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尾崎博，鈴木猛(1957)．二，三の衛生害虫に対するダイ

アジノンの効力について．衛動，8(2)：91～92

島川武夫，他4名(1959).Dieldrinによる衛生害虫駆除

例(調査研究)．生活と環境，4(2)：33～38

下釜勝(1959)．蝿類撲滅の実験的並びに実際的研究3，

残留噴霧及び薬液浸潰コードによるイエバエの集団

撲滅実験．長崎大風土研紀要，1(3)：330～342

下釜勝，大利茂久，高木睦夫(1958)．大森式密閉堆肥舎

による蝿類撲滅の集団実験．術動，9②：89，抄

下釜勝，大利茂久，大森南三郎(1958)．イエバエに対す

る残留噴霧成績．第8回衛動南日本支部大会洲演要
一
戸

白井允子，鈴木猛(1958)．リンデンと低ガンマーBilC

のイエバエに対する効力比較．術動，9(2)：87，抄

末永散(1959)．ハエ防除法の改善．術生害虫，4(2)：17

～2l

鈴木猛，椎名実，土屋芳春，安富和男，喜島功，平社俊

之助(1959).Malathionによるハエの成虫，幼虫及

び蚊幼虫の駆除実験．衛動，10(4)：268～275

Suzuki.T.&Shirai.M.(1959).Comparativeeffectof

gammer60%BMCwithlindanetoresistantand

susceptiblehouseflies.Japan.J.Exp.Med..29(3):

181～1,̂ 1

Suzuki,T,Ikeshoji,T、&Shirai,M.(1958).Insecti-

cidensisianevinsi-veralstrainsofhousefliesin

Japan.Japan.J.Exp.Med.,28:395～404

鈴木猛，平社俊之助，白井允子(1958)．ハエ成虫駆除の

一方法一ダイアジノン浸漬テープについて（調査

研究)．生活と環境，3(11）：43～49

鈴木猛，池庄司敏明，白井允子(1958)．数種系統イエバ

エ成虫の各種殺虫剤に対する抵抗力比較．術動，

9(2)：86，抄

鈴木猛，遠山輝彦(1957).DDT及び二,三のlindane

製剤の残効性（殺虫剤の残効性の研究第2報)．防

虫科学，22(3)：283～292

鈴木猛，尾崎博(1957)．リンデン及びダイアジノンのイ

エバエ及びチャバネゴキブリ成虫に対する致落下横

転効果の比較．衛動，8(3)：141～146

鈴木猛，遠山輝彦，尾崎博(1957)．各種試験法の殺虫剤

効力評価に及ぼす影響(予報)．衛動，8(2)：93，抄

田中英雄，中条悦次(1954).7-BHCによる致死蝿の細

胞組織学的所見．衛動，5(1.2）：59，抄

谷川十三生(1958)．農村のはえ駆除の実際的研究（密

閉堆肥舎使用の効果につV､て)．衛動，9(2)：88～

89

塚本増久(1959)．ショウジョウバエにおけるDDTの代

謝.I・新代謝物質の同定．防虫科学:,24(3):141-

151

塚本増久，大垣昌弘，小林弘(1957)．彦根市におけるマ

ラリア防過と殺虫剤抵抗‘性昆虫の発達．術動，8(3)

：118～122

塚本増久，大垣昌弘(1956)．彦根市のイエバエの殺虫剤

抵抗性．術励，2(2)：158，抄

塚本増久(1955)．ショウジョウバエ硫酸ニコチン抵抗性

とその遺伝子分析．防虫科学，20(3)：73～81

塚本増久，大垣昌弘(1955)．遺伝学より見た昆虫の殺虫

剤抵抗性．術勤i,6(1):26,抄

塚本増久，大垣昌弘(1953)．ショウジョウバエのDDT

に対する抵抗性の遺伝．防虫科学，18(2)：39～44

上原五郎，西甫三(1958)．水洗便所普及率並びに薬剤撒

布回数とハエ成虫の捕独数の関係について．衛生害

虫，3(4)：27～31

上野晴久(1958)．実験用イエバエMuscadomes此α

〃j℃"zα幼虫の飼育についての二,三の知見（殺岨剤

の効力試験における生物学的要因の解析第2報)．

防虫科学，23(3)：111～115

上野晴久(1958)．薬剤処理をうけた幼虫より羽化したイ

エバエ成虫の寿命,産卵能力その他について．衛動，

9(2)：88

山本久雄(1955)．広島県における民衆組織の殺虫剤使用

傾向について．衛動，6(1)：27～29

山崎輝男，楢橘敏夫(1958)．イエバエの殺虫剤抵抗性と

神経感受性（殺虫剤の作用機構に関する研究第17

報)．防虫科学，23(3)：146～157

安篇和男，喜島功(1958)．煙霧によるハエ駆除実験（調

査研究）第1報．生活と環境，3(8)：38～42．同第

2報，同3(12）：28～34

安富和男(1958)．種々な実験法によるイエバエ各系統の



(84）術生動物1960

抵抗‘性比較．術動，9(2)：85，抄

安富和男(1957)．残留噴霧実験とボウフラ駆除実験（洲

座)．生活と環境，2(7)：32～38

安富和男(1957)．イエバエの殺虫剤抵抗性の研究（第2

報)．衛動，8(2)：92～93,抄

安富和男(1956)．イエバエの抵抗性に関する諸問題．術

動，7(2)：158～159,抄

安富和男(1956)．各種昆虫の殺虫剤に対する抵抗性の研

究第4報,p,p'-DDT並びに近縁化合物の殺虫力に

関する再検討(I).術動i,7(2):83～̂

安富和男(1956)．各地で採ったイエバエの殺虫剤に対す

る抵抗性の違い．環境衛生，3(1)：20～23

安富和男(1955).DDT,7-BHC及びその混合剤に関す

る諸問題．衛動，6(1)：23～24,抄

安富和男(1954).DDT,7-BI-IC混合剤の殺虫力に関す

る研究．環境衛生，1(11）：19～25

安富和男(1954)．各種昆虫の殺虫剤に対する抵抗性の研

究(第3報),Piperonylcyclonene添加によるDDT

抵抗性昆虫の駆除に関する研究．術動,5(3.4）：146

～151

ハエ幼虫関係

青野宏，三谷和合，加藤杉郎(1958)．実験的塵芥処理場

における蝿の防禦について（密閉式堆秋槽における

防禦を中心として)．衛動，9(2)：87，抄

円城寺定男(1955)．殺岨剤の薬害に関する試験成績．術

動，6②：129～132

藤戸貞男，武術和雄，遠藤斉彦，宅見竜雄，夏目俊夫，

稲葉祐一(1959)．有機燐製剤フイルド実験につい

て．衛動，10(3)：197～201

平社俊之助，本田博(1958)．堆肥場におけるイエバエ幼

虫に対するMalathion,Dipterex,Dieldrin及びBMC

撒布の効果について．術動，9(1)：55～59

井上義郷(1957)．便池におけるオルソ剤の使V､方．生活

と環境，2(5.6）：21～22

井上義郷(1956)．殺岨効力試験成綴の意義，特にモデ

ル便池法について(講座)．生活と環境，1(8)：19～

23

井上義郷(1955)．蝿幼虫に対する各菰防疫用殺虫剤の効

力に関する研究(第1報)，モデル便池法によるオル

ソヂクロールベンゼン及びリンデンの効力．術動，

6②：111～117

井上義郷(1955)．各種防疫用殺虫剤の蝿幼虫に対する効

力に関する研究(第1報),代用便池法によるγ-BHC

の粉剤,乳剤及びO-Dichlorhenzcneとの混合乳剤の

試験．衛動，6(1)：56，抄

年Vol、11No.2

井上義郷(1955)．便池における殺虫剤の効果．衛動，

6(1)：25～26,抄

久保和馬(1957)．二臭化エチレン乳剤によるハエの殺蝿

試験について(調査研究)．生活と環境，2(11）：29

～32

丸尾重則(1957).71.5%BHCの効果的使用法につい

ての一考察．環境術生，4(12）：28～31

本橋精一(1955)．殺岨剤の薬害に関する試験成績．衛

動，6(2)：127～129

尾崎博．鈴木猛(1957)．二，三の衛生害虫に対するダイ

アジノンの効力について．衛動，8(2)：91～92

大沢済，長沢純夫(1949).防疫用殺虫剤のハイのウジに

対する効力試験,殺虫剤の生物試験に関する研究第

4報防虫科学，12：9～12

下釜勝(1959)．各種薬剤による便池の殺岨実験．長崎大

風土研紀要，1(4)：414～419

白木有之，鵜飼春夫(1957).10%DDT,0.5%7-BHC

二弧混合粉剤の殺岨効果(調査研究)．生活と環境，

2(11）：22～23

諏訪内正名(1955)．殺り雌I，オルソヂクロールベンゾー

ル製剤及びそれが含有する諸化学成分が農作物に対

して呈する薬害についての基礎的試験．衛動，6(2)

：125～126

鈴木猛，椎名実，土屋芳春，安富和男，喜島功，平社俊

之助(1959)．Malathionによるハエの成虫，幼虫及

び蚊幼虫の駆除実験．術動I,10(4):268～275

鈴木猛，池庄司敏明(1957)．デイルドリンのセンチニク

バエ幼虫に対する効力，特にその後作用について

（薬剤によるハエ幼虫駆除に関する研究第8報).術

動，8(1)：40～44

鈴木猛，遠山輝彦(1956)．ハエ幼虫に対するリンデンの

後作用について．術動，7(2)：157

鈴木猛(1955)．殺岨剤としてのオルソヂクロロベンゼン

乳剤について．環境衛生，2(5)：26～3O

鈴木猛，遠山輝彦，緒方一喜，佐々 学(1955)．オルソヂ

クロロベンゼン乳剤による便池内ハエ幼虫の駆除に

ついて（薬剤によるハエ幼虫駆除に関する研究第

2報)．衛動，6②：117～122

鈴木猛(1955)．ノ､エ幼虫殺虫剤の効力に関する諸問題．

術動，6(1)：24～25,抄

鈴木猛,遠山輝彦(1955).Lindane及び二,三の殺虫剤
のセンチニクバエ幼虫接触における作用形式につい

て蝉剤によるハエ幼虫駆除に関する研究第3報)．

防虫科学，20(4)：140～149

谷川十三生(1958)．磯村のハエ駆除の実際的研究（密閉

堆肥舎使用の効果について).衛動,9(2)：88～89,抄
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遠山輝彦，鈴木猛(1956)．各種ハエ幼虫のリンデンに対

する感受性比較(薬剤によるハエ幼虫駆除に関する

研究第7報)．衛動，7(2)：99～101

遠山輝彦，鈴木猛(1956)．リンデン・オルソヂクロロベ

ンゼン混合乳剤のセンチニクバエ幼虫に対する効力

について（薬剤によるハエ幼虫駆除に関する研究

第4報)．術動，7(1)：51～57

遠山輝彦，鈴木猛(1955)．ノ､エ幼虫に対する殺虫剤の効

力について(第5報)．衛動，6(1)：56，抄

遠山輝彦，鈴木猛(1954)．接触毒の効力試験法とそれに

よる諸種薬剤の効力比較（薬剤によるﾉ､エ幼虫駆除

に関する研究第1報)‘防虫科学,19(4)：115～121

遠山輝彦，鈴木猛(1954)．蝿幼虫に対する殺虫剤の効力

（第3報)．衛動，5(1.2）：60，抄

上本駿一(1956)．岨に薬剤を用いてはいけないのではな

いか．衛生害虫，1(8)：34～35

上野晴久(1959)．幼虫期に薬剤処理をうけたイエバエの

蝿および成虫の生態学的な諸性礎について（殺岨剤

の効力試験における生物学的要因の解析第3報)．

防虫科学，24(1)：54～59

上野晴久(1958)．薬剤処理をうけた幼虫より羽化したイ

エバエ成虫の寿命，産卵能力その他につし､て．衛

動，9(2)：88

山ロー孝，鈴木猛，佐々 学，飯田鈴吉(1950)．高等植物

の殺虫,性に関する研究(第1報)，予試験的検索につ

いて．防虫科学，15(1)：39～46

山口与四郎，安元宗一郎，竹内貢三，梅沢定彦(1955)．

殺虫剤による殺岨試験について．術動，6(2)：123

～124

安富和男(1957)．オルソヂクロールペンゾール剤の特性

と使い方．生活と環境，2(5.6）：19～2l

安富和男(1954)．殺岨剤としてのDDT乳剤．環境衛

生，1(9)：26～28

蚊成虫関係

福井正信,佐藤孝慈,本田博，平社俊之助，池庄司敏明，

鈴木猛(1957)．畜舎におけるDDT,Dieldrin残留

噴霧の蚊に対する効果について（殺虫剤の残効性の

研究第1報)．衛動，8(1)：34～39

池田安之助(1958)．樟脳酸エステル類の家蚊に対する忌

避効果について（忌避剤,誘引剤について第3報)．

防虫科.学，23(2)：63～65

池庄司敏明，佐々学，長田泰博(1959)．フィラリア症媒

介蚊駆除法の研究に関連した1958年度の観察．術

動，10(3)：188～196

小林弘(1954)．越冬蚊処腫についての一所見．環境術

生，1(4)：26～31

厚生省環境衛生部(1957)．蚊とハエのいない生活実践運

動の推進状況．生活と環境，2(1)：30～33

森下薫(1956).DDT残留噴霧の効カーマラリア防過に

おける新戦術一．術動，7(1)：1～8

長花操(1958)．蝿蚊駆除の実際．日本医師会雑誌,40

（4）：268～272

長沢純夫，大野稔，勝田純郎(1952).Piperonylbutoxide

を併用した除虫菊蚊取線香の有効度について，殺虫

剤の生物試験に関する研究第20報．防虫科学，17

（2）：47～56

長沢純夫，勝田純郎，岡本晶，大野稔(1951).Pyrethrin

とAllethrinを塗布した蚊取線香のアカイエカの成

虫を落下仰転せしめる効力について，殺虫剤の生物

試験に関する研究第17報．防虫科学，16(3)：

176～181

長沢純夫，住田史郎，平位省三(1950)．蚊取線香の検定

について,殺虫剤の生物試験に関する研究.第10報．

防虫科学，15(4)；206～217

小野正夫(1950)．殺虫剤の連合作用に関する研究（第1

報),Safrol誘導体のPyrethrinsに対する協力作用

について．防虫科学，15(3)：155～170

小野禎治(1957)．墓地内の蚊発生源に対する薬剤防除実

験．衛生害虫，2(9)：74～77

佐々学，林滋生，鈴木猛，三浦昭子，上野厭治，田中英

文(1957)．八丈小島におけるマレー糸状虫症及びそ

の媒介蚊の地域的駆除の試み一とくにDDT粉剤の

ヘリコフ°ター撒布について一．術動，8(1)：5～10

高野武之助，村沢勇，大野稔(1949).BHC混用線香に

ついて，合成蚊取線香の研究第3報．防虫科学，

11：15～19

高野武之助，村沢勇，大野稔(1949)．Benzophenone混

用線香について(Ⅱ),合成蚊取線香の研究第2報．

防虫科学:,11:12～11

高野武之助，上田睦生，村沢勇，大野稔(1947).Benzo-

phenone混用蚊取線香について．防虫科学,7.8,9:
11～15

山本久雄(1955)．広島県における民衆組織の殺虫剤使用

傾向について．術動，6(1)：27～29,抄

蚊幼虫関係

林滋生，鈴木猛(1957).蚊幼虫に対するDDT及びBHC

の致死量についての解析，殺虫作用に関する研究

第2報．防虫科学，22(1)：138～144

池庄司敏明，平社俊之助，鈴木猛(1958)．数種の蚊幼虫

に対する各種殺虫剤のLC-50と抵抗性の検討．徳
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動，9(4)：302～307

稲臣成一，木村道也，森本接夫(1956)．2，3の磯薬の蚊

幼虫並びに淡水魚介類に及ぼす影響．衛動，7(1)；

58～59

石野卯吉(1958)．野壷(肥料溜)における50%DDT水

和剤の蚊幼虫及び蝿に対する効果について．衛生害

虫，3(6)：55～56

伊藤邦夫(1956)．数種の殺虫剤の効力比較試験．衛生害

虫，1(13）：60～62

小垣実(1956)．薬剤撒布を施した下水溝における蚊幼虫

相について．衛生害虫，1(10）：41～42

丸尾重則(1957).71.5%BHCの効果的使用法につい

ての一考察．環境衛生，4(12)：28～31

益子帰来也(1950).華中におけるアノフェレス幼虫に対

するパリスグリーン撒布実験について.術動,1(1)：

12～14

松原弘道(1957)．ピレトリン及びアレスリンに対するヒ

バラクトン(サビニン)及び関連化合物の共力効果に

ついて（その1)，農薬の共力剤に関する研究(第18

報)．防虫科学，22(4)：345～354

松原弘道(1955)．殺虫剤における共力作用機柵に関す

る研究第3報，ピレトリンの酵素的解毒に対する

Dihydroconiferylalcohol及び関聯化合物の阻害に

ついて．防虫科･学，20(4)：117～120

松原弘道(1954)．農薬の共力剤に関する研究(第15報:),

Dihydroconiferylalcohol及び関聯化合物の合成並び

にピレトリンに対する共力効果について．防虫科

学，19(2)：47～57

松原弘道(1954)．農薬の共力剤に関する研究第14報，

アレスリンに対するエゴノールの共力効果につい

て．防虫科学，19(1)：15～19

松原弘道(1953)．農薬の共力剤に関する研究(第13報)，

乳剤におけるピレトリンに対するヒノキニンの共力

効果について．防虫科学:,18(1):17～19

松原弘道(1953)．農薬の共力剤に関する研究(第12報)，

乳剤におけるロテノンに対するエゴノールの共力効

果について．防虫科学，18(1)：15～17

松原弘道(1953).農薬の共力剤に関する研究(第11報).

乳剤におけるピレ1､リンに対するエゴノールの共力

効果について．防虫科学,18(1):10～15

長沢純夫(1955)．アカイエカの蝋に対するAldrin,Di-

eldrinおよびp.p'-DDTの毒力比較，殺虫剤の生物

試験に関する研究第28報．防虫科学，20(1)：12

～15

長沢純夫，浜田昌之(1951)．アカイエカの伽に対する

、力,力'-DDTおよびその近縁化合物2,3の毒力の比較，

殺虫剤の生物試験に関する研究第18報．防虫科

学，16(4)：186～190

長沢純夫，井上雄三，柴田砂田子(1951)．アカイエカの

蝿に対･するAllethrinとEthylhrinの毒力の比較な

らびにこれらふたつの連合作用について，殺虫剤の

生物試験に関する研究第16報．防虫科学,16(3)：

169～176

長沢純夫，井上雄三，柴田砂田子(1951)．アカイエカの

鋪に対するPyrethrinsとAllethrinの毒力の比較，

殺虫剤の生物試験に関する研究第15報．防虫科

学，16(3)：166～169

長沢純夫，井上葉子(1950)．殺虫剤の生物試験に関する

研究(8),アカイエカの蝿に対するToxaphene,Tha-

nite及び少̂ '-DDTの毒性の比較応昆，6(1)：

41～45

長沢純夫(1949)．防疫除虫菊石油乳剤のアカイエカ幼虫

に対する殺虫効果について，殺虫剤の生物試験に関

する研究第6報．防虫科学，13：37～41

長沢純夫(1949)．防疫除虫菊石油乳剤のアカイエカの蝿

に対する殺虫効果について，殺虫剤の生物試験に関

する研究第5報防虫科学，12：12～18

長沢純夫(1949)．アカイエカ蝿に対するγ-BHC.1068

及び!>かDDTの毒性の比較(予報:),殺虫剤の生物

試験に関する研究第3報．防虫科学:,11:20～23

野村健一(1956)．蚊族幼虫に対するデイールドリンの効

果について．環境術生，3(10）：23～27．3(11）：22

～24

小野禎治(1956)．自然水域における殺虫剤効力の観察

例．衛生害虫，1(9)：37～38

大利茂久(1956)．水肥溜に発生する蚊族に対する諸種撲

滅方法の効果の比較．衛動，7(2)：126,抄

大利茂久，下釜勝(1956)．水田を有する地区における蚊

族の撲滅実験(第2報)．衛励，7(2)：125,抄

大利茂久(1956)．蚊族の撲滅に関する実験的並びに実際

的研究第2編,長崎市内の都心地及び周辺地区にお

ける撲滅実験.長崎綜公衆術生学雑誌,5(1)：36～
50

大利茂久，下釜勝(1956)．墓地における蚊族撲滅方法の

比較．第6回術動南日本支部大会講演要旨

大利茂久，下釜勝(1956)．水肥溜における蚊族撲滅方法

の比較．第6回術動南日本支部大会講演要旨

大利茂久(1955)．長崎市内立神地区における蚊族の撲滅

成紬．第5回術勤南日本支部大会講演要旨

大利茂久(1954～5)．蚊族の撲滅に関する実験的並びに

実際的研究第1編,墓地における蚊族撲滅の基礎的
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並びに実際的研究．

その1長崎医会誌，29(12）：1025～1033

その2同30(11):1577～158-1

その3同，30(11）：1585～1595

大利茂久(1954)．墓地におけ蚊族撲滅の新方法につい

て．環境衛生，1(4)：23～26

大利茂久(1954)．墓地における蚊撲滅の新方法について

（第2報)．衛動，5(1．2）：77，抄

折井健(1957)．薬剤による水田の蚊幼虫防除について．

衛生害虫，2(1)：1～3

鈴木猛，椎名実，土屋芳春，安富和男，喜島功，平社俊

之助(1959).Malathionによるハエの成虫，幼虫及

び蚊幼虫の駆除実験．術動，10(4)：268～275

鈴木猛(1955)．防火水槽内のアカイエカ幼虫に対する

DDT乳剤撒布の効果について．衛励L6(3-4):

170～171

田村悌一，松原弘道(1955)．ピレスロイドに対する除虫

菊結晶性樹脂の共力効果について(第1報)．防虫科

学，20(1)：4～12

和田明，加藤紳夫，小清水悲雄,永井尚三郎,緒方一喜，

鈴木猛(1959)．下水溝のアカイエカ幼虫に対する各

種殺虫剤の効果の検討．術動i,10(3):184～188

山ロー孝，鈴木猛，片山顕民,佐灸学,飯田鈴吉(1952).

テングダケ及びカラカサダケの殺虫･性について．衛

動，3(1.2）：57～58,抄

山口－孝、庄司初枝，鈴木猛(1952)．高等植物の殺虫性

に関する研究(第3報)，白樺油の殺虫成分について

(1).術動，3(1．2）：57，抄

山口一孝，庄司初枝，鈴木猛(1950)．高等植物の殺虫性

に関する研究第3報，白樺油の殺虫成分について

第1報．防虫科学，15(4)：195～200

山ロー孝，鈴木猛，片山顕民,佐々 学,飯田鈴吉(1950)．

高等植物の殺虫性に関する研究(第2報)，植物殺虫

成分一般的検索法の設定とこれによる殺虫試験成績

について．防虫科学，15(2)：62～71

山ロー孝，鈴木猛，佐為学，飯田鈴吉(1950)．高等植物

の殺虫性に関する研究(第1報)，予試験的検索につ

いて．防虫科学，15(1)：39～46

安富和男(1957)．残留噴霧実験とポーフラ駆除実験．生

活と環境，2(7)：32～38

ゴキブリ関係

深見順一(1955)．ゴキブリ筋肉の呼吸に及ぼすロテノー

ンの影響．応動,19(4):148～15-1

深見順一(1954)．ゴキブリ筋肉の琉殖酸酸化酵素系に及

ぼすロテノーンの影響5.応動,19(1):29～;i7

原淳，平木敬二(1955)．病院における術生害虫対策一

特にゴキブリ対策について．環境衛生，2(8)：12～

15

平木敬二，原淳(1956).DDTペーストによるゴキブ

リ駆除について(その2)．衛動,7(2)：115～116,抄

平社俊之助(1958)．チヤバネゴキブリBlα"c"αgerma-

ブ"caLinne成虫及びヤマトゴキブリ”？がlaneﾒα

japonicaKarny成虫に対する各種殺虫剤の効力に

ついて．術動，9(4)：293～302

人見勝(1957)．船舶内におけるゴキブリ類，特にチャバ

ネゴキブリの棲息量について．衛動，8(3)：112～

118

井上義郷(1959)．殺虫剤の煙霧によるビルディングのゴ

キブリ駆除の問題点．術励，10(4)：276～28O

井上義郷(1959)．ゴキブリに対する殺虫剤の効果的な使

い方．害虫防除，2(2)：6～10

井上義郷(1958)．ゴキブリの駆除対策．公衆術生，22

（12）：667～672

井上義郷(1958)．ゴキブリとその駆除．

環境術生，5(7)：28～30，5(8)：31～32，5(9)：

22～24

井上義郷(1958)．防疫用殺虫剤の残効’性に関する研究

（Ⅲ)，ゴキブリ駆除における残留性殺虫剤の適用法

と効果との関係．衛動，9(2)：79～80,抄

井上義郷(1958).害虫の殺虫剤avoidanceについて(予

報)．術勤，9(3)：202

井上義郷(1958).防疫用殺虫剤の残効性に関する研究

（第Ⅳ報)，ゴキブリに対する殺虫剤の局所重点残留

塗布と効果の変動．術励，9(4)：289～293

井_上義郷(1957)．ゴキブリ駆除実験(講座)．生活と環境，

2(8)；12～14

井上義郷(1957)．防疫用殺虫剤の残効性に関する研究

（第Ⅱ報)，モデル試験法による各種殺虫剤のチャバ

ネゴキブリ成虫に対する残留効果．術動，8(4)：

205～208

井上義郷(1957)．ゴキブリに対する殺虫剤の効力．衛動

8(2)：92，抄

弥富喜三，兼久勝夫(1958）：ワモンゴキブリにおけるコ

リンエステラーゼの分布．応動昆，2(1)：1～10

近藤化学研究部(1959)．ゴキブリの駆除について．害虫

防除，2(2)：11～16

三原実(1956)．日本における衛生害虫としてのゴキブリ

（調査研究)．生活と環境，1(9)：23～27

三原実(1956).日本に産するチヤバネゴキブリの生活史

（調査研究)．生活と環境，1(3)：20～24

中原孫吉(1954)．リンデンのエアロゾルによる室内害虫

の駆除．環境衛生，1(9)：30～31
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大森康正,高橘純雄,他4名(1957)．ゴキブリの各種薬剤

による野外殺虫試験成績(調査研究)．生活と環境，

2(11）：33～36

尾崎博，鈴木猛(1957)．二，三の衛生害虫に対するダイ

アジノンの効力について．術動，8(2)：91～92

白井允子，平社俊之助，鈴木猛(1959)．数種殺虫剤残澄

のチャバネゴキブリ成虫に対する累積接触効果につ

いて．術動，10(4)：280～283

白井允子，平社俊之助，鈴木猛(1959)．薬量の異る数種

殺虫剤の残溢にチャバネゴキブリ成虫を異った時間

接触させた場合の効果について．衛動，10(3)：210

～216

白井允子，平社俊之助，鈴木猛(1959).､接触時間の異な

る数種殺虫剤のチャバネゴキブリ成虫に対する効力

比較．衛動，10(1)：63～7O

鈴木猛，緒方一喜，平社俊之助，長田泰博(1959)．九州

端島におけるワモンゴキブリの棲息状況と駆除実験

成繊．術動，10(4)：258～267

鈴木猛，平社俊之助，佐藤金作(1959)．某病院内におけ

るチャバネゴキブリBa"e"《jgemtα"たαL.のダイ

アジノンによる駆除の1例．衛動，10(1)：78～79

鈴木猛，尾崎博(1957)．リンデン及びダイアジノンのイ

エバエ及びチャバネゴキブリ成虫に対･する致死落下

横転効果の比較．衛動I,8(3):141～1-16

鈴木猛，本庄サクラ，三浦昭子(1952)．ゴキブリの駆除

法について．公衆衛生，12(4)：40～42

山崎輝男，楢橋敏夫(1958)．ゴキブリのデイールドリン

中毒症状の神経機能（殺虫剤の作用機桃に関する研

究第16報)．防虫科学，23(1)：47～54

山崎輝男,楢橋敏夫(1957)．昆虫神経の二,三の電気的性

質に及ぼす代謝阻害剤IKイオンおよびDDTの影

響(殺虫剤の作用機構に関する研究第15報)．防虫

科学，22(4)：354～367

山崎輝男，楢橘敏夫(1957)．細胞内微小電極による昆虫

神経静止電位および活動電位の誘導，ならびに活動

電像位に対するDDTの影響（殺虫剤の作用機椛に関

する研究第14報)．防虫科学,22(3):305～313

山崎輝男，楢橋敏夫(1957).DDTによる昆虫神経陰性

後電,位の増大（殺虫剤の作用機構に関する研究第

13報)．防虫科学，22(3)：296～304

山崎輝男，楢橘敏夫(1957)．昆虫神経の静止髄‘位に及ぼ

す酸素欠乏代謝阻害剤，およびDDTの影響（殺虫

剤の作用機織に関する研究第12報)．防虫科学，

22②：259～276

山崎輝男，石井敏夫(1955)．殺虫剤の作用機桝に関する

研究(応肋,応昆合同賞昭和30年度授賞論文要旨)．

応動L20(1.2):138

山崎輝男，石井敏夫(1954)．殺虫剤の作用機構に関する

研究第10報,ゴキブリのγ-BMC中毒症状と神経

機能．防虫科学，19(3)：106～112

山崎輝男，石井敏夫(1954)．殺虫剤の作用機構に関する

研究(9),昆虫材経細胞の直流通液刺激による反復興

癒とそれに及ぼすDDTの影響．応動,19(1):16

～28

山崎輝男，石井敏夫(1954)．殺虫剤の作用機構に関する

研究第8報,ゴキブリ神経のDDT感受‘性に及ぼす

温度の影響．防虫科学，19(2)：39～46

山崎輝男，石井敏夫(1954).DDTの殺虫力と温度との

関係．衛動，5(1.2）：57，抄

山崎輝男，石井敏夫(1954)．殺虫剤の作用機構に関する

研究第7報，ゴキブリのDDT中毒症状と神経機

能．防虫科学，19(1)：1～14

山崎輝男，石井敏夫(1953)．殺虫剤の作用機構に関する

研究(6),ゴキブリのDDT中毒症状，特に温度との

関係について．応昆，9(3)；87～96

山崎輝男，石井敏夫(1952)．殺虫剤の作用機構に関する

研究(5),ゴキブリのシナプス伝達に及ぼすDDTの

影響．応昆，8(3)：111～118

安窟和男(1955).DDT,7-BHC及びその混合剤に関す

る諸問題．術動，6(1)：23～24,抄

ブユ関係

福田健彦(1956)．栃木県今市市落合地区のブユ対策（地

方の声)．生活と環境，1(4.5）：43～46

福井正信，白井允子，松永秀子，鈴木猛(1958)．数種の

昆虫忌避剤のブユに対する効果について，忌避剤の

効果，その1．術動，9(4)：308～310

原田節子，他6名(1959)．薬剤によるブユ幼虫駆除後の

ポプレーション回復状況についての調査成績（調査

研究)．生活と環境:,4(2):30～33

丸山努，五十嵐昭美(1956)．リンデン乳剤(ブユ駆除用）

の魚類に対する影響．衛動，7(2)：121,抄

三浦治夫(1959)．長野県本郷村におけるブユ駆除環境

衛生，6(7)：25～26

仲井信夫(1959)．10％リンデン乳剤によるブユ駆除につ

いて(調査研究)．生活と環境，4(4)：36～38

新潟県環境衛生研究会(1956)．ブユ駆除実施要領一薬剤

による幼虫駆除法－．l8pP・

緒方一喜(1956)．ブユの駆除をめぐって．環境衛生，

3(2)：20～21

小野禎治(1958)．ブユの駆除について．衛生害虫，

2(10）：83～84
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小野禎治(1957)．ブユの薬剤防除につし､て．衛生害虫，

1(17）：91～93

鈴木猛，他7名(1954).DDT製剤によるブユ幼虫の駆

除法の研究．環境衛生，1(9)：10～15

正垣幸男，吉田幸雄(1958)．京都市八瀬におけるブユの

調査とその駆除n,流水域におけるリンデン乳剤に

よるブユ幼虫駆除について．応動昆，2(3)：157～

170

正垣幸男，吉田幸雄(1957)．流水域におけるリンデン乳

剤の殺虫効果について．術動，8(2)：66～67,抄

高田保健所，妙高々 原村役場(1955)．妙高々 原における

ブユ駆除実施記録．ガリ刷I,14pp.

渡部秋雄，東条利文，渡辺藤市，塩崎清，久保田道助，

佐々学，鈴木猛，林滋生，緒方一喜，山神喜三郎，

清末正和，伝与亀(1956)．妙高高原におけるブユ幼

虫駆除の研究．術動，7(3.4）：203～207

渡部秋雄，東条利文，久保田道助，渡辺藤市，塩崎清，

佐を学，鈴木猛，緒方一喜(1956)．妙高を原におけ

るブユの地域的駆除に関する研究．術動，7(2)：

121,抄

横沢一男，倉科正彦，奥原光男(1956)．長野県大町附近

におけるブユの駆除．環境術生，3(8)：16～19

吉田幸雄，中西靖郎(1957)．ブユ幼虫の薬剤による実験

室内殺虫試験．衛動，8(2)．65～66,抄

吉田幸雄，佐藤淳夫，正垣幸男，杉原弘人，藤井満，永

田秀夫，細見論一郎(1956)．京都地方におけるブユ

の研究(1955年度の成績)，（ブユ，1)．京都医学会

雑誌，7(3)：104～110

シラミ関係

浜田通夫，渡辺定博(1959)．コロモジラミのDDT及び

BHCに対する感受性の比較．衛動.10(4):290-
291

原田文雄，大津昇一，助川信彦(1951)．武の駆除に関す

る研究第1報,浮浪者より得た肌衣の観察と凱に対

するDDTの効力試験．術動i2(2-3):56～61

児玉威，原田文男，石井褒二，中川ため(1954)．防殺虫

煉煙剤の研究Ⅲ，ミヤツを燦煙した場合の殺到効

果について．衛動，5(1.2）：75，抄

助川信彦，田中職，福島政男，原田文雄，石井襲二

（1952)．武駆除に関する研究cim,bhc浸演肌着

による武駆除につし､て.術動,3(3.4）：101～103,抄

助川信彦，大津昇一，石井襲二，堀七郎，原田文雄，三

宅厳(1952)．浮浪者肌衣の凱の観察とDDTの効力

試験．衛動，3(1.2）：57～57,抄

鈴木猛(1952)．キモノシラミに対する殺虫剤の効力，特

にDDT粉剤の性質と殺虫力との関係．日新医学，

37②：85～9l

安富和男(1956)．各種昆虫の殺虫剤に対する抵抗性の研

究第4報,p,’'-DDT並びに近縁化合物の殺虫力に

関する再検討(I).衛動i,7(2):83～86

安嵩和男(1955)．コロモジラミ及びアタマジラミ成虫の

粉剤に対する抵抗性の研究．術勤，6(1)：57，抄

安富和男(1955).DDT,7-BHC及びその混合剤に関す

る諸問題．術動，6(1)：23～24,抄

安富和男(1954)．各種昆虫の殺虫剤に対する抵抗性の研

究(第3報),Piperonylcyclonene添加によるDDT

抵抗性昆虫の駆除に関する研究．術動，5(3.4）：

146～15l

安富和男(1954)．コロモジラミ駆除に必要な粉剤の撒布

通に関する検討．環境衛生，1(10）：28～31

安富和男(1953)．北海道産コロモジラミのDDT及び

BHCに対する抵抗性の比較．環境衛生に関する報

告(北海道)，3：1～5

安富和男(1953)．各種昆虫の殺虫剤に対する抵抗性の研

究第2報,各地産コロモジラミのDDT及びγ-BHC

に対する抵抗性の比較．術励，4(3.4）：54～6l

安富和男(1953）：コロモジラミのDDT及びBHCに対

する抵抗性の研究(III).衛動I,4(1-2):5,抄

安富和男(1952)．コロモジラミのDDT及びBHCに対

する抵抗性の研究(Ⅱ)．術動，3(3.4）：101,抄

安富和男(1952).各種昆虫の殺虫剤に対する抵抗'性の研

究第1報,コロモジラミのDDT及びBHCに対す

る抵抗性の増大．防虫科.学,17(1):41～-1-1

ダニ関係

平社俊之助(1959)．イエダニに対するDiazinon,Mala-

thion.Lindane,Dieldrin,DDTの効力比較．衛動，

10(4)：286～288

細谷英夫，久郷準(1955).BHC煉蒸による味噌ムロ内

のコナダニ類殺虫試験について．術動，6(2)：175

～176

細谷英夫，久郷準(1955)．各種燃蒸剤によるコナダニ類

の殺虫効果について．衛動，6(2)：172～174

北岡茂男，矢島朝彦(1958)．鶏のワクモの殺虫剤による

駆除試験．防虫科学，23(2)：55～6O

北岡茂男，矢島朝彦(1958)．マダニ類に対する殺虫剤の

効果Ⅱ，体重減少率と産卵に及ぼす影響．応動昆，

2(1)：11～16

緒方規雄，佐為学，寺邑誠祐,鈴木猛,金子清俊(1953)．

昭和27年度秋田県志虫有毒地の消毒実施成絞．術

動，4(1.2）：29，抄
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鈴木猛，平社俊之助，佐藤富一(1957)．薬剤によるコナ

ダニ類駆除の研究第1報試験法の考察と二,三の

殺虫剤の効力について．衛動，8(1)：28～33

鈴木猛，林滋生，遠山輝彦，田中寛，緒方一喜(1955)．

薬剤によるTt℃"z脈"ﾉasα"e"α7た幼虫防除の研

究．七島熱の研究，（Ⅲ）：75～81

Suzuki,T.(1954).Studiesonthebionomicsandche-

micalcontrolofTsutsugamushi(scrub-typhusmites)

PartII.刀℃"ibiciilascute"αrisNagayoelal.in

southernKantoofJapan.Japan.J.Exp.Med.,

24(4)：181～197

Suzuki,T.(1953).Studiesonthebionomicsandche-

micalcontrolofTsutsugamushi(scrub-typhusmites)

PartI.Tjり柳6允2"αα〃”""Sルガ(Brumpt)innorth-

westernHonshu,Japan.Japan.J.Exp・Med.，

23(6)：487～516

鈴木猛，寺邑誠祐，佐之学(1952)．悲虫の研究(22)，惹

虫幼虫に対する各種忌避剤の効果について．東京医

新誌，69(3)：21～22

鈴木猛，本庄サクラ(1952).ダニ類に対する殺虫剤の効

力，特にコナダニ及びツツガムシについて．術励，

3(3.4）：134～135,抄

鈴木猛，寺邑誠祐，佐な学(1951)．悲虫の研究(16)，悲

虫幼虫に対する各種殺虫剤の効力の基礎的研究．東

京医新誌，68(12）：13～14

山下次郎，大林正士，千葉真雄(1956)．キルカバーによ

るチーズのダニ駆除試験．術動,7(2)：128～129,抄

その他の害虫関係

稲垣卓(1959)．イソヌカカ，α‘"coidesc"α""sα･秒加s

Kieffer,1918の生態とその防除に閲する研究．米子

医学雑誌:,10(4)-.997～1011

井上義郷(1957)．ドクガ幼虫に対する殺虫剤の効力．術

動，8(2)：100,抄

木村良一(1959)．トクナガクロヌカカ{Leptoconops

nipponensisTokunaga)による刺i唆症とその防除に

関する研究．米子医学雑誌，10(4)：904～928

i圃藤化学研究部(1958)．ナメクジの駆除について．害虫

防除，1(3)：7～12

増住正明，宮田舞徳(1957)．ドクガ幼虫に対するLin-

dane粉剤のヘリコプター撒布効果について．術動，

8(2)：100～101,抄

二宮栄一(1952)．除虫菊乳剤がハナアブの行動に及ぼす

影響．応動，17(1.2）：44～49

大沢済，長沢純夫(1948)．水，石油，およびピレl､リン

のハリブトシリアゲアリ職蟻にたいする致死作用の

年Vol、11No.2

統計生理学的分析，アリの抵抗性に関する研究第

1報．防虫科学，10：42～59

水落守(1957)．漁船に発生した南京虫の駆除対策（地方

だより)．生活と環境，2(11）：40～42

横尾秀典(1959)．両種トコジラミの生態並びに薬剤駆除

に関する実験的研究2．長崎大風土研紀要，1(4)：

398～406

その他

新井邦夫(1957)．有機塩素剤(Endrin,Dieldrin),有機燐

剤(Parathion,Malathon)の魚類に及ぼす影響．植

物防疫;,11(7):15～18

新井邦夫，吉田俊一(1956)．有機塩素剤(Endrin,Diel-

drin)の魚類に及ぼす影響．植物防疫,10(11):13

～14

藤井正道，,佐藤寿(1955)．γ-BHC及びDDT水和剤の

懸垂液による沈降率の研究．衛生試験所報告，73：

151～158

福永一夫(1953)．艇薬の使用形態に関する研究，高波度

DDT乳剤の製法．農技研報告,C3号,43～56

古林和一郎，本野晃(1954)．殺虫剤としての煙霧質の利

用I,防疫煙霧剤の使用量決定について．防虫科

学，19(4)：130～134

浜田昌之，岡本晶(1953)．化学構造と殺虫力に関する研

究第6報,1,1-diphenylcyclopropane誘導体の合成、

防虫科学，18(2)：70～75

春川忠吉，内田俊郎，故・西川弥三郎，清久正夫，近藤

鶴彦，吉田正義，鈴木信輔(1951)．揮発‘性化合物の

殺虫力，毒性瓦斯の殺虫力並に作用(第3報)．防虫

科学，16(4)：193～212

Hatai,N.&Kimura,N・(1954).Scaleformeasuring

thedepositofinsecticidedust.磯技研報告,C(4);

L'Ol～203

樋口幹(1949)．馬酔木の殺虫成分に関する研究I.

Asebogeninの合成．防虫科学.12:5～9

彦根市術生課，彦根マラリア研究所(1954)．ショウジョ

ウバエの調査より見た昆虫類の薬剤抵抗‘性とその対

策.42pp.

広田幸喜，竹内正(1955)．農薬補助剤に関する研究（第

8報ﾙCsH,,̂ĵO(CHiCH,0-)nH系殺虫剤
効力に及ぼす影響．防虫科学，20(1)：1～4

池田安之助(1959).殺虫剤に対する昆虫の忌避性(識座)．

生活と環境，4(2)：28～29

金光正次，長谷川恩(1954)．昆虫の殺虫剤に対する反応

時間に関する研究．衛動，5(1,2）：69，抄
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金子武(1957)．乳剤の乳化剤，溶剤は効力をどれ位増進

するか．植物防疫,11(9):9～13

金子武(1957).7-BMC乳剤の分散)粒子の大小と殺虫効

果．植物防疫，皿(1)：18

金子武(1956)．溶剤の種類がγ-BHC乳剤の効力に及ぼ

す影響．植物防疫，10(9)：19～2l

加納清(1956)．γ-BHC中毒の解毒.(1)BHC中毒に対

するGlucuronSiiureの効果．日衛生誌.11:162-

168

加納六郎，半井晃，木村マリ，鈴木猛(1952)．忌避剤に

関する研究(第1報)，いわゆる忌避剤(リペレント）

の衛生害虫に対する効果について．公衆術生，11

（5）：35～38

小池久義(1957).DDVP,Dipterex系殺虫剤の殺虫性．

植物防疫,11(8):23～24

河野達郎(1951)．浅性瓦斯の識力に関する数遼的研究

第2報，致死過程の解析．防虫科学,16(4):212-

220

宮原泰幸(1953)．実験室にて飼育し易い昆虫類に対する

ロテノーン及びピレトリンの毒性について．防虫科

学:,18(4):169～175

太田馨(1956)．樟脳塩素化合物の殺虫効力について．植

物防疫，10(9)：22～24

尾崎幸三郎，小池久義(1957)．害虫の殺虫剤抵抗性と抵

抗′性系統の防除法．農薬，4(4)：1～7

椎名実(1958)．殺虫剤フイルド実験を通じて体験した殺

虫技術の諸問題(調査研究)．生活と環境，3(4)：38

～41

末永一(1956)．農薬と魚毒の研究．植物防疫，10(11）：

1～6

諏訪内正名(1957)．殺虫現象に関する化学的研究（第1

部),拡散理論による殺虫現象の解析．農技研報告，

C7号:114～147

鈴木照麿(1953)．農薬の物理化学的性質と効果に関する

研究．農技研報告,C3:57～136

滝田清，福永一夫(1954)．農薬の使用形態に関する研究

II.油添加による粉剤の物理性の改良．慨技研報

告,C4:1～2:;

山崎輝男，石井敏夫(1955)．殺虫剤の作用機構に関する

研究(11)，昆虫の殺虫剤感受‘性とその研究方法．応

昆，皿(4)：168～172

吉田正義(1948)．虫齢の相違とピレトリンの毒性．防虫

科･学,10:60～68

線説

朝比奈正二郎(1959)．蚊とハエ駆除実践活動をとおして

みた薬割使用上の諸問題．生活と環境，4(3)：32～

33

朝比奈正二郎，安富和男(1958)．ニューデリーにおける

WHO主催殺虫剤抵抗性昆虫に関するセミナール．

生活と環境，3(5)：38～44

朝比奈正二郎(1958)．衛生昆虫における殺虫剤抵抗‘性の

問題．生活と環境，3(3)：19～26

伝研寄生虫部殺虫剤研究グループ(1958)．新しい殺虫

剤，その性質と効力について(識座)．生活と環境，

3(5)：29～34

浜田昌之(1955)．新殺虫剤dipterexについて．防虫科

学,20(4):154～155

浜田昌之(1953).BHC文献集とその抄録:,V・防虫科

学，18(3)：122～134

浜田昌之(1952).BHC文献の抄録，Ⅳ、防虫科学，

17(2)：64～74

浜田昌之(1950).BHC文献の抄録．防虫科学,15(2)
118～121

浜田昌之，山本有彦(1949).BHC文献の抄録．防虫科

学，13：52～54

浜田昌之，山本有彦，安江安宣(1948)．森殿虫剤BMC

(benzenhexachloride)について．防虫科学.11:

24～59

平社俊之助(1958)．防疫用殺虫剤としてのマラシオン．

環境衛生，5(3)：16～19

福島正三(1957)．薬剤の侵入と昆虫体の部分．農薬，

4(8.9）：46～47

井上義郷，緒方一喜，喜島功,鈴木猛,安富和男(1958)．

殺虫剤とその応用をめぐって．生活と環境，3(5)：

45～59

石崎寛(1957～8)．生物学的にみた磯薬化学．

幾薬，4(1)，(2)，(3)，(4)，(5)，(6)，(7)，

（8.9)．（10.11)，

5(1)，(2)，(3)，

上遠章(1958)．粒状殺虫剤と煉煙剤.植物防疫，12(1)：

23～26

加藤陸奥雄(1956)．衛生害虫駆除越冬対策(講座)．生活

と環境，1(9)：8～14

吉川秀男，大垣昌弘，塚本増久(1955)．昆虫の殺虫剤抵

抗性に関する諸問題．最近の生物学，5：88～151

喜島功，他4名(1958)．野外実験結果からみた殺虫剤の

問題について．害虫防除，1(5)：6～16

小池久義，尾崎幸三郎(1959)．殺虫剤の生物的定鹸法．

磯薬，6(3)：60～72

小泉清明(1956)．昆虫の皮膚と薬剤の侵入．植物防疫，

10(1)：43～46
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