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（ア）

      口

芦原

足立三太郎（プロチジン酸 ）965

阿部 富弥（人工透析現況 ） 107

天野

淋敬治（賢響●R’fam一）65・

赤枝醐樹影400尿）66・

赦裕（環難ate’排）523

細康年（Fosfomycin ．尿路感染）971’

秋山隆弘健破裂’尿踊）323

     （膀胱憩室腫瘍 ）615

     （腎移植後感染・SB－PC）861

安食醐（尿管扁平上皮癌・尿管皮膚痩後）馴

購秀和（罫老齢尿障）769

    司（膀胱自然破裂・移行上皮癌）611

    顧逆馬艦と）68・，

天野正道（Gentamicin ．尿路感染）983

耕由和（難覆癌’尿路）595

荒巻 謙二（腎血管腫

     （腎動脈瘤

     （睾：丸奇形腫

有馬正明（副甲状腺癌

安藤

） 95

） 101

） 645

） 183

     （腎移植後感染・SB－PC）861

    弘（環難ate’排）523

       （イ）

生亀灘（羅灘婁S’）159

生間三郷麟蟹髭龍）283

邦礁（急性副甲状腺機能充進症）189

     麟醐腎頗）195

     （難腰●尿道）227

     （尿管憩室   ）337

     （睾丸細網肉腫 ）391

人  名  索  引

     （膀胱憩室腫瘍 ） 615

池内隆夫（読響il’in●）587

池・直昭（環難ate．排）523

     （Flavoxate ） 579

池田嘉之（前立腺肥大症組織・Robaveron）243

     瞭鰯饗鵯）249

     （辮Ampト）67・

生駒 文彦（巨大褐色細胞腫） 705

伊佐文治（入院患者尿路感染）49

石神嚢次（ε鵬臨調781

     （前立腺癌・精管精嚢造影）917

     興野。’n●）971

石田晒玲（醗押m吟67・

石部 知行（1974年広大統計）945

板谷宏彬（罷耀状聯・89

     麟両購頗）・95

     （好酸球性膀胱炎） 289

     （腎破裂・尿路再建）323

伊東三喜雄（腎血管性高血圧） 39

     （前立腺凍結手術） 67

     （環avoxate．頻）89

「井上彦八郎 i婁礁湖513

猪木令三（Flavoxate・膀胱刺激症状）557

今林健一（DOTCとRoli－TC・尿路感染）・39

     儲誰i離）68・

鮒一男（環難ate●排）523

     （Flavoxate・膀胱刺激症状）583

     （Amoxycillin ．尿路感染）587

     （腎膿瘍    ）901

疎醐（環購xate’排）523

岩尾 典夫（睾丸細網肉腫 ）391

糀9＝（Flavoxate・神経因性膀胱）165

       （ウ）

上田 公介（細菌尿診断法 ） 127

     （前立腺凍結術 ） 817

     （Geopen・老人術後感染）87・

上村計夫（膀胱腫瘍統計・MMC注入成績）74・

上村茂（Prune BellySyndrome）479

宇佐美道之麟醐腎頗）・95

     鰹饗後感染’）86・

碓井 亜（腎乳頭壊死 ）455

     （1974年広大統計）945

内薗耕二（環難ate’排）523

打林 ?薗ｦ幽735
宇山 健（後腹膜仮性嚢腫）269

       （エ）

江藤 耕作（腎血管筋脂肪腫） 199

     騰羅難讃）749

     （ざ鞘町劉781

     囎購cin’）・79

       （オ）

大江宏（墾倉麟予防対）・・9

     （尿管回腸吻合法・回腸導管）331

     （膀胱自然破裂・移行上皮癌）・・1

     畷購術後）775

大川光央（監細菌翻定）121

     （Sulbenicillin．感染予防）675

大島 秀夫（膀胱外反症  ）367



・城清（環avoxate噸）89

    （原発性三重癌（膀胱など））625

滝三千雄（背面垂直：切開法）205

    儂羅裟。’n’）971

1級i欝湿；

繊薫：響

灘訟ili

・谷遍 ?ﾒ嘲鵬
：1：灘1｛i

【元健一蝋ε鵬器劉781

」1蹉喜子（盤離監腎）275

撒総：：1’排鷹

：奮文薇灘緊急手！：：1

    （膀胱憩室腫瘍 ）615
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麺秀樹（麗羅ζcin●）・71 1加藤弘彰（♀2丁誌羅是冒）・39

鯛彦
Q馴剖 （CefatrizineとAmpicMin）681

      （睾丸奇形腫  ）6451加藤廣海（孤立性腎嚢胞 ）463

1藻類1：：瓢難｝；li

． （尿管回腸吻合法・回腸導管）331  （膀胱醒鵬）6！5

1僻 ｿ1：1図鑑ll
lli：∴驚藻旨＿難1：；：

1：欝1響：継i鞭構

1灘響翻ll訓 （Flavoxate・排尿異常）523

灘1斗∵灘蕪1

                 鮒儲（罐麟後排尿）223
綱陳正（騰藻。’n’）971

一（騨細一：畿繍：
1 （Flavoxate・膀胱刺激症状）557北浜恵三（撫 麟1二）893

勝韓 当ﾙ～：1：1北村憲也（呂衆継織

’醸哲郎（DOTC p Roli－TC・尿路感染）・39・木戸晃（歯群盈腎）27・
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木下囎（副甲状鵬）1831肛明彦（ξ器，認1y）・
     麟盟状騰）・8g l肛醜（人mswa況）、。7

              645 児玉 光人（1974年広大統計）945

槻    、。7小原ひろみ鰹臨襯）249
楠美康夫（賢結核●R’fam”）6S1・1小林収（繍科緊急手）519

     （睾丸奇形腫  ）
       （ク）

   博明（人工透析現況 ）

     picin

久世 益治（前立腺凍結手術） 67

工藤潔（腎自家移植・腎血管性高血圧）275

久保  隆（真性半陰陽  ） 115

熊本醐（慢性血液透析・Single Needle）893

栗田

黒川一s（

黒沢昌也（CefatrizineとAmpicillin）・81

黒・瀞（Fosfomycin ．尿路感染）971

黒田恭一（雛細菌簡易定）121

     （背面垂直切開法）205

     （Sulbenicillin ．感染予防）675

     （膀胱癌・thio－TEPAとuro－kinase注入）735

黒・守（FlavOXate。ネ申経因性膀胱）・65

     囎騨cin’）97・

黒田 泰二（S－Adchnon  ） 177

       （コ）

小出 卓生（腎血管腫   ） 95

     （腎動脈瘤   ） 101

     （副甲状腺癌  ） 183

     （麟両鯖頗）195

     （睾丸奇形腫  ）645

黄朝松（R’羅1巌id）317

越野豊（Amoxycillin ，尿路感染）587

古武諺（膀胱腫瘍・尿道再発）227

孝麟両側腎頗）・95

健破裂●尿踊）323

 （尿管憩室   ）337

 （膀胱憩室腫瘍 ）615

（腎移植後感染・SB－PC）86・

  ε齢灘丑と）78・

7g屠藤

小林稔（Fosfomycin 一尿路感染）97・

小林睦生（環難ate’排）523

小松 V羅籍）377
     （Klinefeker ．父母年齢など）383

近喰利光（Panfuran－S ．急性膀胱炎）・59

近藤 厚生（膀胱電気刺激 ）215

     （鵜鷺二三手）・・9

近翻榔（灘醗泌尿器）・・9

     （鶴胞三巴胱）91・

近簾認 ｯ蹴）233
     繰下四阿）557

     （露鍵400’尿）66・

近藤淳幌鞭鎌膀）557
     （Gentamicin ．尿路感染）983

近藤麟、（r魏顯罰・・3

近藤 常郎（腎膿瘍    ） 901

       （サ）

礁薫（尿路感染症診断用尿培養管）411

     （孤立性腎嚢胞 ）463

      Cefatrizineと蕪克之（。m，、，、11in）68・

礁宗吾（霧燗質細樋）79

     膿漏．儲）917

一偏（DOTCとRoli－TC・尿路感染）・39

     御霊艦と）68・、

懸豊彦（Amoxycillin ・尿路感染）587

    博（Fosfornycin ．尿路感染）97・

酒井紀（Prune BellySyndrome）479

坂口  強（睾：丸奇形腫  ）・645

     （巨大楊色細胞腫）705

     （膀胱褐色細胞腫）723

相模浩二（悪性腫瘍統計）3Q3
     （Eviprostat・前立腺肥大症）433

佐川螂（難麟●尿道）227

     （腎移植後感染・SB－PC）86・

桜井 叢林（男性不妊症  ）397

     縣繍’泌尿）865

桜井  筋（巨大褐色細胞腫）705

佐妹極（雅藩蝦う139

     儲薇艦と）681

佐・耀一郎（1974年広大統計）・4・

佐々木秀平（真性半陰陽  ）115

三三
iHernia UteriInguinalis・男性半陰陽）295

佐三二（算灘癌．尿路）595

燃駄郎（尿路結核・リファンピシン）・3・

     （男性不妊症  ） 397

     （尿管扁平上皮癌・尿管皮膚痩後）・・7

佐藤勝盤鷲濫腎）275

佐藤義基欝謙制219

     （巨大褐色細胞腫）705

       （シ）

塩暢夫細細濫と）681

炉倣郎（雅幽幽う・39

     儲鵠盗と）68・

飴正三（CefatrizineとAmpicillin）68・

渋谷融（DOTCとRoli－TC・尿路感染）・39

     （1轟騰と）68・



繊一郎（Eviprostat・前立腺肥大症）・33

ア田 憲次（巨大褐色細胞腫）705

1髄（腎破裂・尿路再建）323

・石油（Eviprostat ・前立腺肥大症）433

＿志欝劉：ll

曇罷難誹！：：：

      （ス）

源奎二（脳議然う139

門・飼謄躍。●Rifa一）651

沐富夫（孕8丁臨懸劉139

ポ鉄礫騨螺詰手）519

，圃空薫人排尿恥

根・蝋騨轡ウリフ）131

    （コンレイ400。不フロクフム）955

叫購：撫
    権羅non．尿）96・

崎敦哉（Prune Belly・Syndrome）479

「波恵美子（副甲状腺癌  ） 183

      （ソ）

：蹴蕪質神1認

    （副甲状腺癌  ） 183

    麟離州議）i89

    （好酸球性膀胱炎） 289
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      （腎移植後感染・SB－PC）861

        （タ）

麟登
i轄繊細631

 高嶋 成光（後腹膜仮性嚢腫） 269

高杉豊 i藁麟糊513

．翻騨鋤：
高橋 平日（膀胱外反症  ）367

… ：霧鑓顯腫：；！1…

離羅；1；1

高醐 I鍵繍署
［翻津（腎移植後感染・sB－pc）861

…紫白惚面捌・尿）6611

i高階叢瀕！駕1

      （籠鱗状腺機）・S9 1

      （騨腰．尿道）227

1糊羅輪：：II

． （前立腺肥大症組織・Robaveron）249

      （鰭押Amp”）・71

、淋征人麟諜状聯18・

i麟腫騨：：：

1 S￥m」tfiAH．Z．wt．，） 6‘5

 多田

．田近

  （睾丸細網肉腫 ）

  （睾：丸奇形腫  ）

茂（膿22M●血中）877

栄司（背面垂直切開法）205

vii

田戸治（Eviprostat・前立腺肥大症）・ti・

田中 求平（1974年広大統計）945

三三（Fosfonユycin●尿路感染）97・

田中啓幹（Gentamicin ．尿路感染）983

帥聾（整倉麟予防対）・・9

     （鷺騰合法）…

     難離破裂●移）…

     曝騨謙後）775

・中美治（Prune BellySyndrome）47・

谷口 呆（人工透析現況）107
灘邦夫（Grawitz腫瘍・嚢胞様変化）・・3

       （チ）

千葉栄市（慢性血液透析・Single Needle）893

千葉隆一（DOTC ｝ Roli－TC・尿路感染）139

     儲鵠艦と）681

肺門億盤骸S●）・59

励健治（鞍蹴前立腺）・・7

辻旺昭 i ）295
握哲（騨マラガラ）487

土屋             67

寺川            705

寺杣            255

      囎撚cin’）97・

出村幌 i ）63・
      （リンパ系造影・悪性腫瘍）925

東回英之極細ate曾排）523

               579

・当摩躾（腎自家移植・腎血管性高血圧、）275

！徳永            965

    （ツ）

   Hernia Uteri

   Inguinalis・男
   性半陰陽

正孝（前立腺凍結手術）

    （テ）

知良（巨大褐色細胞腫）

一徳（静脈内血液透析）

   睾丸腫瘍・後腹
   膜リンパ節郭清
   術

    （卜）

  （Flavoxate ）

毅（プ。チジン酸． j



viii

富岡 収（S－Adchnon ）177

友吉唯夫

iKlinefelter症候群・X染色体不分離解析）377

     （Klinefelter症候群・父母年齢など）

       （ナ）

内藤 尓Z轡：）735
中新井邦夫（Flavoxate・神経因性膀胱）165

     （神経因性膀胱・骨盤底筋肉群弛緩）219

     （神経因性膀胱・各種薬剤効果）823

中神義三（Panfuran－S ．急性膀胱炎）159

中川克之囎耀難岳）749

中下英之助（雛細菌三七）121

     （Sulbenicil！in ．感染予防）675

中・瑛治（葦穂ate’排）523

仲臨士徳（離圏朧講249

中野撒 i難磯513
中野修道（罧紬憲劉139

     儲舗礁）681

中野博（Eviprostat・前立腺肥大症）‘433

     （1974年広大統計）945

中橋弥光
i二重バルーンカテーテル・恥骨後前立腺摘除）34・

中酵一（無難ate’排）523

細均（鰭押mpi”）67・

永友 知英（膀胱褐色細胞腫）723

永山 一郎（人工透析現況 ）107

m紘（罫老人獺障）769

難波克一 y御難膀）557

       （二）

新島端夫 T鵬1233
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晒

  （Flavoxate・膀胱刺激症状）557

  （ざ鵬諮劉781

  （朧踏non’尿）961

雌（Conray－400 ．尿路撮影）66・

醐常雄（TobramycinとGentamicin）78・

西川 光夫（副甲状腺癌  ）183

鵡副壌論難）295

西出  巌（人工透析現況 ）107

西村保昭（Fosfomycin ．尿路感染）971

西本諺（離溜朧講243

     （鑑響Ampi一）671

細貴一（臨諮と）681
仁平配（Eviprostat・前立腺肥大症）433

     （腎乳頭壊死  ） 455

     （1974年広大統計）945

       （ヌ）

沼昭・
i睾丸腫瘍・後腹膜リンパ節郭清術）631

     （前立腺肥大症・排尿障害水力学）755

       （ノ）

野田 進士（腎血管筋脂肪腫） 199

野辺崇（膀胱腫瘍・微量金属）345

       （ハ）

細隆義（PT－122M・血中濃度）877

萩中隆博（難腸式前立腺）・・7

長谷川敏彦（好酸球性膀胱炎）

長谷川正義（人工透析現況 ）

波部 英夫（膀胱尿管逆流 ）

浜野耕一郎（孤立性腎嚢胞 ）

289

107

605

463

     （PT－122M・血中濃度）877

林庭雄（馬蹄鉄腎・腎孟移行上皮癌）283

林  陸雄（悪性腫瘍統計 ）303

     （1974年広大統計）945

早原信行 i識糊295

早渕洋子（肺胞診●膀胱）91・

’原信二囎縷cin●）97・

        （ヒ）

 日江井鉄彦（薬理二分尿管             ） 59

     儂avoxate噸）89

顔幸治（前立腺癌・精管精嚢造影）917

     細杷dρ’）97・

久住 治男（背面垂直切開法）205

     （簾湿式前立腺）・・7

     藤織騰’）731

     （膀胱癌・thio－TEPAとuro－kinase注入）735

     （Urokinase とthio－TEPA共存・薬剤安定性）743

・爾卓（霧脚質細腫）79

     懸難’儲）917

平岩 三雄（男性不妊症  ）397

     （コンレイ400・不フロクフム）955

平尾鶴麟縷癌腎孟）283

平竹麟（尿管回腸吻合法・回腸導管）331

暢章治（雛細菌翻弄）・21

平山多秋（Eviprostat・前立腺肥大症）433

広岡九嫡（朧黙。’n’）971

麟彫（Grawitz腫瘍・嚢胞様変化）813

広本宣彦（Eviprostat・前立腺肥大症）43・

     （1974年広大統計）945

       （フ）

深津 英捷（遊走腎    ）  1

深見 正伸（前立腺凍結手術） 67

福井審査（神経因性膀胱・薬物療法）833

福重  満（腎乳頭壊死  ） 455

     （1974年広大統計）945

福田泰久（S－Adchnon ）177

     （麗羅cin．）971



鮒昭男（謝間質細樋）79

湊井 和子（膀胱褐色細胞腫）723

耕元広（Eviprostat・前立腺肥大症）433

藩田  茂（巨大褐色細胞腫）705

細幸利（Paraprost・ ’1曼性前立腺炎）429

     繍懸’膀）557

     （羅n。n’尿）961

鰍卓治（ζ器，。B．el’y

藤本洋治（Eviprostat・前立腺肥大症）433

                E
細久（Sulbenicillin ．感染予防）675

牲劃鞭’R’fam一）・・1 1

占川玄教鷹難曲●Fla“）8471

     （膀胱内圧・Fla・voxate）853

     （Fosfomycin ・尿路感染）671

畝太郎（尿管回腸吻合法・回腸導管）331

泌尿紀要 第21巻（1975）人名索引

     （羅胞診鰍）911

松木暁（Eviprostat・前立腺肥大症）433

松灘三郎（CefatrizineとAmpicillin）681

    進麟勲記腎孟）283松島

松田

）・79 1鮒陽右amycin注入療

       （へ）

別宮  徹（尿管憩室   ）337 1

     （膀胱憩室腫蕩 ）615：

       （ホ）

朴木 繁博（孤立性腎嚢胞 ）463

轍洋之麟鯉状懸）189
超川 進一（腎血管性高血圧） 39

     （入院患者尿路感染）49

納英輔（羅22M●血中）8771

本多醐（罫老人排尿障）・ 76gi

本間曜（Piromidic acid・急性膀胱炎）317

       （マ）

諭原  進（1974年広大統計） 945

公岡

丑岡

噌臨幸男備諜翫腎）275

     （巨細胞癌・尿路外症候）595…

   啓（Gentamicin ・尿路感染）979

徹（巨大褐色細胞腫）705：

松元

 稔（膀胱外反症  ）

  （尿管・腸吻合 ）

  （膀胱褐色細胞腫）

   膀胱腫瘍・Adri一（法

敏彦（腎血管筋脂肪腫）

367

715

723

） 233

199

ix

、 儂難ate．排）523

， （牒癌●尿路）595

…宮川美栄子（騨轡●ベン）63

松本麺（環難ate●排）523 」

加邦夫（Amoxycillin ・尿路感染）5871

（ミ）

三浦灘腱麟後排尿）223・1

三国記（欝亥’R’f ）65・’

三崎俊光

i膀胱癌・thio－TEPAとurok－inase注入）735 i

     （Urokinaseとthio－TEPA共存・薬剤安定性）743

三品醐激闘感染予防対）・・9

     （尿管回腸吻合法・回腸導管）331．

     艦繍喜）34刊

                1
     （黒蓋灘裂’）61・1

     （下部尿路手術後口感染予防）… 1

水谷修太郎（副甲状腺癌  ） 183．

鋼期（悪性腫瘍泌尿器侵襲）・・9楠

麟両側腎頗）

（睾：丸細網肉腫 ）

（睾丸奇形腫  ）

Eviprostat・前

195

391

645

溝・獣性腺肥大症）4331

三田俊彦（Fosfomycin ．尿路感染）971

三矢期（欝鷺科緊急手）・・9

南糊（腎自家移植・腎血管性高血圧）275

    武（腎自家移植・腎血管性高血圧）275

     （前立腺凍結手術）

宮川 光生（腎血管腫   ）

     （腎動脈瘤   ）

     （睾丸奇形腫  ）

67

95

101

645

剛胆（下部尿路手術後創感染予防）775

宮崎姫（雛細菌翻定）12・

     （背面垂直切開法）205

     （懲幽735

宮崎重（膀胱内圧・Fla－voxate）847

     饒難圧●F’a一）853

     感恩cin●）97・

宮田宏洋（DOTCとRoli－TC・尿路感染）139

     儲留鑑と）681

宮本衡略画璽翫）893
       （ム）

村醗良催子都排尿障）769

村田庄平櫟創感染予醐）・・9

     （尿管回腸吻合法・回腸導管）33・

     艦繕喜）341

     （膀胱自然破裂・移行上皮癌） 6・・

     曝騨霧術後）775

榊鉄郎鱗鵬泌尿器）・・9

     麟胞診●嚇）91・

       （モ）

望月

桃井

百瀬俊郎（

紘一（腎自家移植・腎血管性高血圧）275

潔儒瓢圧●Flaう847

  儒難圧●Fla一）853

   ε齢鴇潔と）781



x

森

森

森

森

昭（Fosfomycin ．尿路感染）971

浩一（Eviprostat・前立腺肥大症）433

晒（術創感染予防対策）．3・9

幸夫（膀胱尿管逆流 ）605

綱瑚懐乱400尿）661
森下文夫（尿路感染症診断用尿培養管）411

森山昌樹（蹴緩腰輿●）813

       （ヤ）

薬師寺道則（腎血管筋脂肪腫）199

山内昭正儂難aしe’排）523

山岸 英之（副甲状腺癌  ） 183

山・諺（膀胱腫瘍統計・MMC注入成績）・49

山下 利幸（後腹膜仮性嚢腫） 269

畑薫麟岬町孟）283
1－Ll・P嶽（DOTCとRoli－TC・尿路感染）・39

     儲温品と）681

山辺徹（子宮癌術後排尿障害）223

躰琢三（Fosfomycin ．尿路感染）971

      （ヨ）

横川正之（環難ate’排）523

横山苑催騨瓢艶）893
吉田  修（腎血管性高血圧）

（入院患者尿路感染）

（直面二分尿管 ）

隣弩弓●ベン）

Klinefelter症（

候群・X染色体
不分離解析

Klinefelter症（

候群・父母年齢
など

39

49

59

63

吉田宏二郎（実験的腎腫瘍

吉田難篠懸鐵’膀）583

依田 丞司（腎膿瘍    ）901

       ） 377

       ） 383

（   ヨ ま ｛灘など））625．

（嚢胞腎自然破裂） 711

       ）． 31

泌尿紀要 第21巻（1975）人名索引

       （リ’）

林正健二（盲端二分尿管 ） 59

       （ワ）

和志田裕人（細菌尿診断法 ） 127

     （前立腺凍結術 ） 817

     （雛熱老人）87・

灘尉（下部尿路手術後創感染予防）775

渡辺魏囎鶴監庄腎）275

濟昭道（鰭押mpi一）671

和田  康（人工透析現況 ） 107




