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ま　え　が　き

当所報告は，明治、9年（、886）第、号発行以来，轍麟撫し甑

昭和25年第67号以後，当用漢字制により衛生試験所報告と改めた．その索引は昭

和6年（1931）に同年第38号までのものをまとめて，目次及び事物索引として発

行したが，その後まとめたものがなく，それに対する要望が強かったので，今回

当所創立85周年記念事業の一つとして特に予算を得て昭和7年（1932），第39号以

後，昭和34年（1959），第77号までの総索引を作製し，ここに発行の運びに至っ

た．今回は逐号目次（和，英），事項，事物および著者名索引の5項目に分かち索

引として完全を期し，また毎号の内容が近年非常に充実したために，かなりの大

冊となった．

　なお，当所の英名は創立以来，初めはImperial　Hygienic　Laboratories，終戦後

National　Hygienic　Laboratoryを用いたが，現在の大きい組織に対しては適当な

名称でないので，今年からNational　Institute　of　Hygienic　Sciencesと改めるこ

とにした．

昭和35年11月

国立衛生試験所長

　　刈　　米　　達　　夫

、
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飲食物並日用品類分析表

1．　動物性飲食物類

1．肉　　　　　　類

　　　獣　　肉　　類

　　　魚　　肉　　類

　　　食　用　蛙類
2．臓器二丈其調製品

3．雑

4．佃

5．罐

6．肉

7骨
8．乾

9．醜

ユ0．肉

調　製

　煮

　詰

　粉

品

類

類

類

乱訴豚肉粉
魚介　肉　粉

スッポン肉粉

　　粉．　　類

燥　肉　製　品

蔵　　肉　類

越幾斯類
　　　（其一）

6種
4種
2種
13種

30種
10i種

21種

4種
23種

10種

6種
9種
9種

・…
@。・・・・…　。・・…　。・・・…　。・・・・・・・・・・・・・…　一・・・・・・・・・・…　　　　19種

1

1

1

1

2

3

3

4

4

5

6

6

6

7
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　　　　　　（其二）

11．肉蕪．`類　　　　　　（其一）

　　　　　　（其二）

12．卵　　　　　　類

　　　鶏　　　　卵

　　　鶉　　　　卵

　　　加工卵類
13．昆虫及其調製品類

14．蛙及蛇並其調製品類

15．牛

』16．山

17・牛

18煉

　　　　　乳
　　　（其一）

　　　（其二）

　羊　　四

物調製品
　　　　　乳
全乳製加糖煉乳

・・一・・・・・・・・・・…
@。・・・・・…　。・・・・・・・・…　一・・一・・・・…　一・…　　　　13種

・・。・・一・一・・一・・。・・一・・。…
@一・・・・・・・・・・・・・…　一一・・・・・…　　　　25　種

　　　　　　　　　　　　　　　　　19種

　　　脱脂乳製加糖煉乳　……一層…・…・…・…………・＿，＿∴＿＿＿＿＿

　　　全乳製無糖煉乳　　…・・……………・・…・……………’……………

19．粉　　　　　　乳

　　　全乳製無糖粉乳（其一）……・………・・………・………・…・………

　　　全乳製無糖粉乳（其二）………・……・…………・……・・………・…

　　　脱脂乳製無糖粉乳　……………・・……………・・…・………．＿＿＿

　　　全孚L製力口糖埋込L

20・粉乳調製品
21．牛　　　　　　酪

　　　牛　酪（其一）

　　　牛　酪（其二）

　　　牛酪（特行試験）

22．マルガリン類
23。乾　　　　　　酪

24．ク　　リ　　一　　ム

　　　無糖クリーム

　　　加糖クリーム

25．ミルクフード
II．動植物性調製品類

III．植物性飲食：物並嗜好品類

1．穀

玄

玄

半

白

加

　　　駐
米（其一）

米（其二）

鳩　　米

　　　米
工　　米

2種
2種
18種

14種

12種

81種

21種

18種
14種：

297種

　9種

27種

48種
14種

16種

18種

10種

9種
2種
94種

9種
2種：

3種
1種
13種

58種

2種
6種
1種
21種

16種

5

7

8

9

10

10

10

11

11

12

14

15

16

16

24

25

26

27

28

29

29

30

30

30

37

37

37

37

38

38

41

41

41

41

42
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2．穀

米　胚
米

麦

粟

稗

昌

昌

オ　　一

麦

玄

白

小

大

罪

綿

甲

麦

梁

ト

芽

粉　　類

米　粉
：米　粉

麦　押
麦　粉
雪　粉

玉蜀黍粉
高　梁　粉

3．穀類調製品
麺

蕎

餅

米

甘

米

麺

乳

類

類

麦

麹

酒

類

　　穀粉調製品
4．救　　　　類
　　豆　　　類
5．寂　　粉　　類

　　大　豆　粉
　　落花生粉
　　落花生外皮粉
、6．寂類調製品
　　豆　　　腐．
　　豆腐類似品
　　凍　豆　腐
　　凍豆腐類似品

　　納　　　豆
　　浜　納　豆
　　豆　乳　類
　　豆製品類

●●o　go9●，り●●o●・●　齢●o● ………・・………… @　　　　11種
　　　　　・・・・・　・・…　　4種

　　　　　　　　　25種
　　　　　　　　　1種
　　　　　　　　　3種
　　　　　　　　　3種
　　　　　　　　　3i種
　　　　　　　　　5種
　　　　　　　　　4種
　　　　　　　　　5種

3種、

1種
7種
3種
7種
4種
2種

33種

26種

6種
8種
2種
1種
19種

62種

68種

・・・・・・・・・・…一・・。一・・・・・・・・… @　　7種

．＿＿＿＿．＿＿．＿＿．＿．………・………・ @　11種
　　　　・・・…　一・・・・…一・・・・　・・・・・…　．　6種

＿…・・……・……… @　　 …… @　　　 2種

・一 @　3種

　　　3種
　　　7種
　　　5種
・・一・… @　　6種

　　　1種
　　　87種
　　　11種

43

43

43

44

44

44

45

45

45

45

46

46

46

47

47

47

47

48

49

50

50

50

50

51

51

53

55

56

56

57

57

57

57

58

58

58

58

61
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　　萩三民製品　………・……・…・・……………・…・……………

7．種実類…………・…・…・・……………・…9……………

8．種実調製品　・…・………………………………・・………’…’

9．疏菜類…・・……………・………………………………
10．野i菜スープ　・…………・……・………・・………’……………

11．菌　葺 類…………・・……・・…・……………・……………

12．r ＝@　辛　　類　 ・…………・……・…・……………・・…’…・…●…

13．海藻類・…………・……・・…・…………●畳・●……h…．…

14．海藻；調製晶　……・……・……・……”…………●……●．……．

15．罐詰類・…・……………・…・……………’．……………

16．雑調製品類　・……・……………………………．……・……’

17．乾燥酵母及調製品　　………・…・……・・………………・・……………

18。澱　 粉　 類　 ………・……・…・……・………・……一…・…

19．雑　粕、類　……・・…………・………・………・・……………

20．動　物　飼　料．　………………・……………・・…・………・…・…

21．味　 噌　 類

　　味　　　ロ曾　…………………一……・……・………………

　　馬鈴薯又は甘藷製味ロ曾…………・…

　　粉末味ロ曾　………・・………・………………………………

　　味嚇調製品　…・・……………・……………・…・・……………

22．醤　 油　 類

　　醤　　　油　………………・…・……・………・…・……・……

　　調製醤油　…・…・…………・…・・……………・・…・………・

　　鼓漿醤油　……………・・…・……………・…・・……………

　　わりした………・………・・………・…・……・……………

23．ソース類・…・……………・……………・・…・……………

24．食　　　酢　　　類・　…………・…・・…………・……・……’…………

25．茶，珈誹及ココア類・

　　緑　　　茶　・……………・…・……………・・…………・……

　　緑茶調製品　・・………………・……………・・…・……………

　　紅　　　茶　・・……………………………・…・…・………・…

　　紅茶調製品　・・………………・…・…・…………・……………

　　珈　　 瑳　……・…・………………………・………………

　　コ　　コ　　ア…　　……………………・…………・・…………・…

　　桑茶・………・………・………・………・・………・……
　　珈排及茶類似品　・・………………・……・・…………・……………・

26．調「 @味　料一・………・・……・……………・…・・…・…………

2Z食　用　油　類

　　椿　　 油　……………・・…・……・・…………・…・・……・…

　　胡麻油・・…………・…・・……・…………・…………・…・

　　大豆．油・…・……………・…………・…・…・・…………・・

　　落花生油・…・……………・………………………………・

　　椰子油　…・・……………・一………………・………

33種

41種
27種

12種

5種
層4種

5種
3種
14種

6種
39種

4種
14種

19種

4種

24種

4種
5種
14種

93種
19種

5種
2種
5種
30種

1種
6種
1種
3種
4種
7種
6種・

22種

20種

14種

13種

8種
3種
4種

7
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　　棉　実　油・
　　菜　種　油
　　雑　油　類
28．砂糖及糖製品類

　　砂　糖　類
　　滋養糖類
　　糖　蜜　類
　　蜂　蜜　類
　　水　飴　類
　　ビスケット類
　　カステーラ類

　　おこし類
　　羊　葵　類
　　煎　餅　類
　　調製水飴類
　　調製固形飴類

　　雑菓子類
29．ジャム及ゼリー類

　　ジャム類
　　果実エキス
　　ゼリ　一類
30．アイスクリーム
　　市販アイスクリーム（下行試験）………………・…・………・……

31．清涼飲料類
　　炭酸飲料
　　スカッシ類
　　シロップ類
　　果汁飲料類
　　乳酸飲料類
32．酒　精　飲　料
　　清　酒（其一）

　　清　酒（其二）

　　清　酒（其三）

　　ビ　　一　　ル
ビール類似品（モルト飲料）………………・……・………’…●…”

赤葡萄酒（其一）　…・…………・・……………・…・…．……’……．’

赤葡萄酒（其二）　……・………・・………・………・……………・…

赤葡萄酒（其三）　…………・…・…………・……・・…………・・…・・

赤葡萄酒（其四）　……………・・…………・……・・…………・……

赤葡萄酒（三五）

白葡萄酒
甘味赤葡萄酒

甘味白葡萄酒

2種
2種
6種

21種

14種

12種

22種

35種
10種

4種
8種
7種
25種

45種
19種

47種

6種
11種

2種
16種

28種

83種

2種
17種
17種

64種

25種

39種

24種
12種

45種

33種
13種

18種

34種

10種

26種
46種

7種

91

91

91

91

92

93

93

94

95

96

96

96

96

97

99

100

101

102

102

102

103

104

106

106

107

108

110

111

112

113

113

115

116

116

117

118

119

120

12コ
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IV．食

V．

1．石

薬品入葡萄酒

フレツプ酒
梅　　　　二

叉果実酒類
ウ　イ　スキ　ー

フ　　フ　　ン　ア　　ー

ジ　　ン　　酒

火酒（曲行試験）

焼

泡

味

白

旗

盛

淋

酒

乱酒精飲料
塩

日用品及雑類

2．白

3．

4．香

5．洗

6．歯

z染

化　　　石

洗濯粉末石鹸

洗濯固彰石鹸

　　　　　粉
白　　　　　粉

白粉（特行試験

白粉（特行試験

鹸

粧

類

鹸

ポマード及髪油
油

髪

類

粉

磨

料

8．飲食物用テール色素

9．湯の花及浴剤類

其一）………………・…・…・…………・・………・

其二）……・…・………………・………・…・……・

第四十四号　昭和九年（1934）

ブラジル産大風子油（Sapucainha油）の研究　・……・……

葡萄糖の電解酸化によるグルコン酸石灰の製造試

　　験成績（補遺）

　　（附　蕪糖及糖蜜を原料とする製造試験成績）　・…・

アンチピリン誘導体に関する研究（第一報）

　　4一フォルミルアミドアンチピリンの製造方

　　法に乾て　……………・・…・…∵……………・…・・………

有機水銀化合体の合成並に其殺菌力試験

　　（第一報）∵∵………2∵………………2f……・田中

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　京田

24種

6種
7種
22種
10種：

3種
2種
68種

6種
1種
15種

1種
29種

18種

93種
11種

31種

360種

118種

　77種

　32種

　18種

　61種

　39種

　55種

1521種

　83種

121

122

123

123

124

124

125

125

130

130

130

13〔｝

131

132

132

135

136

137

142

144

146

146

147

149

150

151

196

・……@刈米　達夫，長谷川良子　　13

　　　藤岡　忠仁，湯浅　晋一　　6

…・@近藤　　竜，菊地　直次　　22

　穣，秋葉朝一郎，；林　　倉一，

　登．・…・…・……………………　　26・
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石油の毒性並びにその結核との関係に就いて・…　伊藤　幹回，一ノ倉英二郎，注　両両　　40

フェナセチンの製造に就て（第四報）

　　パラニトロクロルベンゾールよりパラニトロ

　　フェネトールの製造に過て（其二）　…・……り…・・……・…　青山新次郎，七井　綱三　　61

アミノ安息香酸エチルの電解的製法に就て（補遺）　……・・……・………………　河田五郎市　　72

活性土の研究（其一）

　　酸性白土の活性化方法に就て　…………・…・…・……………　勝田　　泰，小林　曽爾　　80

ドクウツギ成分（第四報）　，∵∵・………・…・……・………・……　刈米　達夫，柏木　倹二　　106

西洋薄荷栽培試験成績　，……・？…・……・…・………　刈米　達夫，若林栄四郎，菅野　　絢，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　臼井　好美………・…・…・………………　109

澱粉を原料とするグルコン酸石灰の電解的製造試

　　験成績（第一報）

　　（グルコン酸による澱粉の糠化に就きて）　…………………　藤岡　忠仁，矢部　正則　115

過酸化水素水安定剤に就て（第二報）

　　（附　過酸化水素水安定剤の文献）　………………・…・…・…　近藤　　竜，江口　二郎　　132

ヒドラスチニン製造試験（第六報）

　　ベルペリンよりヒドラスチニンの製造　…・……………・・…　田中　　穣，神谷　正夫　142

ヒドラスチニン製造試験（第七報）

　　3一メチルノルヒドラズ与ニンの製造　……・　………・…　田中　　穣，：水野辰次　148

アルゼノベンゾール類の調査試験（第二報）　…伊東幹回，一ノ倉英二郎，注文滑　155

フェナセチンの製造に就て（第五報）

　　パラフェネチヂンとンくうクロルアニリンとの

　　融点及凝固点曲線　・……・…し…・…・し…・∴…・・」青山新次郎，江口　二郎，田代　長司　165

フェナセチンの製造に就て（第六報）’

　　パラニトロクロルベンゾ・一ルより製造せるパ

　　ラニトロフェネト・一ル，パラアゴネチヂン及

　　フェナセチン間の純度の関係並にパラニトロ

　　フェネトール及パラフェネチヂンの精製に就

　　て　……………・…………・…………・…………　青山新次郎，江口　二郎，田代　長司　170

グアヤコールの製造に就て、（第二報）

　　オルトニトロクロルベンゾールよりオルトニ

　　トロアニゾールの製造に就て　・…・……………・…・…　　　青山新次郎，森田　一貫　176

グアヤコールの製造に就て（第三報）

　　オルトアニシヂンとオルトクロルアニリンと

　　の融点曲線　…………・……・……・…………・…　　　…・…　青山新次郎，森田　一貫　　190

グアヤコ・一ルの製造に就て（第四報）

　　オルト及パラニトロクロルベンゾ・一ルの分離

　　に就て　……・…・………・……・…・………・…・…・…………・…　青山新次郎，森田　一貫　195

アミノ安息香酸エチル系列局所麻酔剤の製造に就

　　て　……………・・…・……・…………・・………・…　　　　　…・…・………　河田五郎市

　　（A）ρ一アミノ安息香酸吻一プ・ピルエステル

　　　（プロペジン）の製法………………………・　　　　　　　　　　　　　　……　　201

　　㈲ρ一アミノ安息香酸一π一ブチルエステル

　（スクロホルム）の製法・・…・………・・…・・…・……………・…………・・……・……………　207

（O）ρ一アミノ安息香酸イ50一ブチルエステル
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　　　（チクロホルム）の製法　・……・…………・……一…………・……・…・………・・…・

欧文抄録’

・・・・…@　　209

第四十五号　昭和十年（1935）

大気中に於ける活性酸素の臨地検出法に就て　……………・・…・石尾　正文，小暮　明正

日射及び紫外線の測定に就て　……………・∵・…………………・………………・勝田　　泰

空気中の細菌数測定法に就て　・…・……………・…………・……・・秋葉朝一郎，風間美佐雄

吸着剤による水中特殊細菌の濃縮法

　　（上水中の大腸菌検出法への応用に就て）　…・…………・・…　秋葉朝一郎，風間美佐雄．

塩類の補体保存作用に就て　…・…………・…・一・・…・・………・…　秋葉朝一郎，林　　倉一

ブルガリア桿菌，踏跡桿菌及嗜酸桿菌の鑑別に就

　　て　………・…・……・……………………・………・……・………　秋葉朝一郎，風間美佐雄

酵素試験成績報告（第一報）　……………・…・…………・………　勝田　　泰，福山富太郎

ホルムアルデヒ．ドの防腐剤としての価値に就いて　・………・……・…・……・・…　伊東　幹愛

魚肉陣中ホルムアルデヒド類似の反応を生起する

　　物質の本体に関する研究（第一報）

　　北海道産やり烏賊に就て　・………………・・…・・……………・服部　安蔵，長谷部俊彦

魚肉毒中ホルムアルデヒド類似の反応を生起する’

　　物質の本体に関する研究（第二報）

　　北海道産やり鳥賊に就て　…………………………・………・・服部　安蔵，長谷部俊彦

：ホルムアルデヒドに対する卵白鉄塩酸反応に就て　……………　服部　安蔵，長谷部俊彦

燥製肉類中ホルムアルデヒド試験法に就て　・・………………・…　服部　安蔵，長谷部俊彦

ニパギンA，昌パギンM及ニパゾールMと称する

　　防腐剤の醤油に対する防徽効力試験成績　…………………1石尾　正文，遠藤　与作

パラオキシ安息香酸エステル類の毒性調査報告…伊東幹愛，東　弘臣，注　文潜

酒精性飲料並製適中メチールアルコールの試験　　　　　　　　　　　　　　　　一

　　に就て（第二報）　．…・…・……・………………・…・…・………　服部　安蔵，長谷部俊彦

伊香保温泉分析成績に隔て　…・……・………・……　服部　安蔵，r武田　義道，藤井　清次，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長谷部俊彦　………・……・…・…………

ヅルチンの人工甘味料としての価値に就て　・・………………・…・・……………・伊東幹愛

欧文抄録

1

10

33

43

55

69

99

117

123

131

141

156

171

177

ユ85

200

217

第四十六号　昭和十年（1935）

阿片アルカロイド塩酸塩の製造試験成績．一……………・………・石川　静逸，市川　重春

セネガ栽培試験成績　……………・…・・……………　刈米　達夫，若林栄四郎，菅野　　詞

センタウリ・一草の成分　……・・…………・………W………・……・・刈米　達夫，柏木　倹ニ

ヲガルカヤの精油成分　…・・……………・…………………………　刈米．達夫，馬島　淳子

アンチピリン誘導体に関する研究（第二報）

　　4一ニトロゾアンチピリンより4一アミノアン

　　チピリンの製造方法に鋳て　・・………………・……・…………近藤　　竜，・膳亀　誠三

アンチピリン誘導体に関する研究（第三報）

1

27

31

36

42
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　　フェニルヂメチルピラツォロンアミノ駒川ン

　　スルホン酸ソーダ（メルブリン）及フェニル
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　　有無の検査報告　…・・……………・……………　石尾　正文，．款葉朝一郎，田辺　左門，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石坂音治，東　弘臣，市川忠次

食品と腸炎菌との関係（第一報）

　　邸中に於ける腸炎菌の繁殖に就て　…………　秋葉朝一郎，市川　忠次，宇田川国松

食：品中パラオキシ安息香酸エステルの試験方法に

　　関ナる調査報告　………・・………・……………　石尾　正文，坪井　禄平，遠藤　与作

パラオキシ安息香酸ノルマルブチルエステルの毒

　　性に就て・……・…………・…・・……………・・…………・……・………………東　弘臣

陶器類の溶性鉛分試験成績報告（第二報）　………………・・…・服部　安蔵，秋山　勝治

Electro＝Katadynの殺菌機能に関する実験　……・…・…………・秋葉朝一郎，市川　忠次

飲料水タンクに揮発油を注入することの衛生上害

　　否に関する調査報告　…∵…・……・……………・・…・・……………・…………　田辺　左門

工場内空気中の酸性瓦斯試験成績　・…・…………・………………………………　上遠野与作

空気衛生に関する研究（第一報）

　　空気中炭酸瓦斯の新定量法　………・……・…・………………　石坂　音治，片田　　繁

空気衛生に関する研究（第二報）

　　空気中の一酸化炭素の新定量法　…………・・……・…………………………　石坂　音治

食肉類中のTrimethylaminoxydに関する研究

　　（第三報）

　　食肉類中の・Trimethylaminoxydの含量二二

　　分解に依りて化成するFormaldehydに就て　……………　服部　安蔵，長谷部俊彦

除虫菊及其製剤中有効成分の定量法に就て

　　附　蚊取線香及除虫菊粉剤の分析成績　……　石坂　音治，近藤　　稔，栗林　俊明

パイナップル印酢の畑中遊離燐i酸の試験報告　…　石尾　正文，小暮　明正，梅田　静夫

学童用絵具の試験成績に就きて　……・…・………・………………　大島　寅彦，青木　陽吉

寒天の試験成績に就きて　・………………・・………・…・……・……　大島　寅彦，青木　陽吉

銅の薬理作用並毒性に関する調書　……・・…………・……………・…・・…………　田辺　左門
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58

72

75

80

91

95

106

136

140

149

152

第五十一号　昭和十三年（1938）

薬用カカオ脂代用品としてのヤブニクケイ脂に就

　　て　……・・…………・・…………・……・………・……・…・………　刈米　達夫，岩尾　裕之

当帰の成分（第三報）　………………・……・…・………・・一……　刈米　達夫，小谷　正典

ドクウツギ成分（第五報）　…………・…・・………　刈米　達夫，柏木　倹二，水谷　三郎

大風子油に就て（其六）

　　水溶性大風子油製剤に就て（其二）　…・………・　…一　　近藤　　竜，清水　二郎

4一グルコーサッカロソン酸ソーダの製造に就き

　　て　…………・…・…・・………・………・…………　　　　　・・藤岡　忠仁，今川　　博

　　1．　β一ヂアセトンフルクトーゼよりヂアセ

1

4

6

9

16
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　　　トンー2一ケトーグルコン酸ソーダの電解的

　　　製造（再試）……・……∴・…………・……・・…・………・……・………・・………・＿……．…

　　2．　ヂアセトンー2一ケトグルコン酸ソーダよ

　　　り2一ケトーグルコン酸メチルエステルの

　　　製造　・……・…………・……・…・………・………・・………・・…・……………………………・

　　3．　2一ケトーグルコン酸メチルエステルよ

　　　り6一グルコーサッカロソン酸ソーダの製

　　　造・……・…………・……・・…………・…………・・……・……・…・………・・……・…………・

クロラミン及ブ・マミンの電解的製造（第一報）　……………　藤岡　忠仁，清水　二郎

　　パラートルオールスルファミドよリクロラミ

　　　ンTの製造　……………………………………………・・………・………・…・……・………

　　パラートルオールスルファミドよりプロマミ

　　　ンTの製造　…・・……………・………・・………・…………・…・…・………・・………・……・

塩酸ヂフェニルアセチルヂエチルアミノエタノー

　　ルエステルの製造試験　………………・・…………・……・・…・田中　　穣，神谷　正夫

ヂヒドロコデイノン及ヂヒドロモルヒノンの製造

　　に就て（第一報）

　　ヂヒドロコデイノンの製造（其一）　…………・…・………・青山新次郎，山口　和一

燐酸コデインの結晶に就て　…・……………・・……　今野　運治，青山新次郎，松島　義一，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大木　俊夫，中川　雄三，福田　現八

日本薬局方中砒素検出試験　…………・……・…………・・……・…・今野　運治，大武　徳之

有機zk骨化合体の合成多時殺菌力試験（第四報）　　　　　　　　　　1

　　殺菌力試験の部　……………・・…・………・…・……・…………　秋葉朝一郎，風間美佐雄

坐薬基礎剤としてのヤブニクケイ脂（肉桂脂）に就て　………　田辺　左門，須崎　一男

活性炭の研究（馬下）

　　液相に於ける活性炭の吸着力に就て　…………・……・・……　勝田　　泰，福山富太郎

活性炭及活性土の細菌吸着試験

　　活性炭の研究（時潮）及活性土の研究（四三）　……………　勝田　　泰，福山富太郎

阿片試験報告（第一報）　…・…・…・……・…・………・・……・…………・…………　藤本　磯男

コカ葉及粗製コカイン試験報告　…………・……・・……・……・……・……………　藤本　磯男

阿片中のモルヒネ定量に就て（第一報）　・…・……・…・・…・……　市川　重春，伊藤　政治

阿片中のモルヒネ定量に就て（第二報）　・・……………・・…・・…　市川　重春，山口　和一

無機塩に依る阿片中のモルヒネ精純化と之に基く

　　其改良定：量案に就て　……・・…………・・………・………・……………………　城野清次郎

キナ皮中総アルカロイド及キニーネ定量試験成績　……………………………　堀田　正道
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65
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180

204

225
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第五十二号　昭和十四年（1939）

青酸塩類書亜砒酸の著色変性方法に関する調査報

　　告　……………………・…………・…・…………　石尾　正文，遠藤　与作，梅田　静夫

糖量を増加したる脱脂煉乳の保存力に就て　　　………………　石尾　正文，五味　　孝

精白米調査に関する試験成績報告（第一報）　…　服部　安蔵，長谷部俊彦，陰山　修次

粗製キシレノール石鹸液の試製並に其殺菌力試験　秋葉朝一郎，風間美佐雄，高村　　豊，

1

11

23
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宇田川国松　・…………・……・…………

　甘景丸剤（試製品）中に於ける出面の変質に就て　石尾　正文，井沢　清篤，五味　　孝

　マーキュロクロムの試験成績に就て　・……・…………・…………　今野　運治，七井　綱三

　三塩化チタンに拠るタール色素の定量法並其試験

　　　成績に就て

　　　附　爽雑物の試験法並其試験成績　…………　大島　寅彦，青木　陽吉，塚本新次郎

　パラオシキ安息香酸エステルの純度試験報告　…　遠藤　与作，近田　久枝，関戸督次郎

　グリチニンの毒性調査報告　・……………・…・…・・……………・…　田辺　左門，多田英二郎

　ウンデチーレン酸の毒性に関する調査報告　……　田辺　左門，苗村徳次郎，須崎　一男

　ウンデチーレン酸の醤油に対する防徽効力試験報

　　　告　……・・…………・……………・…・・…………　石尾　正文，遠藤　与作，梅田　静夫

　ザノール2号と称する醤油防画趣の効力試験報告　……………　石尾　正文，小暮　明正

　高級アルコール及びドデシールアルコール硫酸エ

　　　スチルナトリウム塩の毒性に就て・……・…………・………東 弘臣，苗村徳次郎

　上水のアルカリ度検定法に就て　……・……・……・………………　服部　安蔵，武田　義道

　常水試験法中の硬度検定に就て　・……・…………・………………　服部　安蔵，武田　義道

ご）鳥取県下温泉中のラドン含：量調査報告　…………　服部　安蔵，藤井　清次，長谷部俊彦

（う三朝温泉療養所に於けるラドン吸入浴療室内空気

　　　及浴湯並山田区共同湯の入浴時に於ける浴湯

　　　中のラドン含量に就で　……………・…・・……　服部　安蔵，藤井　清次，長谷部俊彦

　空気衛生に関する研究（第三報）

　　　酸素の定量（其二）及空気分析法（其一）　……………・・……・…………　石坂　音治

　空気衛生に関する研究（第四報）

　　　空気中一酸化炭素の新定：量法（其二）　…………・……・・…　石坂　音治，小川俊太郎

　工場内空気に対する有害瓦斯の試験　……………　石坂　音治，小川俊太郎，村社　謙一，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　末永　泉川　…………・……・…；………

　空気衛生と空気イオンに就て　……………・…・…………………・………………　石坂　音治

　バイタライト照射による空気イオンの変化に高い

　　　て……………・…・・…・・……………・…………………………石坂音治，片田繁

　エッセンス類の試験成績並其試験法に立て　……・・…………・…　田村　三郎，青木　陽吉

　　リキュール中メチルアルコール試験成績報告　……………・・…・………………　坪井　禄平
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171
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184

195

第五十三号　昭和十五年（1940）

鉱泉の触媒作用に関する研究（第1報）

　　カメレオン滴定法にゴる触媒性物質の過酸化

　　水素分解能力の試験に就て　………・・………・………・・…　　衣笠　　豊，服部　安蔵　　1

家庭用防空救急箱説明書　……………・・…・………・　　　　　　石尾　正文，田辺　左門　　41

米の精白に関する調査研究報告（第2報）

　　混砂精白米中に残留する精白粉と淘洗との関

　　係に就て　……………………………・・……・…　服部　安蔵，長谷部俊彦，陰山　修次　　46

普通マウスの発育に就て　・・………………・………　秋葉朝一郎，市川　忠次，風間美佐雄　　70

クロム鍍金製食器の衛生化学的調査報告　………　石尾　正文，遠藤　与作，石坂　音治，



20 衛生試験所報告

○

村社　謙一，梅田　静夫　……・・ 78

歯科用金合金代用品としての真鍮系合金に対する

　衛生化学的試験報告　…………・・……・………　石尾　正文，坪井　禄平，小幡　利勝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　片田　　繁，関戸督治郎　・……・……・　97

食肉類中のTrimethylaminoxydに関する研究

　（第四報）

　Trimethylaminoxydよリホルムアルデヒドの

　化生機構に就て

　附’Trimethylaminoxydの水加物Hydroxy－

　trimethylammoniumhydroxyd並5価窒素有機

　性アムモニウム化合体の原子価の不等性に就

　て……………・・…・………………………・…・………・…・・……………・……服部

雰囲気中二硫化炭素測定法に就て……………・…・・小川俊太郎，末永　泉二，小林

豆腐及萄蕩の凝固剤として使用せる無機性塩類の

　製品中に移行する分量に関する試験成績報告　　　　　　　服部　安蔵，武田

　　　　　　　　　　　　第五十四号　昭和十五年（1940）
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第五十五号　昭和十五年（1940）

各地産コケモモ葉の品質に就て　・・………………・………………　刈米　達夫，永谷　三郎

坐薬基礎剤としてのカカオ脂代用トリラウリンに

　　就て　・…………・……・……………・…・・…・・……………・……　刈米　達夫，水谷　三郎

大風子酸誘導体の研究（第一報）

　　大風子アルコール及其大風子酸エステル　…………………　刈米　達夫，菅原　武男

昌クケイの種子油に就て　……・・…………・…・…・…………・……　刈米　達夫，岩尾　裕之

マルバタウキの揮発油成分…・………・……・・…・……………・…刈米達夫，寺本仁

テオフィロールの試験成績　…・・…………・・…・……………・……　今野　運治，大武　徳之

クエン酸ソーダの試験成績　………………・・…・…………・…・…・今野　運治，七井　綱三

ロベリンの合成に就て　……………………………………………　近藤　　竜，苔ロ　一正

Sulfonamid誘導体9種の実験的連鎖状球菌感染

　　に対する効果の比較

　　（実験的化学療法研究　第1報）　…・…………・…………・…　秋葉朝一郎，風間美佐雄

ρ一Aminobenzolsulfonamid及4一（4F－Aminoben・

　　zolsulfonamid）benzolsulfodimethylamidのア

　　セチール誘導体並ρ一Aminobenzolsulfonamid

　　のメタンスルホン酸誘導体に就て

　　（実験的化学療法研究　第2報）　………………・…………・・秋葉朝一郎，風間美佐雄

ヒスタミン製造試験成績（其二）　……………・……・…………・田中　　穣，神谷　正夫

活性炭に依るコデインの精製に就て　・………・………・…………　青山新次郎，福田　現八

ヂヒドロコデイノン及ヂヒドロモルヒノンの製造

　　に就て（第二報）

　　ヂヒドロコデインの製造（其二）　…………・…・…………・青山新次郎，山口　和一

フェノール・フタレインの製造に就て　…………　山本　允秋，熊木　正芳，大原　三郎
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アドレナリン並にエルゴタミンの交感神経作用知

　　見

　　附アトロピン並にバリウムの末梢血管に対

　　する作用　・…・……………・・……………・…・………

青蛙後肢を以ってする麦角製剤の定性並に効力検

　　定法　………・…・……・……………・…・・……………

4一（4－Aminobenzolsulfonamid）benzolsulfonamid

　　及び4一（47－Aminobenzolsulfonamid）benzo1・

　　sulfond…methylamid（Ur五10n）の合成に就て　…

クロラミンの製造試験及び其製造に就て　……………

阿片試験報告（第二報）　・・……………・………………

甘草の成分　・・………………・…・…………・…・…………

2，6一ヂメチルピリヂンの製造　・…………・……・………

………・・………・……… @松島　義一

……・……・……・……… @松島　義一

………… @板井　孝信，山本　　栄

………… @板井　孝信，：水野　辰次

…………・・……・……… @藤本　磯男

………・・………・……… @黒野　吾市

・…・……………・……… @苔ロ　一正

91

1ユ5

119

126

139

157

161

第五十六号　　昭和十六年（1941）

朱代用品の試験　………・…………………………・・　　　　　　石尾　正文，遠藤　与作　　　1

市販スルファミンの試験成績（第1報）　………　　　・……・今野　運治，藤本　温品　　　5

二基スルホンアミド剤の試験法に点て　…………　　　　　　今野　運治，藤野　雄吉　　9

異三環系スルホン誘導体の研究（其一）

　　（実験的化学療法研究　第3報）　・……・……………・……　　秋葉朝一郎，風間美佐雄　　12

ρ一Amlnobenzolsulfonacetamidと1う一Aminobenzol・
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　　　リド誘導体　・………………・・……　61，16

　　4一丁目ノベンゾールスルホンー3’，

　　　5’一ジブロムァニリド誘導体　　…　59，　59
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合成（続）．

　　4一（4’，Aminobenzensulfonamid）一

　　　benzensulf叩amid　一・…・………　55，119

　　4一（4’・Aminobenzensulfonamid）・

　　　benzensulfondimethylamid　……　55，119

　　N一アルキルピリジニウムヒドロ

　　　キシド　・………………・…・………　70，　57

　　イソニコチン酸ヒドラジド（α一位

　　　オキシ，アルコキシ置換体）……　74，115

　　イソニコチン酸ヒドラジド（α一位

　　　チオアルキル，スルフォアルキ

　　　ル置換体）………………・…・・……　74，119

　　イソニコチン酸ヒドラジドー2一ア

　　　ミノ置換体）………………・…・・…　74，121

　　0一オキシヒドロアトロバ酸ラクト

　　　ソ　………・………・………・・…・・…　48，　1

　　2一スルファニルアミノー4，6一ジ

　　　メチルピリジン　…・…・…………・67，171

　　スルファニル酸アミド類　…………　49，115

　　スルホンアミド4位化合体　………　49，102

　　スルホン基を有するアゾ化合物　…　49，102

　　石炭酸　……・…………・・……………　57，156

　　チモール　……………………………　57，140

　　α一ナフチルチオ尿素　………………　67，165

　　ヒノリン化合体（γ置換）　………　67，123

　　ピリジン化合体（γ置換）　………　67，123

　　L一フコPス　……・…一……・……　77，123

　　フェニル水銀アセタート　…………　46，205

　　フリルプロピオン酸　………………　67，157

　　有機水銀化合体　……………　44，26；46，

　　　　　　　　　　　205；　48」　165；　51，　70；

　　　　　　　　　　　　68，63

　　ロベリン　…・・……………・…………55，22

抗生物質

　　糸状菌の生成する一　……　66，123，167，

　　　　　　　　　　　　　　　177

　　放線状菌の生成する一　…　66，183，193，

　　　　　　　　　　　　　　　　197

酵素作用

　　ウレァーゼ………・………・・………39，75

　　トリプシン　…………・…・…・………　76，209

　　ストレプトドルナーゼ　……………　73，245

　　パンクレアチン　……………………　76，209

　　パンクレアチンのエンテロキナー

　　　ぜによる活性化　…一………・・…　70，71

　　プラスミノゲン　……………　72，113，117

　　リパーゼー…………・…・…………40，287

硬度　……………………・………・……・…　52，134

効力

　　漢薬常山　…………………一……・・59，130

　　麦角　…………・……・・………………　55，115

効力試験

　　細菌製剤の犬飼虫卵滅殺　…………　41，48

　　和漢駆虫薬（殺虫）　………………　42，176

　　有機水銀化合体の殺菌カ　……・…・・44，26

効力検定
　　装…角　　’”．’●”．●’●’”のの匿●．”のの’’”6．・・・・・・…　　55，　115

コバルト60照射装置　・……・…一………　77，569

　　　　　　　　　　（ナ）

細菌吸着試験

　　活性炭　………・・………・………・・一　51，132

　　活性土　…・……………・・……・……・・51，132

栽培

　　印度蛇木　……・………・…・…・76，159，307

　　吉草　…………・・……・………………　49，11

　　クラムヨモギ　……・・…・……　74，399；75，

　　　　　　　　　　　　　　　　199

　　ケシ（龍車）　・……・…・一・・　49，22；59，

　　　　　　　　　　　　13；　62，1；75，141，151，

　　　　　　　　　　　　157，　189；．76，　133

　　除虫菊　…・…・…………・……　　69，130，156；

　　　　　　　　　　　　　　　　70，121

　　西洋薄荷　………・………・・…………　44，109

　　セネガ　・……………・…・……　46，27；49，

　　　　　　　　　　　　　　　　17

　　ゼラニウム　・・………………・　72，231；75，

　　　　　　　　　　　　　　　　181

　　タマサキツヅラフジ　………　74，407；75，

　　　　　　　　　　　　165；　76，　139

　　チョウセンアサガオ属各種　………　42，　1

　　チョウセンアサガオ　………　64，31；66，

　　　　　　　　　　　　　　　　73

　　麦角の寄生的栽培　…………　67，219；68，

　　　　　　　　　　　　　　　150；　69，　　165

　　ハマニンニク麦：角　…・……・・………．65，　1

　　ミブヨモギ　………・………・・………　69，156

　　ムラサキオモト　……………　72，241，248

　　レモングラス　…一……・・…　73，277，289；

　　　　　　　　　　　　75，　169；　76，　143，　149．

　　　　　　　　　　　　155

　　薬用植動（水耕法）　………・……・・67，275
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　　薬用植物（土壌肥料）　……　67，261；68，

　　　　　　　　　　　　　　　　144
殺菌　　・。…　9・・・・・・・・…　。・・・・・・・・・・・・・・・・・…　。・…　。・　77，　449

殺菌作用

　　二，三の色素の水に対する一　…　66，219

　　紫外線燈　……・……・……・…………　71，123

　　寄生虫殺卵剤　………・…・…・………　72，257

　　防腐剤　・……・・……・…・・……………　73，231

殺菌力試験

　　Electro旧く：atadyn　・…・・………………　　50，　58

　　カルパクロール　……………………　59，　10

　　7キシレ’ノール石鹸液　…・・………・…　52，　40

　　チモール　・・…………・………………　59，10

　　有機水銀化合体　……………　46，205；48，

　　　　　　　　　　　165；　5L　70；　68，　63

殺精子力試験’・・∴・…………・……　69，56，58；

　　　　　　　　　　　70，　99，　103

殺虫性

　　高等植物の一　……………　68，86，88

坐薬基礎剤

　　カカオ脂代用トリラウリン　………　55，　5

　　ヤブニクケイ脂　……………　51，　1，112

酸化

　　2一クロルー4一ニトロトルオールの一

　　　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・…　　46，　　99

　　赤血塩による一　…………………　46㍗99

　　　　　　　　　　（シ），．

紫外線　………・・………・…’……一　45，10；47，

　　　　　　　　　　　　　　　　75

歯科材料

　　義歯｝休用アタリリックレジン　……　66，147

　　義歯淋用材料　……・・…………・……　61，25

　　金代用合金　………………・・……・…　59，27

　　銀面　……・・…………・………………　59，23

　　銀合金　……………・…・…・…………　66，139

　　銀錫アマルガム合金　………　72，295；74，

　　　　　　　　　　　189；　75，　331；　76，　255，

　　　　　　　　　　　259
　　合金　　’”．●．’”●’●’’’’”・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　　　73，　311

　　合成樹脂　…………・・…・…・……・一　71，154

　　・珪酸セメント　………………・・……・74，195

　　歯科用合金　……・…・・………………　68，54

　　真鍮系合金　………・………・………・53，97

　　ステンレス鈎用線　…………………　76∫249
　　二石幽膏　　・一・…　。・・…　。・・・・・・・・・・…　一・・・・・・・…　　73，　159

　　ニッケルクローム歯科用合金　……　56，44

　　補綴用合金　………………・・…一…　67，107

色名

　　生薬　　・…　一・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　　68，　　90

試験成績

　　あへん（阿片）　……………　51，144；55，

　　　　　　　　　　　』139；　72，　55，　57，　63

　　あへん（輸入）　・…・…・・…：……・…　75，425

　　あへんの乾燥減量とモルヒネ含量…　71，20；

　　　　　　　　　　　　　　　　72，71

　　あへん（日本派）のモルヒネ含量…　73，65；

　　　　　　　　　　　74，　429；　75，　429

　　あへんのモルヒネ含量　・・……・……　76，303

　　あへん中のモルヒネ，コデイン含・

　　　量　　・…　。・…　一・。・・・・・・・・…　げ・・一・。・・。・。…　　73，　　67

　　ρ一アミノベンゾイルグルタミン酸

　　　標準品　・……………・…・・…・…・…　75，433

　　アルゼノベンゾール類　……　42，57；44，

　　　　　　　　　　　　　　　　155

　　α一化穀粉　……………・・……………・68，17

　　インシュリン　・………・・…　68，20；70，　5；

　　　　　　　　　　　　　　75，422

　　衛生綿　…………一・…・……・・……・56，32

　　衛生綿代用品　………・…・……・……　6D，43

　　エッセンス類　・…L・……・・…………　52，184

　　海人草』・………………・一…………　67，49

　　学童用絵具　・・………・・…・…………・50，140

　　火酒　………一……・・………　39，201，223

　　河川の汚染度（工場排水）　………　58，117

　　蚊取線香及び除虫菊製剤　・…・…・…　50，106

　　缶詰中のスズ含量　……・・…………・76，279

　　寒天　………一……・………………　50，149

　　牛乳の変敗………一…・…・………　39，27

　　魚肉類中のホルムアルデζト　……　39，117

　　空気中の酸性ガス　・・………………・50，75

　　クエシ酸ソーダ　………即・・…・・…・・55，　19

　　口紅中の色素　……・………・…・……　72，129

　　化粧品中の鉛　……・・…………・……　72，133

　　酉孝素　　・・。・・・・・・・・・…　一・・・・・・…　∴・・・・…　一・・　45，　　99

　　コカ葉……・・…………・・……・・……51，162

　　国家検定　・………・一…h・…　70，164；71，

　　　　　　　　　　　177；　72，　327；　73，　391；

　　　　　　　　　　　74，　451；　75，　517；　76，

　　　　　　　　　　　351，　77，　555

　　小麦粉強化剤h…」…・一……………　72，269

　　再蝋月旨綿　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　　56，　29
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試験成績（続）．

　　サッカリ．ン　・…・．…………・・……・・…47，95

　　殺虫作用　…………一・…・…　　68，86，88

　　歯科材料（銀冠）浸蝕試験　一…・・59，23

　　食器中のクロム鍍金　・・………・……　53，　78

　　食：器中の溶性鉛分　・…………∵……　50，49

　　食：品凝固剤　…・……………’・………　53，187

　　食品中の石粉　一…一・……．………　58，70

　　除虫菊乳剤　・・…・……・・……・………　69，21

　　人造米　……一……・…・……　72，277，281

　　スルファミン　・……∫…・…・…・…・∵・56，　5

　　スルファミン（国家検定成績）　…　67，　ユ

　　スルファミン誘導体　∵………・……　59，66

　　精白米　……一……・・…・・…・　52ぞ23；53，

　　　　　　　　　　　　　　　46

　清涼飲料水　・………・………・………　58，51

　石膏（豆腐の凝固剤）　……・・…一　58，67

　石炭酸樹脂製食器　…………………　39，169

　石炭タール系色素サンセットイエ

　　　戸一FCF　……・…・………・……　4L　　1

　　タール色素　・…………………　52，．70；73，

　　　　　　　　　　　　　　　165

　　中華麺中のアルカリ　…・・…・　76，285，287

　　テオフィロール　…・…・………・……　55，　16

　　セレン毒物　・………・………・………　76，281

　　タリウム毒物　…・…………∵………　76，281

　脳下垂体後葉ホルモン　・………，・…．70，　1

　麦角　……・……………………・・∵…～56，33

　パスナトリウム　…………一一・…・72，81

　ノミター．（牛酪）　…・・…・…・・……・…　39，　1

　　ビタミンA　……・・…乳・・……・………　67，　31

　　ビタミンB1・…………・・……　　62，　13；・67，

　　　　　　　　　　　　　　　25

　　ビタミンB1（液剤）…・……・……・62，31

　　ビタミンB1（錠剤）　・…………・・…　62，　38

　　ビタミンB1錠の重量　……………　67，29

　　ビタミンB1，　B2，　B6，　C標準品…・“75，433

　　フォFル酸　……・……・……・………　68，　9

　プール水　・…………一…・…………　56，87

　マーキュロクローム　………………　52，64

　モノフルオール酢酸アミドの残留

　　試験　’………………・…………・…　76，293

　輸入豆の青酸　………・…・……一…　76，295

　洋酒　　…・……・…・…・・…………・……　　74，443

　燐酸コデインの結晶水．・・…・．51，60；57，

　　　　　　　　　　　　　　　145

試験法

　　あへん　………b………・・……………　73，59

　　ρ一アミノサリチル酸カルシウム　…　75，　1

　　α一イヒ穀粉　　……・…・…・・・・・・・………　68，　17

　　安息香酸　…・……一…・…・…………　7今　25

　　イソニコチン酸ヒドラジド　・・∵．…・・74，113

　　一酸化炭素　・…………・……・………　50，91

　　インシュリン　・・…・……∵…・………　72，　11

　　エストロン　………・・………・・……・・72，41

　　エアゾール殺虫剤　…∵……………・76，　61

　　衛生材料　・…………・……・…　75，347，351，

　　　　　　　　　　　　　　　355，365

　　0一エチルー。一パラニトロフェニル

　　　ベンゼンチオホスヘイ．トの残留∵　75，25

　　エッセンス類・…………・……・……52，184

　ρ一オキシ安息香酸エステル　…．……　52，77

　　オL／ンジジュース　……・・…………・74，233

　海水　　・・…　。・…　。・・・・・・・・・・・・・・・…　。・・・・・・…　　47，　　63

　　滴i人草　・………・………・・…・……・…　40，201

　海人草の爽雑物　……………・・…・…　67，45

　海人草中のアルコールエキス　……　67，53

　　覚せし、斉U　……………・・……………・　73，127

　覚せいアミン剤　……………　74，105，107

　活性炭の効力　・…………・……・……　4D，161

　　ガラス容器　・…・……………………・69，3（》

　乾燥甲状腺　・………・………………・　74，163

　　キニーネ　……一……・…・…………　51，254

　逆性石鹸　……・…………・……一・…　74，77

　牛乳中のヒ素含量　…………………　76，329

　空気中の一酸化炭素　………………　52，158

　空気中の酸素　…・・……………・……　52，14＆、

　　クリーム　，………・………・…………　77》　5

　　クレゾール石鹸液　・……・∵……・…・74，19

　　ρ一ク官一ル安息香酸　　・・…・………　47，114

　　クロ官フィリソ　・………………・…・72，13（｝

　ケイ酸アルミニウム　………………　73，179

　血液中の鉛　………．………・…一・…　47，97

　化粧品　・……1…………・……………　72，123

　化粧品中の鉛　一……・…・…・・……　72，123

　化粧品中のヒ素　・…………・r…・・…・72，123

　化粧品用タール色素　…………一・・74，437

　合成樹脂製容器　・・…・…………・・…・75，317

　国際薬局方　……・…・………・………　74，　1

　　コカイン　…・………・……・…………51，162

　　コカイン（粗製）　・・………………・　75，113

　混合ビタミン剤　…・…………・…・…　74，89
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試験法（続）

　　サフラン　…・…一………・…………40，201

　　サポニン含有生薬　…・・…・…・1…・…　40，201

　　晒粉（プール中の）　………・…・・…　56，59

　　ジアスターゼ・………・・……　67，35；70，

　　　　　　　　　　　　　　　　23

　　ジギタリス　…………・・……・………72，21

　　ジギタリス製剤　…………・…・・……　40，　71

　　C．M．　C．ナトリウムの置換度　…　75，471

　　：朱代用品　………・………・・…………　56，　1

　　酒精剤　……………・・…・一…・……・．42，180

　　昇コウ（禾）…………・…・……・……52，52

　　三水の硬度　……・…・………・一…・・52，134

　　上水の水素イオン濃度　・…・・………　39，87

　　消毒用アルコール　………・…・・……　75，7＄

　食：品中のρ一オキシ安息香酸エス

　　　テル　…・…・…………・・………・・…　50，　31

　食品中のサッカリン　………　58，　1；60，

　　　　　　　　　　　　　　　　1

　食：日中のサッカリン（タクアン漬

　　　中）　一…・…一…・…………・・…　58，　10

　食：脳中のサッカリン（蒲鉾忌中）一　5＆　28

　食：口中のサッカリン（清涼飲料，

　　醤油中）　………………・・……・…　58，　34

　食品中のC．M．C．ナトリウム　…　75，33

　食品中のホルムアルデヒド…　45，156；50，

　　　　　　　　　　　　　　　　95

　食：用タール色素　………・………・…・74，243

　除虫菊成分　……………・・…・………　50，106

　除虫菊乳剤　………………・・……・…　69，21

　塵埃中の鉛　……………・・…・………47，107

　スルファミン剤（二丁）層…………　56，　9

　スルファミン誘導体　………………　62，　9

　清酒中のホルムアルデヒド　………　56，57

　性腺刺激ホルモン　…・…・…………・70，　9

　タール色素　………一…・…・………　52，70

　炭酸ガス　…………・・……・…………　50，80

　タンニン酸アルブミン　…・・一……　73，147

　デパイドロ酢酸及びその塩類．……　721161

　殿粉分解酵素　………………………　68，14

　　ドーフル散　………・・…・・…・……・…　74，　65

　　ドリン製剤　………………………∴・’77，127

　ニトロフラゾン　………・・………・…　71，　27

　尿素樹万旨製容器　　・・・・・・・・・・…　一・・・・・・…　　75，　323

　脳下垂体後葉ホルモン　……………　70，　1

　発熱性物質　…………………　70，27；77，

　　　　　　　　　　　　　　315，323

ハトムギ黒穂病の防除　……………　72，219

歯磨　………・・………・……………∴　77，　9

パラチオン　…………∵…・・　72，177；．73，

　　　　　　　　　　　　　　201

パンクレアチン　・…一・……　67，39；68，

　　　　　　　　　　　　　　14
ピアロニダー・ぜ　……∴・……………　77，295

γ一B．H．C．乳剤　　・……・……・……　74，　43

ピサチン　…………・・……・…………　70，　17

ヒスチジン製剤　……………　74，　95，101

ヒ素　 ・………・・………………
@　51，　65；　72，

　　　　　　　　　　　　　　293

ビタミン∴………………2…………39，93

ビタミンA　…………一・…・　66，157，163

ビタミンB1…・…’…∴・・……　　64，　1；　66，

　　　　　　　　　　151；　67，　13，　19　」

ビタミンD　………………・………・・41，　10

避妊薬　…………一…・……　69，56，58

ビルマ豆　・・…・一・………・…………76，201

ビルマ豆中の青酸　・・…・・…・……・…　76，201

粉乳　・・……・……・…・・………　47，125，131

粉末生薬　…一…………・………・…　75，149

ヘキシルレゾルチン：丸　……　68，　1，　6

ペストックスー3　…∴……一……73，205

ホウ酸（寒天中）　…………………　40，207

ホルムアルデヒト　・………………・・45，141

マーキュロクロム　・………………・・73，145

麻薬　………・………・・………・・一…　76，　65

マシダラ葉及び類似生薬中るアル

　カロイド　……・…………・……・…　67，　61

水の濁度測定法　・………………・・…　47，33

メチールアルコーール　……………・一　45，185

メチ三ルアルコール（リキュール

　中の）　…・……一・…・………・一　52，195

モノフルオール酢酸アミドの残留

　　　　　　　　　　・・・・・・…　一・・・・…　　75，　23

モルヒネ　・………………・・…　 51，180，204，

　　　　　　　　　　　　　　225

有害ガス（工場内）　………………　52，164

遊寓筐燐酸　　・・・・…　一・。・・…　。・・・・・・・…　。・・…　　50，　136

溶性フ出ノバルビタール　…………　59，　1

卵胞永ルモン　……………・…・・……　72，45

りこ／ゲノレ液　　・・・・・・・・・…　∴一・・・・・・・・・・・…　　72，　139

ルチン　…………・…一・∴・…　70，　59，　67；

　　　　　　　　　　71，　35；　75，　107



114 衛生試験所報告

　　ロベリアアルカロイド　……………57，89

実性反応

　　ホルムアルデヒド　……………・…1・41，160

食品

　　繊維素グリコール酸ナトリウムの

　　　定量　……一………・・……………　77，159

　　異物試験法　……・…・………・………　77，339

　　糸状菌に関する研究　………　77，341，347

　　人工着色料　……・…・．…・・…・・………　77，481

　　重金属　　’’’’”…’●”．●’●●●●・○’・…　一・…　一・・　77，　485

　　ホルムアルデヒド試験法　…………　77，487

食品衛生

　　牛乳　…………・……・・………　71，73，82；

　　　　　　　　　　　　72，．119，　205；　74，　317

　　魚肉中のホルムアルデヒド…　45，123，131

　　小麦中のアルカロイド含量　………　73，・269

　　醤油中のロダン酢酸エチルエステ

　　　ノレ　　’●．’●”『陰’’’’’’’’’’’’’”…’”・・…　9・…　　68，　27

　　食：肉中のトリメチルアミンオキシ

　　　ド　　’”齢陰．’”●’”●’●”．o．●●’・含”…　。・・一…　　　53，　149

　　食品着色料　…・…・…………・　75，237，245，

　　　　　　　　　　　　　　　　251，259

　　食品中の有害性金属　………………　76，329

　　人造米，干麺類　…・………・……・…　72，281

　　大根及び沢庵中のサリチル酸　……　68，37

　　パター　…・……………・…………・…　76，325

　　パラ大腸菌の検出　……・………・…・74，446

　　輸入食品の人工着色料　……………　75，467

食品保存効果

　　ソルビン酸　一………・……・………　73，223

植物成分

　　エブリコ　………………・……∵……　57，　4

　　甘草　…………・…・…・………　49p　4；55，

　　　　　　　　　　　　　　　　157

　　コケモモ　……………・・…・・ギ…・……　55，　1

　　サポニン　…・…………・…・…　40，259，273

　　センタウリー草……………・…・・…46，31

　　大風子油　…・……………・・　40，237；44，1；

　　　　　　　　　　　　49，　44；　51，　9；　55，　7

　　ドクウツギ　…………………　　44，106；　51，

　　　　　　　　　　　　　　　　6

　　当帰　……………・…・・………　　48，　5；49，

　　　　　　　　　　　　　　　　1；51」4

　　ニクケイ種子油　………・・………・…　55，11

　　マルパタウキ　………………・…．・・…　55，14

　　ヤブジラミ実・↓………………・……4＆　1

　　オガルカヤ精油　……………・・…・…　46，36

植物病理

　　タマサキツヅラフジ　1・・……………　66，53

　　チョウセンアサガオ　………　66，63；67，

　　　　　　　　　　　　　　　　279

　　ハトムギの葉枯病　……・……∵・一・69，147

植物目録

　　伊豆野用一　・∵……………………　73，305

　　春日部有用一　……………………　72，301

　　麦角菌寄生植物の一　……………　70，127

　　熱帯産有用一　……………　75，461；77，

　　　　　　　　　　　　　　　　537

　　麦角菌の一　………………・…・・…　71，161

食糧化　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

　　ハ’マニンニク　………………………　72，225

抄録　………・………・……………・　68，177；69，

　　　　　　　　　　　　223；　70，　159；　71，　172；

　　　　　　　　　　　　72，　321；　73，　381；　74，

　　　　　　　　　　　　447；　75，　503；　76，　333｝

　　　　　　　　　　　　77，545

純度試験

　　パラオキシ安息香酸エステル　……　52，77

人工甘味料

　　ズルチン　……一・………・…………　45，217

　　　　　　　　　　（ス）

スクリ＿ニシグ法一・・……・…・・………77，395

　　　　　　　　　　（セ）

正誤表　…………………………∵………・76，363

精製法

　　グアヤコール　………………………　46，86

　　コデイン　……………・・…・…………　55，68

　　テオフィリン　・…・………・…………．57，154

　　チフス菌煮沸抗元　…………　41，27，34

　　パラフェネチジン　……………・…・・44，170

　　パラニトロフェネトール　…………　44，170

　　モルヒネ　……………………………　51，225

清浄力試験成績

　　硬水用化粧石鹸　………………・・…・56，49

製造

　　アイソフェンインシュリン　………　73，　1

　　アガリチン　一…・・一……・・………　64，41

　　0』アニシヂン　……………・・…・…48，117

　　アミノ安息香酸エチル　……　42，131；44，

　　　　　　　　　　　　　　　　72

も
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　　アミノ安息香酸エステル　…………　44，201

　　4一アミノアンチピリン……　46，42；48，

　　　　　　　　　　　　　　　　21，117

　　アミノピリン　………………　46，59；48，

　　　　　　　　　　　　16，　27，　38；　49，31，35

　　メ》一アミノフェノール………………　46，133

　　あへんアルカロイド塩酸塩　………　46，　1

　　アルカロイド（晶出の）　…………　63，　1

　　チョウセンアサガオ属のアルカロ

　　　イド”●一の…………●”……………42，　1

　　アロバルビタール（ジアリールパ

　　　ルビツール酸）・・………・…………　61，　11

　　安息香酸　・……・・……一・………・…　40，279

　　アンチモン化合物　・…・……・　61，　1；62，

　　　　　　　　　　　　　　　　89

　　イソプロピルブロムプロペニルパ
　　　ノレビツーノレ酸　　・…　。・・。・・・・…　。・・・・・…　　49，　129

　　インシュリン　………………　　74，167；76，

　　　　　　　　　　　　　　　　213

　　インシュリン（魚類）　……………　74，179

　　インシュリン結晶　…………　74，167；76，

　　　　　　　　　　　　　　　　217，217

　　エストロン　……・…………・・………　72，　37

　　エフェドリン　………………　 42，　27，126；

　　　　　　　　　　　　　　　　46，79

　　塩酸エチルモルヒネ　………………　59，19

　　塩酸ジフェニルアセチルジエチル．

　アミノエタノールエステル　……51，

塩酸ロベリン　………・……・…・……61，

オイコダール　…………・・……・……　48，

ρ一オキシー翅一アミノ安息香酸メ

　テルエスチル　…・・……………・…　49，

ηZ一三キシーρ一アミノ安息香酸メ

　テルエスチル　……・・…………・…　49，

飼虫気虫薬　・………………・……・…　68，

過酸化水素　・・………………9………

過酸化ストロンチウム　……………

過酸化石灰　……………・…・・………

活性炭　・…・……………・……　40，161；

　　　　　　　　　　　　　　145

カルパクロール　……・………・・……　57，

カルパミン酸ジクロルイソプロピ

　ルエステル　………………………

カルパ』ミン酸ト．リクロルエチルエ

スアル』・…’‘・・‘…・・’…………………

45

63

53

88

88

95

40，215

40，149

40，149

　　42，

81

48，184

48，184

キシL！ノール石鹸液　…一…・・……　52，40

吉草酸　……一………・・……………　40，181

　キノフェン　……・…………・……・…　49，144

　キノホルム（ヨードクロPルオキ

　　シキノリン）　………………・・…・57，149

　グアヤコF一ル　………………　　42，108；　44，

　　　　　　　　　　176，　190，　195；　46，　83，

　　　　　　　　　　86

　タンニン酸フェナゾリン．…・・…・…　59，136

　クリプトピン　・………………・・……　48，　77

　4一グルコーサッカロソン酸ソーダ…　51，　16

グルコン酸石灰　………一・　42，　6；44，

　　　　　　　　　　　　　6，　115；　48，　　82

　5一クロルー8一オキシヒノリソ……　57，149

　クロールチモール　………・……・…・61，20

　クロールヨードヒノリン・……・…・49，51

　クロラミン　…・・……………・　51，　32；　55，

　　　　　　　　　　126；　61，　57

ケイ酸アルミニウム　……・……・…・73，179

血清性性腺刺激ホルモン　・…一一　76，235

α一ケトグルコン酸メチルエステル

　　．．’’’’’’’’”齢’’’”一’’’’”●’’’”の一…　。・・・…　　51，　16

　コカイン代用薬　…一…………・…・48，177

　コハク（貌珀）酸・……………・…・61，85

　1，8一ジオキシアントラキノン　……　40，135

　ジアセトンー2一ケトグルコン酸　…　49，73；

β一ジアセトンフルクト田植・…・…・49，73

　ジヒドロエチルモルヒネ　…・・……・48，127

　ジヒドロオキシコデイン　…………　48，53

　ジヒドロコデイン　………・………・・48，127

　ジヒドロコデイノン　……　51，50；55，74

　ジヒドロキニーネ　…・…………・…・48，137

　ジヒド質モルヒネ　………一……・・48，127

　ジヒドロモルヒノン　………　51，50；55，

　　　　　　　　　　　　　　　74

　ジベンツアルソルビット　…………　46，105

　ジメチルアニリン　…………・・一…　48，　47

　2，6一ジメチルピリジン　…・………・・55，161

　ジメトキシ・フェニルブチロラクト

　　こ／　　’●’’”●”．’’”●’‘’●”・・・・・・…　。…　一一・　48，　168

　酒石酸（；葡萄酸）　…………・・……・40，　9

、　酒石酸フェニノレ水銀　　・・・・・・・・…　。・。・。・・　48，　165

　性腺刺激ホルモン　………・………・・75，231

　「』ソノレビッ　ト　　…　一・・・・・・・・…　。・・・・・・・・・・…　　46，　105

　胎盤性性腺刺激ホルモン　・…・・……　76，241

　大風子油　………一……・・…　40，45；42，
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製造（続）

　　　　　　　　　　　　　　　　184

　　大風子油脂肪酸エチルエステル　…　46，68

　　テオブロミソ　………………　40，211；57，

　　　　　　　　　　　　　　　　7；61，88

　　ナルセイン　……・…………・・　48，　68；49，

　　　　　　　　　　　　　　　　58

　　ニコチン酸1……・…………・………　66，43

　　ニコチン酸標準品　…………・……・・74，431

　　ニコチン酸アミド標準品　…………　74，431

　　0一ニトロアニゾPル　………　44，176；46，

　　　　　　　　　　　　　　　　83

　　ρ一ニトロ安息香酸　…………・・…・59，144

　　ρ一ニトロフェネトール　……　42，235；44，

　　　　　　　　　　　61；　46，　93

　　ニト戸フェノール　・…・…………・…　46，101

　　脳下垂体後葉ホルモン　……………　71，103

　　ま…角アルカロイド　・・…・…・………・・72，　77

　　パラホルムアルデヒド　……………　49，31

　　パL！イショデン粉　…・……………・・76，297

　　ヒスタミン　…………・……・・………　55，　65

　　ビタミンB1（回収）・………・…・…　67，23

　　ヒドラスチニン　……………　44，142，148；

　　　　　　　　　　　．46，　185，　198；　49，　137

　　ヒドロキシルアミン　………………　49，97

　　フェナセチン　・・…………一・42，222，233，

　　　　　　　　　　　235；　44，　61，　165，　170；

　　　　　　　　　　　46，93

　　フェナゾリン　・…………・…・　48，143；49，

　　　　　　　　　　　　　　　　23

　　2一フェニルキノリンー4一カルボ
　　　ン酸　　一・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　　　40，　　51；　42，

　　　　　　　　　　　42；　48，　162；　49，　144

　　2一フェニルキノリンー4一カルボ

　　　ン酸（キノフェン），その誘導体…　42，190

　　フェニルジメチルピラツォロンア

　　．ミノメタンスルホン酸ソPグ

　　．（メルブリン）．・………・……・……　46，52

　　1一フェニルー2，3一ジメチルピラ

　　．ツォロンー4一メチルアミノメタ

　　　ンスルホン酸ソーダ（ノバルギ

　　　ソ）　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　　　46，　　52；　49，

　　　　　　　　　　　　　　　　35

、1三甥熱：：：ii；三iii；ii　l

　　”z一フェニレンジアミン　　一・……・48，117

　　ρ一フェネチジン　…・……・………・46，133

　　フェノバルピタール　　………………　68，75

　　フェノールフタレイン　……………　55，　83

　　4一フォルミルアミドアンチピリ

　　　ン　　一’’’”●’．”6●●o”●’’’’’’’’’”●．…　一一　　44，　22

　　ブドウ（葡萄）酸・・…・………・・…・・　57，　12

　　ブドカイン…・……・・…一・・………46，160

　　プロマミン　　……………・・…………・　51，　32

　　ヘキサビタ・一ル　・……………・……・59，　3

　　ベンヂジン　’……”…”……’”……　42，202

　　ベンヂルアミノメチルアンヒドロ

　　　コタルニン，その誘導体　………　48，177

　　♪一ベンジルフェノール　　…………　46，199

　　ベンズアルデヒド　・…・…………・…　40，279

　　芳香族アミノ化合物　………　46，133；48，

　　　　　　　　　　　　　　　　117

　　マンデル酸　…・……………・・…一・・49，152

　　マルトビオン酸石灰　・・………・……　48，102

　　4Z一メチルエフェドリン　・・……・…　46，79

　　ρ一メトキシガンマーブチロラク

　　　トン　…・…………・・・…………・・…46，177

　　メトオキシナフチルブチロラクト

　　　．こ／　　’”…’’’”●…’”●’’’’’”●●’陰陰’”・・・・…　　　48㌻　168

　　3．一メチルノルヒドラスチニン……　44，148

　　1一メチルノルヒドラスチニン……　49，137

　　モルヒネ　一………・……・…　　59，　17；　74，

　　　　　　　　　　　　　　　　69

　　溶性フェノーバルビタール　…………　68，80

　　ヨーグルト・　．…………・…・・…………　　73，380

　　ラクトビオン酸石灰　…・・………・…　48，102

　　ルチン　・…・……………・……一…・・68，104

　　硫イヒソータ，　　…　。・・・・・・・・・・・・・・…　一・。・・…　　40，　243

　　ロベリア草アルカロイド　…　66，　1，17，

　　　　　　　　　　　　　　　　31

生物学的定量法

　　アプラカレイのStannius小体　…　72，　7

　　インシュリン　…・・…………・　72，　11；75，

　　　　　　　　　　　　　　　　87

　　インシュリン亜鉛注射液　…………　75，413

　　インシュリン注射液　………………　75，411

　　インシュリ・ンから得られた結晶

　　　TAとグルカゴンとの比較　……　76，321

　　インシュリン標準品　………………　73，　7

　　エピレナミン　……・・…………・……　75，211

　　エピレナミン標準品　………………　72，　1
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　　ナキシトシン　……・・…………・……　74，151

　　血清性性腺刺激ホルモン　…　76，225，235

　　ジギタリス　…………………　72，21；73，

　　　　　　　　　　　　　　　　43

　　耳下腺中の血糖降下性物質　・・……・68，113

　　性腺刺激ホルモン　……・………・…・73，25

　　胎盤性性腺刺激ホルモン　…………　75，221

　　脳下垂体後葉ホルモン　……　7L　103；76，

　　　　　　　　　　　　　　　　173

　　バソプレシン　………………　　74，125；74，

　　　　　　　　　　　　　　　　151

　　発情物資　…・……………・一………　73，17

　　プロタミン’　…・・…………・…………　　76，163

　　ヘパリン　………・・………・…………　75，207

　　卵胞ホルモン　………………　72，45；73，

　　　　　　　　　　　　　　　　17

赤外線吸収スペクトル

　　アルコール類　・・………………・……　75，73

　　インシュジン，Crst．　TA，グルカ

　　　ゴソ，プ．ロミタソ　………………　77，435

　　エチルアルコール中のメチルアル
　　　コーノレ　　・・…　。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　　76，　　53

　　0一，〃3一，メ）一クレゾール　　………　74，　19

　　カゼ薬の定量　・…・……・……・・……・77，67

　　合成樹脂　……………・…・・…………　75，317

　　チクロヘキシルスルファミン酸ナ』

　　　トリウムの定量　…………………　77，61

　　ドライミルク　……………・・…・……　74，　29

　　フェノバルビタール　………………　74，　25

　　ブチルハイドロオキシアニゾール

　　　異性体　………・・………・…………　76，55

　　　　　　　　　　（ソ）．

相互転移

　　塩酸プロカインーN一グルコシッド…　72，101

　　　　　　　　　　（タ）

耐性

　　黄色ブドウ球菌　・・………………・…・71，b7

　　赤痢菌　・……・…………・……………　73，263

　　5「乃匁8〃α　ノZ8エπ8r∫　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　　　76，　315

耐性変異

　　ブドウ球菌　…・・……………・………　7L　97

濁度　　・。。鱒・・。鱒鱒・・。・…　一・・・・…　鱒・・。。。…　。・・・…　　47，　　33

　　　　　　　　　　（チ）

チオクロム法

　　ビタミンB1………・…・・…・…・・……　74，　81

抽出法

　　ビタミンB1・・……・・…・…・・…・・……　57，　1

中毒

　　化学的毒物　………一・……・・…・…・76，281

　　牛乳　………・・…・……一…………・・72，199

　　牛乳由来ブドウ球菌　・……………・・72，199

　　粉ミルク　…………・・……・…　　74，　29，265，

　　　　　　　　　　　　269；　76，　289

　　小麦粉　一・・………・…・・……　66，85；67，

　　　　　　　　　　　　　　　　117

　　食：品着色料　……・・…・………………　75，245

　　青酸カリ中毒　…………・……・・……　69，76

　　ヒ素　………・………・・………………　74，269

　　ブドウ球菌性食：中毒　………　74，317；75，

　　　　　　　　　　　　　　　　289

　　溶性サッカリン　……………………　47，81

　　ワッフル層…・…・………・……………　64，　7

着色変性方法

　　青酸塩並びに亜ヒ酸　………………　52，　1

　　　　　　　　　　（テ）

DNP法　・…・・…・…・……・………　　77，197，203，

　　　　　　　　　　　　　　　　209．

抵抗性（病原細菌の）・………一・…・・…・69，136

呈色試薬

　　ビタミンB1の一　　………………　66，151

呈色反応

　　覚せいアミン剤　………………・…・・73；113

　　“Charas”．の抽出エキス　…・……・・76・115

　　コンステ官Pル　…・・…・……………　77，　81

　　ジメチルグリオキシムによる一…　75，103

　　三塩化アンチモン（ビタミンA）…　66，157

　　ステロイド　・………………・・………　74，111

　　二酸化セレンによる一　…　　74，111，113

　　パパペリン　……・…………・………・48，77

　　ビタミンCとピロール　……………　76，　21

　　ヒドラジン　・…・……・………………　74，113

　　ピリミジン’塩基　…………・・……・…　75，103．

　　プリン塩基　……・・…………・………　75，103

　　α一ゴZ一諮一メチルピスデヒドロドア

　　　ジー酸……・・……’1……”73・21

定量法・

　　亜鉛　・………・………・………………　74，51

　　亜硝酸（肉及び肉製品中の）　……　72，181
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定量法（続）

　　アルカロイド類　………………・…・・76，　69

　　アルコール類（消毒用アルコール

　　　中の）　………………・………・・…　75，　73

　　イソニコチン酸ヒドラジド　………72，151

　　イソニアジドおよびその誘導体　…　77，131

　　一酸化炭素　………・………・・　50，91；52，

　　　　　　　　　　　　　　　　158

　　インシュリン　…・・……………・……　74，171

　　　　　　インシ．ユリン注射液　……一・…・…　75，411

　　エクゴ昌ンアルカ戸イド（粗製コ

　　　カイン中の）　………………・・…・75，113

　　エストラジオール　……・・…………・73，　11

　　エストロン　……・・…………・　72，　41；　73，

　　　　　　　　　　　　　　　　11

　　エストロン（妊馬尿中の）　………　71，　1

　　塩化ベンゼンニウム　………………　74，77

　　塩基性医薬品　………・・………・……　73，103

　　塩酸エフェドリン　……………・…・・72，105

　　塩酸モルヒネ　……・…一……・……　73，53

　　カルシウム（パラアミノサリチル

　　　酸カルシウム中の）　……………　75，　1

　　カルボン酸ナトリウム塩類　・・……・72，145

　　含窒素ビタミン類　………・………・・73，377

　　キニーネ　一・……………・…………　51，254

　　キニーネ類　・…………・……・………　74，　9

　　逆性石鹸　………………・・…・………　73，141

銀イオン（水中の）　………………　76，

グサチオン………………・…………・・76，

クリソイジン　………・・……・………　75，

o一，　〃z一，　ρ一クレノゾーノレ　　　・…　一…　　．74，

ケリン　…………・…・………・………74，

コデイン（麻薬中の）　……………　74，

C．M．　C．ナトリウム（アイスクリ

　ーム中の）島一一………・　76，　75，

C．M．C．ナトリウム（食品中の）…　75，

除虫菊その製剤　……………………

水銀（マーキュロクロム中の不溶

　性）　………………………………

：水分（医薬品中の）　………………

ストレプトキナーゼ・…・……・……

セミカルバチット　・・………………・

タール色素　…………………………　52，

炭酸ガス　…・……………・・…………　50，

窒素（脳下垂体後葉注射液中の）…　73，

チトリニン・・………………・………

1

59

47

19

73

61

79

33

50，106

73，145

72，159

72，113

73，109

　　70

　　80

　　29

73，191

チタン（ファウンデーションクリ

　・一ム中の）　・…・……一…・…・・…　75，491

デハイドロ酢酸及びその塩類（食

　品中の）　一……・……・・………・・72，163

鉛　………。…’……’………”………・73，213

鉛（化粧品中の）　・……………・・…　72，133

ニトロフラゾン（魚肉ねり製品中

　の）　・…・………・…・・……・………　71，　27

パソプレ’シン　一・・…一・・…　　74，125，141

バルビツール酸類　…………　73，131，137

非イオン性界面活性剤　……………　74，233

γ一B．H．C．（油剤中の）　……・・…・72，155

アーB．H．C．（乳剤中め）　…………　74，　43

ヒスチジン1……・…………・…・……　74，95
　　　　　’
ヒ素　…………・・……・………一…・・75，15

ビタミンB1…………………………　74，　81

ビタミンB12…・6…………・…………　74，　89

ビタミンE　…………………………　69，　1

ヒドロコデイン（麻薬製剤中の）…　74，61

入プラスミノゲン　……………・…・・72，113

ピラビタール注射液　………………　77，99

ピリジンカルボン酸　………………　72，151

ピレ’トリン（エアゾール殺虫剤中

　の）　・…・・…………・………・…・…　76，　61

フェニルー3一メチルピラゾロン（5）

　類…・…一………・……・………・・74，15

　　ピフェノバルピタ炉ル　………………　74，　25

ブチルハイドロオキシアニゾール

　異性体　……一………・…………　76，55

ペプシン　……・……・………………・72，109

ホルモン　………・……・…・…………　77，　95

一マPサリノレ　　・・・・・・・・・・・…　。・・・・・…　。・・・…　　76，　　29

無機成分（粉白粉中の）　…………　73，169

メチオニン　…・……………・・　73，69，75，

　　　　　　　　　　　　　　79

メチルアルコール（エチルアルコ

　ール中の）　………………・…・…・76，　53

メチルパラフィノール　……………　75，71

モルヒネ　・………・………・…　　51，180，204

モルヒネ（あへん中の）　・・…・……　51，225；

　　　　　　　　　　　　　73，　59；　75，　127

モノフルオール酢酸　………………　75，　19

モ』mフルオール酢酸アミド　………　75，19

有機性ハロゲン　……………………　76，1フ

ヨウ素　●”…”●”●●●’●’○’’’’”…………　74，163

リンゲル液中のNa，　K及びCa　…　72，139

i
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定置法（続）・

　　ルチン　・…・……………・……　69，　10，　17；

　　　　　　　　　　　70，　59，　67；　71，35；75，

　　　　　　　　　　　107
　　レセルピン　……・∴…・……・・　76，　91，　95，

　　　　　　　　　　　　　　　　99

　　ロウオルフィ．アアルカロイド…76，　87，　91，

　　　　　　　　　　　　　　　　95

滴定法一→非水溶液滴定

　　高周波一（塩酸エフェドリンの）…　72，105

　　コロイドー　………………　 67，　39，183，

　　　　　　　　　　　　　　　　197
　　ノミノレビッーノレ酸類　　…　。。・・・・・・・・・・・・・…　　73，　131

電解還元

　　あへんアルカロイド類　……………　48，127

　　キニーネ　…………・・……・…………　48，137

　　シュウ酸　……………………　40，　9；57，

　　　　　　　　　　　　　　　　12

　　硝酸　…・……………・：………・……・・49，97

　　ヒドロキシルアミン　・……………・・49，　97

　　フェニルニトロフ。戸パノル　……・一　40，145

　　ブドウ糖　　……・・…………・…　　42，　　6；　44，

　　　　　　　　　　　6；46，　105

　　芳香族ニトロ化合物　………　46，133；49，

　　　　　　　　　　　　　　　　88

電解酸化
　　蕪糖　　’’’’’’”サ’．●○●’●●●●●’．”・一・…　。。・・・…　　49，　　73

　　トノレオ畠一ノレ　　。・。・・・・・・・・・・・・・・・…　。・・・・・…　　40，　279

　　乳糖　………………・・……・…・…・・…　48，102

　　麦芽糖　・……………………・………・48，102

電気泳動

　　アイソフェンインシュリ．ン　．………　75，　99

　　インシュリン　………………・76，217，221

　　殿粉柱を用いる一　………………　75，303

　　　　　　　　　　（ト）．

毒性

　　ρ一AminobenzolsulfQnacetamid……　56，　19

　　顔料寧朱　・…………・……・…………　58，128

　　サッカリン・………・………・………58，．39

　　スルホンアミド剤　…………　59，82；60，

　　　　　　　　　　　　　　　　61

　　銅…………・・……・……・・…………・50，152

　　パラオキシ安息香酸ノルマルブチ

　　、ルエステル　…・・……………・……　50，　47

　　溶性サッカリン　………・……・…・…　47，　81

毒性試験

　　アニリン系色素の経皮吸収　………　75，381

　　アリール芥子油及びフェニール芥

　　　子油　……・……・……・・………・…・4L　52

　　N一アルキルピリジニウムヒドロ

　　　キシド　一・1………・・…・…………　70，57

　　ウンデシレン酸　…………・……・・…52，90

　　オイカリップス油　…・……・……・…　41，58

　　グリチニン……………・…・・………52，88

　　高級アルコPル硫酸エステルソー
　　　ダ　　’’’’’’’’’’’’’”…’”願’”・…　．●・の・・・・…　　52，　118

　　サルバルサン類…………・…・…・…68，24

　　重金属の経皮吸収　…・……………・・75，373

　　石炭タ・一ル系色素（サンセソトイ

　　　エローFCF他三種）　・………・・41，　5

　　赤痢菌内毒素　…・…一・・…・…・……　76，193

　　石油　・………・………・・…………一・44，40

　　石膏（豆腐の凝固剤）　・…・…・……　58，69

　　ドデシールアルコール硫酸エステ

　　　ルナトリ．ウム　・…………・……・…　52，118

　　浜名湖二三類　……・・…・・…・…・……　45，177

　　有機ロダン化合物　……・…・………・69，94

毒物検査

　　吐物並びに糞便　………．…・……・・…　50，　1

　　　　　　　　　　（ネ）

半占度　　・・・・…　一・・・・・・・・・・・・・・・…　一一・・・・・・・・・・・…　　73，　245

　　　　　　　　　　（ノ・）

配糖体

　　グアヤコール　一……………・・……　40，185

発熱（性）物質　・…・………・・…・・…　68，127；69，

　　　　　　　　　　　124；　70，　27，　83；　71，

　　　　　　　　　　　40；　76，　179，　185；　77，

　　　　　　　　　　　315，323

　　細菌性一・・……………・・…　74，361，375

発熱療法斉唖　　・…　∵・・・・・・・・・…　一…　。…　　　70，　83；　71，

　　　　　　　　　　　40；　74，　361，　375

　　　　　　　　　　（ヒ）

比較試験

　　天然ナルセインと合成ナルセイン…　49，67

微生物学的定量法

　　混合ビタミン剤　・…………・……・…　73，81

　　ヒスチジン　・……………・…・………　74，101

　　ビタミンB12…・……・……・…………　74，　89
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比色定量

　　7炉アミノフェノール（PASナト

　　　　リウム中の）　………………・・・…　72，　81

　　アルカロイド（あへん中の）．……　75，133

　　アルカロイド類（Sodium

　　　．Tetrapheny1－boronによる）　…　76，　69

　　イソニコチン酸ヒドラジド　………　72，95

　　エストロン（肥馬尿中の）　・……・・71，　1

　　塩化ベンゼンニウム　…………・・…・74，77

　　グサチオンー…・…・…・…・…・………　76，59

　　ケリン（果実中の）　………………　74，73

　　スルピリン　…………・・……・・…・・…77，ユユ3

　　鉄　　’”●’’’”●．’’’’’’”●●”。’”●”畳’’’’”・・…　　74，　421

　　トリプシンの蛋白分解力　・……・…・76，209

　　鉛…一・……・・…・…一…………・・73，213

　　パラアミノ安息香酸　………………　68，12

　　パラアミノサリチル酸ナトリウム…　72，91

　　パラチオン　………・…・・…・・…・……　73，201

　　パンクレアチンの蛋白分解カ　……　76，209

　　ビタミンA　・…………一…・………　66，163

　　ビタミンB1…・・一・…・・…・…・・…　64，1；73，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　89

　　ヒスチジン　一………・……・………　74，95

　　フッ素化合物　……・………・…・……　77，75

　　Porphyroxine－Meconidine（あへ

　　ん中の）　………………・・一　　72，73；73，

　　　　　　　　　　　　　　　　63；　75，　131

　　マレイン酸エルゴメトリン　………　76，　45

　　メチオニン　…………・……・・　73，　69，　75，

　　　　　　　　　　　　　　　　79

　　α一認一‘∫5一メチルビスデヒドロドア

　　　ジー酸　……’………・…・……一・・73，21

　　モノフルオール酢酸　・…………・一　75，　19

　　モノフルオール酢酸アミド　………　75，19

　　モルヒネ　…・∵・…………・・…………　75，141

　　ルチン　……・…………・・……　69，．10，　17

」ヒ色法

　　反射光電比色法　……’・…………・…・75，15

非：水溶液滴定

　　イソニコチン酸ヒドラジド　………　72，151

　　カルボン酸ナトリウム塩類………72，、145

　　キニーネ類・………・………・………74，　9

　　局方医薬品　……・…・………・………　73，103

　　パルピッール酸類　………………一・73，137

　　ピリジンカルボン酸類　……………　72，151

　　1一フェニルー3一メチルピラゾロ

　　　ン（5）類　……………・・………・……　74，15

微生物定量法　……………………………　77，285

比三法

　　．ペフ。シン　…・…・…………・……・・…・72，109

ヒドラジン分解法　…………・……・・……　77，219

標準品

　　インシュリン　…………・・…・　73，　7；75，

　　　　　　　　　　　　　　　　　419

　　エピレナミン　・………………・・……　72，　1

　　国立衛生試験所一　………　75，514；76，

　　　　　　　　　　　　　　　　　360；　77，　567

　　ジギタリス　…………・…・…・………　72，　21

　　ジギタリス（日局）　…・…………・・77，279

　　ステロイド類　・………・…・…　73，33，37

　　性腺刺激ホルモン　…・……・………・75，231

　　性腺刺激ホルモン（血清性）　……　76，235

　　性腺刺激ホルモン（胎盤性）　……　76，241

　　ニコチン酸　……・…………・……一　74，431

　　ニコチン酸アミド　・………………・・74，431

　　脳下垂体後葉ホルモン　……………　71，103

　　パラアミノベンゾイルグルタミン
　　　酸　　陰陰”●”●’・・●・・・…　●●・・。・・・・・・・・・・・・・…　　75，’433

　　・ミレイショデン粉　…・…………・…・76，297

　　ビタミンB1，　B2，　B6，・………・…・75，433

　　ビタミンC　…・…………………・・…　75，433

　　ビタミンK3………・……・・…………　74，431

　　ヘパリン　一…………・…・…………　75，207

　　マレイン酸エルゴメトリン・…・…・・　76，　45

　　融，点1　’●．の’’”舳・・・・・・…　。・・・・・・・・・・・・・・・・…　　73．　　93

　　ルチン　・………………・・…・・……一　75，107

漂白

　　電気一　………………・・…………・71，135

　　薬品一　…・…・………・・…・……・…　71，135

病変米

　　解剖的所見　………∵………・………　73，197

　　菌の性質　一…………・…・…　74，299，305

　　菌の培養並びに代謝　・・…………・…74，313

　　菌の分離培養　・………・…………・…　75，443

品質変化

　　光による一　……・・…・……・・…一　77，117

　　　　　　　　　　（フ）

副作用　………………………………一・・73，251

物理化学的恒数

　　ステロイド類　………・………・・……　73，33

物理化学的性質
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　　魚類，鯨インシュリン　・……・……・74，179

腐敗

　　㌧、カ、　．’”・・…　。・・・・・・・・・・・・・・・・・…　　　74，　289，　295

　　人屍（法医細菌学的研究）　・……・・67，203

分析法

　　エアゾール　……………・一・………　77，　27

　　ガスクロマトグラフィーによる一　77，27

　　セシウム137　………・…一・………　77，　1

分布（植物）　……………………………　68，161

分離

　　アイソフェンインシュリン　………　75，　99

　　オルト及びパラニト戸ク戸一ルベ

　　　ンゾール　…………・…・・……・…・・44，195

　　粗マグロインシュリンから単離し

　　　た結晶性蛋白質　……………・…・・75，95

　　糖燐酸エステル中の不純物　………　75，407

　　毒素　…・………・……・…………　75，299；75，

　　　　　　　　　　　　　　　　303

　　　　　　　　　　（へ）

ペーパークロマトグラフィ

　　亜鉛　…・……・・……・・………・………　74，51

　　アミン類………・・……・……・…・…・74，289

　　あへん中のアルカロイド　…………　75，133

　　あへん中のモルヒネ　………………．75，127

　　アルカ戸イド　……………・・………・75，133

　　インシュリン　…，…・…………・……　74，171

、エスト冒ン　…………・…・…・　72，41；73，

　　　　　　　　　　　　　　　11

　　，ニストラジオール　…・…………・・…　73，　11

　　塩酸モルヒネ　一……………・・……　73，53

　・家庭麻薬製剤　………………………　74，61

　　覚せい剤　……………一…・…………　73，127

　　“Charas”の抽出エキス……………　76，115

　　ケリン　………………・……・・………74，73

　　海一　　〇曾●”。’鱒●’”鱒’…’’’’’’’’’’”…　　71，　　35

　　食品中の抗酸化剤　・…一…………・74，239

　F人工’甘味料　…・……………・・…∬・…・69，48

　　大麻エキス　・……………・…・………　75，123

　　タール色素　………………・・…・……　73，335

　　ドーフル散　………・…・・……………　74，　65

　　ピリジンカルボン酸ヒドラジド類…72，87

　　防腐剤（飲食：物中の）　……………　69，48

　　モノアゾ色素還元成績体　…………　75，29

　　モノフルオール酢酸　・………・・……75，19

　　モノフルオール酢酸アミド　………75，　19

　　モルヒネ　…………・…・…・…　　73，　59；74，

　　　　　　　　　　　　　　　　57

　　卵胞ホルモン　・………………・・……　74，185

　　ルチン　……・・…………・………　70，67；71，

　　　　　　　　　　　　　　　　35

　　　　　　　　　　（ホ）

崩壊度試験

　　ヘキシルレゾルチン丸　……　68・，　1，　6

放射性核種分析

　　律調二月干周蔵　　・・・・・・・・…　。・…　一・・・・・・・・・・・・…　　77，　453

放射線

　　X線照射　・………・………・…………　73，253

　　一による滅菌　・………………・・…　75，497

　　食：用色素におよぼす一の影

　　　響　　●●’●韓●願○’鱒。”○●●’幽鱒●・。・・一・　　77，　163，　443

放射能

　　永の放射能測定法　…………・・……・75，403

　　放射性薬品　…・…………・…・………　76，　9

放射能汚染

　　65Znの組織への沈着　……………　75，　7

　　飲料水　・………………・・……　　74，209；77，

　　　　　　　　　　　　　　　　473

　　果実類　・………………・・……………　74，209

　　肝油　………・…・……・………………　74，231

　　牛乳及びその製品　……………・・…・74，205
　　魚類　　・・・・・・・・・…　φ・・一・・・・・・・・・・…　　　　74，　213；　　75，

　　　　　　　　　　　393；　76，　11

　　魚類の肝臓　…・……………・・　74，231；77，

　　　　　　　　　　　　　　　　453

　　米…………・……・・…………………73，187

　　灯台の飲料用天水　…………………　76，275

　　野菜　…’………・…・・………・………・74，209

　　水…’…………’…’…………………75，403

　　緑茶　　・・。・・・・…　一・・・・・・・・・・…　一・・・・・・・・・…　　　74，　201

放射能障害

　　X線照射　’………………・・…………　73，253

防ばい剤

　　ウンデシレン酸　……………………　52，106

　　醤油に対する一　…………………　56，38

　　ロダン酢酸エチルエステル　………　67，79

防ばい効力試験

　　ウンデシレン酸一　………………　52，106

　　蒲鉾に対する一　………………・一41，153

防ばい効力試験成績

　　醤油に対する一　…………　41，144，149，

　　　　　　　　　　　　～
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　　　　　　　　　　　153；45，　171；　52，　106，

　　　　　　　　　　　109；　68，　27

防腐剤

　　ホルムアルデヒド　…・……………・・45，117

保存性

　　2，6一ヂクロFル・フェノール・

　　　インドフェノール　………………60，

　　ビタミンA　………・・………・………　60，

保存力

　　脱脂粉乳　…・…・…………・…………　52，

ポーラログラフィ

　　イソニコチン酸ヒドラジドメタン

　　　スルホン酸ナトリウム　・………・・

　　イソバニリン　・………・………・……75，

　　クマリン　・…………・……・・…・・……74，

　　クリソイジン　…………・・………繭・75，

　　o一クロルマーキュリフェノール…　75，

　　クロル酢酸エチル　…・…・…………・77，

　　2，6一ジ置換シクロヘキサノン類…　76，

　　食：用タール色素　・………・………・…

　　辛味性ケトン類　……・……・……・…　75，

　　置換ニトロベンゾール類　…………　75，

　　3一ニト冒フタール酸　……………　76，

　　ニトロおよびヒドラジン化合物　…　77，

　　バニリン　…・……………・・…　74，33；

　　　　　　　　　　　　　　　43

　　パラニト戸フェネトール　…………　74，

　　γ一B．H．C。・……………・…・　72，155；

　　　　　　　　　　　　　　　43

　　ρ一ヒドロキシプロピオフェノン…　76，

　　芳香性カルボニル化合物　…………　77，

　　マーサリル　・………………・・………　76，

　　有機写真薬品　……………・…・・……　77，

　　　　　　　　　（ム）

無菌試験法　・………・………・……

　　　　　　　　　（メ）

撮菌

　　医薬品の一　………………・…・・…

47

52

11

77，429

74，243

43

33

47

47

35

39

47

47

33

39

75，

39

74，

33

51

29

44

77，　367，　373

75，497

　　ホルモン剤の一　…………………　75，　5

免疫

　　医薬品　……・・…………・・………一・73，251

　　かび　…………・……・・…………・…・・75，499

　　赤痢菌　…・・……………・…・……・・…　75，309

　　腸チフス，パラチフス　……………　7L　58

　　　　　　　　　（ヤ）

薬理作用

　　あへんアルカロイド　・…・…・………　42，206

　　エピレナミン注射液　………………　70，13

　　吸着剤　・……………・…・・………・…・41，41

　　石油　・・………………・…・・…………・41，65

　　銅“……”。………●’………………・・50，152

　　ロベリン　……………・・…・・………・・57，115

　　　　　　　　　（ユ）

有毒成分

　　ドクウツギ…・………・……・………40，　1

融点　……………・・………………・　73，93；77，

　　　　　　　　　　　　　　　189

　　　　　　　　　（ヨ）

容器
　　食器　　・・・・・・・…　。…　。…　。・・・・・…　。・・　　39，　169；　53，

　　　　　　　　　　　　　　　78

　　注射用ガラスー　・…・…・…………　68，48

　　硝子一一　・……………・・…・……・…・69，30

　　化粧品の鉛製一　………・・……・…　72，133

　　合成樹脂製一　……………　75，317，323；

　　　　　　　　　　　　　　　76，83

　　遮光性一　・……・……………一…　75，481

溶血性

　　ブドウ球菌　…………・・……・………　7L　73

　　　　　　　　　（ロ）

炉紙電気泳動

　　アミン類・…・……………・…　74，289，295

　　インシュリン　…………・・……・……　77，439

　　ロウオルフィアアルカロイド…　76，　91，99
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事 物

　　　　　　　　　　（ア）

アイスクリーム　…………………　76，　75，　79

アイソフェインインシュリン　→インシュリン

　　一の試験　……………・…・……・…　73，幽1

　　一の中のインシュリンの定量　…　74，171

　　一の電気泳動　…………・・……・…　75，99

亜鉛　………………一一…………・……　74，51

アガリヂン　…・…・…・・……・・……・一…・64，41

アクリヂン　…・…・…………・……………　68，138

アクリル酸樹脂　………・・……・…　61，　25；66，

　　　　　　　　　　　　　　　　147

アクロマイシン　…………………………　73，379

亜硝酸　……・…………・・…………・……・・72，181

アスピリン　…………・…・…・……………　73，251

アセチルコリン　・………………・・………　70，157

アセチル誘導体　…………一…・・………　55，59

アドレ’ナリン　…・…………一・…………　55，91

アトロピン…………・……・・……………55，91

0一アニシヂン　一……・………・…　44，190；48，

　　　　　　　　　　　　　　　　117

アニリン系色素　……………・・…・………　75，381

亜ヒ酸　・…・・…・………・・……・……・……・　52，　1

あへん（阿片）一ジアル川目イド，モルヒネ

　　一の薬理試験　…………・…・…・…　42，206

　　一よりクリプトピンの製造……48，77

　　一試験報告　………………………　51，144

　　一中のモルヒネの定量　…　51，180，204，

　　　　　　　　　　　　225；　73，　59；　75，　127；

　　　　　　　　　　　　77，　139，　149

　　一の乾燥温度とモルヒネ含量　…　59，17

　　一の産地鑑別法　…………　　71，　20；　72，

　　　　　　　　　　　　55，　57，　63，71，73；　73，

　　　　　　　　　　　　63；　75，　131

　　一中のモルヒネ含量．……　73，65，67；

　　　　　　　　　　　　74，　429；　75，　429；　76，

　　　　　　　　　　　　303；　77，　479

　　．一中のコデイン含量　・一……r…　73，67

　　一中の主要アルカロイドの定量…　75，133

　　一収量の差異　…………・……・・…　75，141

　　輸入一　…………1・…・……………　75，425

　　一の紫外線吸収スペクトル　……　76，・103

索 引

　　一モルヒネ定量用計算図表　……　76，109

　　一モルヒネ収得量　………………　76，119．

　　一メコン酸の定量　………一・・…　77，139

　　一の呈色反応　………………∴・…　77，149

あへんアルカロイド（ペーパークロマ

　トグラフィー）………………・…・…・…73，53

あへんアルカロイド塩酸塩　……………　46，　1

油・…・……………・……・………・・73，277；75，

　　　　　　　　　　　　　　　　169

アマルガム合金　…………・…・…・・……・・77，405

ρ一アミノ安息香酸　一一・・………・……・68，12

アミノ安息香酸エチル　・…・・……　42，131；．44，

　　　　　　　　　　　　　　　　72，201

4一アミノアンチピリン　…………　46，42，59；

　　　　　　　　　　　　48，　21，　27，　117

アミノ化合物　………・・………・…　46，133；48，

　　　　　　　　　　　　117；　49，　88

ρ一アミノサリチル酸カルシウム………75，　1

ρ一アミノサリチル酸ナトリウム………72，91

アミノ酸……………・…・・………　76，213；77，

　　　　　　　　　　　　　　　　215

アミノピリン

　　一の製造　・…………・……・　46，59，48，

　　　　　　　　　　　　16，　27，　38；　49，　35

　　一の精製　……・……・……・………　49，31

　　ピラビタ・一．ル中の一　……………　77，109

ρ一アミノフェノール　…………・…・…・…　46，133

鋭一アミノフェノール………・・………・…　72，　81

ρ一アミノベンゾイルグルタミン酸……　75，433

4一アミノベンゾールスルホンー3，5一

　ジブ官ムアニリド　………・………・一　59，59

ρ一アミノベンゾールスルホンアニリド

　誘導体　……・・…………・………………　61，16

α一アミラーゼ　…・……・・……・……・・……　77，289

アミン類……………・・…・…………’・・…74，289

アリール芥子油　・…・……………・………　41，52

アルカロイド．．

　　チョウセンアサガオ属の一　……　42，　1

　　あへん一　・…………・・……　42，206，46，

　　　　　　　　　　　　1；48，　127；72，　63；　73，

　　　　　　　　　　　　53；　75，　133

　　キナー………・…………・………・51，254，
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アルカロイド（続）

　　ロベリア草一　……………　，61，　63；　66，

　　　　　　　　　　　　　　　　1，17，31

　　ケシー　………………・・…・………　63，　f

　　マンダラ葉一　………………・…・・67，61

　　麦角一　………………・…・・　72，77；73，

　　　　　　　　　　　　269；　77，　235

　　エクゴニンー　・……………・・……　75，113

　　一の定量法　………・……・…・……　76，69

　　ラウオルフィアー　・…・…・　76，　87，　91，

　　　　　　　　　　　　95，　99；　77，　229

N一アルキルピリジニウムヒドロキシ
　ド　　．’’’”●●●’●匿．’”．●●’匿．’’’’”．．’’”●’●”．．。…　　70，　57

アルコール　……………・……∴…　　40，197；　75，

　　　　　　　　　　　　　　　　73；　77，　117

　　高級一　………………・…・…・……　52，118

アルコPルエキス

　　海人草の一　・…………・…・・……・・67，53

アルコール含量　………・……・…………・40，189

アルコール含有製剤　………・・………・…　40，197

アルゼノベンゾール類　”……・…　42，57；44，

　　　　　　　　　　　　　　　　155

アルブミン　…………・・…………………・73，147

アロバルビタール　・・………………・……　61，11

あん（餓）　・・……………・・…………・…・50，24

安息香酸　一……………………・・　40，279；74，

　　　　　　　　　　　　　　　　25

　　クロールー　・……………・……・…　42，114

アンチピリン

　　4一フォルミルアミドー・・……・…　44，　22

　　一誘導体の製造　…………　44，22；46，

　　　　　　　　　　　　42，　52，　59；　48，16，21，

　　　　　　　　　　　　27，　38；　49，　31，　35

　　一の副作用　・・………………・……　73，251

アンチモン化合物　・・…………・…　61，　1；62，

　　　　　　　　　　　　　　　　89

安定剤

　　過酸化水素水の一　・……・・　44，132；46，

　　　　　　　　　　　　75；48，42

　　還元性一　・・…………・・…・…・……　72，273

アンプル　・……・………………………・…　74，421

アンモニア　・・…・・…・………・…・………・・66，219

　　　　　　　　　　（イ）

イオン

　　空気一　・…………・・…・…・・　52，171，179

　　　　　　　　　　e

イオン交換樹脂　・・……・……・・…・　69，124；77，

　　　　　　　　　　　　　　　　105

いか

　　一中のホルムアルデヒド類似

　　　体・……・…………・………45，123，131

　　一中のアミン類　……………♂…・・74，289

異三環系スルホン誘導体　………　56，12；60，

　　　　　　　　　　　　　　　　96

一酸化炭素　……………一・…・…　50，91；52，

　　　　　　　　　　　　　　　　158
く一スト　　’’”．’●’’’”．’●’”．’”．’’’’”●’・・・・・…　　77，　339

fソニアジド（イソニコチン酸ヒドラジド）

　　一の抗菌性　・・………………・……　71，49

　　一の比色定量法　……………一・・72，95

　　一の非水溶液滴定　………………　72，151

　　一中のヒドラチンの検出　………　74，113

　　一類似化合体　……………　74，115，119，

　　　　　　　　　　　　　　　　121

　　一華タンスルホン酸ナトリウム…　77，429

　　一の定量　・…………一…・………　77，131

イソバニリン　…・……………・・…………75，　43

イソプロピルブ官ムプロペニルバルビ

　三ソ・一ノレ酸　　…　………・σ・一・…　一一・一・師…　一　　49，　129

異物

　　食：品の一　…………………　　70，　49；74，

　　　　　　　　　　　279；　75，　315

　　パソ中の一　・…………・・…………　72，191

　　食品および薬品の一・・…・………　72，193

　　生薬製剤中の一　・…………・・．……　72，196

　　天造米中の一　・………・…………・72，277

インジゴカルミン・……・…’…………771443

インシニリン

　　一の試験　…・…………・…・　68，20；73．

　　　　　　　　　　　　　　　　1

　　一の含量　……・…………・………・71，12

’一
ﾌ新資源、・………………・・……　72，　7

　　一の検定　……・・…………・　72，11；75，

　　　　　　　　　　　　87；413

　　一の標準品の力価検定　…　73，　7；75．

　　　　　　　　　　　　　　　　419

　　一の結晶の単離　・……・…・　74，167；75，

　　　　　　　　　　　　　　　　95

　　一の定量法　………………　74，171；75，

　　　　　　　　　　　　　　　　411

　　一の精製　……………・…・・　74，179；　75．

　　　　　　　　　　　　　　　　493
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インシュリン（続）

　　一の電気泳動　……………・・…・…　75，　99

　　一に関する資料　…………・・……・75，422

　　粗一からの結晶性蛋自　…………　76，213

　　一から得られた球形結晶　………　76，217

　　一の蛋白　…………………………　76，221

　　一の生理作用　……………………　76，321

　　一のDPN化　…………・・……・…　76，323

　　一のN末端基　……………　77，197，203，

　　　　　　　　　　　　　　　　209，215

　　一のC末端基．…・…・………・……　77，219

　　一の過義酸々化物　………………　77，431

　　一の赤外線吸収スペクトル　……　77，435

　　一の濾紙電気泳動　……・・．・………　77，439

インシュリン注射液

　　国家検定・検査成績　………………　70，　5

　　一の定量法　…………・・……・……　75，411

　　一亜鉛懸濁注射液　………………　75，413

飲食物　……………・・……………………・43，　1

インド（印度）蛇木　……………　75，495；76，

　　　　　　　　　　　　159，　307；　77，243，519，

　　　　　　　　　　　　527

インド大麻　…・…・…………・……　76，113，115

F「1綿　　’”．．．’陰’’’’’”●○’’’’’’’’’’”●’．’’’”・・・・・…　　75，　365

飲料永　……………………………　58，34；77，

　　　　　　　　　　　　　　　　1

　　一タンク　……・…………・・………　50，　72

　　　　　　　　　　（ウ）

ウィスキー　・……・…・…・…・…・…　39，201，223

ウレアーゼ”…’………一”……………39，75

ウレ’タン型催眠薬　………一……・…・…　48，184

ウンデシレン酸　……一・………・　52，90，106

　　　　　　　　　　（エ）

エアゾール　・…………・……・・……・・……　77，135

　　一一殺虫剤　…・………・……・………　76，　61

衛生材料　一→脱脂綿

　　人造繊維の定量と確認　……………　75，347

　　吸水力試験　………・………・・………　75，351

　　木綿との比較　…………・……・……・75，355

　　国産脱脂綿の性状　……一……・…・75，365

　　脱脂綿とスフ綿　……………・・…・…　76，265

衛生綿　………………・・……………・・…・・56，32

　　一一代用品　…………・・……；………　60，43

エオジン染色法　…………………………　77，395

エクゴニンアルカロイド　………………　75，113

エストラジオール　……………・…・・……　73，　11

エストロン　一→ホルモン

　　一の定量法　………一…∵　71，　1；72，

　　　　　　　　　　　　41；　73，　11，　17

　　一の簡易製造法　一一…………・72，37

エタノール　・…………・…・………　　76，　53；　77，

　　　　　　　　　　　　　　　　27

エチステロン　……………………………　77，95

0一エチルー。一パラニトロフェニルベン

　ゼンチオホスヘイト　…一…………・・75，25

エチルモルヒネ　………・・………・………　59，　19

エックス（X）線　………………・・…・…　73，253

エッセンス類　　．●．’●’●．．’’’’’’’’’’’”．．”・…　一・　52，　184

絵具　……・…一……・……・一………・…　50，140

エフェドリン　一→メチルエフェドリン

　　一の製造法　………………　42，27，126；

　　　　　　　　　　　　　　　　46，79

　　一とクロロホルムとの反応　……　72，105

　　一の呈色反応　・………………・・…　73，113

エピレナミン（エピネフィリン）…　70，　13；72，

　　　　　　　　　　　　1；　75，　211

エブリコ　　…・…・・……・・…・………………　　57，　　4

N一末端基　　……・…………・・……　．77，197，203，

　　　　　　　　　　　　　　　　209，215

エルゴタミン　……・・…………・…………　55，　91

エノレゴメトリン　 ………。一…・・・… @………　　76，　45

エメチン　…………一一・………………　74，65

塩化ベンゼトニウム　……………・・…・…　74，77

塩酸　　一’’’’’”●”の’”●”の●’’’’”曾’’’’’’’”・・・・・…　　45，　141

塩酸エチルモルヒネ　・…………・……・…　59，19

塩酸ジフエニルアセチルジエチルアミ

　ノエタノールエステル　………………　51，　45

塩酸プロカインーN一グルコシッド…72，99，101

塩：酸モルヒネ　……………………………　73，53

塩酸ロベリン　・・…：一・………・…　57，101，61，

　　　　　　　　　　　　　　　　63；　66，　　31

エンテ戸キナ・一ゼ　……………・・…・……　70，71

エンテロトキシン：　…一一……・………　72，205

　　　　　　　　　　（オ）

オイカリップス油　……………・・…・……　41，58

オィコダール　・………・・…・・……・………　48，　53

オガルカヤ　・……………・…・……………　46，　36

ρ一オキシー魏一アミノ安息香酸エチルエ

　スチル　…………………………………　49，　88



126 衛生試験所報告

口一罪キシーρ一アミノ安息香酸メチルエ

　スチル　…・……・………σ………………　49，88

p一オキシ安息香酸………・………・・……　39，41

　　一エステル　・……………・・　45，177；　50，

　　　　　　　　　　　31；　52，　77；　73，　379

　　一ノルマルブチルエステル　……　50，47

　　一ベンジルエステル　……………　73，23ア

オキシトシン　・……………・…・…　　74，151，159；

　　　　　　　　　　　　　　　　77，501

オキシヒドラスチニソ　・・……・・………・・46，194

0一オキシヒドロアトロバ酸ラクトン　…　48，　1

0抗原　…・……………………………一・75，443

オーラミン　・……一………・・…・・　75，237，251

オーレ’ナマイシン　一…………・・………　73，379

オレンジジュース　・・………………・・…・・74，233

温泉　一→鉱泉

　　伊香保一一の分析成績　……………　45，200

　　一ラドン含量　…・……………・・…　52，140

　　一一療養所　・…・……………・………　52，145

　　一触媒作用　………………　58，93；60，

　　　　　　　　　　　7，　14，　19；　62，　48

　　　　　　　　　　（カ）

海砂　…・・……………・・……・…………・…　47，41

芥子油　……・…………………・…………・41，52

海水　・………………・・………・……・…・…　47，63

　　一浴場　……………・・…・…　47，41，54

回（姻）虫駆除薬　……………・・………・68，95

回（一回）虫卵　・…・…………・・……・・……　41，48

海人草　…・……………………・…・　67，45，49，

　　　　　　　　　　　　　　　　53

界面活性剤　…・……………・・……………　74，233

カ・い（貝）類　　。……………・・…　…　　69，107；　74，

　　　　　　　　　　・　　　　　　　283

カカオ

　　一種皮　・………………・・…　40，211；57，

　　　　　　　　　　　　　　　　7；61，88

　　一月旨　　・………………・・……・・・…　…　　55，　　5

　　一徳代用品　…・…・…………・……　51，　1

　　一ケーキ　……・………・…・　57，　7；　61，

　　　　　　　　　　　　　　　　88

化学療法剤　……………・……・・…　73，378；74，

　　　　　　　　　　　　　　　　331，349
カ、き’　（布市）　　　・。・・・・…　。・・・…　。。・・・・・・…　。・。・・・…　　　75，　　23

核酸　・…・……………・………・……・…・…　73，245

覚せいアミン剤　・……・…………・　73，113；74，

　　　　　　　　　　　105，107

覚せい剤およびその類似化合体　………　73，127

過酸化水素

　　一の製造　…・……………・・………　40，215

　　一による酸化　…・…………・・……　61，　85

過酸化水素水

　　一の安定剤　一…・・………　42，187；44，

　　　　　　　　　　　132；　46，　75；　48，　42

　　鉱泉の一分解能カ　………………　53，　1

過酸化ストロンチウム　……・・…………・40，149

過酸化石灰　…・………・……・…・…・…・…　40，149

過酸化物　………・……・∵・………一・…・40，149

：果実類　…………・……・・…………　72，177；73，

　　　　　　　　　　　201；　74，　209

火酒　…・…・…………・…・…・…一　　39，201，223

果汁缶詰　………・………・・……・…・……・76，279

ガス（瓦斯）

　　酸性一　　・・……………・…・・………・　50，　75

　　有害一　・…………・・…・……・…・…　52，164

　　排気一　・……………・…・・…・……・77，15

河水　…・…・…………・…一……・……・…　58，117

カセイアルカリ　・………………・・　76，285，287

活性酸素　……・…………・・………………　45，　1

活性炭

　　一効力検定並に製造　……………　40，161

　　一の製造　・……………・…・………　42，145

　　一の吸着カ　………………　49，156；51，

　　　　　　　　　　　　　　　　118

　　一の細菌吸着試験　・…………・…・51，132

　　一によるコデインの精製　………　55，68

活性土　……………………………　44，80；48，

　　　　　　　　　　　190；　51，　132

力笥ぜ薬　　’”．．．”o’”●”●●●’韓’’’”●9．’・・・・・・・・・…　　77，　61

家庭麻薬　…・……………・……………・…　74，61

蚊取線香　……・………・…・・一………一　50，106

カ’び（徽）　……’……・・…・…・…・　66，167，177；

　　　　　　　　　　　　　　　　75，499

かまぼこ（蒲鉾）　…・……・・……　　41，153；　58，

　　　　　　　　　　　　　　　　28

カメレオン　………・………・………・……　53，　1

ガラス容器　・…・・…………・……………・・69，30

カリウム　・……………・…・………………72，139

カルシウム　………………………　　72，139；　75，

　　　　　　　　　　　　　　　　1

カルバクロール　………・……・・…　 57，　81；　59，

　　　　　　　　　　　10；　61，　22
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カルパミン酸ジクロルイソプ戸ピルエ

　スチル　・……・・……・………………・…・48，184

カルパミン酸トリクロルエチルエステル

　　　　　”●●”．’’’’”●噸’．’…’●●●幽’…’’’’’’”・・。　48，　184

ヵルポニル化合物一……・一一・一…77，5i

カルボン酸ナトリウム塩類　……………　72，145

がん（癌）　………・…・…・…・…・・………　74，375

　　腹水肝一　一……………・一……　74，361

還元性安定剤　……・…・………・…………　72，273

甘コウ（禾）丸剤　…・…………・・………　52，　52

．肝障害　…・・……………・…・………・……・74，269

’甘草　…………・・…・………………　49，　4；55，

　　　　　　　　　　　　　　　　157

肝臓　…・………・……・一…………・…・…　75，251

含窒素化合物　……………………………　74，289

含窒素ビタミン類……一………・・……　73，377

かんずめ（缶詰）　…・…………・・　73，213；76，

　　　　　　　　　　　　　　　　205，279

寒天…・……・………・・…・………・40，207；50，

　　　　　　　　　　　　　　　　149

寒天原藻　・・…………一・………・……・…　40，207

甘味物質

　　一の検出法　・………・………・……　67，73

甘味料

　　ズルチン　……………………………　45，217

　　サッカリン　………………・…’58，　1，10，

　　　　　　　　　　　　24，　28，　34；　60，　1

　　取締規則抄　……………・一・………　58，45

干麺類　………・……・…一…・……・……・72，281

漢薬常山　・・……・一……・・………………　59，130

肝油　…・…・………・・………………・・：一・74，231

顔料　・…・……………・……一…・……・…　58，128

　　　　　　　　　　（キ）

・キクナー　………………・・…・・………・・…　41，149

義歯駄用アタリリックレジン　…………　66，147

キシレノ」ル石鹸　…・………・・…・…・・…　52，40

『寄生虫　…・……・………・…一………・…・72，257

吉草　………・・………・………・・………・…　49，耳

．吉草酸　………一………・…一…………・40，181

キナ皮　・……・…………・…一………・…・51，254

キニーネ　一→アルカロイド

　　一の接触還元　・………………・・…　46，154

　　一の水素添加　……・…・………・…　48，127

　　キナ皮中の一の定量　・………・…・51，254

　　一類の滴定　………・…・……・……　74，　9

キノフェン

「麟’’’”∵●● 撃戟G’謡1190；4＆

キ・ノホルム　…・…・…………・……………　57，149

揮発油　……………………………………　50，72

揮発油成分

　　マルパタウキの一　一………・…・55，　14

奇病

　　態本県水俣地方の一　一……・・…　76，281

逆性石鹸

　　一量　　’●●●…’’”…’e’甲’’’’’’’’’”・・96・・　　73，　　141

救急箱　　陰”…6●●”●◎”●…”●’”●’’”…”・’・・・・・…　　53，　　41

吸着剤　………・・一…・・…・………　41，41；45，

　　　　　　　　　　　　　　　　43

牛乳一→粉ミルク，ドライミルク，粉乳，練乳

　　一の変敗試験　・・…………・・……・・39，　27

　　一の鑑別法　…・………・…・　41，83，109

　　一由来ブドウ球菌　………　71，73，82；

　　　　　　　　　　　　72，　199，　205；　74，　317

　　一の放射能汚染　…・・一…・……・・74，205

　　一中のヒ素含量　……………・・…・76，329

牛酪（チーズ）　……………・…………“39，　1

共同湯　……………一・一………・……・・52，145

凝固剤

　　とうふの一　一・…………・　53，187；58，

　　　　　　　　　　　　　　　　67，69

爽雑物

　　タール色素の一　・………・一……　52，70

　　ズルチンの一一一　…・…・・……・……・・72，167

魚肉類　………・………・…一……　139，177；45，

　　　　　　　　　　　　　　　　123，131

魚類

　　一の放射能汚染　…………　74，213；75，

　　　　　　　　　　　　393；　76，　11

銀イオ’ン　……………………・………・・…　76，　1

銀冠　…………・・……・……一………・・…　59，23

銀合金　…………’……・’一……………・・66，139

銀錫アマルガム合金

　　一の硬化膨縮　……………　72，295；74，

　　　　　　　　　　　　189；　75，　331；　76，　255，

　　　　　　　　　　　259；　77，　405

金：属　●……’……。。’”…’…………”・・……　73，311

　　有害性一　・…・…・………・…・…一　76，329

菌体内毒素

　　一の抽出　・…・……………・………　75，299

　　一の精製……・・…’…’・…’”…7与・303
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　　赤痢菌の一　…・…・……・…………　76，193

　　　　　　　　　　（ク）

グアヤコール

　　一配糖体　・…………・…………一　40，185

　　一の製造　・……………・…・　42，108；44，

　　　　　　　　　　　　176，　190，　195；　46，　83

　　一の精製　…・…・…………・………　46，86

空気

　　一中の細菌数　・………………・一　45，　33

　　工揚内の一　・…………・・…　50，75；52，

　　　　　　　　　　　　164；　71，　114

　　一中の炭酸ガス　…・・……・………　50，80

　　一中の一酸化炭素　………　50，91；52，

　　　　　　　　　　　　　　　　158

　　ラドン吸入浴療室内の一　………　52，145

　　一中の酸素　・………・…・・…・……・52，148

　　一衛生　・・………………・…………　52，171

　　地下鉄構内の一　……・・………・…　72，285

　　地下室内の一　…・……・…一……　74，441

空気イオン　・……………………“　52，171，179

クエン酸ソーダ　…・……・……・…………　55，　19

鯨膵臓　・・……・………・・………………・…　74，167

クソイジン　・…………・……・……………　75，　47

口紅　　’”●●’．．●’’’’”．曾．’●●●’．”噂●●．●．’’’’”．’。’鱒・　72，　129

駆虫薬

　　和漢一　・……………・……・………　42，176

　・一の製造試験　・……・…一　　46，177；48，

　　　　　　　　　　　　　　　　168

クマリン　……・…………・……………・…74，33

グラム陰性菌　……・…………・・…………　66，167

クラムヨモギ

　　一の裁培　・………・………・　74，399；　75，

　　　　　　　　　　　　199；　76，　155

グリオキシル酸…一…………・・　40，　9；57，

　　　　　　　　　　　　　　　　12

グリチニン　・………………・・…・……・…・52，88

クリーム　・……………・…・・………・…・…　77，　5

　　バニシングー　……………………　73，　17

　　ファンデイショソー　………“・…　75，491
　　漂白一　　・…　。…　一・…　。・・・・・・・・…　一・・…　　76，　319

クリプトピン　…・……………・・…………　48，　77

グルカゴン　…………・…・…・……………　76，321

d一グルコーサッカ戸ソン酸ソーダ　……　51，16

グルコン酸　・………………・・…・…・．・……　44，115

　　一石灰の製造　・………・…・　42，　6；44，

　　　　　　　　　　　　6，　115；48，　82

クレゾール（o一，7炉，か）　……………　74，　19

クレゾール石鹸　・・………・………………　74，　19

黒穂病　…一・…………・…・……………・・72，219

クロム鍍金製食器　………・……・・………　53，78

クロモトロープ酸　…………一…・・……　77，153

クロラミン……・………・…・……　55，126；51，

　　　　　　　　　　　　　　　　32

クロラミンX　……・………・…・・…………　61，　57

0一クロルアニリン　　………・………・・…　44，190

ρ一クロルアニリン　　……・…………・・…　44，165

ρ一クロル安息香酸　　……・…………・・…　47，114

5一クロルー8一オキシヒノリン　　・……・・57，149

クロル化物　・・………………・……………　59，10

クロル酢酸エチル　………………………　77，35

クロルチモール　・……・………・…………・6L　20

クロルテオフィリン　…………一・…・…　57，154

2一ク官ルー4一ニトロトルオール　　……　46，　99

0一クロルマーキュリフェノール　………　75，47

クロルヨードヒノリン　…・・……………・49，　51

ク戸ロフィリン　…・……………・………・72，130

クロロホルム　・・………・…・・…・…・…・・…　72，105

　　　　　　　　　　（ケ）

ケイ酸アルミニウム　・・………………・…73，179

脳内口　　’”●．’●’．’●’○．．”●●○’’’’’”・’．’’’”．．’”◎’…　。　76，　289

ケシ　一→モルヒネ，アルカロイド

　　一の栽培　…………・……・・　49，　22；　59，

　　　　　　　　　　　　13；　62，　1；　74，　69；　75，

　　　　　　　　　　　　141，　151，157，189；　76，

　　　　　　　　　　　　119，133

　　一よりアルカロイドの抽出　……　63，　1

　　一中のモルヒネ　……・………・…・74，　57

　　一の生育ならびに収量　…・……・・77，267

　　一の花芽分化と閉花　……………　77，273

化粧（けしょう）品

　　口紅中の色素　………………・…・…・72，129

　　一中のク官田フィリン　……・・r…　72，130

　　粉白粉　’……………’…”…………・・　73，169

　　一中の鉛並びにヒ素　…・……・…・72，123

　　一の容器　・・………・…・…・………・72，133

　　一の色素　・・…・………一・・　73，165；74，

　　　　　　　　　　　　　　　　437

　　一中のチタン　…一…………・・…　75，491

ケチャップ・・………………・……・……・・75，33

血圧　・……………・…・・………………・・…　70，13
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血液

　　一中の鉛　………・……・…・………　47，97

　　食品境争料の一に及ぼす影響　…　75，251
結核　　陰’●’●’’”●●．”ρ陰’’’”●●’幽”6の”o一・・…　。・・…　　44，　　40

結晶水

　　燐酸コデインの一　………　51，60；57，

　　　　　　　　　　　　　　　　145

血清

　　一の性質　一，……………・………　67，197

　　ワクチン被接種者の一　……・…・・71，58

　　一中の蛋白分解酵素　……　72，113，117

　　一中のコレステ官一ル　…………　77，　81

血清グ官プリン　……・…・………・………　72，117

血糖降下性物質　一…・…・…一・・………　68，113

2一ケトグルコン酸メチルエステル……、51，　16

ケトン類・・…∵………一・………………75，47

ケリン　…・…一………・……………・・…・74，73

ゲル内抗原抗体反応　……………　75，309，499

ケンゴ子　・・………………・………………　69，61

　　　　　　　　　　（コ）

交感神経　・……………・…・………………　55，91

合金

　　歯科用一　・…………・・……　53，97；56，

　　　　　　　　　　　44；　59，　27；　66，　139；

　　　　　　　　　　　67，　107；　68，　54

　　下弓アマルガムー　………　72，295；75，

　　　　　　　　　　　331；　76，　255，　259

抗菌性物質　……・…………・…………一　66，123

コケモモ葉　・……………・…・……………　55，　1

抗元

　　チフス菌煮沸一　…………　41，27，34

抗酸化剤　・……・…………・………　74，239；77，

　　　　　　　　　　　　　　　　175

抗腫瘍（性）物質　………………　74，381；77，

　　　　　　　　　　　　　　　　395

甲状腺　……∴…………・・………………・・74，163

玉笹廃水　…………………………………　58，117

抗生物質

　　かびの生成する一　………　66，167，177

　　放射状菌の産生する一　…　66，183，193，

　　　　　　　　　　　　　　　　197

　　Candida症に対する一　…　・73，379；74，

　　　　　　　　　　　　　　　　341

　　一に対する抵抗性　………………　74，317

合成樹脂　………………　39，169；66，25，147；

　　　　　　　　　　　　77，　179，　183，　497

　　歯科用一　・・……・………・…・・……　61，25

　　一製容器　　・・・・…　一・・・・・・・・・…　　　75，　317，　323；

　　　　　　　　　　　　　　　　76，83

合成培地　…・……………・・…・……・……・68，120

鉱泉（温泉）

　　一の触媒作用　……………　53，　1；58，

　　　　　　　　　　　73，　93；　60，　7，　14，　19，

　　　　　　　　　　　29；　62，　48

　　一の分析表　…・・……………・……　54，　1

酵素　一→ジアスターゼ
　　試験巌＿＿＿＿…．．．．＿＿．＿…・45，99

　　殿粉分解一　　…　一・・・・・・・・・・…　　　67，　　35；　68，

　　　　　　　　　　　　　　　　14　　・

　　パンクレアチン　………　67，39；68，　14；

　　　　　　　　　　　　　70，　71；　76，　209

　　蛋白分解一　………………　　72，113，117

　　ストL／プトドルナーゼ　……………73，245

　　セ肖イヒー　　……………・・………・……　　75，　237

高等植物の殺虫性　・……一…・…・・　68，86，88

高分子化合物　………・………………・・…　67，平89

酵母浸液　……………・…，…・……………　70，153

コカイン　…・……・………・………　 51，162；　75，

　　　　　　　　　　　　　　　　113

　　一代用薬　…………・……・…一…　48，177

コカ葉　・・………………・……………・…・・’51，162

穀粉　……………・一・・一……・・…“……　77，347

　　α一イヒー　　 …………・…・…………・ @68，　17

コタノレニン　・……・…………・……………　48，177

コデイン　一あへん，ジヒドコデイン

　　露華酸一乏）糸吉占責水　　・・・・…　。・…　　　51，　　60；　57，

　　　　　　　　　　　　　　　　145

　　一の精製　…・・…・…・……・・………　55，68

　　あへん中の一　…・…・・……　72，57；73，

　　　　　　　　　　　67；　74，　61

粉ミルク　……・………・…・………　　74，265；　76，

　　　　　　　　　　　　　　　　289

コハク酸　・……・・……・……………・・……　61，　85

ゴム　……………・……………・……・……　61，　25

／j、麦　　’”一’”：’’”0’“’……’『’’”●…・…　一・…　一・。・　73，　269

小麦粉

　　中毒一　……………………　　66，　85；　67，

　　　　　　　　　　　　　　　　117

　　一中の細菌数　…………・……・…・71，135
　　一弓重ミイヒ斉口　・一・・・・…　∴…L・・・・…　’・・・…　　72，　269

　　一中の2，4D　　…………………　72，319
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米

　　精白一　…………・・…

　　人造一の細菌試験

　　一の放射汚染　…・…・

　　一三　………………・・

　　病変一　…………・・

　　一寄生糸状菌

米ぬか（糠）　………・……・

コルク代用栓　…・…………・

コレスァロール

　　血清中の一

　　一の呈色物質　……・・

コロイド滴定法　………

こんにゃく　・・…　　・・……・

　　　52，　　23；　53，

　　　46
　’一’・’”・。・　　72，　281

”●’・‘’・… @一…　　73，　187

・・…@一幽一…　一・　73，　191

　　　73，　197；　74，

　　　305，313

　　　　　　75，443

’邑’’’”・一・・… @　　76，　331

”．” @　　　　　　　60，　　39

　　　　　　77，　81

’　　　　　　77，　87

　　　67；　　39，　183，

　　　197
●●’’’”・・… @一　　53，　187

（サ）・

細菌　→糸状菌，赤痢菌，大腸菌，チフス

　　　　菌，腸炎菌，連鎖状球菌

　　活性炭および活性土による一の

　　　吸着試験　………　　　・………

細菌数

　　空気中の一測定法

　　漂白小麦粉中の一　……

細菌製剤　………………・　　　　　・

細菌性発熱物質　…・・……　　　　　70，

細菌病

51，132

45，　33

71，135

41，　48

83；　71，

　　　　　　　　103　；74，　361，　375

’●●●●●9’’”噸●’”噸’．’”．’ @　”…　　　66，　　63；

　　　　　　　　　　　　279

　　　　　　　　　・…　一・…　一…　　　56，

67，

再生脱脂綿　…・……………・・　　　　　　　　2g

サイダー

　　一の低温殺菌法　・………………・・58，58

催眠薬

　　ウレタン型一の製造　……………　48，184

さけ

　　一缶詰検査　…………・……・・……　76，205

酒

　　火酒　…………………一…・…　39，201，223

　　清酒　　……‘……・…・・……・………・…・　56，　57

　　一中のメタノール　・………・・……　74，443

サザンカ　・…………一…・・………・……・40，259

サッカリン

　　一の毒性および漫性中毒　・…・・…　47，81

　　たくあんおよび奈良漬中の一の

　　　試験成績　…・……………・・………　47，

　　一による甘味補給効果　…………　58，

　　たくん中の一の試験法・…・……・58，

　　たくあん中の一含量　……………　58，

　　かまぼこの一一使用状況　…・・……・58，

　　清涼飲料水並びに油類に対する一

　　　の調理効果　…・………・……・……　58，

　　一の毒性　……………・…・・………　58，

　　一の検知法　・…………・……・……　60，

殺菌斉唖　……　…・…・…・・…　…………・・…・含・　72，

殺虫剤

　　一の寄生虫卵の殺卵カ　…………

　　ピレトリン定量　……………　76，

　　　　　　　　　　　　　　　　135

殺虫成分　……………・…・…・……　68，86，

殺卵剤

　　寄生虫の一の殺卵力　・・……・……

ザノール口中…………・…・…・…………

サポゲニン　…・……………・・……………

サポニン　………・・………・………

坐薬基礎剤

　　一ヤブニクケイ脂　・………・……・51，

　　一トリラウリン　……・…∵………　55，

さらし（晒）粉　……………・・…・………　56，

サリチル酸

　　一検出法　・……・…………・………　68，

サルバルサン

　　一の生物学的検定　………………　68，

三塩化アンチモン　・・………………・……　66，

三塩化チタン　……………・・…・・…・・……　52，

酸化鉄　………”………・一………………・41，

酸性白土　………・………・・………………　44，

サンセットイエローFCF

　　一の化学的試験成績　……………　41，

　　一の毒性調査　……………・・…・…　41，

酸素　……………・・………………・　45，　1；

　　　　　　　　　　　　　　　　148

サントニン　…………・…・…・……………　74，

サントニン類似構造体　・……………・…・48，

（シ）

95

1

10

24

28

34

39

1

257

72，257

61；　77，

88

　　72，257

　　52，109

　　40，273

40，　259，　273

次亜塩素酸ナトリウム　・………・………・

ジアスターゼ　・……………・・……　67，

　　　　　　　　　　　　17；　70，　23

ジアセトンー2一ケトグルコン酸　・…・・…

　　一ナトリウム　………・…・・………

112

　5

59

37

24

157

70

70

80

1

5

52，

399

　1

77，131

35；　68，

49，　73

51，　16



事　　物　　索　　引 131

β一ジアセトンフルクトーゼ　……　　49，　73；　51，

　　　　　　　　　　　　　　　16

ジアゾ色素形成物質　・…………・……・…　76，331

ジアリルパルピツール酸　………………　61，　11

シアン化塩　…………・…・…………・……　74，81

シアン化水素酸　一→青酸

C．M．　C．ナトリウム　……………　77，153，159

1，8一ジオキシァントラヒノン　…………　40，135

紫外線燈　………………・・…・・………・…・71，123

耳下腺　………………………・・…・…・…・・68，113

色素　……………・・…・………・・………・…　52，70

　　コールタールー　…………　　4L　　1，　5

　　医薬品としての一　………………　49，115

　　一の殺菌作用　・……・…………・…　66，219

　　食用タールー　……………　　68，57；74，

　　　　　　　　　　　243，　247，　253，　259

　　口紅中の一　・………・…・…・…・一　72，129

　　タールー　…………・…・・…　 73，165，335

　　Candida菌に対する一の抗菌作

　　　用……一……・…・………………74，349

　　化粧品用タールー　一…………・・74，437

　　モノアゾー　………………・・…・…　75，29

　　一の螢光分析　……・・…………・…　75，99

　　アニリン系一　………………・…・・75，381

　　ジアゾー　………………’………・・76，331

ジギタリス　……………・・…・……　　72，　21；　73，

　　　　　　　　　　　43；　77，　279

ジギタリス製剤　…………・・……・………．40，71

嗜好品類　……・・…………・…・………：…・43，41

嗜酸桿菌　……………・…・…一…………　45，69

2，6一ジクロルフェノールインドフェ

　ノーノレ　　・・・・・・…　。一・・・・…　。・・・・・・…　一・・・…　。・　60，　　47

糸状菌

　　一の生成する抗生物質　…　66，167，177

　　一の発育　………・・………・………　73，231

　　一の分離培養　……………一・…・75，443

　　食品中の一試験法　・…………・・…　77，341

シクロヘキサノン類　…・……………・…・76，39

ジチゾン　…………………………………　77，427

ジヒドロエチルモルヒネ　一…・…・……　48，127・

ジヒドロオキシコデイノン　……………　48，53、

ジヒドロキニーネ　……・…・………・……48，127

ジヒドロコデイノン　……………　51，50；55，

　　　　　　　　　　　　　　　74

ジヒドロコデイン　・・………………・……　48，127．

ジヒドロモルヒネ　……………・一・……48，127

ジヒドロモルヒノン　……………　51，50；55，

　　　　　　　　　　　　　　　74

ジベンツアルソルビット　………・…・・…　46，105

脂肪酸エチルエステル　…………　40，237；・46，

　　　　　　　　　　　　　　　68

C一末端基　　……・……・……・・…………・・77，219

ジメチルアニリン　…・……・∴……・・……　48，47

ジメチルグリオキシム　・…・・……一…・・75，103

2，6一ジメチルピリジン　…・・……・……　55，161

ρ一ジメチルベンツアルデヒド　…………　77，235

ジメトオキシフェニルブチルラクト

　ン・……………・…・・…………・……・・…48，168

ジャガイモ浸液　・………・一・・…・………　70，155

ジャム　………・……・…・・………・・　75，　33；　77，

　　　　　　　　　　　　　　　139
重金属　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　。・。・・・・・・…　　　75，　373；　77，

　　　　　　　　　　　　　　　485

シュウ酸；………・………・………　40，　9；57，

　　　　　　　　　　　　　　　12

種子（ヒルガオ立科の）　………………　77，239

種子油　…………・…・…・………・………・・55，11

酒精剤　………………………・・…………・42，180

酒精性飲料並に製剤　一・一一・・………　45，185

酒石酸　……………………………・・……・40，　9

酒石酸フェニル水銀　……………………　48，165

朱代用品　………・・………・………………　56，　1

腫瘍（しゅよう）　…・……………・・……　71，12・

消化酵素　一…・…………・………………　75，237

昇コウ（天）　…・………・…・…・…・…・…52，52

昇コウ（乗）代用品　…………・……・・…　61，57

石肖酸　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　。・・・・・・・・・…　。一…　　49，　　97

硝酸イオン　…・…………・…・……………　76，　3

常山　　●9●……鴨’塾…ら…らら●●99…’●G魯ら…嘔ら●・…　一・・一一　　59，　130

上水　……………・・…・……………　39，87；45，

　　　　　　　　　　　43；　52，　127；　77，　1

常水　………・・………・……………・…・・…　52，134

｝肖毒薬　　……………・・…・…………　　　73，378；　74，

　　　　　　　　　　　　　　　331

生薬　…・………・……・……・……・……・…　68，90

　　粉末一　………………’●’……o…”　75，149

生薬製剤　・……・…………・………………　72，196

しよう（醤）油　………・………・・　58，　34；45，

　　　　　　　　　　　　　　　171

　　一中のロダン酢酸エチルエステ
　　　ノレ　　’’’’’’’’’”陰●●●●’．’’”幽’’’”・・’・・・・・…　　69，　　41

　　一に対する防ばい（徽）効力試
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　　　験　　・・・・・・・・・…　一・・・・・・・・・・・・・…　　　41，　149，　153；

　　　　　　　　　　　52，　106，　109；　68，　27

　　一の防ぽい（徽）剤……　56，38；67，

　　　　　　　　　　　　　　　　79
食塩　　’…．’’’”●’●’’”9●’’’’”●’”60’●’陰…・…　一。・・　43，　132

食器　……・………・…・……・…・………・…　53，78

食肉

　　一の腐敗　……………一・………　39，233

　　一中のトリメチルアミノオキサ

　　　イド……・…………・・……　5D，95；53，

　　　　　　　　　　　　　　　　149

　　一ねり製品　・………………・・……　71，27

角虫媒　　’・・・・・・・・・・・…　一・・・・・・・…　。。・…　一・　　46，　154；　48，

　　　　　　　　　　　　　　　　159

食品添加物　・…・……………・……　77，175，339

植物性飲食物　………一……・・…9・…・…　43，41

食：用色素　・・………………・………　77，163，167，

　　　　　　　　　　　　　　　　443，447

除虫菊

　　一粉剤の分析　………・・………・…　50，106

　　一乳剤の分析　………一…・…・…　69，21

　　一の栽培　・・…………一…　69，130，156；

　　　　　　　　　　　　　　　　70」121
薦糖　　’”一”・o・・・・・・・…　。・・・・…　一・・一・一　　　44，　　6；　49，

　　　　　　　　　　　　　　　　73

糸粒体　・……・…………・…・……・………・69，76

塵埃　　’’’’”『’……’…’’’”●○○・・…　一・・・…　　　47，　54，　107；

　　　　　　　　　　　　　　　　72，285

真菌　……・・…………・……………　74，305，313，

　　　　　　　　　　　　　　　　349

人工甘味料　……・…・………・……………　77，61

　　ズルチン　・………………………r…　45，217

　　取締規則　………………・…・・………　58，45

　　サッカリン・…………・……・………60，　1

　　飲食：物中の一　……・・…・…　69，36，48

人工着色料　・……………・…・……　75，467；77，

　　　　　　　　　　　　　　　481

人屍　…一・・……・…・・……………一・…　67，203

人造繊維類　………一・・…・・……・　75，347，355

人造米　…・・……………・…………　72，277，281

酢・………………・…

水銀　・………………・

水素イオン濃度　・・…

（ス）

・・・・・・・・・・・・・… @　　50，　136；　5L

　　　　　　70
’・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・… @　73，　145

・・・・・・… @一・・一。　　39，　　53，　　87

水道水　一→上水

水分

　　医薬品中の一定：量　………………

スズ　………………………・・…・…………

　　一誘導体　……………・………・・…

Stannius小体　……・・…・……………・…・・

スチレン樹脂　…・…………・・……………

　ステロイド　…………’…

　ステロイド系物質　・……

　ステンレス鈎用線　…・…
lS・・ph・1…a劉1・・e……

　ストレプトキナーゼ

ストレプトマイシン……………………

ストロンチウム90　…・………・…

ズブトニン　……………・・…・……………

スフ綿・……・…………・………………

スメラテソA　・………・………・…………

ズルチンー→人工甘味料

　　人工甘味料としての価値　…………　45，217

　　一中のパラフエネチジン　………　69，36

　　ブドー酒中の一・……………・・…　70，37

　　一の爽雑物　………・一・…・・……　72，167

スルピリン　………・……・…・…・…・・……　77，113

スルファチアゾール　……………・・…・…　73，251

2一スルファニルアミノー4，6一ジメチ

　ルピリミジン　…一………一・………　67，171

スルファミン　・……………・…・…　49，115；55，

　　　　　　　　　　　59；　56，　5；　62，　72；　67，

　　　　　　　　　　　1，177

スルファミン誘導体　……………　55，47；56，

　　　　　　　　　　　9；　59，　66，　70，　75；　60；

　　　　　　　　　　　113；　62，9，58；68，138；

　　　　　　　　　　　74，1

スルフォ戸一ダミン　・…・・………・・…・…　75，259

スルホン誘導体　・…………・……・　56，12；59，

　　　　　　　　　　　70；　60，　96；　62，　72

　　　　　　　72，159

　　　　　　　76，279

　　　　　　　59，　70

　　　　　　　72，　7

　　　　　　　77，179

”●●●…”．’’”・・・… @　74，　111

・・・・・・・・… @　　73，　　33，　　37

●’’’’”…… @　　　　　　76，　249

●・’●・・・・・… @　　77，　389，　391

　　　　　72，　113，　117；

　　　　　73，245

　　　　　　　71，　97

　　　　’。一一。　77，　467

　　　　　　　70，157

　　　　　…　　　76，　265

　　　　　　　41，144

（セ）

青酸　・…・・…・………・・……………

青酸塩類　…・…………・…・…∵・…

青酸カリ　……………・…・・………●

精子　…・…・…………・……・………

性腺刺激ホルモンー→ホルモン

　　一の検定　…………・・……・・

　　妊馬血清一の検定　…・……

　76，　201，　295

・’・・・… @　　52，　　　1

●・・・・… @　69，　　76

’●… @。・・　71，　143

・…。・。・ V0，9
・。・一… @　73，　　25



事　　物　　索　　引 133

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　169

石炭タール色素　…………………　41，　1，　5

石粉　’…………’……’…”………………　58，70

石油　……………・…・・……………　41，65；44，

　　　　　　　　　　　　　　　　40

赤痢菌

　　一のスルファミン剤感受性　……　73，263

　　一のphage　typing　…・…・………・73，265

　　一内毒素の抽出　…・……………・・75，299

　　一口毒素の精製　……・・…………・75，303

　　一の0抗原の分析　………………　75，309

　　一内毒素　・……………・…・………　76・193

　　一体のrhamnoseおよび
　　　glucosam量ne　……・・…・…………　76，197

　　一流子株のキノン反応　…………　76，315

セシウム137　……・・………・……………　77，　1

赤血塩　………………………………・・…・46，99

石鹸　　．e●’”．’’’”一”●●匿…●●●’’”．”噸’’’’’”・・・…　　56，　　49

　　クレゾールー　…・…………・・……　47，　19

　　キシレノールー　…………・……・・52，　40

石膏　　”．’”o’●●…　’”・’・・…　一・一・一・・…　　　58，　67，　　69

セネガ・…・・……・……・・…………　46，27；49，

　　　　　　　　　　　　　　　　17

セミカルパチット　…・……………・……・73，109

ゼラニウム　・…………・……・……　 72，231；　75，

　　　　　　　　　　　　　　　　181

セレン　……………・・…・・…・……………・76，281

セレン硫化物　・……・・……・・…・…………　73，145

繊維　………’……”叫………・……・……　60，43

繊維素グリコール酸ナトリウム　一→C．M．　C．　Na

　　一の定量法　……・・……一　　75，33；76，

　　　　　　　　　　　　　　　　75，79

　　一の置換度の測定法　……………　75，471

　　一に関する細菌学的研究　………　75，501

染色体　…・……………・・…………　75，495；76，

　　胎盤性一日局標準品　……　75，221；76，

　　　　　　　　　　　　　　　　241

　　血清性一日局標準品　……　75，231；76，

　　　　　　　　　　　　　　　　235

　　血清性一の検定　・…・…・…　76，225；77，

　　　　　　　　　　　　　　　　305

精油成分　……・………・…・………………　46，36

西洋ハッカ（薄荷）　∵一………………　44，109

清涼飲料水　…………・…・…・……　58，34，51

石炭酸　…………・……………・・…　57，156；75，

　　　　　　　　　　　　　　　　299

石炭酸樹脂　………・…・…・………………　39，

　　　　　　　　　　　327；　77，　451

煎剤　………………・……………一………　59，130

井水　……………・…・・………・………・9…　77，　1

センタウリー草　……………・・…・………　46，　31

せんべい　・…・…………・…………………　77，491

　　　　　　　　　　（ソ）

ソーセPジ　………一…・…・……………　73，223

ソバ属植物　…………・・……・……　68，95，104

ソルビット　．………………・一…………・46，105

ソノレピン酸　　一・・・・・・・・・・・・・・・・…　一一一・一・・・…　　73，　223

　　　　　　　　　　（タ）

大気

　　一中の活性酸素検出法　…………　45，　1

代謝生産物　…・・……………・……　74，305，313

耐性株　……・・…………・…・……………・・67，177

大腸菌　一パラ大腸菌

　　一ウレアーゼ……………・…・・…39，75

　　上水中の一検出法　………………　45，43

　　病原性一検出　……………・…・・…　75，279

　　輸入バターから分離した一　……　76，325
堆月巴　　●’●’”◎’●”…ワ’”・”・・…　一・・・・・・・・・・・・・・・…　　41，　48

大風子アルコール　……・……・・…………　55，　7

大風子酸エステル　………・・……・………　55，　7．

大風子油

　　一製造試験　………………　40，45；42，

　　　　　　　　　　　　　　　　184

　　一総脂肪酸エチル土スチル　……　40，237

　　一脂肪酸エチルエステル試験成
　　　績　　幽’o’’’’’’’’’’’”●●●’’’’”・・・…　●・一・…　　46，　　68

　　フk溶’性一製斉り　　・・・・・・・・・・・・…　　　49，　　44；　　51，

　　　　　　　　　　　　　　　　9

　　一脂肪酸エステル類　……………　49，44

大便　……・……・……・……………　74，446；75，

　　　　　　　　　　　　　　　　279

大麻エキス　………・……・…・……　75，117，123

たくあん（沢庵）

　　一中のサッカリン試験成績　……　47，95

　　一中のサッカリン試験法　………　58，10

　　一中のサッカリン含量　…………　58，24

　　一中のサッカリン，サリチル酸

　　　検出反応　…………・・……・・……・・68，37

脱脂粉乳　・・…………・…．…………　74，317；77，』

　　　　　　　　　　　　　　　　381

脱脂綿　・・………………・…………　56，29；75，
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　　　　　　　　　　　　365；　76，　265

脱脂煉乳　………………・……・…・………　52，11

ダツラ属の葉　・………・……∵・…………　67，69

蓼科植物　…・………一…・………………　68，95

タマサキツヅラフジ

　　一の暗点病　………・………・・……　66，53

　　一の実生栽培　・………・・…　74，407；75，

　　　　　　　　　　　　　　　　165

　　一の塊茎栽培　……・……・……・…　76，139

タリウム　…・……・………・………………　76，283

タr一ノレ塩基　　・・・・・・…　一・・・…　一・・・…　一・・・・・・…　　66，　　43

タール色素

　　一の化学的試験成績　……………　41，　1

　　一の毒性　………・・………・………　41，　5

　　一の定量法　……………・・…・……　52，70

　　油溶性食用一のビタミンA安定

　　　作用　・………・・…・・…・一・…・……　68，57

　　国産一品質誤験成績　・……一…・73，165

　　一の分析法　一…・…………・……　73，335

　　一のポーラログラフィ　…………　74，243

　　法定食用一分析用計算図表　……　74，247，

　　　　　　　　　　　　　　　　253，259

　　化粧品用一の確認試験法　………　74，437

炭酸ガス　・………………・・………………　50，80

炭素源　・…・…・…・・……・…一・……・……　66，197

タンニン酸　…・…・…………・……………　41，153

タンニン酸アルブミン　…………………　73，147

タンニン酸フェナゾリン　…………・・…・59，136

蛋白質　………∴………・…………　　67，　39；　75，

　　　　　　　　　　　　95；　76，　209，　213，　221

蛋．白分解酵素　・………・………・…　72，113，117

　　　　　　　　　　（チ）

チオクロム　………・・………・……………　74，81

Thiothiamine　・・…・…・…・…・・…・・………　77，331

チオ尿素　……・・……・・…・…一……・…・・67，165

チクロヘキシルスルファミン酸ナトリ

　ウム　・……………・…・……………・・…・77，　61

チーズ……・…………・………・…………　39，　1

チタン　・…・……………・…………　52，70；75，

　　　　　　　　　　　　　　　　491
窒素　　・・…　一・・・・・・・・・…　一・・・・・…　一・・…　　　47，　41；　73，

　　　　　　　　　　　　　　　　29
窒素月半料　　・・・・・・・・・…　一・・・・・・・・・・・・・・…　一・…　一　　76，　133

チトラール・…・…………・………………76，149

チトリニン・……………・…・……　73，191；74，

　　　　　　　　　　　　　　　　299

チフス　………………・………・…………・71，58

　　一性疾患の化学療法　……　62，63，72

　　腸一パラー混合ワクチン　…　66，213

チフス菌

　　一煮沸抗元　………………　41，27，34

チフス性疾患　………・……・…・・…・・……　60，113

チモール

　　一の合成　・……………・…・………　57，140

　　一の殺菌カ　一……・………・一・・59，10

　　一の駆虫作用　……………………　61，22

　　クロルーの使用　…………………　61ρ20

茶

　　一の実中のサポニン　……………　40，259

　　緑一の放射能汚染　………………　74，201

　　農薬残留試験　………・…・……・……　75，23

着色料　・……………・…・…・…・・…　75，237，245，

　　　　　　　　　　　　　　　　251，259

中華めん（麺）　・…………・・……　76，285，287

腸炎菌

　　食品と一の関係　…………・・……・50，24

　　一感染に対するスルファミン誘

　　　導体の効果　…・……………・・……　60，113

　　一感染に対するBenzothiazoL，

　　　Benzy1－guanidinの効果…………　62，63

　　トリパンブルーを注射した動物の

　　　一感染　　o’．’●’’”●’”陰噸’●’●●●”り一…　　74，　391

腸線　………・………・………・………・・…・77，505

　　一の吸収試験　………………・・…・70，95

　　市販一に就て　………・・…・…一・…　71，149

　　Chromic一の消化性　……………　72，289

　　馬一の抗張力減少　……・・…一…　74，445

　　一の改良　…………・・……・………　75，341

　　一一縫合糸　・……………・…・　77，367，373

チョウセンアサガオ属

　　一の栽培，アルカロイド製造試
　　　験　　●”．．”●●…”●’”の●’”●”●●”・・・・・・…　。　42，　　　1

　　一二品種の生産力　・・…・…………　63，31

　　一の二三性細菌病　………　66，63；67，

　　　　　　　　　　　279，　69，　136

腸チフス　……・・…………・………　66，213；71，

　　　　　　　　　　　　　　　　58

チンキ剤　……………・・…一………・…・・40，189

　　　　　　　　　　（ツ）

ツノくキ　　’幽’●’’”…．’’’’”巳の’””’’”●’”・’”・・・・…　　409　259



ノ

事　　物　　索　　引 135

ツバキサボゲニン　一………一…・・…・・40，273

　　　　　　　　　　（テ）

呈色試薬

　　ビタミンB1の一…………・…・…・66，151

泥土　………・…・……・・．……・……一・・…・47，41

テオフィリソ　・…・…・…∵……・…………　57，154

テオフィロール　・・…一………．…………　55，　16

テオブロミン　……………・…・・…　40，211；57，

　　　　　　　　　　　　　　　　7；61，88

デスオキシリボ核酸　……・…………・…・73，245

列目トステロン　・………………・・………　77，　95

鉄　　・・・…　。・・・・・・・・・・・・・…　。・・・・・・・・・・・・…　　　45，　141；　74，

　　　　　　　　　　　　　　　　421

テトラフェニルホウ素ナトリウム　……　76，　69

デハイドロ酢酸　・………・……・…　70，41；72，

　　　　　　　　　　　　　　　　161，163

電解液． @●’……●”『’…●●．．●’’’”◎’●”含・’・●『『’・・・…　　57，　　12

天水　…………・…・…・……………　77，　1，467，

　　　　　　　　　　　　　　　　473

殿粉　……………・…・・一………・・　44，132；48，

　　　　　　　　　　　　串2；　67，　23；　70，　23

殿粉分解酵素　………・・………・…　67，35；68，

　　　　　　　　　　　　　　　　14

　　　　　　　　　　（ト）

トリラウリン　…・……・……i……………55，　5
銅　　Q亀噛竃…一……’’”…亀‘辱’「亀…亀…一・・・・・・・…　一・・一・　50，　152

銅塩類　　．●…’’’’’”6”9…●’●●’’’”．●”●響’●●…．●…　　47，　　77

当帰　………・…・……・……………　　48，　5；49，

　　　　　　　　　　　　　　　　　1；51，4

陶器類　…………・…・…・一・……………・50，49

銅クロロフ不リンナトリウム　…………77，　9

動植物三下製品類　・………………・・……　43，38

頭　　・・・・・…　。・・…　。一・。。・・・…　。・・・・・・…　　　53，　187；　58，

　　　　　　　　　　　　　　　　67，69

吐物　……………・………・………・　50，　1；74，

　　　　　　　　　　　　　　　　446

動物性飲食：物類　……………・…………・・43，　1

ドーフノヒ散　…・・………・……。・…………・　74，　65

糖密　　・・・・・・…　。・・・・・・・・・・…　。・・・・・・・・・・…　一・・・…　　44，　　6

呼量　………’……’…’●……’…………・…　52，11

糖燐酸エスラル　・・……∴・………・………　75，407

糖類●’…’…”…・・……一……．48・・02・49・

　　　　　　　　　　　　　　　　73

ドクウツギ

　　一の有毒成分　……………………　40，　1

　　一の成分　……・…………・・　44，106；51，

　　　　　　　　　　　　　　　　6

毒成分

　　貝類の一　…………………　69，107；74，

　　　　　　　　　　　　　　　　283

毒素

　　菌体内の一　………………　75，299，303；

　　　　　　　　　　　　　　　　76，193

毒物　………・…・…・………………………　50，　1

　　森永ドライミルク事件の一　……　74，29

　　水俣病の一　………………・…・・…　76，281

土壌水分　…・…………一・………　47，47；72，

　　　　　　　　　　　　248；　74，　399；　75，　181，

土壌成分　…・…………・…・………・・……・72，241

ドデシールァルコール硫酸エステルナ

　トリウム塩　……………………………　52，118

ドライミルク　…………・……・・…………　74，　29

トリメチルアミノオキシド　……　50，95；53，

　　　　　　　　　　　　　　　　149

トリパンブルー　………………・……・・…　74，391

トリプシン　・…・……………・……………　76，209

ドリン製剤　……………・・………・………　77，127

ρ一トルイジン’　・…………・…・…………　46，133

トノレオーノレ　　・・・・・・・・・・・・…　∴・・・・・・・・・・・・・・・・…　　40，　279

ρ一トルオールスルフ．アミド　…………　51，　32

　　　　　　　　　　（ナ）

ナトリウム　………………・………・・……72，139

ナフタレンジオール　……・…・………・…　76，75

α一ナフチルチオ尿素…………．一…・・…・・67，165．

鉛　　　　　　　’

　　血液中の一　一…・…・……・…一…　47，97

　　塵挨中の一　・……・………・・…一…　47，107

　　溶性一　　’’’’’”…”●●●●○・・・…　。・・・・…　一・　50，　49

　　化粧品中の一　・…………・・…・一・72，123

　　一三チューブ．・……………・……・72，133

　　缶詰内食品に移行する一量　……　73，213

　　一の経皮吸収　…………・・……・…　75，373

　　一の定量　・………………・・………　77，427

奈良漬　………・……」・……………・……・・47，95

ナルコチン　…………一・…・……　46，185；48，

　　　　　　　　　　　　68；49，　58

ナルセイン　…………一・…・……　48，　68；49，

　　　　　　　　　　　　　　　　58，67
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　　　　　　　　　　（二）

にがり（苦噛汁）　………一・…………　58，67

肉……………・…・・………………………45，156

肉及び肉製品　……………・・…・…………　72，181

ニクケイ　・………………・・………………　55，　11

肉桂脂　……………一・…・…………・∵・・…　51，112

ニコチン酸　…………・……・…・…　66，43；74，

　　　　　　　　　　　　　　　　431

ニコチン酸アミド　……一…・……・……　74，431．

二酸化セレ’ン　………・……・・……　74，111，113；．

　　　　　　　　　　　　　　　　77，81

日用品　……………・…・6…………　43，　1，132

ニッケル　…………………………　　46，154；　48，

　　　　　　　　　　　　　　　　159

ニッケルクローム　…………・……・・……　56，　44

0一ニトロァニゾール　……………　44，176；46，

　　　　　　　　　　　　83；　48，　117

ρ一ニトロアニリン………………　46，133；72，

　　　　　　　　　　　　　　　　81

鯵ニトロアニリン系甘味物質…………．67，73

かニトロ安息香酸　一………・一………　59，144

ニトロ化合物　……・……・……・…　46，133；48，

　　　　　　　　　　　　117；　49，　88；　77，　39

ニト官クロルベンゾール　………………　46，101

0一ニトロクロルペンゾール　……　　44，176，195；

　　　　　　　　　　　　　　　　46，83

ρ一ニトロクロルベンゾール　……　 42，233，235；

　　　　　　　　　　　　44，　61，　170，　195；　46，

　　　　　　　　　　　　93

4一ニトロソアンチピリン　………　46，42；48，

　　　　　　　　　　　　　　　　117
ρ一ニトロ　トノレオ・一ノレ　　・・・・・・・…　一一。・・・・・・…　　46，　133

ρ一ニト官フエネトール　…………　　42，233，235；

　　　　　　　　　　　　44，　61，　170；　46，　93，

　　　　　　　　　　　　133；　74，　39

ニトロフェノール　………・・……・………　46，101

ρ一ニトロフエ・ノール　………・・………・…　46，133

3一ニトロフタール酸　 ・………………・・
V6，　33

ニトロフラゾン　…一・…………・　67，177；69，

　　　　　　　　　　　　111；　71，　27

ニトロベンゾール類・………………・・…　75，47

ニパギンA，ニパギンM　………………　45，171

ニパゾールM　……一…・……・…………　45，171

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　！乳汁　…………一…・・…・……………・…　59，17

季L糖　　…　一・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　∴・・・・・・・・・・・・…　　　48，　102

尿素樹月旨　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　一…　　75，　323

妊馬尿　…・…………・…・…………　72，37；73，

　　　　　　　　　　　　　　　　11

　　　　　　　　　　（ネ）

ねいしゅ（寧朱）　……………・・………・58，128

　　　　　　　　　　（ノ）

脳下垂体後葉　…………一……・…………　77，501

　　一注射液　……・…………・・………　70，157；

　　　　　　　　　　　　　　　　　　73，　29

脳下垂体後葉ホルモン

　　一の検定　一…・…………・　70，　1；71，

　　　　　　　　　　　　　　　　103

　　各種動物の一　……………………　74，151

　　牛の一………………・……・・……　74，159

　　一の反応　…………・……・・………　76，173

ノノミノレギン　　一・・・・…　一・一一・・・・・・・・・・・・・・…　一・　46，　52

　　　　　　　　　　（ノ・）

肺炎双球菌　………………………　56，22；60，

　　　　　　　　　　　　　　　　107

廃水　…・……………・・……………………　58，117

ノミイタライト　・………．………・…・………　52，179

培地　…………・・……・……………　41，34；68，

　　　　　　　　　　　　120；　70，　153，　155

配糖体　…………・…・…・……………・…・・40，185

培養濾液　・……………・…・・……・・………　72，205

麦芽糖　　●●●φ”●●’”●●’●’●’’’’’”●’．。・・・・・・・・・…　。・　48，　102

白血球　………………………………・・…・77，399

パスー→パラアミノサリチル酸

バソプレシン　……………………　74，125，141，

　　　　　　　　　　　　　　　　151，159

バター　…………・……・・…………　 39，　1；　76，

　　　　　　　　　　　　　　　　325

発育阻止物質　・………・・…・…・・…・……・・66，167

ハッカ（薄荷）　……………・・………・…　44，109

麦角　…∴……………・…・…∵・…・・　56，33；59，

　　　　　　　　　　　　25；　65，1；　66，101；　67，

　　　　　　　　　　　　219；　68，　150；　69，　165；

　　　　　　　　　　　　77，235

　　一一製剤　…一………一・・…・一…　55，115‘

　　一アルカロイド　…………・・…・…　72，　77

麦角菌　・………………・・…………　　66，101；67，

　　　　　　　　　　　　219；　73，　269

　　一の寄主植物　・・…………・　70，127；71，
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　　　　　　　　　　　　　　　　161

発情物質　……・………一・………　72，45；73，

　　　　　　　　　　　　　　　　17

発熱（性）物質　・…一…………・…　68，127；69，

　　　　　　　　　　　　124；　70，　83；　71，　40；

　　　　　　　　　　　　74，375

　　一試験法　………・…・・一♂・　70，27；76，

　　　　　　　　　　　　　　　　179，185

発熱療法剤　・・…………・……・・…・　70，83；71，

　　　　　　　　　　　　40；　74，　361，　375

ノ、ト　　・…　。。・一…　。・・・・・・・・…　。・。・一・・・・・・…　一・…　　76，　169

ハトムギ　………・・………・………　 69，147；　72，

　　　　　　　　　　　　　　　　219
ノξニリン　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　　　　74，　　33；　　75，

　　　　　　　　　　　　　　　　43
ノミノミペリン　　・・・・・・・・・…　6・・・・・・・・・…　軽・一鱒・。・・　48，　　77

ノ、マニンニク　・……・∴……・…・…　 65，　1；　66，

　　　　　　　　　　　　101；　72，　225

歯磨　…・……・………・……………・・…・…　77，　9

パラアミノサリチル酸…………　71，139；72，

　　　　　　　　　　　　　　　　81

パラ大腸菌　………………一・……………　74，446

パラチオン　・……・…………・……　72，177；73，

　　　　　　　　　　　　　　　　201

パラチフス　・……・…………・……　66，213；71，

　　　　　　　　　　　　　　　　58

パラホルムアルデヒド　………………一・49，31

バリウム　・……………・…・………………　55，　91

パルピタ＿ル　………・…・…・……　 49，129；77，

　　　　　　　　　　　　　　　　109

バルビツール酸類　………………　49，129；61，

　　　　　　　　　　　　　　11，　　73，　131，　137

バレイショデン粉　…・・…………・　67，23；76，

　　　　　　　　　　　　　　　　297

ハロゲン　・……………・…・………　76，　3，　17

パン　…・…・…………・……………………　72，191

パンクレアチン　……・・……・……　67，39；68，

　　　　　　　　　　　　14；　70，　71；　76，　209

　　一中のリパ・一ゼ　……………・・…・40，287

　　一中のアミラPゼ　………………　77，289

　　　　　　　　　　（ヒ）

ビアルロニダーゼ………………………　77，295

ビナメタンA　……………・・…・…………　56，　38

ピサチン　・……・・……・・…・・…・…・………　70，17

比色標準液　・………………・・……　64，　1；66，

　　　　　　　　　　　　　　　　163

非水溶液　…・・……………・………………　76，　3

　　一を用いる滴定　…………　72，145，151；

　　　　　　　　　　　　73，　103；　74，　9

ヒスタミン　・………………・・……　55，　65；70，

　　　　　　　　　　　　157；　76，　169

ヒスチジン　……・・…………・……　74，95，101

ヒ素　・………………・・……………　　51，　65；　72，

　　　　　　　　　　　　293；　75，　15

　　化粧品中の一　・…・…一……・…・・72，123

　　粉ミルク中の一　………………・一　74，265

　　一中毒　……………………………　74，269

　　一の経皮吸収　……………・…・・…　75，373

　　鶏卵および組織中の一　…………　76，289

　　牛乳中の一　……∴……・…・…・…・76，329

ビタミン　・………………・・………　73，377；　74，

　　　　　　　　　　　　　　　341；　77，　　95

　　一試験法　　…　。一・…　一…　。・・…　　　39，　93；　41，

　　　　　　　　　　　　　　　　10

　　バイオアッセイ　……………　73，81；74，

　　　　　　　　　　　　　　　　89

　　アゾトメトリー　………………・・…・73，377

　　一標準品　…・…………・…・　74，431；75，

　　　　　　　　　　　　　　　　433

ビタミンA　・・…・………・・…・……　66，157，163；

　　　　　　　　　　　　　　　　68，57
　　一品斉U　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　　　60，　　52；　67♪

　　　　　　　　　　　　　　　　31

ビタミンB1・…・…………・・……・・　57，　1；　67．

　　　　　　　　　　　　　13，　　19；　77，　331

　　一製剤　……………・…・・…　62，13，31♪

　　　　　　　　　　　38；　67，　25，　29

　　一定量法　…・……・………・　64，　1；73，

　　　　　　　　　　　89；　74，　81

　　一呈色試薬　………………・・…・…　66，151

　　一の廃液よりの回収　……………　67，23

　　一標準品　……………・…・・………　75，433

ビタミンB2………・……………・・………　75，433

ビタミンB6……・…・……・・・・………一…　75，433

ビタミン’B12…・……・…・・…・……・…・・…・　74，　89

ビタミンC

　　一の螢光反応　…・・……………・…　70，77

　　一注射液　・……………・……・……　72，273

　一定量法　…・……………・・………　73，89
　一標準品　　陰●”．’’”●’●’●’’”●●●’・・・・・…　　75，．433

　一定量反応　………………………　76，21
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ビタミンD　…・…

ビタミンE　…・…

ビタミンK3……・

ヒドラスチニン　・

’’’’’’’’’’’’’”99一’●・・・・・… @　41，　10

・。・・…
@一・・…　。・・・・…　。・・・…　　69，　　1

’●●’’”o’’”●陰●’”匿●・・・・・・… @　74，　431

・’・・一・…
@一。。・・・…　　　44，　142，　148；

　　　46，　185，　194；　49，　137

ヒドラジン化合物　・…・……………・……　77，

ρ一ヒドロキシプロピオフェノン　………　76，

ヒドロキシアミン

ヒドロコデイン　　…

避妊薬　……………

ヒノリン　・・…一・・…

表皮組織　・・………・

病原性細菌　・…・…・

病変米　…・……・…・

　　一菌　…・…・・

病原性大腸菌　……

氷酢酸　…・……噸…・

…　一。。・・・・・・・・・・・・・・・・・…　　49，

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・… @一　　74，

’●’●●’●・・。。・・… @。・　　69，　　56，

　　　70，　99，　103

●　●　●　●　■　o　●　●　●　■　●　■　，　o　曾　■　■　，　○　，　，　…　　　　　●　6　●

・…
@一…　一・一・・・・・・…　。…　　67，

”●」’o’●’●●●・・・… @　　68，　120；

　　　　　　　136

0　，　，　，　■　■　●　，　o　●　●　●　，　o　，　●　●　■　■　O　O　o　．　，　・　o　●

●　●　●　●　■　■　，　．　●　，　“　■　9　■　．　．　．　・

●　●　●　9　，　．　．　．　．　，　．　●　●　・　・　o　o　，　…　　　　　．　噸　．　●　o　●

匿　「　●　●　●　●　，　，　，　o　●　●　．　■　噸　．　．　●

39

33

96

61

58；

67，123

　　69

　　69，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　73，197

　　　　　　　　　　　　　　　　74，　305，　313

　　　　　　　　　　　　　　　　　　75，279

　　　　　　　　　　　　　　　　72，　145，　151；

　　　　　　　　　　　　73，　103；　74，　9，　15

ピラゾール　…・…・…・・……・・………L一…　41，132

ピラビタPル　・…・・………………　　77，　99，105，

　　　　　　　　　　　　　　　　109

ぜリジン　…………・……・……………・…　67，123

ピリジンカルボン酸・………………・・…　72，151

　　一アミド　・・…………・…・・………・72，151

　　一ヒドラジド　……・…………・…・72，87

ピリミジン　…・………・……・……………　75，103

肥料　…・……………・・…・・……・…　72，231；75，

　　　　　　　　　　　　　　　　189，267

ヒルガオ科植物　・・…………………一…　77，239

ピレト　リン　　・・・・・・・・・・・・・…　。・・・…　6…　　　70，　121；　　76，

　　　　　　　　　　　　61；　77，　135

ピローノレ　　・・・・・…　。・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　一・・…　。・　76，　　21

　　　　　　　　　　（フ）

ファージ型……・…・…・…………………　78，317

．フィッシュミール　……」……・…・………　77，449

フェノバルピタール　……………　68，75；74，

　　　　　　　　　　　　　　　　25

．ρ一フェネチジン　・………・………・………　69，36

1一フェニルー3．一メチルピラゾロン　　…　74，　15

フェニルアセトン　・……………・…・……　74，107

フェニルアセトァセトニトリル　・……・・74，107

フェニルアミノプロパン　・……・……・…　73，113

フェニルメチルアミノプロパン　………　73，113

フェニル酢酸　…・……………・・…………　74，107

フェナセチン　……・………・…・…　42，222，233，

　　　　　　　　　　　　235；　44，　61，　165，　170；

　　　　　　　　　　　　46，93

フェニール芥子油　・……………・…・……　41，52

フェナゾリン　・…………・……・…　48，143；49，

　　　　　　　　　　　　123；　59，　136

ρ一フェニレンヂアミン　……・…・・………　46，133

解一フェニレンヂアミン…………・一・…　48，117

1一フェニルー2，3一ジメチルピラツォ

　ロソー4一メチルアミドメタソスルホ

　ン酸ソーダ　　…　一・・・・・・・・・・・・・・…　一一・・・・…　　49，　　35

フェニルジメチルピラゾロンメチルア

　ミノメタンスルホン酸ソーダ　………46，52

フェニルプロパノールアミン　…………　40，145

フェニルニトロプロパノール　…　40，145；46，

　　　　　　　　　　　　　　　　79

フェニル水銀アセタート　…・…・………・46，205

フェニル水銀ラクタート　・…・…………・46，205

2一フェニルキノリンー4一カルボン酸…　40，51；

　　　　　　　　　　　　42，　42，　190；　48，　162；

　　　　　　　　　　　　49，144

ρ一フェネチヂン　…一………・…・　44，165，170；

　　　　　　　　　　　　　　　　46，133

フェノバルビタール　……・・…………・…　59，　1

フェノール　一→石炭酸

フェノールフタレイン　…………・…・…・55，　83

4一フォルミルアミドアンチピリン　…　44，22

フォール酸　…………・……・・…・…・…・…　ε8，　9

L一フコース‘ @……・……・…・・……・……・77，123

不純物　・…………・……・・…………・……・75，407

フーゼル油　・………………・・……………　40，181

フタル酸水虻カリウム　……一…・一…・75，493

ブチルハイドロキシアニゾール　・…・…・76，

フツ素化合物…………・……・・…………77・

ブドウ球菌・・………・…・・……・…　67，97；

　　　　　　　　　　　289；　77，　381

　　一の実験的化学療法　……　56，22；

　　　　　　　　　　　　　　　　70，75

　　牛乳由来の一　……………　71，73，

55

75

75，

59，

82；

　　　　　　　　　　　72，　199，　205；　74，　317

ブドウ酸　　…・……………・……・…　　40；　　9；　57，

　　　　　　　　　　　　　　　　12

ブドウ糖………・………・・………　42，　6；44，

　　　　　　　　　　　6；　46，　105

ブドウ酒………………一・………………70，37
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ブトカイン　……・…・………・……………　46，160

腐敗アミン　…・……………・・……………　74，295．

フラン誘導体　・………・………・…　69，118；71，

　　　　　　　　　　　　　　　　6ア

クラシン　……………・・…・………　67，177，183

プラスミノゲン　……・・…………・　72，113，117

フラスキン　一→フラシ’ソ

ブリン塩基幽………・……・・………・一…・75，103

ブルガリア桿菌　一……………・・………　45，69

フリルプロピオン酸　………・……・…・…　67，157

フルフロール　…・・……………・…………　61，　85

プ”マミンT　……………・・…・・…・…・…　51，　32

プロム鱗介酸塩　・……………・…・………　67，13

プロタミン……・……・……・……………76，163

プロカイン　………・・………・……………　76，65

ふん尿　・…………・……・…・……………・・41，　48

ふん便　・・………………・・…………・……・50，　1

粉寧L　　…　∵・・・・…　。・・・・・・・・・・・・・・・・・…　。・・　　47，　125，　131，

　　　　　　　　269；　74，　　29，　317；　77，　381

　　　　　　　　　　（へ）

ヘキサビタール　……．…………・・……・…　59，　3

ヘキシルレゾルシン：丸　…………　68，　1，　6

ベストックス　……・・…………・……・・一　73，205

ヘパリン　……………・…・・………………　75，207

ペプシン　………・………・・………………　72，109

　　含糖一一　・……………・・……………　73，14ア

ベルペリン　……・・…………・・・…一……　44，142

ベヒジルアミノメチルアンヒドロコタ

　ノレニこ／　　・韓・・・…　一・…　。。。…　。。・…　。。・・…　一…

ρ一ベンジルフェノール　…・・……………・46，199

ベンズアルデヒド　………・・………・……　40，279

ベンチジン　……………・一・……………　42，202

ペンチルスルホン酸ナトリウム　………　62，58

　　　　　　　　　　（ホ）

防空救急箱　一……………・………一…　53，41

ホウ酸　……………・…・・…………　　40，207；　77，

　　　　　　　　　　　　　　　　491

防ばい剤

　　一の効力試験　・一………　41，153；52，

　　　　　　　　　　　　　　　　109

　　一の毒性　………・・………・　56，　38；　67，

　　　　　　　　　　　　　　　　79

防腐剤　・………・………・…………　41，144；45，

　　　　　　　　　　　　　　　　117

　　一検出法　……………・・…・………　69，48

　　一効力試験　…・………・・…　41，132；45，

　　　　　　　　　　　　171；　73，　231，　237

放射性薬品　・…………・……・……………　76，　9

放線状菌

　　一の産出する抗生物質　…　66，183，193，

　　　　　　　　　　　　　　　　197

補体　………………………………・・…・…　45，55

Folin－C三〇calten試液　…………・…・…・…　77，149

4一ホルミルアミノアンチピリン…　48，16，38

ホルムアルデヒド（ホルマリン）…　45，117；46，

　　　　　　　　　　　　　　　　79　　　　，

　　一との反応　………………　39，177；41，

　　　　　　　　　　　　　　　　160；　45，　141

　　魚肉中の一　………………　45，123，131

　　食：肉中の一　………・…・・…　45，156；50，

　　　　　　　　　　　．95；　53，　149

　　酒の中の一　………………・…∵…　56，　57

　　食品中の一　……………・・……・…　77，487

ホルモン　…・………・・…∵・………　71，　1；　72，

　　　　　　　　　　　　45；　74，　179，　185；　76，

　　　　　　　　　　　　173；　77，　95，　305，　313

　　一の検定　…・……………・・　70，　1，　9；

　　　　　　　　　　　　71，　103；　75，　221，　231；

　　　　　　　　　　　　76，　225，　235，　241；　77，

　　　　　　　　　　　　305，313

　　一の製造・・一………・…・　72，37；74，

　　　　　　　　　　　　159，　221，　231；76，235，

　　　　　　　　　　　　241

　　一の定量　…………一…・・　73，11，17，

　　　　　　　　　　　　25，29；　74，151；77，95

　　一の呈色反応　・………………・・…　73，21

　　一の殺菌　…………・・……・………　75，　5

　　　　　　　　　　（マ）

マーキュロクロム

　　一の試験成績　…………・……・・…　52，64

　　一中の不溶性水銀　…・・…一……　73，145

マーサリル　……・………・・……・・………・76，29

マクラミン…・・……………・……………67，189
麻酔斉U　　…　。・・…　一・・・・・・・…　一・・・・・・・…　。・。・・…　。　44，　201

ます

　　一の缶詰検査　……・……・……・…　76，205

マーマレード

　　一中のC．M．　C．定量：　…………　75，33

豆
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　　一の青酸試験　……………　76，61，201，

　　　　　　　　　　　　　　　　295

麻薬

　　家庭一　　”・・・・・…　一…　一。。…　。。一・・・・…　　74，　　61

マラカイト緑

　　一の消化酵素への影響　…………　75，237

　　一の血液および肝臓への影響　…　75，251

マラリア病　…………・…・…・……………　59，130

マルトビオン酸石炭　…・・…・・……・…・…　48，102

マルパトウキ　…・………・……・…………55，14

マレイン酸エルゴメトリン　……………　76，　45

マンダラ葉　………………………………　67，　61

マンデル酸　’●”●…’…’”………………　49，152

　　　　　　　　　　（ミ）

水　一→常水，上水，井水，天永，廃水

　　一の濁度測定法　…・……・………・47，33

　　海水　……・・…………………・　47，41，54，

　　　　　　　　　　　　　　　　63

　　飲料水　・・………………σ……　50・　72；58’

　　　　　　　　　　　　　　　　34；77，1

　　一のアルカリ度検定法　…………　52，127

　　一の硬度検定法　∴・…………・・…・52，134

　　プールの水　…………・……・・　56，59，87，

　　　　　　　　　　　　　　　　92

　　工揚廃水　…・・……………・……・…・・58，117

　　色素による殺菌　………・………・・…　66，219

　　一中のパラチオン試験　…　72，177；73，

　　　　　　　　　　　　　　　　201

　　一の放射能汚染　………・……・…・74，209

　　一の放射能測定　…………・…・…・75，403

　　飲料用天水　…………・・……・………　76，275

ミブヨモギ　・・………………・……………　69，156

　　　　　　　　　　（ム）

無損i非箏電解液　　。・・・・・・・・・・・・・・・・・…　一。・・・・・・…　　57，　　12

無機性塩類

　　豆腐，こんにゃく中の一　………　53，187

麦類　…・………・……・……・…………・・…　66，101

ムラサキオモト

　　一の生育への土壊水分の影響　…　72，241，

　　　　　　　　　　　　　　　　248

　　　　　　　　　　（メ）

メコン酸　…・…・・………・…………・・……　77，139

メタノール　→メチルアルコール

メタンスルホン酸誘導：体　……・………・・55，59

メチオニン

　　製剤中の一の定量　………………　73，69

　　一の化学的定量　…………　73，75，79

メチルアルコール

　　一の検出法　・…・……………・……　40，197

　　一の試験　・………………・・　45，185；77，

　　　　　　　　　　　　　　　　27

　　リキュール中の一一一　………・……・・52，195

　　洋酒中の一　………………・…・・…　74，443

　　一の定量　………・………・…一…　76，53

認一メチルエフェドリン　　………………　46，　79

メチルエフェドリンの検出法　…一・…・74，105

メチルテストステロン’…………………　77，95

1一メチルノルヒドラスチニン　………　49，137

3一メチルノルヒドラスチニン　………　44，148

メチルパラフィノール　……・…一……・75，71

α一覧一6f5一メチルビスデヒドロドアジ

　一酸・…・……………・…………・……・・73，21

ρ一メトキシーγ一ブチ戸ラクトン　・…・…・46，177

メトキシナフチルブチロラクトソ　……　48，168

メラミン樹脂　・………・・…・・……・………　76，　83

メルブリン　　…・・………・・………・………・　46，　52

　　　　　　　　　　（モ）

モノアゾ色素還元成績体　………………　75，29

モノクロール酢酸　・…・一・……・・　72，171，174

モノフルオール酢酸一・……………・…　75，19

モノフルオール酢酸アミド

　　一の定量法　………・………・・……　75，19

　　残留試験，茶，柿の一　…………　75，23

　　一丸，；林檎の一　………………　76，293

　　一茶葉の一　………・・…・…・…一　77，495

木綿　・………………・……・………………　75，355

毛IE　　●●●●…’’’”●’”．．’’’’’’’’’’’”●●…　。・…　一。・・…　　　76，　293

モルヒネ　一→ジヒドロモルヒネ，あへん

　　あへん中の一の定量（法）一　51，180，204；

　　　　　　　　　　　　72，　57；　77，　139，　479

　　一の精製法　・・………………・……　51，225

　　一の製造条件　……・…………・・…　59，17

　　一の製造試験　…………・・…・・6…・59，19

　　乾燥減量と含量　……・…・………・…　71，20

　　定量値の比較　…………・……・一…　72，55

　　朝鮮産あへん中の一　……………　72，71

　　一の定量（法）　…………　73，59；75，

　　　　　　　　　　　　　　　　127

、
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　　日本産あへん中の一の含量…73，65；74，

　　　　　　　　　　　　429；　75，　429；　76，　303

　　国連寄贈あへん中の一の含量　…　73，67

　　一の検出　…………・…一・…・…・・74，57

　　乳液乾燥温度とモルヒネ含量　……　74，69

　　外国産ケシの一　…………………　75，157－

　　一の定量用計算表　………………　76，109

　　切傷法と収得量　…………・……・・…　76，119

　　　　　　　　　　（ヤ）

薬用植物

　　一の土市肥料学的考察……　67，261；68，

　　　　　　　　　　　　144；　69，　156

　　水耕法による一の好適反応　……　67，275

野菜　…・…・………・…・………・……・……　72，177

　　一中のパラチオン試験　…　72，177；73，

　　　　　　　　　　　　　　　　　201

　　一中の放射能汚染　………………　74，209

野草

　　一の食：糧化　…………・…・…・……　72，225

ヤブジラミ　・………………・・……………　48，　10

ヤブニクケイ脂

　　カカナ脂代用と界の一…・∴51，i

　　生薬基礎剤としての一　…………　51，112

　　　　　　　　　　（ユ）

有機酸類試験法　……………・・…・………　74，　1

有機写真薬品　……・・…………・…………　77，44．

有機水銀化合体

　　一の合成　…………………　44，26；46，

　　　　　　　　　　　　205；　68，　63

　　一の殺菌力（試験）　……　44，26；48，

　　　　　　　　　　　　165；　51，　70

有毒成分

　　ドクウツギの一　…………………　40，　1

雄馬尿

　　一中のエストロン，エストラジ

　　　オールの定量　………・………・・…　73，11

有用植物　…・…・…………・………　72，301；73，

　　　　　　　　　　　　305；　75，　461

輸入食糧　・………………・・………………　77，239

　　　　　　　　　　（ヨ）

ヨウ素…………・…・…・…………………　74，163

容器　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　。…　　　68，　　48；　　69，

　　　　　　　　　　　　30；　72，　133；　75，　317，

　　　　　　　　　　　　323，　481；　76，　83

葉枯性細菌病　…………・・……・…一・・…　66，63

　　チョウセンアサガオの一…　671279；69，

　　　　　　　　　　　　　　　　　136

　　ハトムギの一　……・・………・・…・・69，147

溶性フェノバルビタール

　　一の試験法　・………………・・……　59，　1

　　一の製造　………・・………・………　68，80

ヨPク，ノレト　　・・・…　。。・・…　叫・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　　73，　380

吉田肉腫

　　細菌性発熱物質　……・∵……一・一　74，361

　　抗腫瘍剤　…・…………・…・・…・……・74，381

陽性石鹸　・………………・………・　73，378；74，

　　　　　　　　　　　　　　　　　331

ヨードク冒ルオキシヒノリン　…………　57，149

溶連菌　　’”．●’’’”…’’’’’’’’’’”陰●齢’’’”・6・・・・・…　　73，　245

　　　　　　　　　　（ラ）

ラウオルフィア（Fウオルフィア）　…　77，229，

　　　　　　　　　　　　243，　451，　519，　527

　　一植物の試作裁培　…一……・一　76，307

ラウオルフィアアルカロイド

　　一の定量　…・………・……・………　76，99

　　総アルカロイド定量一…・……・…　76，87

　　濾糸氏電気泳動　　’’’”『・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　　76，　91

　　円筒クロマトグラムによる分離……　76，95

ラウオルフィアセルペンチナ製剤　……　77，511

ラウオルフィア属植物の染色体数　……　76，32フ

ラクトピナン酸石灰　……・…………・・…　48，102

ラドン　・……・…………・…………　52，140，145

アーム層　…………・・……・…、……………　41，’109

卵巣：（ナガス鯨）　………………・…一…　74，185

卵白　……・…・………・…・・……・…………　45，141

卵胞ホルモン　→ホルモン

　　駅馬尿中エストロンの定量　………．71，　1

　　簡易製造法　・………・………・…・・一　72，37

　　一の検定法　………・・……・　72，45；77，

　　　　　　　　　　　　　　　　313

　　一のぺ一パクロマトグラフによ

　　　る定量　……………・…・一………　73，11

　　バニシングクリーム中の一の定量

　　　　　　　　　　　　’”●’”●’．’・・・・…　　73，　17

　　呈色反応　………・………・・…・∵……　73，21

　　ナガス鯨卵巣中の一　……　74479，185

　　　　　　　　　　（り）
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リキ・ユーノレ　　・一・・・…　一・・・・・・・…　9…　。。・・。・・・…　　52，　195

リジン　…・………・……・…………………　77，285

リパーゼ………・・………・・…・…………・40，287

硫化ソーダ．……………一…………・…・40・243

硫化物　・………………・・………・・………・59，23

硫酸　　’’”．’●’●’．．．”●”●●●●●●”．”．●・・●・・・・・・・・…　　48，　77

硫酸エステル　・………・……・……………　52，118

硫酸オキシキノリン　………・……・…・…　70，99

硫シアン化野　・……………・・……………74，81

Liebermann－Burchard反応　…………　77，87
リンゲノレ液　　・・・・・・・・・・・・・・・…　一・・…　一・・・・・・…　　72，　139

りんご　一……………・・………・………・・76，293

リン酸　・…・……………・…・………・……・50，136

リン酸コデイン

　　一の接触還元　…………・…・…・…　48，159

　　一の結晶水　…・……・…・…　　51，　60；　57，

　　　　　　　　　　　　　　　145

リンタングステン酸

　　一による逆性石鹸の定量…　73，141；74，

　　　　　　　　　　　　　　　77

　　　　　　　　　　（ノン）

ルチン

　　一の製造　・……・・……一・………　68，104

　　一の簡易比色定量法　……………　69，10

　　一め比色定量法　・…・……………・69，17

　　一の加水分解による定量，定性…　70，59

　　一のペーパークロマトグラムに

　　　よる分離　・……・・…………………　70，167．

　　一の減圧ぺPパークロマトグラ

　　　ム・…・・……・・……・………………71，35

　　一標準品　・・…・…・…・……・………　75，107

　　　　　　　　　　（レ）

レジン醤　　●●”●”●”●’”．●’”●’”○“・’一。・・・・・・…　　77，　415

レセルピンー→ラゴオルフィア

　　一の濾紙電気泳動による分離　…　76，91

　　一の円筒クロマトグラム法によ

　　　る分離　一…・一……・……・・……　76，95

レ’プトスピラ

　　一に対するフラン誘導体の作用…　69，ユ18；

　　　　　　　　　　　　　　　　71，67

　　一の培地　……・…………・・　70，153，155

Lノモングラス

　　土壊水分の影響　・・……・……………　73，277

　　生育，含油量の時期的変化…　73，289；75，

　　　　　　　　　　　　　　　　169

　　系統の分類　・一・…・………・・　76，143，149

連鎖状球菌

　　一に対するスルホンアミド誘導

　　　体の効果　…一・…………・　55，47；56，

　　　　　　　　　　　　　　　22

練乳　・・……・………・……………一・一　52，11

　　　　　　　　　　（ロ）

ロウオルフィアー→ラウオルフィア

戸一ダミン

　　一の消化酵i素の影響i……………　75，237

　　一の吸収，排泄：・………・・………　75，259

ロダン化合物　…・………・……・…………　69，94

戸ダン酢酸エチルエステル

　　一の毒性　……・・……・……………　67，　79

　　一の防ばい試験成績．……………　68，27

　　一の検出法　・……・…………・……　69，41

ロベリン　・………………・・………　55，22；61，

　　　　　　　　　　　　　　　63；　66，　31

　　一半溶液の安定性　………………　57，101

　　一の薬理作用　・……………・…・…　57，115

ロベリア草一……………・・……………57，89

ロベリア草アルカロイド

　　一の製造　・……・…………・………　6L　63

　　一の工業的製造法　………………　66，　1

　　一の二三物質の利用　……………　66，31

　　一の副アルカ戸イドの分離精製…　66，17

　　　　　　　　　　（ワ）

ワクチン　・………………・・…・…・・　66，213；71，

　　　　　　　　　　　　　　　58
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著 者 名 索 引

青木　孝好

青木　陽吉

青山　好作

青山新次郎

赤井陽一郎

赤坂京子
秋葉朝一郎

秋山　勝治

旭　　哲也

朝比奈晴世

朝比奈正人

東　　弘臣

穴沢　登志

安部　壮平

天野　立爾

天田　久治

　　　　（ア）

・・・・・・・・・・・… @。　74，　361，　381；　77，　399

・・・・・・…@。・・…　　50，　140，　149；　52，　70，

　　　　　184
…　一・・・・・・・…　　66，　167，　177，183，197；

　68，　127，　138；　69，　111，　124；　70，

　83；71，　40，　49，123，135；72，281；

　73，　378；　74，　361，　375，　381；　75，

　237，　245，　251，　259；　77，　395

・・・… @一・・・・…　　40，　135，　259，　273；　42，

　108，　233，　235，　240；　43，　222；　44，

　61，　165，　170，　176，　i90，　195；46，

　83，　86，　93，　99，　101；　48，　53；　51，

　50，　60；　55，　68，74，145；　57，　145

’●’璽．．’’’’”．．’’’’’”．’の”●’”●”．．’。・・ @67，　1

。。・・・・…@。・・。。・　72，　281；　74，　381，　501

・・・・… @。・一。…　　39，　53，　75；　41，27，34，

　41，　48；　44，　26；　45，　33，　43，　55，

　69；　47，　1，　65，125；　50，1，24，58；

　51，　70；　52，　40；　53，　70；　55，　47，

　59；　56，　12，　19，　22；　58，　51，　58；

　59，　10，70，75；　60，　96，　101，　107，

　113；62，58；64，7

一・・・・・・・・・・… @　39，　1，　29；　41，83，109；

　　　　　50，49
●’●●●●’’”●”∂會’●’’”…

@”・・・・・・・…　　71，　135

・・… @∴・・一・…　　71，20；　72，　55，57，　61，

　73；　73，　59，　63，　65，　67；　74，　57，

　61，　65，　429；　75，　113，　117，　123，

　127，　131，　133，　425；　76，　65，　103，

　113，　115；　77，　139，　149

…　。。・…　一・…　　70，　23，　71；　72，　113，

　117；　73，　245；　75，　407；　76，　209；

　77，　289，　295

・・・・・・・・・・・・… @　45，177；　47，1，　81；　50，

　　　　　　1，　47；　52，　118

・・・・・・・・・・・・・・・…
@。・・…　一・・・・・・…　。　　59，　19

・。・・・・・… @。・…　　67，　45，　49；　68，　138；

　　　　　69，21
・・

諱E・・・・・・・・・・・・…　。　77，　239，　481，　485

●”り●’’’”・・…
@：∴・…　。・…　　　：40，　189，　197

新井　秀男

飯田　鈴吉

池田　伝市

池田　峰子

池田　良雄．

井下田　浩

池谷　三郎

伊阪　　博

井沢　清篤

石尾　正文

石垣　和子

石川金之助

石川　静逸

石坂音治

石関　忠一

石関　令子

石田　行雄

石原　晶晶

五十川泰郎

磯田　由子

磯野　千冬

磯部淳子
板井　孝信

市川　重春

・・・・・・・・・・・・… @。。・…　　　　72，　281；　74，　361

　　　　（イ）

’’’’’”．’”．’”．’●’●・・・・・・・… @　　　68，　86，　88

…　。・・・・・・・・…　。・…　。・・・…　　　70，　5；　72，　7

…　。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　　　77，　341，　347

…　。・・・・・・・…　。　67，79；　69，76；74，269；

　75，　373，　381

・。・・・・… @。・・…　　70，57；　72，81；73，127

・…
@。・・・・・・・・・・…　。…　一…　　　74，　305，　313

。・・… @。・・一・…　　75，　141，　429；　76，　69，

　303；　77，　229，　267，　479

・・・・・・・・・・・・・・・… @　　47，　33，　65；　52，　52

・・・・・・・・・・・・… @　41，　1，　144，　149，　153，

　160；　45，　1，　171；　47，　1，　97，　107，

　131；　50，　1，　31，　136；　52，　1，　11，

　52，　106，　109；　53，　41，78，97；　58，

　1，　34；　60，　1

・・・・・…
@。・・・・・・・・・・・…　。　　73，　127；　74，　1

・・。・・・・・…
@一・…　哩・・・・・…　　49，　73；　64，　7

’”．”．．．’’’’”●．”．’’’”・’・・陰●… @一…　　46，　1

・。。。・…@。・・・…　　50，　1，　80，91，106；　52，

　148，　158，　164，　171，　179；　53，　78

…　。・・一・・・…　。　72，　289；　73，　237；　74，

　381，　445，　446；　75，　279，　497；　77，

　367，373
’．’．’．’’’’”．’’’’’’’’”o．’●∴・・・・…　　76，　193

’’’’’’’’’’”●●●’…”●…’・・・・・・… @68，1，6
。・・・・・・・・・・・… @　　72，　301；　74，　407；　75，

　168；　76，　139，　307；　77，　243

・・・・・・・・・・…
@。・・。・…　　　75，　355；　76，　265

’”●”の’”●’●●’．．幽・”・●・・・… @。…　一・　73，　223

…　一・・・・・…　一・・・・・・・・…　。　　75，　373，　381

’”・・・…
@齢。・・・・・・・・・・・・…　∴・・・…　。・　74，　441

。・・・・・・・・・・・… @　46，　154｝　48，　143，　159；

　49，　102，　115，　123；　55，　125，　126；

　59，　59；　6L　11，　16；　67，　123；　68，

　75，　80；　69，　107；　70，　57；　72，　81，

　87；　73，　127，131，137；　74，　1，　19，

　25，29，　115，119，121，283；　75，　1，

　71；　76，　17；　77，　75，　127

・一・一・・・・・・… @　46，　1；　48，　53，　68；　49，
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　　　　　　　58，　67；　5L　180，204；　57，89，101；

　　　　　　　61，63；　62，893　66，1，17，　31；　68，

　　　　　　　95，104；　69，10，17；　72，123，　129，

　　　　　　　130，　133，　139；　73，165，169，　179；

　　　　　　　74，　437，　441；　75，　373，　381，　491；

　　　　　　　76，　319；　77，　5，　9，　19，　427

市川　忠次　……………　50，1，58；53，70；58，

　　　　　　　51，　58；　64，　7，　65，　1

一ノ倉英二二良匡　　・…　一・・・…　　40，71；’42，57，206；44，

　　　　　　　　　　　40，ユ55

市村　陽ニ　…・…一………・………　75，79，85

伊藤　　顕　・…一…・・……・…・…………　　72，21

伊藤　俊雄　…・…・…………・……　47，125，131

伊藤　政治　…・一…………・……………　51，180

伊藤酉一　一・………　72，105，159；73，147；

　　　　　　　　　　　75，347

伊東　幹愛　・………・・…　40，71；41，5，52，58，

　　　　　　　65；42，57，　206；　44，40，　155；　45，

　　　　　　　117，　177，　217；　47，　81

伊東　　宏　………・・………・……………　77，235

伊藤美代子　…・・……・…・・…・……　61，1；62，89

伊藤己代子　・・…・………　72，77；74，73；75，149；

　　　　　　　76，　87，　95；　77，　235，　511

稲垣　尚起　……………　74，305，313；75，443；

　　　　　　　77，　341，　347

井上　　勲　…・一…・…　74，247，25＄，259；75，

　　　　　　481；　76，　109

井上　種子　・……・…………・……………　71，97

井上　芳二　・……・…………・……………　46，68

今井　統雄　…………・……・・………………，48，1

今井雅子　……・……一…・……　75，．141，429

今刀1　　　博　　’’’’”…’’’’’’’”●”○●●’’’’’”●・・…　　　51，　16

岩尾　裕之　・………・………・……　51，1；55，11

岩原　繁雄　・……・…一　73，263，265；74，445；

　　　　　　75，．299，　309，　497，　501；　76，　193，

　　　　　　315
岩元 恒…・…・…………・…39，1，169，177

宇田川国松

宇田川俊一

宇田川秀雄

宇都宮則久

梅田　静夫

（ウ）

・・… @。・・…　。・・・・・・・・・…　　　50，　24；　52，　40

・一・・・・・・・・・… @　74，　299，　305，　313；　75，

’　　　　　443

・・h・・・・・・・・・・・・・・・… @∴・・…　　68，　95，　104

一”り”幽’●’。… @”・・・・・・…　。　　66，　177，　183

・・・・・・・・… @∴・・　50，　136；　52，　1，　106；

　　　　　53，78

浦久保五郎　……………　70，49；71，U4；72，

　　　　　　285；　73，　231，　251；　74，　441；　76，

　　　　　　1；77，23
浦部　幹雄　・…・・………　73，，237，378；74，361，

　　　　　　375，　381；　75，　237，245，251，259；

　　　　　　76，　201，　295

江口　二郎

江島

榎本　　正

榎本　正義

恵畑　欣一

遠藤完一郎

遠藤　　勝

遠藤　与作

（エ）

　　・・・・・・・・・・・・…　　42，　222；　44，　132，　165，

　　　　　　　170

昭・…・……・…72，177；73，201，205；

　　　75，　25；　76，　289，　331；　77，　285，

　　　429

　　”●’”．．’’”●’”『‘●●●’”●●’’”・・…　。　　46，　86

　　・・・・・・・・・・・・…　　66，　139，　147；　74，　205，

　　209，　213；　75，　393

　　’’’’”●’’”．●’●”隔・・’・・・・・・・・・・・…　　73，　253

　　・…　’・。。・・・・・・・・・・・・・・・・…　　　67，　157，　171

　　一・・・・・・・・・・…　　　73，　147；　75，　347，　351，

　　355，　365；　76，　265；　77，　421

　　…　一…　。・・・…　　41，　144，　149，　エ53；45，

　　171；　47，　1，　41，　63，　97，　107；　50，

　　31；　52，　1，　77，　106；　53，　78；　56，

　　1，　57，　87；　58，　1，　11，　24，28，34，

　　70；60，1

（オ）

注　　文酒　・………・一　42，57，206；44，40，

　　　　　　　155；　45，　177

大岡増二郎　・………・…・67，1；68，57；69，41

大木　俊夫　……………………　40，215；51，60

大久保敬四郎　一…・…・・∵…．72，171，174，319

大久保守正　・………………・・…　49，51三57，149

大熊　誠一　・・………・…　68，37；69，48；73，U3；

　　　　　　　74，　105，　107，　213

大倉　菊枝　・……・…………・　40，201；42，180

大崎　銀蔵　・・』………………………・……　57，154

大沢　芳子　…一………一・……　66，ユ30，ユ47

大島　寅彦一………・・…・　50，140，149；52，70

大曲　古登　・……・…・・……・………・……　70，111

太田　和男　…………・…・…・……　67，157，171

大竹作左衛門　…………一…・・…………　75，237

大武　徳之　・………・一　51，65；55，16；62，9

大谷　政衛　………一……・・……………　67，177

大野　忠郎　……………　74，73；75，151，495；

　　　　　　76，　327；　77，　451
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大野　昌子

言揚琢磨

大原　三郎

大渕令子

大森義仁

岡　　信江

岡　万千子

岡崎精一

岡崎　正彦

・1・笠原美知

岡島　秀夫

岡田　　顕

岡田　太郎

岡部　政蔵

岡部正義
小川俊太郎

小川　秀子

奥村恭子
小倉　治夫

小沢　茂子

尾島　繁雄

小田　幸子

小野

小幡　利勝

海東　常敏

・・・…@一G一・…　　72，　715　73，59，65；　74，

　57，　61，　429；　75，、113，　127，　133；

　76，　103；　77，　139，　149

・・・・・・・・・… @。。・　72，　87；　73，131；　74，1，

　19，　25，　29；　75，　73，　317；　76，　53，

　55；　77，　61，　67

・・・・・・・… @一・・　55，　83；　57，　81，　140，

　156；．61，　20

。・・・… @一・…　。・　71，　97；　73，　263，　265；

　　　　　75，299
一・∴一・・。・・・・・・・・・・・・・・…　　　75，　373，　381

’●．’’’’’’”……一・一・・・・・・・・・・・・・… @　　77，　395

・・・… @一・・・・…　　72，　113，　117；　73，　245

・・・・・… @一・・…　　72，　41，　45；　73，11，17，

　21，　25，　53；　74．51，　167，　185；　75，

　221，　231，　413

『’…”．…900●’●’’’’’’’”・…
@’・・・・…　　　72，　21

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・… @　71，　40，　49，　135

・・・・・・・… @。・…　　67，　261，　275；　68，　144

；”●●●○’●’’’”．’’’’”．’・・・・・・・・・・…　　40，　181

・・・・・・・・・・・… @　75，　15，　317，　323；　76，

　83，　329；　77，　61，　497

・・・・・・・・・・・… @　39，　87；　40，　161，　287；

　　　　　42，145

’”●’●’…”●’’’’”○’’”．・・・・・・・・・… @　　68，　161

・・・… @。・・・・・…　　52，　158，　164；　53，　173；

　56，　59，　87，　92；　58，　10，　45；　60，

　47，　52；　62，13，31，38；　64，1；　66，

　151，　157，　163；　67，　13，　19，　23，

　25，　29，　31；　68，　9，12；　69，1；　70，

　77；　72，　269，　273；　73，79，89；　76，

　21；　77，　331

……………
@　74，　279；75，　315；　76，

　3；　77，　67，　105
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　21；　73，　43，　74，　151，　ユ59，　213，

　231；　75，　5，87，207，211；76，　163，

　169，173

’’’’”PD’’’’’’’’’’’’”匿”・・… @。・・9・・　74，　167

一’’’’”．’’’’”●◎”・… @。・・・…　　　46，　42，　59

　　　　（夕）

’……………”恥’●……畳．…’… @　71，12

…。・・。・・・… @。・・　68，　161；　73，　297，　289，

　305；　76，　159；　77，　259

0陰．’’’’’”●’．’’”○画’’’”．’．●’’”曾・。・ @　49，　22

．’●’”一’”●’”．．．喚”●’”．．●．．’一・・。 @77，　289

’’’’’’”●●●“”●○’。●”●’”．”●”．。… @　66，　219

・。。・… @一・・。・・・・・・…　　47，　1，　65；　52，　40

’”●．’．’●’’’’’’’”邑．●”．’’’’”・●・… @　48，　159

・。・・。・・。・・。・… @　70，　41；　73，　191；　74，

　233；75，　19，　23，　25；76，59，201，

　293，　295；　77，　495

．”．”．’◎’’”○’．畳．●．’’’”‘”・・・・・… @　　66，　43

。・・… @。・・。・・一・　45，　200；　52，　127，　134；

　53，　187；58，　117；60，29；　62，48

・… @P・。・・。・・…　　70，　5；73，29，187；74，

　163，　167；75，　413；76，　217

・・・・… @。・・・・…　　42，　233；　44，　165，　170

・・・… @。・・・…　。・　52，88；　56，38；58，128；

　　　　　　59，　130；　60，　61

．’’’’”．’…．’”o畳”●●’’’’’’’’”○．。・・ @　68，．81

。’●・・。・・。・・・・・・・・・・・・… @一・　　77，　109，　131

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・… @。・・　　77，　179，　497

．’’”●9’”●●9一’’’’’”●●●●”一’”… @　　42，　27

…　。・・…　。・・・…　。…　。…　　　62，　13，　31，　38

・… @。・・・・・…　。。　71，　58；　73，　253，　379，

　380；　74，　391，　446；　75，　279

田中

田中

田中

田辺　左門

田辺

谷村

太幡

田村

田村

丹治

近田　久枝

千葉行一

塚川　光直

塚本新次郎

塚本　秀子

築山

辻

辻

辻中　　久

土屋　雅一

坪井　禄平

寺井

寺岡

寺崎

寺島

寺田

誠之　・……・…………・…　74，19，25，29

泰雄　　’’”9ρ’’’’’’’’’’”99P’’’’”一’・9・…　　　46，　68

　穣・・…一……40，51，243；42，42，

　　　　190，　202；　44，　26，　142，　148；　46，

　　　　160，　177，　185，　194，　199，205；48，

　　　　162，　165，　168，　177，　184；49，129，

　　　　137，　144，　152；　51，　45；　55，　65；

　　　　68，　63；　75，　443

　　　・。・・・・…　。・・…　　　50，　1，72，152；51，112；

　　　　52，　88，　90；　53，　41

弘也　・…・…・……　73，191；77，487，491

顕雄　・一……………・……………　77，123

禾11一　　・・・・・・・・・・・・…　　66，　157，　163；　67，　31；

　　　　68，　9；　69，　1；　71，35；　73，37；　75，

　　　　79，85
三良β　　・・・・・・…　一・・。・・・・・・・・・・…　。・・・・・…　　52，　184

良修・………・………・…　65，1372，225

園枝　・……・…・…　66，183，197；68，138；

　　　　69，　111，　124；70，83；71，49，123，

　　　　　　　（チ）

　　　’．’齢’’’’’’”．’’’’’’’”●．’”．層・・・・…　　　52，　77

　　　●’o’’’’”●’’’’’’’’’”畳り’●．’”・・・・…　　　48，　21

　　　　　　　（ツ）

　　　’●●●’’’”．’”．．’．’’’”噸・・’・・・・・・・…　　74，　375

　　　’．’”．’’’’’”●●’’’”．’”畳畳’’”…　。・・　　52，　70

　　　・・・・・・・・・・…　。・　67，　13，　19，25，29；　68，

　　　　　　　　9，12
源雄　　・・・・…　。・・・・・・…　。…　。…　。・・。・・・・…　。・・　59，　3

章夫　……・……・……・…　76，3；77，105
楠雄＿…＿．＿67，鍵68，54、70，

諭潔＝｝瓶鑑
　　　・・・・・・・・・・・・…　　　74，　15；　75，　107；　76，

　　　　　　　　45；　77，　95

　　　・・・・・・・・・・・・…　　39，　1，　41，　201，　223；

　　　　41，　153；47，　1，　47，　95，　97，　107；

　　　　50，　31；　52，　195；　53，　97

　　　　　　　（テ）

　靖……・…・………・…・・……・…46，160

葉子　……………・…・・………　68，20，113

　勇……一…・一40，207；42，1，176
敏雄　・………………・・……　．77，163，443

安一　　・・・・・・…　一・…　　56，　33，　38；　57，　115，
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寺本

寺山

寺山

東谷

：豊田

豊田

苗村徳次郎

長尾

中川

長沢

長沢

中路

中島

中島

中島

永田

永田

中野

長野

長林

　　　　58，　39，　69，　128；　59，　25，82，130；

　　　　60，　61；　61，　22

　仁・…………・……・・……・…1…55，14

　宏・…・……・…67，35，39，183，189，

　　　　197；　68，　14，　17

ゑみ　・………∴…・・…・……………　67，39

　　　　　　　（卜）

芳江　・………………・…・…　75，141，429

勤治　・………・…・72，193，196；74，243

松雄　………………………………　42，190

　　　　　　　（ナ）

　　　・…　。・・・・・・・…　　41，　1，　70；47，　81；52，

　　　　118，　90；　56，　33，　38；　57，115；59，

　　　　25，　130；　60，　61；　68，　70，113；70，

　　　　1

　清・……………・…・……40，9；42，6

雄三　　・・・…　。。・・・・…　　51，　60；　75，　141，　452；

　　　　76，　69，　303；　77，　229，　267，　479　　，

佳熊　……………　67，73；68，20，．113，

　　　　70，　1，　5，　9，13，157；　71，12，103；

　　　　72，　1，　7，　11，　21，　29，　45ち　73，　1，

　　　　7，　11，　17，　21，　25，　33，　37，　43，

　　　　53，　93，　113，　187，　213；　74，　151，

　　　　159，　167，　171，179，185，201，205，

　　　　209；　75，　5，　7，　87，　95，　99，　107，

　　　　207，　211，　221，231，411，413，419，

　　　　422；　76，　9，　45，　169，　213，　217，

　　　　221，225，　235，　241，　297，321，323；

　　　　77，　1，　95，　189，　203，　209，　215，

　　　279，　305，　313，　453，　467，　473

元夫　…………………………　69，21，61

幸男　…・……・…・72，269，273；73，75，

　　　　　　　　79
辰巳　・・…・………　67，1；72，91，95，159；

　　　73，　147；　75，　347，　351，　355，　365

禾ij章　　・・・・・・…　。・・…　。・。　　76，　17；　77，　67，　75

富子　……・・…………・…　69，124；70，83

武雄　　。・・。…　。。・…　。・　67，　261，　275；　68，　144；

　　　　　　　　69，156

正……………・……73・193，196
愛子　…………・……・・……・・……・66，193

　正……・…………・・……・…・・…49，58

江沢　……………　59，70；60，96，101，

　　　107，　113；　62，　58，　63，　72

中村正夫

中村　　良

中村好孝
中本ムツ江

中山　豪一

七井　綱三

鍋島　　昇

南城　　実

南原精一

新村　和枝

新村寿夫

二郷俊郎

西崎野夫

西村　千昭

西村秀夫

西村秀子
西本　和光

野口　熔子

野崎泰彦．

野中　　修

乗木秀夫

橋本勉二
橋本　賢範

長谷川良子

・・・・・・・… @。・…　　75，　303，　309，497，499；

　77，　395，　399

・・・・・・・・… @。・・…　。・・・・・・・・・…　　　74，　65，　429

’’’”●○●’”．’’’’’’”●’”曾’・’’’”・… @　75，　429

　　　　　　　　　　　　　ら．’●’．．．．’○’’”●・・・… @。・・・・…　。・・。…　　　72，　281

・・・・… @鱒・・・…　　70，　1，13，157；71，103；

　72，　1，　7，　11，　21；73，　7，　43；74，

　125，　151，　159，　213，　231；　75，　5，

　7，　87，　207，　211，　393；　76，　169，

　173，　297；　77∫　279，　501

。・・・・・・・・・・・… @　42，　108，　235；　44，　61｝

　46，　93，　101；　52，　64；　55，　19

’”一●’”．’の●”．’『”●’．の’’”●”冒’”の… @　　67，　1

・・・・… @。・・・・…　　　72，　129，　130；　73，　165；

　r74，　437；　75，　373，　381，　491；　76，

　319；　77，　9，　427

・・… @。…　一・…　　73，89；　74，81；77，285

　　　　（二）

・・………………・…………… @　73，81

・一。・・。・・・… @。・　73，81；　74，89；77，339

’．’’’’’’’”的’”●的’”鱒。。・・●・・… @鱒　　77，　339

・け・・・… @。一・。。　73，　93，　187；　74，　171．

　179，　201，　213，　231；　75，　87，　95，

　99，　413∫　493；　76，　213，　217，　221，

　321，　323；77，　203，　209，215，219，

　431，　433，　435，．439

・・・・・・・・・・・・… @　　72，　277；　73，　191；　74，

　289，　295；　75，　303

．”●”●”陰…’”のの・・・・・・・・・・・・・・・・… @　66，　167

’’’’” 諱怐f●’’’’’’’’”．．●’’”●’”・。・・　　　76，　21

・。・・・・・・・・・・… @　73，　197；　75，　149；　76，

　61；　77，　135

　　　　（ノ）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・… @。・…　。。・　　70，　95

・。・・・・・・・・・・… @　　70，　49；　72，　181，　191；

　74，　279，　289，　295，　421；　75，　303，

　315，　403，　481

”●●’’”●●’・・一… @。・。・…　一・・…　。・・・…　　49，　4

’’’’’”．’．’．’”．’’’”・・・・・・・・・・・・… @　66，　213

　　　　（ハ）

・・・・・… @∵・・。。・・・・・・・…　　59，　136｝　61，　11

●’●”●’．．’．●”．’’’”●”●．・・・・・・・・… @　74，　299

’●’’”6●’”．’’’’’’’’”・一… @’・・・・・・・…　　44，　1

●
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長谷部俊彦

入田

服部

林

林

林

林

林

林

原田

原田

樋浦

平岡

平岡

平林

平間

平山

広瀬

　　　・・・・・・・・・・…　∴　　45，　123，　131，141，156，

　　　200；　47，　1，　54；　50，　95；　52，　23，

　　　140，　145；　53，　46；　56，44，49；　59，

　　　27；　61，　25

貞義　・…・・………　66，138，167，177；69，

　　　107，　111，　124；　70，　83，　95，　153，

　　　155；　7日目　40，　58，　123，　135；　72，

　　　205，　281，　289；　73，　237，253，378，

　　　379，　380；　74，　361，　375，381，391，

　　　446；　75，　237，　245，　251，259，499；

　　　77，　395，　399　　　　　　　　　　　　　　　　　　　戸

安蔵　・・……・……　39，1，．27，169，177，

　　　233；41，　83，　109，　132；　45，　123，

　　　　131，　141，　156，　185，　200；　47，　1，

　　　54，　114；　50，　49，　95；　52，23，127，

　　　　134，　140，　145；　53，　1，　46，　149，

　　　　187；　56，　29，　32，　44，　49；　58，　67，

　　　　73，　93，　117；59，　23；　60，　7，　14，

　　　　19，　29，　39，　43；　63，　48；　64，　7

悦子　……………　74，437；75，373，381，

　　　　491；　76，　319；　77，　9

克彦　・…・……………・……………　61，25

倉一　　・…　。一・…　一・・　39，　53；41，27；44，26；

　　　　　　　　47，10

敏夫　……………　72，277；73，、205；76，

　　　　75，　79；　77，　159

富子　・…・………・72，205；75，289；77，

　　　　　　　　387，391

長男　・・6…・…………・・　69，124；76，325

直治　…・・……………・・…・…・……　64，41

基夫　……………　75，33，471；76，75，

　　　　79；　77，』153，　159

　　　　　　　（ヒ）

矩夫　…………・・……・……………　67，107

栄一　…一・・……　72，269，273；73，69，

　　　．75，　79；　74，　95，　101；　77，　285

一孝…・………………・・75，95；76，217

磐夫　一…・……・70，153，155；71，59，

　　　　　　　　67
好美　……………　59，13；62，1；64，31；

　　　　　　　　66，73

重勝　……………　66，53，123，167；67，

　　　　117；68，27；　69，　147；　72，　219；

　　　　74，　299，　305，　313；　75，　443

朝次　………・・………・　74，431；75，433

　　　　　　　　　（7）

深沢　直司　……・・…………・…　74，167；75，95

福王　　隆　……・………………・……・…　41，10

日差　富美』…・…・…・…　69，36，41；70，37，41；

　　　　　　71，　27；　72，　161，　163，　167；　73，

　　　　　　201；　76，　96，　281，　331；　77，　511

福島　清吾　………∵・…　72，77；76，95；77，511

福田　現入　…………・……・・…　51，60；55，68

福田　秀男　・…………・……・……．　77，279，501

福山富太郎　……………　45，99；48，190；49，

　　　　　　156；　5L　　118，　132

藤井　　清次　　・・…　。・・一・・…　　45，　200；　47，　1，　114；

　　　　　　52，　140，　145；　56，44；　59，23；　60，

　　　　　　7，　29；　69，　41；　72，　277；　73，　205，

　　　　　　213，　335；　75，　29，　33，　381，　471；

　　　　　　76，　75，79；　77，　153，　159，　167，

　　　　　　447
藤井　正道　・………・・…　59，27；61，25；66，139，

　　　　　　147；　67，　107；　68，48；　69，30；　70，

　　　　　　111；　72，　155，　295；　73，　151，　159；

　　　　　　74，　43，　189，　195；　75，　43，　331，

　　　　　　341；　76，　29，　249，　255，　259；　77，

　　　　　　35，　405，　415，　505

藤岡　忠仁　・・………・…　40，9，215；42，6；44，

　　　　　　　6，　115；　46，　105；　48，82，102；　49，

　　　　　　　73；　51，　16，　32｝　57，　12

藤田　昭丸　……・・…・…　75．237，245，251，259

藤田早苗之助　・・…・……　75，151，157；76，119

藤田知一郎　・・…・・……・・57，89，101；6L　63；

　　　　　　　　　　　66，　17，　31

藤田　昌彦　……………・・…・……………　77，491

藤田　洋一　……………　73，237，378；74，361，

　　　　　　　　　　　375，381

藤波　竜恵　…………・…・…・……………　72，281

藤野　雄吉　…・・……………・………………　56，9

藤原　英子　…・……………・・……・…・…・75，429

藤本　磯男　・・……∴・・…　51，144，162；55，139；

　　　　　　’59，　1，　17，　66

藤本　．進　∴………………・・……・・……　66，193

古屋　照江　…・・……・……・・…・…………　67，73

　　　　　　　　　　（へ）

逸見誠三郎　……………　72，301；76，307，327；

　　　　　　　　　　　77，451．

1
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細貝祐太郎

細田　富子

穂波初臣
堀田　好一

堀田　正道

堀内　茂友

堀野金次郎

．堀部　　隆

本間　輝武

馬島　淳子

升田　　望

松尾　　仁

松倉　秋彦

松倉　　幸

松島　　嵩

松島　義一

松田　　肇

松永　　英

松本　泰三

’丸田省三郎

万年　文雄

「水谷　三郎

水野辰次

．水町　彰吾

．三谷　栄作

・光富　　陽

三橋　謙一

三橋寅造

　　　　（木）

・・・・・・・・・・・・… @　73，　109，　377；　74，　239，

　443；　75，　29，　323，　467；　76，　83，

　205，　279；　77，　175，　179，239，481，

　485
・・∴・・・・・・・・…　　67，　39，　183，　189，　197

’…●’●’．’’”●’・一…
@。・・・・・・・・…　。…　　42，　187

’”…’●●’’’’’’’”の’．○●●’”の●・・・・・… @　　48，　162

齢’’’’’’’’’’’’’’”の’’’”・・・・・・・・・・… @　51，　254

’’’”σ’’”・・・・・・・…
@。・…　。・・・・・・・…　　　70，　27

”●”●●。。”畳’”．．”●●’○’陰’”・・・・・… @　40，　185

・・・…
@。・・・・・…　　67，　107；　68，　48，　54；

　69，30；　71，154；　72，295；　73，159；

　74，　189，．195；　75，　331；　76，　249，

　255，　259；　77，　405，　415，　505

．’’’’”●●’・・…
@。・・・・・・・・・・・・・・・・・…　　76，　217

　　　　（マ）

・・・・・・… @。・。・・・…　一・一・　　46，　36；48，　10

●’●’”●6’”●○’”陰陰・・。・一・・・・・・・・・・… @一　　74，　1

・・。・・・・・・・・・…
@。。。・・・…　。・・…　　　63，1；　65，1

・・…
@。・・・・・・…　。。・・・・・…　。・　　77，　163，　443

”6幽幽”○●’”●”●…’●●’’’’”．’… @。…　　　70，　17．

・・・…@一・・。・…　　　74，　201，　205，　209；　75，

　　　　　　443

・・・・・・・… @。・・・…　。　51，　60；55，　91，　115
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