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xiii

       （ア）

青木  敦（睾丸鞘膜腔嚢胞）

青山龍生（暴性癖磁多）・・5

赦俊幸（神経因性膀胱・ロノ9ペロン）

     雌難騨’）

     催輝国廟議い53

秋嬉久夫（野癌．醗予）

細離（膀胱炎治療効果・リソチーム）

     （腎動静脈痩  ）

     （男子後部尿道腫瘍）173

     （前立腺癌骨転移スキャン）18・

     （前立腺腫瘍凍結療法・免疫と尿流量）・91

     （超音波診断  ）

灘真（神経因性膀胱・ロノ曳ペロン）

     （胃癌泌尿性器転移）353

安積痢要鰐鴬／

朝倉 茂夫（多罪性腎嚢胞 ）

趾卓三（ペソタゾシン・尿路結石症終痛）

天野正道（夢熱血憲）871

荒井 由和（腎細胞癌治療 ）

     （尿管腫蕩の診断）

淋博孝（発作性褐色細胞腫）

     （麩欝シカノレ）251

     （腎動脈瘤   ）

     （纂洞内腎翻石）685

       （イ）

荊肺（顯立腺炎’）

生間昇一郎（議医大統計’）38・

    名  索  引

      騰医轍計’）519

井・礫騨騨飛燕）59
      （腎動静脈瘤  ） 127

      （霧子後部尿叢）173

      （前立腺癌骨転移スキャン）18・

      （鱗毒翻癌●）779

      （慶羅●免）・91

      （超音波診断）四

脚雛1∴惚
 池矢口  俊典 （腎動青自脈痩    ）  127

畑漱（難砕碓’衝）377

      （騨犠計’）・9・

      （京大外来統計・1974一”1976）861

石井靖 i海老勧119

石川英二（京大入院統計・1973’v1976）393

      麟騰計’）861

石川昌義鵬駄統計’）・8・

石神獄（理携計●1966）6U

      （尿路感染症・ピペラシリンとカルベニシリン）713

石堂哲郎（神経因性膀胱・ロバペロン）293

礪道男麟雛’簾）・83

 石山 勝蔵（睾丸鞘膜腔嚢胞） 67

伊集院竢Q灘騨神
      鵬医大統計’）38・

      鵬医大統計●）519

  （叢詫鱗薯華華τ翻

糊孝（霧癌泌磁性翻転）353

板谷宏彬（難裂後腎保存）14・

伊藤翻三無纂聾瘤）671

伊藤哲夫（inverted    papilloma）・85

伊東三喜雄纏る竪計●）393

     （腎静脈結紮・側副血行・腎機能）753

     麟蔵回●）861

井上四郎（徽感染症’）91

井上凱郎（両側腎 angiQ－myo1ipoma）761

     （難論ta’n）775

鮒一ee（羅鵬荘入）51

     （講演症’つ199

岩尾欺（潔藩切開’）…

     （欝’腎細胞）・69

雛賢二（纏藩切開●）…

岩崎昌太郎（神経因性膀胱・Pノミペロン）399

岩崎軟綴る號計●）393

     （京大外来統計・1974”v1976）861

岩田難（膵仮性嚢腫・腎嚢腫との鑑別）・39

       （ウ）

畑公介 i讐糊255
     （緊蝶夫カル）567

     （前立腺凍結術・免疫）585

       （エ）

江鮒作（覆奮射713

戎野 庄一（サルモネラ結石）837



k粒

醜三三（欝性腎出血治）399

縣博志（神経因性膀胱・ロ！ミベロン）293

       （オ）

畑賢二（京大入院統計・1973A”1976）393

     僑撰翻計●）861

大江宏（騨癌●醗予）47

     ．（謹作性艶細胞）1・・

     （戴盤．’異物）159

     （腎動脈瘤   ）667

     僻村内御三）685

大川 順正（サルモネラ結石）837

測光央（尿管結石症・コスパノン）・・3

     （感染尿分離菌薬剤感受性）493

大越正秋 ?噤j713
麟難腫（膀胱腫瘍・疫学調査）445

     （膀胱腫瘍・統計）451

     （膀胱腫瘍・保存手術後再発）459

鳩秀夫（鯉携計●1966）611

大城情（京大入院統計・1973Av 1976）393

     礎無二）・・9

     僑如露計’）861

大三郷（翻医大統計●）・8・

     騰駄統計’）519

大谷 雄一（膀胱自然破裂 ） 167

栖獣（腎孟尿管静脈瘤・静脈系異常）671

燭三太郎（鯉携計．1966）611

矯、伸生（’ 鵠、11。ma）785

大部享（三四計●’966）611

媚勉（神経因性膀胱・ロノミベロン）號

     （胃癌泌尿性器転移）353
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大森弘之傲騨霧）871

岡  文俊（シャント現況 ）829

判所明（感染尿分離菌薬剤感受性）・9・

際五郎（後記血管馬蹄鉄腎・結石合併・右尿管欠損）153

     （翻駄統計●）387

     騰医蜥計’）． 519

岡谷鋼σ購離ta’n）775

一（墾綱㎝
岡三榔（京大入院統計・1973””1976）39・

     （京大外来統計・1974一“1976）861

岡田旧作（京大入院統計・1973’w1976）・9・

     鵬騰計．）861

岡縫士郎（京大入院統計・1973”」1976）393

     （京大外来統計・1974’v1976）861

・元騨（尿路感染症・ピペラシリンとカルベニシリン）71・

奥田敏（罫後部尿髄）173

奥平吉雄（神経因性膀胱・ロノミベロン）293・i

奥西 秀樹（異所性尿管瘤 ）843

長船匡男（膵仮性嚢腫・腎嚢腫との鑑別）・・9

     礎雛．撒）483

     （尿路感染症・Combipenix）・・1

尾関 信彦（睾丸鞘膜腔嚢胞） 67

小野 秀太（腎内密孟切石術） 343

     （後腹膜神経鞘腫）421

     （異所性尿管瘤 ）843

小酷司
i前立腺肥大症・合成ゲスターゲン）乃

折戸松男（感染尿分離菌薬剤感受性）493

      （カ）

轍清治（膀胱炎・各種抗菌剤）95

加古

     Bourneville一
柏原    Pring1e母斑症
      ・腎病変

梶野 興三（後腹膜神経鞘腫）421

加世官立（フラボキセート・膀胱への効果）623

鋼羅（蒼携計”966）611

勝三郎 i嘉旱蠣蘇匝

加齢樹（尿路感染症・ピペラシリソとカルベニシリン）713

憾広海灘野’臨床）463

PgEib聯（膀胱炎治療効果・リゾチーム）59

     （腎動静脈痩  ） 127

     （霧子後部尿髄）173

     （前立腺癌骨転移スキャン）183

     （膀胱上皮内癌・浸潤癌移行）779

     （前立腺腫瘍凍結療法・免疫と尿流量）791

     （瀦波診断）§？1

蟹本 }肇肇錦募）713

金子茂男（膀胱炎治療効果・リゾチーム）

賢信子尿管異醐）17

昇（ ）141

         59

（腎動静脈痩  ） 王27

（霧子後部尿道腫）173

（前立腺癌骨転移スキャン）講

（膀胱上皮内癌・浸潤癌移行）779

（前立腺腫瘍凍結療法・免疫と尿流量）・91

        807
（超音波診断  ）        815

守殿猷（鯉儒計●’966＞611

上谷恭一郎（ペソタゾシン・尿路結石症戦野）629

川上薫（岩子尿管漸開）17

融着（岩子尿骸所開〉

川田 志明（下大静脈後尿管）

17

361
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湘幸道（神経因性膀胱・ロノミベロソ）矧久保隆（離離胱●）199

     （尿路感染症・ピペラシリンとカルベニシリン）713

嗣儲（神経因性膀胱・ロ／ζペロン）1？1

 鵬一（腎機能検査・DMSA腎シンチ）119

     儘灘後腹醸）329

     （難砕石法●衝）377

     （京大入院統計・1973 ’v 1976）・93

     （難幽幽

     （定量的分腎機能検査・DMSA腎シンチ）653

     艦幣蕃畿鍵）・53

     （腎不全腎機能・DMSA腎シンチ）821

     （京大外来統計・1974”v1976）861

河村 信夫（下大静脈後尿管）361

     ／caverng－spoqgi－N

     l甲罵続寵差り

     催真盛尿性器転） 353

熊舗太郎騨透析．ヘパ）237

熊本糊（露華立腺炎’）81

     麟性油性多）215

     幽幽ξ芳）713

倉智敬一
i神経因性膀胱・ロバペロン）293

軸孝騨騨騨果）59

   
  】黒川
6911

川村回罰謄斯開）17
川村灘（神経因性膀胱・P／Xベロソ）293

細静人（感染症分離菌薬剤感受性）・9・

       （キ）

岸本武利
iBourneville－Pringle母斑症・腎病変）1・1

     （腎動脈瘤      ）  745

北川 道夫（サルモネラ結石）837

北村憲也（tI購器四775

木下騰（尿路感染症・Combipenix）・・1

清原 久和（睾丸細網肉腫 ）695

故正士（腎癌・腎結石手術中発見）

伽蕾夫（膀胱炎・各種抗菌剤）

       （ク）

9

95

楠見博明（シvント現況 ）829

久世益治（醗騨熱罷）753

（腎動静脈痩  ） 127

xv

児玉 光人（身性血尿

小橋恭s鷺騨鞠113

     欝繕詞647

小林 徳朗（腎動脈瘤   ） 667

     僻同内腎潮石）685

楓舗（京大入院統計・1973 一t 1976） 393

     （京大外来統計・1974A’1976）861

（睾丸腫蕩・後腹膜腔転移・）483

（睾丸細網肉腫 ）695

       ） 531

（霧子後部尿道me） ，731

麟騨移）18，纒鯛替資購胱●）29・

機業癌●）779

（慶黙蟹●免）・91

（超音波診断）lll

一男（懇瓢）713

黒・2jge， 一一・
i尿管結石症・コスパノン）

     （感染尿分離菌薬剤感受性）・9・

     （尿路感染症・ピペラシリンとカルベニシリン）713

黒田治朗麗離切開）547

憾厚（ネ悲報因性膀胱・ロバペロン）lll

     （纒藩切開’）・4・

     （腎嚢胞・腎細胞癌共存）・69

後藤満一（両側黙諾。）・61

（サ）

  懸功（ペソタゾシン。尿路結石症冷痛）629

403 遠｡薫（膀胱愚智・臨床的観察）・6・

藤語（鯉携計”966）611

礁豊彦（膀胱腫瘍・注入療法）51

（懸獅症．ス）199

（欝欄胞）・6gl斉ma一・・1（韓ラ袈）・・9

       （ケ）

剣木 文隆（尿石元素分析 ） 637

       （コ）

職照夫（謙蹴計●い9・

     （京大外来統計・1974N1976）861

君臨二郎（膀胱上皮内癌・浸潤癌移行）779

     （辮難791

     （超音波診断）§？1

古武敏彦（聴講鍮腎＞439

斉藤博（血続計’1966）611

斉藤 雅人（腎動脈瘤 ） 667

酒井晃（緑膿菌感染・ピペラシリン）7・7

酒井

坂口

茂（暴性繍性多）215

洋（霧子後部尿道腫） 173

坂口  浩（逆行性尿道抵抗）241

（神経因性膀胱・Pノ、ベロソ）lll

佐川史郎（尿路感染症・aombipenix）・・1

佐々木紘一（多房性腎嚢胞 ） 337
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佐々木進（腎動脈瘤 ・） 745

佐・棉正（腎癌・腎結石手術中発見）・

（腎細胞癌治療 ） 135

（陰嚢内脂肪肉腫）381

（尿管腫瘍の診断）551

佐・木美晴（京大入院統計・1973N1976〉・93

     （硫騰計’）861

佐谷稔（難甥鍮腎い39

佐藤昭夫（了輪廓繍623

佐藤厨（了糠油繍…
期俊吾（京大入院統計・1973”v1976）393

     （腎平滑筋肉腫 ）427

     （京大外来統計・1974’v1976）861

…継 i欝欝㎝
沢西漱（京大入院統計・1973’v1976）・93

     （蓼鶴り・・9

     嘩麟態シ）821

     僑禁礁計））861

       （シ）

塩見努（墜講騨・5・

睡臥（｛欝dpap’一）785

柴山勝太郎（纂発性腎出血治）399

島村硝離離菌薬）・93

下江胴騰裂囎保存） 1・・

小路

白井

新

新川

 良（腎細胞癌治療 ）

  （陰嚢内脂肪肉腫）

千博（前立腺膠様癌 ）

武三   ang10一

135

381

475

（lptlit．illlesip．．：ingio一） 7611

（Doxycycline ．緑膿菌尿路感染）86・i

徹（謙9’omyo’う525
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       （ス）

末光浩（煙携計●’966）611

細獺（感染尿分離菌薬剤感受性）・93

     （緑膿菌感染・ピペラシリソ）…

鈴木茂章（尿路感染症・PPA）91

鈴木紀元（麟野’臨床）463

       （セ）

瀬尾畝雄蕊’尿路縢）353

妹尾脚（無品9’omyo’”）525

       （ソ）

添田 朝樹（膀胱前明嚢腫 ） 163

     （京大入院統計・1973”一1976〉・9・

     （腎平滑筋肉腫 ）427

     （京大外来統計・1974N1976）861

園・孝夫（神経因性膀胱・ロバベロソ）293

     （尿路感染症・Combipenix）・・1

高崎

高杉

   （タ）

登（垣内腎孟切石術） 343

 （後腹膜神経鞘腫） 421

 （異所性尿管瘤 ） 843

豊（両側腎 angio－myolipoma）・61

（trigonal curtain・結石合併）775

     （Doxycyline ．緑膿菌尿路感染）

高橋徹（膀胱癌・再発予防）

     （膀胱腔痩・異物挿入）

高橋畝（畑町結石手）

高橋伯夫（謝性褐色細胞）

     （腎動脈瘤

867

47

159

9

107

） 667

離鵜（必携計●1966）611

高橋 陽一（膀胱前腔嚢腫 ） 163

     （京大入院統計・1973N1976）393

     （腎平滑筋肉腫 ） 427

     （京大外来統計・1974一“1976）861

高松 正人（膀胱自然破裂 ）167

     （サルモネラ結石）837

敲一難勃713
高峰則（響漁り・0・

竹内一叢難）113

     灘砕碓’衝）377

     （京大入院統計・1973”v1976）393

     （精索線維肉腫 ）489

     （感染尿ウレアーゼ活性・結石形成）647

     （京大外来統計・1974’v1976）861

武田繍（礫購胱’回

避畦子
i騨霧り・・9

竹部幸子 i鷺蹴鞠113

     騨糊・・7

細茂（鏡野’臨床＞463

帥諺（蒼編戸●1966）611

帥齢（野鶴色劉557
田中 重喜（腎動脈瘤   ） 667

田中期旛縦藤蒲）629
     （尿路感染症・ピペラシリンとカルベニシリン）713

帥配（翻駄統計’）38・

      騰医大統計’）519

田中啓幹（前立腺肥大症・ゲスタノン投与）871

．田中陽一（京大入院統計・1973’v1976）393

      （京大外来統計・1974一一1976）861

田中 美治（サルモネラ結石）837

谷風三郎（鯉携計．’966）611



谷野誠（腎癌・腎結石手術中発見）・

・原聯（ペソタゾシソ・尿路結石症嬢痛）629

・端運久（精索悪性andro－b1astoma）591

大上和行（難砕石法働377

     （京大入院統計・1978一”1976）・93

     （透析液・カルシウムとアセテート）・・9

     （腎静脈結紮・側副血行・腎機能）753

     （腎不全腎機能・DMSA腎シソチ）821

     （京大外来統計・1974A”1976）861

       （チ）

穫隆一聴講胱●）29・

陳  瑞昌（腎細胞癌治療 ） 135

（ツ）

鋼収（ペソタゾシン・尿路結石症終痛）629

辻田 正昭（腎動脈瘤 ） 745

細雨（鰺透析．ヘパ）237

坪本

字

哲（神経因性膀胱・ロノζペロン）29・

    （テ）

漢彬（神経因性膀胱・ロノミベロン）鐡

寺杣一徳（三園計● ’966）611

細雅生（慢性前立腺炎・消炎剤）81

照井直人（τ議論翻623

出村  幌（異所性尿管瘤 ） 843

徳永

   （ト）

毅醸難畔） 293

栃木宏水（膀胱腫瘍・臨床的観察）・63、

友吉蛛（京大入院統計・1973’v1976）393

     （饗桝・・9

     （京大外来統計・1974””1976）861

購紆（ヲ蕨焔翻623

泌尿紀要 第23巻（1977）人名索引

葡調騨騰・）11g饒一言三脚計’）

       （ナ）

中新井邦夫（神経因性膀胱・ロノくペロン）lll

中神義三（細胞傷害性抗体・尿路性器腫瘍）・・7

中模糊助（感染尿分離菌薬剤感受性）・9・

xvii

393

僑禁翻計．）861

西川難（神経因性膀胱・Pバベロン）29・

西沢理（輕透析●ヘパ）237

鴎醐（譜癌’腎と膀）541

鴨数（諜液性後騰）329醐辰平（購騨ピ）・・7

中津： 博：（腎性血尿

中西糸屯造（蔑縮．腎と膀）541

     （腎動脈癌   ）745

中野島幅膿謂9’o一）761

）531r酬一男（京大入院統計・1973N1976）・9・

（trigonal curtain・結石合併）775・i

中野儲謡言轡膀’）・・9

暢髄（神経因性膀胱・ロバペロン）29・

中軸誠一 i罠謬9’omyo’り・25

                ’
中村  順（サルモネラ結石）8371

中村武夫（緑膿菌感染・ピペラシリン）…1

軸健（罠謂9’omyo”一）525

永縮夫
i前立腺腫瘍凍結療法・免疫と尿流量）・91

              807
     （超音波診断  ）              815

永岡 貞男（前立腺膠様癌 ）475

長野 賢一（前立腺膠様癌 ）475

並木轍灘裂後腎保存）

波治武美（躍調

製禁礁計．） 861

憾博（藤二品痛＞629
仁平 寛己（二二血尿   ） 531

     曝麟難瘤）671

     （尿路感染症・ピペラシリンとカルペニシリン）713

       （ヌ）

鯉進僧璽三三’騰1
     （畢癌泌尿性器転）353

       （ノ）

蜘崇儒認9’Gmyo”一）・25

灘紘
i前立腺肥大症・合成ゲスターゲン）嘱純欝攣難蜘

147

            ） 785

醒繊（尿路感染症・pipemidic acid）191

       （轟）

脚夫羅鍬）713

醐噸罪二一713

西尾正一 ﾗ難．細胞性）367

       （ハ）

橋中保男（恩艦。認9’o一＞761

橋本糖（翻医焔計’）・8・

     （翻医大統計●）519

     （感染尿ウレアーゼ活性・結石形成）64・

長谷順常（感染尿分離菌薬剤感受性）493

灘英夫儲鑛瘍’臨床）463

浜・蹴（購鰻叡鋤229
爾耕郷（膀胱腫瘍・臨床的観察）463

林威三一翻駄統言＋．）・8・

     （儒医大統計’）519



xv銭正

林

林睦雄（腎性血尿

柵聾（懸響●
早原

原

原

原

原

坂

朴

正麟野）・・9

  僑禁魏計●）861

         ）53王

  爆隅隅瘤）671

         ） 27

信行（腎動脈瘤   ）745

晃（欝劉・・9

（腎不全腎機能・DMSA腎シンチ）821

三信（尿路感染症・pipemidic acid）191

信二（鯉影写●1966）611

孝彦（番謡整細191

義入（睾丸鞘膜腔嚢胞） 67

勺降る鷺計●）・93

  僑禁礁計’）861

    （ヒ）

・餅鑓（京大入院統計・1973－v1976）39・

     （京大外来統計・1974h”1976）・61

東義人撮る競計’）・93

     僑禁野計●）861

東野一弥（膵仮性嚢胞・腎嚢胞との鑑別）・・9

顔幸治（碧唱酬’．1966）611

久島貞一（’nve「鴇i11。m。）785

菱沼 秀雄（腎細胞癌治療 ） 135

     （尿管腫瘍の診断）551

肱岡隆（翻医概計．）・87

     （嬬医大統計’）519

細収一（京大入院統計・1973－v1976）393

     （京大外来統計・1974“v1976）861

・囎卓（挫携計’1966）611

平尾博（膀胱炎・各種抗菌剤）95

泌尿紀要 第23巻（1977）人名索引

平賀聖悟（神経因性膀胱・Pt！ミベロソ）1；1

囑章治（感染尿分離菌薬剤感受性）・93

広川 信（多房素望嚢胞）337

広中弘麟炎’各種抗）95

      （フ）

襯正伸（京大入院統計・1973’v1976）393

     （京大外来統計・ユ974～1976）861

福重  満（胃性血尿   ） 531

     （腎孟尿管静脈瘤・静脈系異常）671

鳳毛（ペソタゾシソ・尿路結石症落痛）629

藤弁昭男（理趣計01966）611

藤井  浩（多房性腎嚢胞 ） 337

藤江忠夫極論褐色細胞）1・・

藤・潤（京大入院統計・1973“”1976）・93

     （精索線維肉腫 ） 489

藤田

藤塚

藤永卓治（膀胱自然破裂 ） 167

薦光文（感染予防・カルベニシリソ）251

     （腎動脈瘤   ） 667

     僻同内腎翻石＞685

船井 勝七（腎動脈瘤   ） 745

       （ホ）

朴木勲（膀胱腫瘍・臨床的観察）・63

細川進一
i腎機能検査・DMSA腎シンチ）119

     儀液性後腹醸）・29

     （京大入院統計・1973“”1976）393

     （難留り・・9

     薩離離能）・5・

     艦馨購羅）・53

（京大外来統計・1974N1976）861

透（欝検酬l19

勲（胃癌泌尿性器転移）353

（腎不全腎機能・DMSA腎シンチ）82・

僑禁番発計●）861

Paulson，
  D． F．

       （マ）

前川 正信（腎動脈瘤   ）745

前田勉 ｫ艶症）141

前田．守孝（腎angi・一   myolipoma〉…

牧野雌傑難腎髄治）399

桝知果夫（腎孟尿管静脈瘤・静脈系異常）671

増田聡子（神経因性膀胱・ロノくペロン）29・

細富甥（腎癌・腎結石手術中発見〉・

     （腎細胞癌治療 ） 135

     （陰嚢内脂肪肉腫） 381

     （尿管特輯の診断） 551

町田修三（京大入院統計・1973hv 1976〉・9・

     （審禁魏計り861

町田 豊平（腎細胞癌治療 ） 135

     （尿管腫瘍の診断）551

     （尿路感染症・ピペラシリンとカルベニシリン）713

zava健騨騨璽果）59

     僻嚇龍移）18・

松尾 g織潔）…
松下潮（晋子尿管漸開）17

鵬進（翻医大詣り）38・

     （翻医大統計’）519

松瀬幸太郎（後腹膜神経鞘腫）421

堀内期（膀胱腫瘍・臨床的観察）46・

本多 ｧ暮講鴬）75
本間羅（轟轟立腺炎●＞81

     （先天性市側性多嚢腎）215

     （細胞三分性抗体・尿路性器腫瘍）…



松・稔（膵仮性嚢腫・腎嚢腫との鑑別）439

醗落忌）9・1

期研介（碧藤下．’966）611

     （男性不妊・HLA・免疫グロブリー／）851

畑浩（慢性前立腺炎・消炎剤）81

丸山邦夫（野獣●注入）51

（騨獅症’ス＞199

丸山良夫 i礁騨璃
     （奈良医大統計・1974 ・）38・

     鵬駄統計．）519

       （ミ）

ヨ甫捷一 ｮ甦畔’）29・

三浦辮（神経因性膀胱・Pハベロン）1？1

三木 恒治（睾丸細網肉腫 ） 695

三国友吉（精’索悪性androblastonia）591

三崎 謨ﾉ藤）・・1

三品糊（騨癌’興野）・・

（発作性褐色細胞腫）1・・

（難縢’異物）159

（麩難カル）251

（腎動脈瘤 ） 667

僻同内腎三石）685

水谷修太郎（灘羅．後腹〉・83

     醗罷職）・・1

三・俊彦（連醗計●’966）611

M幣n（細胞傷害性抗体・尿路性器腫瘍）…

南 光二騨騨騨果） 59

（腎動静脈縷  ） 127

（呼子翻尿道腫） 173

泌尿紀要 第23巻（1977）人名索引

（前立腺癌骨転移スキャン）’83

（前立腺腫瘍・免疫と尿流量）・91

（超音波診断）§？1

三宅轍（慢性前立腺炎・消炎剤）81

細as一 i墾勤カル）251

（腎動脈瘤 ） 667

     （幕審議腎孟妬）685

宮崎唄（神経因性膀胱・ロバペロン）29・

簡姫（尿路結石症・コスパノン）・・3

宮崎 重（腎中腎孟切石術）343

宮村隆三（ペンタゾシン・尿路結石症落痛）629

（ム）

村瀬達良
i前立腺肥大症・合成ゲスターゲン）75

柵庄平醗癌●醗予）47

（膀胱膣綾・異物挿入）159

     ／賢洞内腎孟切石／685
     VIFJ         ノ

室橋克野性腎舳治〉・99

       （モ）

本永逸哉（軍肥大喋搬＞1

本宮善灰（離医大統計’）387

     鵬医大淵●）519

百瀬 謾X賢彩璃
森幸夫（膀胱腫瘍・臨床的観察）・63

森  義則（睾丸細網肉腫）695

醐堅太郎（署子尿管異醐）17

森下文夫（膀胱腫瘍・臨床的観察）e・・

森田

八竹

蝋灘薙切開●）漏

   （ヤ）

直（膀胱炎治療効果・リゾチーム）・・

 （腎動静脈腰  ） 127

xix

（霧子後部露髄）173

（前立腺癌骨転移スキャン）・83

（前立腺腫瘍凍結療法・免疫と尿流量）79・

（超音波診断  ）807

矢野 久雄i（腎動静脈痩  ） 127

山内 民男（膀胱前原嚢腫 ） 163

（京大入院統計・1973N1976）393

（腎平滑筋肉腫 ）427

（京大外来統計・1971’v1976）861

山際 健司（膀胱自然破裂 ） 167

（サルモネラ結石）837

・．1・M秋人（尿路感染症・pipemidic acid）191

山・脩（轡翻’ヘパ）23・

岬隆正（腎孟尿管静脈瘤・静脈系異常）671

Pt．…龍二（神経因性膀胱・ロバペロン）293

崎章（署子尿韻醐）17

山崎 史朗（下大静脈後尿管）361

   一E．hi膀胱腫瘍・臨床＼
山崎              463
   我く＼的観察    ノ

岨徹（神経因性膀胱・ロノ、ヘロン）319

（ユ）

弓削順二（ペンタゾシン・尿路結石症疹痛）629

（ヨ）

調修（騨遺恩鋤113

（欝検酬l19

（漿液性後腹膜嚢胞）329

（難隔法働377

騰る慌計’＞393

（精索線維肉腫 ） 489

騨7籍若形）64・

（定量的分腎機能検査・DMSA腎シンチ）653

幅藍騨熱時）・53



xx

（腎不全腎機能・DMSA腎シンチ）821

（京大外来統計・1974’v1976）861

吉田宏二郎（離医大統計．）38・

     （鶴駄統計’）519

吉田隆夫（睾丸腫瘍・後腹膜腔転移）48・

吉田難（膀胱腫瘍・注入療法）51

     騨獅症●ス） 199

吉村学（発作性褐色細胞腫）1・・

       （リ）

林山 健二（膀胱前議嚢腫 ） 163

     （京大入院統計・1973N1976）・93

     （腎平滑筋肉腫 ） 427

     （京大外来統計・1974N1976）861

       （口）

六条酸（神経因性膀胱・ロノζべPtン）禦

       （ワ）

和志田裕人

i膀胱炎・ゼオペンUとAlclofenac）255

     （騨難λカル）567

     （前立腺凍結術・免疫）585

和田  昭（睾丸細網肉腫 ）695

灘麟（騨癌’醗予）・7

     （駄面カル）251

渡辺秀次 ??ﾋ知
     （翻駄統計●）38・

     （鶴医大統計●）519

渡辺 C書濫オペ）255

     （膀胱腫瘍・カルボコン注入）56・

     （前立腺凍結術・免疫）585

麹浜（発作性褐色細胞腫）1・・

泌尿紀要 第23巻（1977）人名索引

     （膀胱腔痩・異物挿入）i59

渡仲三（騨辱大カル）・6・




