
才一日(12月20日;)(金)A部会{放射止学)• /.00開会

会場学士会館本館

(刀ツコ内!械の時間討¥

識}立与講演K:っき 4ゐ / 

番号益金主主主ーさ一地主主主
A:_'/U) 人形峠鉱山 J;idが倉岳鉱山 l二於ける境内空気中のラド〉

合量(13 ) 

周tlJ~え震研.原燃公社く倉吉〉

梅本春来、市)11-1舎夫、濃辺吾作

(2) (総説)天然放射性之素についての責主主の厨充債葬(30)

東工太 岩崎岩え

盟議主重一竺主主ド::ffi'Hft一世主主主
A→ 2 (/) ペータースペク卜 Jレ家涼用の無担体何1"(L-52の製造

( 13) 

阪大 理。音tiffl"放射イヒ芋れレーアおよび岩波駅ベ-7

議長アループ 畜在克彦事く代表〉

A -3 (2) 1.7 0 C d ，允 ) 18 F 反応に ctる下一 /8の調製く 13) 

京大鹿 O木 IHT邦彦、不戚敬一郎.横山祐え

(3) (書室説〉放射性用位体の喪主長についてく 30)

東大豆. 横山結え

討議主翠ー放射員長創定

tt} (総説〉きた射家測定患につひてく 3ρ 〉

科厄If. l1Ji骨太男

A -4 (2) ベータ銀の眠rpz曲諌について くノ3) 

日本原子i]訴、 木村健二郎 0柴田長久

A -.5<3> 物 理 的Jぢ法に 4る事実壌の決定の一つの試み に13)

東京救葺大 3世田長生 科研周野真治

京大‘燭J工鏡子



A -，- 6 (4-)重苦塩恋来のチ工レ:;，ゴフ放射左料用する荷電粒子検出用

新装置く/3 ) 

東大原子技研 奔藤一夫、 管法一

討論主電、放射化学令祈あ、ょが款射化学かおT

() ) (金主主)放射4t芋今羽?の克試 く30)

東京本斉大足1fr 浜口博

A -'7 (2) 主主射イヒ分お?における半減期測定の精度 ( /3 ) 

東 工試 周回実

A-8.(3) (a.、(i):反応、!ご c占吾放射イヒについてく芳三報〉ノ15"11'l(4:υ

川 'Ttl-n反応、の掠射4ヒ断面積について ( /3)  

日本原子方;研 0 告原貞二

東京季大斉大震 ;lt田畏生

A ~ 9 11/.) Ra...十 Be:中佳子2震による .it.ワ索、の定量にういてく中佐子

張眠法の遺用) (/.3) 

甲南太定 。白下 議 笠浩被

A -ja (s) 尺，a.-Be く涯会〉中性子源i亡dる扶射活性化に肉するJVf

先 (./苛ク

静周 I大款j著 塩)1/:孝信 0八木ー益男、山;城野夫

Aー1/(6) ~大射性ノt.. '7ニウムの酸化について. (. /3) 

る工哉、 甲町善生

A -/2 (7)陰イオ>-夫撲による核イト裂生成物の舟度 ( /3) 

大阪市大理工 O工藤一郎、本向中八郎、山寺秀点在

A -13 (&') .;シユウ験型陰イオコ〆夫換樹脂に.Jる 9Qsr と9(!)Y の吟

艶〈ノ 3)

日本原子力研‘ 矢島聖侠、 G回 Jき実治、心口千鶴子

A-/4 (ず) ;-ユウ里会空陸イオ Jン~換樹脂に J: る核分裂生成物の会族

( /3) 

日本原子力研 矢島聖皮 切さ真治、山口千鶴子

(/0) (総説).洛媒抽出法による放射性元素の少離については0)

.金沢大工里 オミ荷主夫奏



A -/$ (!/) 主主謀描出法による T J~' )レ(IV ) の亦離について、核分事え

生物中のアノレノレ分維の試ぷ く 13)

品工試 田中毒左右

A-J6，(J2) クベロコ/-.7口口本ノレム莱による挟糸裂生成司容の描お余

離 ( 13) 

金沢夫理 本初欽泰‘金主主尤怠

才二日(1 2.月21日)(土)(A蔀会つづさ)
会場，学士会吉宮本舘

1 :00肉会

A-!デ (β) ~まよち法に ct る放射性ランタ./ I.IIQ La.の蔑担体分離につい

て， (13) 

救j尊大慶. A宙長生 日本原子力研 0)1毎走展実Z

Aイ g U/I..) :;: . .1-41..4，-<-'σ礼 P/l..Od白L&C<l.のみJfr法の原発 ( 13) 

〆東北大金研 O犠j泰男子弘、天貯怒

〈ノニn 《韓三堂〉電気化学的右法による試射性定案の分離につい

て。 C.:1 0)  

京大理 藤永太一郎

Aィヲ (/6) J大射性用位Z衰の電解分離の厨究. ( Sゎy， A~ Kつり

A-20 

Aて21

て〉 {ノ3) 

京大 石橋雄義、藤永太一郎、本藤篤義

宣金主選一一本ツ・トア弘主主

(/ ) (釜主主)本ヅトアトム化学の賀状. く30)

(2) 

tヨ)

京大理 斉藤信怠

ホットアトム効果による主主F性用位体の農縞〈その一〉・

ヒ酸産t'dが笠ヒ酸歳の中性子衆、射に cより生 ::fる As-7/' 

の酸化炭態について. ( J 3) 

京大理、科肱 ν 奔藤信J号、富田坊 0古)111啓明

点、う/トアトム対呆にJ"る放射性用位体の薬議くそのこ〉

陰イオ Jシ央挟樹脂をやJ)ffする Asークぷの諜績 く13)



京大:宜ー科研、 奔泉信Jき‘古Jt/]容胡 O醤百功

討論課題久での佐一朕

A-22 (/)木。ロニウム潟械錯塩の揮東性について く13) 

泉大理 馬史jス夫

A-23 (2) ・酸化運程にま予(するイオウj司位体の今別

京大工 岩崎岩次 0福畠惇

A-2l/- (3) 放射性アコンチモ;ンの化学的行動について. (/3) 

静太教斉 ‘紳友富尚‘斉藤忠一、涛童彦

A-2S (ぷ)輸入さ Aてた r単体イオウ - 35.s _Jの化学式あ、 ιまがニ a 三

の性真について. (13) 

京工j丈資涼1fff :;世田朔λ

A-2るく.5") ト口二/の放射性3主演物の捕泉について. (13 ) 

京大理 佐野博敏

A-27仏〉微量童金.患の用{立疋素希釈定量一植物中の水銀のづか折 6

( /3) 

東北大学理 合守本信男

B都会(先用放射{ヒ学)
討議主題.挟燃料再処理及び奏棄物足涯に肉つする抜身守化学的

向題

(総裁〉 波止惑料再処理おJぴ廃棄物処理について。(30)

日本原手カ排 中井敏夫

B ...;.，/ (f) ウラ〉の TB p;jffi出に問 Jる一考案 ( I 3 ) 

日本原子力新 0内藤春骨、鈴木敏夫

8 -2 (2) T B Pにd:る按分裂生成物の分配子街.く /3)

日本原子力lfff 0梅沢広一'./!ま:tL丈助'

， B -3 (3) 廃棄物足JAにあ、けるルデニウムの分離.く 13)

日本原子力研 中井敏夫夫島聖侠



0本村幹 心口千鶴子

B-Jj. (約汰射汚染除去に関する基礎的訴克. FeCOH)3 の効果

( J 3) 

京大理. 石橋雅義、童松恒信、ノi、J.，陸夫

8-5 (5) 希玄塩酸溶液中の Z 炉ーヲ5 及が ftIι-95 の主主酸性胃

イオJン夫挟樹脂に対オる挙動. (/3)  

日本原子力研 矢島聖夜

B-6 品) J. R. R .ー/燃料;容解に肉する報告 .υ3)

持軍IJ講演

日本原子力研 内藤套骨 務次私一

鈴木敏夫 0原礼え助

ュ本スコ主催 ラゴオアイ、ノト一戸会主てに出席して.どる ρJ

日本原子力研 本村健二郎

く終了後 懇親会 会場ょに周じ〉

才三日(12月22日)(日)B蔀会(殺さ) 9 ~ 00内会
会虜.芳二日に周じ

討論主題.放射性フオールアウトあ、4 グ汚染さ北~控昼土笠

汰射性夜撞の今離主主量にする問題

8-7 (}) イオコ〆夫換樹脂に cよる水中のま矢分裂生成物1債の分離定量

にういて一持に央雄物及びキヤリヤーの処理にういて，

( 12) 

持戸大震 。平田博行 jヒ野康

B-g (2) 雨水兵グフォーノレアウト中の Srー仰の定量について":， .. 

( 12) 

国立予防肪 伊沢正実、

持主主修

永汁充、

建語気洋子.

岩 田 辰 夫

B ~9 (3) 雨.&が慈下農の放射性ストロJンゴトウム合萱についで、

(12 ) 



気象研克苅? 三宅泰雄ー 杉浦、吉雄

減，橋建忠子 喜宮城幸雄

8-/0叫} アオーノレアクト中の SY'ー90およびS'r-89 の分折|亡

"') ~，，'・ 7て.， ，(ゾ;2)

京大震研

科研

0千葉盛，人 τ斉藤イ喜寿

橋氏前-

8-11 (S) ノタ.56^--7 与新;写!て_'d)~ける雨水:やの企トユ止すC の合量.(12) 

新J写大Jt ノiご山誠てお郎J 井町捺武

8-12ω 天然水時のYSr -'90ーの主主速令折法につ‘いで.く /2) 

鹿児き怠宍夫盟、 ‘ぴ大a昔前富雄 鎌田政明

B-ノ3 <7> 方リケム合指試料の K ← 40 補正について‘~ /2) 

:京大;理 '村_f:熔紀雄

Bー/4(8) フオールアウトポめフ~)þ 斗三ウムめ、分析;1ゼてういて. (12) 

東大理 3斉万葉ー信Jき .0関根室t

立故大 道家忠義

B-J.5 <.9-> 余吾、 λ体、土東専にお?けるセクウム」汚?の濃度決定.

( I 5 ) 

群馬大工 0山果畳 松田校治

山寒、頴，子 ¥田島栄作

oB -1'6 .vq) フオーノレ唱アーウ町トー友 tタ主封切ヒトの Sr>ーずρ瓦ぴ Cs一 )3'7 の

放射化学づかdr. くi.5 ) 

静大季大斉 01蓋川孝信

ノj、拡;態系

八木益号

嘗抵毒矢r夫.

(/ /)， く一塗主主〉款射准汚染の諸問建 ( 3. 0 ) 

東京萩斉久理 三宅泰雄


