


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Administrator
タイプライターテキスト
個人情報保護の為、非公開

Administrator
タイプライターテキスト

Administrator
タイプライターテキスト
個人情報保護の為、非公開

Administrator
タイプライターテキスト
個人情報保護の為、非公開

Administrator
タイプライターテキスト
個人情報保護の為、非公開

Administrator
タイプライターテキスト
個人情報保護の為、非公開



Administrator
タイプライターテキスト
個人情報保護の為、非公開



Administrator
タイプライターテキスト
個人情報保護の為、非公開

Administrator
タイプライターテキスト
個人情報保護の為、非公開


































































	37_01
	表紙

	37_02
	写真ページ

	37_03
	序

	37_04
	Ⅰ　概況
	組織，研究業務，人事，建設，海外との交流，その他


	37_05
	Ⅱ　物理研究部
	概況
	1.　ヒューマン・カウンタの較正に関する研究
	2.　同時計数型β線スペクトロメーターのバックグラウンド
	3.　β-γ同時計数法のよる微量β-γ emitter の測定
	4.　Nalシンチレーションカウンターに及ぼす宇宙線の影響
	5.　中性子エネルギー測定法の研究
	6.　2次電子に関する研究(その1)(320kVp連続X線による2次電子スペクトルについて)
	7.　2次電子に関する研究(その2)(連続X線に照射された鉛から放出される2次電子について)
	8.　放射線の熱量的測定に関する研究(60Coγ線のエネルギー束について)
	9.　放射線同位元素による国民被曝線量に関する予備測定
	10. 医学利用X線による遺伝有意線量の逓減に関する照射野の影響について
	11. 高エネルギー放射線の遮蔽について
	12. 医療法の改正にともなう遮蔽壁の厚さ等の算出方法について
	13. 医療用X線フィルムの感度表示方法について
	14. 30keV中性子の捕獲断面積
	15. Sn同位元素による中性子捕獲
	16. Sm同位元素の中性子捕獲
	17. 30および65keV中性子の捕獲断面積


	37_06
	Ⅲ　化学研究部
	概況
	1.　クエン酸ナトリウムの水溶液中での放射線分解
	2.　肺炎球菌の型転換DNAのX線およびその他の試剤による不活性化の研究
	3.　肺炎球菌の型転換現象におけるストレプトマイシン耐性の初期表現について
	4.　ポリペプチジル・リボヌクレアーゼの酵素活性
	5.　β-ガラクトシダーゼの生合成に対するチオウラシルの影響
	6.　肺炎球菌のストレプトマイシン耐性株のリボゾームの性状
	7.　抗体生産機構の研究1.in vivo培養法を用いて2次感作の過程の及ぼすX線照射の影響
	8.　TTAを用いる逆相ペーパークロマトグラフ法による核分裂生成物の分離
	9.　原爆爆発時における中性子線束推定法の検討―分離定量法について
	10. 三相分配による分離の研究
	11. 海水中の放射性ルテニウムの捕集(アルカリ処理鉄型イオン交換樹脂による基礎的実験)
	12. 日本の河川における放射性物質の濃度(その地球化学的研究)


	37_07
	Ⅳ　生物研究部
	概況
	1.　魚類におけるX線被照射線量と生存期間との関係
	2.　X線照射を受けたキンギョの腸の組織学的変化
	3.　キンギョ Carassius auratus のNa,Kイオン排出量に及ぼす放射線の影響
	4.　脳下垂体機能に及ぼす放射線の影響―X線照射に対するキンギョ副腎組織の反応から見たACTH分泌促進―
	5.　メダカの卵子形成に対するX線照射の影響
	6.　メダカに対するレセルピンのX線防禦効果
	7.　魚類の黒色素胞の調節機構に及ぼす放射線の影響　Ⅱ. 黒色素胞の調節神経繊維に及ぼす放射線の影響
	8.　脂質代謝，特に中性脂肪の体内移動のホルモン支配機構とその放射線感受性
	9.　両生類幼生の放射線致死に関するDNP保護効果の機構―NaN3による保護効果の消失
	10. Chromosome aberrationのrejoiningに対するnucleotidepolyphosphateの作用の比較
	11. 2,4-ジニトロフェノールの動物胚に及ぼす放射線に対する保護効果
	12. DNP(2,4-dinitrophenol)のサツマイモネコブセンチュウ in vitro 産卵に対する放射線保護効果
	13. 被照射ラットにおける電解質の行動変化とその解析
	14. ラテ肝ミトコンドリア膨張の濃度効果


	37_08
	Ⅴ　遺伝研究部
	概況
	1.　突然変異率を左右する要因の研究　突然変異発生率に対する sperm の strage 効果
	2.　放射線類似物質による突然変異誘発の実験　致死突然変異および転座誘発作用におけるエチレンイミンとTEMとの比較
	3.　Alkylating substances による蚕の可視突然変異と優性致死との比較(予報)
	4.　ショウジョウバエにおける放射線誘発全体―モザイク突然変異の比較
	5.　X線の突然変異誘発に対するペニシリンの防護効果
	6.　可視光線による突然変異の誘発に関する研究
	7.　カイコの精母細胞に及ぼす紫外線マイクロビームの影響、特に分裂終期における娘染色体群の行動
	8.　Ethylene imineおよびtriethylene melamineによる染色体異常の誘発
	9.　アルテミア乾燥卵に及ぼすガンマ線，温度およびカルチノフィリンの影響
	10. 分離細胞の組織再形成能に及ぼすガンマ線の影響
	11. 人類集団に及ぼす放射線の遺伝的影響に関する理論的研究―放射線増加と遺伝病との関係―
	12. 人類の劣性形質にける新しい突然変異率推定法
	13. 人類集団における劣性遺伝子の頻度推定法
	14. 無作為交配と近親婚の頻度
	15. 繊毛虫 Tetrahymena pyriformis strain W の各種成長期における放射線感受性―集団に対する電離放射線作用の基礎的研究(Ⅱ)
	16. ゾウリムシの配偶核形成期における放射線誘発致死突然変異の発生率に関する研究


	37_09
	Ⅵ　生理病理研究部
	概況
	1.　副腎皮質における副腎皮質ホルモン生産に及ぼす放射線の影響
	2.　腎内循環血量(RBF)の変動とそれに見合う組織像の検索
	3.　放射線照射による中枢神経組織内毛細血管壁の電顕的研究
	4.　組織培養細胞に対する放射線の影響
	5.　骨に沈着せる放射線の影響(第1報)
	6.　腫瘍発生に及ぼす放射線の影響


	37_10
	Ⅶ　障害基礎研究部
	概況
	1.　脂質過酸化定量法としてのチオバルピツール酸法の検討と応用
	2.　シロネズミ血漿の抗酸化活性に及ぼすX線照射の影響
	3.　ウサギおよびシロネズミ血漿の抗酸化活性に及ぼすX線照射の影響―放射線感受性の比較生化学的考察
	4.　ウサギの血中5-HT量の1日の変動
	5.　ウサギの血漿燐脂質の抽出・分画法の検討
	6.　紫外線照射リノレイン酸メチルエステルのガスクロマト分析―TBA値との関連において
	7.　ウサギの血中5-HT量に及ぼすX線照射の影響
	8.　シロネズミ血中5-HT量に及ぼす摘脾ならびに摘脾後X線照射の影響
	9.　シロネズミの血中5-HT量に及ぼすX線照射の影響
	10. UV照射 methyl linolenate のL細胞発育阻害度―TBA値と発育阻害度との関係―
	11. 放射線障害の模型化
	12. 中枢神経に及ぼす放射線の影響に関する研究
	13. 放射線感受性と生理学的性質の差異に関する研究
	14. 内部被曝の全身的影響に関する研究
	15. 照射された細胞及生体物質の誘発的性質の研究
	16. タンパク質のアミノ酸配列の統計的性質(1)


	37_11
	Ⅷ　薬学研究部
	概況
	1.　Thiazolidine-4-carboxylic acid の合成およびその旋光測定
	2.　銅キレート化合物の酸化作用
	3.　放射線防護薬剤に関する研究
	(1)　AET,APTおよび関連化合物の合成

	4.　脾臓中の白血球増加性成分の検索(その2)
	5.　睾丸の亜鉛取り込みに対するX線照射の影響


	37_12
	Ⅸ　環境衛生研究部
	概況
	1.　人骨中のラジウム-226の測定
	2.　気相および液相における14C，3Hの測定研究
	3.　14Cの生物学的研究に関する研究
	4.　放射性ヨウ素のエーロゾルへの付着に関する研究
	5.　Five channel automatic particle counter and sizer による微粒子の粒径分布の測定
	6.　α線棟用木製グローブボックスの試作
	7.　Food chain における放射性物質の動向に関する研究―1. (水生生物)
	(1)　魚類のエラ吸収におけるSr-Ca差別率に及ぼす水中Ca濃度の影響について
	(2)　魚類によるTantalum-182のせっ取について

	8.　Food chain における放射性物質の動向に関する研究―2. (農作物)
	(1)　農作物の*Cs,*I,*Ce,*Sr,*Zr-*Nb,*Ruによる直接汚染の機構
	(2)　野菜、大豆およびその製品の90Sr,137Csその他の核種について

	9.　Food chain における放射性物質の動向に関する研究―3. (哺乳類)
	(1)　食性の相違とSr-Ca差別率との関係について
	(2)　人体での85Sr,132Cs投与例における尿中排出率について

	10. フォールアウト試料のγ線スペクトロメトリー
	11. 地表に蓄積した中半減期γ線放出核種の測定
	12. 雨水中の中半減期γ線放出核種の測定
	13. 蛍光X線分析法による人骨中Srの定量
	14. 下水道における放射能の研究


	37_13
	Ⅹ　臨床研究部
	概況
	1.　臨床第1研究室昭和37年度研究概要
	2.　妊娠，産褥期の好中球アルカリフォスファターゼ活性値
	3.　白血病細胞のエノラーゼ
	4.　糖尿病患者の131I-Insulin代謝について
	5.　86Rb代謝について，特にX線照射の影響
	6.　四肢の浮腫とアイソトープ
	7.　甲状腺機能検査
	8.　甲状腺ホルモンに結合する血漿蛋白
	9.　甲状腺内ホルモンおよび流血中ホルモン　―ペーパークロマトグラフィーによる甲状腺内および流血中ホルモンの分析，サイロキシン結合蛋白の結合能の測定―
	10. ヒューマンカウンターの臨床診断的利用
	11. 125Iの医学的利用
	12. 58Sr臨床診断的利用
	13. 75Seメチオニンによる膵臓癌の診断
	14. 磁気記録分析法の臨床的利用
	15. アイソトープによる腎臓機能診断
	16. 赤血球生成の調節機構に関する研究
	17. 造血遺伝子の生産部位に関する研究
	18. 副腎皮質ホルモン分泌量の測定
	19. セファデックスによるホルモンと血清蛋白との相互作用の測定
	20. アミノ酸代謝の研究(各種アミノ酸の脳内への移行に関する研究)
	21. Norepinephrine-acetate-7-14Cの組織内代謝産物の測定法の検討
	22. 平板型電離槽を用いた容積線量の測定
	23. Wedge filterを用いた咽頭癌照射法
	24. リンパ節造影法の放射線治療への応用


	37_14
	XI　放射能調査
	概況
	1.　人骨のストロンチウム‐90濃度
	2.　尿中の137Csの濃度(続報
	3.　日本各地の上水道水のストロンチウム‐90濃度
	4.　野菜中のストロンチウム‐90，セシウム‐137濃度について
	5.　1962年太平洋捕獲漁の放射性物質量
	6.　天水の放射能除去剤について
	7.　14Cの放射能測定
	8.　放射性浮遊塵の観測報告
	9.　広洋丸上で採取された浮遊塵試料解析
	10. その他


	37_15
	XII　技術部
	技術業務
	1.　概況
	2.　ヒューマンカウンタ
	3.　ベータトロン
	4.　バンデグラフ
	5.　医療用リニアック(線型加速器)
	6.　動物舎関係

	放射能安全業務
	1.　概況
	2.　個人管理
	3.　安全管理
	4.　廃棄物処理



	37_16
	XⅢ　養成訓練部
	1.　概況
	2.　応募状況


	37_17
	XIV　病院部
	1.　診療
	2.　放射線による事故
	3.　看護とその他のサービス
	4.　実験療額
	5.　組織と人員
	6.　予算と主要医療機械
	統計表


	37_18
	XV　東海支所
	業務概要


	37_19
	XⅥ　予算および決算
	1.　昭和37年度予算の概要
	2.　昭和37年度決算の概要
	3.　昭和37年度才入予算の概要


	37_20
	XⅦ　図書館および広報，その他
	1.　図書業務
	2.　出版その他
	(1)　刊行物
	(2)　所内公開
	(3)　教材用映画の撮影

	3.　創立5周年記念講演会
	4.　厚放研連
	5.　1962年報告主文の翻訳


	37_21
	付録
	1.　放射線医学総合研究所組織規則
	2.　放射線医学総合研究所事務所分掌規程
	3.　職員名簿
	4.　昭和37年度職員海外出張
	5.　昭和37年度人事異動発表
	6.　昭和37年度退職および転出者名簿
	7.　昭和37年度研究生名簿
	8.　職員研究発表一覧
	9.　職員著書その他一覧
	10. 養成訓練部各課程講師，科目および研修生一覧
	11. 昭和37年度購入国内雑誌目録
	12. 昭和37年度購入外国雑誌バックナンバー目録
	13. 昭和37年度購入外国雑誌目録
	14. 放射線医学総合研究所組織英文呼称
	15. 放射線医学総合研究所日誌





