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人 名 索 引
（ページ数太字は筆頭著者Sは特集号をしめす）

青

    （あ）

輝昭（陰茎早早陰嚢・停留睾丸）・・3

  催R●蜻Na）14・1

青木

青木

青木

醐辮（難鵬．臨床）

青山（  ）573

赤座

赤澤

秋田

秋野 裕信（異所性石灰化・上皮小体摘出術）

秋元

秋山 隆弘（膀胱超音波  ） 733

     （腎温阻血・NAG）803、

     （腎移植・ ク ） 8131

     （単糸屯性腎：嚢i月重・嚢腫穿弓術）135・

血肉夫儘のう内平醐）177、

俊輔（CDDP ）S－23 1
砕（蒲大手術統計）l183噴馬

正治（血尿。外来患者）1393

           1103旨安藤

  ’腎奇形・神経因   1安藤
       KlipT） 573：   性膀胱・秀雄
   pel－Feil症｛戻群

  （膀胱癌    ）！553

  （CDDP ）S－67 1i
             l安藤
英之（   ク   ）S－85

誠二（NCS・臨床効果） 431安藤

康年：論ポ調

           397 i

 晋（褐色細胞腫  ）1521！

浅野 晴好（（】DDP   ）S－111

鰭佳郎（離ey●腎細）721

     旛移巣消退●腎）731

     醜盤聾用）973

     騰石●腎断）1・・1

新井 永植（前立腺癌・臨床） 539

魍ギ還
耕由和（腎細胞癌・手術合併療法）…

荒川 創一（腎細胞癌・化療） 741

荒木剛  ）213

   醐（礪臨プラ法）

研糠尿管鵬’）

弘（鴇…100．男性）・・5

（前立腺癌・Cyclophos－phamide）1127．

（CDDP ） S－119
1nverted
Papi11oma ．

胱膀

         89

（阪大泌手術統計）1173

         523

             1
  （S状結腸膀胱痩） 917i

  （放射線性膀胱二炎）1121

正夫（野水と炭酸）1245

 正（前立腺肉腫 ）5971
（腎細胞癌・気管支動脈内制癌剤注入）753…

  （CDDP ）S－59 i

（い）

鯨歓（腎細胞癌・抗癌剤動脈注）

     （重複癌・臨床

     （陰茎癌・ 〃

儒管S状渤合）l111

（尿管結石手術

石川

石川

生駒 文彦（腎細胞癌   ） 793

撒巌（藤尿管鵬●）52・

石井延久（化膿性尿膜管嚢胞）153・

石井勝戦灘盤s’c）1213

石井 泰憲（CDDP   ）S－85

石神 裏次（尿管ポリープ ） 313

     （副睾丸・PapillaryCystadenoma）］285

   尭夫（褐色細胞腫  ）1521

悟面癖●抗癌）383

 （重複癌・臨床 ） 517

 （陰茎癌・ 〃 ） 531

（蠣野離リり893

鰭s鵬吻合）1・11

（群石手術●残）1365

石川成明（難緊ルドス）663

1儂六一（異所性石灰化・上皮小体摘出術）

五＋嵐辰男（灘尿管臨’）523

…井・宏擁契’n輔）・・5・

…井口正典蹴鰐G潔泉
i     （腎切石術・術式） 997 岩動

細達夫騰誰逆流症）899磯松

i繰網 ）㎜藻

    
 383 石橋 道男（阪大泌手術統計）1173

） 517 石原八十士（Allylestrenol）981
    
） 531i石山 勝蔵（両側精上皮腫）1437
   i
    石山 俊次（両側セミノーマ）165

         （RI－PSAP   ）1513
）13751 ﾉ難難（腎細胞癌 ）789

 3971

   両側尿管通過障
   害・腹部大動脈
   瘤

慎一（膀胱癌・Tr細胞） 821

  （ ！！ ．P，一MG） 10731

  籐囎6ざ居差）138・i

  （磁石術●局所）…7

  （奈良医大泌統計）1325

  （膀胱癌    ）1553

  （CDDP ） S一 67

博一 ﾉR●備Na）14・1

孝（騨穂紮’鰍＞425

幸成（腎肉腫    ） 299

 淳（（】DDP   ）S－119

靖二（阪大泌手術統計）1173

 登（膀胱腫瘍・免疫）113

  （腎細胞癌・化療）741
（前立腺癌・Cyclophos－phamide）1127
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     （CDDP ） S－119

伊麟磯回霧）116・

     （褐色細胞腫  ）1521

騒坦（腱胱神隅田胞）・39

     （前立腺肥大症・Depostat）13・1

伊藤 博夫（CDDP   ）S－59

伊藤 浩紀（Cefmetazo正e ） 481

伊東三離（艦胱神経鞠胞）439

     （前立腺肥大症・Depostat）13・1

     （CDDP ） S－23
伊藤 康久（両側精上皮腫 ）1437．

謄幸夫（騨瀧紮●婦人）・25

     儲？沓鎌油）469 1伊藤 善一

井野 晶夫（CDDP   ）S－111

井上武夫（欝臨i、謝261

井原

今井

今川

英有（阪大泌手術統計）1173

強一（腎肉腫    ） 299

章夫（琴GS’雛内投）37

  （〃 ・臨床効果） 43

  （ク ・前立腺癌） 143

     （泌尿器科診療・マイコン）377

     （8：髭濫n’＞39・

鮒厚志（膀胱未分化癌・異所性骨形成）1・19

今村 一男（カルシトニン ）339

     （壽黛。’n点滴）…

     （Allylestrenol ） 981

今村貞夫（後腹膜悪性奇形腫）885

岩崎晧（隆のう内平醐177

     （尿膜管癌   ） 905

     （艶細樋）1251，
岩松 克彦（腎細胞癌   ） 783

岩本顯（隆のう内平糊177：

     （褐色細胞腫  ）1251

       （う）

上門 康成（褐色細胞腫  ） 877
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      （腎嚢胞・腎腫瘍）141311

              1245 1

    精（（〕DDP  ）S－85

                E

上田脚（UPP・水と炭酸ガス）

上野

上原尚夫灘酵予後）・・1

上山秀磨（膀胱神経節細胞腫）・39

     鵬慰症●）13・1

     （CDDP

宇佐美道之（腎細胞癌

     （尿膜管癌

） S－23

） 761

） 1271

鵬鞭、。）・291

（Netilmicin ） 1315

（CDDP ） S一 35

軸武久（翼●水と炭酸）12・5、

臼井  孝（褐色細胞腫  ）1251

内島  豊：（Cc fmetazole ） 481

内田 克紀（重複癌・臨床 ） 517

     （陰茎癌●   〃  ）  531

     （膀胱血管腫  ） 967

     鰭S状励合）1111

     （尿管結石手術 ）1375

内畦昭麟難壁●）913

     （TUR・血清Na値）・…

内野虻（後腹膜悪性奇形腫）885

宇都宮正登（副腎嚢腫   ） 183

梅津 敬一（腎細胞癌・化療） 741

     贋結石’一三）953

     （前立腺癌・Cyclophos－phamide）112・

     （CDDP ） S－119

細俊一 摶L論シン）・・

梅原 次男（RIA－PSAP ） 13

梅山 知一（重複癌・臨床 ） 517

     （陰茎癌・ ク ） 531

（難題悪性リン）893

（膀胱血管腫  ） 967

鰭s状詰合）エlll．

（騨石手術●残）1365 1

海野 良二（Fosfomycin ） 361

鵠。（前立腺癌・逆行性尿道膀胱二重造影法）1捌

       （え）

江原  省Y’台 （Cernilton   ） 325

摺庄一（aoagulum Py－elolithotomy）・・57

     （CDDP ）S－1

       （お）

大石賢二（前立腺月巴大症・Depostat）13・1

大石

大内

大江

大川

幸彦（精索結核

達男（超音波検査

 宏（前立腺超音波

  （TSAA－291

順正（神経芽細胞腫

  （腎細胞癌

  （CDDP

）

）

）

）

）

）

）

699

61

81

233

273

773

S－1

大川光央（化膿性単純性腎嚢胞）・25・

     騰豊欝胞’）・349

大越正秋熊野纒痙）1・81

     （東海大手術統計）1183

翻宇一（尿管結紮・婦犬科手術）425

大島イ申一 搓ﾗ論シン）・・

     （DismemberedPyelo－lithotomy）・・5・

大島 秀夫（CDDP   ）S－119

幽一郎
i腎奇形神経因性膀胱。Klippe1－Fei1症候群）573

     （膀胱癌        ） 1553

畑信隆（藩魚巣消退’腎＞731

大滝三礁（繁膜平醐肉）l141

畑三吟（跳認翻973
大谷 幹伸（CDDP   ）S－85

大西嫉麟監奢腎症’〉・4・7

大西哲郎（難羅●手術）…

     （腎阻血・CoQlo）1237

栖滑（新生児複合性睾：丸脱出）1281



二三（騨穏紮’鰍い251

規嘉郎（響巣消退’腎）73・1

大森 弘之（腎癌・丁丁  ）737

大山 武司（八味地黄丸  ） 4933

大LLI正明（Allylestrenol）981

岡  聖次（腎細胞癌   ） 783

岡島英五郎（   〃  っ 789

     （腎切石術・局所冷却）1・・7

     （奈良医大泌統計）1325

     （膀胱癌    ）1553

     （CDDP ）Sn67
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置塩

荻田

奥山

噺明（難壁馨胞●）13・9．

                 尾崎岡田敬司（尿中分離細菌・ディスク感受性）・⑪8・…

     （東海大手術統計）lI8鋭

岡田謙一郎（超音波診断  ） 97

     （幽幽症●）13・1

岡田 |鞭繍縢）
     （饗學胞癌●15歳）・・9

     （腎動脈塞栓）  693

（陰茎癌・臨床 ） 531

（後腹膜脂肪肉腫） 561

xxv

柏原  昇（八味地黄丸  ） 493

柏木 政伸（褐色細胞腫  ）1251

耀鵬性リン）89・、片忌代徳儀黒熊籍腫●）1357

（膀胱血管腫  ）967

（器管S状腸吻合）1Ul

（薯纈手術○残）1365’

     （膀胱癌・リンパ球ADCC活性）138・

畑尚夫（辮翫謝261
  ｛長船
417 i

電請症’）・3叫小谷

岡野 学（両側精上皮腫

岡部達士郎（腎細胞癌

岡村  清（

       ） 1437

       ） 757

   ！！ ） 789

欄硫’局所）1・・7

（膀胱癌    ）1553

（CDDP ） S一 67

小川洋史幅立購）

小川一誠（尿路上皮癌・肺転移）959．

州旧庵雛癌．描）383
     （重複癌。臨床 ） 517

鮒贈黒瀬繍細胞）439

岡本劃離w’腎細）721

岡本 新司（腎細胞癌   ）793

小川 勝…明（CDDP    ）S－4g

小川 隆敏（   ク   ）S－1

小川 隆i義（CDDP   ）S－119

小川  肇（カルシトニン ） 339

      ペフロマイシン              49

  （尿管結石手術 ）1375

則彦（CDDP   ）S－11i

 卓（腎細胞癌  ）779

明彦（副腎嚢腫   ） ユ83

  （腎細胞癌・腎揃723勝岡
  （阪大泌手術統計）1173i

祐吉（膀胱癌・Tγ細胞）821i
  （ ／1 ．P2－MG） lo731

              11

小田細

   俊一（

慨 儲立紙）
小購細鰯雛n渦・・5

小幡嗣（鯉胞癌’臨床）ll・3

     （cDDP ） S－59 i

小原壮一 桃黶f局所）1…

     （奈良医大泌統計）1325

     （膀胱癌    ）1553

     （CDDP ） S一 67

折笠 精一（   ク   ）S－91

闘（腎細胞癌・腎摘）723 P
  （阪大泌手術統計）11731

   鱗1）1洲

   悪難堕）369

  （薬物性排尿障害） 501

   ペフロマイシン           49佳成

       （か）

海部 泰夫（NCS・臨床効果） 43

     野離語n）391

垣添 忠生（前立腺肉腫  ） 597

     （腎細胞癌・気管支動脈内制癌剤注入）乃・

 片岡 頒雄i（CDDP   ）S．119

片岡陳正
iCitrobacterfreundi三・病原：性）629

片手 永樹（前立腺癌。臨床） 539

 片山    喬 （盲管重複尿管  ）  191

      （騨擁ルドス）663

      （TSAA－291 ） 923

   洋治（東海大手術統計）1183

槻剛難聴璃
      儲糠翻㎜

      （聖st卿and’n）715

      （TSAA－291 ） 1193

加藤 直樹（RI－PSAP  ）1513

加藤轍（腎癌・転移改善消失）・4・

腰英夫（異所性石灰化・上皮小体摘出術）・97

加藤 広海（膀胱憩室腫瘍 ）219

      （卵粉翻・67

加藤良成（Cef・taxime ）613

      （尿道狭窄   ） 86エ

      （単純性腎嚢腫・嚢腫穿刺術）1357

繍和臣（TUR．・」［血清Na値）1・・1

金川征史郎（NCS・臨床効果） 43

     （〃 ・前立腺癌） 143

蟹本雄右（塁勝勢翻39・

金子期儀欝難腫’）1357

金子解（鉱石術’局所）1…

細州弘（片腎障害・Genta皿icln）・467

金田 泰雄（両側性腎癌  ） 291

鉱洋（膀胱未分化癌・異所性骨形成）1・19

兼松  稔（両側セミノーマ） 165

加納勝利煽雛癌’抗癌）38・
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     （重複癌・臨床）517

     （陰茎癌・   ク  ）  531

     （後腹膜脂肪肉腫） 561

     （後腹膜悪性リンパ腫）893

     （膀胱血管腫  ） 967

     （癬管S糊吻合）1111

     （腎結石手術・世上）1365

     （尿管結石手術 ）1375

上条蜥（擢R●蜻Na）1・・1

守殿 貞夫（尿管ポリーープ ） 313

     （腎糸田胞癌●イヒ療）  741

     （賢結石．四三）953

     （前立腺癌・Cyclophos－phamide）塒

     即吟馳s’c） 1213

     難論一）］285

     （CDDP ） S－119

上領 頼啓（Fosfomycin ）1201

翻衡一（陰茎陰嚢剥皮創形成術・性機能）・・5

亀井 修（尿膜管癌  ）1271

     （Netilmicin ） 1315

     （CDDP ） S一 35

河合臨（羅上薦．肺）959

川井俊郎（蜀三ミロイド）115・

河合 誠郎（AIIylcstreno正） 981

川喜多順二（膀胱癌・Tr細胞）821

     （ i！ ．P2－MG） 1073

     （。‘i dcリ総山）1387

瀦雛祥（卿貧耀麹1・81

川・光平 蜩蛛c
     （両側性腎癌  ） 291

     （羅灘蜘・・9

     蝋階嘘1
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      （先天性腎性尿崩症・PolyuricMegalocystis）・263

川島 敏文（東海大手術統計）l183

湘輔腰麟齢）397
      （非内分泌副腎癌） 409

      （FosfomycinD三b：ekacin併用）・・3

      （両側精上皮腫 ）1437

      （RI－PSAP ） 1513

川町二
iKallmann症候群・造精機能導入）1167

川村寿一
i腎細胞癌・エ5歳女子）・・9

      （腎動脈塞栓  ） 693

      （麓腹下一三）885

      （転石．術後腎）・・27

川村俊三（副腎皮質癌・Cushing症候群）・・5

嗣信夫僻遡航ナス）243

      （尿中分離細菌・ディスク感受性）1・81

      r尿管変位・腸骨、、、nn
      ＼動脈瘤    ノユ⊥＝J

      （東海大手術統計）l183

河原 弘之（CDDP   ）S－103

神崎政裕船難麟●）913

      （這UR●鯖Na）1・・1

神田 英憲（膀胱吊上術  ）853

      囎羅笥 

       （き）

菊田  稔（褐色細胞腫  ）1251

木崎  徳（CDDP   ）S－91

北川 道夫（小児睾丸腫瘍 ） 453

     （Kli ne fe lter症候群・睾丸奇形腫）l161

      （真購丸．リン）1427

北川龍一謹厳癌●擁）383

      （重複癌・臨床 ） 517

      （陰茎癌・ 〃 ） 531

      （後腹膜脂肪肉腫） 561

     耀膜離リン）893

     （膀胱血管腫  ）967

     鮮S状腸吻合）1111

     騨石手術．残）1365

     （尿管結石手術 ）1375

周目敬一
iYamacillin ．Ampicillin）22・

     （Gentamicin点滴静注）U87

北野 太路（Cernilton  ）325

     （尿流動態・phenoxy－benzamine）927

北村 慎治（CDDP   ）S－1

北山 太一（  〃  ）S－23

木戸  晃（精索結核   ） 699

馴常郎（ペプロマイシン・前立腺癌）49

木内 利明（副腎嚢腫   ）1133

     （阪大泌手術統計）l173

木下難醗申出蜘1・81

     （東海大手術統計）l183

樹田茂（馨離リンパ）587

     （新生児複合性睾丸脱出）128・

木原和徳（雛上雌’肺）959

貴宝院邦彦（CDDP   ）S－67

木村 ?嚶w）93
融龍x（膀胱未分化癌・異所性骨形成）1・19

清原 久和（腎細胞癌   ）761

     （尿膜管癌   ）127工

     （前立腺癌・Peplomycin）1291

     （Netilmicin ） 1315

     （CDDP ） S一 35

切目 茂（腎細胞癌  ）779
桐山轍（精子細胞・運動軌跡描記法）・53

     （睾丸悪性新生物・死亡統計）・337

       （く）

草場泰之（膀胱未分化癌・異所性骨形成）1・19

楠山 弘之（Ce£metazoIe）48ユ



工藤治（欝臨1、謝261

国方 聖司（尿道狭窄   ） 861

窪田 一男（奈良医大泌統計）1325

     （膀胱癌    ）1553

熊本 悦明（RIA－PSAP  ） 13

     （盈鶉器翻973

     （血尿・外来患者）1393

粂田 耕資（CDDP    ）S－1

畑孝（後腹膜線維化症・眼窩偽腫瘍）553

（Cefotaxine ） 613

（四温阻血・NAG）803

（腎疾患腎移植・NAG）813

栗山  学（両側精上皮腫つ1437

黒川 順二（Cefmetazole ） 481

黒子幸一 i欝跳、謝261

黒瀬 恒幸（S状結腸膀胱屡） 917

黒田  恭“ （腎糸田胞癌・臨床）  129

     （灘欝）249

黒田 昌男（腎細胞癌

     （尿膜管癌

      前立腺癌・     （
      Peplomycin

     （Netilmicin

     （CDDP

黒門 敏江（RIA－PSAI》

） 761
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古作

越川

越田

（単純性腎嚢腫。嚢腫穿刺術）135・

薫煙酵予後）・・1

卓（ク ・臨床病理）1103

潔（ ク ・臨床）129

小柴健幽幽醸’い13
     （掻UR’蜻Nら1・・1

古武 敏彦（腎細胞癌

     （尿膜管癌

） 761

） 1271

縣鞭、。）1291

（Netilmicin

（CDDP
Enteric Hy－
peroxaluria．
クローン病

） 1315

） S－35

児玉宏 i ）・17、

後藤百万

i後腹膜リンパ節郭清術・急性腎不全）685

小林収（腎癌・転移改善消失）…i

（罵鞭嚇灘
小林克巳（蹄翻翻973

      （

i小林醐（。DD・

小林 達夫（褐色細胞腫

      Inverted

   、      膀胱

                 ）S－59

）1315］駒田佐多男（奈良医大泌統計）1325
   ミ
）S一 3S 1  （膀胱癌 ）1553

）1271 1小林獺・・pill・m・・

） 1291

） 13

桑原守正（摯cs●膀胱般）

     （ク ・臨床効果）

     （〃 ・前立腺癌）

      Cefsulodin     （
      Cefotiam

37

43

143

） 391

小磯

小出

公平

神波 照夫（ラット・自然発生尿路上皮腫瘍〉

    （こ）

謙吉（CDDP   ）S－85

卓生（阪大泌手術統計）I173

昭男（停留睾丸・腫瘍） 159

           1345 i

  （CDDP ） S一 28

君腱二郎俘農滋藤症）55・

     （Cefotaxime ） 613

） 1251

） 213

握淳（鯉齢予後）・41

近藤生
i鷺灘套二煙

     （薬物性排尿障害） 501

近蟷一郎膠輝婆患●）1229

近藤  潔（褐色細胞腫  ）1251

近藤 直弥（精索結核   ） 699

細木

   （さ）

茂（腎細胞癌

 （尿膜管癌

） 761

）1271i臆
（前立腺癌・Peplomycin）1291

（Netilmicin ） 1315

（CDDP ） S－351

藤昭宏（騨夏ミロイド）1153

xxvii

斉藤豊彦（カルシトニン ）339

     （Allylestrenol ） 981

斉藤 典章（CDDP   ）S－103

斉藤 雅人（TSAA    ）233
     （経皮的弓尿管切石術・超音波穿刺術）・・63

     （鱗麟腎症●）1・・7

西町 康夫（腎細胞癌・臨床） 129

斉藤泰輿望鞭）1・19

酒井 晃（セブメタゾン）711
     （代用尿路   ） 829

酒井 俊助（両側セミノーマ） 165

     （両側精上皮腫 ）1437

     （RI－PSAP ） i513

如昇（難子宮脱●尿）319

坂口  洋（膀胱吊上術  ）853

      糠灘署）1529

             ） SH 59

酒儲三郎（非外傷性腎被膜下血腫）・・7

     （Fosfomycin ） 1201

佐川 史郎（阪大泌手術統計）n73

桜井 英夫（副腎・手術  ）ユ221

㌫鰍（雛上皮癌’肺）959

佐々木憲二（奈良医大泌統計）1325

     （膀胱癌    ）1553

佐妹証（難羅’手術）843

佐竹一郎（後腹膜Bulky腫瘍切除術）86・

佐竹軒（尿中分離細菌・ディスク感受性）1・81

振闘（非外傷性腎被膜下血腫）…

佐藤 和夫（Fosfomycin ）361

佐劇・彦（膣のう内平醐・・7

     （副腎・手術  ）1221

     （褐色細胞腫  ）1251

   和宏（CDDP    ）S－91

里見掛（前立腺癌・臨床統計）15・7

真田俊吾（精子細胞・運動軌跡描記法）153

     （後腹膜悪性奇形腫）885



xxvi呈i

三田哲郎居睡蘇ナス）・4・

佐橋政（駿’辮改善）…
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瞳三子（副醸腫 ）1133 1

澤村 良勝（超音波穿刺  ） 85

     （S状結腸膀胱綾）917 1
三軒蟻（・DD・ ）S－1』ガ（

三鼎 和美（   ク   ）S－13 白勢

三罵 省二（奈良医大泌統計）1325、新家

     （膀胱癌    ）155釧
                1
     （CDDP ） S一 67

塩見

   （し）      ，

努（腎細胞癌   ）789

（腎切石術・局所冷却）1…1

 （奈良医大泌統計）1325

 （膀胱癌    ）1553

 （CDDP ） S一 67

細圭三僻踏鑛癌）・69

柴山勝太郎（

島崎

島田鰍（騨悪性リンつ

     （鑑罷複合隅1281

島田  誠（カルシトニン ） 339

島谷  昇（CDDP   ）S－119

   ！一 ． ！i ） 469

淳（TSAA－291  ） 387

（腎孟尿管腫瘍・臨床）523

（犠繋素謡）・・5

（Kallmann症候群・造精機能導入）・167

 （褐色細胞腫  ）1521

          587

清水保夫（騨；ミPイド）l153・i

     （両側精上皮腫 ）工437

扇取（鰻●転借善）…

下鹸司
i膀胱原発未分化癌・異所性骨形成）

杣潮（異所性石灰化・上皮小体摘出術）・97

城甲啓治（魏無品つ22・

小路良（謹選’手術）843

     （腎阻血・C。Qle）1237

嫌明仁欝欝鞭’）1・19

白井緻（羅窒00’黙）・・5

白石 恒雄（Cernilton  ） 325

     （尿流動態・Phenoxy－benzamine）927

    幹（東海大手術統計）l183

   克彦（Sulpiride  ）333

   俊明（神経芽細胞腫 ） 273

     （腎細胞癌   ） 773

     （CDDP ） S－1
進藤彬（膀胱未分化癌・異所性骨形成）1・19

工4191鈴木
  i鈴木

   鈴木

       （す）

末盛  毅（奈良医大泌統計）1325

      （膀胱癌    ）1553

菅尾 英木（腎細胞癌   ） 765

翻理膿鎧撫群）545
菅谷 公男（重複癌・臨床 ） 517

      （陰茎癌・ ク ） 531

      （膀胱血管腫  ）967

      ／罵瞥9温順吻合＼ ，一＿
      備口｝…刃H／⊥⊥⊥ユ

      （尿管結石手術 ）1375

杉村 芳樹（膀胱憩室腫瘍 ） 219

      （自然腎孟外回流・胃癌尿管転移）567

杉本醐（學難疑ルドス）663

杉本 正行（腎細胞癌・化療） 741

      （CDDP ） S－119

椥高秀（単純性腎嚢腫・嚢腫穿刺術）1357

1鈴嗣騨羅）1・19

画面和雄（転移巣消退・腎癌）731

      儘畿轟用）973

   慶二（腎肉腫     299

    滋（腎細胞癌    765

   孝憲（腎肉腫      299

鈴木藤灘羅’手術）84・

      （山畑血。 CoQlo）1237

鈴木  学（CDDP   ）S－103

炭山 嘉伸（S状結腸膀胱痩）917

       （せ）

世古 昭三（Cernilton  ）325

細修（櫨鶴翻973
     （RI－PSAP ） 1513

仙賀  裕（CDDP   ）S－49

繍轍（鷺ミロイド）・31

     （CDDP ）S－1

       （そ）

添田 朝樹（CDDP    ）S－23

宗蜘彦（副睾丸・PapillaryCystadenoma）・285

曽根 正典（腎細胞癌   ）773

     （CDDP ） S一
園田 孝夫（腎細胞癌・腎摘） 723

     （阪大泌手術統計）1173

S麟7，．（膀胱癌・治療）1539

       （た）

高井 修道（停留睾丸・腫蕩） 159

     （副腎・手術  ）122ユ

高坂  哲（精索結核   ） 699

高崎  登（腎細胞癌   ） 779

     （洞内腎孟切石 ）1019

高田正信（騨鏡ルF’ス）663

献難治（TKT－100。男性不妊症）・・5

高羽

高橋剛（ ）173

高橋館儒雛癌’揺）・8・

津（腎細胞癌・腎摘）723

 （腎切石術・予後）989

 （副腎嚢腫   ）II33

 （阪大泌手術統計）lI73

  ミューラー管嚢
  腫・精管開口異
  常

（重複癌・臨床 ） 517

（陰茎癌・ク ）531

（後腹膜脂肪肉腫） 561

（薙剛性リン）893

．（膀胱血管腫  ） 967

鰭S状融合）H11

僖纈手術’残）1365
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繋：灘短調 （舗雛一…鶴＿讐懸霧調
高橋正宜（膀胱アミPイドーシス）11531鴎                     惇凝巣消退●腎）731

高明置型 騰石一）画出＿（謙翻粥
轄礎…調識鶉騨想出咽灘齢）S97
高岬之（Allyl・・tren・1）981多・茂（一室腰）21g l出村

高山秀轡 ラ〉耀噸槻讃唱
滝洋二（腎孟明朝憩室・癌と結石）199田中啓幹（・DD・ ）S．1・・土居

弓懸堕1嘘曄i臨濡i；一（堕ミ哨
     （薬物性排尿障害）・・！l・中騨（骸迭屠叢ナス）・…嫉

lll灘㌫薇1難一回騨刺

1薫1調整1蒸1鍔 319
竹内畝離論シン）・9…平時生噛鞭の12911 騨マラコプラ）

竹内醐難轍◎尿）31g蹟俊晃（号…膀胱内投）・7 ii （騰誰逆流症）899

     （ee”r．‘gplLC．iu，ttA”iaY：）

     （麟兎氏管嚢）593

     （愚論墜噛・3・・

竹内

鵡 （灘癌●擁）3831

     （贈纈手術）137、1

湘繍（跳’水と炭）12・5

…夫（ ）1263
武田

武本

   Enteric Hy－
   p’er6xalu；ia’． ） 4171

   クP一ン病    ！
             i

             I

睦男（CDDP   ）S－911
             i

 仁

  （重複癌・臨床 ） 517

  （陰茎癌’〃）53ヨ
  （尿管S状腸吻合）1111

   先天性腎姓尿崩   1
   症・Polyuric
   Megalocystis

康二（褐色細胞腫 ）1251！

征人（膀胱吊上術  ）853．

                      （RI－PSAP ） 1513

                     J［’晃 （腎糸田胞癌      ）  779

                        （と）

                    淳 （腎細胞癌）  773

                      （CDDP ） S－1

                              115PJ

                      （RI－PSAP ） ！513

                    昌泰（腎細胞癌   ） フ93

                    博彦（精索結核   ） 699

                              1153

                      （両側精上皮腫 ）1437

                   達夫（（〕DDP   ）S－91

                               567

                    基 （副腎嚢腫）  ／83

                               Jr 79

     （・・臨床㈱剰  儂欝三月134・
     （CefsulodinCefotiam）391鳥居伸一郎（精索結核 ）699

・一（後腹膜Bulky腫瘍切除術）S67 1 （な）

     （CDDP ）S－13 1名出頼男（GDDP ）S－111
                i内藤 克輔（腎細胞癌・臨床） 129
       （ち）       1内藤 善文（カルシbニン ） 339

千葉戦備購嚢）1蜘 （輪留喝・4・

陳舗漁
咊?V梱難｝灘）5・3

       （つ）
                 中井克幸（難酵予後）・4・

塚田修倦翻路用）973
                1永井 信夫（尿道狭窄   ） 861

躰綱（RIA“PSAP）13 1 rpeg日甥（GDDP ）S湘

繋霊1撫滞噸鍵獣
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長岡修司（Ce「n”ton）325［獺誉人（謡謙．）22・
中川清秀（前立腺肥大症・Depostat）・3・1

     （CDDP ）S－23
中嶋 和喜（腎細胞癌・臨床） 129

中島 ｪ鳩騰煙
     （先天性野性尿崩症・PolyuricMegalocystis）1263

中田瑛浩（盲管重複尿管）191

     （幽幽遙ルドス）663

細浄治郎（腎細胞癌・手術合併療法）843

     （漸悟血・C，Qi。）1237

細均儘欝総｝s’c）1213

永田 雅弥（腎肉腫   ）299
蜘恵弘（尿中分離細菌・ディスク感受性）1・81

     （東海大手術統計）1183

中野 悦次（腎細胞癌・腎摘） 723

     （阪大泌手術統計）1173

中野康治（腎細胞癌・二三）741
     （前立腺癌・Cyclophospha－mide）112・

     （副睾丸・PapillaryCystoadenoma）・285

     （CDDP ）S－119
中野  博（Cernilton  ） 325

     （尿流動態・phenoxybenza－mine）92・

長野賢一（両側性腎癌  ）291

     （ft．ostaglandin） 71s

中橋

永原

中村

中村

中村

中村

中目

 満（尿膜管癌   ） 905

  （副腎・手術  ）1221

 篤（腎細胞癌   ） 783

昌平（膀胱超音波  ） 69

武夫（代用尿路   ） 829

隆幸 （腎系田野癌     ） 761

宏灘1）4・5

康彦（Cefmetazole）481

中山孝一保羅00．馳）・・5

     （放射線性膀胱炎）l121

夏目 紘（CDDP  ）S．59

成曄紀B纏睡
       （に）

編端夫傲藩轟用）973

     （CDDP ） S－85

縦明達（譜器i翻973

西井正治聡灘繕）567

醐常雄腰寒礁齢）39・

     （鵠器翻・・3

     （両側精上皮腫 ）1437

     （RI－PSAP ） 1513

西尾 正一（膀胱癌・Tr細胞） 821

     （ ！一 ・P2－MG） 107S

     （ 〃 ・リンパJk ADCC活性）・38・

西尾 恭規（前立腺肉腫  ） 597

     畿内雛）753

西沢 和亮（東海大手術統計）I183

西澤 芳男（Pivmecillinam）619

     （腎腫瘍・γ一GTR）1099

西野 昭夫（腎細胞癌・臨床） 129

西淵 繁夫（前立腺癌・〃） 539

酬潮（譜面翻973
仁平

任

沼

寛巳（Cernilton  ） 325

（尿流動態・Phenoxybenza－mine）92・

書楷（腎肉腫    ）299

  （鯉醤攣’予後）・・1

    （ぬ）

秀親（Cefmetazole）481
沼沢和夫（副腎皮質癌・Cushing症候群）・・5

       （ね）

根本真一（腎細胞癌・抗癌剤動注）38・

     （重複癌・臨床 ）517

（陰茎癌・臨床 ） 531

（後腹膜脂肪肉腫） 561

（馨鵬性リン）89・

（膀胱血管腫  ）967

     鰭S状馳合）11・

     細石手術●残）1365

根本良介濫立號●細）269

     （重複癌・臨床 ）  517

     （陰茎癌・〃 ） 531

     鰭S状蹴合）1111

     （腎結石手術・残石）1365

       （の）

野口 純男（停留睾丸・腫瘍） 159

蝋撒（陰茎陰嚢剥皮創形成術・性機能）・・5

野嗣粧（編難毒旧い5・

     （前立腺癌・臨床） 539

       （は）

萩中 隆博（セブメタゾン ） 711

朴

羽間

橋村 孝幸（

橋本劇営R．血清Na）1・・1

橋本糖（置石術’局所）1・・7

     （膀胱癌    ）1553

     （CDDP ） S－67

畑昌宏（鮮巣消退’腎）731

畑地馴聯夷町）92・

波多野紘一（非内分泌副腎癌） 409

蜂須賀祐介（腎シンチ   ）1461

服部 i義博（盲管重複尿管 ） 191

勺（難子宮脱●尿）・・9

（騨マラガラ）・・9

（朧誰逆流症＞899

稔（錨運動●各種）649

 （腎細胞癌・化療）741

 （CDDP ）S－119
   ！！ ）S－23



一難繕
馬場谷勝廣（奈良医大泌統計）1325

     （膀胱癌       ） 1553

浜見  学（腎細胞癌   ）741

     （駕鵜・ha一）l12・

     （CDDP ）S－119

一（灘脚
林 正（腎孟腎管憩室・癌と結石）・99

     （憲騒鞍獅螂

     （虫垂粘液瘤  ）209

     （CDDP ）S－23

三重点二二舘）227・）
     （躍騨触i

細面嵯締●榊写）953

細昌興（餅腺癌●秋田）269

原田 益善（CDDP   ）S－119

桧垣昌夫（ （ひ）Jルシトニン）339 1

     （縷噸3451

東義人磁懸㈱・・gi
樋・瑚（異所性石灰化・上皮小体摘出術）3971

彦坂幸治（尿管ポリープ ） 313

     （腎細胞癌。化療） 741

     （CDDP ）S－119
久住 治男（腎細胞癌・臨床） 129

     （両側性腎癌  ） 291

     （羅灘蜘鵬

     （TSAA一一291 ） 1193

     （イヒ膿イ生単糸屯’陸腎：嚢胞）125・

     （先天性腎性尿崩症・PolyuricMegalocystis）1263

     （単純性腎嚢胞・Amikacin）・3・9

泌尿紀要 第28巻（1982年）人名索引

障講欝或翻

平野 正美（CDDP   ）S－111

      ペフロマイシン平林  聡              49

平松  侃（腎細胞癌   ） 789

     （奈良医大泌統計）1325

     （膀胱癌    ）1553

     （CDDP ） S－67
広岡九兵衛（ 〃    ）S－11gi

広川信（謹のう内囎筋い77

     （褐色細胞腫  ）1251

広瀬  薫（放射線性膀胱炎）l121

広本 宣彦（Cernilton  ） 325

     （尿流動態・Phenoxybenza－mme）92・

       （ふ）

深沢  潔（放射線性膀胱炎）1121

深谷 俊郎（血色細胞腫  ） 877

     （腎嚢胞・腎腫瘍）1413

     （CDDP ） S－1
欄洋（珊瑚状結石・無機能腎）・・1

福島 修司（ 〃 ・ ク ） 67工

     （尿膜管癌   ） 905

福島 寿信（腎シンチ   ）1461

融撤厩羅詐症●）・3・1

     （CDDP ）S－23
藤井 昭男（腎細胞癌・化療） 741

平尾 佳彦（腎細胞癌   ） 789

     （瑠礁．局所）1…

     （奈良医大統計 ）1325

     （膀胱癌    ）1553

     （CDDP ） S－67

平賀 聖悟（Cefmetazole）481

     （跳．水と炭）・2・5

平田紀光儲宿蜻）14・1

平野章治（蝿騰屯性腎）1257

     （単純性腎嚢胞・Amikacin）13・9

     儲立偏）

     （腎切石術・局所冷却）1…

藤岡縮（化膿性尿膜管嚢胞）1533

藤井

藤井

藤岡

藤沢

藤島

藤末

藤田

藤永

藤広

           xxxi

（前立腺癌・Cyclophospha’mide）1127

灘翫一）1285

  （CDDP ）S－119
 始（腎シンチ   ）1461

元広（Cernilton  ）325

秀樹（腎細胞癌・腎摘）723

  （副腎嚢腫   ）1133

  （阪大泌手術統計）1173

明生（腎細胞癌   ） 779

 智（副腎・手術  ）1221

    健（野離リンパ＞58・

蜘姓（転移巣消退・腎癌）73・

蜘道夫（腎孟尿管腫瘍・臨床）

藤本

藤原

蘇光文儲細越う
布施醐（陰茎陰嚢剣皮創形成術・性機能）・・5

     （馨舞繭一

     （褐色細胞腫  ）1521

古畑善彦（CDDP ）S－49

握聖児（鵠器襯・・3

       （へ）

観昭二儲認卿）391

       （ほ）

星  宣次（CDDP   ）S－91

堀  夏樹（膀胱憩室腫蕩 ）219

     （自然腎孟外濫流・胃癌尿管転移）56・

民夫（CDDP   ）S．111

           523

卓治（褐色細胞腫  ）877

  （腎嚢胞・腎腫瘍）1413

茂（異所性石灰化・上皮小体摘出術）39・

  （非内分泌副腎癌）409

  （堕ミロイド）・・53

佳則（両側精上皮腫 ）1437

  （RI－PSAP ） 1518
英祐 （（】ernilton     ）  325

           2ユ3



xxxii

堀井     （ 〃  ・リンパ球ADCC活性）                ）445

耕瓢（腎切石術・局所冷却）1・・71

鷲    脚和彦（陰のう内騰）

前川

町田

     （細面．手術）…

     （腎阻血・GoQエ。）1237

松井醐（鯨幽魂鋤3・5

松井繁和（尿管結紮・婦人科手術）・25

松紅治（ペプロマイシン・前立腺癌）・9

松浦矧驚騨●）．・・3

     （腎移植・  〃  ） 813

松尾栄之進（膀胱未分化癌・異所性骨形成）1419

松川 博史（副腎・手術  ）1221

松寄即興尿管臨’）523

     （ 〃  。リンパ球ADCC活性）

前川幹雄儲誌繍う  求（糀’00’雛）・・5

前・・腰緬三三）39・松・三糸唯腹膜平醐肉）ll・1

前田 X  ）…
牧昭夫（課鍬男）・・Sl松村

牧野鵡灘齢予後）・・1脚陽右（髄三三

正和

増田調難殉脇 @（ ．）153
増田

増田議（  ） 松だ千夫騨緊ドつ’663
鯛修三（腎孟腎杯憩室・癌と結石）

                      （翻硫’局所）1…

             泌尿紀要 第28巻（1982年）人名索引

明範（膀胱癌・β2－MG）1073 i     座中結石・Kli一
             ；     nefelter症候群
           1387 松下 一男 ・原発性副甲状
             旨      腺機能充進症・
             1     尿管ポリープ

             、     （東海大手術統計）lI83
英輔（膀胱憩室麟）21gi
                            l77

翻（CDDP ）匙59；  腫
             i   （福色細胞腫 ）1251
             1松島 正浩（S状結腸膀胱疲） 917
    （ま）

                   （放射線性膀胱炎）1121
正信（八味地黄丸  ） 493
              松瀬幸太郎（腎細飽癌   ） 779
  （膀胱癌・T7細胞）821
              松田  稔（副腎嚢腫   ） 183
  （ ！一 ・P2一］VIG） 1073

                   （腎細胞癌・腎摘） 723
           1387
                   （阪大泌手術統計）1173

           213 松橋

真一 @        1

   両側尿管通過障 訟宮清美（尿膜管癌 ）1271
   憲’腹部大動脈   （N・・ilm・・i・）1315

                   （CDDP ）S－35

                  勉（褐色細胞腫  ）1521

                          ） 737

             1松本  修（CDDP   ）S－119
信英（腎肉腫    ）299
              松本 恵一（前立腺肉腫  ） 597

                    腎糸田甘雨畠。気管
                    支動脈中制癌剤
  （甲州血・G。Q，10）1237 i      注入

光伸（停留睾丸・腫瘍） 159 松本 英亜（放射線性膀雌炎）1121

   Seminoma ．            1   HCG
              真弓 研介（NGS・前立腺癌） 143
           199
             1丸山 良夫（腎細胞癌   ） 789

  （CDDP ）S－281
豊平（精索結核）6ggi

             i     （奈良医大泌統計）1325

三浦一陽（糀…’00．劉・・5

三浦猛 i ）・73
     （灘醤結石’無）671

     （前立腺癌・臨床統計）・5・7

三浦正彦（尿中分離細菌・ディスク感受性）1・81

（膀胱癌    ）1553

（CDDP ）S－67

 （み）

（放射線性膀胱炎）1121

ミューラー管嚢
腫・精管開口異
常

三木

三国

     （k，ttn？ileik’rblfi」p）ii6i

     （質羅丸．リン）・427

三崎 俊光（腎細胞癌。臨床） 129

     （撚綱辺63

三品醐麟課漂う213
     （腎細胞癌） 769

     （粥幽晦u）・・9

     麟盤腎症’）14・・

水尾敏之（翼●水と炭酸）・245

水谷修太郎（阪大泌手術統計）l173

水野 C綴難劉㎜
光林茂 ﾟ難訓1529

三嫉輔 ﾋ聾二）369

     （薬物性排尿障害） 501

     （辮綱685

     （腎細胞癌・臨床病理）エ1・3

南方茂樹嘩ζミロイド）4ti・

     （CDDP ） S－i

皆川秀夫
iKallmann症候群・造精機能導入）1167

南裕三（膀胱未分化癌・異所性骨形成）1・19

宮内 大成（TSAA－291 ）387

宮騰三郎（後腹膜平滑筋肉腫）・14・

宮北 英司（東海大手術統計）l183

細慶一（講課磁う213

  （東海大手術統計）1183

恒治（腎細胞癌   ） 761

  （尿膜管癌   ）1271

  縣懸こ、。）1291

  （Netilmicin ） 1315

  （CDDP ） S－35
友吉（小児睾：丸腫瘍 ）453

   Klinefelter症
   候群・睾丸奇形
   腫
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（腎細胞癌

宮崎  重（腎細胞癌

              勝志1灘雌澗薮誘典磨墨雄睾）1281
（経膀胱吸収・FT－207 ． 5－FU）・49

       ）779、森義則（蹉胱悪性リンパ）58・

） 769

宮崎 善久（小児睾丸腫瘍 ） 453

     （Klinefelter症候群・睾：丸奇形腫）・・6・

     便羅丸●リン）142・

宮崎亮之助（Fosfomycin ）361

       （む）

祉信乃鷹尿四四’）52・

村上影（TKT－100・男性不妊症）・・5

（S状結腸膀胱痩） 917．

（放射線性膀胱炎）ユ121

森

祉泰秀（卿貧禦麹1・81
                1森脇
     （尿管変位・腸骨動脈瘤）1149…

     （東海大手術統計）lI83

（腎糸田月包癌      ）  793

饒鋸論点睾）128・

森川洋二彫磁繍）・38・

森口隆：一郎（CDDP    ）S．111

森下帥欝翻綾’）1・19

森本 鎮義（小児睾丸腫瘍 ）453

     （難題細1161

     繧羅丸’リン）1・2・

     （CDDP ） S－1

握昭（㍊碕●嚇）1…

   昭介’（NCS・前立腺癌） 143

村縫良（辮繕岡凱
     （腎癌・転移改善消失）…

     （灘撫0臨床）1幽

     （CDDP ）S－59 i
柵庄平（先天性水腎症・異常血管）・…

村中 幸二（非内分泌副腎癌）40酬

村本俊一 ]蝋膿’）91・・1

     （温UR◎血清Na）1・・1

村岬夫
i実験的神経因性膀胱。acetyl・cholinesterase）・・9 i！

           安川
砂面徽）・・91

（g；．ostaglandin） 71s

（TSAA－291 ） 1193

村山 鉄郎（閉塞性腎疾患 ）12291

       （も）

毛利 高二（褐色細胞腫  ） 8フ7

耕勇（極寒屯’性三腎嚢胞●Amikacin）13・・

    （や）

次雄（放射線性膀胱炎）1121

田暇雛癌●抗癌）・8・

  （重複癌・臨床 ） 517

安井

    修頓羅丸●リン）14・・

     （CDDP ） Sml
畑辮（陰茎陰嚢剥皮創形成術・性機能）・・5

八竹直（後腹膜線維化症・眼窩偽腫瘍）55・

     （尿道狭窄   ） 861

柳岡 正範（CDDP   ）S411

柳川  真（膀胱憩室腫瘍 ）219

     （自然腎孟外溢流・胃癌尿管転移）567

柳沢 宗利（精索結核   ） 699

（陰茎癌・ 〃   ）  531

篠朧薦性リり893

（膀胱血管腫  ） 967

鰭s状励合）i…

（撃石手術●残）・365

（尿管結石手術 ）1375

翼難雛・45・

山内昭正（跳’水と炭）12・5

山内 民男（（〕DDP   ）S．23

山際 健司（神経芽細胞腫 ） 273

     （CDDP ） S－1
ti．1・P雛（腎孟尿管腫瘍・臨床）52・

山越  剛（GDDP    ）S－111

山崎浩（饗結石．榊写）95・

山崎 義久（膀胱憩室腫瘍 ） 219

     （自然腎孟外濫流・胃癌尿管転移）56・

山下 利幸（NCS・前立腺癌） 143

山城町（犠四聖罷）・・5

山・薫
i腎奇形・神経因性膀胱・Klip－ple－Feil症候群）5・…

岬陽弘（膨ミロイド）・31

     （CDDP ） S－1
山中  望（尿管ポリープ ） 313

     （腎細胞癌・イヒ療）  741

山中 英寿（腎肉腫    ） 2gg

     儲ぞ糀齢）・69

     模雑攣’予後）94・

山本  敏（CDDP    ）S．23

山本 修三（NCS・臨床効果） 43

山本 X轡纏） 
山本 泰秀（Fosfomycin ）361

       （ゆ）

湯下糊欝翻鞭’）…9

由良 守司（ 〃 ・ ク ）1419

（よ）

横川  潔（膀胱吊上術  ）853

囎灘笥1529

品目正之（野’水と炭酸）12・5

横田 武彦（NCS・臨床効果） 43

吉尾正治儒羅i、謝261
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吉岡  進（腎細胞癌

吉川 和行（CDDP

吉田

） 761［

） S－91

修（精子細胞・運動軌跡描記法）153

騨撃）・17

（赫兎氏管嚢）59・

 （腎細胞癌   ）757

儀灘離奇形）885

鵬羅さ症’）13・・

（睾丸悪性新生物・死亡）1337

 （CDDP ） S－23
吉田 克法（奈良医大泌統計）1325

     （膀胱癌    ）1553

     （CDDP ） S－67

吉田 兼司（カルシトニン ） 339

吉田 利彦（CDDP   ） s－i

吉田 英機（AUy1εstrenol）981

吉田 光良（腎細胞癌   ）761

泌尿紀要 第28巻（1982年）人名索引

吉松

吉本

（尿灘癌 ）’2711
（灘懸ご、。＞12gili

（Netilmicin ） 1315

（CDDP ） S－35

博灘嚢）4・5

純（腎癌・化療  ） 737

米沢正隆（理CS’膀胱畷）・・

     （〃 ・臨床効果） 43

     （〃 ・前立腺癌） 143

     （呂離語n’）391

米田 文男（NCS・臨床効果） 43

       （り）

林守源（後腹膜平滑筋肉腫）1141

柾健二儒雛癌’鋼383
     （重複癌。臨床  ）  5エ7

（陰茎癌・臨床 ） 531

轄s状渤合）mユ

（轡石手術’残）1365

       （わ）

和志田裕人（腎シンチ   ）1461

和田 誠次（膀胱癌・Tγ細胞）821

     （ii ． P 2－MG） 1073

     （ ク  ・リンパ球ADCC活性）1387

麟久（憲繍懲端
渡辺 秀次（膀胱癌    ）1553

渡辺  映（TSAA－291  ）233

     （腎糸田胞癌     ）  769

     （鱗齢腎症●）…7

麹政信（Amikacin点滴静注法）・・5

綿谷 真理（副腎嚢腫   ）1133




