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xxiv

人 名 索 引
（ページ数太字は筆頭著者Sは特集号をしめす）

       （あ）

青木 正（ブラダロン ）1051

青木  光（腎癌・動静脈旗）677

青笹 克之（骨盤腎・腎孟癌）1015

青山 龍生（PG・Estracyt）485

赤xee＄

i1・ll・li5，？，，・．B・e・”と膀）335

赤三一郎麟瘍．経腹式）…

秋田 康年（ブラダロン  ）1051

秋元成太横芝難訓・・9
     （Congenitalmesoblasticnephroma）441

秋嬉久夫（雛．UTI’！ミ）377

秋日劇騰離慮り・・
     （尿管石・猪苓湯） 89

     （腎尿管・CT ）535

浅井  順（睾丸腫揚   ）1237

灘保正（急性単純性膀胱炎・Melysin）s－45

浅野 晴好（BNG・病因  ） 731

阿曽佳郎偲留h 〉・・9

     （PC ・Pepleomycin）629

足立三太郎（膀胱腫瘍・キロサイド注入）229

     （腎移植・Ahlbulin）・・5

     （轄騰内移）・・9

安達 雅史（腎癌・動静脈痩）677

阿部二間（複雑性UTI・メリシン）S－75

阿倍 礼男（PPA     ）1183

阿部 裕行（下大静脈後尿管）201

天本太平（騨華蟄キり229

網野勇（複雑性UTI・メリシン）S－75

新井 永植（L型腎・腎癌 ）1007

荒井陽一（羅鹸選択＞179

荒川 創一（腎癌・臨床  ）819

荒木 博孝（Bladderon

（逆Y型重複尿道）1291

（睾：丸腫蕩・血清AFP）・5・5

       ） 239

（病的腎・腎外傷）1271

（睾丸細網肉腫 ）1537

荒谷穂（講C．SBPC）S－27

有地  滋（漢方薬    ） 719

有馬 正明（ブラタロン  ）1197

     （MalignantFibrous Histio－cyt・ma・膀胱後部）1529

購征榔（複雑性UTI・メリシン）S－95

懸弘（野●TSAA一）215

（い）

飯星元博（登06taghnd’n）・469

生亀灘（悪性腫瘍・SSMvaCGine療法）・383

井・正典牒辮炎’）71

     （腎尿管。CT ） 535

     （PC，Estracyt ） 1325

池上奎一
iProstagrandinE）1469

瀕俊典（藷警察泌手術）59

     （骨盤腎・腎孟癌）1105

池田  滋（嚢胞腎・核医学）955

甑・平（騰灘細・・3

池田 達夫（ブラダロン  ）1051

池田醐（8TI’V’ccil”n一）・463

池田斌（腎性高血圧・SQ14225）63

     欝牽聾）1521

生駒 文彦（ブラダロン  ）1043

石pm－ge？1・t

i慢性複雑性UTI・ KW－1062・Gentamicin）・・3

     （Fturaful ） 1169

     （Melysin・総括）S・1

石川  悟（Bladderon  ）243

     （騨騒癌’＞881

石川登喜治（複雑性UTI・メリシン）S－75

石田 晃二（Bladderon  ） 79

石田 三世（八味地黄丸  ） 103

碑芳和（複雑性UTI・メリシン）S－95

石塚 栄一（腎癌・術式予後） 1

J・・」・・一・i［J孝
i撫臨・）・・3

石橋  晃（XYY症候群 ）465

     （嚢胞腎・核医学）955

石橋 道男（腎癌・OUR－10）253

     （ブラダロン  ）1197

     （ブラダロン  ）1201

     糖翻一

伊集院難膿麓平群）・・5

岩動孝一郎（PC・Estracyt）223

井関無縫鵠艦●）1319

     （気腫性腎孟腎炎）1339

     （雛蒼2局注●）1・85

伊丹 道真（腎凱尿管静脈瘤）1373

井田 時雄i（女子傍尿道二心）1281

市川凱彦（塾myxin局所）129・

井筒

伊藤

伊東

岳麟耀’x回廊

登 （FutrafU1    ） 1169

担（陰茎結核 ）593
（腎シンチ・閉塞性腎疾患）96・

     （ブラダロン  ）1051

     （腎シンチ・SOL）1221

伊東三喜雄（陰茎結核   ） 593

     （ブラダロン  ）1051

稲井  徹（Tolmetin   ） 913

稲垣寿雄（急性単純性膀胱炎。Melysin）s－45



井上 明道（八味地黄丸  ） 103

井原 英有（ブラダロン  ）1197

今井 強一（PC・Estracyt） 369

今井信吾嘆親裁胱）s－4・

今川章夫（Free－end法・尿管膀胱新吻合）・・3

今一¥轟）1437

入山博嘆門門騨）s－4・

岩井省ﾘ戦野）989
     （腎性高血圧・   Alprenolol）1319

     （気腫性癌孟腎炎）1399

岩尾典夫（UT互・メリシン）S－67

岩佐賢二僻’トロビシ）695

岩砂真一
i産婦人科UTI・Melysin）・一51

岩佐鶉（メリシン・急性単純性膀胱炎）s－57

岩崎昌太郎信念富キロ）229

     （腎移植・    Ahlbulin）・・5

岩崎 孝史（腎癌・術式予後）  1

岩崎 卓夫（腎癌・予後  ） 273

     （肺転移巣容積・尿路性器癌）15・1

罰朕（糊’アミノ酸）1453

岩松克彦臨藤締●）861

岩元 則幸（プラダnン  ）1051

（う）

植手鉄男（騨剤●相乗作）s・・7

上野一恵
i雛讐b62）…

上原 尚夫（PC・Estracyt）369

上村啓介（腎杯憩室・   Unroofing）32・

上山 秀磨（陰茎結核   ）593

     （ブラダロン  ）1051

翻麟三（騨騨蜜⇒619

宇躾道之（づプレオマイシ）1163
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牛山武久（勝騨’nB●）129・

碓井亜（囎騨獣⇒619

打歩画瀧翻683
     （鱗癌●BLM）115・

     （メリシン・急性単純性膀胱炎）s－57

細俊一
i外傷後腎結石・体外手術） 18・

     （動静脈痩・体外腎手術）651

     （歪幕ζ欄1125

浦田 英男（三重大外来統計）1101

（え）

蘭和芳（腎性高血圧・  Alprenolol）1319

江尻進（メリシン・急性単純性膀胱炎）s－57

江旧作
i欄蹴幽・・3

三野庄一
iCoagulum ePyelolithotomy）295

躍・渉睡●トロビシ）695

藤克則（一ビラチア感染症e Baktar）・・5

       （お）

大井 綱男（褐色細胞腫  ） 835

大騰郎 ｫ縢劉・5・5

大井一難撫）・・3

畑幸彦拶癌’骨聴）167

大江宏隣yTI’ノミ）・・7

     （BNC・超音波）763

大川順正（小児黄色肉芽腫性腎中腎炎）1117

大川 光央（峯丸欠損症  ）1423

     （メリシン・急性単純性膀胱炎）s－57

大川 元臣（膀胱。CT  ）545

大串 典雅（三重大外来統計）1101

xxv

姻剛（画調●トロビシ）695

大河内寿一（腎癌・OUR－10） 253

大越隆（複雑性UTI・メリシン）・一7・

大越 正秋（CT     ） 25
     （慢性複雑性UTI・KW－1062． Gentamicin）・・3

     （難大泌●尿分）1245

鳩｛tp一（外傷後腎結石・体外手術） 18・

     （動静脈痩・体外腎手術）65・

     （霧幕ζ禰1125

大島 升（包茎・心身医学）137

     （／N’＃eev ！74 ．．UTi’ ） s－sg

畑三子櫨十三’微細）・97

畑俊治（産婦人科UTI・）vlelysin）s－51

畑信隆（P％㎞m卿）629

畑崇喜（腎順艦。謡1319

大田黒和生（腎血管筋脂肪腫） 53

     （BNC・組織像 ） 741

大・原佳久（PCiepleomyci。）629

大塚晃（複雑性UTI・メリシン）S－75

大塚恭一
i囎翻UTI’）・一51

栖書庫残欝’）571
大西哲郎拶癌滑肺転）・67

     （腎癌静脈CT）1213

燭一典（46 XX male ．H－Y抗原）…

大林太（離間UTI’）・一51

大原孝（腎杯憩室・    UnroO丘ng）327

大・向充
ﾙ鰹1と膀）335

大堀勉（Prune BellySyndlrome・膀胱外反症）335

     （精索横紋筋肉腫） 585

規則（PC跳pl。。m，。、。）629



XXSii

大森弘之（BPHi、AA．29、）353

     （慢性複雑性UTI・KW－1062． Gentamicin）・・3

     （酢酸クロルマジノン・PC）1553

大山 武司（包茎・心身医学）137

岡聖次（醜議纈●＞86・

岡崎武二郎（陰茎癌・骨肺転移）167

岡躾五郎（副腎性器症候群・陰核形成術）・・5

岡田 敬司（CT     ） 25

     （轟大証’二分）・2・5

岡田謙一郎（BPH・f、AA．291）353

     （BPHisAA－2gi） 47i

     （BPH．SH－582） 699

     （BNC・内視鏡） 747

     （ブラダロン  ）1051

     （骨盤腔内術後膀胱機能障害）1・77

岡田 泰長（腎癌・臨床  ） 819

岡田平作（馳黒蜜25＞63

     （膀胱出血・選択的塞栓術）179

     儘験鵬尿酸血）387

     （ブラダロン  ）1051

     （尿石・タイ国 ）1071

     （交叉性腎変位・石灰化嚢胞）・5・3

     （腎血管性高血圧．AIIAテスト陰性）1521

緒方 正雄（腎癌・頸椎転移）1109

岡岬明（メリシン・急性単純性膀胱炎）s－57

岡部赴郎（腎齢錦25）63

     麟器選択）179

     （ブラダロン  ）1051

岡村 康彦（陰茎結核   ）593

     （ブラダロン  ）1051

一郎
i慢性複雑性UTI．KW－1062． Gentamicin）・・3

岡本鵡（全摘後再発膀胱癌）19
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岡山悟麟腎甜炎’）・4・

小川 勝明（腎癌・血管像 ） 419

小川繁・青（DRL’9’7i，A。）899

     （腎灘べhlb。li。）・・5

州肇 i欝制一
小川・秀彌（悪性振蕩・SSMvaccinc療法）138・

小川洋史（外傷後腎結石・体外手術）187

     （動静脈痩・体外腎手術）651

     （歪薯渚麹1125

小川 由英（八味地黄丸  ） 97

     （Bladderon ） 243

     （転移性陰茎癌・動注・照射）881

奥田蝋型罐索’副）1427

奥村 良二（BN（】    ）1093

     （メリシン・急性単純性膀胱炎）s－57

卿明彦（男子不妊症・ HCG／HMG）563

     （ブラダロン  ）1197

     （羅襲翻一

長船 匡男（腎癌・OUR－10） 253

     （プラダPン  ）1201

     （PC ． Estracyt ） 1325

脚孝英（UTI輪ll、n一、）i463

小谷俊一 ﾙ筆石’用手＞995

     （プラダPン  ）1449

綱孝一
i腎移植べhlb。li。〉・・5

小野 秀太（CT     ）401

小野 利彦（ブラダロン  ）．1051

小野浩（翻南画う・・9

小野甑（外傷後腎結石・体外手術）・87

     （動静脈婆・体外腎手術）651

     （灘三脚1防

一躍撫諭
小野山靖人（腎孟尿管静脈瘤）1373

小原 信夫（禍色細胞腫  ） 835

     （Chlormadinoneacetate ． Thro－mboelastogtam）1575

尾本糊（複雑性UTI・メリシン）S－95

海法

香川

垣本

覧

    （か）

裕男（ブラダロン  ）1051

 征（Tolmetin ）913

綱寿（尿p聴㌃IG
片村 永樹（L型腎・腎癌 ）1007

勝見 哲郎（BNG・レ線  ）743

     （7蘇ムス醗）827

     （BNC ）1093
加藤 次朗（腎血管筋脂肪腫） 53

加藤隆治（開聞1面脇

加藤範夫（UTI・TAPC ）691
加藤 広海（三重大外来統計）1101

加藤 正博（尿管癌。成績 ）433

     （メリシン・急性単純性膀胱炎）s－57

門脇 和臣（XYY症候群 ）465

門脇 照雄（陰嚢平滑筋肉腫）889

     （尿管異所開口 ）1019

金森 幸男（下大静脈後尿管）201

金子 茂男（腎・尿管・CT）535

     （BNC・排尿機能） 757

金田 泰雄（ブラダロン  ）1p51

     （メリシン・急性単純性膀胱炎）s－57

金田』 F孝（重複下大静脈 ）1003

    滋（腎移植べhlb。1、。）・・5

   難（驕羅石●用手）99・

梶尾克彦（即断獣⇒619

柏井 浩三（萎縮膀胱。SLE）209

可世木綿（急性単純性膀胱炎・Melysin）s－45

風戸勲（急性単純性膀胱炎・Melysin）s－45

胴喜代二（萎二丁●SLE）・・9

            ） 779



兼松‘ 稔（高山日赤泌統計）15451

加納 勝利（旨味地黄丸  ） 97

     （Bladderon ） 243

     傷蟹騒癌’）881

守殿 貞夫（腎癌・臨床  ）819

     （Futraful ） 1169

     （逆Y型重複  ）1291

     （睾丸腫瘍・血清AFP）15・・

餅輝二（腎悪性絨毛上皮腫）195

細健一一一一一 i麟癌●BLM）1153

     （メリシン・急性単純性膀胱炎）s－57

賀屋仁（セラチア感染症． Baktar）・・5

獣哲郎（製灘i購舗
川井

川井

忠（三重大外来統計）1101

博鰹隻嘩翻119
 （下大静脈後尿管）201

（Congenitalmesoblastic    nephroma）441

河合灘嘆蟷酷騨）s－45

河喜雛祥（膨大泌●願）12・・

川口 光平（BNC    ）1093

     倖罐性的被膜）・39・

川・正一
iメリシン・急性単純性膀胱炎）s－57

川倉宏一（複雑性UTI・メリシン）S一・5

川路 尚徳（BPH・TSAA－291）471

川添和久（セラチア感染症． Baktar）・・5

湘輔（高山日赤泌・統計）15・・

川中 俊明（包茎・心身医学） 137

河西 宏信（気腫性腎孟腎炎）1399

河購巳（慢性複：雑性UTI・KW－1062． Gentamicin）・・3

川畠尚志櫻鰭1讐・）…

川村寿一（加齢・腎シンチ） 33

     （腎性簡匙25）63

     （膀胱出血・選択的塞栓術）179
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     腎血管性高血圧
      ・AIIAテスト
     陰性

川樋樹 ﾆ攣霧
河村 信夫（CT
     （慢性複雑性UTI・1〈W－1062・Gcnta皿icin）・・3

     （籍大工’尿分）1245

細削（メリシン・急性単純性膀胱炎）s－57

（腎癌・予後  ）273

（蘇化療’腎）・・7

（腎シンチ・閉塞性腎疾患）96・

（腎シンチ・SOL）i221

幌叢説後弾）・477

離懸位●）1513

（腎血管性高血圧・AIIAテスト陰性）i52i

       ） 119

       ） 25

（き）

岸本孝（酢酸クロルマジノン・PC）1553

岸本 武利（神経線維腫  ） 453

     （膀胱腫瘍・局所注入・Adriam－ycm）989

     （惣f’1加atめn）1・59

     （人工腎・CEZ ）1065

     （／E”rev ！f／ll ．．UTI’ ） S－89

岸本知巳（藷警察泌手術）59

     （骨盤腎。腎孟癌）1015

北川 龍一（禅味地黄丸  ） 97

     （Bladderon ） 243

     （転移性陰茎癌・動注・照射）881

北島 直登（女子傍尿道腫瘍）1281

     （Estracyt．PC ） 1587

北村 憲也（萎縮膀胱・SLE） 209

木戸晃（陰茎癌・骨肺転移）167

絹川常郎（外傷後腎結石・体外手術）18・

     （動静脈痩・体外腎手術）651

     （簑籍ζ勘11肪

xxvii

木下嚇（膀胱後部平滑筋肉腫）1・31

木下正之（セラチア感染症． Baktar）・・5

紀平正道（彙蟷弾唄陣

木村  哲（Estracyt   ）1177

木村 茂三（膀胱腫瘍・臨床） 657

     僻岡日赤尿石統）669

木村隆（急性単純性膀胱炎・Melysin）s－4・

木村久雄（齢難症睡

木村 行雄（射精障害   ） 109

清原 久和（膀胱・CT  ）545

     じ一山マイシ）1163

蘇諺（複雑性UTI・メリシン）S－95

四三夫（睾丸腫瘍・脳転移）459

     （癌化療。無菌室）1079

       （く）

工藤 茂宣（Bladderon  ） 79

国方 聖司（腎・尿管。CT） 535

国芳雅広（離植べhlb。lin）・・5

久保

岸派浄一 i
熊本 悦明（PC・Estracyt

隆（Prune BellySyndrome ．   膀胱外反症） 

 （精索横紋筋肉腫）585

 （腎癌・動静脈疲）677

樵難讐・）・・3

        ） 485

旛騰馬廻田1

（46X留読原）571

僅：翫・）…

（急性腎孟腎炎・臨床）…

 （尿管精i嚢腺開口）1405

畑孝（慢性前立腺炎・Esberiven）71

     （尿管石・猪酒湯） 89

     （腎・尿管・CT） 535



xxviii

黒川一男

i慢性複雑性UTI・KW－1062． Gentamtctn）・・3

黒川  純（嚢胞腎・核医学）955

細恭一
i膀胱癌・血清蛋白）265

     （BPH［isAA－2gi） 353

     （尿管癌・成績 ）433

     （膀胱癌・Garbo－quone Urokin－ase注入）683

     （謬C’診断治）777

     （7蘇ムス臨）827

     （BNC ）1093
     （羅癌●BLM）1153

     （睾丸欠損症  ）1423

     （メリシン・急性単純性膀胱炎）s－57

黒田憲行（零讐UTI●メ）S－95

黒田昌男（づプレオマイシ）・・63

     （PC．Estracyt ） 1325

黒田泰¥講論㎜
       （け）

苗木 文隆（下大静脈後尿管）201

       （こ）

小出 卓生（BNC。組織学） 735

     （鰯を・配う19・

     （転移性精索・副睾：丸腫瘍）1・27

灘融（欝欝碧’上）・45

高坂唯子（藩●化療’腎）517

神波 照男（ブラダロン  ）1051

甲野三郎藤島雛腎）449

     （複雑性UTI・メリシン）S－89

河野剛（離艘撫25）63

     灘叢叢要雫）1521

郡健二郎（慢性前立腺炎・Esberiven）71

      （腎・尿管・CT）535

泌尿紀要 第26巻（1980年）人名索引

      （尿石・Ca  ） 709

      （PC．Estracyt ） 1325

越戸 克和（PSAP－RIA  ）1263

小島 宗門（睾：丸細網肉腫 ）1537

嶋明（輔産翻劉357
古武 敏彦（腎癌・OUR－10）253

      （膀胱・CT  ）545

      （づプレオマイシ）1163

      （PC．Estracyt ） 1325

児玉正道嘩’トロビシ）695

特重行（欝血●骨騰い6・

虎頭  廉（陰嚢平滑筋肉腫）889

後藤英（急性単純性膀胱炎・Melysin）s－45

後藤修一（灘羅’3者）1・85

      （神経因性膀胱・ロノ、ヘロン）

後藤  甫（引味地黄丸  ） 103

              639

小早川 等（包茎・心身医学） 137

小林 勝昌（PSAP－RIA  ）1263

小林 徹治（尿管癌・成績 ）433

小林 徳朗（Bladderon  ）239

     （病的腎・腎外傷）1271

小松 奎一（Bladderon  ） 79

小松 洋輔（血豆結石   ）855

小松原秀一（PPA     ）1183

米田 勝紀（三重大外来統計）1101

小屋 、 淳：（PC。Estracyt ） 369

是澤光彦（46 XXma’le ．  H－Y抗原）571

近藤 厚生（BNC・保存治療）767

     （購灘石’用手）995

     （プラダPン  ）1449

藤厚（膀胱腫瘍・キロサイド注入）229

     （BPHriisAA－2gl） 353

     （DRL－917isAp） 899

     （腎移植べhlb。1、。）・・5

     （鞭欝内移）・・9

     （PC・酢酸クロルマジノン）1・39

     （酢酸クロルマジノン。PC）1553

近藤猪一郎（腎癌・術式予後）  1

近藤

細木茂
i ）・529

斎藤

斉藤隆（欝欝’3者）1・85

懸雅人鰐yTI●バ）377

守寛（ブラダロン  ）1051

    （さ）1

   Malignant
   F量brous
   Histiocytoma ．

   膀胱後部

 薫（三重大外来統計）1101

     （睾丸細網肉腫 ）1537

西東 康夫（尿管癌・成績 ）433

蕪泰（膀胱腫瘍・キロサイド注入）229

     （DRL－917isAp） 899

     （腎移植べhlb。li．）…

     （轄騰内移＞979

     （PC・酢酸クロルマジノン）1・39

酒井晃（実験的腎動脈塞栓術・脊損）・229

     （メリシン・急性単純性膀胱炎）s－57

酷茂衡繋犠胱）511
     麟廉潔炎●）64・

酒井 俊助（高山日赤泌統計）1545

坂口

坂口

三徳治三郎（PSAP－RIA

昇（血液透析・体重） 39

（杯盤●肝機）45

 （血液透析・免疫） 285
（血液透析・β2マイクログロブリン）289

 （血液透析。免疫）663

（懸魏腎騰＞12・5

浩（騨懸久キり229

        ） 1263

（PelVilCipomatosi．s） 1415

相模浩二（囎騨諏⇒619

X・・一en秀
i騰i11E・）・・3

佐川 史郎（PC。Estracyt）1325

     （籔鶴索’副）1・27

佐細評 ﾙ欝膀睡



酒向

佐々木秀平（腎癌・動静脈痩） 677

佐長 俊昭（重複：下大静脈 ）1003

佐藤 守男（腎管尿管静脈瘤）1373

佐藤 旧基（BNC・外科  ）773

     （ブラダロン  ）1043

里舘 良一（精索横紋筋肉腫） 585

里見 佳昭（腎癌・術式予後） 1

     （精管開口異常  ）  345

     （腎癌・血管像 ）419

実藤

     BPH．
        TSAA－291

     BPH．
        TSAA－291

       （し）

     BPH．
        TSAA－291

     （PC．Estracyt ） 369

実川 正道（Estracyt  ）1177

島崎 BPHi，AA．291

砂倉職（翻羅●3者）1・85

桜井 健司（嚢胞腎・核医学）955

櫻井  島（ブラダロン  ）1043

櫻木勉（腎移植・    Ahlbulin）…

     （前立腺精液内移行・GIPC）979

     （PG・酢酸クロルマジノン）・・39

    誠嘆蟷割賦）s－4・

齢軒（籍大八’尿分）12・・

佐藤聯（複雑性UTI・メリシン）S－75

    昇（睾丸腫蕩・血清AFP）15・5

      （46X聖阿原）571

島村蕗（メリシン・急性単純性膀胱炎）s－57

清水伸一（セラチア感染症． Baktar）・・5

清水芳幸（Pelvic   Lipomatosis）1・15

下地鱗（書誌痩’体外）651

      （霧幕夏欄11肪

吾輩千濡旛野際

白石雛（強将歌う619

新武三（陰嚢平滑筋肉腫）889

      （尿管異所開口 ）1019

i新…構灘芽腫）1117

    健（腎随hlb。li。）・・5

佐原金吾（急性単純性膀胱炎。Melysin）圃

沢田真治（  ）471

闘賭（  ）・・5．
＝”ee省二（副腎性器症候群・陰核形成術）・・5

志田圭三（  ）353

     （酢酸クロルマジノン・PC）・553

斯波光生（複雑性UTI・メリシン）S一・5

    淳（   ）353

     脚●アミノ酸）・・53

     （騨鴛6レマつ1553

島田宏一郎（メリシン・急性単純性膀胱炎）・一5・

泌尿紀要 第26巻（1980年）人名索引

島谷

島村 昭吾（PC・Estracyt）485

無構（腎鞭hlb。1、。）・・5

神野浩彰（艦齢男菌’）79・

     （膀胱アミPイドー一■シス）1131

       （す）

杉村鼠講嫡圃
杉村 芳樹（三重大外来統計）1101

杉本山門（磁性高血圧・  Alprenolol）1319

杉山 寿一（UTI・TAPC）691

杉山 喜彦（Carboquone ）1437

鈴木灘（Isotachophorsis・尿石）・・9

     （PCiepieomycin） 629

鈴三三
i獺灘讐・睡

鈴木 孝治（尿石・尿中蔭酸）393

鈴木 唯司（メリシン   ）S－61

鈴木 ?欝殉艦1
鈴木 信行（腎癌・動静脈痩） 677

鈴木 紀元（三重大外来統計）1101

             XXIX

鈴木一儲騰茎●動）881

鈴木  安（精索横紋筋肉腫）585

       （せ）

瀬川昭夫（羅臨’臨床〉・

     （灘鵬●注入）・55

     （腎癌・赤血球増多）313

     （腎癌・臨床  ）527

瀬・利信（籔縫索’副）・427

瀬戸輝一（BPH・i；、AA．291＞353

千田八郎（騨鵬●臨床）・

     （羅鵬’注入） 155

       （そ）

細鯛（睾丸且重瘍・月歯車云移）459

     （響ン曲面’騨）517

外間難畷罫アミノ酸）1・5・

曽根正典（Coagulum ．Pyelolithotomy）295

園田 孝夫（腎癌。OUR－10）253

     勝’ドロビシ）695

     （ヒト正常腎・組織培養）12・1

高井

高杉

高瀬

高塚

高野真彦（膀胱踵瘍・キロサイド注入）229

高野

高羽蝋薙罎常腎’組）12・1

高橋

  （PC．Estracyt ） 1325

    （た）

修道（腎癌・術式予後）  1

  （腎癌・血管  ）419

  （欝欝マジ）1553

  （Estracyt．PC ） ！587

 豊（陰嚢平滑筋肉腫）889

  （尿管異所開口 ）1019

通正（褐色細胞腫  ）835

慶次（PC。Estracyt）485

 学（BNC     ）1093

茂喜（八丁地黄丸  ） 97



xxx

     （Bladderon ） 243

     （転移性陰茎癌・動注・照射）881

高橋信好（メリシン   ）S－61

高橋 陽一（尿石・タイ国 ）1071

高山和ｼ雛と膀）・35

高山秀則（舞子尿道細網肉）599

滝            ）1143

            ） 1149

滝川

瀧田

洋二（小児睾丸腫瘍

  （陰嚢三三腫

  ／Free－end法・
 浩尿管膀胱新吻合
   術

（llillik＃＃eiiiegnmed，geiili，AG）30，

徹（罐石’用手的）995

     （ブラダロン  ）1449

瀧原 博史（PSAP－RIA  ）1263

滝本至得（セラチア感染症． Baktar）・・5

竹内蹴（尿由来大腸菌・感受性分布）・91

竹内信一 i翻羅●3者）1・85

武内俊彦（急性単純性膀胱炎・メリシン）s－37

竹内畝（外傷後腎結石・体外手術）18・

     （動静脈漢・体外腎手術）651

     （霧薯禰U25

竹内秀雄（罫撃高尿酸血）387

（ブラダロン  ）1051

（尿石・タイ国 ）1071

（腎癌・頸椎転移）1109、

竹内弘幸（講卑yx’nB局）129・

綱成（姦子尿道細網肉）599

竹中 生昌（八味地黄丸  ） 103

武本二人（籔二丁●副）1・27

田崎亨（膀胱腫瘍・キロサイド注入）229

田崎  寛（Estracyt   ）1177

田島 和洋（三重大外来統計）1101

鴎惇（Isotachopho－   resis・尿石）・・9

     （PCp’epleomycin） 629

多田  茂（三重大外来統計）llOI

泌尿紀要 第26巻（1980年）人名索引

多田 安温（陰嚢平滑筋肉腫） 889

      （尿管異所開口 ）IQ19

多田羅潔（Tolmetin  ）913

田近 栄司（BNC    ）1093

      （女児傍尿道嚢腫）1139

立花裕一
i翻羅●3者）1・8・

漸期（隔G●SBPC）S－27

田中舗（膀胱腫瘍・キPサイド注入）229

帥聾隣yTI●！ミ）377

・中精二（腎鞭hlb。1、。）・・5

・中寛σ㍊f”t「at’on）・・59

      （人工腎・CEZ）1065

・中正敏（急性腎孟腎炎・臨床〉…

・中陽一
i膀胱出血・選択的塞栓術）・・9

     （骨盤腔内術後膀胱機能障害）1477

谷風三郎醗不妊●内分）947

谷・智通（腎杯憩室・   Unroofing）327

谷・春生（づプレオマイシ）1163

谷野誠（陰茎癌・骨肺転移）16・

田端 義久（ブラダロン  ）1051

田宮 高宏（PC。Estracyt）485

・谷正
i盤輸入）683

     （麟癌’BLM）II53

口利清信（翻羅’3者）・・85

千出

陳

陳

    （ち）

一郎（三重大外来統計）1101

こ口（腎腫瘍・経腹式腎摘〉・27

超権（産婦人科UTI ． Melysin）s一・・

（つ）

顯健治（膀胱癌・血清蛋白）265

塚本 泰司（PC。Estracyt） 485

津川龍三（BNC・序  ）725

     （メリシン・急性単純性膀胱炎）s－57

三井厚（灘’サンゴ状）321

辻一郎（酢酸クロルマジノン・PC）1553

     （複雑性UTI・メリシン）S－75

辻田醐（三悪鰍毛上皮）195

     （睾丸結核   ）579

     （気腫性腎孟腎炎）1399

     （複雑性UTI・メリシン）S－89

辻村 玄弘（T・lmetin  ）913

土田 正義（Bladderon  ） 7g

     （UTI．CED ） 381

土・・一Pt

iChlormadinoneacetate ． Thro－mboelastogram）1575

螺良愛郎（腎杯醗蕊，、。g）327

坪井成美（下大静脈後尿管）201
     （Congenitaimesoblastic    nephroma）441

（て）

寺地騨（腎性高轟25）63

     （小児睾：丸腫瘍 ）1143

     （陰嚢直面腫  ）1149

寺西寿（腎杯憩室・   UnrOO丘ng）327

（と）

土居蝋画蓋駿鞭）1117
東郷献郎（急性単純性膀胱炎。Melysin）s－4・

鰍毅（膀胱腫瘍・キロサイド注入）229

儲弥三郎騨籍讐胱）s－4・

徳原正洋（｝、p。m。、。，、s）

栃木

戸塚

友田

友吉

   Pelvic          1415

宏水（三重大外来統計）1101

一彦（下大静脈後尿管）201

豊（急性単純性膀胱炎・Melysin）s－45

唯夫（加齢・腎シンチ） 33

  （血液透析・体重） 39

  （罷灘析●肝機）・5



（血液透析・免疫） 285

（騨島擁
（実験的高尿酸血症）38・

（BPHisAA－2gl） 471

（持続導尿装置 ）567

（薩子尿道欄肉）599

（血液透析・免疫） 663

（繕透析●石灰）869

（UT1・免疫  ）935

（ブラダロン  ）1051

（腎癌・頸回転移）1109

     （血液透析・四三骨異栄養症）・2・51

     （雛性腎出血’）1379

     （包皮結合索  ）1435

釦隆子（尿中細菌・Me－cillinam抗菌力）s－ll

購彌峰’イ瞭腎）517

     （腎シンチ・SOL）1221

       （な）

名山 V鰹臨・神
内藤 克輔（尿管癌・成績 ）433

     （麟癌●BLM）1153

中井 克幸（PC・Estracyt）369

永井 信夫（腎・尿管。CT）535

     （PC．Estracyt ） 1325

梶量保（籔騰索’副）1…

長尾 昌寿（血液透析・体重） 39

     （罷灘析●旧い・

     （血液透析・免疫）285

     （血液透析・β2マイクログロブリン）289

     （血液透析・免疫） 663

     （離透析●石灰）869

     （血液透析・腎性骨異栄養症）1275

中川 清秀（ブラダロン  ）1051

泌尿紀要第26巻（1980年）人名索引

長久保一朗 N鰭細鵬
中下英之助（睾：丸欠損症  ）i423

     （輪産翻劉閲

中嶋禧（膀胱癌・血清蛋白）265

      （尿管癌・成績 ）433

      （膀胱癌・BLM）1153

      （睾丸欠損症  ）1423

中嶋慎一
i神経因性膀胱・ロ／ミベPン）・9・

     （守蘇ムス臨）827

      （BNC ） 1093
      （メリシン・急性単純性膀胱炎）s－57

中嶋 g織響炉
      （尿管精嚢腺開口）1405

中島均
i泌尿生殖器腫瘍・ハムスター移植）119

輯肇（複雑性UTI・メリシン）s－95

仲田浄治郎（腎癌・静L脈GT）1213

中田三郎儒盤輸）s－11

畑一夫（経膀胱的吸収・Adriamycin）983

細糊旛搬再生膀胱）19

仲谷馳（腎性高血圧・  Alprenolol）1319

      （気腫性紙価腎炎）1399

     （OK－432局注・膀胱癌）1・85

噂剛幽暗歌う619
中塚 春樹（二目尿管静脈瘤）1373

中西縦（塵離絨毛上皮） 195

      （神経線維腫  ） 453

      （iliiiifi！一＃；vUTi ’ ） s－sg

中野 悦次（腎癌・OUR－10）253

      （ブラダロン  ）1197

      （黒球腎’組）12・1

暢儲（騨羅λキロ）229

      （BPHdisAA．2gl） 353

             xxxi

     （鷺レ鐸クり1・39

曲面（男子尿道感染・CPZ）13・5

     （男子尿道感染・CPZ）・3・3

長野賢一（BNC    ）1093
     （メリシン・急性単純性膀胱炎）s－57

中橋 彌光（ブラダロン  ）1051

永原篤（サン・ゴ状結石・腎結腸痩）861

劇画
s樵難関・）6・3

中村 健治（腎孟尿管静脈瘤）1373

中村順（小児黄色肉芽腫性腎孟腎炎）・…

中村 隆幸（膀胱・GT  ）545

     （プレオマイシ）1163

     （PC．Estracyt ） 1325

輔武夫（実験的腎動脈塞栓術・脊損）1229

     （メリシン・急性単純性膀胱炎）s－57

中村豊樹（ブラダロン  ）1051

中森繁（大阪警察泌手術統計）59

     （骨盤腎・腎孟癌）1015

軸孝一
iBPHt、AA．291）215

永芳弘之（複雑性UTI・メリシン）S－95

成瀬 克邦（メリシン  ）S－61

南後千秋（メリシン・急性単純性膀胱炎）s－57

       （に）

新島撒（BPHf、AA．291＞35・

     （酢酸クロルマジノン・P（〕）1553

新村 研二（膀胱腫瘍・臨床） 657

     僻岡日赤尿石統）669

西井 正治（三重大外来統計）1101

西浦調鞍壷1讐・）・・3

西浦  弘（八味地黄丸  ） 97

     （Bladderon ） 243

     （転移性陰茎癌・動注・照射）881



xxxii

西尾彰（女子単純性膀胱炎・尿道・腔・細菌）511

西尾 正一（睾丸結核   ）579

     （両側腎癌   ）845

     欝・幽

     （膀胱腫瘍・Adriamycin局所注入）989

     （UeNMaOfiltratiOll） losg

     （気腫着信孟腎炎）1399

     （OK－432局注●膀胱癌）・485

西尾 利二（血液透析・体重） 39

     （罷灘析●肝機）・・

     （血液透析・免疫）285

     （一血液透析・β2マイクログロブリン）289

     （血液透析・免疫）663

     （騰透析’石灰）869

     （血液透析・蛮性骨異栄養症）1275

酬源榔（膀胱腫瘍・臨床統計）・

     （羅臨’注入）155

西澤  理（Bladderon  ） 79

     （UTI．CED ） 381

西島聴講騎局）989

     （複雑性UTI・メリシン）S－89

西田亨（複雑性UTI・メリシン）S－75

・・va一・・’・’夫
蜿Q教書）・52・

西村 隆一（Estracyt・PC）1587

西本 和彦（八味地黄丸  ） 103

西本直光（UTI・メリシン）S－67

酬鵡（腎性高血圧・   Alprenolol）1319

     （気腫性腎孟腎炎）1399

蜷川HYIEI（急性単純性膀胱炎・Melysin）s－45

仁平寛巳（BPHi，AA．291）・53

     （膀胱腫瘍・Car－boquone注入）619

泌尿紀要 第26巻（1980年）人名索引

       （ぬ）

沼田進 i輪転制335

納富

野口

（の）

寿（騨鴇キロ）229

   和美（Estracyt・PC）1587

野・克巳（聯盟UTI●）S－51

野々村光生（L型腎・腎癌 ）1007

     際懸位●）15・3

      （は）

袴田 隆義（三重大外来統計）1101

朴 勺（姦曲尿道細網肉）599

     （抗がん剤・突然変異透起性）813

     （包皮結合索  ）1435

羽間  稔（腎癌・臨床  ） 819

橋中 保男（陰嚢平滑筋肉腫） 889

     （尿管異所開口 ）1019

長谷川幸生（囎翻UTI’）S－51

波田 寿一（腎癌・OUR－IO） 253

     （ヒト悪露翻12・1

畑地晒（翻幽晦⇒619
波部 英夫（三重大外来統計）1101

浜野耕一郎（三重大外来統計）1101

浜見 学（腎癌・臨床 ）819
     （睾：丸腫瘍・血清AFP）15・・

早川潤一 Q残響胱）s一・・

早川 正道（膀胱腫瘍・臨床） 657

     （馨岡日赤尿石統）669

早崎薩（蕪轡UTIり

林

林

林

林

          S－51

 正（ブラダロン ）1051

  （小児睾丸腫瘍 ）1143

治生（急性単純性膀胱炎・Melysln）・一・5

醐（腎鞭hlb。h。）…

聯（灘騨獣う619

早瀬M・E（羅翻’臨床）・

     、（羅鵬．注入＞155

     餅●四球増）313

     （腎癌●臨床    ）  527

早原 信行（両側腎癌   ）845

      Sch6nlen－
      Henoch
      Syndrome・陰
      嚢血瘤

原

票

原田

坂

（kCt．h．，r／”，c．ihe．’1．．）sg3

  （複雑性UTI・メリシン）S－89

軒（急性単純性膀胱炎・Melysin）s一・・

観（膀胱腫瘍・キロサイド注入）229

  （腎鞭、1、uli。）・・5

卓（膀胱腫瘍・地域集積性）55・

義人

i慢性複雑性UTI・KW－1062． Gentamicin）…

（ひ）

日江井鉄彦（UTI・TAPC ）691

     ／9arPg．gyone x

桧垣昌夫 ｫ灘刺’437

東陽一郎（腎癌・静脈CT）1213

東義人（L型腎・腎癌）1007
東野 一彌（腎癌・OUR－10）253

     （ヒト正常腎・組織培養）12・1

疋田囎（急性腎孟腎炎・臨床）643

彦坂 幸治（腎癌・臨床  ）819

     （Futraful ） l l69

     （逆Y型重複尿道）1291

     麟臨●血e・）’1S・5

久住潮轡癌’血麟）265

     （尿管癌・成績 ）433

     （難諭683

     （7蘇ムス臨）827

     麟癌●BLM）1153

人見  浩（メリシン   ）S－61

平石 政治（Tolmetin  ）913



平岡  諦（腎癌・OUR－10）

     （ヒト正常腎・組織培養）12・1

平賀聖悟（烏罎琴’nB）・297

平竹康祐（ブラダロン  ）1051

平野章治（神経因性膀胱・ロノミベロン）4・・

     （メリシン・急性単純性膀胱炎）s－57

平林聡（外傷後腎結石・体外手術）

     （轡懸銭●瑚）651

∴灘1醤

    建（腎移植・    Ahlbulin）・・5

  玄lx扉締亜  鎮ワ6薯 臼q只∩任、 人夕；玄創
       沼v一）  」   ＼▲vw）  1 ！  ／ 、 H tJ、 N’ 1  L’K“J■jLiV］A

253」藤井   浩 （Estracyt・PC ） 1587

   藤井 光正（PSA？一R．1A  ）1263「
  1                               1！

                 6ig 1

  ・                                     1
                                       

                S－751  1         1
  1藤岡 俊夫（膀胱腫蕩・臨床）657

                   L

  l                   19」
187

  藤岡 秀樹（萎縮膀胱・SLE） 209

  藤澤 明生（プラダpン  ）10511
                                 

  i   I・stach・ph・一  1
        resis。尿石

広瀬

広瀬 崇興（尿管精嚢腺開口）1405

広本 剔ﾋ糀注）619

       （ふ）

深澤潔（BP㌦笹291）215

辮薙（膀胱腫瘍・臨床統計）・

     （膀胱腫瘍・注入療法）155

     餅●消壷増）・・3

     （腎癌・臨床

福岡  洋（腎癌・血管像

福士 実（メリシン

髄満（翻騨獣う619

繰

翻

藤井畷

i”va川

騨元広（騰鶏劉
激辛順一郎（華車T互●）

・ 僻岡日赤脳統）669

藤岡知昭旛搬再賜胱）

蜘弘子聯謄）画堀

藤野

藤原

          xxxiii

進一（加齢’腎シンチ） 33

  （血液透析・体重） 39

            45

           285

（罷漉析’肝機）

（血液透析・免疫）

血液透析・β2マ（！．・・グ・ブ・

（持続導尿装置 ）

（血液透析・免疫）

） 289

畿

ee・一S・雄鷹癌・・LM）115嘱井明範（膀胱癌）1485

                1網羅鵜鯛・・9

藤村宣夫（ ）・・3

船井勝七（震悪心毛上皮）・95

淡人（嚢胞腎・核医学）955

光文（BIadderon  ）239

  （病的腎・腎外傷）1271 1

   慢性複雑性
   UTI・KW－1062
   ． Gentamicin

1堀井

（睾：丸結核   ） 579』

（気腫性腎孟腎：炎）1399．

    矯昌一嘆騰響胱）・一45
） 527

）4・9廓内忠（｛溺’アミノ酸）1・53

） s’61［

ﾃ河太郎
i ）6・3

修司（腎癌・術式予後）  1

真輔（腎癌・頸椎転移）1109

豊史（ブラダロン  ）1051

拓夫（ブラダロン  ）105i

   論難響・）…

  （腎癌・臨床  ）819

  （Futrafu1 ） 1169 1

（睾丸腫瘍・血清AF？）15・5

      慢性複雑性
      M－1・KW－1062
      ． Gentamicin

古畑 哲彦（腎癌・術式予後） 1

       （ほ）    i

鴇＿、（尿石・・個）1・7・ i

驚琶：灘蓋統∵二：馴

                 
朴英哲（腎●尿管’CT）535 P
穂坂 正彦（Estracyt・PC ）15871

賭軌鍾大外焔計）“oil

  麟透析’石灰）869

  （UTI・免疫  ）935

  麟麹評性）・275

  簾性腎出血．）・379

信一（膀胱・CT  ）545

獣（野植．抽出）・27

  （腎締べh1、。li。）・・5

夏樹（三重大外来統計）1101

   （）K－432局注。

     （腎軟結石   ）855

     （Gomc，） Vl；ttnp・包皮環状切除）999

     （癌化療。無菌室）1079

     （月酒乱移巣容積・尿路性器癌）15・1

堀内 英輔（三重大外来統計）110i

本間 昭雄（P（〕・Estracyt）485

       （ま）

前川 正信（包茎・心身医学） 137

     （神経線維腫  ） 453

     （睾丸結核   ） 579

     灘難局）989

     （li［g：ntaofiltration） losg

     （人工腎    ）1065

     （腎孟尿管静脈瘤）1373

     （気腫性腎孟腎炎）1399

     （雛癬2駐●）1485

     （複雑性UTI・メリシソ）S－89



xxxiv

前川 幹雄（Bladderon  ）239

     （病的腎・二二f易） 1271

     （睾丸細網肉腫 ）1537

前田真一 i幽魂細鵬
前田  真（三重大外来統計）1101

前林 浩次（Tolmetin  ）913

桝知果夫（猛尿道感勤・3・5

     （説尿道感染●）1313

細富甥（拶転移．陰茎） 16・

     （臨瘍．懲式＞42・

     （腎癌・CT静脈）1213

増購幸膿齢蕪群）875

欄芳郎（睾丸腫瘍 ）1237
町田 修三（小児睾：丸腫瘍 ）1143

     （陰嚢乳慶腫  ）1149

町鴫平傷門門●燧）167

     騰瘍’経回）427

     （腎癌・CT静脈）1213

松浦治（外傷後腎結石・体外手術）187

     僻鞭痩●体外）651

     （尿管アミロイドーシス・自家腎移植）1125

松浦  健（腎・尿管・CT）535

松浦  一（BNC・内視鏡）753

松尾栄之進（腎鞭hl、。1、。）・・5

松尾敷（膀胱腫瘍・キロサイド注入）229

松木暁（騨騨肥り619

松崎幸康（腎移植べhlb。li。）・・5

松下翻（幣鷺。fi。g）327

松田公志（面高娘25）63

     （Gomco Clamp・包皮環状切除）999

     （癌イヒ療・無菌室） 1079

松田  稔（腎癌・OUR一正0）253

泌尿紀要 第26号（1980年）人名索引

     （継常腎●組）・2・・

     （PC．Estracyt ） 1325

1 （転移性精索・副睾：丸腫瘍）1427

松原難幅集ムス臨）827

松棚ｲ難細㎜
松村 嘉夫（PC・Estracyt）369

松本 哲夫（褐色細胞腫  ） 835

     （Chlormadinonacetate ． Thrcmboelastogran）15ラ・

握融（腎移植Ahlb。1、。）・・5

松山郁子礫感取群）875

丸彰夫（複雑性UTI・メリシン）S－75

畑耕一
i再演べhlb。li。）・・5

丸田  浩（PG・Estracyt）485

     （尿管精嚢腺開口）1405

加孝夫（急性単純性膀胱：炎・Melysin）s－45

       （み）

三浦邦夫（Bladderon  ） 79

三浦  猛（精管開口異常 ） 345

美川郁夫（礁購胱●）・97

     （メリシン・急性単純性膀胱炎）s－57

三甲羅（づブレオマイシ）1163

三木文雄

i慢性複雑性UT工・KW－1062． Gentamicin）・・3’

三木誠傷鵬移’燧）167

細俊介嗜鵬●蠕蛋）265

三崎 俊光（尿管癌。成績 ） 433

     （膀胱癌・Carboquone    Urokinase）683

     （膀胱癌・BLM）1153

三品 輝男（Bladderon  ） 239

     隣yTI●ノミ）377

     （ブラダロン  ）1051

     （病的腎・腎外傷）1271

     （睾：丸細網肉腫 ）1537

水谷修太郎（男稀舗血。）563

     （UTI・メリシン）S－67

光林茂（難御平滑筋）1・31

三矢鱒（繹鯖石’体＞187

     （動静脈痩・体外腎手術）651

水口

湊

山

南

南

峰山

箕輪

簑和田

宮川

     （神経因性膀胱・ロバヘロン）

宮川美栄子（鎮縄佳糊813

宮川姓（難後部平繍）1・31

宮城籠郎（メリシン・急性単純性膀胱炎）s－57

三宅 正文（PC・Estracyt）485

都田、慶一（Bladderori ）239

     （ブラダロン  ）1051

     （病的腎・腎外傷）1271

     （睾：丸細網肉腫 ）1537

麟姫（羅癌’BLM）1153

宮三一郎（腎鞭hlb。li。）・・5

宮ノ前健（小児睾丸腫瘍）1143

宮原茂
i慢性複雑性UTI．KW－1062． Gentamicin）・・3

宮本 慎一（PC・Estracyt）485
     （女子単純性膀胱炎・尿道・膣・細菌）511

  （UTI．TAPC ） 691
（尿管アミロイドーシス・自家腎移植）1125

和夫（腎孟尿管静脈瘤）1373

修嗣（精索横紋筋肉腫）585

コ口（慢性前立腺炎・Esberiven）71

  （尿管石・猪苓湯） 89

  （BNC・排尿機能）757

鉦（複雑性UTI・メリシン）S－75

祐三（腎灘べhlb。1、。）・・5

浩忠（PPA     ）1183

龍雄（下大静脈後尿管） 201

 滋 （PC。Estravyt ） 223

征男（八味地黄丸  ） 103

           639
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xxxv

離ii；1叢：；ll燕i：：：

三輪

 （UTI・メリシン）S－67

誠（褐色細胞腫  ）835
（Chlormadinoneacetate ．ThromboelastO9「a皿）1575，

       （む）

武藤浩（雛上皮●墜細）・9・

難憲一膝耀回lill

縫糸～騨’㎜！鋤
               25

     欝泌●尿分）1245 ［

村田純治騨yTIつ隅
柵軒難論臨画）s一・1 1

椥和夫（儲・・賜…1

     （BNC ） 1093

琳臓（舖鶉騨腫＞m7
森山

：八木三見（複雑性UTI・メリシン）

［矢崎鵬（B1・dde「on

1 （i＃geig，og，be．／Algt／」ic）44i

｝雛響’騰

枷鉄郎履性腎不全●予）1335

     （覆性腎不全’予）・345．

百瀬

森

森

森

森川

     〈

森下直由（

    （も）

   懸灘1讐・）・・3

 脩（三重大外来統計）1101

彬（膀胱腫瘍・キロサイド注入療法）229

勝志（小児黄色肉芽腫性幽趣腎炎）1117

洋二（腎不全・免疫能） 805

  （両側腎癌   ）845

灘・贈
   DRL－917SsAp） 899

i八竹

E
l柳川

正敏（女子傍尿道鵬）1281

    （や）

          S－95 i

         ） 243i
             L
   Congenital
   mesoblastic
   nephroma

醗騨局）989．

（野性高血圧・  Alprenolol）・3・9

   龍作（腎孟尿管静脈瘤）1373

              S－11

              369

山村 雄一（腎癌・OUR－10）253

麟啓介蝿騨縦腎）449
     （神経線畜寝腫    ）  453

     澱鵠局）989

     （人工腎・CEZ）1065’

     （腎性高血圧・  Alprenolol）1319

山本舗（ProstagrandinE）1・69

躰僻儂無帽騨）s・37
山本 則之（プラダPン  ）1051

          1由井康雄
（気腫騰藷炎）1399［

（雛蒼2局注●）1・8・

直悠繋駕炎’）

 （尿管石。猪苓湯）

 （腎・尿管・CT）

 （尿石・Ca  ）

  ［
7i 1

89

535

709

真（三重大外来統計）ilO1

1燭久蝋熱警察泌手術）59

      （両側腎癌   ） 845

     （骨盤腎・腎既墾）1015

山川義憲（メリシン・急性単純性膀胱炎）s－57

山際嗣（小児黄色肉芽腫性腎孟腎炎）1117

山際三郎（産婦人科UTI・Melysin）S－51

山口 三男（両側腎癌   ） 845

崎章（埋門憩室・   Unroofing）327

山崎 義久（BNC・定義病因）727

     （三重大外来統計）1101

（ゆ）

湯浅 誠囎識轟杏）・・3

     （泌尿生殖器腫瘍・ハムスター移植）119

結城清之（尿中細菌・Me－cillinam抗菌力）s－11

     （／R”rev ！’S． ．UTi ’） s－sg

湯下糊（離植べhlb。1i。）・・5

由良 守司（逆行性尿道抵抗）1365

（よ）

横山譲二（複雑性UTI・メリシソ）S－95

吉岡轍（雛上皮．微細）・9・

              209吉岡 博昭（萎縮膀胱・SLE）

細英機 i欝・
吉田  修（加齢・腎シンチ）

     （腎性高血圧・  SQ14225）

     鰻齢●選択）

     （腎癌・予後  ）

） 1437

33

63

179

273



XXXVI

（BPHisAA－2gi） 353

（実験的高尿酸血症）38・

膠腫翻『転〉・59

（BPHfsAA－2gi） 47i

（ガン・化療  ） 517

（BPH．SH－582） 699

（抗がん剤・突然変異誘起性）813

（腎軟結石   ）855

（腎1シンチ・閉塞性腎疾患）967

（Gomco Clamp・包皮環状切除）999

（ブラダロン  ）1051

（尿石・タイ国 ）1071

（癌化療。無菌室）1079

（腎シンチ・SOL）1221

（騰罐鯛1・1・

（肺転移巣容積・尿路性器癌）15・・

離離位’）1513

（腎血管性高血圧．AIIAテスト陰性）1521』

泌尿紀要 第26号（1980年）人名索引

     （騨紫6レマジ）1553

吉田 和彦（睾丸腫瘍   ）1237

吉田隆夫（難後部平醐）・・3・

吉田彬（小児黄色肉芽腫性腎孟腎炎）1117

吉田  裕（両側腎癌   ）845

細正林（騨癌’骨肺転）16・

em tcN（／／／／etlo．：．u”，：，，”．t．．．）is2g

吉邑 貞夫（腎癌・術式予後）  1

米田 文男（Tolmetin  ）913

（り）

林正健二（腎性高血圧・  SQ14225）63

     （霧丸醗’脳転）・59

     （腎軟結石   ）855

     （Gomco Clamp・包皮環状切除）999

     （癌化療・無菌室）1079

     （肺転移巣容積・尿路性器癌）・5・・

       （わ）

和久井 守（逆Y型重複尿道）1297

和細裕人麟醗菌●）79・

     （堕ミロイド）・・3・

和田 誠次（睾丸結核   ）579

     （OK－432局注・膀胱癌）148・

va… ＄友 i難難細…

渡辺信一郎（腎癌・OUR－IO）253

     （纏常腎’組）12・1

渡辺秀輝腱欝累菌●）・91

     （壁靱ミロイド）1131

渡辺  浜（Bladderon  ）239

     （ブラダロン  ）1051

一（羅瓢）1437

王本欽権羨意．薩）967

     （腎シンチ・SOL）1221




