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人

       （あ）

藍沢 茂雄（巨大副腎嚢腫 ） 157

三下 寤ｱ恩齢）669

青木 光（Adriamycin）1109
赤阪雄一郎（巨大副腎嚢腫 ） 157

     （CDDP ） 577
秋元 成太（Estramustine）471

     幡ドラ・ト移）・・79

     嵯立腺癌●澱）・497

秋谷 徹（尿路性器結核） 69

     （Cytur－Test ） 717

秋山喜久夫（イソソルバイド）II63

秋山 隆弘（PSAP    ） 283

     （回盲部導管    ）  293

     （CT ） 859
     （騨聾’エン）1383

     （近大泌手術  ）1445

浅井  順（フトラフール ） 451

朝倉 茂夫（会陰部睾丸転位） 693

     （腎腺腫    ）945

浅野晴好（フトラフール ）451

     （移植腎・CT ）781

     （両側性腎癌  ）1361

浅躾畿（罧徽●不定愁）・61

阿曽佳郎（諺クP／uマジ）1・11

     （血清燐脂質  ）1345

安達 雅史（Adriamycin ）1109

名 索 引

              23

     （前立腺・GZX）149

     （NCS ）1103
有馬正明（プロスタール ）737

鑛正（径懸難熱い2・

蕪寿夫儲リソカルシ）1277

安藤 正夫（CDDP   ）203

     （Cefoxitin ） 733

     駐麟抵雛）13・9’

荒木難概駿。劉1529
淋酵（経直腸的超音波断層法〉

油田正樹傑湯’利尿作）・・71

阿部．定雄（3fリンカルシ）1277

                井坂
阿部礼男（贈myc’n）1465

天本

荒井

太平（CenOmycin

陽一（腎孟腫瘍

   CT ． renal

   皿aSS

） 999

） 905

耕師（  ）13・7
荒川創一（前立腺性酸フォスファターゼ）381

（い）

飯・久代概黙無二1529

五十嵐一真（CDDP   ）203

井川轍嶢胱癌噸回虫）1・1

井口 正典（回盲部導管  ） 293

     （膀胱腫瘍・エンドキサン）1383

     （近大泌手術  ）1445

池内隆夫（FilaCU二Cabsule）…

池内博和（盤瘍●高Ca）937

池田達夫（膀胱癌・三角筋遠転移）…

     懸口瀬踏●）・8・

     （鹸藁垂シス尿）1・71

生駒文彦儘馨腎尿管’）・

     僧顯浦発巣）537

   茂夫（尿路性器結核 ） 69

石井延久

iHydrocorti－sone・尿路造影剤副作用防止法）・23

石垣次（VaricareSystem 2Urostomy）753

石川  悟（Futraful坐剤 ）589

     （腎癌・膵転移 ）1517

（餐欝太字瞳囎者）

石川 成明（Cytur－Test ）717

石黒儲（麗立腺低分化腺）1317

石毛敦僑山回’利尿作）677

石塚 栄一（Cefoxitin  ）219

石塚源造麟藩単腎●腎）183

     （Futrafu1坐剤）589

     億リンカルシ）1277

石野外志勝（プロスタ＿ル ）327

石橋晃騰警灘腫）38・

     （尿路悪性腫瘍・   ！一）・・3

石橋 道男（プロスタール ） 737

伊集院真澄（奈良医大泌統計） 309

      欝欝）1367     （

石渡 大介（CDDP   ）203

岩動孝榔（腎結核・不定愁訴）・61

井関 達男（膀胱腫瘍・BCG） 65

     （尿膜管腫瘍  ）411

磯貝椴硬論灘’）559

井田 時雄（多睾丸症   ）1389

     （㌍箏部尿道ポ）1399

板倉 康啓（Cinoxacin  ）335

     （Estracyt ） 815
     （血精液症・経直腸的超音波断層法）1355

板谷 謨藷｣）34・
伊藤 勝陽（腎癌・血管造影）1505

伊藤 祥子（〃 ・ 〃 ）1505

伊藤 哲夫（腎・尿管普銀 ） 59

憾担（傍中皿嚢胞・画像イメージ）1・61

伊藤 博夫（進行性前立腺癌）1323

伊藤三喜雄（泌尿器悪性腫瘍）231

稲田 俊雄i（CDDP   ） 203

稲田 文衛（腎・尿管腫瘍 ） 59



稲葉

     （

井上騨
i

居原

今井強一（前立腺・エストラマスチン）

今川章夫儲瑠臨去）

     （蝋画

     （触〃 ’）
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正（Estracyt

欝欝）㈱
縫礁羅）・g榊

健（Cenomycin ） 999

）815 宇佐美道之（硫酸アミカシン）975

岩井 省三（尿膜管腫瘍  ）

     （      クッシング症候
      群・
      embolization

岩崎昌太郎（Cenomycin ）

岩騨夫（i轡鰹

      Treacher     （
      Collins症候群
      ・尿道下界

岩崎孝史（Cef・xitin ）

岩鞭子 i細面尚

岩田 信之（Cenomycin ）

岩間 涯美（尿路性器結核 ）

岩本 晃明（会陰部睾丸転位）

     （腎腺腫    ）

243

35

41

45

     （コンピューター）1195

今村甥（FilaculCapsule）…

              411

（う）

上田 公介（Z4942

     （S－T合剤

上田 忠和（Cernilton

     （Penoring

） 517

 999

） 367

） 437

219

） 683

）

）

）

）

999

69

693

945

459

ユ007

317

967

上田正山（贈崎玉中央）115

     艦e「購。）・287

上原尚夫（前立腺・エストラマスチン）．…

概邦夫（月台タ巳癌・原発巣自然退縮）537

上村 啓介（膀胱憩室腫瘍 ） 103

     騨駆分化腺）1317

   武久騨辮二）951

     （Penoring ） 967

碓井 亜（プPスタール）327
臼田和正（Gartner管嚢腫・排尿困難）・33

内島豊
i尿道平滑筋腫・尖圭コンジn一ム）951

     （Penoring ） 967

内田蜘騰讐血腫）387

     （脂性臨’）・・3

内田三? ）189      APRT部分欠
      損・dihydroxy－
      adenine結石

内田 睦（前立腺・CZX）

     （イソソルバイド）

149

1ユ63

打林灘裸面一’線溶）829

     （Peplomycin ） 1125

細倹（腎結石・腎保存手術）

     （縣羅圓
     （両側性腎癌），36－

keee ＃rk一（iya，slie，C，ma．rA2， ）7s31

（え）

1351大田黒和生（Z4942
  1

醸辮（磁路結核囎）…

榎本雛（経直腸的超音波断層法）23

大石

（お）

xxlii

     （ホルモン非依存性前立腺癌）13・3

     （血清液症・経直腸的超音波断層法）1355

大川順正（水腎二二・多房性腎嚢胞）395

大越 正秋（ホスミシンS ）1251

大沢修司（盤瘍●高Ca）937

大島伸一
i鞘石●腎保存）13・

     （フトラフール ） 451

     （APR．T部分欠損症・dihy－droxyadenine結石）1・・9

     （両側性腎癌  ）1361

大島 升（腎静脈弁 ）1377

欄一郎
i神経因性膀胱・ProstaglandinF2a）669

太田 和雄（Z4942   ）45g

太田 和夫（ポリミキシンB）729

畑信隆（勢ク叫マジ）1・11

大滝三千雄（CDDP   ）1427

             ） 459

薫哲郎（左交情性睾丸転位・右睾丸腫瘍）529

     （EiE，g renal ） 1337

大西

大橋

大原

   CT ． renal
   mass

喜夫（プロスタール

伸生（腎・尿管腫瘍

 孝（膀胱憩室腫瘍

元（AV－malforma－tion ． emboliz－atlon）136・ 1 」E（st SA之・Z49・2

回目 幸彦（巨大副腎嚢腫

大江

       ） 157

（左交叉性睾丸転位・右睾：丸腫瘍）529

 （CDDP
  睾：丸腫瘍・ （
  hernia uteri
  inguinalis

宏 （Estracyt

 （CH一一62

） 577

） 793

） 815

） II47

327

59

103

大堀勉（押紙合性交叉性腎変位）79

大前博志 ~臨陣i
l規嘉郎（騨クP’vマジ）・…

大森孝平（尿管結石・SCE－1865）77・

岡 薫（CDDP

） 459

） 203

岡鰍二郎（左交叉性睾：丸転位・右睾丸腫瘍）529

     （Spectinomycin） 1553

岡躾五郎（膀胱後部血管平滑筋腫）、3・1

     （繕医趨統）399

     （ホルモン非依存性前立腺癌）1291



x虹v

（鑑器り136・

（藩立一行上皮）1・・5

岡田 敬司（ホスミシンS ）1251

岡田rk一一郎（副腎嚢腫   ） 75

     （泌尿性器癌・腫蕩マーカー）269

     （TreacherC・11ins症候群・尿道下裂）437

     （Estracyt ） 565

     （前立腺癌進行 ）1297

     （ホルモン非依存性前立腺癌）・33・

     （乳癌・転移性尿道腫瘍）1393

     （邑P盟毅’dney）1529

岡田 耕市（Penoring ） 967

岡田泰長
iVaricareSystem 2Urostomy）75・

岡田裕作（酸性尿酸アンモニウム結石）1

     （高Ca尿症・Ca調節ホルモン）121

     櫨盤n）263

     倭乱調’齪）・・5

     （尿管結石・SCE－1365）・・5

     （人肌腫瘍   ）905

     （傍腎孟嚢胞・画像イメージ）・・6・

岡野准（睾丸腫瘍・後腹膜リンパ節転移）・・9

磯士郎（腎のう胞・Cefsulodin ．SaE一1365）36・

     （尿管結石・SCE－1365）775

     （腎孟腫瘍   ） 905

     （乳癌・転移性尿道腫瘍）1393

岡樋禮（前立腺癌・経直腸的針生検）・・9

岡本綱（胎児癌・原発巣自然退縮）537

小川 繁晴（Cenomycin ） 999

     （E E－4 ） l143

小川隆敏（胎児癌・原発巣自然退縮）537

小川肇（FilaculCapsule）…

泌尿紀要 第27巻（1981年）人名索引

小川購（先天性前部尿道弁）15・3

小川洋史騰石●腎保存） 135

     （APRT部分欠損症・dihy－droxyadenine結石）1・79．

小川 由英（Futrafu1坐剤）589

     （腎癌・膵転移 ）1517

置塩 則彦（移植腎。CT ）781

eqde HAi（1．il／L．kd／Pt．，t．tw．）347

     催訟女霊。）355

     （プロスタール ） 737

小：倉 裕幸（Adriamycin ）1109

尾崎祐吉（盤瘍●高Ca）937

長船匡男（プロスタール ）737

     （腎細胞癌・抗癌剤感受性）・59

     （eetslysin disk ） 1265

小田忠文
ﾙ弩弓轟）・・

落司 孝一（陰茎癌    ） 917

小野秀太（CT     ）869

燭佳成（難石●腎保存）・35

     （フトラフール ） 451

     （APRT部分欠損症・dihydro－xyadenine結石）1・・9

     （両側性腎癌  ）王361

小幡 浩司（フトラフール ）451

     （進行性前立腺癌）1323

     （齢礁依存）1331

小原壮一
i膀胱後部血管平滑筋腫）・・1

     （AV－malforma－tlon ．embolization）136・

折笠 精一（猪油画・尿管石） 597

海法

香川

（か）

裕男（前立腺・CZX）

  （NCS ）

149

1103

香川 佳博（腎癌・血管造影）1505

口添離儲購二三）・2・

垣本  滋（Cenomycin ） 999

景山 鎭一（猪苓湯・尿管石） 597

梶尾克彦 ﾙ瀬肇匝
     （Amikacin ） 603

柏原昇（聖職圧迫●腎）179

     （副睾丸部・semmoma）1・8・

梶本 昌昭（膀胱憩室腫瘍 ） 103

柏井 浩三（膀胱褐色細胞腫）709

片岡喜代徳（PSAP    ）283

     （回盲部導管  ）293

     （膀胱褐色細胞腫）709

     （近大泌手術  ）1445

片山 喬（Cytur－Test ）717

回目  泰（腎癌・血管造影）1505

勝見哲郎（識黙■・7

     （脳血管障害・神経因性膀胱）・・9

     （髪黙黙障ゆ

     （g，c．e，t．y’i．choiine： ） sgg

加藤直樹（Cefradine  ）1455

加藤 範夫（陰嚢血管腫  ） 111

     （前立腺性酸性ホスファターゼ）1・15

r繭牒総シ嘘
瞬正博（組織培養・線溶系）829

加藤 幹雄（GDDP    ） 203

加藤 良成（PSAP   ）283

     （回盲部導管  ）293

     （膀胱腫瘍・エンドキサン）・383

     （近大泌手術  ）1445

門脇照雄 J糊置）89
二本麟（巨大腎結石・扁平上皮癌）・63

征（Carboquone ．aytosinearabinoside）ieg9 1日目茂男綴離動画
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     （膀胱腫瘍・エンドキサン）138・｛ （羅勢●画）1・611

金子宏：亭さ撒，，禰  撫脚’dney）1529

金子安呵欝W・lms）97 Pil村直鴫ドラツト移）1179．

金・州弘（影愚直霧）・・9

金武  洋（陰茎癌    ）917

     （Cenomycin ） 999

     （EE－4 ） 1143

兼松  稔（Gefradinc ）1455

加納 勝利（Futraful坐剤）589

     （腎癌●膵車云移  ） 1517

守殿顛（前立腺性酸フォスファターゼ）381

     （VaricareSystem 2Urostomy）753

     （ホルモン抵抗性前立腺癌）13・9

香村

亀田

河合

川井

     （ヌー“”ドラ・嘲

     （糎立腺癌●搬）1・9・

川喜多順二櫻鞭瘍●）

衡一（Prazosin  ）1477

健＿（peplomycin  ） 1125

  （CDDP ） 1427
恒雄1（Z4942      ） 459

 博 （Z4942      ） 459

  （Estramustine ） 471

           1179
   植      ノ

               65

     （NCS注入  ） 213

川・光平（金離灘0神）・・9

     （膀胱頸部通過障害・acetylcholine）65・

     （g，C．e，t．／1，i．choiine：） sgg

河島 長義（膀胱憩室腫瘍 ）103

醐輔（巨大腎結石・扁平上皮癌）163

     （Cefradine ） 1455

川中 俊明（腎静脈弁   ）1377

川村 繁美（Adriamycin ）llO9

川村寿一（高Ca尿症・Ca調節ホルモン）・2・

     （泌尿性器癌・腫瘍マーカー）269

     （腎孟腫瘍   ）905

     嵯立鵬●巖）1・9・

川村画嚢畿候）・・7

河村 信夫（ホスミシンS ）1251

       （き）

聯幸一（毘顯埼玉中央） 115

岸本 武利（尿膜管腫瘍  ） 411

     （臨畿り51・

北浦iX一（前立腺・エストラマスチン）24・

北川  龍一（Futrafu1坐剤） 589

     （腎癌。膵車云移 ） 1517

北野太路偉勲癌．知慮い・1

北山彦 i ）…
北原

北村

北村

木戸

   Varicare
   System 2
   Urostomy

聡史（Futraful坐剤）

憲也（膀胱褐色細胞腫）

 温（Praz・sin  ）

589

709 i

1477

      APRT部分欠
      損症・dihydro一
      ・y・．d・nin・結石

     （両側性腎癌  ）1361

木下 健二（Z4942    ） 459

     （尿路分離菌・薬剤感受性）1243

木下 裕三（腎腫瘤穿刺造影）1199

木村 行雄（Disopyramide）223

清原 久和（硫酸アミカシン） 975

     囎腺低分イ隅1・17

枷獣（尿管結石・Cefsulodin）263

     （腎のう胞・Cefsulodin ．SCE－1365）367

    治権中綱藤）529・1

     （睾：丸腫瘍・hernia uteriinguinalis）・93

絹川常郎騰石●辮い35
     （Sn”．t．Rd“，T．d／’5．k”hZ，yfikr：．）io7g

xxv

（Klinefelter症候群・46，XXYt（13g；14q））・・3

（Ureaplasmaurealyticum感染症）623

（男子不妊症・トコフェロール同族体）683

（尿管結石・SCE－1365）775

（乏精子症・Salazopyrin）923

（乳癌。転移性尿道腫瘍）1393

（く）

草場 泰之（陰茎癌      917

     （aenomycin ） 999

楠  健二（膀胱憩室腫瘍   103

牒鰍（前立腺横紋筋肉腫）・23・

工藤

国方

国芳

久保

窪田

釦吉信（

熊谷

熊本

栗田

薫髪

黒…（ ）
     （thcble’tysc／cuttomaliws．ewa） 6sg

     （培養細胞・VP－16殺細胞効果）771

     （膀胱頸部通過障害・acetylcho－linesterase）・・9

     （Peplomycin ） 1125

達也（   〃   ）1231

聖司（PSAP    ） 283

  （回盲部導管  ）293

  （近大泌手術  ）1445

雅広（Cenomycin ） 999

隆（非融合性交叉性向変位）79

  （Adriamycin ） l lO9

一男（奈良医大泌統計） 309

   AclacinomYCin） 111g

治巳（Cefoxitin  ） 219

   羅辮＝）1133

 孝（回盲部導管 ）293

  （ツムラ猪苓湯 ） 801

  （近大泌手術  ）1445

 学 （Gefradine   ） 1455

清一（猪苓湯・尿管石） 597

   BPH ． acetyl－
   cholinesterase 1 17

   活性

   膀胱頸部通過障
   害・
   acetylcholine



xxvi

     （腎癌血清蛋白・腫瘍マーカー）l185

     （CDDP ） 1427
黒田 昌男（硫酸アミカシン） 975

     馬立腺働化腺）・3・7

桑原 正明（二丁湯・尿管石）597

桑原守正（Hemofiltra－tion溶質除去）35

     （se edql’u．tt，eriuth） 41

             lIO9

小泉久志（砲廠●糊829

小泉雄一郎（Futrafu1坐剤）589

小出卓?f籍候）・4・

濃沼 信夫（D三sopyramide）223

高坂唯子（泌尿性器癌・腫瘍マーカー）269

神波 照夫（Estracyt  ）565
     （精巣固有鞘膜腔内遊離体）959

甲野三良紬縞畿）1・8・

合谷 信行（ポリミキシンB）729

郡 健二郎（回盲部導管  ）293

     （ツムラ血忌湯 ）801

     （精管皮膚尿痩 ）1237

     （近大泌手衛  ）ユ445

古賀祐彦（移植腎・CT ）781

小坂哲志！p・p1・my・i・）1125

細劇野培養●糊829
古武敏彦（硫酸アミカシン）975

     （心立駆分化腺）1317

児玉 光人（Amikacin  ）60S

小寺 重行（巨大副腎嚢腫 ） 157

     （左交叉性睾丸転位・右睾丸腫瘍）529

     （CDDP ） 577

     （蟹〆・9・

懸修一t（鶴性W’lms）97

小西奎子（腎癌血清蛋白・腫瘍マーカー）l185．

        ク       
      disequilibrium
      syndrome

       （こ）

小池 博之（Adriamycin ）

泌尿紀要 第27巻（1981年）人名索引

 小西．・平（膀胱館主腫瘍）103

小西二三男．（女子尿道癌  ） 555

三川等（臨脈圧迫●腎）179

小林収（ホルモン抵抗性前立腺癌）・329

小林 徹治（女子尿道癌  ） 555

      （墾雛養●糊829

小林 徳朗（Cinoxacin  ） 335

      （NCS ）1103
     （艦誌依存）13・・

小林信幸（（〕DDP   ）203

小林彫（贈mydn）1・65

駒瀬 元治（Penoring  ） 967

細佐多男（膀胱後部血管平滑筋腫）…

     （奈良医大泌統計） 309

     （面面依存）1291

小松洋輔騎濫響）51
     （TreaeherCollins症候群。尿道下裂）437

     ／Klinefeiter症＼

     騰編XYt／523

小松原秀一（Fosfomycin Na）1465

米田 勝紀（Cefoperazone） 823

     （Trobicin ） 1271

近藤 厚生（自律神経系薬剤）1055

近藤猪一郎（Cefoxitin  ）219

近藤 和秀（イソソルバイド）1163

近藤莇（購埼玉中央） l15

     （巨大副腎嚢腫 ） 157

     （睾丸腫瘍・hernia uteriinguinalis）79・

近藤 j黙欝）1367

斎木

斎藤

   （さ）

喬（Carboquone ．Cytosinearabinoside）1・99

薫（Cefoperazone） 823

 （腎杯憩室   ）1211

 （Trobicin ） 1271

斉藤 雅人（Estracyt  ）815

     （CH－62 ）1147
     （血精液症・経直腸的超音波断層法）1355

斉藤  泰（陰茎癌    ）917

     （Cenomycin ）， 999

     （EE－4 ） 1143

西東鰍櫟織鞭’糊829

佐伯、英明（Disopyramide）223

酒井 邦彦（Futraful坐剤）589

酒井 俊助（Gefradine  ）1455

榊原 敏文（Adriamycin ）1109

坂田 孝雄（進行性前立腺癌）1323

酒徳治三郎（Z4942    ）459

相模 浩二（プロスタール ） 327

坂本  』亘

      semmoma

佐川 史郎（プロスタール ）737

     （盤瘍●高Ca）937

     （副睾S’ 〉・・87

     （蟹鍛奮）126・

佐久間散醗餅奴性）79

砂倉搬（鶴性w”mS）97

    易（排尿時膀胱尿道造影）・・25
櫻井

櫻木  勉（Cenomycin ）

     （EE－4 ）
佐々木憲二（奈良医大泌統計）

999

1143

309

              79

     （Adriamycin ） 11e9

佐々木 進（腎静脈弁   ）1377

二巴鉦（跳「ena’）133・

佐妹灘（前立腺性酸性ホスファターゼ）1415

佐妹秀夫（瓠リンカルシ）12・7

佐々木文雄（移植腎・CT ）781

佐妹美晴（鋸蹴移行上）・・9

佐藤 和彦（会陰部睾丸転位）693

     （腎腺腫    ）945

佐藤久美子（腎癌・血管造影）1505

     （ホルモン非依存性前立腺癌）1291

     （藩立腺移行上皮）・4・5

佐妹秀平膿餅品性）



佐藤 貞幹（Disopyra卑ide） 223

里見 佳昭（Cefoxitin  ）219

     （聾蓉馨動脈）1219

真田 X磁歪甑尚）683

     （乏精子症・Salazopyrin）923

実藤  健（（】enomycin ）999

鵬正継（悪性褐色細胞腫・高Ga血症）38・

     僑懸盤瘍●）…

三馬 省二（奈良医大泌統計） 309

     （ホルモン非依存性前立腺癌）1291

     燃欝）・36・

     （凝立勝征皮）1・・5

（し）

塩見  努（奈良医大泌統計）309

     （ホルモン非依存性前立腺癌）・29・

     （三跡勝行上皮）1・・5

翻評（離覇好aい21
細圭三（前立腺・エストラマスチン）・4・

斯波 光生（腎・尿管腫瘍 ） 59

柴田 X欝齢）669
   髄（胎児癌・原発巣自然退縮）537
島

島崎 淳（尿路性器結核） 69

 （Prazosin ） 1477

細憲次（異形成腎尿管・組織学 ・）・

     （胎児癌・原発巣自然退縮）537

島田宏一郎（女子尿道癌

島田

島谷

清水 保夫（Cefradine

清水洋子（曝ys’n●d’sk）1265

         ） 555

作（CDDP  ）577

略論糊637
（離離抵抗性）13・9

         ） 1455

泌尿紀要 第27巻（1981年）人名索引

下川邦泰（愚蒙離石●扁）163

蜘太郎（ltclac’nomyc’n）…9

城             157

小路良（  ）1337

白石 ? ）251
            ）

新

進藤

              1143

禰浩彰濃盗難’い71
     （Cinoxacin ） 983

     （S－丁合剤  ）1007

     （黙黙入●薬）1・93

     （Ferritin ） 1351

蘇難（猪口湯・利尿作用）677

末盛

菅原

謙輔（巨大副腎嚢腫 ）

   CT ． renal

   mass

   女子再発性尿路
   感染症・再発予
   防

  （プロスタール   327

  （Amikacin ） 603

武三 i藤縄灘89
和彦（陰茎癌     917

  （Cenomycin ） 999

  （EE－4

（ず）

毅（奈良医大泌統計） 309

茂

xxvii

鈴木灘（騨クロルマジ）1・11

     （血清燐脂質  ）1345

鈴木 恵三（ボスミシンS ）1251

鈴木 孝治（CT     ）853

鈴木 唯司（腎平滑筋肉腫 ）1223

     （膣立搬錨肉）1231

鈴木 信行（Adriamycin ）110g

     （水腎症・nephro－pyeloplasty）1539

鈴木 正泰（CT・renal mass）1337

鈴木 正行（CT     ） 845

鈴木  安（Adriamycin ）1109

鈴木 良二（Futraful坐剤）589

須藤 芳徳（腎平滑筋肉腫 ）122S

角井  徹（プμスタール ） 327

炭谷 ?炎ﾍ監●）1・99

（せ）

瀬尾喜久雄（Adriamycin

関根 英明（CDDP
説田修（巨大腎結石・扁平上皮癌）

     勝灘動

） 1109

） 203

168

19Jr

     （農立腺騰肉）1231…｛・…一…平（要町難ホ）・4・5

杉村図面瘍醐）・「
     醗脈圧迫・腎＞179… （e）

     （CT ） 881

杉村克治

iAV－malforma－tion ．embolization）136・

杉村芳樹（騨蕪ルシユ）・23

     （Cefoperazone） 823

     （丸寝憩室   ）1211

     （黍天舗部尿道）・M・

杉本俊門（詰軍圧迫’腎）・・9

     構膣副町回）443

     （副睾丸部・semlnoma）1・87

杉山 寿一（陰嚢血管腫  ） 111

野崎難ホ）・415・

細革（詩性熱望269
     （腎のう胞・Cefsulodin eSCE－1365）・6・

     （尿管結石・SCE－1365）775

曽根鹸（欝血’蛎）395

園畔夫 i謙抑議嫡
     （男子不妊症・HCG， HMG）355

（Z 4942 ） 459

（プロスタール）737

     儒難糎●掘）759

染野 敬（Futrafu1坐剤）589



xxviii

（た）

高井 修道（Cefoxitin ） 219

（gic．laxinoMY一 ） 111g

高木健太郎（CDDP

高坂

高崎

高島

高杉

） 203

哲（睾丸腫瘍・hernia uteriinguinalis）793

登（睾丸腫瘍・後腹膜リンパ節転移）M・

（轟轟脈狭窄）・523

高田

高野 真彦（Genomycin ）ggg
高野学（脳血管障害・神経因性膀胱）・・9

     （膀胱頸部通過障害・acetylcholine）659

     （      1！  ●acctylcho－linesterase）899

高羽  津（プロスタール ）737

     儒鰻狸●掘）・59

     （蔑総s’n’d’sk）1265

高橋 崎三（Adriamycin ）1109

高橋茂喜（Futrafu1坐剤）589

     （腎癌・膵転移 ）1517

高橋 忠久（腎平滑筋肉腫 ）1223

高橋 知宏（巨大副腎嚢腫 ） 157

高橋陽一

iAPRT部分欠損 ● dihydro－xyadenine結石） ・89

離正人縷鑛’多房）395

高山秀則（鹸桑差シス尿）1・71

滝

力（CT   ）845
豊（右心房内腫瘍血栓摘出術・腎細胞癌）89

斉（先天性単腎・腎動脈瘤）・83

洋二（小児睾：丸腫瘍

   Carboquone ．
   Cytosine
   arabinoside

） 699

滝川浩 i ）1・99
田・裕功（Gartner管嚢腫・排尿困難）・33

詫間 幸宏（コンピューター）1195

竹内 賢次（S－T合剤  ）1007

竹内信一 i鶴性W”ms）97

泌尿紀要 第27巻（1981年）人名索引

舳騨隣郷ンモ）・
     （Prune bellysyndrome）・・

     騰灘）・89

     倭中帯●測定）・・5

     （無口部臨’）787

     嚇藁差シス尿）・・7・

竹内 弘幸（Cernilton  ）317

     （念1鰹eno”）・437

竹内畝騰石●腎保存）135

     難羅）・・79

胴成（膀胱癌・三角筋遠転移）543

武田 |騨難垣
     （Penoring ） 967

田崎 亨（Cenomycin ）999

油点（騨クPlvマジ）1・II

     （血清燐脂質  ）1345

田代和也（CDDP   ）577

多田茂（親藩ルシ・）・2・

     （腎杯憩室   ）1211

多眩温 O轟轟）89
伊達 成基（Estracyt  ）815
     （血精液症・経直腸的超音波断層法）1355

立鵬一（トルロプシス尿路感染症）1・・1

・中寛（醗脈圧迫●腎）179

田中陽一穀[脳
     （腎孟腫瘍   ）905

     倦撫転移性尿）・393

     撫轡’dney＞1529

谷・隆信（尿管結石・SCE－1865）77・

谷野誠（贈埼玉中央）・・5

玉置俊晃（耳融融at’on）・5

     （；謡聖一

略正（野培養●糊829

     （Peplomycin ） 1125

     （CDDP ） 1427

田利清信（離性W”ms）97

干難《

陳春渕
i

 （ち）

Hydrocortisone
・尿路造影剤副
作用防止法

      ） 723

！1 ． ！1 ）723

（つ）

塚・功
|騰轟）・・

塚原儲（野額’糊829

     （Peplomycin

津ケ谷正行（Ferritin

津川龍三（CT・まとめ

     （CT

辻橋 宏典（PSAP

     （回盲部導管

     （精管皮膚尿痩

） 1125

） 1351

） 843

） 853

） 283

） 293

） 1237

     （膀胱腫瘍・エンドキサン）138・

     （近大泌手術  ）1445

土田礒（先天性単腎・腎動脈瘤）18・

     （Disopyramide） 223

     儲りンカルシ）・277

坪井厳幡ドラ・ト移）1179

     （路側腺癌’巖）1・9・

手島

出村

寺島

寺地

寺西

    （て）

昭樹（腎癌・血管造影）1505

孝義（腎・尿管腫瘍 ） 59

和光（Cefoxit圭n  ）219

敏郎（小児睾丸腫瘍 ）699

 寿（膀胱憩室腫瘍 ） 103



（と）

高点（水腎杯症・多弾性歯嚢胞）39・

当真 嗣裕（GDDP   ）203

東間  紘（ポリミキシンB）729

十川 寿雄（膀胱憩室腫瘍 ）103

…士 i羅i糊…

徳川 ﾞ襟無・）・9・

徳永  毅（Cenomycin ） 999

泌尿紀要 第27巻（1981年）人名索引

土光茂治（高Ca尿症・Ca調節ホルモン）・21

栃木宏水腿蒲ルシユ）・23，

     （雪天一盛道）15・・’

仔村姻  ）437
      Treacher
      Collins症候群
      ・尿道下野

富田  勝（Estramustine） 471

     （k一ドラ・ト移）1179

富田 康敬（アフロクアロン）1153

友吉唯夫（聾鷺岩ンモ）1

     （Prune bellysyndrom．e）51

     （APRT部分欠損． dihydroxya－denine結石）189

     （難癌’三脚）・…

     （尿管ロ部腫瘍・CT）・87

     （離購鞘膜腔＞959

     （鹸銭差シス尿＞1・71

豊葬篇（農立㈱筋肉）1231

鳥塚莞爾（高Ca尿症。Ca調節ホルモン）121

     （泌尿性器癌・腫瘍マーカー）269

（な）

名目 頼男（移植腎・CT ）781

内藤鱒（組織培養・線溶系）829

     （腎癌血清蛋白・腫瘍マ■・一・カー）1185

     （CDDP ） 1427

内藤 仁（尿路性器結核） 69

中新撫
i神経因性膀胱・ProstaglandinF2a）669

中井癖（前立腺・エストラマスチン）・4・

永井 信夫（回盲部導管   293

     （近大泌手術   1445

長岡 修司（プロスタール  327

中川隆鵬膀胱移行上）・・9

顯建二（瀞核●不定愁）36・

鵯糖（購課翻蜀771
     （組織培養・線溶系）829

     （腎癌血清蛋自・腫瘍マーカー）II85

鴨言子（野宿’腫）269

暢均幡ドラ・ト移＞1179

     濫立腺癌’蔽）1・9・

中・健
i右心房内腫瘍血栓摘出術・腎細胞癌）89

中田 瑛浩（Cytur－Test

仲田浄治郎（巨大副腎嚢腫

     （CDDP
      CT ． renal

      mass

永田

717

157

577

  （SE，g renal ） 1337

三鷹講蚤髄）・・9

仲谷 達也（CT     ）881

中谷  浩（膀胱憩室腫瘍 ） 103

睡礪胱癌’頻回再）…

     （プロスタール ） 327

中西 純造（NCS注入  ） 213

羅裕囎融㌍）・539

帽撒離難’抗癌）・59

中野 博麟鴛響）251

 （プロスタール ） 327

 （Amikacin ） 603

 （腎癌。血管造影）1505

長野賢一
i脳血管障害・神経因性膀胱）・・9

xrux

     （膀胱頸部通過障害・acetylcholine）659

     （    11     ．acetylcholine－sterase）899

中橋  満（腎腫瘤穿刺造影）1199

中村儲（膀胱腫瘍浸潤・CT）・・

     （鉱脈圧迫’腎）179

     （クヅシング症候群・embolization）517

中村 隆幸（硫酸アミカシン）975

     （鮮麗分化腺）1317

中村徹 i鋸1灘璃
中山 出行（Prazosin  ）1477

夏目 紘（フトラフール）451

     （進行性前立腺癌）1323

並木蝋灘鍮）…

成山 陸洋（尿膜管腫瘍  ）411

     （鑑議：納・・7

（に）

新島 端夫（Z4942   ）459

西井正治（騨蒲ルシ・）423

細細（巨大腎結石・扁平上皮癌）163

     （Cefradine ） 1455

醒正一
i騨臨浸潤●）・・

（膀胱腫瘍・BCG） 65

醗脈髄’腎）179

（NCS注入

（尿膜管腫瘍

（CT

213

411

881

（副睾丸部・semlnoma）1・8・

西尾纈（後腹膜悪性線維性組織球腫）・・7

西沢  理（Disopyram三de）223

     億リンカルシ）1277

西沢 一治（腎平滑筋肉腫 ）1223

西島 高明（膀胱腫瘍・BCG） 65



xxx

（尿膜管腫瘍  ） 411

     （腎回忌・高Ca血症）937

醐昭夫（組織培養・線溶系）829

     （腎癌血清蛋白・腫瘍マーカー）・85

酬繁夫（尿管結石・Cefsulodin）263

     （s c k’ 一136s ） 77s

     （傍腎孟嚢胞・画像イメージ）1・61

西村一男（蝿膀胱移行上）M・

西村真治 i鱗姻437
西村綱幡ドラ・ト移）1179

     凝立隔●鞭）1・9・

西村 尚志（アフロクアロン）1153

西村洋介 ﾗ羅澗・23

酬隆一
i会。’ac’nomyc’n）1119

西本  正（Disopyramide）223
西本直光（Prader－Lab－hart－Wiili症候群・性腺機能）8・・

仁平寛巳（野癌’頻回再）1・1

     （女子再発性尿路感染症・再発予防） ，，i女子再発性尿路
感染症・再発予
防

（プロスタール ）

（Amikacin ）

（ぬ）

327

603

沼m一・・（Carboquone ．Cytosinearabinoside）1・99

（ね）

根本 真一（Futrafu1坐剤）589

     （腎癌・膵転移 ）1517

（の）

野r英三鰐讐三つ1415

蜘進士（尿路結核・尿管像）’7・3

泌尿紀要 第27巻（1981年）人名索引

能登宏光．麟籍単腎●温い・・

     （Disopyramide） 223

騨光星（男子不妊症・トコフェロール同族体）683

     （乏精子症・Salazopyrin）923

（は）

計屋紘信（Cenomycin ）999

萩中麟（i盟翻翻17
朴 勺（難癌’三野）M・

     僑謙鞘膜腔）959

     （鑛灘三二●）・48・

羽間稔盤面抵抗性）13・9

橋爪 長三（アフロクアロン）1153

翻男（右心房内腫瘍血栓摘出術・腎細胞癌）89

es・…一9文（Carboquone ．Cytosinearabinoside）1・99

橋本雅善特立即行上皮）14・5

長谷川яﾋ鵠翻一
長谷藩士毒忌糎’）559

畑昌宏（鐸クロルマジ）1・ll

波・寿一 ｫ難’掘）759

畑地 齦ﾚ睡魔匝
     （プロスタール ） 327

服部 孝道（Prazosin  ）1477

服部 義博（Cytur－Test ）717

馬場谷勝廣（奈良医大泌統計） 309

浜  年樹くPrazosin  ）1477

浜田和一郎（腎平滑筋肉腫 ）1223

浜野耕一郎（Trobicin  ）1271

観学鰐讐臨・）38・
     （VaricareSystem 2Urosto血y）乃・

     儲繭抵抗性）13・9

浜本諺（蝿蹴移行上）・49

林長蔵（蔑簸ys’P●d’sk）1265

林

林

早原

原

原

原田

原田

幹男（陰茎癌    ）917

  （Cenomycin ） 999

睦礪難講）251

  （プロスタール ） 327

  （Amikacin ） 603

信行（膀胱腫瘍・BCG） 65

   Varicare
   System 2
   Urostomy

種禾lj （Cenomycin   ） 999

勝弘（アフロクアロン）1153

 卓（CT   ）889

  （羅陸副睾丸平）…

信二 i ）753

原田忠渋難単腎●腎＞183

     （gttse i］ ’一 rb iVS） 1277

坂義人（巨大腎結石・扁平上皮癌）16・

     （膀胱後部腫瘍・未分化移行上皮癌）195

     （Cefradine ） 1455

（Disopyramide） 223

ヘパリンカルシ
ウム

酪翻（非融合性交叉性二二位）79

（ひ）

日江井鉄彦（陰茎血管腫  ）111

     （前立腺性酸性ホスフアターーセ1）14・5

檜垣昌夫（Fi王aculCapsule）…

東義人（腎孟腫瘍 ）905
東野一彌懸想’抗癌）759

顔幸治 i欝撃●ゆ

久住治男（鷲轍藻う77・

     （野醸．糊829

     （Peplomycin ） 1125

     （腎癌血清蛋白・腫瘍マーカー〉・・85

     （CDDP ） 1427
肱岡  隆（奈良医大泌統計）309



日台 英雄（腎腫瘤穿刺造影）1199

・高硬（難癌●三筋）・4・

平尾 和也（奈良医大泌統計） 309

平尾膨（羅欝血些細）・・1

     （齢礁依存）1291

     （藩立鯵征皮）1・・5

平賀            317

     （尿道平滑筋腫・尖圭コンジロ一入），，i

              967

平林聡騰石’蘇存）135

     （faPx”，ls，tlhgik’r／／）io7g

平松

聖悟（Cernilton ）

   尿道平滑筋腫・
   尖圭コンジロー
   ム

  （Penoring ）

   APRT部分欠
   損症・dihydro－
   xyadenine結石

  （両側性腎癌  ）

 侃（奈良医大泌統計）

1361

309

      女子再発性尿路
      感染症・再発予
      防

     （Amikacin ） 603

広川 信（Cefoxitin ）219
     （会陰部睾丸転位） 693

     （腎腺腫    ）945

囎鋤郎（腎結核・不定愁訴）361

広本 宣彦（プPスタール ）327

       （ふ）

福井  厳（CDDP   ）203

福井準之助（アフロクアロン）1153

福岡たか子（腎癌・血管造影）1505

福重満 i静置肇国
     （Amikacin ） 603

福島 克治（女子尿道癌  ）555

福島 修司（Cefoxitin  ） 219

              121 1

     （ホルモン非依存性前立腺癌）1291

     （前立腺移行上皮癌）1・・5

描画  ）251

三巴（高Ca尿症・Ca調節ホルモン）

藤井昭男（勢聾酸フオ）381

     隆臨）乃・

泌尿紀要 第27巻（1981年）人名索引

     聡薦抵抗性）・3・9

欝光正（魏。耀劇・・7・

藤瓶広 i ）25・

灘知昭（前立腺癌・経直腸的針生検）279

藤岡

     灘雛’掘）・59

藤川

繭 （騨クロルマジ）

蜘潤（後腹膜悪性線維性組織球腫）427

藤田

藤塚

藤塚

伏見

藤本

藤原

古澤

古畑

朴木

朴

保科

細田

堀

堀

堀

堀井

堀井

   女子再発性尿路
   感染症・再発予
   防

  （Amikacin ） 603

秀樹（膀胱褐色細胞腫）709

光一（腎癌・血管造影）1505

公生         1011

  （血清燐脂質  ）1345

民夫（移植腎・CT ）781

  （CT ） 875
  （両側性腎癌  ）1361

 勲（Adriamycin ）llO9

茂（騨馳睡
 登（Ginoxacin ）983
  （膀胱内注入・薬物shock）1・9・

  （Ferrit｛n ） 1351

 博（アブPクァPン）工153

光文（NCS    ）1103

太郎（Cinoxacin ）335
哲彦 （Cef’oxitin    ）  219

    （ほ）

二二（腎杯憩室   ）1211

英哲（回盲部導管  ） 293

彰（騨講ルシ・）・2・

和成（CDDP   ）203
建夫（（〕enomycin ）999

夏樹（騨藩ルシー）42・

  （腎杯憩室   ）1211

  （先天性前部尿道弁）154・

             1

蝋護芦舗剛
明範（膀胱腫瘍・BCG） 65 i

泰樹（副腎嚢腫   ） 751

xxxi

堀内満水雄（Gefoxitin  ）21g

      膀胱後部腫瘍・
      未分化移行上皮
      癌

本多 靖明（フトラフール ）451

     （進行性前立腺癌）■323

       （ま）

前川正信（騨臨浸潤’）・・

     （膀胱腫瘍・BGG） 65

     （謡言髄’腎）179

     （NCS注入  ）213

     （尿膜管腫瘍  ） 411

     （尿管結石・Cefsulodin）263

堀鹸輔（騨蕪ルシ・）・23

     （先天性前部尿道弁）154・

堀江正宣 i ）195

     （雛掛縄執平）…

     （クッシング症候群・embolization）517

     （副睾丸部・semlnoma）1・8・

前川 幹雄（前立腺・GZX） 149

     （NCS ）1103
     （ホルモン非依存性前立腺癌）13・・

前林浩次 ii細細㎜
桝知果夫（プロスタール）327

増田富士男（巨大副腎嚢腫 ） 157

     （CDDP ） 577
     （XEsg renai ） i337

増田宗義艦薦雷鳥）13・9

欄  1芳郎（フトラフール ） 451

町田 修三（小児睾丸腫瘍 ）699

醐癖（懸欝欝中央） 115

     （巨大副腎嚢腫 ） 157

     （左交叉性睾丸転位・右睾丸腫瘍）』529

     （CDDP ） 577



xxxii

     （睾丸腫瘍・hernia uteriinguinalis）・93

     膿蟹註。）1287

     （2置、1「ena正）1337

     （Spectinomycin） 1553

松井繁和（Adriamycin ）1109

松浦治灘石●腎保存）135

     （鰯灘＞1・・9

     （両側性腎癌  ）1361

松浦  健（回盲部導管  ）293

     （騨騨●エン）津・8・

     （近大泌手術

松尾栄之進（陰茎癌

     （Cenomycin

） 1445

） 917

） 999

松尾重樹（先天性単腎・腎動脈瘤）・83

     （Disopyramide） 223

松尾喜文（Cenomycin ）999

松岡 俊介（Cefoxitin  ）219

松木 癒画面騨251

松崎

松下

 暁
  ＼防    ノ

  （Amikacin ）

幸康（陰茎癌    ）

  （Cenomycin ）

和彦（会陰部睾：丸転位）

  （腎腺腫    ）

603

917

999

693

945

松瀬三郎（睾：丸腫瘍・後腹膜リンパ節転移）649

松田  稔（プPt kタール ）737

     騰雛●抗癌）759

     囎s二n●d’sk）1265

鮒俊宏（盤瘍●高Ca）937

松村嘉夫（前立腺・エストラマスチン）24・

松本修（男性不妊・抗精子抗体）477

松本恵一（後腹膜悪性線維性組織球腫）42・

     （Z4942 ） 459
松本圭史（Prader－Lab－hart－Wini症候群・性腺機能）…

松屋 福蔵（陰茎癌    ）917

泌尿紀要 第27巻（1981年）人名索引

     （Cenomycin ） 999

間宮 典久（アフロクアロン）l153

円尾耕一郎（醐騨脈狭窄）152・

丸田 耕一（Cenomycin ） 999

丸Z・一va

iEthynylestra－diol ． gona．do－trOP量n孝卑蜂腰）・・33

加良夫（ホルモン非依存性前立腺癌）1291

（み）

三浦邦夫（先天性単打・腎動脈瘤）183

     （譲りンカルシ）1277

三浦猛（AAc’ac’”omyc’n）l119

     憺魏罐動脈）・2・9

訪律治（尿路分離菌・薬物感受性）・243

三木 恒治（硫酸アミカシン）975

     （産立腺齢憾）1317

三木  誠（巨大副腎嚢腫 ） 157

     （CDDP ） 577

右田俊介幅黎聾自●）1185

三崎俊光（組織培養・線溶系）829

     （CDDP ） 1427

三品 輝男（前立腺・CZX） 149

     （NCS ） 1103
     （ホルモン非依存性前立腺癌）13・3

水尾敏之 i騨鱗二）951

     （Penoring ） 967
水谷修太郎（Prader－Lab－hart－Willi症候群・性腺機能）…

     （男子不妊症・HaG， HMG）355

光林茂（Prader－Lab－hart－Willi症候群・性腺機能）…

三矢 英輔（陰嚢血管腫  ） 111

     碑石’腎保存い35

     難燃1・79

     （前立腺性酸性ホスファターゼ）1・15

湊  修嗣（Adriamycin ）1109

南翻（購埼玉中央） 115

南

 （CDDP ） 577
 （Spectinomycin） 1553

武（国立西埼玉中央泌統計）115

南祐三（陰茎癌 ）917
     （Cenomycin ） 999

働浩忠儲飴mydn）1・65

宮川美栄子（腎孟腫瘍   ） 905

     （前立腺癌進行 ）1297

     （底物与尿’）1・81

宮城徹三郎（CDDP   ）1427

都田 慶一（NCS    ）1103

     （齢礁依存）・3・3

宮崎 公臣（Peplomycin ）l125

宮崎重（睾丸腫瘍・後腹月莫リン！｛こ節転移）・・9

     σ壌甥mics）…7

     （両側腎動脈狭窄・小児）1523

宮崎伸一郎（Cenomycin ）999

宮下剛彦（固事難石●扁） 163

宮下 浩明（Estracyt  ）815
     （血精液症・経直腸的超音波断層法）1355

宮ノ前健（小児睾丸腫瘍）699

宮本  力（PSAP   ）283

三好箭（騨結核’尿管）…

（む）

村上泰秀（ホスミシンS ）1251

禰識（後腹膜悪性線維性組織球腫）・2・

     （フトラフール ） 451

村山和夫（脳血管障害・神経因性膀胱）・・9

     （膀胱頸部通過障害：・acetylcholine）659

（      1！． acetylcho－Iinesterase）899

（女子尿失禁・UPP）・・47

村山 鉄郎（Cefoxitin ） 219



（も）

本宮 善感（奈良医大泌統計） 309

森  正樹（腎癌・血管造影）1505

森川洋二（羅膣副四三）・・3

森口隆一郎（移植腎・CT ）

森下直由（Cenomycin ）

森下 文夫（（〕efoperazone）

森田 隆（Disopyramide）

781

999

823

223

細嗣（高Ca尿症・Ca調節ホルモン）121

泌尿紀要 第27巻（1981年）人名索引

     （泌尿性器癌・腫瘍マーカー）269

森村武士

i神経因性膀胱・ProstaglandinF2a）669

守屋  至（Futrafu1坐剤）589』

森山磁（会。’ac’nomyc’n）1119

     （多睾：丸症   ）1389

     （男子後部尿道ポリープ）1399

（や）

矢崎恒忠（Futraful坐剤）589
     （腎癌●膵車云移  ） 1517 i

   耕作（Prazosin

      男子不妊症・ト
      コフェロール同
      族体

安本 亮二（膀胱腫瘍・BCG） 65

     （尿膜管腫瘍  ） 411

     （クッシング症候群・embolization）517

     （盤瘍○高Ca）937

     （副睾丸部・Seminoma）1・8・

母上 直（回盲部導管 ）293

     （ツムラ猪苓湯 ） 801

     （尿流量測定  ）1019

     （近大泌手術  ）1445

柳岡 正範（移植腎・CT ） 781

柳川

安川修（水腎杯症・多房性腎嚢胞）395

畑    ）1列

安願人 i ）68・

真（滋藤ルシユ）・23

憐天性前部尿道）1543

柳  重行（Cytur－T’est ）717

柳沢宗利（左交叉性睾：丸転位・右睾丸腫瘍）529

     （CDDP ） 577
     （睾丸腫瘍・hernia uteriinguinalis）・93

山内 昭正（Cernilton  ） 317

     （会罫岩cst「eno’●）1・37

山内 民男（Estracyt  ） 565

     （尿管結石・SCE－1365）77・

     （前立腺癌進行 ）1297

山川 義憲（CT     ） 853

山際嗣（藤鑛’多房）395

山崎 章（膀胱憩室腫瘍）103

崎義久（騨蒲ルシユ）42・

     （腎杯憩室   ）1211

     （先天性前部尿道弁）15・・

山下 修史（陰茎癌    ）917

     （Cenomycin ） 999

山城  豊（尿路性器結核 ） 69

     （Prazosin ） 1477

山田薫
i神経因性膀胱・prostaglandinF2a）669

11」田  潤（Cenomycin ） 999

蝸哲夫儲賑讃）・33

岨龍作（語脈圧迫’腎）179

     （クッシング症候群・embolization）517

岬期（前立腺・エストラマスチン）・・3

躰雌（高Ca尿症・Ca調節ホルモン）121

山本啓介（副睾丸部・semmoma）1・8・

山本朕（膀胱癌・頻回再発）1・1

山本満（三鷹的超音波）・・

（ゆ）

湯浅和典（轡○利尿作）677 i

湯浅好（前立腺・エストラマスチン）…1

xぬdii

湯浅誠
iaarboquone ．Cytosinearabinoside）1・99

由井麟（竈一ドラ・ト移）1179

     嵯螺癌三面）1・9・

由良 守司（陰茎癌    ）917

     （Cenomycin ） 999

（よ）

横川 正之（CDDP

     （Cefoxitin

     （Penoring

）

）

）

203

733

967

脚英二（悪性褐色細胞腫・高Ga血症）38・

横山．正夫（血性燐脂質  ）1345

吉井磁鰹鰯蜜腫）269

吉田修騰鷺若ンモ）

     （Prune bellysyndrome）

     （副腎嚢腫

     （高Ca尿症・Ca調節ホルモン）

     （APRT部分欠損症 dihydro－xyadenine結石）

      尿管結石・     （
      Cefsulodin

（

（

降臨‘
（腎孟腫瘍

1

51

） 75

121

189

       ） 263

（泌尿性器癌・腫瘍マーカー）269

（腎のう腫・Cefsulodin ・SCE－1365）・6・

（燃濃州437

（Z 4942 ） 459

繧中門●齪）・・5

樵綱523
（Estracyt ） 565

Ureaplas皿a
urealyticum感
染症

男子不妊症・ト
コフェロール同
族体

） 628

） 683

）フ75

） 905

羅綿。）923



XX虹v

     （篠馨勢’画＞1・61

     （前立腺癌進行 ）1297

     （乳癌。転移性尿道腫瘍）1393

     （抗癌剤投与尿・変異原性）1481

     （r隈轡’dney＞1529

吉田 和彦（フトラフール ）451

吉田秘儲一ドラ・ト移）1179

     （匪立腺癌●蔽）・49・‘

吉田克法（膀胱後部血管平滑筋腫）・・1

     （ホルモン非依存性前立腺癌）1291

吉田 ､鶴撫）・4・
吉田正林（左交叉性睾丸転位・右睾丸腫瘍）529

吉邑 貞夫（Gefoxitin  ）219

吉本祥生（前立腺性酸フォスファターゼ）381

泌尿紀要 第27巻（1981年）人名索引

米沢正隆（Hemofiltration・溶質除去）

     （g；e，ql’ti．ii2riuih）

米山

           35

     ク       
   disequilibrium  41
   syndrome

威久（アフロクアロン）l153

（ら）

罹成奎（醐騨脈狭窄）1523

（り）

李灘（瀦難義経直〉・・9

林正 健二（副腎嚢腫   ） 75

     櫨甑温）263

     （Futraful坐剤）589

     （腎癌・膵転移 ）1517

      （わ）

和久井 守（CDDP   ） 203

     （Cefoxitin ） 733

和志田裕人磯騨難●）…

鷲塚

一和田

渡辺

（Z 4942

（Cinoxacin

（S－T合剤

） 459

） 983

） 1007

傷燃農入’薬）・・93

渡辺酬  ）136・

渡辺信一郎鷹雛’擁）・59

麹秀輝膿雛難●い7・

      （S－T合剤  ）1007

      （膀胱内注入・薬物shock）1・93

渡辺  浜（前立腺・CZX） 14g

      （Estracyt ） 815

      （C H－62 ） 1147

i渡辺義謹鰭存櫨

  （Ferritin ） 1351

 誠（GDDP  ）203
誠次（NGS注入  ）213

康介（イソソルバイド）1163

   AV一 mal－
   formation ．
   embolization




