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第 31巻 第 1号 

昭和 55年 7月 

訃報 

 故 坂本峻雄 先生 

原著 

 台湾北投温泉から採取した砂礫の放射性核種 

・・・・・野口 喜三雄・相川嘉正・村上 悠紀雄 1 

総説 

 温泉研究と近代医学・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大島良雄 8 

学会記事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12 

 

第 31巻 第 2号 

昭和 55年 11月 

名誉会員の紹介・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15 

原著 

 放射能泉の保健物理学的考察・・・・・・・・・・柿下正雄・羽田陸朗・熊谷道朝 17 

 伊豆半島温泉群における Ra及び Rn濃度 

     ・・・・・・・・・・甘露寺 泰雄・堀内公子・石井 忠・村上 悠紀雄 23 

総説 

 最近のボーリングについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・村山一貫 35 

学会記事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43 

 

第 31巻 第 3号 

第 33回日本温泉科学会大会号 

昭和 56年 1月 

特別講演 

 水素および酸素同位体比からみた温泉水の起源・・・・・・・・・・・・松葉谷 治 47 

 山陰地方の温泉史・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・立木惇三 57 

 温泉研究の回顧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大島良雄 64 

シンポジウム「日本における放射能泉の現状」 

 日本の温泉の放射能について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・堀内公子 69 

 放射能泉の保健物理学的考察・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・柿下正雄 79 

 放射能泉と三朝温泉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・御船政明 80 

 ソ連の放射能泉と人工ラドン泉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・北川 宏 94 

一般講演要旨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・96 

学会記事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・116 



第 31巻 第 4号 

昭和 56年 3月 

原著 

 塩原温泉と塩原層群・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・山崎良雄 119 

 群馬県下の温泉水中のホウ酸含量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・酒井幸子 128 

総説 

 温泉科学研究ノート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・矢野良一 139 

学会記事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・156 

第 34回日本温泉科学会大会案内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・157 

 

第 32巻 第 1号 

昭和 56年 7月 

原著 

 温泉の地球化学的研究（第 17報）竜神温泉・・・・・・・・・・高橋 保・佐藤幸二 1 

総説 

 温泉の熱エネルギーの利用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・湯原浩三 8 

第 34回日本温泉科学会大会プログラム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16 

学会記事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22 

日本温泉科学会通常会員名簿・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23 

 

第 32巻 第 2号 

昭和 56年 11月 

原著 

 滋賀県平津長石鉱山における湧水のラドン含有量 

      ・・・・・・・・・・・・浅山哲二・八木 伸二郎・西村 進・増田康之 31 

 松代温泉地域のラドンと断層について－オープンパイアル法と CN トラック法の通用性

について－ 

      ・・・・・・・・・・・・・・飯島 南海夫・堀内公子・村上 悠紀雄 42 

総説 

 温泉の集中管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・益子 安 52 

学会記事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・61 

 

第 32巻 第 3号 

第 34回日本温泉科学会大会号 

昭和 57年 1月 

名誉会員の紹介・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・65 



会長講演 

 最近の地熱探査の動向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・中村久由 67 

公開講演 

 化学成分より見た岩手県の温泉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・佐藤 彰 76 

 西ドイツおよび岩手県における温泉医療について・・・・・・・・・・・・野口順一 84 

特別講演 

 岩手県の温泉の地質・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・村井貞允 86 

シンポジウム「温泉、地熱の多目的利用」 

 深層熱水供給システムの開発・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小村精一 97 

 岩手県雫石地域における熱水利用計画・・・・・・・・・・・・・・・・・福井基充 101 

 酸性温泉水の処理対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・後藤達夫 105 

プログラム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・124 

一般講演要旨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・130 

学会記事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・151 

 

第 32巻 第 4号 

昭和 57年 3月 

原著 

 別府血の池地獄の水深・水温・水質・沈澱物・放熱量及び放出水量の変化 

        ・・・・・・・・・・・・湯原浩三・江原幸雄・野田徹郎・中尾晴次 153 

 玉川温泉水の石灰岩による中和反応効果に関する試験研究 

        ・・・・・・・・・・・・・・・・・梅津芳生・後藤達夫・浅部喜幸 164 

学会記事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・180 

第 35回日本温泉科学会大会案内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・181 

 

第 33巻 第 1号 

昭和 57年 7月 

原著 

 濃度相関マトリックスによる下呂温泉群の相互関連性の検討 

        ・・・・・川本 博・阿部修治・松沢克典・下澤秀夫・飯島 南海夫 1 

 群馬県下の温泉水中のフッ素について・・・・・・・酒井幸子・氏家淳雄・木崎喜雄 9 

 北海道濁川温泉の湧出機構・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・吉田 裕 24 

総説 

 原子吸光分析と温泉分析・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・佐藤 彰 37 

学会記事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44 

第 35回日本温泉科学会大会案内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45 



第 33巻 第 2号 

昭和 57年 10月 

原著 

 北海道定山渓温泉における温泉水位の経年変化・・・・・・・・・・・・・浦上晃一 47 

 温泉の地球化学的研究（第 18報）土肥温泉・・・・・・・・・・佐藤幸二・高橋 保 59 

 山梨県石和温泉の化学成分の変動 

 ・・相川嘉正・下平京子・今橋正征・高松信樹・加藤尚之・塚本邦子・秋山 悌四郎 69 

 Geochemical Nature of Hot Spring Waters in Hot Springs 

   National Park of Arkansas・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・K．Noguchi 77 

 Variation of the Radon Content in Two Display Springs 

   and the Reservoir of the Hot Springs National Park in Arkansas・・・・・・K．Noguchi 83 

学会記事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・92 

 

第 33巻 第 3号 

昭和 58年 7月 

原著 

 熊本県日奈久温泉の湧出流動状況・・・・・・・・・・・・・・佐藤幸二・高橋 保 95 

 伊豆半島諸温泉における Rn／Ra比，Na／K比と温泉の湧出流動状況に関する考察 

         ・・・・・・・・・・・甘露寺 泰雄・堀内公子・村上 悠紀雄 113 

 ネパール・ヒマラヤのトリスリガンタキ，ブリガンタキおよびマルシャンディー谷の陸

水の化学成分 

・・・山田哲雄・野口 喜三雄・相川嘉正・加藤尚之・塚本邦子・渡部光則・市野和雄 124 

学会記事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・143 

 

第 33巻 第 4号 

昭和 58年 10月 

名誉会員の紹介・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・145 

公開講演 

 温泉行政について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・亀井正作 147 

 長野県の温泉の現況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・林 好英 151 

 温泉の送湯・配湯について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・細谷 昇 153 

特別講演 

 長野県の地質・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・山下 昇 160 

 温泉の生体反応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・上田五雨 184 

 鹿教湯温泉と病院連携-25年のあゆみ・・・・・・・・・・・・・・・ 藤田 勉 188 

総合特別講演「諏訪の温泉」 



 上諏訪温泉の沿革・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・柳平千彦 190 

 諏訪地方の温泉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・稲垣益次 200 

 諏訪市の温泉統合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・岩本節治 211 

プログラム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・214 

一般講演要旨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・220 

学会記事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・237 

 

第 34巻 第 1号 

昭和 59年 1月 

原著 

 濃度相関マトリックスによる奥飛騨温泉の地球化学的研究 

     ・・・・・・・・川本 博・阿 修治・松沢克典・下澤秀夫・飯島 南海夫 1 

 伊豆半島の海岸地域に分布する塩化物泉の化学組成と海水-岩石相互作用に関する研究

（その 1） 

     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・甘露寺 泰雄 13 

総説 

 温泉に棲息する第三の生物・・・・・・・・・・・・・・・・・金子 弘・古屋禎佑 28 

第 37回日本温泉科学会大会案内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38 

学会記事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43 

 

第 34巻 第 2号 

昭和 59年 4月 

原著 

 温泉水採取にともなう地下温泉水系の変化〈1〉 

       漏れのある被庄地下水層における水位低下の進展・・・・・・・・・・由佐悠紀 45 

 ニュージランドWaiotapu地熱地帯のシリカテラス形成に伴う熱水の化学組成変化 

              ・・・・・・・・・・・・・・・・古賀昭人・田口幸洋 57 

総鋭 

 温泉法の地方行政における展開例・・・・・・・・・・・・・・・・東海林 辰雄 64 

第 37回日本温泉科学会大会案内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・70 

学会記事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・72 

 

 

 

 

 



第 34巻 第 3号 

昭和 59年 8月 

原著 

 Variation of the Chemical Composition of Water Emitted from the Prince of 

   Wales Feathers and Waikorohihi Geysers During an Eruption of Each 

           ・・・・・・・・・・・K．Aikawa，K．Noguchi，E．F．Lloyd 73 

 丹後半島周辺の温泉・・・・・・・・・・・・・・桂 京造・浅見益吾郎・西村 進 81 

 温泉水採取にともなう地下温泉水系の変化（2） 

   別府温泉南部域における塩素イオン濃度低下と地下温泉水層の水理学的特性 

・・・由佐悠紀 92 

第 37回大会プログラム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・105 

学会記事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・110 

 

第 34巻 第 4号 

第 36回日本温泉科学会大会号 

昭和 59年 10月 

会長講演 

 温泉医学の動向と療養地学への展開・・・・・・・・・・・・・・・・・・小嶋碩夫 111 

公開講演 

 温泉行政について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・田中瑞穂 117 

 伊豆長岡温泉の集中管理について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・石橋虎三 121 

 群馬県温泉協会と温泉療法医の活動状況について・・・・・・・・・・・・木暮 敬 132 

特別講演 

 地下における熱水の流動に関する最近の研究・・・・・・・・・・・・・・湯原浩三 134 

 水圏化学よりみた温泉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・綿抜邦彦 144 

総合特別講演 

 静岡県の地質・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・岩橋 徹 151 

 静岡県の温泉の泉質・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・海野忠市 153 

プログラム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・161 

－般講演要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・167 

学会記事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・186 

 

第 35巻 第 1／2合併号 

昭和 59年 12月 

原著 

 中央構造線外帯（伊那谷）における食塩泉に関する地球化学的研究・・・・・橋爪 傅 1 



 高々温泉（＞60℃）中のラドン，トロン，ラジウムの存在について 

         ・・・・・・・・・・ 石井 忠・堀内公子・村上 悠紀雄 11 

総説 

 温泉水中の溶存物質の起源について・・・・・・・・・・・・・・・・山下 幸三郎 20 

第 38回日本温泉科学会大会案内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34 

学会記事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39 

 

第 35巻 第 3号 

第 35回日本温泉科学会大会号 

昭和 60年 3月 

会長講演 

 地質学的に温泉はどんなところにあるか？ 

     特に、奥津温泉について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・杉山隆二 41 

特別講演 

 岡山の温泉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・石井 猛 56 

 動燃事業団人形峠のウラン鉱床と製錬工場について・・・・・・・・・・・高瀬 博 65 

 放射能と温泉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・山県 登 78 

 温泉行政についで・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・田中瑞穂 82 

第 37回日本温泉科学会大会プログラム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・87 

一般講演要旨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・92 

学会記事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・111 

 

第 35巻 第 4号 

昭和 60年 7月 

原著 

 飯豊山地および周辺地域の温泉に関する二，三の地球化学的知見 

・・・加藤武雄・大宮由子・杉山智子 115 

 京都府下で発見された酸性泉の性状とその成因について 

・・・・・浅見 益吉郎・桂 京造・高桑 進 128 

学会記事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・141 

 

第 36巻 第 1号 

昭和 60年 11月 

原著 

 群馬県の温泉水の水素および酸素同位体比・・・・松葉谷 治・酒井幸子・越中 浩 1 

 伊豆半島の地熱温泉水理の研究（その 1）下賀茂温泉地域の地熱構造の地球化学的解釈 



                    ・・・・・・・・野田徹郎・阿部 喜久男 12 

総説 

 高々温泉（≧60℃）の主要化学成分の分布について・・・・村上 悠紀雄・堀内公子 28 

学会記事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44 

 

第 36巻 第 2号 

第 38回日本温泉科学会大会号 

昭和 61年 1月 

名誉会員の紹介・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45 

会長講演 

 振動障害の温泉療法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・脅藤 幾久次郎 46 

公開講演 

 温泉行政について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・市川茂敏 52 

 温泉と食温,ヒトと食塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 益子 安 56 

 わが国温泉地の現在及び将来-温泉医学・・・・・・・・・・・・・・・ 小島碩夫 60 

 日本における温泉保養地・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・中沢晃三 63 

特別講演 

 伊豆半島の地下温度構造の研究・・・・・・・・・・・・・・・・・・・角 清愛 64 

 伊豆小笠原諸島近海における海底火山活動とその温泉化学的研究・・・・小坂丈予 75 

プログラム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・85 

一般講演要旨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・90 

学会記事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・112 

 

第 36巻 第 3号 

昭和 61年 3月 

原著 
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 温泉の流動と拭存・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・由佐悠紀 161 
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 日光国立公園における温泉水中のホウ素・・・・・・・・・・・・・・・川口 浩 238 

総説 
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