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（あ）

人

相川期（Prader－Willi症候群）773

相戸

青木

青木

青木

賢二（尿路結石・尿酸）

国雄（膀胱癌死・疫学）

俊輔（尿道球腺嚢腫 ）

清一（陰茎癌    ）

  （東海大泌統計 ）

669

123

703

31

77

     （義人W’lms腫）369

     （夜閲読尿・Bumetanide）747

青木  光（自己陰茎切断症） 709

青山秀夫催牌鍍m）71
     （睾丸腫瘍・成績）1121

     （灘鞠蟄・

淡河洋一（難者膀鵬●）…

椥隆弘（八味地黄丸・排尿障害） s95

     （泌尿器癌・PHA皮内反応）・89

     （腰背部斜切開法） 911

     （DysplasticInvertedPapilloma）1・55

朝倉 茂夫（無睾丸症   ） 795

浅野晴好（Phenoxybenza－mine・排尿障害）1・7

朝日 俊彦（膀胱腫瘍・SLA） 143

安食醐（麗。器’n’）・・

阿曽 佳郎（浜松医大泌統計） 375

     （璽套癌●クレ）917

     （睾丸絨毛癌化療）1157

足立三太郎（温石・溶解剤潅流）1

     儒難艦語m）761

     （前立腺癌・Eg． tracyt）963

欄衛（Fosfomycin ．慢性UTI）・・

陥醐（Fosfomycin ．慢性UTI）87

 名  索  引

天野 正道（SBPC大量療法） 379

     醗麟法．）469

天本 太平（PG・Estracyt）963

新井 永植（動脈栓塞法  ）1277

荒井  陽一 （主導癌・腎：転移  ） 279

     （腎血管筋脂肪腫） 805

耕由和（腎癌・下大静脈内腫瘍栓塞）・・5

荒ノll 倉IJ一 （睾丸腫瘍●イヒ療） l143

淋博孝（敷癌’ACNU）37

     （睾丸腫瘍・臨床）581

有馬正染織。line）615

     儲翻”・）171

     （排尿障害・調味地黄丸）1229

懸弘（TSAA－291 ．BPH）621

       （い）

五＋三男（鱗糧TI●＞1・2・

井・正典（鋸魏’PHA）489

     （腰背部斜切開法） 911

     （DysplasticInvertedPapillorna）1・55

     催難。器嘉血）1343

生間昇一郎（奈良医大泌統計）299

     （睾丸腫瘍・成績）1121

     （PivmeciNinam・女子単純性急性膀胱炎）13・9

池  紀征（膀胱腫瘍。SLA） 143

池内 隆夫（PG・Estracyt）853

池田 達夫（尿道球腺嚢腫 ） 703

池田 庸子（腎過誤芽腫  ） 49

池本 幸史（睾丸腫瘍・化療）1151

生駒文彦催難、品温）13・・

石井 寿晴（成人wilms腫瘍）369

石神三皇舗齪能’）883

     （睾：丸腫瘍。化療）II43

（ページ数太字は第1著者ないし単独著者をしめす〉

     （Stomahesive ） 1197

石川英二（神戸中央市民泌・統計）・21

砺栄一
i転移性腎癌・腎摘）23・

石橋晃（腹部停留睾丸・Dermoid Cyst）95・

礪道男（急性副甲状腺機能面進症）177

     囎黒ジ。li。。）615

     （睾丸腫瘍・化療）1151

石丸 忠彦（性腺形成不全症） 589

伊集院真澄（奈良医大泌統計） 299

     （睾丸腫瘍・成績）1121

     （Pivmecillinam女子単純性急性膀胱炎）1349

雨湿（玉詳291’）62・

諮宏彬（轍摺鞭後●）・6・

     （1諮曲x”．）871

     （睾：丸腫瘍・化療）l151

市川 靖二（睾丸嚢胞「 ）295

一桝泰一（複雑性UTI症・長期化療）1・2・

伊東

伊藤

           821

  （京都市立泌統計）1069

文雄（Shafilc法  ） 9

   玉器29’．）・99

  （京都市立田統計）1069

明道（UTI・CBPC）303
武夫（男子尿道炎  ）・149

 健盤腺形成不全準） 589

  （PC．Estracyt） 963

英有（睾丸嚢胞   ） 295

登（睾丸腫瘍・化療）1143

 （Stomahesive ） 1197

坦（TSAA－291 ．BPH）・99

耀讐響TI）555

健↓夏ミロイ）

伊藤

伊東三蹟（

井上

井上

居原

井原

今川章夫（難者江蘇●）5ア5

今村一男（PC・Estracyt）853



入  久己（成人Wilms腫瘍） 369

岩崎昌太郎（球海綿体反射 ） 535

岩崎 卓夫（動脈栓塞法  ）1277

     （罐蠣嚢胞’）・315

細難（プPスタティズム・八味地黄丸）1115

岩田蝋雅舞抗生剤）・25

岩間躾（Prader－Willi症候群）・・3

岩本 晃明（無睾丸症   ） 795

（う）

      Cushjng症候
      群・多発性副腎
      腺腫

碓井  亜（PG・TeBG ）

梅津敬一（Stomahesive ）

梅・俊一 i謹欝鞠

宇山圃臨舳暢
     （腎早戸腫瘍  ）

湘期（獣．単味地）

上・公介（霧ζ面司1・3

     （高カロリー輸液） 163

畑E・“（膀胱腫瘍・FT207注入）12・9

上野精慌麹蝕）977
上山 秀磨（京都市立泌統計）1069

宇躾激（Flavoxatehydrochloride）877

     （睾丸腫瘍・化療）lI63

     （難壁八味）1233

     〈regecfiasle．n．．／1，ttl・Sileqt）i307

              ，ig9

107

59

285

              983

     （女子傍尿道腫瘍）1061

浦購（BPH・ステロイド性アンチアンドロゲン剤）841

海一二
i尿路性器感染症・点滴用ミノマイシン）64・

       （え）

江村  州（自己陰茎切断症） 709

江本 侃一（尿路結石・尿酸）669

（お）

王本局摺勾画TI）555

 泌尿紀要 第25巻（1979）人名索引

［大井鉄太郎（膀胱平滑筋腫 ）601

大井 好忠（CET・体内動態） 203

大石 幸彦（PC・Estracyt）1215

大江  宏（PC・超音波断層） 425

      （TSAA－291 ．BPH）62・

大川 光央（IMPRA graft）251

大木嘲（内分泌非活性副腎皮質癌）921

大串難（BPH e八味地黄丸）983

大越 正秋（東海大泌統計 ） 77

     （虚聞頻尿・Bumetanide）・4・

燧隆一
i羅険難’八三）1113

大沢 征昌（自己陰茎切断症） 709

大島伸一戯評尉幽い・・

大城干瓢↓ζミPイ）821

     （1器農yt’c）1・27

大園誠一郎（奈良医大泌統計） 299

畑帽子（家兎尿管・走査電顕）1・・9

太田 智規（尿膜管膿瘍  ）825

太田 信隆（浜松医大泌統計） 375

     （睾丸絨毛癌化療）1157

小谷 俊L（PG・Estracyt）1225

大塚  薫（BPH。薬物療法）1333

大野 良之（膀胱癌死・疫学） 121

大原  憲（成人Wilms腫瘍）369

大見 嘉郎（浜松医大泌統計） 375

     （睾丸絨毛癌化療）1157

大森 弘之（膀胱腫瘍・SI・A） 143

     （TSAA－291 ．BPH）・・77

岡猷（騨●燗ド）157

岡賦二郎騰灘蕗管）569

鵬英五郎（副腎皮質腺癌・AGS）

     （MilkofCalciumRenal Stone）

     （奈良医大泌統計）

     （真性半陰陽  ）

43

71

299

695

（睾丸腫瘍・成績）1121

（睾JSL且重瘍・イヒ療） 1177

（Pivmecillinam・女子単純性急性膀胱炎）13・9

XXI

岡田 敬司（東海大泌統計 ） 77

岡豹一郎儲熱量●）21

     （PC・化療放射線治療）453

     （玉響291’）・99

     （陰茎折症   ） 715

     （ヌードマウス・PC化療）993

     （TSAA－291 ．BPH）IQ77

岡田 泰長（Stomahesive） II97

岡田裕作（先天性腎動静脈綾・保存的治療）193

     （鯉。iCa’活）833

     儒状騰’腎転）1・43

     （動脈栓塞法  ）1277

岡部達螂（PC・免疫学的診断）437

     （fi市Ca沈着   ） 609

     （掌不全●腎シン）76・

     （腎血管筋脂肪腫） 805

     （術後低Ca・活性V－D）833

岡村 康彦（京都市立泌統計）1069

岡元健一郎（CET・体内動態）203

岡本重禮（転移性腎癌・腎摘）237

岡本 政和（睾丸腫瘍・成績）l121

岡本疏（プロスタティズムG世味地黄丸）l115

小川肇（膀胱炎・抗生剤少量投与）725

     （PC．Estracyt ） 858

荻須文一
i膀胱腫瘍・エスキノン注入）215

知嚇（点滴用Minocycline）615

尾崎雄治郎（膀胱腫瘍・SLA）431

長田 尚夫（男子尿道炎  ） 149

長船鴎（睾丸腫瘍・原発巣と異なる転移）169

     （SeTfidroxil’ ） s71

     （睾丸腫瘍・化療）1151

     脚●ポリアミ）1239

尾島 昭次（腎過誤芽腫  ） 49

飾齢僚聯姦諭）1115



xx三i

越戸 平和（男子不妊症統計）1293

嗣孝一催黙然脇）・61

小野 秀太（PG・CT   ）429
梼猷（Phenosybenza－mine・排尿障害）1・・

小野江為則（鷺。m，、。i。si，）685

小幡 浩司（PG・内分泌療法） 445

小畠 道夫（CET・体内動態）203

小原壮一
i副腎皮質腺癌・AGS）43

     （睾丸腫瘍・成績）1121

     （Pivmecillinam・女子単純性急性膀胱炎）1349

小原 信夫（膀胱平滑筋腫 ） 601

折笠精一（TSAA－291 ．BPH）1・77

       （か）

甲斐灘（男讐患．つ1357

梶尾 克彦（DepoFtat・BPH）969

柏原  昇（睾丸細網肉腫 ）789

片村 永樹（動脈栓塞法  ）1277

年中喬（Prader－Willi症候群）773

     （BPH・薬物療法）1333

片山

勝岡

勝見

泰弘（膀胱腫瘍・SLA）

洋治（東海大泌統計 ）

哲郎（睾：丸腫瘍・臨床）

  （小児横絞筋肉腫）

143

77

243

355

     （ロベバロン・神経因性膀胱）389

     （TSAA－291・BPH）509

・磁雄 ﾚ卿）・・1

加藤 広海（女子傍尿道腫瘍）1061

門脇町（腹部停留睾丸・Dermoid Cyst）957

金丸 光隆（浜松医大泌統計）

半解 雄右（腎過誤芽腫  ）

金子 茂男（腰背部斜切開法）

金子雌（Fosfomycin ．慢性UTI）

金子 善彦（無睾丸症   ）

金武  洋（性腺形成不全症）

兼松  稔（Shafik法  ）

矯Pt一（Fosfomycin ．慢性UTI）

375

49

911

87

795

589

 9

87

泌尿紀要 第25巻（1979）人名索引

上領 ? ）1181
     擁壁移行’抗）l18・

川井蝋羅塘癌’）133
川喜多順二（騨癌●細胞免）89・

川・光平（ロベバロン・神経因性膀胱）389

河路清（Fosfomycin ．慢性UTI）・・

滞麟膿嚢藩造影）・・9

     （前立腺動脈造影・前立腺疾患）317

     （1／j［1．1．igRllllEBI“lift’：”，e5）327

     （前立腺動脈造影・抗男性ホルモン療法）46i

守殿貞夫愚管十能．）883

     （睾丸腫瘍・男望）l143

     （Stomahesive ） 1197

      両腎摘除ラット
      ・胸管リンパ液
      中抗生剤濃度

河田             49

川畠            203

河辺翻（蹴’国璽地）977

川村寿一 ﾚ乳離膝）193
     （撃隔●腎シン）225

     （肺癌・腎転移 ）279

     愚蒙饗TI）555

     （肺Ca沈着  ） 609

     （軍不全．腎シン）・6・

     （術後低Ca・活性V－D）833

     （腎シンチ・加齢） 905

     （甲状腺癌・腎転移）1・・3

     （動脈栓塞法  ）1277

     （熱性腎嚢胞●）1315

河村 信夫（東海大踊統計 ） 7．7

     （講謎剃651

     （抗腔ト．リコモナス剤・抗力相乗効果）657

     嚇蕪素ス●）1・15

   前立腺動脈造影
   ・フォスファタ
   ーゼ

   前立腺動脈造影
   ・抗男性ホルモ
   ン療法

幸道（腎過誤芽腫  ）

尚志（CET・体内動態）

麟簸ナス●）1・23

       （き）

北川 清隆（睾：丸腫瘍・臨床）243

     （ロバペロン●神経因性膀胱）389

     購ん291●）・・9

絹川常郎（Phenosybenza－m三ne・排尿障害）1・・

木下嚇（副甲状腺術後・1cr・OH－D3）・6・

     儲欲ox”．）871

     （UPJ狭窄・馬蹄鉄腎）929

木下期曝語素ス●）1・15

     麟簸ナス●）1・23

木村  哲（陰茎癌    ） 31

木村茂三騨鑑ルドス）675

清原久和（Flavoxatehydrochloride）877

     （睾丸腫瘍・化療）lI63

     （排尿障害・八味地黄丸）1233

     脚●ポリアミ）12・9

     （詳精騨13・7

切替 辰哉（自己陰茎切断症） 709

桐山 蕾夫（肺癌・腎転移）279

     （複雑性UTI・メリシン）863

     （両腎摘除ラット・胸管リンパ画具抗生剤濃度）1181

     （膀胱壁移行・抗生剤）1187

       （く）

草場 泰之（PC・Estracyt）963

久世益治（TSAA－291 ．BPH）499

     （複雑性UTI・Xリシン）863

細一男
iPivmecillinam・女子単純性急性膀胱炎）13・9

熊本糊（TSAA－291・BPH）1・77

三孝（八味地黄：丸・排尿障害）395



     （泌尿器癌・PHA皮内反応）・89

     （腰背部斜切開法） 911

     薩灘。H認。』）13・・

黒田 恭一（睾：丸腫瘍・臨床） 243

     （IMPRA graft ） 251

     （薪鰭脈症候）291

     （小児横絞筋肉腫）355

     麟醗．神）389

     （［i；SAHA’29i’ ） seg

     GgA．A－29i“ ）io77

黒田

黒田

   TSAA－291 ．
   BPH

   TSAA－291 e
   BPH

清輝（睾丸腫瘍・化療）1143

賜（Flavoxatehydrochloride）877

  （睾丸腫瘍・化療）lI63

  （鑑籔害●八味）1233

（Cushing症候群・多発性副腎腺腫）13・・

黒・泰二（皇麟遊走能．）883

       （こ）

帽轄（睾丸腫瘍・原発巣と異なる転移）169

     （副甲状腺術後。la－OH－D3）363

     （点滴用Minocycline）615

     （UPJ狭窄・馬蹄前腎）929

     催難、H器。温）134・

君腱二郎（泌尿器癌・PHA皮内反応）・89

     （腰背部斜切開法） 911

小角 幸人（睾丸腫瘍・化療）1151

古武 敏彦（PC・手術療法） 441

     （Flavoxatehydrochloride）877

     （睾丸腫瘍・肝腎）1163

     （排尿障害・八味地黄丸）・233

     勝．ポリアミ）・239

     （Cushing症候群・多発性副腎腺腫）13・・

     （複雑性UTI ）ユ343

泌尿紀要 第25巻（1979）人名索引

門門（回腸導管・尿管回腸端々吻合）・69

小林良彦（灘UT、）

細醐
i ）13・9

搬繭（Klinefelter症候群・人類遺伝学）417

     （玉詳29’0）・99

     （鮮e踊’”症）781

後藤 俊弘（CET・体内動態）

小林徳朗（敷癌’ACNU）

     （睾丸腫瘍・臨床）

      Fosfomycin ．

      Pivmecillinarn

      ・女子単純性急
      性膀胱炎

203

87

581

87

     （腎血管筋脂肪腫） 805

     （放射線線膀胱炎・病理組織）935

     （放射線照射後・膀胱癌）・・1

近藤厚儲●溶解剤潅）1

     （性腺形成不全症）589

     （PC＝Estacyt ） 963

     （SSA．A－29i’ ）io77

近瀦一郎縣移膿癌●腎）237

近藤 善雄（睾：丸腫瘍・成績）1121

紺屋博暉（複雑性UTI・Pivmecillinam）134・

       （さ）

懇蝋角撫放辮併）44・

藩蝉（SBPC大量療法）・79

融雅人（論ん291’）627

斉藤  泰（性腺形成不全症）589

     催戦艦鋤・61

     （PC．Estracyt ） 963

     （胃欝29’．）1・77

藤闘（Fosfomycin ．慢性UTI）87

酒井 俊助（shfik法   ）  g

     （腎血管筋脂肪腫） 271

坂・弘（泌尿器疾患・東洋医学）413

坂口  昇（人工腎・Ga， Pj）1033

佐川史郎（艦d「oxil’）871

xxiii

     （雛無害．ノ蛛）1229

佐焔昭（TSAA－291 ．BPH）1・77

佐久間芳文（自己陰茎切断症）709

餅士人（Fosfomycin ．慢性UTI）87

餅実催癌’免懸）…

桜木勉催難艦臨）・61

佐・木憲二

iPivmecillinam・女子単純性急性膀胱炎）13・9

佐々木紘一（無睾丸症   ）795

佐々木秀平（自己陰茎切断症）709

佐々木進（残尿尿管蓄膿症）259

佐・総正（腎癌．下士壁皿内腫瘍栓塞）545

佐々木信之（UTI・CBP〔】） 303

藤駄郎（麗。器’ne）87

里見擁（転移性腎癌・腎摘）237

真田 寿彦（BPH。薬物療法）1333

鮫島 正継（東海大泌統計 ） 77

沢西轍（先天性腎動静脈壌・保存的治療）193

     （肺Ca沈着 ）609

     檸不全．腎シン）767

澤村麟（TSAA－291 eBPH）621

三馬省二 i鐙轟働3・9

       （し）

塩見努（MilkofCalciumRenal Stone）71

     （Pivmecillinarn・女子単純性急性膀胱炎）13・9

韻胴（Fosfomycin ．慢性UTI）・・

志畦三
iBPH・ステμイド性アンチアンドロゲン剤）・・1

     （TSAA－291 ．BPH）1・77

＃」・N光生（排尿困難・八味地黄丸）1113

芝木鴎騨無抗生剤）725

     （PC－Estracyt） 853

柴山齢（難融点）・・1



     （Prader－Willi症候群）773

     （ESA．A－29i’ ・） io77

   憲次（  ）134・

     （1灘騨’ブ）1357

清三八郎（  ）

xx量v

島崎

嶋津

島田

島田

島田

島谷

清水

清水

清水

小路

白石

白石

 淳

   TSAA－291 e
   BPH

  （BPH・薬物療法）1333

良：一 （Shafik法    ）   9

   UTI．
   Pivraecillinam

 誠（PC。Estracyt） 853

 真

 昇（睾丸腫瘍・化療）l143

  （Stomahesive ） 1197

   ピペラシリン・           103
   セラチアUTI

弘之（膀胱癌死・疫学） 121

回戦（腎血管筋脂肪腫） 271

芳幸（男子不妊症統計）1293

良（腎癌・下大静脈内腫瘍栓塞）・45

  （PC．Estracyt ） 1215

順吉（自己陰茎切断症） 709

恒雄（Depostat・BPH） 969

白石醐（超音波断層法・前立腺診断）・69

白勢諺（上部尿路感染症．DKB）12・・

新武三（複雑性UTI・Pivmeci］linam）13・・

曲直傷轍●睾樋）1129

罎和彦（纂石●醐剤潅）1

       （す）

末盛毅
i譲婁糊13・9

杉省二（纈中央舐泌）721

鈴木 和雄（浜松医大泌統計） 375

     噛癖癌’クレ） 917

     （睾丸絨毛癌回忌）II57

鈴木 一太（無睾：丸症   ）795

鈴木都美雄i（自己陰茎切断症）709

淋信行催翻f畿黎m）183

陶山 文三（膀胱腫瘍・SLA） 143

       （せ）

骸泰（難麗状騰い77
瀬川 昭夫（尿路結核・臨床）1297

泌尿紀要第 25巻（1979）入名索引

関儲（窪石’醐剤潅）1

関根昭一 i智恵。’n’）18・

説田 ・修（腎過誤芽腫  ） 49

     （腎血管筋脂肪腫） 271

千田 八郎（尿路結核・臨床）1297

       （そ）

細輔（睾丸腫瘍・CDDP）21

     兇器離楼）193

     （複雑性UTI・メリシン）863

     （VAB・睾丸腫瘍）1171

     （辮性腎嚢胞●）1315

臨孝夫（糊轍後’）363

     儲翻’）871

     （懸魚八味）1229

     （複雑性UTI・Pivmecillinam）1343

       （た）

戴東風（BPH・薬物療法）1333

大上 和行（肺Ca沈着  ） 609

     （軍不全’腎シン）・67

     （血液透析・Ga代謝）124・

離髄（転移性腎癌・腎摘）237

高崎  登（睾丸腫瘍・成績）エ137

高島彰夫（Fosfomycin ．慢性UTI）・・

高杉豊催難，，熱血）134・

高瀬 通注（膀胱平滑筋腫 ）601

高田元敬催翫291）73・

高野  学（IMPR．A graft）251

     （ロバペロン・神経因性膀胱）389

醐崇（Fosfomycin ．慢性UTI）・・

翻津依蘇蜜薪）1115

高橋酬懸盤）841
高橋陽一（複雑性UT1・メリシン）863

高山 秀則（陰茎折症   ） 715

     （慰シロイド）821

     （両側性SpermatocyticSeminerna）1327

滝洋二（異所性前立腺・VUR）・・

滝川浩（醗者膀胱癌’）・7・

瀧田   徹（PC・Estracyt） 1225

二四膨灘離屡）193
竹内 弘幸（PC・Estracyt）731

納政僚葱漏壷）1115
     催滋雨』）13・・

竹崎徹（上部尿路感染症．DKB）12・3

鵡礁（Fosfomycin ．慢性UTI）・・

武田 道子（肺Ca沈着  ）609

竹中 生昌（UTI・CBPC） 303

武本開脚難状醜い77
     （2， 8－Dihydro－xyadenine結石）265

     （副甲状腺術後。1α一〇H－D3）363

     （謹嬰，、line）615

田近

     （融鰍’神）・8・

田島

     （騨獅クレ）917

鴎鵡（  ）621
    茂（蹴’ノ味地）983

     （睾丸腫瘍・化療）115i

   栄司（睾丸腫瘍・臨床）243

    惇（浜松医大泌統計）375

     （睾：丸絨毛癌化療）1157

      TSAA－291・
      BPH

多田

     （女子傍尿道腫瘍）1061

田戸  治（Depostat・BPH）g6g

田中 一成（男子尿道炎  ） 149

田中 求平（Depostat・BPH）969

・田端（謙ん29”）・2・

田中 啓幹（SBPC大量療法） 379

     （超音波断層法・前立腺診断）・69

     偲是孟291）737

田中配（副腎皮質腺癌・AGS）4・



棚橋

田辺

谷野

     （奈良医大泌統計） 299

田中陽一（舞離離膝い93

     騨野TI●）86・

   豊子灘舞，LA：’1墓

   賀啓（肺Ca沈着  ） 609

    誠（騨i懸垂入）12・9

淡輸邦夫（尿路性器癌・OK－432）133

近森

智田

千葉

陳

陳

辻

辻田

津田

    （ち）

正昭（巨大膿水腎症 ） 813

総徳（自己陰茎切断症） 709

栄一（灘。｛辮n●）・・

端昌（腎細胞癌・下大静脈内腫瘍栓塞）・4・

三水（尿路性器癌・OK482）133

握酵（

出村

寺地騨（雛囎多’

     偲乱騰’腎転）1・・3

寺島光行（前庭難●ノ＼味）1113

寺本完（回腸導管・尿管回腸端々吻合）569

     （PC．Estracyt ） 1215

       （と）

土井 達朗（Shafik法  ） 9

富樫醐（雛男面．ノ＼味）ll13

十川 寿夫（巨大膿水腎症 ）813

     （霧転移●睾煙）II29

徳永  毅（PG ・ Egtacyt）963

門中荘平（排尿困難・八味地黄：丸）田3

富永 祐民（膀胱癌死・疫学） 121

    （つ）

一郎（講ん291●）1・77

  （羅至難寺運）ln3

正昭（残存尿管蓄膿症） 259

暢夫（性腺形成不全症）589

   講み291．）・99

    （て）

 幌（睾：丸腫瘍・成績）1137

          x
          ） 833

泌尿紀要 第25巻（1979）人名索引

朝長  優（性腺形成不全症） 589

友吉唯夫（撃胞腎●腎シン）225

     （月市Ca沈着   ）  609

     燧間判醐胱）691

     （陰茎折症   ） 715

     揮不全’腎シン）767

     （腎シンチ・加齢） 905

     （放射線膀胱炎・病理組織）935

     （放射線照射後膀胱癌）941

     （亀頭包皮結合索） 947

     （人工腎・Ca， Pi）1033

     縣鏡●尿猷梢）1・39

       （な）

名出動（牌撒翻1・・

内藤 克輔（IMPRA graft）251

虚血礫勧抗生剤）・25

永井 信夫（腰背部斜切開法） 911

     （DysplasticInvertedPapillorna）1・55

中尾難（白血球遊走能・抗生剤）883

長尾 昌寿（人工腎・Ga， Pi）1033

中神義三（羅繋癌つ133

中川清秀（TSAA－291 ．BPH）・99

     （複i維性UTI・メリシン）863

中川隆（複雑性UTI・メリシン）86・

鴨tL9一（轡静脈症候）291

細一夫（抗癌剤・経膀胱的吸収）481

     （綴’経膀胱）891

     （両腎摘除ラット・胸管リンパ忌中抗生剤濃度）I181

     （麟壁移行’抗）1187

     （男子不妊症統計）1293

中谷  浩（巨大膿水腎症 ） 813

中塚 栄治（睾：丸腫瘍・化鳥）1143

長根裕（MilkofGalciumRenai Stone）183

中野

中野

xxv

三三次（点滴用Minocycline）615

     （髄ポリアミ）1239

     （灘u。、）

長野

   Fosfomycin ．
欣也

信吾（性腺形成不全症）

  （PC ． Estracyt ）

賢一（小児横紋筋肉腫）

永野

    音櫓f哩薯P・、中村
    丁’V」曼性U11             ノ

中樟一郎（腎癌・Adria－mycin動注）

     （腎暴評腫瘍  ）

中村 隆彦（亀頭包皮結合索）

87

589

963

355

     （ロバペロン●神経因性膀胱）389

永野俊介（織田論＞265

     （睾：丸嚢胞   ） 295

   道夫（劉’八味地）・8・

87

Jr 9

285

947

中村解（器舗岳、d。）…

     （睾：丸腫瘍・化療）lI63

     （排尿障害・八味地黄：丸）1233

     （Cush量ng症候群・多発性副腎腺腫）13・・

     画面，罵。温）13・・

中村麻瑳男（睾丸腫瘍・化療）1163

     （排尿障害・八三地黄丸）1233

則灘（犠繭注入）633

那須誉人

iラヅト睾：丸・Teststerone ．組織動態論）345

       （に）

SU嶽（BPH・八味地黄：丸）977

縦研二（辱讐垂ルドス）675

西  光雄（膀胱腫瘍・SLA） 143

西尾正一 Z懸細包免）897

西尾 利二（人工腎・Ca， Pi）1033

西川三一郎（尿路結核・臨床）1297

鴎醐燵鵬●細脇）897
     （尿管骨形成  ）1321

西本 和彦（UTI・CBPC）303



xxvi

仁平寛巳（TSAA－291・BPH）1・77

       （の）

野田 進士（尿膜管膿瘍  ） 825

野・概生（甲状腺癌・腎転移）1・4・

       （は）

計屋紘信（瞬石●三訂潅）1

     （PC．Estracyt） 963

萩中隆博（ロバペロン・神経因性膀胱）389

朴 勺（M73101．急性膀胱炎）211

     （肺癌・腎転移 ） 279

     （尿道球腺嚢腫 ） 703

     膿髄管筋脂）・・5

     （術後低Ca・活性V－D）833

     騨●尿道末梢）1・39

橋村 孝行（肺癌・腎転移 ）279

橋本離（副腎皮質癌・AGS）・・

     （奈良医大泌統計） 299

     （睾丸腫瘍・成績）l121

波多野紘一（腎過誤芽腫  ） 49

花井淳 i黙鐘睡
馬場谷勝蜜（奈良医大泌統計） 299

     （Pivmecillinam・女子単純性膀胱炎）1349

灘英夫（蹴●黒味地）983

浜路政博（Fosfomycin ．慢性UTI）・・

浜幽一郎（BPH・八味地黄丸）983

浜本 隆一（UTI・CBPC） 303

早川 正道（東海大泌統計 ） 77

     （難耀レドス）…

林威三雄（副腎皮質腺癌・AGS〉・・

…昭
｣離羨）l181

     （膀胱壁移行・抗生剤）118・

早瀬喜正（尿路結核・臨床的観察）129・

泌尿紀要 第25巻（1979）人名索引

早原 信行（尿管骨形成  ）1321

原 晃（軍不全．腎シン）・6・

原  信二（Stomahesive ）1197

原種利静’醐剤潅）1

原田 卓（PC・CT ）433
     （巨大膿水腎症 ） 813

     （霧転移●睾纒）112・

萬谷 嘉明（自己陰茎切断症） 709

       （ひ）

・餅鉄彦（TSAA－291・BPH）499

桧垣昌夫嵯鱈抗生剤）・25

東  i義人（動脈栓塞法  ）1277

久住治男（左精索静脈症候群）291

     （小児横紋筋肉腫） 355

肱岡  隆（奈良医大泌統計）299

     （Pivmecillinam・女子単純性急性膀胱炎）13・9

・台難催雛悲活性副）921

平尾 和也（奈良医大泌統計） 299

     （Pivmccillina皿・女子単純性急性膀胱炎）1349

平尾彫催留男謡um）71

     （奈良医大泌統計）299

細公一
i鷺。m。、r、。、、、）685

平野 昭彦（男子尿道炎  ） 149

平野 章治（IMPRA graft）251

平聯二（聖業中央舐泌）・21

平松  侃（奈良医大泌統計） 299

     （真性半陰陽  ） 695

     （睾丸腫瘍・成績）1121

     （Pivmecillinam・女子単純性急性膀胱炎）134・

平山 多秋（Depostat・BPH）g6g

広川 信（無睾：丸症  ）795

広中弘
i両腎摘除ラット・胸管リンパ液中抗生剤濃度）1181

     麟壁移行●抗）i187

       （ふ）

深津 英捷（尿路結核・臨床）1297

欄洋（内分泌非活性副腎皮質癌）921

鵬修司（矯移性腎癌●腎）237

福田 和夫（UTI・CBPC）303

融激（學讐アルドス）…

融撤（TSAA－291 ．BPH）・99

藤井 昭男（睾丸腫瘍・化療）1143

     （Stomahesive ） 1197

藤井  浩（無睾丸症   ）795

藤川献儂詣曽畿um）71

藤田 公生（浜松医大泌統計）375

     （PC．TUR ） 457

     （賢饗癌●クレ）917

     （睾丸絨毛癌化療）1157

藤田  潤（尿道球腺嚢腫 ） 703

藤田賑（Phenoxybenza－mine・排尿障害）1・7

藤田弘子（壁聾癌●クレ）917

藤田 幸利（膀胱腫瘍・SLA） 143

翻光文（膀胱癌・AGNU注入）・・

     （睾丸腫瘍・臨床）  581

船井 勝七（残存尿管蓄膿症）259

細諺（転移性腎癌・腎摘）23・

古谷 ｪ脳翻84・
       （へ）

別宮徹温品熊至）1115

       （ほ）

外野 正己（膀胱平滑筋腫 ）601

細川進（鉾腎’腎シン）225

     即時饗TI）555

     （肺Ga沈着  ） 609

     （陰茎折症   ）715

     （野全’腎シン）767

     （腎シンチ・加齢） 905

     （人工腎・Ca Pi）1033



餅明範（膀胱癌・細胞免疫）897

     （尿管骨形成  ）1321

       （ま）

前川 正信（残存尿管蓄膿症） 259

     （膀胱癌・細胞免疫）897

     （尿管骨形成  ）1321

前川 幹雄（睾：丸腺瘍・臨床） 581

真下節夫儒懲懲1、）957

増鴫甥（腎癌・下大静脈内腫瘍栓塞）・45

     （回腸導管・尿管回腸端々吻合）569

     （低温手術後無尿）1049

増田 宗義（睾丸腫瘍・化療）1143

醐修三（睾丸腫瘍・CDDP）21

     （腸間膜嚢腫膀胱痩）691

     （弊弊TI●）86・

醐餅偶鶴藤静脈）・4・

     （回腸導管e尿管回腸端々吻合）569

     （低温手術後無尿）1049

     （前立腺癌・Estracyt）1215

松浦治（Phenoxybenza－mine・排尿障害）1・7

購剛畿魏OPHA）489
     （腰背部斜切開法）911

松麟之進（腎石・溶解剤潅流）1

松尾 光雄（肺（〕a沈着  ）609

     （繍中央韻泌）721

松岡  啓（尿膜二二蕩  ）825

松下 嘉明（巨大膿水腎症 ）813

松島進麗盈響畿 ）71

     （睾：丸腫瘍・成績）1ユ21

     （Pivmecillinam・女子単純性急性膀胱炎）13・9

細公志（腎孟母・異所性骨形成）189

     （女子傍尿道平滑筋腫）495

     （Prader－Willi症候群）・81

泌尿紀要 第25巻（1979）人名索引

松田稔（糖d「ox”●）871

     （腎細胞癌・ポリアミン）1239

松村 陽右（膀胱腫瘍・SLA） 143

松本綱（ぼr聯菟蹴＞1115

松：本  修（Stomahesive）1197

松本 哲夫（膀胱平滑筋腫 ） 601

加邦夫ぐ雲即日’り・357

丸山 良夫（奈良医大泌統計） 299

     （真性半陰陽  ） 695

       （み）

三浦一陽（講ん291’）621

三木酷（Flavoxatehydrochloride）877

     （睾JikL腫瘍。イヒ療） 1163

     （羅壁八味）1233

     （Cushing症候群・多発性副腎腺腫）13・7

三木  誠（PC・Estracyt）1215

三品糊（膀胱癌・ACNU注入）37

     （睾丸腫瘍・臨床） 581

     （睾：丸腫瘍・化療）1177

水谷修太郎（輩漫搬購い69

     （CueTfaldroxil’ ） s71

水谷洋子麟盟状醸い77

溝口  勝（Depostat・BPH） 969

光林茂酒断癖）169
     （UP．1狭窄・馬蹄鉄腎）929

三矢英輔（TSAA－291 ．BPH）1・77

     （PC．Estracyt ） 1225

南光二（八味地黄丸・排尿障害）395

     （腰背部斜切開法） 911

蜘浩忠（Fosfomycin 一慢性UTI）・7

宮内武彦憾麟注入）633

割美栄子（講ん291●）499

     （動脈栓塞法  ）1277

宮崎

宮崎

宮下

宮田

三輪

武藤

宮川光生（睾丸腫瘍・原発巣と異なる転移）

     （UPJ狭窄。馬蹄鉄腎）929

細慶一
i膀胱癌・ACNU注入）

宮崎亮之介 i ）…

  （睾丸腫瘍・臨床）

公営（IMPRA graft）

 重（睾：丸腫瘍   ）

   尿路性器感染症
   ・点滴ミノマイ

   シン

剛彦（腎過誤芽腫  ）

和豊（膀胱腫瘍・SLA）

 誠（膀胱平滑筋腫 ）

    （む）

xxvii

 169

 37

581

251

1137

 49

 143

601

    浩（精嚢上皮分泌物・走査電顕）663

     蝶上皮’走査）753

     （家兎尿管・走査電顕）1・09

村上信乃（複雑性UTI・長期化療）1・27

村上 泰秀（東海大難統計 ） 77

蜘蛛（UTI．Cefradine）11・9

椥和夫（左精索静脈症候群）291

     麟蒲庇．神）389

       （も）

轄醐雛鵯統計潔
百瀬俊郎（TSAA－291 ．BPH）1・77

森 脩（BPH．八味地黄：丸）983

森轍（BPH．八三地黄丸）983

森川洋二（膀胱癌・細胞免疫）897

     （尿管骨形成  ）1321

森崎堅太郎（臣大膿水腎症 ） 813

森下融瀞．醐剤潅）1
翻勝（プロスタティズム●八味地黄二丸）l115

     儒難，鑑缶）13・・

r”a磁（羅難活性副）921

森脇 昭介（腎孟偽腫瘍  ） 285



xxvii三

       （や）

柳下雌（TSAA－291・BPH）621

矢島 英雄（自己陰茎切断症）709

安井平造（両腎摘除ラット・胸管リンパ船中抗生剤濃度）1181

     鱗蜥’抗）118・

安本 亮二（残存尿管蓄膿症）259

八竹直（八味地黄：丸・排尿障害）395

     （腰背部斜切開法） 911

柳重行懸難W’U’）773

柳沢宗利侶謙粥管）569

     （低温手術後無尿）1049

矯久雄（複雑性UTI・Pivmecillinam）13・3

山内 昭正（PG・Estracyt）731

山川

山口

山崎

山崎

眞（急性副甲状腺機能尤進症）

和彦（尿膜管膿瘍  ）

 章（巨大濁水症 ）

義久（女子傍尿道腫瘍）

177

825

813

1061

山下喬世（TSAA－291 ．BPH）・99

山城清治 蜉潤j1181
山城清治麟壁移行●抗）118・

山本敏擁性腎嚢胞●）1315

躰敏嗣醗藤鱗法．）・69

     （BPH．TSAA－291）737

山本 ??ﾋ）643
       （ゆ）

州県醗翻胱癌●）・7・

結城 清之（睾丸細網肉腫 ）789

       （よ）

横川鋤（驕。m，tr、。、is）685

泌尿紀要 第25巻（1979）人名索引

椥雅好依蘇菟薮）1115

吉秋実（鷺。m。、。、。、、、）685

調郁夫（精嚢上皮分泌物・走査電顕）663

     憾上皮’走査〉・53

吉・修（謙響 ） 21

（M7310．急性膀胱炎）211

（撃胞腎．腎シン）225

（肺癌の腎転移  ）  279

（前立腺癌   ） 423

（TSAA－291 ．BPH）499

構磯UTI O）555

（尿道球腺嚢腫 ） 703

（軍不全●腎シン）767

（離腎血臨脂）・・5

（早婚Ca．活）833

（複雑性UTI・メリシン）863

（腎シンチ・加齢） 905

僑掻ウス．）993

感状鵬’腎転）1・4・

（TSAA－291 ．BPH）1・77

（VAB・睾丸腫瘍）1171

（動脈栓塞法  ）1277

麟騰嚢胞●）1315

吉・宏二郎（副腎皮質腺癌・AGS）

     （翻高田市立泌）

     （奈良医大泌統計）

      Pivmecillinam
      ・女子単純性急
      性膀胱炎

43

81

299

     （li．liee，VkMenteX’ifien｛，ka，＆Mbo），，，，

吉・隆夫健騨麟い69

     （UPJ狭窄・馬蹄鉄腎）929

吉・英機礫熊抗馴725

     鵬難）853

吉邑貞夫（転移性腎癌・腎摘）237

吉本  純（膀胱腫瘍・SLA） 143

（り）

林正簿翻轡立腺●）67

（聯震●期性い89

（女子傍尿道平滑筋腫）495

轄伽W’H’）781

（複雑性UTI・メリシン）863

       （わ）

糊晶依慾菟蹴）1115
和細裕人（ピペラシリン・セラチアUTI）

     （高カロリー輸液）

和田 誠次（睾丸細網肉腫 ）

103

163

789

（騨癌●細細）89・

灘敷（大和高田市立泌統計）81

     （奈良医大泌統計）

     （真性半陰陽  ）

     （睾丸腫瘍・成績）

      Pivrnecillinam     （
      。女子単純性急
      性膀胱炎

麹朧（Fosfomycin ．慢性UTI）

灘騨修論箭i）

渡辺

299

695

1121

） 1349

87

103

（高カロリー輸液） 163

決便二品入）

 （睾丸腫瘍・臨床）

 （  TSAA－291 ．
  BPH

37

581

） 627




