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iv

人 名 索 引 簾講杏筈難瑚

       （あ）

赤坂哲治郎（膿mysonG●）551

赦俊幸（捌D122’謄）・・5

     （Mestinon ） 483

阿岸鉄三（9鰹罷薗d’de）117

椥隆弘（賢婦灘症）239

     （ ）683

浅井真（溜122●尿管）・・5

安食騨（黄体ホルモン剤・前立腺肥大症）47・

足立三太郎（デイロスパγ ） 57

姉崎衛（黄体ホルモン剤・前立腺肥大症）…

阿部富弥（DKB    ） 53

     （轍欝欝痒症）113

     （糖尿病性腎症・血液透析）443

     （病難細779

天本 太平（デイロスパン ） 57

有馬正明懸盤灘症）233

     （副甲状腺腫瘍・超音波断層法）289

有吉朝美（SH－582・前立腺肥大症）799

安藤  正（閉鎖式導尿法 ） 539

       （い）

鮒燵（セルニルトン・女子膀胱炎）285

     （ロバペロン・削立腺肥大症計測）351

生P・7n一一‘R3（魏医大統計’）411

     麟躍窪’赤）813

池内隆夫（騨雛●MMC）33

     （尿道カルンケル）869

削達夫（鵜瞬術喘）389

畑嘉之（膀胱癌・放射腺治療i・β一G）23

池知 俊典（気腫性腎孟腎炎） 141

生駒文彦騰羅餅部）557

     （糠書魚心）56・

群靖（勲流量’Xe一）・・9

石神勲（Oxapium iodi－de・尿管筋電図．）117

     （SH－582・前立腺肥大症）773

石川登喜治（SH－582・前立腺肥大症）・・3

石川蜴 i欝：監＞753

石川議鵬医大統計●）411

石部知行（広島大学統計・1967Av 1971）89

     （離大輸計．）・・5

     （CX・48・急性腎孟腎炎）135

     （広島大学統計・1973）675

伊集院難鵬医大統計’）…

碑芳和（SH－582・前立腺肥大症）799

岩動孝（警形成●石灰）5・9

纐椴（SH－582・前立腺肥大症）763

板谷興治（SH－582・前立腺肥大症）759

板谷宏彬儲雛血症＞233

（膀胱転移・絨毛上皮腫）385

（膀胱尿管逆流・形成術）84・

齢チン尿症診）837

腋弘唄翫響’前立腺）737

伊東三喜雄（華麗論い7

     （豊辛勢蝉）62・

稲垣侑 i縢闘779

居原  健（デイPtスパン ） 57

今村一男（蝦羅’MMC）33

     （尿道カルンケル）869

躰卓母線彊側齢）359

     鵬医大統計り411

入矢一之鵬医大統計●）411

岩井博（調馬騒癌●）875

岩尾 典夫（腎孟破裂   ） 251

岩佐 賢二（気腫史記孟腎炎）141

岩本  稔（真性半陰陽  ） 39

     （コレキサミン ）281

       （う）

碓井亜（広島大学統計・1967’v1971）89

     （離大学縮’）1・5

     （雛饗雛腎）・35

     （鷺大学統計’）675

       （え）

戒野 庄一（Wilms腫瘍 ）149
     （小児神経因性膀胱・回腸導管）457

遠藤博志（細蟹●前立腺）737

       （お）

耕鉄太郎（ブμゲステロン・前立腺肥大症）721

大井 v妻難藩）・・9

大江  宏（真性半陰陽  ） 39

     （導者泌尿器科）195

大川

     （小児神心因性膀胱・回腸導管）457

大川光央（懸二上鵬）7

     （暁鶏跡中）425

     （尿中分離菌薬剤感受性）435

  （コレキサミン ） 281

順正（Wilms腫瘍 ）149



逢坂宇一（轡形成●石灰）・・9

大里和久（譲灘鶴岐部）557

     （不完全重複尿管・尿管尿管逆流）561

畑訓環醐ate●排）275

     儒賑翻’下）321

     儂翻麟胱●）571

     （纒騰難．）577

     僕翻罫書．＞633

     （神経因性膀胱・排尿機能）64・

大滝三千雄（転移性尿管癌 ）523

大野三太郎（Oxapium iodide・尿管筋電図）・17

大原  孝（陰茎折症

大堀

        ） 265

勉（角D122’尿管作）・・5

 （Mestinon ） 483

（欝形成’石灰）・・9

王丸鴻一（瀧ぎ．前燃）799

大森孝郎（膀胱リンパ肉腫）379

大山 武司（尿管異所開口 ）259

     （陰茎癌    ）397

     （原発性膀胱横紋筋肉腫）615

     （膀胱良性腫瘍 ）849

岡島麺郎（鶴磁北性褐）359

     （鶴医大統計’）…

岡田謙一郎（SH・582・尿中ステロイド分画）769

岡澹郎
iプロゲストーゲン療法・前立腺肥大症）・・9

岡本卿（灘馨’赤）813

細一驚羅智計）683
卿嚇（尿道処女膜癒合症）595

小倉 裕幸（外陰癌    ） 183

長田尚美
iSH・582 ・血中テストステロン変動）745

小田 完五（真性半陰陽  ） 39
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     （コレキサミン ）281

齢京一郎（濤82’前立腺）73・

小野秀太催勲管隔）・・5

小野浩（広島大学統計・1967・一1971）89

     （離大胆計．）・・5

     （礫大学統計’）675

     （至難ate’排）885

小幡 浩司（閉鎖式導尿法 ） 539

尾本鯛（翫響●前立腺）799

      （か）

離糊（SH－582・前立腺肥大症）・・7

梶尾克彦（藤i翻01’前立）881

     （聡響ate●排）885

耕海（副亀頭・重複尿道）・77

柏木崇（SH－582・前立腺肥大症）793

片庭灘（瀬myson G●）55・

舳喬轍饗前立腺）737

槻哲郎（翫忌物腺）759

加藤 哲郎（精嚢腺嚢腫  ） 81

     轍響前立腺）・・7

加藤篤二（勤2縮ス）769

濾弘彰（辞灘奏ンり285

鵬聯（市立堺病院統計・ 1964N1973）683

金武  洋（デイロスパン ） 57

狩野健一騰三二譜471
守殿顛（不妊睾：丸 3β一HSD活性）335

上領頼啓催瞳轡’）367

川井  博（阿房性腎嚢胞 ）823

河島 長義（陰茎折症   ） 265

     （胃癌膀胱転移 ）583

河西 宏信（陰茎癌    ） 397

     （膀胱良性腫瘍 ） 849

v

川野四郎
ｫ灘e前）・・3

川端讃（プロゲステロン・前立腺肥大症）72・

川村寿鯉流量’狗219

河村信吾（鞍懸●子宮）863

細静人（縢辮症尿中）425

     （愚難舗剰435

       （き）

聯武禾峰騨盃姦症ス＞243

     （腎生検    ）295

     （陰茎癌       ）  397

     （後腹膜血管腫 ）499

     麟膣蹴鰍）615

北川 道夫（Wilms腫瘍 ）149

北村測瀧群’前立腺）737

城戸摩利子（陰茎折症   ）265

木下嚇（齢チン朧診）837

木村 正一（尿路結核統計 ） 301

木村  哲（Sulbenicillin） 129

     （遊走腎症   ）449

禰蕾夫催購轡’）367
     綿繭前立腺）・・3

       （く）

楠見 博明（DKB    ） 53

     （轍欝痒症）113

     （蟹難腎症り・・3

久世 V豊携攣）・2・

公平昭男（臨馳細665
久保  隆（AD 122   ）205

     （Mestinon ） 483
     （腎無形成・石灰化）・・9

熊谷郁太郎（精嚢腺嚢腫  ） 81

熊本 三明（尿路結核統計 ） 3Q1

畑孝麗離醗症）233
     （副甲状腺腫瘍・超音波診断法）28・



Vl

     （尿管瘤・経尿道手術）・・3

縣寛盤響前立腺）71・

黒木 二二（デイロスパン ） 57

黒田 治朗（気腫性腎孟腎炎） 141

黒田恭一謄利点二手）517

     （鍛響前立腺）759

             i gi鍬塚  寿（デイロスパン

桑原 正明（精嚢腺嚢腫

       （こ）

甲野三郎（謙癒群

     （陰茎癌

） 71

） 397

二戸丁丁（撫評’）367

越野豊鰍雛’MMC）33

小島明（鍛蟹’前立腺）759

古武敏彦億スチン尿症診）

肛正道臨顯糀計）

後藤薫物ンチグラフ）

837

683

1

舗元治（野饗前立腺）731

小松 ?裴J）・・
     （翠丸intratubu－lar body）545

近藤 厚生（尿失禁防止装置）417

近藤 隆雄（多房肝腎嚢胞 ） 823

近藤馳繋駕雌褐）e59

     （鶴医大統計●）41・

紺屋 博暉（気腫性腎孟腎炎）

       （さ）

141

礁宗吾（精子・精漿マグネシウム）4・7

     （プロゲストーゲソ療法・前立腺肥大症）・・9

礁豊彦（敷雛●MMC）33

（尿道カルンケル）869

斉藤雅人（セルニルトン・女子膀胱炎）285

     （暴挙羅許鋤35・
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斉藤  泰（デイPスパン ） 57

酒井晃鰹ブドウ状肉）

相模浩二（広島大学統計・1967’v1971）

     （離大学統計’）

     麟大学統計●）

騰治三蝋R齢。、。，、，）

     醗蟹前立腺）

坂・強（尿道処女膜癒合症）

佐川史郎 i孤露講納

     蝶雛尿道）

     （市立堺病院統計’ 1964“v1973）

佐川畑（籔羅●MMC）

331

89

105

675

587

793

595

233

313

683

33

（尿道カルンケル）869

餅叢人（輸金離謝471

灘畷黙黙岐部）
     σ蕪灘雛）

桜木

佐々

勉（デイPスパン）

弘（フロゲスァロン・前立腺肥大症）

佐癒郎（広島大学統計・1967””1971）

     （鷺大学統計’）

     （離大学統計’）

佐々木秀平（AD 122

     （Mestinon

557

561

57

721

89

105

675

） 205

） 483

佐・木進総立’重複尿）・79

     （尿管異所開口 ）

     （陰茎癌    ）

     （後腹膜血管腫 ）

佐・木寿嬬錨献差）

259

397

499

721

佐藤駄郎鰭金轡謝47・

藤義基（謄罫ate．排）275

     （難春雨0下）32・

（神経因性膀胱・尿意再建術）

（神経因性膀胱・骨盤底筋肉群）

儂翻灘胱’）

（神経因性膀胱・排尿機能）

沢西漱（難轄’

       （し）

571

577

633

645

） 219

細圭三（緻響前立腺）711

柴 同轍響前立腺）773

芝木鴎緻羅．MMC）33

島正美轍蟹前立腺）・・7

島崎古轍響前立腺）711

島崎俊榔（広島大学統計・1967N1971）89

     （騨学統計’）・・5

島田 P魏鶴岐部）557

     （不完全重複尿管・尿管尿管逆流）561

島田宏一郎催胱ブドウ状肉）331

     轄心服断）517

     （転移性尿管癌 ） 523

島村蕗羅魏上踊）・

     禽龍症尿中）425

     （尿中分離菌薬剤感受性）435

清水鞍（難購胱●）

     （神経因性膀胱・排尿機能）

下平政喫翻三三’）

     （醸羅膀胱’）

白井将文ﾋ鵡師臨（広島大学統計・1967“v1971）

     （広島大学統計・1972）

     （鷺大学統計’）

633

645

633

645

271

89

105

675



     （蕪罰789

新武三儲k．讐劉71
     （尿管異所開口 ）259

     （腎生検    ）295

     （陰茎癌       ）  397

     （原発性膀胱横紋筋肉腫）615

     （膀胱良性腫瘤 ）849

新谷  浩（陰茎折症   ） 265

       （す）

末光浩（精子・精漿マグネシウム）・・7

     （SH－582・前立腺肥大症）773

菅  典義（デイロスパン ）

杉浦  弍（Pentazocine ）

ec）k  三良91 （プロゲステロン・前立腺肥大症）

鈴木 紀元（Larixin   ）

鈴木 茂章（Pentazocine ）

       （せ）

瀬川昭f響三
関  悦治（デイロスパン ）

       （そ）

添田 朝樹（膀胱リンパ肉腫）

57

693

721

213

693

） 753

57

379

細孝夫（腎移植後感染症・心肺合併症）233

     （副甲状腺腫瘍・超音波診断）289

     （尿管瘤・経尿道手術）・・3

     （膀胱尿管逆流・形成術）843

       （た）

餅擁（停留睾丸・an－drogen生合成）665

高崎登（前立腺手術時精管切断術）389

     （小児腎血管性高血圧症）・・5

高田元敬（AK－123   ）599
     （gestagen療法・前立腺肥大症）785

高橋 崎三（AD 122   ）205

     （Mestinon ） 483

高橋  徹（コレキサミン ）281

高橋寿（SH－582・前立腺肥大症）・・7
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高橋潮（SH－582・前立腺肥大症）…

高橋 陽一（TTCテスト ） 77

     （Pentazocine ） 699

     （鞘2瀦ス）769

高山 ?
）187     睾丸間細胞電顕

      ． Klinefelter

     症候群

田口 貢（デイロスパン） 57

納秀雄（睾丸intratubu－lar body）545

竹内弘幸（濡82’冷感）73・

竹内正文麗縷腰瘍●）289

     願立．経尿道）313

     （膀胱転移・絨毛上皮腫）385

     （マドレキシン ） 42！

竹腰 八郎（コレキサミン ） 281

榊生昌（膀胱癌・放射線治療・β一G）23

武本 征人（腎孟破裂   ）251

     （尿道処女膜癒合症）595

     （齢チン尿症診）837

多田

田戸

茂 （Larixin

治（広島大学統計・1967N1971）

（鷺大学統計●）

（同座’急1生腎）

） 213

89

105

135

（舗大輸計．）675

帥求平（広島大学統計・1967N1971）89

     （鷺大学統計り675

     （聡響ate．排）885

帥諺（精子・精漿マグネシウム）・・7

旧記
ﾟ1罫立）789

帥啓幹（gestagen療法・前立腺肥大症）785

騰齢（妥捕餓ン．）285
     （ロバペロン・前立腺肥大症計測）35・

・林輔（で罷翻編・21

vii

玉置明（蹴響前立腺）773

田村公一（翫泌前立腺）763

丹田  均（尿路結核統計）301

淡輪 邦夫（多面性腎嚢胞 ）823

       （ち）

近沢 秀幸（転移性尿管癌 ）523

       （つ）

辻田 正昭（陰茎癌     397

     （膀胱良性腫瘍  849

辻村俊策（Pentazocine  693

握哲（プロゲステロン・前立腺肥大症）721

土屋正孝
i前立腺性血清酸フォスファターゼ）・21

       （て）

出村滉（前立腺手術時精管切断術）389

寺島和光 ﾍ難購垣
     （尿管S状結腸吻合・膀胱外反症）375

     （睾：丸固定術  ）463

     （小児膀胱尿管逆流）529

寺杣 _戦鯛・・7
寺田 雅生（尿路結核統計 ）301

k「ho「s‘・（騨獅一波）533

       （と）

時実昌泰（霧雛講）557

     （糠書軸翻56・

徳永  毅（デイロスパン ） 57

      pelvic
              587      1ipornatosis

      プロゲステロン
      ・ SH－582

禰群（   ）
土手剛   ）721
友吉轍（膀胱周囲膿瘍・嚥下魚骨）・7

     （男子性腺・myotonicdystrophy）47

     （諮階tubuう・4・

     （勤2瀦ス）769

細献（舞鶴チグラフ）1

鳥居 恒明（尿路結核統計 ）301



viii

鳥塚莞爾（難懸鼻．

       （な）

） 219

中新井邦夫（環欝ate’排）275

     （膀胱三角部・下部尿管運動）321

     （難畏下町’）571

     （神経因性膀胱・骨盤底筋肉群）

     幡羅灘胱’）

     （難羅籠膀胱’）

中嶋研二 i羅翫
中西 純造（腎生検．  ）

     （陰茎癌    ）

577

633

645

） 803

中野博（器さ滞計’）

     （離大学統計．）

     （舗大学統計’）

     （環鰭ate●排）

暢漸（騨羅●MMC）

中村健二（プロゲステロン・前立腺肥大症）

中村

中山

中山

295

397

89

105

675

885

33

721

護（男子性機能不全・尿中LH測定法）271

健（プロゲストーゲン療法・前立腺肥大症）・・9

宏（㍊羅’前立腺）799

永芳弘之（緻繋前嫌）799

夏目 紘（閉鎖式導尿法）539

生田舩夫（縢羅．MMC）33

轍千秋轍響前立腺）759

       （に）

縞轍醗灘鰭’）785
西尾正一（急性腎不全・ストマイ過敏症）243

     （陰茎癌    ）397

醐亨（謬響前端・・3

酬酬蟹麟腎症’）443

泌尿紀要 第20巻（1974）人名索引

西村隆一
i羅灘生合）665

西脇  健（陰茎折症   ） 265

仁平配麟さ辮＋●）89

（広島大学統計・1972）

（器綾’雛腎）

105

135

（舗大轍計’）675

（環藤ate’排）885

       （ぬ）

沼里  進（外陰癌 ） 183

     （溜22’騰）・・5

     謄微’石灰）・・9

沼田疏魑騙鶴精） 389

     （盆罐血管隔）・・5

       （ね）

根本 良介（精嚢腺嚢腫  ） 81

       （の）

野綿成
i諜『制・・3

       （は）

袴田 隆義（Larixin   ）213

長谷」1彫（環礫ate●排）385

波媚紘一（瀦1’前立腺）763

畑栄造（緻響前立腺）749

馬場志郎（遊走腎症   ）449

林威三雄麟擁側性褐）359

     （離医大統計’）411

林知厚鷹野鶴岐部）557

     （干藷粥騨）561

林 麟（讐さ離計り89

  （鵠大輔計●）1・5

  （騙大報計’）675

  （欝審。’●前立）881

     （鼠講ate’排）885

細重昭儂龍押’）367

早原信行（謙籍窪。り・・

     （急性腎不全・ストマイ過敏症）…

     （陰茎癌    ） 397

原信＝（SH－582・前立腺肥大症）773

原種利（デイロスパン）57
原田識（セル亭ルトン・女子膀胱炎）285

     （笠鹸昊衿回鶏）351

丁丁（難盤．）・・9

聖utmann傑選評騨）829

       （ひ）

日江井鉄彦（膀胱リンパ肉腫）379

顔幸治（歎騨マグ）・・7

久住治男鰭利用尿路手）・・7

・高正昭慰響前立腺）799

平尾諺鵬医大統計’）411

平田耕造（鍬響前立腺）799

一軸（羅轡症尿中）425

     （尿中分離菌薬剤感受性）435

平松侃鵬医熾計’）411

平山嗣（pelviclipornatosis）587

軸鍬（環酵ate’排）885

鋼九嫡（Oxapium iodide・尿管筋電図）117

広野 晴彦（多門性骨嚢胞 ）823

広本野際騰計1）89
     （鵠大学統計●）・・5

     （舗大学統計●）675

     （黒黒ate璽排）885

       （ふ）

深肛伸
i前立腺性血清酸フォスファターゼ）621



福岡 洋麟灘離）

（尿管S状結腸吻合・膀胱外反症）

 （睾丸固定術  ）

（小児膀胱尿管逆流）

翫逸寿（続発性陰茎癌・持続勃起症）

樋門繍さ滞計’）

     （観大学統計．）

     （舗大学統計’）

泌尿紀要 第20巻（1974）人名索引

165

  前J［

375 1

463

529

875

89

105

675

     聡響ate●排）885

鵬克治（膣胱ブドウ三国）331

     （転移性尿管癌 ）

福田 泰久（Etomidoline ）

     （SH－582・前立腺肥大症）

融公（SH－582・前立腺肥大症）

福山 拓夫（TTC test  ）

麟元広（器杢蒲計’）

     （鵠大面計’）

     （離大学統計’）

藤田 征野（尿路結核統計）

藤田 幸利（AK－123   ）

藤本洋治（環雛ate●排）

船井靴（milk of calci－um・水腎症）

     （副亀頭・重複尿道）

     （陰茎癌    ）

     （膀胱良性腫瘍 ）

523

498

773

773

77

89

105

675

301

599

885

71

179

397

849

古畑哲彦麟懸癌．）875

       （へ）

別宮酬蟻熱血計）

       （ほ）

683

穂坂正彦（停留睾丸・an－drogen生合成）665

     （；．；iHg592i｛？E．tli3） 745      SH－582・血中テ
      ストステロン変
      動

本多 靖明（閉鎖式導尿法 ）

    （ま）

正信醗騒轟ス）243

     （腎生検

     （陰茎癌

     （後腹膜血管腫

     （霧離膀胱鯛

前田 義雄（膀胱リンパ肉腫）

牧野邦司郎（デイロスパン ）

295

397

499

615

379

57

町田修三儲誌atub砕）・4・

松浦

松木

松島

一癖無上囎）・

暁繍愚計●）8gl
（揚大学統計・）1・5i

（広島大学統計・1973）675

進（家族性両側性褐色細胞腫）359

鵬駄統計’）41・

松・瀦（瀧12’前立腺）

細細欝難）
1鮒灘（麗斯開。            ）

     （陰茎癌    ）

Marl〈ovi6，

B．

Melchior，
H．一J．

       （み）

三浦 邦夫（精嚢腺嚢腫  ）

舗儲（雛鷺●子宮）

，，， I

  s

271

259

397

／喉購腎炎）63

（襲躯妬い29

81

863

美川鰍（罷2．前立腺）7S9 1

  ミ
5391三矢

三品 輝男（真性半陰陽  ）

     礫者灘三三）

     （コレキサミン ）

水谷修太郎（二二破裂   ）

水間圭祐（撫myson’G）

溝・囲環礫ate’排）

光宗正就（pelyiclipomatosis）

   英輔（閉鎖式導尿法 ）

39

195

281

251

551

885

587

539

宮川

ix

宮川美栄子（ ）62・

宮川光生（鑑遡嫌癒合）595

宮崎 ﾊ騨罐）165

麟姫嘆魏上囎）・
     轍響前立腺）－759

（欝鞠753
征男（精嚢腺嚢腫  ） 81

   前立腺性血清酸
   フオスファター
   ゼ

       （む）

村上憲一郎（後腹膜血管腫 ）499

村瀬 達良（閉鎖式導尿法 ） 539

柵純治（SH－582・前立腺肥大症）799

村田 庄平（真性半陰陽  ）

     諜者泌尿器科）

     （コレキサミン ）

       （も）

本永 逸哉（膀胱自然破裂 ）

39

195

281

857

轄蔀麟擁側鷹）359
     漏斗統計●）41・

百瀬・蝋畿藩’前立腺）737

百瀬俊郎轍響前謙）799

森海蘭さ舘計●）89
     （離大学統計’い・5

     （鵠大学統計’）675

森  康行（真性半陰陽  ） 39

騰翻尿器科）・95

     （コレキサミン ） 281

森口隆一郎（遊走腎症   ）449

躰簾（小児神経因性膀胱・回腸導管）457

森山 昌樹（多売性腎嚢胞 ） 823

       （や）

矢島姓（蝦羅●MMC）33

八竹直（膀胱結石超音波砕石術）533



x

     （腎腫瘍・尿中酵素パターン）829

     （齢チソ尿症診）837

山川義憲雌灘上鞘）・

畔融（鷺野症尿中）425

     （尿中分離菌薬剤感受性）435

山崎  章（陰茎折症   ）265

     （胃癌膀胱転移 ）583

畑薫鵬医大統計●）…

畑行夫（警形成’石灰）・・9

山田 義夫（気腫性法孟腎炎） 141

山中 元滋（陰茎折症   ）265

岨徹（雛鷺’子宮）863

       （ゆ）

徽瀧（副亀頭・重複尿道）179

     （尿管異所開口 ）259

     （陰茎癌    ）397

       （よ）

横井浩（麗獄門り289

横峨二轍響前回）799
吉田  修（膀胱リンパ肉腫）379

     （墨壷intratubu一工ar body）・45

鵠宏二郎鵬医大統計●）…

     （副腎皮質癌・赤血球増多症）813

吉田難（籔羅’MMC）33

     （尿道カルンケル） 869

米沢健二
i男子性機能不全・尿中LH測定法）271

       （わ）

細革（SH－582・前立腺肥大症）759

渡辺測野離献ン’）285

     （鎗畝瀞鋤351

     （鍛蟹’前立腺）7・7

       （り）

劉自覚轍蟹●前端763

泌尿紀要 第20巻（1974）人名索引

林正 健二（Pentazocine ）699




