結石・走査電子顕微鏡）1・53

     （睾丸白膜線維腫）1059

如強（尿管回腸S状結腸吻合術・小児）843

坂口

 （S状結腸膀胱痩）975

洋（Inferior pyelo－nephrolithoto－my）66・

醗治三郎（罫描大1970鞭）167

     （聡篭雛吻）・・7

    一（tkfm大1971鞭）617

1佐川 史郎（陰茎平滑筋腫 ）373
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灘i驚纐騨ll
佐藤課評年統櫨1瀬川昭夫（無調捌

島民儲諾鶴）395 1 （縦腎．DIP）219

島  正美（ネオマイゾソG） 197；高橋 陽一（窒：丸腫瘍1301列）

              4132      （乳廉直治療  ）
              425 1
                     健（腎被膜骨形成 ）

船政佑（膀胱腫瘍臨床統計）

                 高安
清水憲（原発性アルドステロン症）999脚秀則（継ト隅

     慮シが症候）1・・g融歎（睾丸らい・不妊）

     （褐色細胞腫  ）102！i武本 征人（S状結腸膀胱縷）

清水腔（小児尿路感染症・尿中有形成分）725

・網文 暑�｡）611

師髄（辮圧’CR円175

白勢 ?
）983

新

菅原：

杉浦

   1－Methyl－5－chl－
   orindoline
   methylbromide

武三（Cefazolin  ）190

  （尿路結核治療成績）・・3

  （ご目垢帳面）

  （下大静脈血尿管）

  （腎：破裂    ）

    （す）

博厚（腎腫瘍100例  ）

弍（ST合劇・尿路感染）

1多雨滋雨大1970鞭）

1 （1￥口大1971鞭）・・7

即弘膿糊

齢欝欝

．田中醐儲・・蠣）

：帥蜆（酔圧のCR円

451｝握酵（糠平滑三図
489 「           （重：丁丁揚）

8？一9 1

，1駒

g75 i

16帽細和之（実験的腎甜炎）
         1－Methyl－5－ch一陣和曜臨、de）

    轍（Do艦編、。。）
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3

175

689

119

175

197

          9

         151

         517

（書軽罪衡’）559

儂艦鵬）67・

（鱒魏藩蓉）717

         931

         983

223 察

761…       （て）

  、      計
451

205 i

  ［寺島 和光（尿管開口異常
  1 nt． Li． ．一．一 1｝LCilk of

            calcium
  I

617        （と）

   徳永  毅（男子性器結核

8S9 1戸田 宇一

181

竹断E気彫轡謂）55・ i寺尾暎治（膀胱腫蕩臨床統）219

蹴灘難槻
；lr・鍵瑠口大1970年統）167

        （ll口大1971鞭）

副i多田 茂（鞭醒｝銘つ

      蕪∴；

侍杣一徳（  ）575

：騰㎝・・～ 1



xviii

友吉唯夫（不妊男子環境因子・生活史）・57

     （脇？蟹ism）239

     鱒難劉283

     （孟野醤塩）457

     （寄鍋ste’n）693

豊田

鳥居

永井

 （睾丸らい・不妊）

  Klinefelter症
  候群・LH－RH
  試験

泰

肇（電気刺激排尿 ）

   （な）

純（欝欝藝

785

（ltiiliik；le．fe．iligr．．IE），，，

（腎黄色肉芽腫・カルフソケル）565

         589 i

） 383

耕利剛罐難講●）559
     （血液透析・ペニシリン精神障害）・・7

細肇（蠕轡脈瘤’）813

     （鵬暮羅糊843

中西継（騨徽瀕成）・・3

     （腎破裂    ）921

中野  博（DKB，尿路感染）625

帽廟（覇勢聖訓565
永野 俊介（腎乳頭壊死  ）925

㈱1鉾（膀胱invertedpapilloma）757

     （腎孟切石術・後部垂直切開）837

中村護
iLH・RH負荷後FSH，LH・性腺不全）61・

中山  健（雄性性腺亜鉛 ） 245

永山洋一（書典舞翻457
     （Klinefelter症候群・LH一 RH試験）7s9

瑚紘（蹴：多軸’）181

       （に）

鴇端夫（難緊レドス）999

     健シング厳）…9

     （褐色細胞腫  ）1021
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醐常瑚難灘統計●）3411

醒正一喫y・鮭藩）

     （下大静脈後尿管）

西田鵬（亥ンターセック）

西村潮（雛pan’尿路）

445 1

737

 1

119 i

（雛内注入繭）437

憾剛賭pan●尿路）

仁平寛己（キール型人工腎連結方式）

     （翻圧’CR円

119

3

175

（DKB，尿路感染）625

     （燦聯動・2・

       （の）

野田、進士（副峯丸平滑筋腫）．

     （辮翻ボ査）1・53

     （睾丸白膜線維腫）1059

鮒網（騨灘統計’） 34・

       （は）

岬隆義（Aminocyclohe－xyl－penicillin．膀胱炎）889

白雲起僻響人工腎）551

長谷順常（尿路性器結核統計・萎縮膀胱）・4・

灘購一（藩論統計、’）34・

花井  淳（陰茎平滑筋腫 ） 373

     （腎被膜骨形成 ）829

賜志郎繍若エミン尿）537

鴻義剛騨謬婆船
林威三雄（陰茎即位陰嚢）

     瀦医大1971年）

林檎厚（難1器ted）

（尿管S状結腸吻合術・電解質）・・7

（山口大1971年統計）617

・早原舗（羅臨核治撚）・・3

     ‘（腎不全血液透析・低血糖発作 、）．473

原  信二（精子亜鉛   ）

原田 一哉（ネオマイゾンG）

原田 忠（腎腫瘍100例）

       （ひ）

日江井鉄彦（睾丸腫瘍130例）

     （乳無尿治療  ）

689

197

 9

451

489

・鶴禎介賭塵動繭●）813

彦坂 幸治（精子亜鉛   ）689

   ・台顛（コイル型人工腎センター）551

ss“．， （5．V．’g；Ular renal） 64g

   梶佳彦（尿路性器結核臨床統計）139

127

235

531

757

     （腎孟切石術・後部垂直切開）837

林齢（魏圧●CRD’）・75

林曜一郎餅號暗転）23・

林睡昭（野1970轍）

（陰茎前野陰嚢 ）235

（露医大1P71年）531

篠欝雛鵬）639

平田 紀光（翠丸嚢腫 ） 607

     （フラボン系止血剤）699

平野昭彦（泌尿性器外傷統計）21

平松侃（尿路性器結核臨床統計）139

（陰茎前町陰嚢 ）235

     （翻医大1971年）531

     （尿路性器糸吉核臨床統計）639

平山嗣（贈大1970年統）167

     （贈呈1971鞭）617

平山鍬（辮圧．CRD｝）175

平山1・醐（纏野et「y’）795

広中弘（贈大1970綱167

     （留大1971年統）617

1671広本．諺（筆圧●CRD’）175
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際聯欝）725 1鵬進（騰鉾瀦核臨）13gI

       （ふ）
                i
深津 英捷（遊走腎・DIP ）21gI

深見  正イ申 （重複腫瘍     ）  517 1

     麟二二．）559．

     （聖職癖）717岬尚太郎（

福鞭助 J酷抽；松・
帰山 蝋野臨動醐・。・

彫響謂い5・
（論ru王a「「enal）・4・

 （尿管開口異常 ）963

満（珊瑚’CRD冒）

     （DKB．尿路感染）

雄島 修司（上部尿路田田像）

細和男（罫口大1970鰍）

隔田

藤井

藤井

 （陰茎前位陰嚢 ） 235．

（欝医大1971年）53！・1，

            ：
（尿路性器糸吉核臨床統計）639

羅翻倒6ii 1

稔（王将蜥劉・・3 ii

（魚類羅糊

xix

麟欝舗洞内）477

（鎮痙剤SA504 ） 545

枷騨（腎脳腫瘍動脈撮影）・・1

     修鷲人工腎）55・

         （も）

   棘繊（ll吠1970鞭）167

        （無慮’971鞭）6／7

843 w蔀（尿路性器結核臨床統計）・39

繍欝顯 協1
陣田野（Milk㌔、、＿）57・1

瞬蝋・大！97醗）1671森
17Jr@i

625 i

493 ［

16・’i” ・

覚（Di／ospan・尿路結石）・191

・魯（小児尿路感染症・尿中有形成分）725i

画幅瀧＿）6・・ 1

醐大1971鞭）61ア森

（み）

ヨ鉱吉欝粥状嫡223．

森

                （陰茎細響動76玉画論・翫（論議、S（贈大197／鰍）617；
           三鉦甥（軽爆薙謂）389：

藤田娘（臨韮酬い89．

古畑哲彦（霧膿henico”）・・9

       （ほ）

細川 進一（精索平滑筋肉腫）

堀越雄二郎（重複腫蕩   ）

       （ま）

前川正信（Cefazolin  ）

  （儲医大1971年）53・

  （購鵜綱639
浩一（翻圧’CRD曹）17・

酷（騰1鵬「ted）757

義則儲高齢脈瘤’）813

  （越南鼎聯）843

   1qU’iaentdeXtai？is ） 4c」g

                  （や）

（AB－PC   ）463 薬師寺道則（副睾丸平滑筋腫）881

（難繕洞内）・77： （署驚鴛螺／059

     （鎮痙剤SA5Q4 ）

水谷修太郎（褐色細胞腫  ）

  旨

15封
r，17 i

        Minocycline

19Q、  （遊走腎．DIP
，。3陣川eeee子（醸騰

瞬・蝋藩半裂人珊
      （耐圧●CRD’）175

三田俊彦優物蘇囎）595

隊矧削回・）
   I

 l81 ． 山月1

）21軌山雪
   i
） 517i

，、5医島鰍（入翻 ）469

・・3八竹直（小児腎動脈瘤・高血圧）・・3

31燭雌（騰1脇「ted）757

        麟麗魏鋒）837

   山内離儲ざε醐訓181

義憲（腎肉腫    ） 211

和彦（副塞丸平滑筋腫） 881

箕灘1同輩 織i響li
     （即ボ孫舳）699

凝莞莚懸型灘禽腫溜

松岡 俊介（．ヒ部尿路下襲像）493

停腔（院∵恥
ヨ一将（サンゴ状結石腎十二指腸痩）389

i （AB－PC ） 463

融行夫臨画鋼821
i麟翻（壽吐1970鞭）167

      （響吠1971鰍）617



xx

鎗水蜘罰ラボン系埆699・1

       （ゆ）

結城清之（騨結核治撤）・・3

     （腎不全血液透析・低血糖発作）47・

     （腎破裂    ） 921

弓削順二（羅暑span’聯）・・9

       （よ）

吉田修（ST合剤・尿路感染）633

吉田諺儲纒1器）18・1

吉田宏二郎（翻医大1971年）531

米沢健三
iLH－RH負荷後FSH， LH・性腺不全）611

       （わ）

和志田概（謄綿and’n）581

渡辺  決（ネオマイゾンG）197

泌尿紀要 第19巻（1973）人名索弓




