
































































































































































































































































































































































































































































































































































































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




























	42_01
	表紙

	42_02
	写真ページ

	42_03
	序

	42_04
	Ⅰ． 概況
	概観、組織、人員、予算、人事、海外との交流、外来研究員


	42_05
	Ⅱ． 特別研究
	Ａ．  プルトニウムによる内部被曝に関する調査研究
	概況
	　１．  プルトニウム化合物の吸入障害評価に関する研究
	　２．  プルトニウムの肺負荷量の測定法に関する研究
	　３．  プルトニウムの特異代謝に関する研究
	　４．  プルトニウムによる内部被曝の生体に及ぼす影響に関する研究
	　５．  アルファ線実験棟における実験者の安全に関する放射線防護の開発研究
	　６．　プルトニウム取扱者の緊急時対策に関する基礎的研究

	Ｂ．  放射線障害の回復に関する研究
	　１．  大腸菌K12rec-株のＤＮＡのＸ線照射による低分子化
	　２．  ２倍体酵母の紫外線突然変異の回復
	　３．  培養細胞における放射線の致死効果の回復について
	　４．  放射線による染色体の切断と再結合に関する要因Ⅱ．　人類培養白血球細胞によるピュロマイシン処理とＸ線分割照射実験
	　５．　電離放射線照射後の培養Ｌ5178Ｙ細胞における障害ＤＮＡ鎖の切出しの可能性
	　６．　栓球系の回復と全身障害におけるその意義
	　７．　照射後回復期の胸腺におけるDNA 再利用の機作と胸腺細胞のリンパ系組織への移動
	　８．　赤血球系幹細胞の放射障害回復過程に及ぼす諸因子の影響
	　９．　自家胸腺細胞移植が全身照射動物の造血系回復に及ぼす影響について
	１０．　回復における骨髄と膵臓の相互関係について
	１１．　Ｘ線全身照射後のラットリンパ系組織ＤＮＡ ポリメラーゼ活性の変動
	１２．　キンギョ造血組織の障害回復時の細胞集団動力学について
	１３．　Ｘ線分割照射法によるメダカの全身照射障害からの回復曲線の微細構造の解析
	１４．　各種薬物による放射線障害回復効果の検討
	１５．　トリプトファノール関連化合物の合成



	42_06
	Ⅲ． 物理研究部
	概況
	　１．  昭和42年度におけるヒューマン・カウンタ（ＨＣ)の研究活動
	　２．  131I経口投与による決定臓器被曝線量の推定
	　３．  生体内ＲＩ分布の測定法の研究
	　４．  熱量計による吸収線量の測定
	　５．  Fricke線量計のＧ値
	　６．  高エネルギー電子線のエネルギー分布の測定
	　７．　医療用高エネルギーＸ線発生装置の遮蔽
	　８．　LiF熱ルミネッセンス線量計による表面線量の測定
	　９．　厚いLi，Be，Bターゲットの（d，n）反応による速中性子源
	１０．　組織等価ファントム中の中性子線量分布の測定
	１１．  広島，長崎における誘導放射能による被曝線量の推定Ⅱ．線量推定
	１２．　MeV電子線に対するＴＬＤのエネルギー依存性


	42_07
	Ⅳ．  化学研究部
	概況
	　１．  ポリ（Ａ＋U）とポリ（Ａ＋２Ｕ）とアクリジン・オレンジとの結合
	　２．  DNAとアクリジン・オレンジの結合（第２報）
	　３．  DNA－アクリジン・オレンジ複合体の円偏光二色性による研究
	　４．  大腸菌K12rec-株における紫外線照射後のＤＮＡの分解
	　５．  着色基質アナローグによるリボヌクレアーゼの光化学的失活（第２報）
	　６．  大腸菌エンドヌクレアーゼ欠損菌における紫外線障害の修復
	　７．  腹腔細胞 ＲＮＡ の抽出法について
	　８．  速中性子照射の抗体産生に及ぼす影響
	　９．  コバルト（ＩＩＩ）錯イオンのイオン交換反応
	１０．  ”フェロシアン化銅およびフェロシアン化銅カリウムへのセシウムの吸着挙動
	１１．  共沈法の併用による高塩濃度溶液中の存在する放射性核種の濾紙クロマトグラフィによる分離
	１２．  ”リン酸カルシウム－陰イオン交換樹脂”による放射性ストロンチウムの捕集
	１３．  ”多重付加金属塩－陰イオン交換樹脂”の研究その１．”フェロシアン化ニッケル・リン酸カルシウム－陰イオン交換樹脂”の作成とその放射化学的利用
	１４．  ”多重付加金属塩－イオン交換樹脂”の研究その２．”フェロシアン化ニッケル－陰イオン交換樹脂”の作成とセシウムの吸着
	１５．  ”フェロシアン化ニッケル－陰イオン交換樹脂”による人体中の137Csの排泄促進


	42_08
	Ⅴ．  生物研究部
	概況
	１．　胸腺細胞デオキシリボ核蛋白の照射による解離に関する研究
	２．  胸線造リンパ球系列各期のＤＮＡ合成とそれに対する放射線の影響
	３．  ラット胸線細胞に対する照射ヒスチジンの影響
	４．  被照射キンギョの腸上皮細胞のＤＮＡ合成および増殖の障害出現と回復に関する温度の影響
	５．  異なった温度における被照射キンギョの造血組織への3H-チミジンの取り込みについて（続報）
	６．  メダカの減数分裂過程における放射線感受性の変動
	７．　ミトコンドリアの機能調節に対する大線量放射線の作用機構Ⅳ．酸化的リン酸化と呼吸調節
	８．　すい臓アミラーゼ合成に対する放射線の作用
	９．  メダカを用いた低線量Ｘ線照射による晩発性障害の量的研究（予備実験）－中間報告－


	42_09
	Ⅵ．  遺伝研究部
	概況
	　１．  ショウジョウバエの突然変異と優勢致死に対するRBEと酸素効果
	　２．  カイコの放射線誘発可視突然変異に対する卵の短時日 storage の効果
	　３．  ショウジョウバエの劣性致死誘発に対する毎代大線量照射の影響
	　４．  放射線類似物質による突然変異生成機構の解析
	　５．  アルキル化剤により誘発されるショウジョウバエの全体突然変異とモザイク突然変異の比較，Ⅰ．ＴＥＭについての実験
	　６．  酵母における高ＬＥＴ放射線の効果此
	　７．  酵母の呼吸欠損突然変異の誘発機構の研究，Ⅰ．紫外線による誘発
	　８．  Ｘ線感受性突然変異の研究
	　９．  放射線誘発染色体異常の出現頻度に及ぼすPHA の影響
	１０．  放射線誘発切断染色体の行動（位相差顕微鏡映画法による研究）
	１１．  人類染色体の電子顕微鏡による研究
	１２．  染色体異常の集団中における行動と遺伝的荷重
	１３．  人類における集団の有効な大きさについて，第Ⅱ報．戸籍調査によるデータ分析
	１４．  キイロショウジョウバエの有限集団における致死染色体の頻度分布に関する研究
	１５．  哺乳動物細胞の死と細胞分裂の関係
	１６．　培養Ｌ5178Ｙ細胞の定常期移行期における細胞周期の変動
	１７．　Ｘ線照射された培養Ｌ5178Ｙ細胞の周期変動の解析


	42_10
	Ⅶ． 生理病理研究部
	概況
	１．  臓器内血行の血漿血球分離潅流に関する放射線学的形態学的研究
	２．  X線全身照射時のラット肝ならびに睾丸RNAポリメラーゼ活性の変動について
	３．  腫瘍の放射線治療における分割照射法の検討
	４．  HeLa細胞におけるX線照射によって生じた染色体異常と致死効果の関連性
	５．  放射線類似物質マイトマイシンCの致死効果．その生残率曲線について
	６．  X線照射による血圧変動と副腎髄質細胞の変化
	７．　マイクロゾームの胸腺内注入による骨髄系造血巣の誘発
	８．　放射線照射による造血機能の障害および回復に関する病理学的研究－ハイドロコーチゾン投与による影響について


	42_11
	Ⅷ． 障害基礎研究部
	概況
	１．  放射線障害の医学的指標に関する研究
	２．  放射線による全身障害の評価
	３．  放射線感受性と生理学的性質の差異に関する研究
	４．  中枢神経系に及ぼす放射線の影響に関する研究
	５．  セロトニンの放射線防護作用機構に関する全身オートラジオグラフによる研究
	６．  カラーオートラジオグラフィーによるダブルトレサーの検討
	７．  Activation Radioautography に関する研究


	42_12
	Ⅸ． 薬学研究部
	概況
	１．  放射線障害防護剤の合成 （その４）　アミノエチルチオインドール類の合成
	２．  電位差法によるAET，APTの転位速度の測定
	３．  AET誘導体のグアニル転位の速度
	４．  下垂体前葉での黄体形成促進ホルモン（LH）生合成に対するテストステロン・プロピオネートの急性作用
	５．  マウスの睾丸間質細胞腫瘍におけるステロイドホルモンの代謝
	６．  放射線による体重減少を指標とする放射線障害防護薬剤の効力試験法の検討
	７．  放射線による臓器重量の変化ならびに放射線障害防護薬剤の効果について
	８．  インドール系化合物の放射線障害防護効力について
	９．  エフェドリン系化合物の放射線障害防護効力について


	42_13
	Ⅹ． 環境衛生研究部
	概況
	　１．  各種温度における浮遊塵中210Po（トレーサーレベル）の揮発
	　２．  東京および周辺の地質とバックグラウンド放射線について
	　３．  外部放射線測定値の分布ならびに地質との関係－四国地方の例
	　４．  人骨および日常食中の226Raの測定
	　５．  人骨中の210RaDの測定
	　６．  浮遊塵中のRa A，B，Cの比の測定
	　７．  食品中の210Pb濃度とその摂取量の研究
	　８．  食物から摂取するヨードの人乳への分泌率
	　９．  海産生物による放射性テルニウムの取り込みについて
	１０．  ラットによる褐藻からの放射性Srの取り込みの特徴
	１１．　ラットにおける137Cs代謝に及ぼす ”フェロシアン化金属－陰イオン交換樹脂”の影響
	１２．  化学種の相違によるRu代謝の動向について
	１３．　幼若者における放射性物質の代謝に関する研究－ラット幼若時における137Csの体内残留について
	１４．　体内残留および臓器分布における86Rb137とCsとの比較
	１５．　239Puの胆汁中への排泄および臓器分布
	１６．　Microradioautographyによる239Pu沈着部位の検索
	１７．　嗜好飲料中の137Cs
	１８．　ミカン果実における90Srおよび137Cs濃度の実用的な表示法について
	１９．　果樹園土壌におけるfallout 137Csの分布
	２０．　14C，3Hの測定法の研究－低放射能の3Hの測定
	２１．　14C，3Hの生物に及ぼす影響
	２２．　ウラン鉱山坑内空気中の環境調査研究．空気中210Poと浮遊塵との関連を中心として
	２３．  ウラン鉱山労務者の bioassay とその評価に関する研究 ６．　排泄中の210Poの量
	２４．　α線棟吸入実験室内の換気率および気流の測定
	２５．　自動粒度測定器による粒度測定
	２６．　直列四段Cascade Impactorの集塵効率について


	42_14
	ⅩⅠ． 環境汚染研究部
	概況
	　１．  表土より水系への放射性物質の移動に関する研究（第３報）
	　２．  放射性ヨウ素の葉面付着に関する研究（第２報）
	　３．　フェロシアン化ニッケル－陽イオン交換樹脂による海水中の137Csの分離に関する研究
	　４．　溶媒抽出による環境試料中の90Srの分析法（第１報）
	　５．  原子吸光分析における試料の徴小化に関する検討（第１報）噴霧室加熱型バーナーの特性
	　６．  原子吸光分析によるバリウムの定量に関する検討
	　７．　環境試料中の徴量元素の放射化分析
	　８．　海底堆積物による放射性核種の収着（第１報）
	　９．　日本近海表層水中での90Srおよび137Csの滞留時間（第１報）
	１０．　汽水および海水中におけるチアユ，チダイの85Srの濃縮
	１１．　ハマグリの85Srの濃縮に与える共存安定元素の影響
	１２．　106Ru塩化物およびニトロシル錯塩，85Sr塩化物添加海水より放射性核種のハマグリへの濃縮
	１３．　106Ru塩化物およびニトロシル錯塩チダイへの濃縮
	１４．　人骨中の安定ストロンチウムの分布について
	１５．　137Csの尿中排泄量から人体負荷量の推定に関する研究（第４報）
	１６．　サイクロトロン作業従事者の尿中の7Beの定量


	42_15
	ⅩⅡ． 臨床研究部
	概況
	　１．　137m-Ba核種ジェネレーターの開発
	　２．　核医学におけるGe(Li)半導体検出器の応用
	　３．　徴分スキャン・イメージ
	　４．　妊婦，新生児，および胎児のセシウム量
	　５．  代謝解析の数理
	　６．  速中性子線照射と腸管内への131I-PVPの排出
	　７．  電子計算機による線量分布の計算
	　８．  頸部食道癌に対する放射線治療術式の検討
	　９．  速中性子の治療的応用に関する基礎実験・マウスの全身照射を主とした実験
	１０．　子宮頸癌放射線治療における晩期直腸膀胱障害に関する研究
	１１．　子宮頸癌の放射線治療と尿路系検査
	１２．　人体内22Na代謝の数理解析
	１３．　二重追跡法によるラットNa代謝の研究
	１４．　85Srスキャニングによる骨膜骨髄炎の研究
	１５．　人ヨード代謝の外部計測による分析


	42_16
	ⅩⅢ． 障害臨床研究部
	概況
	１．  ビキニ被災者の骨髄および末梢リンパ球に認められる安定型染色体異常の比較研究
	２．　血液幹細胞動態よりみた放射線障害の研究Ⅳ．　幹細胞障害回復促進因子の作用機序　
	３．　血液幹細胞動態よりみた放射線障害の研究Ⅴ．　赤血球系幹細胞の放射線感受性
	４．  移植リンパ球の抗体産生
	５．　ラット胸腺細胞の解糖に対するX線照射の影響


	42_17
	ⅩⅣ． 放射能調査
	Ａ．放射能レベル調査
	　１．  浮遊塵中の放射性核種濃度
	　２．  上水道水中の放射性核種濃度
	　３．  河底堆積中の放射性核種濃度
	　４．  土壌中の放射性核種濃度
	　５．  表面海水中の放射性核種濃度
	　６．  日本近海外洋水中の放射性核種濃度
	　７．  沿岸海底堆積物中の放射性核種濃度
	　８．  茨城県附近海域の解析調査（I）
	　９．  食品の放射性核種
	１０．  標準食の放射性物質
	１１．  魚類の 90Sr および 137Cs 濃度
	１２．  海藻中の放射性核種について
	１３．  貝殻の90Sr濃度
	１４．  人骨中の90Sr濃度
	１５．  人体臓器中の137Cs濃度
	１６．  第６回中共核爆発実験による放射性降下物
	１７．  第７回中共核爆発実験による放射性降下物
	１８．  降下性14Cの濃度調査

	Ｂ．被曝線量調査
	１９．　環境中のガンマ線線量調査－四国地方における放射線バックグラウンド測定－
	２０．　人肺ならびにダスト中のアルファ放射能の測定－ダスト中210Pb，210Bi，210Poの濃度とその変動
	２１．　放射性降下物による線量の算出（1961～1965）特に90Sr，137Csおよび外部被爆によるものについて



	42_18
	ⅩⅤ． 技術部
	Ａ．技術業務
	１．  概況
	２．　施設関係
	３．　共同実験室
	４．　照射棟

	Ｂ．  放射線安全業務
	１．  概況
	２．　管理総括業務
	３．  個人被曝管理
	４．  健康管理
	５．  施設管理
	６．  放射性廃棄物の処理

	Ｃ．　動植物管理業務
	１．  概況
	２．　動物の生産と配分
	３．　動物の衛生管理
	４．  実験観察施設の管理



	42_19
	ⅩⅥ． 養成訓練部
	１．  概況
	２．  応募状況


	42_20
	ⅩⅦ． 病院部
	１．  概況
	２．  統計表


	42_21
	ⅩⅧ． 東海支所
	１．  概況
	２．　管理業務
	３．　放射線安全管理業務
	４．　研究業務


	42_22
	ⅩⅨ． 予算および決算
	１．  昭和42年度予算の概要
	２．  昭和42年度決算の概要


	42_23
	ⅩⅩ． 図書および広報，その他
	１．  図書業務
	２．  広報、その他


	42_24
	付録目次
	１．  職員研究発表一覧
	２．  職員著書その他一覧
	３．  職員海外出張および留学
	４．  転入者，退職者および転出者名簿
	５．  外来研究員名簿
	６．  研究生名簿
	７．  養成訓練部各課程講師一覧
	８．　放医研日誌
	９．  職員名簿





