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xvi

人 名 索 引
（ページ数太字は第一著者ないし単独著者をしめす）

       （あ）

相川期儲購 〉・・9
会田轍（神経因性膀胱・Timepidium）・・

相羽恵介（腎血管性高血圧． Ex Vivo   Surgery）179

青木 清一（尿管異所開口 ）947

青笹克之（鮮灘行上皮）…

青・離
i膀胱尿管排尿運動・Prostaglandin）727

赤枝醐（前立腺肥大症・Gestonorone）257

細麟（Fosfomycin ．尿路感染症）757

秋本吉信（脊髄損傷・Robaveron）835

秋嬉久夫儲セラーゼ’）517

秋山緻聯盟状騰）・8・

     （褒誉羅癌’選＞577

     （腎移植・Ly皿phocele）58・

     囎灘髄設）721

     即時ン’尿管）799

     （近大泌手術統計）869

     （PC－904 ・尿路感染症）899

     （Ceftezole ．尿路感染症）・…

吾郷民恵（PC－904 ・尿路感染症）899

朝倉茂夫（結核性尿管狭窄・外科的療法）1・・9

瀞骸（聾鑑cel。）587

軸俊彦（膀胱腫瘍・再発率）

         469，713， 1025

芦田馳（神経因性膀胱・Timepidium〉・・

安食 悟朗（FlavOxate  ）989

阿曽梛（排尿困難・婦人科腫瘍）・9

     （轟・ト’腎孟造）・6・

離芳郎（旗購胱●い・9

耕元凱（Fosfornycin ．尿路感染症）779

耕陽耀雛灘雑）863

荒木酵鰹霧騨團55
（進行膀胱癌化療）541

有馬滋（尿道狭窄・経尿道的直視下手術）481

有馬三型興臨齢）161

     （阪大手術統計 ） 167

     （尿管狭窄・卵巣エンドメトリオージス）・95

     （腎移植・Lymphocele）・8・

     （転移性尿管癌 ） 693

     （PC－904 ・尿路感染症）889

有吉 朝美（転移性尿路癌 ）743

礁弘仁難膀睡複）・・9

      （い）

家田 和夫（多二二腎嚢胞 ） 937

井・IEII・1（進行膀胱癌・選択的動注）・・7

     （驚懸章cel。）58・

     （回盲部導管造設・合併症）721

     （近大泌手術統計） 869

     （PC－9ca ．尿路感染症）899

     （Ceftezole ．尿路感染症）1・・1

池糸・征（膀胱腫瘍・再発率）

        469． 713． 1025
          J 一 一一e

池知俊典二三丁丁）…

池田 彰良（妊娠中尿管石 ） 35

     （女子尿閉   ） 201

池田獣（進行膀胱癌・化学放射線療法）553

     （膀胱癌・内腸骨動脈造影）…7

碓勲（Fosfomycin ．尿路感染症）757

石川in’＝（膀胱後部紡錘形細胞肉腫）77

石川尭夫（Estracyt ．前立腺癌）879

石野外志勝（膀胱上皮内癌 ）417

石堂哲蝋替懲響胱●）1・9

石橋 道男（睾丸白血病浸潤） 155

     （阪大手術統計 ） 167
（前立腺癌・
Estracyt

（ 腎移植・
Lymphocele

（PC－9ca ・

尿路感染症

） 429

） 587

） 889

伊集院真澄（奈良医大統計 ）1069

板谷 宏彬（阪大手術統計 ） 167

     （尿管狭窄・卵巣エントリオージス）・95

市川靖二（灘箆乙cel。）・8・

     騰搬後囎）・5・

伊藤坦（前立腺肥大症・ゲスタノン）1・・

細文衛（驕齢鞠・81
井上  朗（Sipple症候群）  1

井上 武夫（尿石赤外線分析） 11

井上彦八郎（Sipple症候群）  1

井原鮪（腎移植・Lymphocele）・8・

     （腎移植後後腹膜膿瘍）753

今川 章夫（第11平間到達法）931

今川登之（脊髄損傷・Robaveron）835

今林健一（  ）・35

入

岩尾

岩上

   PMPC・
   尿路感染症

久己（多房性腎嚢胞

典夫（腎孟外溢流

 正（妊娠中尿管石

  （女子尿閉

）

）

）

）

937

319

35

201



岩雌二
i尿管狭窄・卵巣エントリオージス）・9・

岩崎駄蝋罎購胱．）1・9

岩本三際籍騰窄）i・・9

       （う）

上田 公介（ツムラ猪苓湯 ） 701

上松 一郎（Sipple症候群） 1

宇佐美道之（阪大手術統計 ） 167

     （化療・膀胱全摘） 557

     （熊笹二㏄の・8・

     騨鱒がP）619

     （腎細胞癌・GTPアイソザイム）631

     （PC－904 ・尿路感染症）889

碓井亜（前立腺癌・抗男性ホルモン療法）263

     曜細腰）i

                 
捕灘（泌尿器悪性腫瘍・血清蛋白）1…1

内・」酸介（神経因性膀胱・Timepidiurn）・・

瀧期喉首癌●鉢開595

海野良二（蹄P署on．）52・

       （え）

鵬洋二郎（鞭騨畔’）1・9

江藤 耕作（腎孟扁平上皮癌） 683

榎本 _難二輪393
遠藤博志（鞭騨騨）1・9

       （お）

大石賢二（駆灘薯訓21

大川順正（岡山医大幌）1・75

姻麟一檸響奪がP）619

鳩秀夫儂齢難）757
大城清（騨癌’注入療）・・9

欄一・闢蜷ｮ）727
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     （奈良医大統計 ）1069

畑健脚筆軸羅’亜）569

大塚薫（Estracy ．前立腺癌）879

門太郎（PMPC．尿路感染症）・35

大場竸（PC－904 ・尿路感染症）899

大橋徽（醒羅盃劉257

大鮒回腸磯馴・81
畑向充（神経因性膀胱・ロノ寸ペロン）1・9

大部亨（Fosfomycin ．尿路感染症）・5・

大堀勉（神経因性膀胱・ロバペロン）1・9

     欝騰際）193

大前博志（Fosfomycin ．尿路感染症）・5・

28’ i大森弘之（前立腺肥大症・Gestonorone）…

     欝鵬’醗）

        469． 713． 1025
          ： ． 一．t

大輌雌（鴇簾騰症）1・95

岡勲（睾丸膿瘍・We－gener 肉芽腫症）161

     （尿管狭窄・卵巣エントリオージス）・95

闘二郎 i賢麟瓢179

岡島英五郎（進行膀胱癌成績）535

     （奈良医大統計 ）1069

岡田 敬司（尿管異所開口 ） 947

岡田 茂樹（進行膀胱癌化療） 563

一（繊細…
岡谷  鋼（S圭pple症候群） 1

嚇准幅爆羅つ75・
岡部達士郎（血液透析統計 ）381

     （非特異性肉芽腫性前立腺炎）863

釧隆敏（和歌山医大小児統計）1・75

小川忠儂鶴野）511

奥山 明彦（阪大手術統計 ）

     （停留睾丸悪性化）

xv三i

167

219

     （PC－904 ・尿路感染症）889

尾麟治郎（膀胱腫瘍・再発率）

         469． 713
          J 一 一Ht

長田 尚夫（尿石赤外線分析）

長船 匡男（腎細胞癌・培養）

     （睾丸白血病浸潤）

     （蔽大手術統計 ）

     （停留睾丸悪性化）

iO25

 11

 27

155

167

219

     （膀胱後組織球腫）1065

小沢             1〔｝9

               87

小幡 浩司（生存率算出法 ） 235

       （か）・

離糊（Fosfomycin ．尿路感染症）779

柏井 浩三（膀胱癌・石灰化） 81

柏原昇（難後部横錨）・・

     （重複癌    ）971

片岡喜代徳（膀胱癌・石灰化） 81

     憾講鞭●）・29

     （化療・膀胱全摘）557

     （腎細胞癌・ALPアイソザイム）619

     （腎細胞癌・GTPアイソザイム）631

    満醗難騨．）

淋雌（神経因性膀胱・Timepidiu皿）

綱麟（景齢難●・757
片ti・喬（Estracyt ．前立腺癌）・・9

片山灘（愚暗’醗）

         469． 713． 1025
          J ． 一Tl

勝岡 洋治（尿管異所開口 ）947

観哲郎（進行膀胱癌・B－M療法）…

     （Phenoxybenza－mine．前立腺肥大症）・・9

虎頭 廉（Sipple症候群）

加藤寛夫（馨舗’予防）

加藤 廣海（膀胱癌注入療法）

     （膀胱憩室腫瘍 ）

 1

129

595

955



xviii

加藤正和（Fosfomycin ．尿路感染症）779

陥騰（急性副甲状腺機能造進症）48・

     （進行膀胱癌・選択的動注）577

     （W，￥管造設）721

     （セスデン・尿管石器排）・99

     （近大泌手術統計）869

     （PC－90〈F ．尿路感染症）899

金子瑚（翻羅癌’選）577

     三面髄設）・21

     （近大泌手術統計） 869

     （PC－904 ．尿路感染症）899

     （Ceftezole ．尿路感染症）1・・1

金子宏幅セラーゼ●）517

細州宏（Fosfomycin ．尿路感染症）757

     （騨矯m37

鋸泰雄 ﾍ；欝）6・9

羅稔（傍睾丸横紋筋肉腫）225

兼元麗（神経因性膀胱・ロバペロン）1・9

上領儲（暮菌鰻胱内移）

        807， 819， 1031

河  敬也（睾丸自照病浸潤） 155

川喜多順《蕪麟狸●亜）569

川・光平

iPhenoxybellza一 エユユ ユむ  前立腺肥大症）・・9

河島 長義（尿管ポリープ・外尿道口逸脱） 41

     （陰茎血管腫  ） 325

湘輔（神経因性膀胱・ロバペロン）1・9

     （傍睾丸横紋筋肉腫）225

川村浄（DMSA腎シンチ・腎局在）61

     （血液透析統計 ） 381
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     灘卵

     鯖聾出血’）・・9

     （膀胱癌・内腸骨動脈造影）1・17

河村儲（神経因性膀胱・ロバペロン）1・9

河村 信夫（尿道狭窄切開 ） 333

     （前立腺癌・尿中ロイシン イソロイシン）…

     （乳児睾丸回転症） 507

     （尿管異所開口 ） 947

川村聴麟鰭窪’亜）569

神田  勤（Sipple症候群）  1

神田英憲（睾丸膿瘍・We－gener肉芽腫症）・6・

       （き）

躰武利（発作性夜間血色素尿症）189

岸本知己（魑立腺騎上皮）…

北備隆
iPhenoxybenz のエ   前立腺肥大症）・・9

北川猷（野山医大親）1・・5

北谷 孝嗣（腎動静脈痩  ）307

北村 憲也（Sipple症候群）  1

     （膀胱癌・石灰化） 81

木戸晃（車留睾丸’固定）663

木下 勝博（阪大手術統計 ） 167

吉虹士
i腎血管性高血圧Ex Vivo   Surgery）179

桐山猷（尿管S状結腸吻合・術後生活）・75

     （膀胱感染防御・数量的解析）・・5

     （膀胱癌・細胞性免疫）827

     （暮齢膀胱内移）・・3・

清原 久和（腎平滑筋腫  ）403

楠見

国方

久保

    （く）

博明（尿管細網肉腫 ） 67

聖司（転移性尿管癌‘） 693

隆（神経因性膀胱・ロバペロン）1・9

     （上部尿路閉塞・PressuregFlowTest）193

窪田 一男（奈良医大統計 ）1069

熊本翻（辮舗’予防）129

倉石 ?蜊?j179
栗田孝（進行膀胱癌・選択的動注）577

     樺灘管造設）721

     （晶扉ン’尿管）799

（近大泌手術統計）869

黒田粋（諏讐艶

顯醐（尿路感染症

黒田 治朗（腎孟外溢流  ）319

黒田  昌男 （腎平滑筋腫   ） 403

     （転移性尿管癌 ）693

黒田守芝露騰i’）757

神波照夫（Talampicillin ．尿路感染症）995

郡健二郎灘羅癌’選）577

     樺灘管造設）721

     （近大泌手術統計）869

（PC－904 ・尿路感染症）899

（Ceftezole ．尿路感染症）1・・1

       ） 547

（Phenosy   benzamine・前立腺肥大症）6・9

（泌尿器悪性腫瘍・血清蛋白）1・・5

Fosfo蜘’ рV57

     （PC－904 ．尿路感染症）899

     （Ceftezole ．尿路感染症）1・・1

小鉢猷門門盤吻）・・5

小平潔（神経因性膀胱・Timepidium）・・

古武 敏彦（腎細胞癌・培養） 27

儲幽幽9）161
（阪大手術統計 ） 167

（停留睾丸悪性化）219

（腎平滑筋腫  ）403



（前立鵬，，、）・・9

（化療・膀胱全摘）557

（進行膀胱癌化療）585

（腎細胞癌・ALPアイソザイム）619

（腎細胞癌・GTPアイソザイム）631

（転移性尿管癌 ）693

（膀胱後組織球腫）106

       （こ）

小寺斬（血管性高血圧・ExVivo Surgery）179

網棚（神経因性膀胱・ロバペロン）1・9

蠣恭一
i尿石予防・ウレアーゼ阻害剤）21

小林徹治（進行膀胱癌・B－M療法）…

小林潮（泌尿器悪性腫瘍．FT－207坐剤）55

     （進行膀胱癌化療）541

小林稔儂購難●）757
小林  曇（膀胱後組織球腫）1065

小松洋輔（進行膀胱癌・化学放射線療法）553

     （欝欝糊86・

細勝紀（野州．注入療）595

     （左下大静脈  ）857

近藤厚（神経因性膀胱・ロノミベロン）1・9

近藤和秀（避難ラ一瞥．）517

今野  繁（尊上扁平上皮癌）683

耀鱗（神経因性膀胱・ロバペロン）1・9

     （腎孟外学流  ） 319

       （さ）

斎藤  薫（膀胱癌注入療法）595

（左下大静脈  ）857

斎藤克之（Fosfomycin ．尿路感染症）779

藩鵡（Fosfomycin ．尿路感染症）779

斎藤  昇（血液透析統計 ） 381

如浩（神経因性膀胱・ロバペロン）1・9

酒徳治三郎（尿管S状結腸吻合・術後生活）・75
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     （膀胱癌・細胞性免疫）827

佐川 史郎（阪大手術統計 ）167

     （膿誓●Lymp）58・

佐・木紘一
i結核性尿管狭窄・外科的療法）1・・9

佐・木進（発作性夜間血色素尿症）189

     （末期膀胱癌・亜選択的動注）569

佐々木忠正（停留睾：丸固定術）663

佐妹蒲（尿管ポリープ・外尿道口逸脱）41

     （陰茎血管腫  ） 325

佐齪子 i繋駕㎝
佐藤甦醗購胱’）1・9

佐藤魏（脊髄損傷・緑膿菌尿路感染症）・・9

澤西 謙次（血液透析統計 ） 381

三馬 省二（奈良医大統計 ）1069

       （し）

塩見  努（奈良医大統計 ）1069

宍戸仙太郎（Fosfomycin ．尿路感染症）・79

轍粧（尿道狭窄・経尿道的直視下手術〉…

芝鰺（神経因性膀胱・Timepidium〉・・

渋谷融（號雛難●）779

    淳儲欝）879島崎

下職 庄司（腎動静脈痩  ） 307

     （腎腫瘍・エリスロポエチン）677

     （非対称性融合腎） 106

下平政（脊髄損傷・Robaveron）835

白井 三三（妊娠中尿管石 ） 35

     （女子尿閉   ） 201

自井融（鯉PC尿路感）・35

     麟恥曝）779

白石哲郎（膀胱腫瘍・再発率）

新

末光

        469， 713

武三（Sipplc症候群）  1

    （す）

浩麟鰹躍●）757

xix

菅原奎二儂灘羅●）779

杉省二儲離鞭形細）77

杉田離（PM：PC・尿路感染症）・35

杉本正行麟雛難．）・5・

鈴木鱗（彰ツト．平造）467

鈴木 恵三（乳児睾丸回転症） 507

鈴木 孝治（膀胱癌水圧療法） 653

鈴木 茂章（進行膀胱癌化療）529

門門（Fosfomycin ．尿路感染症）779

鈴木 紀元（膀胱癌注入療法） 595

須三文 i謄潮鵬
観漸（尿中トリプシンインヒビター）1・53

剛文三（膀胱腫瘍・再発率）

         469． 713． 1025
          J ． 一．1

       （せ）

清木 X謄袖川
符丁泰感蕪猶0）・29
瀬尾喜嬬（ネ申経因恒三膀胱・ロバペロン）1・9

瀬川昭夫（難n’尿路感）511

関根 昭一（Flavoxate  ）989

刊醐（Biklin・尿路感染症）・11

       （そ）

添田 ｧ難灘）669
園田 孝夫（腎細胞癌・培養） 27

     （神経因性膀胱・tiバベロン）・・9

     （阪大手術統計 ） 167

     （化療・膀胱全摘）557

     （腎細胞癌・ALPアイソザイム）619

     （腎細胞癌・GTP・アイソザイム）631

     （PC－904・尿路感染症）889

       （た）

大上 和行（血液透析統計 ）

           381． 453
             ’



    登（進行膀胱癌化療）563

     欝雨脚1・3・

高杉  豊（Sipple症候群 ） 1

高田鮭儂欝欝●）757

高田n敬撫詳解劉257

高橋徹儲セラーゼ’）517

高瀦昌（Fosfornycin尿路感染症）・5・

離正人（欝山回大盛）…5

高山 秀則（膀胱癌注入療法）209

竹内秀雄（尿石予防・ウレアーゼ阻害剤）・・

     催雛i榊669

竹内弘幸（Gestanon ．前立腺肥大症）・・95

竹内醐（Fosfomycin ・尿路感染症）779

竹崎徹催翻窪騨●）・・

武田裕寿（神経因性膀胱・ロバペロン）1・9

竹部軒（尿石予防・ウレアーゼ阻害剤）21

武本 三人（阪大手術統計 ） 167

     （転移性尿管癌 ）693

     （PC－904・尿路感染症）889

田崎  寛（多房思羽嚢胞 ） 937

田近 栄司（膀胱癌水圧療法）653

鴫惇（排尿困難・婦人科腫瘍）49

     （ラット・腎孟造影）・67

鴫和洋（膀胱癌・注入療法）595

     （堅甲莚ン●尿）1・83

田代和誘導灘）179

多田  茂（膀胱癌注入療法）595

     （膀胱憩室腫瘍 ）955

     （ピペラシリン・尿路感染症）1・83

多田 安温（睾丸白血病浸潤） 155

田所  茂（多二二腎嚢胞 ）937

田中  勲（Sipple症候群） 1

xx

高崎
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田中 一成（尿石赤外線分析） ll

田申邦彦（Fosfomycin ．尿路感染症）75・

田中淳一郎（腎孟扁平上皮癌）683

田中寛螺麟肝煎）569

田中 正己（奈良医大統計 ）1069

M・Fli正信騰鵬膣9）161

田帳翻（躍04●尿路感）899

田醐一
iMedullary Sponge Kidney。尿細管性Acidosis）669

礪豊子欝臨’再発）

        4r69． 713． 1025          e t mTJ
谷風三郎（Fosfomycin ．   尿路感染症）757

       （ち）

近沢 秀幸（膀胱癌水圧療法）653

礫隆一（神経因性膀胱・ロバペロン）1・9

     （Fosfomycin ．尿路感染症）779

陳瑞昌 ﾋ難）179
       （つ）

願齢幽艶臨）1・45

津川 龍三（膀胱癌水圧療法）653

辻村 俊策（進行膀胱癌化療） 529

坪倉篤雄

iOpen drainagesystem・感染予防）339

躰哲醗購胱’）1・9
       （て）

鄭漢彬醸購胱●）1・9

出村  幌（進行膀胱癌化療）563

     臨調・・37

幽明一徳（羅羅難’＞75・

細洋子（籍論難婦人）・9

寺元完
i腎血管性高血圧Ex Vivo   Surgery）179

       （と）

東欝英之（Gcopen U・尿路感染症）・・8・

下肢尚親鷹勝とン）・・53

栃木 宏水（膀胱癌注入療法）595

     （ピペラシリン・尿路感染症）1・83

襲康敬騰雛騨’）・・

     離離面面…

       （な）

内藤 雅敏（Sipple症候群）  1

内藤騨（神経因性膀胱・ロバペロン）1・9

中新井邦夫（神経因性膀胱・ロバペロン）1・9

     膿露纏膿）・49

     継灘）㌧27

     （脊髄損傷・Robaveron）835

永井猷灘羅腿）577
     （回盲部導管造設合併症）721

     （近大泌手術統計） 869

     （PC－904・尿路感染症）899

     （Ceftezole．尿路感染症）1・・1

中川礪（神経因性膀胱・ロバペロン）1・9

     く至難難’n’）995

申川  隆（陰茎血管腫  ） 325

申島 齠?ﾆ邑）・・9

申嶋糖（泌尿器悪性腫瘍・血清蛋臼）1・・5

中島幹夫（第11野間到達法）931

細野晒蠕蕪御●）735

     （碁齢膀胱内移）1・31

輌縮（発作性夜間血色素尿症）189

長根裕
i上部尿路閉塞・Pressure／F］owTest）・93

中野 悦次（Sipple症候群 ）  1

     （膀胱後部気管支原性嚢胞）…

中野髄醸購胱’）1・9



中野

（Fosfomycin ．尿路感染症）779

博（Open drainagesyStem・感染予防）339

 （膀胱上皮内癌 ）417

永野俊介（麗瀞’Lymph一）587

     （腎移植後後腹膜膿瘍）753

中村

中村

中村

中森

幸二（Sipple症候群）

隆幸（腎平滑筋腫  ）

仁信（腎動静脈痩  ）

 繁（停留睾丸悪性化）

 1

403

307

219

醒蝋難後纈櫛）
醒鞭（前立腺肥大症・ゲスタノン）1・・

潮轍（難解●野景＞827

酬難（神経因性膀胱・ロバペロン）1・9

酪醐（末期膀胱癌・亜選択的動注）569

酎甥（舞灘塩副

     囎立面行上皮）…

一朝行（朧cyt’前立）・・9

並木 幹夫（腎動静脈痩  ） 307

     （腎腫瘍・エリスロポエチン）677

     （非対称性融合腎）1061

     （膀胱後組織球腫）1065

       （に）

西光雄（膀胱腫瘍・再発率）

         469． 713． 1025
          ，        ン

               71

     （陰茎血管腫  ）

西本 直光（睾丸白血病浸潤）

仁競己 i終欝
       （ぬ）

41

325

155

） 339

細正紀（Fosfomycin ．尿路感染症）75・

       （の）

騨副灘鞍鎌）669
       （は）

朴 勺（非特異性肉芽腫性前立腺炎）863

泌尿紀要 第24巻（1978）人名索引

橋村孝幸（非特異性肉芽腫性前立腺炎）863

橋本 雅善（奈良医大統計 ）1069

、諮純一（尿石予防・ウレアーゼ阻害剤）21

波田 寿一（腎細胞癌・培養） 27

      （腎細胞癌・ALPアイソザイム）619

      （警蝋色TP＞63・

   睦雄（門島トリプシンインヒビター）1・53

湘重昭（尿管S状結腸吻合・術後生活）475

輔喜正（羅n●尿路感）511

早原信行（発作性夜間血色素尿症）189

     （末期膀胱癌・亜選択的動注）569

原   晃（血液透析統計 ） 381

原翻（遊走腎・腎静脈血レニン活性）・・5

原田勝弘（神経因性膀胱・Timepidlum）・・

春木 恣｣潮・93
坂義人（儘執鰍筋肉）22・

馬場谷勝廣（進行膀胱癌成績） 535

     （奈良医大統計 ）1069

波部 英夫（膀胱癌注入療法） 595

浜野耕一郎（膀胱癌注入療法）595

     （左下大静脈  ）857

     （膀胱憩室腫瘍 ） 955

観学（Fosfomycin ．尿路感染症）75・

早川 正道（多房性腎嚢胞 ）937

林   正（膀胱癌注入療法）209

林

       （ひ）

東野一彌（腎細胞癌・ALPアイソザイム）619

     （腎細胞癌・GTPアイソザイム）631

顔幸治（Fosfomycin．尿路感染症）757

久住治男（進行膀胱癌・B・M療法）…

     （泌尿器悪性腫瘍・血清蛋白）…5

肱岡  隆（奈良医大統計 ）1069

平尾 和也（奈良医大統計 ）1069

平野

顯雄三（膀胱後部紡錘形細胞内腫）

平松

           魎

昭彦（尿石赤外線分析） 11

            77

 侃（進行膀胱癌成績）535

  （奈良医大統計 ）1069

平山綴鐸購；サ）923
瓢鍬（神経因性膀胱・ロバペロン）1・9

平山厭辮舗’予防）129

噸蠣醸下下’）1・9
嘲九繭（Fosfomycin．尿路感染症）・5・

広川

広瀬

広中

信（結核性尿管狭窄・外科的療法）1・・9

薫（讐業性重複膀胱）・・9

弘（膀胱感染防御・数量的解析）735

鞭斉蹴内移）1・31

       （ほ）

朴木 繁博（膀胱癌注入療法）

細川進一（DMSA腎シンチ・腎局在）

     （血液透析統計 ）

595

61

381

     （本態性腎出血・腎シンチ）849

     （非特異性肉芽腫性前立腺炎）863

麟騰（末期膀胱癌・亜選択的動注）569

堀内 英輔（膀胱癌注入療法）595

堀江磁（傍睾丸横紋筋肉腫）225

       （ふ）

翻潔（職業性重複膀胱癌）・・9

蝉薙嵯n’尿聴）…
餅厳（Gestanon・前立腺肥大症）1・95

麟準之助（欝欝騨’＞87

     （Tethered CordSyndrome。尿水力学的検査法）349

     （尿流量率・尿水力学的検査）・・7

     （Flavoxate．Un－stable Bladder）・・9

福山拓夫（Talampicillin ．尿路感染症）995



xxii

餅浩（結核性尿管狭窄・外科的療法）1・・9

藤井 元広（膀胱上皮内癌 ） 417

藤岡 秀樹（膀胱癌・石灰化） 81

藤沢 保仁（転移性尿路癌 ） 743

藤田 公生（ラット腎孟造影）467

醐浩（雛斉姓体内）245

藤田 幸利（膀胱例幣・再発率）

        469． 713． 1025
          s 一 ．TJ

藤原光文（続騰群野）55

古川勇一：甕鞍糠化療遇

胡太郎（Fosfomycin．尿路感染症）757

       （ま）

削正信（発作性夜間血色素尿症）189

     （末期膀胱癌・亜選択的動注）569

前田勉麟羅丁丁）569

前田  真（膀胱癌注入療法）595

     （膀胱憩室腫瘍 ）955

前林 浩次（第11助間到達法）931

前原進（尿中トリプシンインヒビター）1・53

髄甥（腎血管性高血圧． Ex VivoSurgery）・79

     （停留睾丸固定術） 663

畑修三（GefoXitin・尿路感染症）345

町田 X聾喜血圧）179

     （停留睾丸固定術） 663

松浦

   博夫（膀胱上皮内癌

松尾栄之進（尿路性器癌・細胞性免疫）

           6S9． M5
             ’

松浦

松浦

健麟羅状騰）487

縣羅癌’選）577

（回盲部導管造設合併症）721

 （近大泌手術統計）869

（糠蝦路感＞899

（Ccftezole．尿路感染症）1・・1

一（膀胱癌水圧療法）653

        ） 417

泌尿紀要 第24巻（1978）人名索引

松尾光雄（難離雛形）77

松下鋸郎（Fosfomycin ．尿路感染症）779

松島正浩（職業性重複膀胱癌）…

松瀬幸螂（Fosfomycin ．尿路感染症）757

松田  稔（腎細胞癌・培養） 27

     （睾丸膿瘍・Wegener肉芽腫症）161

     （阪大手術統計 ） 167

     （臨騨●）・29

     （化療・膀胱全摘）557

     （腎細胞癌・ALPアイソザイム）・・9

     （腎細胞癌・GTPアイソザイム）631

     （膀胱後組織球腫）1065

松村麩（末期膀胱癌・亜選択的動注）569

欄陽右（前立腺肥大症・Gestonone）257

     （膀胱腫瘍・再i発率）

        469， 718， le25

松本三島難重複膀胱）・・9

真鍋薄（蹴cyt●前立）・・9

丸山 良夫（奈良医大統計）le69

万波節介（膀胱腫瘍・再発率）

           469． 713

       （み）

三浦一陽興業腫翻胱）・・9

三浦瀦（神経因性膀胱・ロバペロン）1・9

三木 恒治（腎平滑筋腫  ） 403

右田俊介（泌尿器悪性腫瘍・血清露髄）1…5

三品潮＠幽趣毒心）55

     （轟縣●予防）129

     憾セラーゼ．）517

     （進行膀胱癌化療） 541

水谷修太郎（阪大手術統計 ） 167

爾耕治（脊髄損傷・Robaveron）835

三田

光林  茂（腎動静脈疲  ） 307

南光＝（難難平’選）577

     （回盲部導管造設合併症）72・

     （近大泌手術統計）869

     耀04●尿路感）899

     （Ceftezole．尿路感染症）1・・1

細慶一髄鞘鵬魑翻55
     （進行膀胱癌化療） 541

宮崎一興静黙胱．）1・9

宮崎重（Fosfomycin．尿路感染症）・5・

宮下剛彦儀執横紋筋肉）225

宮田宏洋（鑛躍i咽779

       （む）

村井 勝（多房肝腎嚢胞）937

村上信乃（講cyt．融）・・9

村上 泰秀（尿管異所開口 ）947

村田 吉郎（Sipple症候群） 1

枷和夫（進行膀胱癌・B・M療法）…

     （Phenowybenza－mine・前立腺肥大症）・・9

村山  寛（転移性尿路癌 ）743

       （も）

本宮 善恢（進行膀胱癌成績）535

     （奈良医大統計 ）1069

森  義則（腎平滑筋腫  ）403

俊彦（麗羅難● ） 757

岬町（前立腺肥大症・Gestonorone）257

森川洋二極繍難’亜）569

森下 文夫（膀胱癌注入療法）595

     （膀胱憩室腫瘍 ）955

     （ピペラシリン・尿路感染症）・・8・

森田  勝（腎孟外溢流  ）319

森本蟻（鷺山医大小児）1・75

       （や）

椰雌（職業性重複膀胱癌）・・9



躰亮二（発作性夜間血色素尿症）・89

     （末期膀胱癌・亜選択動注）569

八竹直（急性副甲状腺機能潮騒症）・8・

     灘羅癌●選）577

     （回盲部導管造設合併症）721

     儲扉ン’尿管）799

     （近大泌手術統計）869

     （PC－904r・尿路感染症）899

     （Ceftezole．尿路感染症）1・・1

柳沢温儂翻窪謄6●）・・

矢野嬬（前立腺移行上皮癌）…

山 博（脊髄損傷・ 膿菌尿路感染症）・・9

山内庫（Gestanon・前立腺肥大症）1・95

山川 義憲（膀胱癌水圧療法）653

山・翻（末期膀胱癌・亜選択的動注）569

如龍二（神経因性膀胱・ロバペロン）1・9

醐章（尿管ポリープ・外尿道口逸脱）・・

     （陰茎血管腫  ）325

山崎正人 i難牌勘
山崎義久（膀胱癌注入療法）595

     （膀胱憩室腫瘍 ）955

      ピペフシリン・     （ピペラシリ尿路感染症）1・83

山下融（前立腺肥大症・ゲスタノン）・4・

山田薫
i膀胱尿管排尿運動・Prostaglan－din）727

     （脊髄損傷・Robaveron）835

艸嶽（Fosfomycin．尿路感染症）779

山本啓介（末期膀胱癌・亜選択的動注）569

山本翻（膀胱癌・細胞性免疫）

           295， 827

山本難（腎細胞癌・GTPアイソザイム）631

泌尿紀要 第24巻（1978）人名索引

山本翻（砦spanon●尿管）521

      （ゆ）

結城清之（難後部横灘）71

     （重複癌    ）971

       （よ）

横山嵌輪編難．婦人）・・

吉崎

吉田

宏醸購胱●）1・9

修騨万善剤21
（DMSA腎シンチ・腎局在）61

（馨隔’予防）129

（Cefoxitin・尿路感染症）・4・

（進行膀胱癌・化学放射線療法）553

（Medullary Spo－nge Kidney・尿細管性Acidosis）669
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