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社会環境学専攻
環境医学講座

題　　　　　　　　　　　　　醤 著　　　者　　　名 発　表　機　関　名 年

（1）単　行　本

W　労働生理，職場の産業眠学，渡辺厳一監修，近藤 斎藤　和雄 文永堂，東京，161－221 1977

東郎編

20　産業疲労，総合衛生公衆衛生学，藤原光典，渡辺 斎藤　和雄 葭酪＝堂，東京，539－543 1978

厳～総編集

職業病　北海遊と成人病，北海道新聞社編 斎藤　和雄 壕ヒネ毎三道新｝葺1老h，冬L巾晃，206－227 1978

北方幽としての北海道における入問屡像環境の実態に 斎藤　和雄・高桑　栄松 ANNUAL　R£PORT　1978 1978

関する研究〈1＞ 谷1＝1　漁之・神代　雅晴 MSSAN　SCIENCE
FOUNDATION　132－134

産業賑の手びき 高桑　栄松・斎藤　和雄 北海遊医師会，札幌 1979

本間　　寛

医師国家試験のための公衆衛生重要用語事典，瀬川演 斎藤　和雄 金原出版，東京 ！979

八，敏松稔編

北方囎としての北海道における旧聞履焦環境の実態に 斎藤　和雄・高桑　栄松 ANNUAL　REPORT！979， 1979

関する研究〈2＞ 加地　　浩・藤本　　俊 NISSAN　SCIENCE
新岡　　正 FOUNDATION／07－110

職業病としての振動耳目 斎藤　和雄 南瀧巌，東京 1980

単調労働の態様と労働者の健康への影響 斎藤　　一・斎藤　和雄 労働省，労働基準周 1980

近藤　東郎

生体内における必須および有審金属の分布と関連酵素 斎藤　和雄・谷1二li　直之 昭和54年度文部賓科学餅究費 1980

の動態について 神代　雅晴・藤本　　俊 補助金一般研究（B）
新岡　　正・佐々木胤期 醤α348157，研究報告書
佐藤雄…郎・安田　秀子

北方圏としての北海道における人間艦住環境の実態に 斎藤　和雄・高桑　栄松 ANNUAL　REPORT　1980 1980

関する研究（3＞ 口口地　　浩・藤本　　俊 MSSAN　SCI£NC£
菊岡　　正 FOUNDAT王ON　93－99

大気汚染指標としての降需中霞金属の有耀性について 斎藤　和雄・加地　　浩 昭和55年度山都雀科学研究費 1981

の分析的研究 新岡　　工疑・藤本　　俊 補助金試験研究（2＞
佐々木胤貝iレ田辺　隆司 温α487071，碓究報告露

騒音ばく露に関する調沓研究報告書 胆水　途也・斎藤　和雄 中央労働災害防止協会調奄研 1981

坂本　　弘 究部

環境の快戦尺度についての徳生学的評価　　環境の 斎藤　和雄 昭和56年度文目省科学研究費 1982

物理的要閃の解析，特に騒膏を呼！心として 補助金総合研究（A）
蜘00437019，研究報告書，

23－30

臨海工業開発周辺都帯における｛主毘の健康と住環境 斎藤　和雄・撫地　　櫨 昭和56年度文部省科学研究費 1982

新圃　　蕉・藤本　　俊 補助金，環境科学特別研究
（2）醤q56035003
研究報告書，36畷2

根黛地籔間隙農村住践の生活と健康に関する調査研究 斎藤　和雄・力li地　　浩 昭和54，55，56年度北海道大 1982

新岡　　蕉・藤本　　俊 学特定研究経費，研究成果報
告書，15－28

北方囎としての北海道における人聞膳住環境の実態に 斎藤　和雄・高桑　栄松 RESEARCH　PROJECTS 1982

関する研究 畑地　　浩・藤本　　俊 脳REVIEW　1981
新岡　　正・谷口　鷹之 MSSAN　SCIE醤CE
神代　雅晴 FOUNDATION　1－13

入1蹴聾住環境に関する総合診断マニュアル 斎藤　椰雄 「礎境科判観究報告集B一 1，982

123－R40

騒音の生理的影響の丁銀｛i 斎藤　和雄 「環境科学」研究報告集B～ 1982

131－R－15



題　　　　　　　　　　　　　　目 著　　　者　　　名 発　表　機　関　名 年

母乳，牛乳，粉乳中の亜鉛及び難鉛結合蛋白質に関す 小島　　豊・糸堪　嘉1ill 第20回事業報告書，昭和57年 1982

る研究 高島真知子 度財闇法入三島海雲詑念財
団，85－90

メタロチオネイン，金属蛋白質の化学，大塚斎之助， 小島　　豊 講談社，423一 1983

由中健生編

STRUCTURE，　M£C｝玉ANISM，　A㌶D　TOXiCITY， B．A．　FOwler Springer・Verlag，　Berlir1 198嘆

Life　Sc三ences　Research　Report　28，　Changing J．Abel Reidelber慕New　York
Metal　Cycies　and｝玉urnaR　Health，」．　O．　Nr｛agu C．一G．Elinder Tokyo，　Dahiem
（E（iitor），　Groしlp　Report H．一」．｝至apke 王くOIユferenzen，391一嘆04

」．H．　R．　Kagi

」．Kleinlninger

Y．Koj量ma
A．J．　M．　Schoot

U｛terkamp
E．K．　Si至bergeld

S．Sllver
K．｝玉．SUmmer
R．J．　P．　Williams

メタロチオネインと重金属代謝，小児科MOOK， 小島　　豊 金療黒版株式会案：i二，177－／87 1984
No．33，微量尤索と小児疾患

洞爺湖およびその流入・流出河壌の水質について 坂井　宏光・長谷川和夫 昭鞍58年度北海道大学特定研 ！984

安工高　秀子・槙塚　忠穂 究経費研究成果報告二目1｝＝，101一

石熱　正穂・中村　　稔 109

鈴本　美佳・酉繭　章子
高橋　保夫・岡本　泰範
蔵崎　運筆・新講　　正
小島　　豊・芝崎　芳朗
lJll藤　峰夫曾一一之瀬高博

浦野　慎一・川口　　尚

1同爺濁1におけるビタミンB1．量 安旧　秀予・井上喜久子 昭和58年度北蓉扉遵大学特定購 1984

坂井　宏光・槙塚　忠穂 究経費研究成果報告：t！ド，111一

蔵i矯　il三明・新岡　　正 115

小島　　豊・加藤　峰夫
光武　　幸・浦野　慎一
黒萩　　尚

振動障害検診法としての冷水浸漬試験における皮膚 新岡　　正・渡辺　和樹 昭和58年度文部省科｛獅汗究費 1984
温，振動覚，爪圧追テスト依の相互関係 加地　　浩・小島　　豊 補助金総念研究　（B）

斎藤　和雄 Rα580306029，　石Ji二写ヒ成果幸艮至辱

書，2．1

α波の出現リズム 三宅　晋司・蕪｛中　豪一 昭和58年度文部省科〔11：研究費 1984

新岡　　iE・小島　　豊 補助金総合概究（B＞
斎藤　和雄 Nα580306029，研究成果報告

書，2．7

トリクロルエチレンの末梢神経障害に関する電気生理 削辺　隆司・山中　’疑一 昭和58年度．文部省科学研究でセ 1984
学師｝院 新岡　　正・足助　　浩 補助金総合研究（B）

小島　　豊・斎藤　棚雄 葭α580306029，　曇痔り巳凝比果幸艮告

書，2．難

重金属結合蛋白質の肇1皇櫻，疑定と，それを基礎にした
d金属代謝異常症の発りll三機序の解明

西野　幸典・小島　　罎1
?用　嘉期・木村美恵子

昭翻58年度科fこγ：硬究費鋪助金

i……般研究王3＞，諜題番号：

1984

高島真知子・宮Ili　学 56480146）硬究成果報告・詐
桐山　澱夫

メタロチォネインー特論一　総合衛生公衆衛生学，改 小島　　豊 翻：1：堂，958－960 1985
11T第2版，一ド巻

スパイクタイヤによる道路粉塵の歩道面からの高さと 佐藤　嗣道・新岡　　正 昭棚60，61年度北海道大‘享隼箏 1987
粒径溺粒子数との関係とその医学的意義 蔵崎　蕉明・加藤　1駐釜夫 定礪究経費研究成果報÷1声書，

蔵崎　美佳・小島　　辞繋 3－30
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Studiesonevaluationofmentalfatigue KazuoSaito IndustrialHealth,l6,215- l,978

MasaharuKumashiro 224
HideoWatanabe
NobuyukiKamita
EimatsuTakal<uwa

I.ongr-terrnhealthcare'forworkerEexposedto KazuoSaito Industrial}'Iealth,17(4), 1979
lowconcentrationo'fIead ToshioSato 207-2I4

ShunsaktiOhno
Tsutornu'I'ornita
EirnatsuTakakuwa

Distributionoftracemetalsinsnowfailand KazuoSaito 13thAnnualConferenceof 1979.

humanbloodofNorthernReg,ionofJapan TanenoriSasaki Trace9.ubstancesin
YuichiroSato EnvironmentalI'Iealth,
ItidekoYasuda UniversityofMissouri,

Columbia,6,4-7

Studiesonnoiseeffectsonhighernervous KazuoSaito 7thCongressofthe 1979
activity MasaharuKuniashiro InternatienalErgonomicg.

AssociationWarsaw8,
27-31

Gaschromatographicandgaschromatograph- KiroshiKaji J.Chromatography,221 1980
massspectrometricstudiesona-keto-7- NariyoshiSato (1>,145-I48
methylthiobutyricacidinurinefollowing MakotoMurao
ingestionofopticalisomersofmethionine MakotoIshimoto

I-IiroytikiKondo
ShinseiGasa
I<azuoSaito

Concentrationsofcadmium,manganese,copper
andzincinthebloodofHokkaidoresidents

KazuoSaito
TanenoriSasaki

F.nvironmentalScience,
FIokkaido,4,81-87

1981

YuichiroSato
HidekoYasuda

l3iochemicalaspectofdimethylsulfidebreathtest I'IiroshiKaji Res.Commun.Chem. 19.81

inthestudiesonrnethioninemetabolism MasayaI'lisamura Pathoa.Pharmacol.32(3),
NariyoshiSaito 515-523
MakotollVIurao

Volatilemetabo}iteslnexpiredalveolargas HiroshiKaji lnFIol<kaidoIV[edlcal 1981
NariyoshiSaito LibrarySeries,13,New
IVIasaya}lisamura FrontierinRespiratory
HajimeIde Medicine(Murao,M.ed.>,
TadahiroAikawa l-2e
YasuhideYeshida
MakotoMurao

Relationshipbetweengastriccancerandblood K.9.aito TraceSubstancein 1981
tracemetallevels S.Fujimoto Environmental}lealth-XV

T.Sasaki 35-El4
T.Saito
lvC[.Kurasaki

H.Kaji

Determinationoftruespecificactivityof T.Saito ClinicalScience,63,251--- 1982
stiperoxidedismutaseinhumanerythrocytes K.Ito 2.s.r)

M.Kurasaki
S.Fujimoto
I-I.Kaji

K.Saito

Nutritionaiaspectofrnethionineisomer$stuclied H.Kaji JapaneseJ.IIedicine,22, 1983
bypulmonaryexhalationofdimethylsulfideand N.Saito 106-111
urinaryexcretionofev-keto-y-methiolbutyratein M.Hisaniura
humans M.Iurao

IVI.Ishimoto

M.Kondo
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Deficiencyoferythrocytesuperoxidedismutase T.Saito CancerLetters,24,I41- 1984
andcatalaseactivitiesinpatientswithmalignant M.Kurasaki 146

lymphomaandacutemyeloidleukemia H.Kaji
K.Saito

Electrocorticogram(ECoG)andauditeryevoked Y.Takahashi IndustrialHealth,22,189- 1984
potential(AEP)inratsintoxicatedwithlead Y.Okamoto 198

acetate KSaito

VariationofintracellularcyclicAMPandcyclic TatsuoAkitaya J.GeneralMicrobiology, 1984
GMPfollowingchemicalstimulationinrelation TatsumiHirese l30,549-556
tocontractilityinPhysantmPolycePhalttm TetsuoUeda

YonosukeKobatake

Locationoffunctionalregionsofacetylcholine MasayoshiMishina Nature,313,364-369 1985
receptora-subunitbysite-directedmutagenesis TakamasaTobimatsu

KeijiImoto
Ken-ichiTanaka
YoshihikoFujita
KazuhikoFukuda
IVIasaakiKurasaki
KideoTakahashi
YuukiMerimoto
TadaakiHirose
SeiichiInayama
TorrioyukiTakahashi
MotoyKuno
ShosakuNuma

Interactionofzinc,copperandseleniumwith KazuoSaito NutritionResearch,Suppl, 1985
superoxidedismutasecatalaseandglutathione TakeshiSaito 1,714-724
peroxidaseinstomachcancer MasaakiKurasaki

KeizoIto
TanenoriSasaki

WaterqualityofLakeToyaandofalltheIake's
in-andoutflowrivers

HirornitsuSakai
TadashiNiioka

EnvironmentalScience,
Hokkaido,8,1-9

1985

Shin-ichiUrano
MasaakiKurasaki
YutakaKojima

Twosteadystatesinmembranepotential TetsuoUeda Protoplasma,124,2I9-223 1985

deflectioninrelationtochemoreceptionand MariKasumoto
chemotaxisbyPhysantmPolycophalum TatsuoAkitaya

YonosukeKobatake

Cytogeneticeffectsofleadacetateonrat
bonemarrowcells

K.Tachi
S.Nishimae

ArchivesofEnvironmental
}Iealth,40,144-147

1985

K.Sako

OscillationsinintracellularATP,cAMPand T.Akitaya J.GeneralMicrobiology, 1985
cGMPconcentrationinrelationundercontinuous S.Ohsaka 131,195-200
lightinthemyxomycetePhysarumPolycophalum T,Ueda

Y,Kobatake

Thepresenceofheavymetalsinurbansnow KiromitsuSakai
TanenoriSasaki

EnvironmentalScience,
Hokkaido,8,141-l49

1985

KazuoSaito

Increasedlipoperoxideva}ueandglutathione
perexidaseactivityinbloodplasmaofType2

H.Kaji
M.Kurasaki

KlinischeWochenschrift,
63,765-768

1985

(non-insulin-dependent)diabeticwomen K.Ito
T.Saito
T.Niioka
Y.Kojima
Y.Ohsaki
H.Ide
M.Tsuji
T.Kondo
Y.Kawakami
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Roleofacetylcholinereceptorsubunitsingating BertSakmann Nature,318,538-543 1985
ofthechannel ChristophMethfessel

MasayoshiMishina
Tomeyul<iTakahashi
ToshiyukiTakai
MasaakiKurasaki
KazuhikoFukuda
ShosakuNuma

Increasederythrocytecatalaseactivityinpatients M.Kurasaki HormoneandMetabolic 1986
withhyperthyroidism T.Saito Research,l8,56-59

K.Kaji
Y.Kojima
K.Saito

Spatialandtemporalorganizationofintracellular TetsuoUeda ExperimentalCell 1986
adeninenucleotidesandcyclicnucleotidesin KenjiMatsumoto Research,162,486-494
relationtorhythmicmotilityinPhysantm TatsuoAkitaya
Plasmodium YonosukeKobatake

Distributienofheavymetalsinwaterandsieved HiromitsuSakai WaterResearch,20,559- 1986
sedimentsandwateroftheToyohiraRiver YutakaKojima 567

KazuoSaito

Variationinintracellularnucleotideandcyclic TatsuoAkitaya CellStructureand 1986
fiucleotideconcentrationsinrelationtoinduction TetsuoUeda Function,ll,1-7
andcommitmenttorhythmicalsporulationinthe YonosukeKebatake
myxomycetePi?y.s"antmPolycePhalztm

Existenceofdistinctsodiumchannelmessenger MasahartiNoda Nature,32e,188-I92 1986

RNAsintheratbrain TakayukiIkeda
ToshiakiKayano
HarukazuSuzuki
HiroshiTakeshima
MikaSuzuki-Kurasaki
KideoTakahashi
ShosakuNuma

Locationof6-subunitregiondetermininglon KeijiImoto Nature,324,670--67tl 1986
transportthroughtheacetylcholinereceptor ChristophMethfessel
channel BertSakmann

MasayoshiMishina
YasuoMori
TakashiKonno
KazuhikoFukuda
MasaakiKurasaki
HideakiBujo
YoshihikoFujita
ShosakuNuma

AnurbannoisesurveyinSapporo,Japan KazuoSalto F.nvironmentaiScience, 1986
TadaoMal<izuka Hokkaido,9,l5-26
GouichiTanaka
ShinjiMiyake
TadashiNiioka
ShunFujirnoto
ToshiyukiHosokawa
MasaharuKumashiro
HiroshiKaji

Diagnosticmethodforthevibrationsyndrome TadashiNiioka Scand,J.Work.Environ, 1986
withspecialrefereRceto'fingersl<inteinperature YutakaKojirna I'Iealth,24,251-253
andvibratorysensethreshold KiroshiKaji

KazuoSaito

Anenzyme-linkedimmunosorbentassay(ELISA) MasaakiKurasaki EnvironmentalScience, 1986
forrneasuringhumanerythrocytescatalase KeizoIto Hokkaido,9,205-216

MikaSuzuki-Kurasaki
TakeshiSaite
TadaoMal<izuka
YutakaKojima
I<azuoSaito
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題　　　　　　　　　　　　　屋 著　　　者　　　名 発　表　機　関　名 年

Urinary　3－methylthiopropiorユate　excretion　and　the Hiroshi　Kaji Research　Communications 1987

effect　of　D－or　L－methionine　ingestion　s亡udied　in Tadashi　N員oka in　Chemicai　Patho1Qgy　and

healthy　Subjects Yutaka　Kolima Pha「macology，56，101一
Yasuhide　Yoshida 109

Yoshikazu　Kawakami

The　high　resolut｛on　R－banded　karyotype　of　the Mogens　Rφnne CytQbios，49，！03－109 1987
don、estic　pig，　S冴s　s6名吻40η28sが‘αL． Birger　Strandby

Poulsen
Yoshiro　Shibasaki
SUsanne　Flou
∫ens　Jφrgen　E正berg

The　R－ba員（玉ed　karyotype　of長～！心　αzごκ5 Yoshlro　Shibasaki Cytobios，51，35－47 1987

Susanne　Flou
Mogens　Rφnne

③　邦　文　論　文

北海道における振動障審の発生状況と健診項賠からみ 斎藤　和雄 ！ヒプ∫産業偉テ乙k，　33，　69－72 1978

た診断棊準の現状

主監†・維持機能（TAF）の蕾熱性に関する研究 神代　雅晴・斎藤　和雄 雇嚢業医学，　20（4），　212－217 1978

金属と健康 斎藤　和雄 労｛動と保健，19，18－32 1978

身体的リラクゼーションに与える筋電函，バイオフィードバックの効果

沢田　宰展・細工藤史子
g仲　豪一

札幌医科大学医学進学課程紀
v，19，／－26

1978

1977年有珠il．1頃火がもたらした住民の生活および健康 斎藤　稲雄・谷口　麹：之 「窟珠山頃火と環境変動」北海 1978

川口に関する研究 神代　雅晴・佐々木胤則 道大学，169－206
佐藤雄一郎・高桑　栄松
村尾　　誠・大崎　　饒
阿部　庄作

環境科学体系についての一考察 斎藤　和雄 環境科学（北海遵大学）2， 1979

39－58

単純繰り返し作業の作業規制条件に関する人間工学的 神代　雅晴・斎藤　和雄 人聞工学，15（2＞，97－104 1979

研究

振動障審検診成績 斎藤　和雄・神代　雅日lll 第3回振動障害研究会発表集 1979
（林野庁），76－79

1977年有珠山噴火が住民の生活環境および健康に及ぼ 斎藤　和雄・谷口　直之 環境科学（北海道大学〉，3 1980

す影響 神代　雅晴・佐々木胤則 （1），1－15
佐藤雄一郎

流れ作業システムと遷膳 斎藤　和雄 ツ5吟種労衛杢皇三，　21　（3），　！2－17 1980

ゼーマン型原子吸光分光光度計を用いた1紅液中重金属 佐々木胤則・佐藤雄…郎 北方産業衛生．34，／－5 1980

測定の検討 佐藤　敏雄・斎藤　和雄

中鎖脂肪酸トリグリセライド（MCT＞負荷ケトージス 加地　　浩・井手　　肇 メ梗楽斥［矢ξ肇二，　35（〈茎），　869－874 1980

における呼出肺胞ガス中アセトンの動態観察とその臨 相lii　忠言∠、・村尾　　誠

床的意義

最近の北海道醗有林における振動障書の実態 斎藤　穣雄・神代　雅晴 瓦搬業［失ξ≠，　22（5），　348－354 1980

新賜　　正・藤本　　俊
柴野　信夫

現行の振動障害特ダ朱健慶診断項［三1の妥轟性に関する研 斎藤　和雄・新岡　　正 産業iタミ曵≧，　22（5），　355－367 1980

究 藤本　　俊・神代　雅晴

ラインおよび非ライン職場における特徴的自覚疲状項 神代　雅晴・斎藤　稲雄 二1ヒ方∫≧嚢業衛盗k，　34，　6　－15 1980

目の検討

10℃10分問冷水負荷による皮膚温，振動覚，爪圧迫お 斎藤　和雄・新岡　　Ii三 第嘆［朔振動二審研究発表集 1980

よび痛覚引飯の変動について 藤本　　俊 （林野庁），4卜51

振動障警患者に対する5℃および／0℃冷水浸漬法の比 斎藤　和雄・新岡　　正 虐こ業1憂3挙：，　23　（1），　33－41 1981
1較 藤本　　俊・柴野　信夫
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越　　　　　　　　　　　　　匿 著　　　者　　　名 発　表　機　関　名 年

環境騒齊の轟平価に関する研究一音の認知と物理的特性 田草　蕩ξ一・三宅　ゴfJ 入間二1：二学，17（1），27－32 1981

について一 西村　友之・1代　傭央
神代　雅晴・細網　和孟荘

聴覚誘発電位に蛇する純嘗および帯域嬢観fの影響一刺 田中　蒙一・．宅　’噴1 瑞境科学（北海1亘大業），4 1981
激．♪の周波数制塑性を1・｝：ヨ心として一 新岡　　正・斎藤　和雄 （1），1d2

Py「imidine　5’NucleGtidase獣性のB牢人正常1直お 佐藤雄一郎・伏々木胤貝ll 日本そ準テ」∫｝：条佳、誌，　36　（2）， 1981
よび低濃度鉛ゾィ指t、｛としての意義について 谷rrl　lr｛之・薦藤　秘雄 518－525

ゼーマン刑原子吸光装世を用し・た1紅L液申の重金属浬1｝疋 安隈　秀子・佐々木胤則 づ｝・ξ斤イヒ’≠、　30（8），　538－544 1981

によるキュベットの劣化 斎藤　和雄

北海地における新酪農村住民の生活と健康に関する硲 蔚牢　　俊・佐々木胤則 環境科詳：（北海道大学〉，4 1981
究 田中　豪一・新岡　　蕉 （2），161ヨ72

加地　　指・斎藤　和雄

糖尿病患宰の拍L漿申過酸化脂質｛ぼ｛の検け 加地　　軒・斎藤　　健 岩見沢｝b⊃五総理内院断…く，8 1982
伊藤　敬三・蔵崎　ユ｝ご明 （1），5卜62
藤本　　俊・斎藤　和雄
月二出　　肇・相月i　忠弓ム

辻　　裏宏・村尾　　誠
練介・渡辺　臨f

竹内　　、∫：磁松　時央

メタロチオネイン研究の歴史的展艶 小島　　頗 変撃奪屠（と毒1柑三，　5　（2），86－

X3
1982

冷水浸1鄭こおける皮糠1二化と振動覚、痛覚、爪圧迫 新謎　　正・渡辺　利］樹 第6回振動障繹研究会発衣集 1982

テスト値との関係 藤本　　俊・加地　　汽 （構∫庁），22－26

斎藤　和雄

11本入の職工球中Catalase活l　l三 蔵山奇　Jl三明・伊藤　毎文三 B本衛生学雑誌，37（4）， 1982

蹟舷　　健・斎藤　和雄 707－713

i＝ll立入の赤JllLj求「1】Superoxide　d1smutaseの活性およ 濤藤　　健・伊藤　敬三 日本衛ヒ学雑誌，37（5）， 1982

ぴ酵素：について 蔵崎　ぼ王三明・斎藤　和雄 779－786

デ小牧瑳IilT業開発地1刃1辺の居住環境と住｝乾の健康 新岡　　正・加地　　治 環境科学：（北海道入馳1：），6 ユ983

に関する調査僻究 鎭塚　ノム、穂・日1中　誉；一 （1），229－240

藤本　　俊・颪藤　和雄

マ鴛∫小牧真【1ぎ鉢開テ邑地区に隣下する翫の端毒断茸の騒ぎ 新岡　　正・蟻塚　忠穂 環境科学（北海道大学〉，6 1983

に関する研究 H＝沖　亭一・ぎ石　1詞 （1），241－245

加地　　雷・藤本　　俊
斎藤　和雄

凱尿病患者における11江漿過酸化脂質とま匿清脂質との相
ﾖ

加地　　浩 1ノ∫：と生物学，106，31－35 1983

［i本人の跳f［蓋球および∬IL漿中Glutathi（）ne　Peroxidase 伊藤　敬二三・斎藤　　健 B本偉量、1　｝’：柴鮭孟苦，　38　（2）， 1983

活性 蔵崎　li：！三明・斎藤　雫ii雄 581－588

不快碧の脳波に及ぼすi費多郷 て三晋粥・田中　蒙一・ 日本衛．ヒ学雑誌，39，523－534 ユ98嘆

斎藤　和雄

北海辿における企叢内労働質の並Ll竃B1｛il｛ 井ま辱久子・斎藤　和雄 北方産業衛生，35，26－28 王．985

加地　　浩

微細神経線維のサ1符理組織標本負・成法 田辺　隆賀レ漆藤　季i］雄 r｛ヒソ」ノ菱業径ま｛三，　35，　29－32 1985

rl尚年王夏刑糖尿病患者における1飢漿呼過酸化脂質と代
ｿ込え11翌鯖…索ギ洋　（glutathione　peroxidaSe，　catalase， 瀦満：購敬庭 日4’災害1ウ1：会会誌，33（王（）），

V40－745

1985

Superoxide　dismutase）の活性について 斎藤　和雄

必須微量嫌疑・一1離f｝の中性脂質代li集fに及ぼす影響 長谷月津i夫・小島　　豊 1｝三冠愛’L｛ヒ’｝：イi汗究，28つ345－348 1986

岡安多f予・石橋　輝雄

豊平川における水質および底質唾薫全属の挙動と解析 坂井　ム尤・新岡　　正 北海逼大学大学院環境科学研 1987
蔵由奇　iK明・小島　　fllミ

ｲ々木胤則・斎藤　和雄
究科邦文紀要，3，61－80
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題　　　　　　　　　　　　　目 著　　　者　　　名 発　表　機　関　名 年

中高年H型糖尿病患者｛こおける三f旺1：II　Cu，　Zn，　Mn， カ［け也　　　　量告・藤本　　　　イ菱 日本災害医学会会誌，35（3＞， 1987

Mgの検討 斎藤　　健・伊藤　敬三 2ユ5－224
蔵崎　瓦1三明・斎藤　和雄
大崎　　饒

（4）そ　　の　　他

（学会発表等）

ライン・非ライン職場における露覚症状項闘の検討 神代　雅晴・斎藤　和雄 第1g踊日本人闘工学会（大阪〉 1978

腎尿細管障害晴における炭酸脱水酵索C型の尿中畠 谷口　直之・神代　雅晴 第48回日本衛生学会（前矯〉 ！978

現について 斎藤　和雄・罎原　千秋
大野　秀樹・渡部　秀雄
高桑　栄松

騒音の生理学的評価に関する脳波学的研究一純音珪li」激 斎藤　報酬・神代　猫1責 第48團Ei本衛生学会（前橋） 1978

による脳波数の変化一 谷ri廊之

ガソリン中毒ラットの脳波ノぐワースベクトル 斎藤　空論・佐々木櫛歯 第51園日本産：鑑衛生学会（松 1978

佐藤雄…郎・神代　雅晴 本）

谷日　腹之

集中維持機能（TAF）の習熟牲に関する研究 神代　雅晴・斎藤　和雄 第51鱒lEi本産業衛生学会（松 1978

谷目　礁之・高桑　栄松 本）

空気汚染指標としての欝串重金属の分析 イ左々擁く璃し員lj　・　ξ左藤雄一凛【～ 第37園日本公衆衛生学会（東 1978

神代　雅晴・谷口　直之 京）

斎藤　和雄

都市騒音の分布に関する研究一積雪期及び斗｝三稜雪期の 佐藤雄一郎・佐々木胤則 第37回E：i本公衆衛生学会（東 1978

比較一 神代　雅晴・谷rコ　僻論 京）

斎藤　和雄

ゼーマン型原子吸光分光光度計による王血L中鉛の分析 佐藤雄一郎・佐々木附則 第4撫北方塵業衛生学会（札 1978

神代　雅晴・谷目　萄：之 幌）

斎藤　秘雄・佐藤　敏雄

北海道農民の1凱液巾必須及び汚染重金属含箏ぎ：鮭につい 佐々木無韻・佐藤雄一一郎 第30回北海道公衆衛生学会 1978
て 安田　秀子・斎藤　和雄 （札幌）

擬動障害検診成績 斎藤　和雄・神代　雅晴 第3懸掻動障害研究会（東京） 1979

現行における振動障害健診項目の妥当性に関する研究 斎藤　稲雄・神代　雅晴 第52面川本巌業衛生学会（東 1979

第一報　皮慮漁について 京）

鉛汚染指標としての赤血球酵素Pyrimidine　5’ 佐藤雄一郎・佐々木胤則 第嘆9回日本衛生学会（東京） 1979

Nudeotidase活｛生について 安Hi｛秀子・谷「lI藪之
斎藤　和雄

北海道における1潮脚【＝1＝1重金属（Cu，　Zn，　Mn，　Cd， 佐々木胤則・佐藤雄一郎 第49回Ei本衛生学会（東京） 1979

Pb）の地域・性・年齢分布について 安田　秀子・谷rl　繊之
斎藤　和雄

ヒト斎王鮭球中の金属酵索の動態一炭酸脱水醒素アイソ 谷［コ　薩之・佐々本胤則 第49酬ヨ本衛生学会僚京〉 1979

ザィムSuperoxide　Dismutase，　Catalaseを中心とし 佐藤雄…郎・神代　雅晴
て 斎藤　鵜雄

環境騒音が生体に及ぼす影響について一滝の鴇二と 田中　豪一・三宅　費岡 第20圓芸｝｝本人腿ユ：学会（編絢） 1979

Whi亀e　Noiseの物理的特性と心理的特性との1掲係に 西村　友之・宮代　信炎
ついて 神代　雅晴・斎藤　和雄

聴覚追従調整能力測定装概の試作とその応用 神代　雅晴・筥代　信夫 第20回Ei　2卜：人間＝£学会（福岡） 1979

廣藤　秘雄

ゼーマン型原子吸光分光光度計による金属分析上の問 安i＝f｛秀子・佐々木胤貝ll ε1本分析化学会．北海道支部， 1980

題点一キュベットの劣化を巾心にして一 斎藤　和雄 1980年冬期研究発表会

騒音の脳波学的lll｝Z価に関する碍究一周波数要因を中心 斎藤　季［雌 騒音振動の心理生理学的lli｛三価 1980
として シンポジウム（東京）
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題　　　　　　　　　　　　　呂 著　　　者　　　名 発　表　機　関　名 一

篇℃10分間冷水負荷による皮底温，振動覚，爪潜航お 斎藤　秘雄・新岡　　：薦 第4［L愈愈障」研究会（東京） 1980
よび痛覚閾値の変動について 藤本　　俊

騒帝の生理｝的評｛liiiに関する脳波字的研究，策2報一 斎藤　和雄・三宅　　呵 弟5◎［亘1［三1イー看汀L学会（大；坂） 1980
純音刺激による脳波のα波及びピーク扁波数の変化 凋村　友之・a沖　ガー

精岡　　蕉・藤本　　俊

脳卒串後選涯患者の1震正中微：1全属について 藤本　　俊・佐々木胤則 第50圃日本衛生学会（大阪） 1980

加地　　浩・斎藤　和雄

環境騒審が山肥に及ぼす影響についての脳波こ寺的研究 三宅　　鋼j・【q中　匁・一 第50懸日本子章『生k爆く会　　（大阪〉 1980
照村　友之・新岡　　翫
斎藤　秘雄・宮代　イ，，、夫

神代　雅財

振動障轡憲者に対する5℃10分目よび10℃10分冷水授 斎藤　和雄・新論　　正 参霧531rll　El本∫≧歪業露盤三三享二会　　（丁山 1980
浸法の検討 藤本　　俊・柴野　信夫 し｝）

現行における振動障f材建診項翻の妥当性に関する研究 斎藤　和雄・面面　　正 第53担田本産業衛生学会（紬 1980

藤本　　俊・神代　雅晴 、～）

環境騒爵が生体に及．ぼす影響について，第2報，滝の r宅　甘司・田中　豪一 第21回日本人田1．≠会（鏑台） 1980
欝とWhite㌶olse刺激時…の・O・理条件と脳波変化との 薦村　友之・新岡　　蕉
関係 宮代　信夫・神代　雅晴

斎藤　和雄

純賀および帯域雑∴とAEPの慣れについて i期1豪一・三宅　蟹翔 弟21口臼本人問正∫：会（f山台〉 1980
解職　　正・斎藤　和雄

杓幌帯における降雪中の’敷金属濃度について 田辺　隆矯・佐々木胤貝rl 翔本分板化学会北海道支部， 1980
藤本　　　　｛菱・書算ま也　　　　をテ 1980年夏期研究発表会C鑑蘭）
斎藤　和雄

最近の鉛；・L麻に関する2，3の知兇 斎藤　和雄・佐々木胤則 第43國北ブ澱㌧葭偉漁盛｝二玄（札 1980

藤本　　俊・加地　　浩 幌）

些気浬繕旨標としての守中：重金属の分析一第2報 佐々木胤則・田辺　1屋rJ 第39回［i本公衆律烈挙会（千 1980
藤本　　俊・瓠地　　”i’ 葉）

癬岡　　工1三・斎藤　和雄

札幌制こおける都齋騒膏の実態 横塚　忠穂・曲面　秀樹 第39踊H本公衆衛生套転任（千 1980
イノ．々木曜巽1レ新岡　　蕉 葉）

窟藤　和雄

騒音・振動研究の今後のあり方（自虐をド｛指して） 斎藤　秘雄 環」党国字特瑚研究，パネル譜 1981

論会（東京）

騒音に紺する心理的不快尺度と脳波反晦 斎藤　和雄・三宅築消 昭和55穿度環境科’γ：特瑚研究 1981

研究発表会「騒∴・振動の心
理的生理的影響のll平価」

溝化器癌患者の」帽1微量金属濃度について 藤摩　　俊・佐々木胤則 第51踊「1本衛盤装会（札幌） 1981

新岡　　正・加地　　浩
薦藤　和雄

ri麗人の游礁球および」熊蝦＝1グルタチオンペルオキシ 智識　敬三・斎藤　　健 ガ51囲日本衛ノ1面会（札幌〉 玉．981

ダーゼ活性 蔵崎　蕉明・藤本　　俊
加地　　浩・斎藤　和雄

ε1本人の赤血球中Superoxide夏）ismutase（SOD）の活 斎藤　　健・伊藤　敬三 窮51回1三i本術」三’≧会（札幌） 198玉

山および酵㌶熱：について 蔵崎　1｝三明・藤本　　俊
加地　　浩・斎藤　魂：i雄

不快二犀二の脳波α波激動に及ぼす影響 三宅　憧司・lil中　豪… 第51回［i本衛些皆：会（糺幌） 1981

藤岡　秀樹・細川　敏常
斬閾　　ユ1三・斎藤　和雄

ラット王跳鼠企属レベルに及ぼす投逆金属の影響 佐々木胤馴・坂ナト宏光 策44i　i4ヒヴ∫蔚ま業緯∫　Lタデ：／こ　　（二ま三 1981
斎藤　不日雄 蘭〉

温熱条件と生理反応（省エネルギー下の．．内環境と保 斎藤　秘雄 第33国北海道公衆衛｝．字会シ 工981
健） ンボジウム（釧路）
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題　　　　　　　　　　　　　自 著　　　者　　　名 発　表　機　関　名 年

製酪農村住民の生活と健康に関する研究 藤本　　俊・佐々木胤則
V岡　　　　1臣・力［1圭也　　　　量㌣

第33回北海道公衆衛生学会
i釧路）

1981

斎藤　和雄

道内2，3の都市における騒岩の笑態 棋塚　忘穂・田中　粟一
O宅　’亭司・新岡　　正

第33回目海道公衆衛生学会
i釧路〉

1981

藤本　　俊・加地　　γ二
聖職　秀樹・細糾　敏華
斎藤　秘雄

i’東二1：業開発地医の騒民鍋振動・悪晃および健康に関

ｷる調査僻究
新岡　　正・棋塚　忠穂
c中　蒙一・三老　i　／

第33旧北海道公衆衛生学会
i釧路）

1981

藤本　　俊・加地　　浩
斎藤　和雄

刺激結示li綿に対するAEP　NΣ成分のV‘ゾF擾化 H｛中　箸一・藤岡　秀樹 芽！1懸EI本脳波筋目図学会 1981

新澗　　正・斎藤　和雄 （東京〉

冷水獣類における皮膚ll変化と振動覚，痛覚，爪圧追 新岡　　正・渡辺　租樹 第6回扮劫臨嘗研究会（痕京〉 1982

テスト値との関縁 藤本　　俊・加地　　7’
斎藤　和雄

聴覚誘発電位に及ぼす刺激リズムの影面1 田中　豪一・細川　敏乖
｡溝　禾；樹・新岡　　正

財和56年度蕪】本欄阯L守会，
k海道支諾研究会（札幌）

1982

斎藤　秘雄

酢酸鉛投与によるラット骨髄細胞の禁色体蒸常 欝　加奈子・佐々本胤則 弟52圓日本衛生学会（東芽て） 1982

加地　　浩・斎藤　秘雄

ラット三飼毛金属レベルに及ぼす投与釘の影響 佐々本胤則・藤本　　俊 第52翻Ei本衛鉦学会（東京） 1982

糊地　　浩・斎藤　和雄

日本人の赤血球中Catalase漱性 蔵綺　正明・斎藤　　健 第52回日本衛生学会（東京） ！982

伊藤　敬三・藤本　　俊
力［1地　　lt量・斎藤　和雄

癌患者におけるJaL中Superoxide　disrnutaseの活性に 斎藤　　健・蔵崎　正明 第52園日本衛k学会（東京） 1982

ついて 伊藤　敬三・藤本　　俊
加地　　浩・斎藤　和雄

背・　fを伴う呑種純fの聴覚誘発冠位（A£P）に及ぼ 鶴瀬　敏幸・田中　ξξ一 第52匝1日本衛生学会（東京〉 1982

す影呈 三宅　　二司・藤岡　秀樹
新岡　　正・斎藤　和雄

臼蕪雑菅の二丁変化が脳波に及ぼす影響 藤岡　秀樹・細川　敏輩 第52凶El本衛．1羊会（東京） 1982

E朗コ　亨一・三宅　　司
斎藤　和雄

10℃冷水浸漬における皮膚温変化と振動覚，爪圧迫テ 新出　　三レ渡辺　和樹 第55回日本ll業衛生学会（名 1982

スト値との関係について 藤本　　俊・掴地　　浩 古屋）

斎藤　和雄

酢酸鉛投与ラットの脳内セロトユンおよびGABAの 安田　秀f・高杯　仙、夫 第55懸日本産業封i三装会（名 1982

変動 岡本　泰範り｝烈斧久子 7L渥）

蔚藤　和雄

酢酸鉛投与ラットの脳波および聴覚誘発冠位（AER）
冒二

ｴ　休夫・購本　奉唱 算55匝lEl本田日野ヒ学会（名 1982

粛藤　和雄 至1渥〉

臨海王叢開発1。廻都了担こおけるli民の健藻と住環垣詮 新岡　　正・加地　　浩 茅1匝申1立大装大学院環椀科 1982

斎藤　和雄 f∫二関係研究科合「］研究発表会
（筑波）

大パ汚染指瓠としての降　　｝丁金属の有用性について 斎藤　和雄・｛左々木鼠1糾 第1園属立大学大学：院理撹科 1982

掴地　　軒・新岡　　正 学関係研究科合岡研究発表玄
田辺　隆τ4・坂井　ヲミ光 （筑波）

冷水～刈責における皮膚温変化と振動覚，爪圧テスト値 新岡　　：｛F・渡辺　和樹 第45鳳北方産業衛盈一会（ホし 1982

との関係について 茄地　　1・・斎藤　和雄 幌）

酢酸鉛投与ラットにおける聴丸年発尾位（AER＞ 善本　靖範・亡橋　保夫 第45園北方窪業衛杢｛、装会（札 1982

［H中　豪一・艇田　戸口 幌〉

蔚藤　和雄
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題　　　　　　　　　　　　　自 著　　　者　　　名 発　表　機　関　名 年

酢酸鉛投夢ラットの脳内セロトニンおよびGABAの 安田　秀子・乱捕　保夫 弟45［ぎ茎1比フ∫彦蓋業後テノ｛：拳会　　（率し 1982
変動 岡本　泰範づLl酵久子 幌〉

斎藤　和雄

AEPのr辮皮数成分に及ぼす刺1髪飯」、卜，1隔の影響 田中　豪一・漸騰　う葦1 第12［ロ1縛オ～こ月漸を皮　・　筋量切［メi∫二会 1982
新岡　　正・濤藤　和雄 （米子）

聴覚誘発冠仁（A£R＞に及ぼす背虞音の影響 細川　敏幸・［1ヨ中　豪一一 第12圓日本脳波・筋電［ヌ！｝会 1982

斎藤　秘雄 （米一D

Volatile　fatty　acids　and　free　amino　acids　in　blood Nariyoshi　Saito lIth　Congress　of　the 1982
1）lasma　in　nontreated　diabetics 1｛iroshi　Kali Internationai　Diabetes

Masaya｝玉isamura Federation
Ha11me　Ide （Nairobi，　Keniya）

豊｝り珪における水質および底質の重金属分布について 坂井　宏光・佐々木胤則 第34議北海道公衆偉彊三装会 1982
力1け也　　　　セ｛k・斎藤　　手［眩簾

冷水浸漬における皮膚温変化と振動覚，痛覚，爪圧迫 新岡　　正・渡辺　和樹 第7回振動rr走、1醗究会（束易ミ〉 1983

テスト値との関係（第2報〉 加地　　浩・4吟　　墜
斎藤　和雄・柴野　イ書冊

ラット臓器中の銀結合蚤自質 肖島輿知子・田柄　嘉｝111 第53圓B本衛L学会（大阪〉 1983

小瓶　　豊

ほ乳中の亜鉛結合螢【重1質 鵜島芸横暴・・糸川　君舌則 窮53繍El本衛生学会（大阪） 1983

小島　　豊

癌患者における赤1紅L球Catalaseの犠性について 型押　工E明・聖地　　　1「ヤ 第53畷H本衛生学会（大阪） 1983

小鳥　　典・斎藤　　健
伊藤　敬三・斎藤　和雄

損ヲiラットにおける臓琶詳r卜】微奮t金属および関，工酵素活 斎藤　　健・蔵i崎　ユE明 第53回日本律滑挙≦誉（大阪〉 1983

性について 新妻　孝造・斎藤　和雄

聴覚誘発電位（A£R＞に及ぼす背景音の影響 細川　敏掛l／正1中　豪… 第531煎i［iオー緯ま脳内ノミ　（：人こ1日置） 1983

斎藤　和雄

酢酸鉛投与によるラット骨髄細胞の染色体異常（第2 舘　力II奈一野西前　』；匙イ・ 第53同日本川．ヒ装会（大阪） 1983
報） 加地　　汽・小島　　豊

斎藤　和雄

豊平川の箕全属分布と濃度相関マトリックス法 坂ヌト　宏光・細川　敏デ≡ 第53雛田本衛捌綴ミ（大阪〉 1983

加地　　浩・小島　　豊
原藤　和雄

不快日二の脳波に及li£す影響 澱宅　闘…1・田中　豪一 参導53［r11目ノ乍こ緯∫｛三‘γ二会　　（大i坂） 1983

藤岡　秀樹・細川　敏幸
小島　　豊・斎藤　和雄

酢酸マンガン投与ラットにおけるlli葱性Ill　1除反応 両僑　イ木夫・田中　津1‘一 第56図日零崖業衛生‘三7：譲（大 1983

小島　　豊・斎藤　和雄 阪）

酢酸鉛投与ラットにおける昼中ビタミンB1吊：とト 安田　秀r・高橋　保夫 第56謡日本痔震衛」学会（大 1983
ランスケトラーゼ活性値の変動 小島　　豊・井．卜穿久二了ら 販）

斎藤　和雄

トリクロルエチレン吸入暴露ラットにおける：紳経｛甥毛 1二｛i辺　隆＝1・田中　；i菱… 第5611照本産粟衛kビγ二会く大 1983
学的影響について 新岡　　正・加地　　浩 阪）

小島　　豊・畑田　和左1髭

振動障宕検制法としての冷水浸似試験における皮膚 新岡　　IE・渡辺　和樹 第81帽浮田列的圭休情報の計 玉983

温，振助覚，爪圧追テスト値の相圧関係 加地　　‘、1｝・小島　　豊 測・処理研究≦こ（札幌〉
斎藤　譲葉

トリクロルエチレンの未梢神経障害に関する冠式｛理 1：ll辺　隆司・H沖　％虻一… 第8i戸i時系列的生／本情報の計 1983
亀≧的研究 漸岡　　ユ玉三・捌i地　　浩 測・処理研究会く札1晩）

小島　　哩・斎藤　イII雄

α波のlii現IJズム ご宅　晋1彗・田中　豪… 第8回時系列的生体情報の計 1983

薪岡　　正・小島　　豊 測・処理研究会（札幌）
濤藤　和雄
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題　　　　　　　　　　　　　目 著　　　者　　　名 発　表　機　関　名 年

酢酸鉛投与ラットにおける肝中ビタミンB1量とト 安田　秀子・高橋　保夫 第46回北方塵業衛生学会（美 1983

ランスケトラーゼ活性値の変動 小島　　豊・井上：喜久子 唄）

斎藤　和雄

トリクロルエチレンの未梢神経障警に関する研究 H｛辺　隆司・田中　豪一 第46國北方産業衛生学会（美 1983

新岡　　正・カ；1地　　浩 唄）

小島　　豊・斎藤　和雄

酢酸マンガン投与ラットにおける聴性脳幹反略 高橋　保夫・鐵沖　豪一 第46回北方産業衛生学会（美 1983

新岡　　正・小酷　　豊 瞬）

斎藤　和雄

北海道内仁者阻ぎにおける都市騒帝の実態 布桐畑　　忠魏三・E日中　　豪一 第2回環境科学合詞研究発表 1983

三宅　晋司・新岡　　正 会（横浜）
カ［は也　　　浩・小島　　　豊

斎藤　和雄

酢酸マンガン投与ラットにおける聴性脳幹反応 高橋　保炎・薮三1中　豪一 第13測日本脳波・筋電騒学会 1983

新岡　　正・／∫・翻　　豊 〈奈良）

斎藤　和雄

冷水浸漬における皮膚温変化と振動覚との関係 新岡　　正・加地　　浩 第8圓搬動障害研究会（東京〉 1984

小島　　豊・斎藤　秘雄
柴野　信夫

撫癌ラットに対するスーパーオキサイiご代謝酵素の投 斎藤　　健・斎藤　和雄 第54園日本衛生学会（鶏取） 1984

与効果について 蔵崎　正明

酢酸鉛投与ラットの生体内鉛の変動 安蟹　秀子・小島　　豊 第54劉EI本衛生学会（鳥取〉 1984

井上喜久子・斎藤　和雄

母体，胎盤，胎仔のカドミウムーメタロチオネイン 千林　純子・糸川　喜則 第54闘E｛本衛生学会（鳥取〉 1984

小島　　豊

ピクロトキシンによる酢酸鉛投与ラットのけいれん誘 安爾　秀子・岡本　泰範 第57回Ei本産業衛生学会（札 1984

発性 小島　　豊・斎藤　和雄 1幌）

10℃冷水浸漬における皮層温と振動覚の関係について 下縄　　罪・加地　　浩 第57回日本産業衛生学会（札 1984

小島　　豊・斎藤　和雄 幌）

ピクロトキシンによる酢酸鉛投与ラットのけいれん誘 安田　秀子・岡本　泰範 第47園北方産業衛生学会（札 ！984

発性 小島　　豊・斎藤　和雄 幌〉

正弦波振蟷変調音に対する聴覚誘発電位 下国　豪一・岡本　泰範 第16画時系列的生体情報の計 ！984

新岡　　蕉：・斎藤　和雄 測・処理研究会（札幌）

聴覚誘発電位と人格特性の関係一健康成人及び分裂病 口中　豪一・豊島　　真 策66回北海遵精神神経学会例 1984

者における験討一 照r川　幹雄・川綺　峰雄 会（札幌）

内潟　一郎・新岡　　正
杉山　善朗・高畑　蔵彦

トリクロルエチレン長期吸入ラットの病理紺織学的所 田辺　隆司・小島　　豊 第58匝旧本産業徳生学会（北 1985

兇について 斎藤　和雄 九州）

河川底質：しの重金属分布とその汚染評価一豊平燭と神 坂井　宏光・新潤　　正 第55園円本衛生学会（熊本〉 1985

通環の粒径溺廠質申重金属 小鶴　　豊・斎藤　和雄

営温下における皮膚温，振動覚，痛覚，承圧迫テスト 鳶職　　正・小島　　豊 第55團日本衛生学会（熊本） 1985

値の変動について 力01也　　　　才告・斎藤　　孝口二二

DiethyldithiocarbamateおよびA斑inotriazoleのラ 斎藤　　健・蔵崎　：薩三明 第55回Ei本衛生学会（熊本） 1985

ット移植癌に及ぼす影響 斎藤　和雄

Studies　on　a（玉iagnostic　rnethod　for　vibration Niioka，　T Fourth　intemationa正 1985

syndrome　with　specia圭reference　to　finger　ski11 Kolima，　Y sympos｛um　on　hand－arm
temperature　and　v三bratory　sense　threshold Kali，　H vibration，　Abstracts　p．6

Saito，　K： （｝lelsi眺i，　Fin互and）
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題　　　　　　　　　　　　　閉 著　　　者　　　名 発　表　機　関　名 年

Increased　lipoperoxide　value　and　glutathione H．K：ali XV　ACTA 1985
peroxidaseεict量vity・in：blood　Plasma　of　type　2 M．Kurasaki ENDOCR夏NOLOGICA
diabetlc　women K．Ito CONGR£SS，61

T．Salto α｛elsinki，　Fi簸lan（玉）

K．Saito
T．Niioka
Y．Kojima
H．Ide
M．Tsuli
s．　Kondo

Y．Kawakami

Increased　activities　of　erythrocyte　superoxide R．Kali XV　ACTA 1985
dismutase　and　catalase　in　patle球s　with M．Kurasakl ENDOCRINOLOG玉CA
hyperthyroidism T．Saito CONGRESS，186

K．王to （Helsinki，　Finland）

K．．Saito

T．Niioka
Y．Kolima
T．Klondo
Y．Kawakami
H，王de

Cadmium－metali．othioneins　in　mother　anima1， J．Nakabayashi一 Abstracts，2nd ！985

．placenta　and　fetUS Kodama International　Meeting　on
Y．Kojima Metallothionein　and　other
Y．王tokawa Iow　molecular　weight

meta1－binding　Pr◎teins，

August　21－24（Zurich，
Switzeriand）

Silver－billding　proteln M．Takashima Abstracts，2nd 1985

Y．Kolima 1鶏ternatiollal　Meeting　on

Y．Itokawa Metallothionein　and　other
10W　mOleCUIar　Weight
meta1－binding　proteins，

August　21－24（Zurich，
Switzerland）

聴覚誘発電位のShort・term　Rabituationと神経症傾 田「1：：1　豪～・新岡　　　11三 第15隅iヨ本脳波・筋電図学会 1985
向の関係 石塀　幹雄 （中隔）

アセチルコリン受容体のアセチルコリン結合部位 三占1ゐ　錨美・飛松　孝∫1三 盈kイヒ学，　57　（8＞，　1231 1985

井本　敬二・田巾　健一
藤蹉1　驚怖・福田　零［1彦
蔵書　」：1三明・高撰轟　英雄

森本　裕紀・広瀬　忠明
稲1⊥i　誠一・高橋　智幸
久野　　　宗・沼　　　蕉作

アセチルコリン受容体α一サブユニットのイオンチ 三品　田川・飛松　孝正： 猛三｛ヒ学：，　57　　（8），　1231 ！985

ヤンネル彫成部位 井本　　敬二。繊葬・1＝】　健一

藤田　董彦・編田　和彦
真崎　蕉明・高橋　英劇ll
森本　裕紀・高橋　智宰
久野　　　宗・認　　蕉作

10℃冷水浸漬における二軸温と振動覚の相関関係に関 新岡　　正・小鵬　　．蹴 第56顛：iEI奉衛生学会G三iの 1986
する考察 斎藤　和雄

Metallothionein－a　heavy　metal　binding　protein Fumihiro Proceedings　of 1986

田GASH更NO RESEARCH　EXC｝至ANG£
Yutaka　KOJ王MA SYMPOSIUM　BETWEEN
Masaaki　K：URASAKI 薮OK：KAIDO
Mika　KURASAKI UNiVERS玉TY＆
Yoshiro　S｝1IBASAKI PORTLAND　STATE

UN玉V£RS至TY，227
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Studiesofadiagnesticmethodforthevibration TadashiNIIOKA Proccedingsof 1986
syndromewithspecialreferencetofingerskin YutakaKOJIMA RESEARCKEXCHANGE
temperatureandvibratorysensethreshold KazuoSAITO SYMPOSIUMBETWEEN

HOKKAIDO
UNIVERSITY&
PORTLANDSTATE
UNIVERSITY,232

Studiesonbehaviourofheavymetalsinsieved HiromitsuSAKAI Proccedingsof 1986
seclimentsandwater,andassessmentofwater YutakaKOJIMA RESEARCKEXCHANGE
pollutionoriginatingfromoutsideinrivers KazuoSAITO SYMPOSIUMBETWEEN

HOKKAIDO
UNIVERSITY&
PORTLANDSTATE
UNIVERSITY,233

Roadsideairbornedustpollutionbystuddedtire TsugumichiSATO Proceedingsof 1986
inSapporo,Japan TadashiNIIOKA RESEARCHEXCHANGE

YutakaKOJIMA SYMPOSIUMBETWEEN
HOKKAIDO
UNIVERSITY&
POR[I]LANDSTATE
UNIVERSITY,374

7'-tzfiLf-V)ftl'･')Iii:#i-fA-]-"-k･)-Jits]L･･r4f7tS'1C:Slj-6 Sakmann,B ti.:te;'i':,58(8) 1986
wtr7"J;'y>diIY'1if]1 Methfessel,C
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衛生学講座

題 著　　　者　　　名 発　表　機　関　名 年

（1＞単　　行　　本

精神疲労ならびに肉体疲労時における‘L体の代謝調節 栄松・大野　秀樹 科学研究費，一般研究（B＞研究 1977

機構に関する研究一運動負荷におけるヒト赤」血L球解糖 斎藤　和雄・谷口　織之
系について一

β2ミクログロブリンと炭酸脱水累酵索のラジオイム 谷口　i毒：之．・高桑　栄松 科学研究費，試験イi斤究成果報 1977

ノアッセイと腎障審への慈用 松EI1一郎
まi・二∫隻開　扉．亭」

The　fmctlon　of　malntaining　concentration E．Takakuwa Vi慕ilance，218～238 1977
（TAF＞：an　approach　to　the　evaluatlon　of　mentaI
streSS

1977年有珠山償火がもたらした億民の生活および健康 斎藤　和雄・谷口　癒之 窟論証噴火と環境変動， 1978

被霧に関する研究 神代　雅晴・粧々木胤恥 169～206
佐藤雄一郎・高桑　栄松
村聡　　誠・火偏　　純
附部　庄作

都市化社会におけるストレスの多様化に伴う生体の適 栄松 昭和53年トヨタ財糊研二究助成 1978

応に開する研究 他

ストレスに対応した生体の調節機構に関する研究 高桑・本甲 科学研究費，一般研究（A）研究 1980

一狩に疲労をゆ心として一 村松・劇京
斎藤・富【：iヨ

北方悶としての北海道における入悶屠住環境の実態に 斎藤・高桑 l11産科学振興具胴；｛，研究報告 1981

関する研究 加地・藤本 書
籍岡・谷i：二1

桝1代

環境の挟適尺度についての衛生学的評緬 高桑・斎藤 稗享研究費，総合硝究（A囎究 1981

本閣・河原林

坂ポ

クロム及びその化合物による職業性疾病に関する文献 斎藤　秘雄 1981

調査都痔究

騒音ばく露等に関する澗査研究報告書 i灘本・斎藤 中央労働災害防比調査研究部 1981

坂本

火気汚染指標としての降雪中重金属の有用性について 斎藤　和雄 昭和55年度文部省不三協董試験勝 1981

の分構的研究 究（2）研究報告碧1＝

臨海工業開発周辺考llγ臨こおける焦民の健康と住環境 斎藤　和雄・加地　　浩 「環境科判研究報告1書B一 玉982

新岡　　：f｝三・藤本　　俊 123－R40

聡慧贋住環境に関する総合診断マユユアル 斎藤　和雄 「環境科学」研究報告集｝3一 1982
13玉一R40

騒膏の生理的影眠流の評緬 濠藤　不i｝雄 r環境科学」響究報告集B一 1982

王56－R－15

臨海工業潴発1浦～1都市における像民の健康と住環境 斎藤　和雄・加地　　浩 「環境科学」研究報告集B一 1982

新岡　　正・藤ポ　　俊 156－R－40－1

環境の快適尺度についての衛窯学的評価 高桑　栄松・斎藤　和雄 昭和56年度文部省研究費補助 1982
金総合研究（A＞研究報告謎芋

老人に対する総合施策のあり方について 斎藤　和雄 老入唱題研究会，116－125 1983

工0℃10分冷水浸漬試験による皮膚温酬夏と加令、振動 斎藤　秘雄・新妻　孝造 第8國振動障害研究会発表 1984

工具使用時悶及びま血L騰変動との関係 鈴木　啓二・細川　敏幸 集，9－12
斎藤　　健・佐久間揺行
本間　　寛
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題　　　　　　　　　　　　　潤 著　　　者　　　名 発　表　機　関　名 年

労働者のストレスに対する反応およびストレス騙連疾 斎藤　和雄 労働省 1984

病の予防に関する研究

脳波および誘発脳波を指標とした騒音の評価に関する 斎藤　和雄 文部省科学研究費特別研究 1984

研究 「環境科学」研究広報（28）昭
和58年変研究成果報告，209一
211

脳波および誘発脳波を指標とした騒音の評価に関する 斎藤　和雄 「環境科学」研究報告集B一 1984

研究 205R20－7，入体影響研究，
49～50

The　impalrment　of　concentration　as　a K．Saito， Ruman　Computer 1984

consequence　of　computer　work T，Hosokawa， Interaction－1醤TERACT’
and　K．　Nakai 84，121～125

Vibration　hazards，　occupational　hearing　loss　and K．Saito Combined　Effects　of 1984

the　combined　effects　of　auditory　and　visua1 Environmental　Factors，
stimuli　on　attention　from　the　view　point　ofε£G 357～371

The　physiological　aspects　of　maintenance　with K．Saito 4th　lnternational 1984

special　reference　to　nervous　functions　and Colloquium　of　the
balance Section”Machine　Safty”

of　the　ISSA，　General

Theme：Machines－Fault
Clearance　and
Maintenance，233～242

高次神経濡動にもたらす騒音の影響 斎藤　秘雄 「環境科学」研究報告集B一 1985

230－R20
人体影響研究（8）人体影響
研究領域の研究成果

高次神経活動にもたらす騒帝の影響 斎藤　和雄 「環境科学」研究報告集B一 1985

230－R20，入体影響研究〈8＞
人体影響領域の研究抄録

環境ストレスに関与与する神経伝達物質の動態と脳内 斎藤　和雄 昭和59年度文部省科学研究費 1985
微叢……を元素 補助金一鷹踊斉究（A）目口究報告護事

労働者のストレスに対する反応およびストレス関連疾 斎藤　和雄 労働省 1985

病の．予防に関する調脊研究

今後問題となる微烈金属 斎藤　和雄 臨床検査，MOOK22 1985

企業におけるストレス対応一指針と解説一 斎藤　和雄 中央労働災審防止協会編 1986

次世代の行動への影響 佐藤　　　言羊・島井　　誓志 縣医薬品激発要覧R＆Dプラ 1986

ンニング

親疲労測定法としてのVRT（Visual　Reaction 斎藤　和雄 昭和59～61年度文部省科学研 1987

Test）装麗の試作とその応胴に関する研究 究費補助金試験研究報告書

（2）欧　文　論　文

Effects　of　food　dyes　on　paramecium　caudatum； F．Sako， TQxicology　and　Applied 1977
toxicity　an（玉inhibitory　effects　on　leucine N．Tanlguchi， Pharmacology，　Vo1．39，11
aminopeptldase　and　acid　phQsphatase　activity N．Kobayashi， ～l17

and　E．　Takakuwa

Ascreening　method　for　the　toxicity　of　food　dyes N．Kobayashi， The　Job　Toxicological 1977
USing　artemia　Salina　larVae N．Taniguchi， Sciences，　Vol．2，383～390

F．Sako，

and　E．　Takakuwa

Studies　on　evaluation　of　mentai　fatigue K．Salto， Industrial　Health，　Vol．16， 1978

M．Kumashiro， 45～54
H．Watanabe，
N．Kamita
and　E．　Takakuwa
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Effectsofleadandarsenicontheformationof "r.Tomita, ToxicologyLetters,3, 1979

5P-Hsteroid T.Sato, 291-297
K.Saito,
andE.Takakuwa

Long-termhealthcareforworkersexposedto K.Saito, IndttstrialHealth,17,207- 1979
lewconcentrationoflead T.Sate, 214

S.Ohno,
T.Tomita,
andE.Tal<akttwa

Influenceofstaticloadonhumanbody E.Takakuwa, Arh.I-Iig.rada.Toxdkol. I979

H.Homma, 3e,1227-1234
andM.Sugawara

Concentrationsofcadmium,rnanganese,lead, K.Saito, l,f!Sff,-$-;l･,,1'ft,4-pt,,k.,81-87 1981
copperandzincinthebloodofHokkaido T.Sasaki,
residents Y.Sato,

andS.Yasuda

Relationshipbetweengastriccancerandblood K.Saito, TraceSubstancesin 1981
tracemetallevels S.Fujimoto, EnvironmentalHealth,

T.Sasaki, XV,35-44
"r.Saito,

MI<urasaki,
andH.Kaji

Determinationoftruespecificactivityof T.Saito, ClinicalScience63,251- 1982
sttperoxidedismutaseinhumanerythrocytes K.Ito, 255

M.Kurasaki,
S.Fujimoto,
H.Kaji,
andKSaito

Nutritionalaspectofmethionineisomersstudied H.Kaji, japaneaseJournalof 1983
bypulmenaryexhalationofdiniethylsulfideand
urinaryexcretionofa-1<eto-7-

N.Saito,
M.Hisamura,

Medicine22,106-111

methiolbutyrateinHumans M.Murao,
M.Ishirnoto,
andM.Kondo

Psychophysiologicaleffectsofshiftworkina M.Kumashiro, Ergonomics25,513 1983
small-mediumsizeifactory KMikarni,

andK.Saito

Anationwidesurveyonorganicsolvent T.Inoue, IndustrialHealth21175-' 1983
componentsinvarioussolventproducts:Part1. Y.Takeuchi, 183

I'Iomogeneousproductssuchasthinners, N.Hisanaga,
degreasersandreagents Y.Ono,

M.Iwata,
M.Ogata,
K.Saito,
H.Sakurai,
I.}Iara,
T.Matushita,
andM.Ikeda

Anationwidesurveyonorganicsolvent M.Kumai, IndustrialI'Iealth21,185- 1983

componentsinvarioussolventproducts:Part2. A.I<oizumi, 197

Heterogeneousproductssuchaspaints,inksand KSaito,
adhesives H.Sakurai,

T.Inoue,
Y.Takeuchi,l.Hara,
M.Ogata,
T.Matsushita,
andM.Ikeda

Simplegaschromatographicanalysisof3- H.Kaji, Journalof 1983
methylthiopropionateinhumanurine K.Saito, Chrornatography272,166-

N.Saito, 169

M.Hisamura,
M.Ishimoto,
andH.Kondo
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Electrocorticogram(ECoG)andauditoryevoked Y.Takahashi, IndustrialHealth22189-' 1984

potential(AEP)inratsintoxicatedwithlead Y.Ol<amoto, 198

acetate K.Saito

Changesofbloodcopper,zinc,andmanganesein K.Saito, Traceelementsin 1984

stomachcancer T,Saito, Medicine1,24-28
T,Hosokawa,
S.Fujimoto,
andT.Sasaki

Deficiencyoferythrocytesuperoxidedismutase T.Saito, CancerLetters24,141-146 I984
andcatalaseactivitiesinpatientswithmalignant M.Kurasal<i,
lymphomaandacutemyeloidleukemia H.Kaji,

andK.Saito

Bloodseleniumlevelandtheinteractionof K.Saito, TraceEIementsin l984

copper,zincandmanganeseinstomachcancer T.Saito, Medicinel148-152'

T.Hosokawa,
K.Ito

Measurementoffatigueintheworkplace K.Saito J.Nor.Occ.Health351-
12

1985

IncreasedlipoperoxideValueandGlntathione H.Kaji, KlinWochenschr63765- 1985

PeroxidaseActivityinBloodPlasmaofType2 M.Kumashiro, 768
(Non-Insulin-Dependent)DiabeticWomen K.Ito,

T.Salto,
K.Saito,
T.Niioka,
Y.Kojima,
Y.Osaki,
H.Ide,
M.Tsuji,
T.Kondo,
andY.Kawakami

Cytogeneticeffectsofleadacetateonratbone K.Tachi, ArchivesofEnvironmental 1985
marrowcells S.Nishimae, Health40144-I47

andKSaito

Interactionofziilc,copperandseleniumwith K.Saito, NutritionResearch,Suppl, 1985
superoxidedismutase,catalaseandgultathione T,Saito, I,714-724
peroxidaseinstomachcancer M.Kurasaki,

KIto,
andT.Sasaki

Interactionofcopper,zinc,manganese,and K.Saito, TraceElementsinMan 1985
seleniumtosuperoxidedismutase,catalase,and T.Saito, andAnima3s-TEMA5,
glutathioneperoxidaseinstomachcancer K.Ito, 905-807

S.Fujimoto,
andT.Sasaki

Thepresenceofheavymetalsinurbansnow H.Sakai, Environ,Sci,}Iokkaido,8, 1985
T.Sasaki, 14I-149
anclK.Saito

Behavioralteratologyofinethylmercury. S.Shimai, j.ToxicologicalSciences 1985
andH.Satoh 10,199-2I6

Behavioralteratogenesisofheavymetals: S.Shimai, Cong,Anom.25,367-376 1985
problemsinexperimentalresearches andH,Satoh

Mercurymetaboiismanddevelopmentofmice H.Satoh, NutritionResearch, 1985
offspringperinatallyex.posedtomethylmercury S.Shimai, SupplemeRtI580-586
andselenite, andN.Yasuda

Developmentofreflexesinneonatalmice H.Satoh, ToxicologyLetters25', I985
perinatallyexposedtomethylmercuryand N.Yasucla, 199-203
selenite, andS.Shimai
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Doesmercuryvaporexposureincreaseselenium T.Hongo, IndustrialHealth23163-, 1985
excretion? T.Suzuki, 165

S.Himeno,
C.Watanabe,
ff.Satoh,
andY.Shimada

Increasederythrocytecatalaseactivityinpatients M.Kurasakl, HormoneandMetabolic 1986
withhyperthyroidism T.Saito, ResearchI8,o"6-59

H.Kaji,
Y.Kojima,
andK,Saito

Distributionofheavymetalsinwaterandsieved H.Sal<ai, Wat.Res.20559-567' 1986
sedirnentsintheToyohiraRiver Y.Kojima,

andK.Saito

Seasonalvariationinhemoglobincencentration M.Ikeda, HumanBiology58,189- 1986
innon-Agriculturalpopulationsundervarious T.Watanabe, 196
clirnaticconditions A.Koizumi,

N.Ishihara,
Chul-WhanCha,
C.P.Sadarangani,
M.Trishnananda,
S.Ratanamaneechat,
K.Kurosawa,
K.Saito,
K.Takada,
T.Uenishi

Applicationofacomputer-controlledInfrared }I.Wada, Pharmacology 1986
beamdevicetobehavioralresearch 'r.Hosokawa, Biochemisty&Behavior,

K.Saito 241789-1792'

AnurbannoisesurveyinSapporo,Japan K.Saito, EnvironrentalScience, 1786
T.Makizuka, Hokkaido9,205-216
G.Tanal<a,
S.Miyake,
T.Niioka,
S.Fujimoto,
T.Hosekawa'
M.Kumashiro,
andH.Kaji

ThePhysiologicalaspectsofmaintenancefrom I<,Saito MaintenanceManagement 1986
theviewpointofhighernervousfunctionand International6,197-2e3
balance

I)lasmaandurinarycatecholamineconcentrations KSaito, ScandJWorkEnviron 1986
inpatientswithvibrationsyndromebeforeand S.Inuzuka, Healthl2,262-264
afterhospitaltreatment andI<.Azuma

Diagnosticmethod'forthevibrationsyndrome T,Niioka, ScandJWorkEnviron 1986
withspecialreferencetofingerskintemperature Y.Kojima, I'Iealth12251-253'

andvibratorysensethreshold I'I.Kaji,

andK.Saito

Effectsofsingleexposuretotolueneonshock H.Wada, Neurebehavioral 1986
avoidanceandtimeestimationlnrats T.Hosokawa, Toxicologyand

andK.Saito Teratology8,727-730

Anenzyme-linkedimmunosolventassay(ELISA) M.Kurasaki, FmvironSci.}Iokkaido9, 1986
formeasuringhumanerythrocytesCatalase I<,Ito, 195-206

M.Suzuki-
Kurasaki,
T.Saito,
T.Makizul<a,
Y.Kojima,
K.Saito
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題　　　　　　　　　　　　　自 著　　　者　　　名 発　表　機　関　名 年

Distr｛bution　of　mercury　in　guinea　pig　offspring M．Yoshida， Archives　of　Toxicology　58， 1986

after　in　utero　exposure　to　mercury　vapor　during Y．Yamamura， 225－227
Iate　gestation． and　H．　Satoh

Mercury　selenium　interaction　in　workers　exposed T．Suzuki， J．App覧ied　Toxicology　6， 1986

to　elemental　mercury　vapor． S．Himeno， 149－153
T．Hongo，
C．Watanabe，
H．Satoh

Generation　and　dose　as　modifying　factors　of R．Yamamoto， EnVirOnmental　ReSearCh ！986

inOrganiC　merCUry　aCCUmUlatiOn　in　brain，員Ver T．Suzuki， 41，309－318
and　kidneys　of　rats　fed　methylmercury． H．Satoh，

and　K．　Kawai

潮脚謡糊翻諮拙灘、謙囎tes T．Saito
Hokkaido　J．　Med．　Sci．62，257－268 1987

cancers　and　thyroidal　dysfunctions，

Binding　of　mercury　to　metallo亡hionein　like
垂窒盾狽?ｉｎ　in　fetal　liver　of　the　guinea　pig　following

M．Yoshida，
g．Aoyama，

Toxicology　Letters　37，1－
U

1987

in　utero　exposure　to　mercury　vapor． H．Satoh，

Y．Yamamura

（3）邦　文　論　文

注意集中と脳波および光・音誘発反応との関連 斎藤　和雄 iE譲1莱月尚波，　19巻，　167－176 1977

SO2および3－4Benzpyreneのラット呼吸器に及ぼ 小峰　妙子 北海道医学雑誌，52巻，189一 1977
す影響について 203

集中維持機能（TAF）について 高桑　栄松 体育の科学，27巻，626－629 1977

北海道の地域医療 高桑　栄松 斗ヒ海道の公衆衛生，3帰，81－
X1

1977

眼球運動をともなう視覚性泣召集中時における脳波お 紙i蒸i｛信之・斎藤　和雄 北海道医学雑誌，52巻，475一 1977
よび光誘発電位 高桑　栄松 486

視覚性注意集中と頭側上脳波との関連について 紙田　償之・斎藤　和雄 北海道医学雑誌，52巻，467一 1977
高桑　栄松 473

関係機関の現状と展翌一生涯教育と大学一 高桑　栄松 公衆衛生，41巻，698－699 1977

バッチ法による珀藻ドーパミン・β一水酸化酵素活性 渡部　秀雄・大野　秀樹 医学のあゆみ，100巻，392一 1977
測定法 谷口　直之・高桑　栄松 394

運動負荷によるヒト煎L漿GOTアイソザイム活性値の 大野　秀樹・渡辺　秀雄 医学のあゆみ，101巻，841一 1977
変動について 管簾　千秋・谷紅コ　蔽之 844

高桑　栄松・近藤　宇史

集中維持機能（TAF）に関する研究 栄松 東北医学雑誌，90巻，180－182 1977

多項嗣検診による健康管理 高桑　栄松 労｛動と保健，19暑，33－40 1978

ラット肝のsteroid　5β一reductase活性に対する酢 富田　　勤・佐藤　敏雄 EI本衛生学雑誌，33巻，614一 1978
酸第二水銀の影響 高桑　栄松・斎藤　秘雄 620

予防医学と統計処理 村松　　宰 北海道藩学大型計算機センタ 1978
一ニュース，　10巻，　50－61

人問機械系要照 高桑　栄松 癖本医師会雑誌，33巻，1505一 1978
1523

運動負蒋におけるヒト赤圭n1球解糖系の代謝調節に関す 大野　秀樹 北海道医学雑誌，53巻，221一 1978
る研究 237
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題　　　　　　　　　　　　　ヨ 著　　　者　　　名 発　表　機　関　名 年

水銀汚染地区住斑における尿中炭酸脱水酵素アイソザ 大野・犀原 医学のあゆみ，105巻，225一 1978
イムおよびβ2－microglobulinについて 渡部・近藤 227

佐藤・高桑
釜期・松田
服部・古瀬
永照・原田

北海道大学医学部における衛生学の教育 高桑　栄松・本間　　寛 医学教育，王0巻，246－247 1979

運動負荷におけるヒト赤jaL球炭酸脱水酵素アイソザイ 大野・渡部 B本衛生学雑誌，34巻，612一 1979
ムと2・3－DPGの変動について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　臣 犀原・越智 619

高桑・谷i二1

擬動障害に関する診断項翻の検討 越智・紙田 産業医学，21巻，539－545 1979
笛1報　ブッシュクリーナー使胴健常作業者について 大野・渡部

岸原・菅湧ミ

村松・奉閲
斎藤・高桑

強制運動負荷によるラット勃発行動鮭の変化について 本間・燦原 雇壼業医学二，　21巻，　522－527 1979
水谷・渡部
越留・岸原
村松・高桑

ラット肝における5β型ステロイドの生成に及ぼす 富田・佐藤 野1本徽艦学雑誌，34巻，683一 1979
砒酸カルシウムの影響 菅原・高桑 689

斎藤

人醐機械系の諸聞題 高桑　栄松 現代の医学5「生存と環境」， 1979

189－204

疲労に関する研究一持に集中維持機能（TAF）を中心 高桑　栄松 欝本衛生学雑誌，35巻，78一 1980
として一 87

長時閃立｛照呆持における姿勢制御機構 本間・菅｝京 臨床脳液，22巻，554－559 1980
一特に脳波・筋電翻の分析を中心に一 摩原・高桑

運動鋲荷におけるラット良発行動量と過酸化脂質およ 燦原　千秋 北海道医学雑誌，55巻，575一 1980
びその関連酵素活性に関する研究 585

騒帝質荷による大脳皮質湧動水羅の変動 本間　　寛 北海道医学雑誌，56巻，55一 1981

一集中維持機能（TAF＞および誘発脳波（AER＞を中 56

心として～

働く婦入の生理聴の痛覚症状と意識 村松　　宰 ．母性衛生，21巻，22－27 1981
他

静的労働負担に関する基礎的研究 菅源　正夫 二iヒ胃理遵［墾ミε享二餐1…；ζ壱L　56巻，　267一 1981

一立位姿勢保持による生体機能変動一 280

聴覚誘発電位に対する純斎および帯域雑欝の影響 田中・三宅 環境科学，4巻，1－12 1981

一刺激音の糊波数特災牲をヰヨ心として一 新岡・斎藤

Pyrimidine　5’一nucleotidase活性の日本入正常値お 佐藤・佐々木 1嚢本衛生学雑誌，36巻，518一 1，981

よぴ低濃度鉛汚染指標としての意義について 谷［＝：い斎藤 525

環境騒音の評価に関する研究 田中・三宅 人山工学，17巻，27－32 1981

一審の認知と物理的將性について一 西村・宮代
神代・斎藤

ゼーマン型原子吸光装澱を用いた111L液「｝・1の重金属測定 安田・佐々木 づ）』劇ティヒ1学：，　30巻，　538－544 1981

によるキュベットの劣化 斎藤

振動源平患者に対する5℃および10℃冷水浸漬法の 斎藤　和雄・新覇　　正 産業医学23，33－41 1981

比較 藤本　　俊・柴野

北海道における職酪農村住民の生活と健康に関する研 藤本　　俊・佐々木胤貝ll 環境科学4，161－172 玉．981

究 田中　豪一・新岡　　正
毒口重也　　　　を告・斎｝爆　　不［肱窪

集ヰ髪維持機能（TAF）に関する実験的研究 安栄　鉄男 北海道医学雑誌，56巻，643一 1981

一特に学薔活動を中心として一 565
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題　　　　　　　　　　　　　目 著　　　者　　　名 発　表　機　関　名 年

集中維持機能（TAF）に関する研究 渡部　秀雄 北海道医学雑誌，56巻，627一 1981

一特に臨床症状の客観的評価を中心として一 642

若年者の性意識の現状について 村松　　宰 助産婦雑誌，35巻，405－412 1982

他

振動障害に関する研究 越智　仁司 北海遂医学雑誌，57巻，1一 1982

一診断，認定，新病型分類を中心として一 20

クロム労災判決の問題点 淡路　剛久・斎藤　和雄 ジュリスト，758巻，52－73 1982

新美　育文・西村健一郎
保療喜志夫

糖尿病患者の」紅漿r朽愚酸化月旨趣値の検討 加地　　浩・斎藤　　健 岩見沢市立総合病院医誌8 1982

伊藤　敬三・蔵崎　正明 巻，57－62
藤本　　俊・斎藤　和雄
井礁　　肇・絹川　忠弘
辻　　畠宏・村尾　　誠
黒蹴　練馬・渡部　尚告
竹内　　守・若松　時夫

学校における心臓検診をめぐって 斎藤　和雄 学校保健研究，24巻，252－268 1982

北海遂のビタミンB且栄養状態について 井上喜久子・斎藤　和雄 武口薬報，344巻，14－！5 1982

省エネルギー下の蓋内環境と保健 捺藤　楠雄 北海道の公衆衛生，8巻，82一 1982
87

日本人の赤1紅L球中Catalase活性 蔵崎　」：旺明・伊藤　敬三 Ei本衛生学雑誌，37巻，707一 1982

斎藤　　健・斎藤　和雄 713

建設業の労働者の健康を守るには 斎藤　憩雄 建災防札幌分会だより42， 1982

1－17

Ei本人の赤血球中Superoxide　dismutaseの1香性およ 斎藤　　健・伊藤　敬三 EI本衛生学雑誌37巻，779一 1982

び酵素蚤について 蔵崎　正明・斎藤　和雄 786

Ei本人の赤珀L球中および血漿中Glutathione 伊藤　敬三・斎藤　　健 El本衛生学雑誌38，581－588 1983

peroxidase活性 剛臆　正明・斎藤　秘雄

最近における高校生の身体発育に関する研究 津村　直子・幽晦　邦宏 学季交イ呆健石汗究25，　335－349 1983

細川　敏拳・斎藤　和雄

オフィス労働の労働衛生上の闘題点 斎藤　和雄 労働衛生24，9－13 1983

職業病 斎藤　和雄 メディカルコンパニオン3， ！983

1075－1080

産業医活動推進のストラテジー 擦藤　和雄 4ヒネ毎遂医報，　549，　31－47 1983

北海道における職業病 斎藤　秘雄 北海道医報，570，12－28 1983

蕩小牧東部工業朋発地緩岸諺辺の勝住環境と住民の健康 新圃　　正・加地　　浩 環境科学6，241－245 1983

に関する調沓研究 棋塚　忠穂・田中　豪一
藤本　　俊・斎藤　和雄

苫小牧東部工業酪素地区に隣接する沼の端市街の騒音 新照　　正・棋塚　忠穂 環境科学6，229－240 1983

に関する研究 田中　豪一・三宅　晋司
力口重也　　　　量告・藤本　　　　イ委1

斎藤　秘雄

疲労のとらえ方と対策 斎藤　棉雄 第！幽産業看護セミナー（後 1983

期〉，7卜86

環境と健康 斎藤　積雄 下帯公害相談室ニュース，16 1984

巻，10－11

ストレスと環境一とくに白然環境を中心に一 斎藤　手［離 保健の科学26巻，305－308 1984

不快音の脳波に及ぼす影響 三宅　晋言1ぎレ田中　豪一 Ei本衛生学雑誌39，523－534 1984

斎藤　鞍雄

癌と微量金属が癌の診断や治療に役立つ可能性 斎藤　和雄 CHN王CIAN31，77－82 1984
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題　　　　　　　　　　　　　用 著　　　者　　　名 発　表　機　関　名 年

わが悶における工業用有機溶剤使用の実態に関する調 井上　　俊・池田　並之 癬ミ業医学26，　518－538 1984
査研究 緒方　正名・斎藤　和雄

桜井　治彦・竹内　康治
原　　一郎・松下　敏夫
久永　藏見・小野雄一郎
岩田　全冊・熊井　美保
小皇　昭夫

騒音ならびにビタミン£投与ラットの脳内神経伝達物 佐久聞儀肴 4ヒ～毎…遵医学条饒誌，　voi．59， 1984
質，過酸化脂質および過酸化li旨質代謝関連酵索の変動 549－585

札幌市立学校職興の就職後における風疹罹患の観察 直樹・新野　峰久 配本衛焦学雑誌40，855－861 1985
署井　慶蔵・細彗　敏幸
斎藤　肥州

職業癌の現状 斎藤　和雄 臨床のあゆみ5，22 1985

北海道における企業内労働者の難中B1値 井上喜久子，斎藤　和雄 二iヒプ∫毛嚢業そ章〒盗f三35，　26－28 1985

加地　　浩

微細神経線維の病理組織標本作成泓ξ 田辺　隆潤・斎藤　和雄 躍ヒソゴ桑蓋業認定烈日35，　29～32 1985

医学における分析化学 斎藤　和雄 ぶんせき3，149 1985

作業；管理からアプローチする疲労対策 斎藤　和雄 労働徽｛・三25，11－16 1，985

技術革新下における労働者の健康問題への対応 斎藤　和雄 灌業医学ジャーナル8，61－
U2

1985

琉代疲労 斎藤　相懸 労働衛生26，17 1985

中高年H型糖尿病患者における1藪L漿中過酸化脂質と代 加地　　浩・伊藤　敬三 Ei本災害1蕪学会会誌33，740一 1985
謝1難運二醗…醤ζ諾樺　（鼠1utathione　peroxidaSe，　catalase， 蔵崎　正明・斎藤　　健 745

superoxide　dismutase）の活性について 斎藤　和雄

脳波α波の包絡線解析 三宅　熱田・斎藤　和雄 脳波と筋電鷺】，13，269－278 1985

労働者のストレスに脱する反応およびストレス関連疾 斎藤　和雄・安井　義之 労働衛生26，47－52 1985

病の予防に関する研究 高田　　莇

新疲労測旧法としてのVRT（Visual　Reactlon 斎藤　和雄・細川　敏幸 り丙態蛙三翠琵4，　1005－1007 1985

Test）装讃の試作とその応用 紳擁・邦彦

VDT作業と健康問題 斎藤　和雄 北海道大学大型計算機センタ 1985
一　。　ニコーース17，　　9　－12

高齢煮のスrドーツ活動と「生きがい」意識との関達 杉山　讐朗・巾村　　浬｝ 老年照会科学，8，161－176 1986

斎藤　蝦固・佐藤　　蒙
竹川　忠男

燭立ビル環境研究所の設置を望む 斎藤　和雄 ビルの環境衛生管理，34，28一 1986
29

交替制勤務の衛生管理 斎藤　和雄 労働衛生27，10－24 1986

労働潜のストレスに短する反応について 斎藤　和雄 ストレスと入間科学1，83一 1986
92

疲労とストレス 斎藤　移雄 産業医学ジャーナル，9，91一 1986
95

生体内過酸化1指質の特異的測定法 斎藤　　健 ぶんせき，37巻，115一月6 1986

PC－9801でオンライン文献検索をするためのBASIC 佐藤 LI凹凹ノくイ　ト　（No．19）225－229 1986

プログラム

ヌ、トレスとぎ：｝：犀極1魯｝…経活動 斎藤　和雄 病態生理6，72－79 1987

大擬デパート勤務女』：｝二販売異の労働f蔑担 犬塚　祐子・仲井　邦彦 二1ヒプア雇査業雛f差｛三36，　13－20 1987

細川　敏幸・軸上
神代　雅晴・斎藤　秘雄
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題 目

道内某公的機関従業員の精神及び身体的慮覚症状の分
栃一束火式健康調査票による調査一

著 者 名

岩田　　昇・奥山　悠子
川上義和・斎藤和雄

発表機関名
北方産業衛生36，21－28

年

1987
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社会法講座

題　　　　　　　　　　　　　褒1 著　　　者　　　名 発　背　機　関　名 年

（11単　　行　　本

融融法得入門」 保源喜志央 「有斐閣」 1977
「共著」

「論点樗考労鋤法」 保原喜志夫 有斐閣 1982
「共著」

（2）欧　文　論　文

New　Forms　and　Aspects　of　Atypical　Employment 保原喜志夫 SECOND　ASIAN 1983

Relations　in∫apan R£G茎ONAL　CONGRESS
OF　LABO只瓢AW　AND
SOCIAL　SECURITY

（3）邦文論文，判例評釈

職業病の認定と安全対策 保原喜志夫 ジェリスト683号 1977

天災地変その他による災警 保原喜志夫 新労働蕃準実例百選（別栂ジ 1977

ユ1以ト〉

逓勤災害 保原喜志夫 新労働棊準実例百選（鴉冊ジ 1977
ユリスト）

労働災害と尤請，下請の賠償資任 保原喜志夫 社会保障綱例百選（男目冊ジュ 1977
リスト）

労災補償と懲謝料 保源喜志夫 社会保障判例百選（別騰ジュ 1977
リスト）

労働災警と過失相殺 保原喜憲夫 丁合保障判例百選（瑚ill｝ジュ 1977
リスト）

業務上の認定 保彦1（喜志夫 労働法の判例第二版（ジュリ 1978
スト増刊）

労災補償制度と不法智為責任 保原喜志夫 ジュリスト691号 1979

フランス法における経済的理由による解灌の規制 保源喜恋夫 季刊労働法113号 1979

諸外騰における整理解雇の鏡制 保原喜志夫 学会誌「労働法」55号 1980

フランス法における職場占拠 保原喜恋夫 久保還暦記念「労働組合法の 198G

理論課題」所収（惟界思想社）

労働組合法5条の解釈 保1京喜志夫 注釈労働維合法上巻所収（無 ／980
署名）

公務舞に対する安全醜慮義務 保原喜志夫 行政法の争点（ジュリスト増 1980
刊）

フランスの労災補償（1＞～（4＞ 保原喜志夫 「労働法学研究会報1336，37， 1980

44，45，54号」

形式的には障鴇等級表の二側の等糸及に該当するが、実 保源喜志夫 「判例評言剣254号 1980

質的には一一個の障審にあたると評鱗すべき…例（判例
評釈）

労働基準法の将来 保原喜志夫 ジュリスト731号 1981

行政官庁による経済的解雇の承認と鑓法裁判所の審査 保線喜志夫 北大法学論集31巻，3・4合 1981

権一フランス法における整理解雇規制の手続法的1｝1繊1 併号
に対する一考察
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題　　　　　　　　　　　　　昌 著　　　者　　　名 発　表　機　関　名 年

労災保険給付と損害賠償との調整 保原喜志夫 ジュリスト740号 1981

納金スト 保原喜志夫 労働料例百選第四版（別冊ジ 1981

ユリスト）

悪性脳死，心臓死の認定をめぐる行政解釈と甥例の齪
掾p

保原喜志夫 季刊労働法12ユ号 1981

クロム肺ガンと使胴者の貰任 保原喜志夫 ジュリスト758号 1982

整理解雇をめぐる甥例の法理（1）～（4） 保原喜志夫 判例評論275号，277号，278号， 1982

297号 ユ983

労災補償貰任の法的性絡 保原喜志夫 現代労働法講座12巻所収 1983

労働協約「顕肩腕症候群総合精密検診」の受診拒否を 保原喜志夫 ジュリスト788号 1983

瓢湖とする戒告処分が無効とされた例

労働災害と蟹の監督義務 保原嘉志夫 ジユリスト792号 1983

整理解雇をめぐる判例の法理（51～（7） 保原喜志夫 ～i考fダ一言平論298号，　300号，　303号 1984

オルー淡とフランス労働法の新展開 保原喜志夫 ［：三i本労イ動協会奈淫誌302号 1984

フランスの国立労働条件改善機構について①② 紬織喜志夫 団労働基準37巻，9号，／0号 1985

フランス法における不当労鋤行為 保原喜志夫 「団結権侵害とその救済一不 1985

嶺労働行為制度の比較法的考
察」所収有斐閣

スーパー・外食産業におけるパートタイム労働者の実 保原喜志夫 季刊労働法136号 1985

態と問題点

不法行為により死亡した者の得べかりし普通恩給の喪 保原喜志夫 判例評論318号 1985

失は損害賂償請求の原爆となるか

ワッペン襲用と録音業務の遅延 保原喜志夫 マスコミ判例百選（別冊ジュ 1985
リスト）

年末休暇中の寮火災による精神薄弱の労働者の死亡事 保原嘉志夫 ジュリスト848号 1985

故と会社の安全配慮義務

（4＞そ　　の　　他

フランスにおける経済構造の変革と団体交渉の変容 軸簾ミ喜志夫 北大法掌論集，31巻，2号 1980
（翻訳〉

クロム労災輝決の問題点（座談会） 保原喜志夫 ジュリスト758号 ／982

労働災害をめぐる法律上の問題点 保原喜志炎 第2踊全国労働安全衛生大会 1982

特別講演

雇用保障　ヨーロッパの鑑別的雇嗣契約のモデル（翻 保原喜志夫旧訳〉 R瓢ブランパン編，花見忠覧 1983
訳） 訳，日本労働協会

フランスオルー法と改蕉労働法（翻訳） 保原喜志夫 lil本労働協会雑誌304号，305 1984
（1），（H），（III），（IV），（VII） 号，　306号，　307号，　310号 1985

‘‘

mew　Forms　and　Aspects　of　Atypical 保原喜志夫 ド第11圓国際労働法・社会保障 1985
£mployment　Reiatio調ship　ln　Japaバ 学会総会」報告
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農政学講座

題 著　　　者　　　名 発　表　機　関　名 年

ω　単　　行　　本

「農業に舛する公共政策」 黒柳　俊雄（崎浦繍ぎ｝・ 『農業経済学概禰，養賢蛍 1978
田辺良則共編）

「農学部通史概説」 高嶋　正彦 鐵北大百年史（部局史）』，ぎょ 1980
（北海道大学編） うせい

膿業経済学科」 蕉彦 『北火百年吏（部燭史捕，ぎょ 1980
（北海道大学編） うせい

r農學園」 高嶋　正彦 窪北大百年史（部局史）』，ぎょ 1980
（北海道大学編〉 うせい

農業財政投資のマクロ計鑑：経済モデル分析 黒柳　俊雄 昭和54年度旧都雀科研費成果 1980

報告書（獅究代表者　高嶋蕉
彦〉

北海道農業の展開と札幌農学校の役翻 疋彦 昭楠55年度文部省君卜研費成果 1980

報艦載，永井秀夫編「Ei本近
代史における札幌農学校の研
究」

定儒圏構想と農政 黒極1俊雄（蝦名賢造・ 澤現代Ei本経済論選，薪評論 1980
森本工正決編〉

『北海道の農期 黒柳　俊雄 北海道槻発問題研究調査会 1980

，鵬濃警翻藩麺各1 黒棚」俊雄（稲葉秀三・
ｬ林好宏・谷内　達・源

『［三1立経済への挑戦澄，El奉経

ﾏ新聞社
1980

3田川誘発，付加価傭誘発と地域間誘発 勲と共著）

4北海道開発の評価蜘緯

農業構造改善等 購卯　俊雄 『北海透大百科辞典藷，北海道 ！981

親｝翻＝

『農政の経済分析』（上） 高鴫　正彦・黒柳　俊雄 明文欝勝 i．981

1農政の経済分析1（下） 正彦・黒柳　俊雄 明文書房 1981

酪農経営の将来と農政 黒闇　俊雄（酪農総合研 『酪農経営技術の基本と実 1982
究所〉 ［鱒，

大報1市閏題と財政の対応 黒柳　俊雄（北海道大学 『成長都了擬，明文書房 1982

ミックス研究会編〉

Ei本農業の麟立と発展を求めて 黒柳　俊雄（総合研究開 ll主潮社 1982

発機構編）

シミュレーションによる地域経済内生化モデル分板 黒柳　俊雄・阿部　秀iサ1 1地場産業の地域内生化に関 1983

（総合研究開発機構助成 する研究』，北海遵未来総合研

北海道来来総合研究所 究所
編〉

農業の財政1｝麺題 黒柳　俊雄（肥後和夫・ 響転換期財政の課題，【＝I」央大 1983

醐寸紀三郎・中村英雄・ 学出版都
…一 ﾍ秀洋編）

北海遵における米の過剰と需給調整 俊雄（二1：渥坐造編） 『農産物の過劇と需給調獅 1984

農林統計協会

靴海道の漁業金融』 黒柳　俊雄 北海道漁業信用基金協会 1984

石紬価格上昇の農業財政・金融政策減殺に関する経済 黒穣1俊雄 昭和58年度文都雀科研費成果 1984

効果分析 報告書（研究代表者　黒率蓼酸
雄〉
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題　　　　　　　　　　　　　習 著　　　者　　　名 発　褒　機　関　名 年

北灘遂農業に対する財政支出効果のシミュレーション 黒柳　俊雄 昭和58年度北海道科研費成果 1984

と政策田口 報告書（研究代表者　黒柳俊
雄）

農政の経済効果 黒柳　俊雄 昭和58年度文部省科商口成果 1984

報告書（研究代表者　逸見
謙ヨ

わが国食管財政の農・葬農業に与える経済効果分析 黒棚　俊雄 昭稲60年度文部省科研費成果 1985

報告書（研究代表者　高嶋正
彦〉

行革時代の北海道闇発行政 黒柳　俊雄（北海遂未来 『北海道21批鋭気，磯本経済新 1985

総合研究所編〉 聞社

墓本法農政における農業財政支出・農産物輸入制度金 黒極】俊雄（逸見謙三・ 『基本法農政の経済分析』，明 1985

融の経済効果 加藤譲編）

さっぽろの都粛問題と財政 黒柳　俊雄 『薫大都布サッポロはいま丑， 1986

札幌都市研究センター

農業金融 黒柳　俊雄（馬場啓之 『日本農業読本駐，東洋経済新 1986

助・唯是康彦編〉 報社

情報ネットワークを利用した地域農業政策形成システ 廣政　幸生 昭和60年度文部代納研鷲成果 1986

ムの開発 報告書（研究代表者　廣政幸
生）

農政・i垂i由化・環境の変化と北海道農業 告H：」　省一・津E日　　治 昭和60年度北海道科研費成果 1986

黒柳　俊雄 報告書（研究代表者黒柳俊雄）

②　欧　文　論　文

£conomic　Effects　of　Government　Investment　in Toshio　Kuroyanagi The　Joumal　of　the　Faculty ／982

Farm　Mechanization－A∫apanese　Experlence一 of　Agriculture，猛okkaidQ
University，　Vo｛．60，　pt，導

The　Information　System　Model　to　Frame　the Hideaki　Abe， Environ．　Sci．　Hokkaido． ／984

Re墓ional　Dairy　Farming　Policy and　Yukio　Hiromasa Vol．7，　No，2

Some　Factors　in　the蕪ationally　Relatively　Low Toshio　Kuroyanagi Proceedings　of　Research 1986

Levei　of　the　Hokkaido　Economy　and exchange　Symposium
Deve互opment　Strategies Between　Hokkaido　Univ．

and　Portland　State　Univ．

The　Econornic　Effect　of　Government Toshio　Kuroyanagi Agricu互tural　Productivity 1987

£xpenditures　in　Japanese　Agricu至ture Organization

Relatively　Low　Activitles　of　the　Hokkaido Toshio　Kuroyanagi Environ．　Sc｛．　HokkaidQ． 1987

Economy　and　Regional　Development　Strategies Vol．10，　No．！

（3｝邦　文　論　文

現地にみる構造改善事業 黒柳　俊雄 副本農業年鑑ワ8年版 1977

安定成長に伴う地方財政構造の変化，影響のシミュレ 黒御　俊雄 〔】£conomic　Frontier3，　イ雰藤 1977
一ション分析 俊夫教授古希記念論文集，

7　　・　8　　・　9合fチ争帰

多liii的ダム建設による水没地域の社会経済的分析 黒棚1俊雄 環境科学，禽ll刊暑 1978

不確実牲の減反政策 俊雄 農業と経済，第44巻第11暑 1978

農業財政投資の総合経済効果分析 黒柳　俊雄 農経諭叢，第34集 1978

米需給の見通しと政策課題 黒柳　俊雄 農業と経済，第45巻第2号 1979

農業の発展とわが岡の税制 黒柳　俊雄 農業と経済，第45巻第12号 1979
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題　　　　　　　　　　　　　霞 著　　　者　　　名 発　表　機　関　名 年

北海道農業における総合施設資金の役舗 黒柳　俊雄 長期金融，第57号 1981

地域経済の発展パターンとその自律i生 黒柳　俊雄 「地域経済分析の課題と方法」 198王

弗乳の需給調整と輸入代替の条件 黒柳　俊雄 農業経済研究，第52巻第5琴 198i．

過疎の計錐的分析 廣政　幸生 農経諭叢，第38集 1982

不足払い制度の考え方と問題点 黒楊】俊雄 食料政策研究Vo1．33 1，983

農政の経済効果分析 小林　弘明・黒棚　俊雄 農経諭叢，第39集 1983
農業及び農家の所得形成シミュレーション

農業政策における誘因澗立性メカニズムの考察 廣政　宰生 農経諭叢，第39集 1983

農政の経済効果と署油価格変動 欝部　秀明・黒柳　俊雄 環境科学　粥6巻第1号 工983

1i体農業の規模問題（学会シンポジウム座長〉 黒柳　俊雄 農業経済研究，第55巻第3号 1983

農業補助余・農塵物翰入の経済効果 黒棚　俊雄 農業と経学斉，　第50巻第1号 1984

農業共同利用財の費嗣負撫問題 廣政　幸生・高嶋　正彦 農経諭叢，第40集 1984
ゲーム理論によるConflict　resolution

農産物価格変動の経済厚生に対する影響分析 金【！！紀久・黒柳　俊雄 農経諭叢，第40集 1984

北海道の地域開発の現況とその対応策 黒柳　俊雄 北方閥センター 1985
北方圏諸欄の例との比較（デンマーク編）

食管制度と米側致策の方向性 黒柳　俊雄 農業と経済，第51巻13号 1985

鶏卵の生産性向上に関する計蟻分析，1964～83 山本　康貴・黒柳　俊雄 農経諭叢，第42集 1986

21世紀に向かう珊本農政と畜産に求めるもの 黒柳　俊雄 畜塵の研究，40巻策1号 1986

北海遊の地域開発の現況とその対応策 黒柳　俊雄 北方圏センター 1986
北方間諸国の例との比較（フィンランド編）

農業・非農業に対する農業財政支出のシミュレーショ 阿部　秀明・黒棚　俊雄 北海学園北児大学論集，第15 1986
ン分析 号

低コスト，ニーズに応える米づくりを環指す北海道稲 黒柳　俊雄 農業と経済，第53巻第6号 1987

観光と地域づくり 黒棚　俊雄 都市問題研究，第39巻第11号 1987
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