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蓬 號 口 次 7

　　　　　　　　　　　　　　　DIB　BADE・む】』「D　LUFTKURORTE　JAPANS，　．1911（明治四十四年）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（狽　．丈　　日　　本　　鍍　　泉　　1誌）

Einleituロ9．………………・・……………………………………・…・・一・…………i………1

　　　　　Geographi8c筆e　I」age　des　K：aiserrelchs　Japan。・・・・・…　。・b・・・…　。・。・・∵…　。・・・・・・・・・・・・・・・・…　2

　　　　　コ　サ
　　　　　Ube圏ichtBkarte　der・：Eisenballn（n　Japa且s．…・・……・……・…・・…………………・・…・2

　　　　　Vulkane　in　J珈an．．…・……・……・……………………・…・・………………・・…・……3

　　　　　Karte　der　Verbrei七ung　dcr　Vulkane．in　Japan．・・…・……・・＿＿＿・。．．．．＿＿＿＿＿3．

　　　　　Das　Klima　Japans．……………………・・…・・…・・…b・・……………………・・…・……3

　　　　　Karte　der　Ja正〕res」160tllermen　Ostasiens．…………・……・・……………・一・…＿＿＿3

　　　　　Der　Ursprung　der　Klimato七herap量e　in　Jap肌…・・……・…………・……・一………5

　　　　　】）6r　UIBI）rung　der：Ba1ロeotherapie　in　Japall，・・………………………・∴．…・・…・……6

　　　　　1）er　Ursprung　der　Seeb乞der　ill　Japan．………・・…・…・…・・……・………………・…1・6

　　　　　コ　ロ
　　　　　Uber　Radio－aktivi儀t　der　Mineralqllellen　Japans．　Von　Dr．　D．　Ishi童ani　und

　　　　　Dr．　K．五Tanabe．………・・ち………………・・……・……・・……………・……………＿8

　　　　　ロ　　
　　　　　Ubersicht　der五lineralquellen　Japans，・・…・……・……・…，．．．＿＿＿＿＿＿。．．＿＿12

　　　　　Karむe　der　Kllror士。　in　Japan．…一・…・・…・…・…・…………一・…・∴………一…12

BesGIlreib皿g　der　einze111ell　Bade－und　LufもkurortB：

　　　　　A．　］y【ineralb…£der．・…　。・…　．…　。・・r・。・・・・・・・・・…　…・・・・・・…　。・・・・・・・・・…　。・・・・・・・…　．．．1．・・．・．・15

　　　　　：B．Seeb護der．……・・…・……………………・・……………・一……・……………＿25

　　　　　C．　Gebirgs－Luf㌔k皿or七e．…………………∴……・……・…………・・…・……1…・・27
　　の
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．Alaun－ViLri（国儀uellen・・………………・・………・………・………・・…・…………33

：Eisenk・rb6n・tquellen．…・……一…・・…・・……・………………・・∴…・…・……35
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衛生試験片藁報

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第＋二號　明糊＋五年（1912）

日本還却分析表（500種）……………・…・一∵・…………・…∵……一…∴…………1－250

　軍　純　温　泉　　　　　　　　（33種）

　　　12，13‘繭島）；29（新潟｝；44（栃木）；70（群馬）；83－85，97（示II奈川）；102，112，113（静1剛；1273133（長野）；

　　　137（岐阜）；154，156（三重）；205，207，208（鳥取｝；215（愛媛）；229（佐賀）；241，249（北海道1；248（豪1鋤；

　　　249（朝壌タ）・

　軍純炭酸泉　　　　　（29種目
　　　20（示岳島）；58（群馬）；125，126，136（長野）；．138（岐」鉾）；146（7貯1［D；　1GO（奈良）；　1G9，　171，　173（大F厚）；

　　　174，176480，186，187，190（兵庫）；217（醐）；2311門島）；235・244，245（北7毎道）；249（豪澱）・

　土類炭酸泉　　　　　　　　　　（10一重）

　　　6（秋田）；153（稿井）；159（奈良）；170（大阪｝；189，199（兵liド）；212（ll旧）；220（大分）；250（朝鮮）・

　酸含有土類泉　　　　　　　（1鍾）

　　　45（測…馬）．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

　アルカリ泉　　　　　 （12種）

　　　27（山形）；35（新潟）；40（栃木｝＝54，70（群馬）；75（千葉）：129（長野〕；141（富山）；149（石JID；157（三重）；

　　　197（兵庫）；233（鹿見頃）。

　食盤含有アルカリ泉　　　　．　（19種）

　　　75（千葉）；149（石川）；1G2・1G4（和歌山）；165・167（京都）；］81，197，］98（兵庫）；211〔lll口）；215（愛媛1；

　　　236（；1ヒ夢毎葺首）．

　土類含布アルカリ泉　　　　　　（3種）

　　　154（郡1…∫卜）；198（兵庭E）；236（認ヒ7毎道）。

　二食慶泉　　　　（87鍾）
　　　4（岩手）；8（宮城）；17－19（耐島）；24・28（山形）；28，31，32，37（新潟）；45，55（群馬｝；72（茨城）；73，74

　　　（千葉）；78（埼玉）；80（東京）；86－95（祠1奈川）；103．107（静岡）；131433（長野｝；137（岐阜）；138，139（滋

　　　賀｝；146，1471富山）；157，158（川並）；168，169（京都）；1？2伏阪｝；180，181，184，191，192，194（兵庫）；

　　　206（鳥取）；210（岡山｝；210，211（山口｝；218〔大分）；22Gl佐賀）；230（宮1晦）；239，243．24G（北海道）．

　食臨炭酸泉（炭酸含有食鞭泉）　　（8種）

　　　16（畑島，；136（長里｝）；171，173（大阪）；1753176，196（兵無｛）；240（』ヒ亨毎道）．

　食鷺泉　　
（36種）

　　　6（秋田）；17（編島）；23（山形）；33，34（新潟）；47，51，53，54（群馬1，72，74（千葉）；79，80（東京）；81｛神

　　　奈川）；107，108，115㈱岡）；14h富【！」）；150〔石川）；151－153両軸）；155偉重）；161（奈良）；1G8〔京都）；

　　　170（大阪）；185，198（兵庫）」214（香川）；230〔宮崎｝；245（北海道）・

　アルカリ性食盤泉　　　　　　　（31種）

　　　4（栃木｝；49，52，55・57，59，71｛群馬）；73，7δ（千葉）；114，115〔静岡）；149（石川）；156，158（三重｝；1GO



逐 號 円 次
9

　｛奈良）；16G，167｛蕩く都｝，179，183，185，197（兵！正E），202，209（鳥11え）｝211（L【1“｝｝22G，223（ノく二分う．

炭酸含有アルカリ性食盤泉　　　（30種）、

　48－51，53，57，58，60（測…蓋昌）；78（朔年玉）；162（不il琶た山）；166，167（京都）；182噂184，　192－19G，　199（兵叫｛｝；

　215，2161愛媛1；223（大分）・

強食塵泉　　　　（15趣）
　19（畑島】；48，5G，57，　GO（群馬1；12q長野）5173（大阪）；175，186，187（兵庫），237，23S（北海道】・

炭酸及酸含有食盛泉　　　　　　（2種）

　　3晴森）；OD（群馬）．

食盤含有二化土類泉　　　　　　　（2種）

　　191，192（兵庫）．

苦味泉　　
’（37種）

　　1（青森1；7（秋田）；15（瓢詩），43（栃木）；4G．47，6G・69（群馬｝；82，97，100（紳奈川），103，1G4」09－113

　　（綱｝5119・132・135‘昂野｝・200・201・2Q3，20i（鳥取）；2・10（北海道）・

炭　酸　鐵　泉　　　　　　　　　（33種）

　　3（青森）；5（岩手）；5（秋田〕；29，30，34‘新潟）；71（茨城）ヌ89（紳奈川）葺117（：民堅チ）；139（滋賀）；155（三重）；

　　170，173（大阪｝；175（兵庫）3183，186，195，199（兵庫）5221，223，224（穴分1；225〔佐賀）；236，238（北海道，・

酒場　　線　　陸生　　；牙ξ　　　　　　　　　　　　　　　（14趣）

　　9，14（語島）；30，35（新潟】；43（栃木），67（群口）；9G，9S，100，101（利1奈川｝312S（長野｝5178（共庫｝｝

　　212（4ヒ言毎葺首二｝．

線　　馨　　泉　．　　　　　　（1種）

　　159〔奈良）．

酸性隷馨泉　　　　　　（20種）
　　2（青森｝睾14（癩野島）531（新老長｝）；39－42（栃オく）；62（霜露馬｝59S（r卓哩1寿ミ鐸D玉103（毒寮岡｝；118，124，125，128（エ乏聖∫）5

　　140｛滋賀）；151（石川）｝217（醐）・224（大分》；242（北海道）・

硫化水素含有酸性鱗泉　　　　（3種）

　　42（栃木）；65，．66（群馬）。

明・　馨　 泉　　　　．　　（1種）　　　・

　　39（栃木）．

酸性明蓉泉　　　　　 （1種）

　　12三島）・

硫化水素含有酸性三二i泉　　　　　（1種）

　　11直島）．

明馨緑碧i泉　　　　　 （13種）

　　22（鵬）；25（山形）；117，121，130，131（長野），144，145（冨μ1）；165（京都），172（大阪）；177（兵庫）・

酸性明馨線馨泉　　　　　　　　　（41毬）
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衛　生試験　所奨　報

　　4（岩手），8（宮城）；16，21（輪島）；33，36，38（薪言口）；　50，．61，64（覇β馬）；　89（示l11奈」」1；）；　116（山梨），11昌・121

　　（長野）；142444（富山）；216（日岡）；219，221（大分），♀2G－22S（佐賀）：238（北溢蚤道）；246－248催湾）．

　　　　　　　　　ド　硫化水素含有酸性明馨線馨泉　　　（6樫）

　　10，15（顧島）；60，63（群馬｝；247（豪i攣｝．

　酸　　 ・置…　　泉　　　　　　　　　　 （5韮垂）

　　1，2（青森）；56（群馬）；108（静1両）；218（大分）・

　硫化水素含有酸性泉　　　　　　　（4種）

　　11（扇葺1島）葺65（群馬）385（示「｝1奈〃ρ；225（長崎）．

　硫　　黄　　泉　　　　　　　　　（31種）

　　21幅島）323〔山形）；32，38（新潟）；82，86，96・99，101（神奈川）3114㈱岡）3130，134・135（鮒）・140

　　（富山）；147，14S（石川）；190（兵庫）；202，205，207，208（綱，押12（山日）；213〔徳島）3214（香川）；229

　　（宮i昭｝）；232，233（鹿見島）；234（沖藩匪1）3244（オヒ浮触三重）．

　　　　　　　　　　　　　第十三號　大正二年目1913）

凶lf申販責毛染劃試験報告……・……・……・………・………・・……・・石　津　利　作………1

混斗米試験報告……………・…・・……………………………・・……石　津　利　作・……・36

六示懸鯛嚇・有鰍験成績…一一一・一…・一一一一…ρ・藤’昌干一一46

新防嗣試験瀦…一一1一…一一…・…・一…一一・・一曲組重一…48
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多輸鰹謬ζ繭麟穿昆離州議・・……・………・…・…牛騨1助…・…砧

！澹酉禾試験報告…………・…一………………一・・………9・…・…・・褒亀利籔・…1…71．
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草：乞酉各二溺ヒテ鱒鱒餌・・軸・鱒。・。。・・鱒。・随…　鱒・帥・・。・・…　鱒・・鱒鱒…　。・・…　。鱒。騨・鱒・4ユ　　澤　　蹴テ　助・鱒・鱒一86
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クレゾー・昭鰍あ品質蹴て…・・一…・…………・一一…一実舞羅建……259

蝉購輔羅餓チ…・・…一…一…・・一・…套’総難・…・267

鰍丈抄録

　　　　　　　　　　　　藥用植物栽培試験報告　第一號　　昭和三年（1928）

ヂキタリス………………・・…・………………………………・・……刈米達失外三名・…・・…1

輩弊細編r騨島回肇胡紫…一刈米謝三名一・弼’
　レモンエゴマ…………・・…・……・…・・………………・…・・……・・…刈米達夫外≡…名……’・28

撰　、粟’∵’……・……’……’……’……●……腿謙外三名…・…29

震砦及びベラドンナ………・………・……………・・…・……………刈米蓮夫外三名・……・66

薄　　　　荷・・…・…・……・…・…・・……・・…・……・・…∴・…・……・・…・刈米田夫外三段・。……77

アメリカ●アリタサウ’………ポ…”…’……’・’…∵……二．刈潟雛夫外三名”’…83

箆　　　麻i●●…’．’●…”。’●●”…●”…”●．●…’●…●●…●．●’．’●●∵’・………刈米達夫遊手名・・……88

紅　　　花…………・…・……………・…・・9・……・…………………刈米達夫外三時…・…・93

　カミツレ…∴……・・……・……………………・…・・………………刈米姦夫外聖篭・・……94

蒔　　羅…………∴………一…………・……∴……・・…・……刈米達夫外三名…・・…97

　ナ’フ・ラン…………・…・…………………・・・……………・…・・……刈米達夫外三口∴……98



遽　　　打 紐 次 29

セ、ネ　ガ…∴…。……∴……………・・…・…………………・・・…一刈米達夫外三日……104

洋種臼芥子……………・…・………………………………・・…・……刈米達夫外三名……106

附　　録

　一・・圃場氣寄事…………・……・・…？…・……・…・…一…………刈米逮屋外旧名……108

　二．　番直生勿角孕’説……・…・…　……　………・・…・…　………・・…　…・…刈米蓬i夫外三名……110

　三．本邦三島産額表…………・・．・…・…・……………・・…・………刈米達夫外三熱……113

　四．外國産藥用植物試植概況…∴・・……・……・…・・……………メリ米建夫二三名……116

　　　　　　　　　　　　　　　第三十三號　昭和四年（1929）

飲食物中亜硫酸の試験法研究成績報告…………・……・・…・……・幡生豊外五名………1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　衣　　笠　　　豊
果汁二二シ・・プ雌鰭酸の定雛研究成績報告’……炉轟禾11話”●…41

鰹汁に門破息香酸の堕徽力試瓢績報告一一・……叢．窯出叢・・一・3

灘鵯講端麗葬蔚…・一…一……・・…一・雄蜥酩・…薪
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　笠　　　豊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　衣
陶器類の溶性二二験購報告（第一報）……∴”…●…’” b務縁露…●．81

鰭書状及び一麟の瀧に就て悌一輔…・一…・・…・・鱗難一・・3

、鰹・騨及び搬醐の構撃て（第二報＞1…一・…・一糠鰐・一123

花柳病豫㈱の鵜力調査試騨階・・…一………一・一……探国遠竺一・135

謂察晶晶編藤野タ・・1……∴・∵一当、竃器……4・

市販アイスクリーム試験成績報告………・……………・∵………・衣笠豊外六名……1与9

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　衣　　笠　　　豊
醐識成癬晧…’…●……∵’”…●…………●…駐��f 香c＝169

ラ・酬試騨報告・一1－1…∴一・・一一…欝講・……75

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　衣　　笠　　　難
泡盛淋メチー・γア・γコホ・獄験成績糖●’………●”…粗率憲露’…181

騨防嗣アン暖雨の醤油画する防岬山繊購一癖譜安欝……87

鰍丈抄録9

　　　　　　　　　　　　　　　第三十憎憎　昭和四年（1929）

日本鑛泉州譜表（474種）……・………・…・…．…………・・…・・∴………・…・……………1－237

　軍純温‘泉　　　　　　　（71種）



30 衛‘生　試　験　所　彙　報

　　12，22－23（宮城）；41－42，45（新1潟）；47－51，53－57（栃木）；72，74；80－84（君挙馬）598402　（承11奈∫11）；105－106，

　　109・工123114－115（静岡）；117（山梨）；124，129，136（長里予）；142（岐阜）；147（富山）1167（京都）；185（兵庫）；

　　19ぴ197（岡山）；200・201（山口）；214－216（佐賀）；217（宮ll寄｝；232（北海道）；237（朝鮮）．

軍純炭酸泉　　　　　q5鍾）
　　33・34（山形）；132（長野）；142（岐阜）；160（三重）3171－172（兵庫）；203（愛媛）；207（瀟岡）；209・211（大分）；

　　225（イヒ海ミ重）；23壬（朝鮮）・

食盛炭・酸：泉（炭酸含有食唇泉）（9種）

　　3（青森）；29（示冨犀み）；60（群馬）；138（長里｝）；173，176，178卿179（兵庫）；202（μ1口），

，土類炭酸泉　　．　　　　　　（15種）

　　2（青森）；8－9（秋田）；40（新潟）；129，131（長野）；、161－1G2（奈良）；177（兵庫）；202（il；口）；219（鹿見島，北

　　海道｝．

アルカ　リ．泉　　　　　　　　（16種）

　　21－23，25・26（宮城）545噌46（新潟）；125，134（長野）：158－159（鵬井）；165（京都）；lGS（大昼反）；216（熊本）；2

　　17（宮崎）；231（北海迅）．

食盤含有アルカリ泉　　　　’　　（9種）

　　141（岐阜）；144（滋賀）；．163－164（和歌山）；1GG（四四．176・179（兵圃；22S－232（北享覇道）・

弱判例：泉1．　　　（84種）
　　4（青森）56（岩手）；10－11（秋田）」13－15，20．（宮蜘；29，31（ホ鵬｝：36－38（山形）：4243（新1劉：53・54（栃木）；

　　59，70－71，73，85（群馬）；85－86（茨城）；94－9串（ホ申奈川D；103－104，107－108，112－114（離｝岡）；118－119（山梨）；

　　123，130，136－138（長野）；147－149，150，154（富‘Ii）5155（石川1）；165（京都）；183－184（兵，匠K）；190（鳥取）；

　　190（島根）；198（岡山）1199・200（廣島）；205（輻岡）；215（佐賀）；220，222，229（北海道）・

食塵泉　　．（41種）
　　1，4（青森）；6（岩手）；32（祠島）；36（山形）三40（新潟）；63（群馬）；88（東京）；102－105三岡）3120・珍1（山梨）；

　　128．（長野）5154，156（石川）…158－159（輻井）；160（三霜｝3169－170（大阪）1181（兵庫）；191（島根）；’207（繭岡）；

　　220。223，226－227，．230（オビ海道）．

アルカリ性食四三　　　　　．　　（23種）

．35（山形）・60倒群馬）・87（埼玉）・89榊奈川）・116（静剛120（山梨）・13卿（長野）11r6㈲ID・17S・1

　　80（兵庫）；189（鳥取）；191（島根）；203．（徳島）；204（愛媛）；227（北海測；237（樺太），

炭酸及翻酸含有食献酬　　　　　　（3種）

　　7（岩手）；15（宮城）1139（長野）．

鋸目含有臨化土類泉　　　　　．　（8種）‘．

　　199－200（川島）；205－206（瓢岡）；215（佐賀）．

苦味泉　．　（34種）
　　3（青森）；16・19－20（宮城｝；27（幅島）；51－52，56（栃木）；64，67，76・80，82僻馬）；106，115備綱）；125（長

　　野）；141（岐阜｝；168，170（大阪）；187－189（鳥取）；213（佐賀）．



速 號 日 次
31

炭　酸　鐵　泉　　　　　　　　　（19種）

　46論調1；124，128，131，133〔長野）；143・146（滋賀）；150（寄山）；157（耐）；162－1G3（奈良）；1GG（京都）；

　1671大阪）；172－175，182－183，185－186（兵庫）；213（佐賀）・

酸　　性　　泉　　　　　　　　（3腫）

　1（青森）366（群馬）；231（北，1垂道1・

硫化水素含有酸性泉　　　　　　　（1種）

　17｛宮城），　　　・

弱　線　馨　泉　　　　　　　　　（5種）

　93（祠・奈川）、126（長野）、1学1，184，186（兵庫）．

緑　　馨　　泉　　　　　　　　　（4種）

　49（栃木）；116（山梨）；135（長型チ）；］51（富山）．

酸性緑雨泉　　　　　　（15種）
　11〔秋田）；16，2G’27〔宮城）；29【輻島）；88（東：京）392（羽1奈川）；12G－127，133（長野）；194（岡山）；208・209

　（大分）；233（朝鮮）．

硫化水素含有酸性鱗泉　　（3働

　18（宮城｝；30（山梨）；90榊秀薯川）．

明　　馨　　泉　　　　　　　　（2種）

　218（宮崎）・

砒素含有酸性明馨泉　　　、　　　（1鍾）

　68（群馬）．

硫化水素含有酸性明壮心　　　　（5種）　　　’　　　　　　　　　　　　・

　28（輻島〕；57－58（栃木）；91（市11奈1i1）．

明’翁面冷泉　　　　　　（12種）

　47（栃木）；75（群馬｝；122（山梨）；14G（滋賀）；151（富山）3161（奈良）；193，195・196（岡山）；211（大分）；224

　（オヒ蕾毎道）；235〔朝鮮）．

硫化水素含有明三線馨皐　　　　　』（1種）

　19（宮城〕・

酸性明馨緑髪奎タ藁　　　　　　　　　　　　　　　（30租主）

　5（青森）；7（岩手）；10（秋田）；28，30（稿島）；33（山形）；65－GG（群馬）；90，92側1奈川）；122（山梨）；127，13・｝

　（長野）；152－153（富山｝；1929195（岡山）；210（メく分）；212，214（佐を壁）；233－23G（亨舅鮮）．

硫化水素含有酸性明記線欝泉　　　（2種）

　64（群馬）；91（神奈川）．

砒素含有酸性明四緑馨泉　　　幽　（2種）
　68（綱、・i7（山梨）、・37（長野）、26・（朝鮮）．

樹産　　　黄　　　　ク艮　　　　　　　　　　　　　　　（35種）



32 街　生　試　験　所　奨　報

　598（岩手）江2，17－18，21，24（宮城｝；32（日日）三35（01形）；38－39，39，43・44（新1島）；G9・70，：75（群馬）；3G

　（茨城）；89，91，93（憩奈川）；118（山梨）；123，134（長野）；1G4（和歌1【1）1，204－205（愛媛）；223－225，228（北

　海道）

放射能作出　　．　　　（13種）　　　　　，
　119－121（山梨）；131，135（長野）；140（岐阜）；158（輻井）；175，180（兵庫）；192，19S（岡山）．

第三十五號　昭和四年（1929）

動物性ア・ラーぜのA・i苗七・t・pti一に就て・・………・……∴・榎触弘調1………1

襯纐の研究（第三報）＿．＿．．＿＿＿．．＿＿．＿＿．．＿莫曙町轟課＿＿＿9

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田　中　振　爾
忍刀纐の蹴（第九報）……・・一一一一・…一一一…，一醇串濃講…一・・玉

重膨禦髄遥総与島・・…・一・………一…………無爵・註灘………9

青木新口の研究…一一・…一一…一・一一……一・・…難諜幕論…・…面

白糖騰の櫛継母…一…・一…一・一…・一一…一一・一・鐸諜蕪詣・…一37

脾臓轍成分の研究（第一報〉…・一……一一・……・一……算蕾叢慧…・…・4・

ヂギ列ス葉の力償齪方法蹴て…・一一一一・・一一慧叢叢璽……・・73

解∴㍊君蘭黒鯛饗チル｝べ。ツ。．ルの俄……馨轟轟一・…

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田　　中　　穣
＝：三のアノレキノン及アノγキレンノ“ノレビツーノγ酸に就て……・…・…宮永謙介……105

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　唯　雄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡　見
比色計によるクローノソ憎憎濁度の測定附硫酸バリウムの1國濁・嶺鵡麺癸髭・・…・119〆

欝装轡三勝醗ド。。．…．＿…‘…＿…．………臨五趣…・…3・

ナツオリン製造及其の還元に就て

キー糠酸エスカ喫造言熾購（第二幸艮）…一……一・一幕累進嚢……・39

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　達　夫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　刈　米デリス根成分の研究（第三報）ツバ酸に就て…………・……・……近　藤清　嗣……143
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　男　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　間　壁
オイゲ・一・吻新原料・ン波の精油成分………一一・・……認丁丁毒……149

サンタ・一・・の柵性エス7・・購て…・一一一・一・・一四三三三……・53

穿驕茄鍔綱麻綾諺・一・一1二・一………・・一一…算町回難……157

難饗灘諜｝「…・・…………………………・∵縞聾…・69

奪回弊黎細細三1艮）一・・一・・……一…・∴一∵一一醤諮痕藩……・75

ア・・シー・吸びア・ザゼチンの製造試瓢紀i…一…・一・…震藤重難……183



蓬　　　號 口　　　次 33

コクラウリンの研究（第四報）………………・…，・……………・…・近　藤　　龍……187

3一エけキシニ4一メ・オキシー・一エチ・・難香酸の合成∵…・…・雷、「1、聾繍……・95

3一パオ・シヰエ・舳シ＋エチ・・難香酸の合成・…一・・雷，諮振器・∴…ig9

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田　　中　　　稜
誠ヒドラスチニン製造四聖績（第「報）…」’…”’…’…ﾗ覚罐毒’…203
合成・ドラスチニン門門門門（第二報）…一一一一・……果ボ辰婁……215

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田　　中　　　稜
合成ヒドラスチニン雛試験成績（第三報）…………’… ]三二饗…’229
山茶（つばき）サポニンに就て・…・・・・・………・…・・……・・…………青山新次良［～……235／

輔翼彌蔵申触服共他の試駄煽て……一………・………輪編翻卜・…25・／

アトロピンを原料とする山霊ト廿バコカィンの製造…・…・∴…奪㌻新声響……255／

鍔㌃鷹島2賜魏li謡サ………一………・一……馨ロ畠ヨ‘』1；’葺……26⊥

欧文抄録

　　　　　　　　　　　　　　　　第三十六號　喘1院年（1930）

（つ鱒・…畷嚇法に嘗て…………・…・一…藩欝欝・一…

δ醤油申ベタナフトーノvの試験法に就て（第三報）……・…・…・…・・衣笠豊外三名………7

ノベタナフトーノレの毒性に關する調査報告………………・………’伊　東　斡　愛●●●…”25

（り飲食物外甥一・・酸の試験法に就て………一一・一…・勢藁馨一・萄

羅騰難病黙奮磯回製て…・一一…一・・秋輔一郎…∵63

鵜灘翠霞雛の1灘細心）一一…一・一・・臓朝購・一…

　　寸∫輔蜘の外力糖・…・一一一一…・……一一一・・…務響㌃霧…一9・

諭飲料原撚成績儲……・一……一…・一…，……霧ず麦・難……・卿

　　ナボニン膿の藥理作用及び毒性に關する調書………・……；……伊　東　幹　愛・・…・101

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　勝　　田　　　泰
　　鑛泉下上水の水素イオン濃度に就て…………………………・…山　本　允　秋……119
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　部　政　藏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本　允　秋　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　にね
　　飲餅郷於ける水素材膿旧び期1淀方法蹴て’∴…囎ぜ政護…’157

協あ無無漏織縢謬旛藷も・…一一一・…寵蔽二一・・7・

　　　’・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　衣　　笠　　　登　・
0ラ・カヲ朴羅器丁丁鰍告（第二報）…・・’●……”…畳・丁丁藷’…179

＼　‘

「1



34 衛　生　試　験　所　彙が報

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　笠　　　豊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　衣
（フ了胤の加点及新鮮灘男り法黙する研究（第一報）’…’…”躾蕾憲鰭’…181｝

薄髄素の駅前て…一・・∵…∵一・一・…1一・∵・・……・一瞬遮莫一231

　欧丈抄録

　　　　　　　　　　　　　　　　第三十七號　昭和五年（1930）

灘轟轟媚鞠灘蝉難呈醗岬町愚購・・………至酵ll盛灘・一…・
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ベンソオーツの電解酸化に＿＿．＿＿＿＿27．．∴．．25

よる七ノンの製造に就て

誓観鍍轟雷鰯盆総総・・……・・

クロP〃水用ピペットに就て・i・……………30三；・…279

箆　　　 麻…　。・・…　。…　。6。・・・・・・…　蝕邑・・・・・・・…　。・・・…　植1g・…　曹．、88
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白檀油製造試験成績報告……・・…一・…・・陶製1……19S

紫蘇翻～離職灘鎌泰・：・・……9・
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ヒ2ラミドン製ま豊試験成績芸旦右膳………………2i∴・」。・323

肥料取締規則違犯被・告事件二關λル鑑定書14……259

養享翻憎憎…・……・…………蜘・・……6

合成ピ・ガ・一ルの原料（2－6一ヂ＿．．．＿＿29＿＿127
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ノ飼アミンの合成　　　、
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姦隙融隷麟館ノ・一・・………・笛一88
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燃眼肉・1ワオ燃アルデヒード調査報｛号…i8……211

響勢鹸醸繍暑ド・一・・一……22－89

蟹田制海のフォルムア〃デヒード反
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慮に回する試験成績報告（第一報）

河豚ノ有毒成分試験成績・…・・………・・……・9………1

河豚握素研究報告（第2回）…………………10………1

干河豚試験二二・・…・∵・・一・…………………9”・。・・20

河豚卵ノ加水分解………………・・…………・18……137

日本産フーセbレ言由…………………・・。………20……103

プチロミン試験成績報告……………・・…・…18……205

佛國製殺鼠剤試験………∵・……・・…・………11……170』

大正七年中不適三品表・・一…………………17……162

葡祷駈酒匡か亜硫酸ノ含景＝二京星デ魯・・鱒…　。・・・…　。・・16・…　。・146
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袈£酒葡萄酒試験威蔚で・・・・・・・・…　。・・・・・・・・・…　。・。…　4・・・…　41

腐敗晶晶別方試験成績………・……・…・……5……17
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する防腐磁力試験成績報膏．
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．β・フエニルエチ汐アミン類の製造．∵・……35……101
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ペタナフト・一〃Jノ駆血01法………・∴……16……205

輩蝉響％灘影ター二・一・・……1忌・

翻窪嚴蕪1霜あ……」・……………・・・・・…7・

叢織詰二黒舗の・唖・…・…………・1・………7

芝総総謡黒黒ト………・…・……・………・…1

ベタナフ1・一四のi毒性に關する調査報告…36……25

鵡議蘇興野轡…・…・・…………・・……281

ヘノポヂウム栽培並二製油試験二二（第一）19……253

＾ノオξヂウム言血集呈造試験成績（第二⊃………19……265

＾ノポヂゥム罰［1三袈…造試験成績（第三報）鱒●鱒・25鱒・・帥137

郭端画品………・…・・……・墨……11G

宗L　　　1ε・。，。。鱒・・。…　。…　。鱒。・…　。・・。…　。。・闘・・。…　。・拡1・・・…　　93

食蒼及びベラドンナ　………………………植1……6G
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タζ三期櫨蓼2痛〃一・・…∴………・9・・…・83

｝ζ三諺魏罐鰯”…・∵……………29……95

凄ζ三噸三面乙〃∴…・…繭・……⑳一1・7
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造（第四報）
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遡騨腰轡鵬轟門川依る

鶴編〃よ脚””デヒードの猫

鞭鷺磁轍全堀川　
トル！オFルよりべyツアル

莚諏細細（第七報）”…●……31…217

トルオーπ！よりペンツアル

磁瀦灘纏●’…●’●．●…．31…225．

㌶う；耀欝些1ニー…一・一小…・25
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謀殺被告事件二日ス1レ鑑定書・・。・・・・・・・・・…。・・14・・・・…。・1

謀殺長途被告事件二關ス彪鑑定書・…∵……14・・・…126

謀殺被告事4牛3二關スβ！鑑定書．．．．脚韓・鱒．．．．．．．14・騨・鱒243

飲食二五rP二含有7しル’瑚酸ノ試験…。・。…　……11…　…　9S

抱水クロラール製造試験成績報告…・・…・搬1……158

抱水クロヲール製造試験官爵報告．．．．．∴．．鰻1．．．＿35エ

（第二回）

抱水テツペン製造試験威績報告・∵・…・・……21……197

新移1∫腐剤試験報告・。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　。・・…　13・…　。・　48

小岩滴酒中防腐剤試験成績報告…………・・＝10……101

壽舘綴灘撚讐：：：：：：：：：：：：1；：：：：：1駕

．酒b醤油防腐剤試験報告一一・・…・…・……16……215

舷野盗飲食物用器具試験成績（第一回報告）16……230

脚郊製飲食物用器具試験威績（第二回報告）16……246
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簾隷義欝聴綿雪隅）…・・・・・……・・337

鍵隷義甲～繍5〃…・…・……・…・・……・・

三選講議驚蜜る”…・…・・………・・………
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　　　　　　　　マ　　之　　部

市鰯瀦酬の七三験報告””’……31’…33

欝轍募二灘智慧ll二lllll、1：lllllll

；厳賀㌫ラ紬熱………・………・…・・8…・…7

南洋能マングローブ樹皮の輩寧含景試験…27・一・49

　　　　　　　　ミ　　之　　部

味噌・醤油中渦クロール鐵二由テ
サ1｝テール酸酷似ノ反磨チ呈ス……・・……・10……79

　ル成分古西キく第一圃報告⊃
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水の騨素消毒と思量の問題に就て・…・・……32……1G5

駈矧の成分（第一報）・…………・・……………24……63

駈蛆1の成分（第二報）…………………・・1……21……85

　　　　　　　　ム　　之　　部

無鉛製白粉ノ試験…・…・…・・…・・…・……・・…11…・…∴1

無砂米及混血精米試験報告…………………10……f；3
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メタアミノパラナキシ安息香酸メ

オ瀕蔽鑛i全割●●’●．…⑳…；4

　メタ『ベンツアミノセミカルバチッド
の製法に就て　　　　　　　　・＿占．．＿31＿＿153

　附バラベンツアミノセミカ〃バチ
　　　ソドの製邉

市販メタ燐酸（氷舩燐酸）に就て……・…。・…27・。。…1G2

熱羅縢攣：：；：：：：：：1：：：：：：：：淫

総理酒中メチPルアツコボル試験成績報告33・・…・181

　メチーrレス翔フォナール製造成績・「…・・…・・21，・…・21

．靱≠論客灘答晟シ……∴……一・・恥・99
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p一メトオキシ7エニ〃エタノ．1レァミシの
製造法（P一メト才キシフェニルニトロエ
タノルの二元に就て）　　　　　　　　…38・・・…95
　附3一メトキシー4一エトキシー1一〔βアミ

　　ドエチル〕一ベンツオールの合成

北海道産綿馬藥局方適否試験報告・。………・24・…・・46

　　　　　　　　モ　　之　　部

11∫中品費毛染剤試験報告………………・…・・13………1

木材麓鯛の副事業に就て…・・…………。・・…・16・…・・258

木茨汁ノ亜細亜虎列刺二．．＿＿＿．．＿．．．＿．．8＿．．．96

於ケ〃殺菌力試顎脚績

Pζ鶏館誰継ニ………………・9一・・19

天理数野際米国モ’レhネ」ノ存否試験……11……84

モ彪ヒネ製造の自涜よリパ・げエ．．．㌔＿＿．35＿．．19

リソ及テパインの製逡試験威績

阿片中モルヒネ定量法の改良に就て・・……・28・・・…116

モルヒネ厨ア”力財ドの＿＿．．．．＿＿＿37＿＿257
7k素附加彊製造試験成績

唱濯ヒ禰ア々カロイドの水素．．＿．＿＿3S＿＿113
附加髄製造試験威績（第二報）

　　　　　　　　ヤ’之　　部

約京手形群舞行侠詐欺取琳未．．．．．＿，＿．．．＿14，．．＿248

逞被告事件二關スル鑑定書

藥曲面業師藥品取扱規則蓮．．．．．，．。．．．，．．，．．．＿14．．．＿315

犯被告聡察二野スル鑑定書

漢心釜摺の精油成分……・。・・………。・・・……・31・・…・21

ヤマミン・ソJ｝「オホヤマ号〆ソ」ノ雑種二就テ　19・。・…　271

　　　　　　　　ノ
・ヤr《ミシンJノ下襲盲由成分莚呼究補遣・・。。・・……19……　…1

11」紫蘇栽培拉二「チモp〃製造試験成績…19……241

山紫蘇糊削・チモー門ノ定量法二就テ…20……67

　　　　　　　　ユ　　之　　部

有機色素の味に就て一・…………一………36・一・231

　　　　　　　　ヨ　　之　　部

洋酒試験成績………一・・一・……………・…8……31

　洋種白芥子……・……………門・…………・・植1・・…・106

ヨード毅の測定法に就て………・・………一31…・・481

　口口藥一法二三載セ〃四品ノ熔融鮎二就テ16……102

醐製沃度礁試験囎・…∴…・・……・……9・…・・192

東京市内の浴揚試験成績一…・・…一一一8……71

　横濱市水遣用水試験成績・………・・…・・……・9……59

　横濱市上水二就テ…一……。・・一一一・一13・・。…117

　　　　　　　　　　　　　　　　　　就救　　　買数
横丁市上水ノー時掴濁二就テ・…一…・一・・13・一・136

羊蹄根の威分…一…一・一…一………・…24・一r96

　　　　　　　　ラ　　之　　部

㍗ラウダノジンの製造法に就て　　　　　　　　　　　　　　　　・・…　。。・・38●●●・・。149
ラウダノジン型アルカUイドに就て

本邦鑛泉中のラヂウムエ．．＿．．。．．＿．．．。。。．＿26．．．ト32

マナチオソ含量調査成績

ラッカライト試験成績報告…・……・・…・・・…33・…・・175

ラッカライト製量：試験成績報告（第二二荊芝）輔・3G・晒…179

　　　　　　　　リ　　之　　部

硫｛ヒ7蚤こ素瓦斯ヲ・以テLスル’倉国軍煙ま蒸≡ノ場．，．．．．17．，．．．．　S4

合二於ケル野州ノ川和有無調査報沓

硫化ナト可ウムを慮用して分’
離培養を行へるビフイヅス菌・……・・一・…30……61

の細菌學的拉に血清學的研究

硫酸アトロピン製造試験成績報告・……・・引明1……　61

硫酸アトロピン箋契造試験成績報告．＿．＿．藥製1＿＿IS9

（第二回）

硫酸アトロピン製造試験威：績G旦補：）…・・…・21……307

硫酸キニーネ製造試験成績報告…・…一葉製1……342

硫酸マンガンの電解酸化による．＿．．．＿．．＿27＿＿147

生成物の分離定量法に就きて
湾琶瓜三ξ丈，ヤ樟題鐵ノ郡～＝．．．。．。。．．φ・・…　．．．…　．・・・・…　●…　　3・・…　。111

乙曇灘1議艶；繕輪聾脚………・・……337

陸軍士官學校生徒食料分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1．．＿．82

　附白米分析

リチソスデアロール酸ヂ。．＿．．＿叩．．＿、．＿31．．．＿h3

　ヨーヂツドの製法に就て

り計（樹脂酸蒼鉛）の．．．＿．．．＿＿＿＿＿32．．．＿105

毒力に關する調査報告

梨葉ノ成分鱒・鱒鱒・・鱒鱒…　鱒韓・鱒。。鱒。…　鱒・・…　鱒鱒19軸鱒師］59

　すツト、ヒロ及メタ燐酸の容量．＿．＿．。＿．．38．．＿のユG9

分析的分離定量に就て（補逡）
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