
RIGHT:

URL:

CITATION:

AUTHOR(S):

ISSUE DATE:

TITLE:

京大広報 No. 156

京都大学広報委員会

京都大学広報委員会. 京大広報 No. 156. 京大広報 1978, 156: 743-748

1978-04-01

http://hdl.handle.net/2433/209533

ファイル中には未許諾による非表示部あり.



1978. 4. 1 

No. 156 京都大学広報委 員 会

昭和52年度卒業式一一関j虫記悦本文2ベージ一一

目

昭和53年度入学者選抜学力試験の結果……・…・・……… 2

昭和52年度卒業式・…・ ・・一－… －…・… ......... 2 

都市ガス転換に関する調査…・・…......・H ・...........…・・2

閉校となる医学託附属臨床依査技師学校…...............4 

医療技術創期大学部の卒業式・・・……－… ・…・・・……4

次

教養部長，化学研究所長，人文科学研究所長，

大型計算機センタ ー長の交答………・・・… …－ ・・4

＜紹 介＞防災研究所における地震f知研究………・・5

く随想＞「京大保健施設の今昔」

名誉教授宮Ill尚之…...・ H ・..........6 

- 1ー 743 



No. 156 京 大 広 報

く大学の動き〉

昭和53年度入学者選抜学力試験の結果

昭和53年度入学者選抜学力試験は，さる 3月3

日 （金）から 5日（日）までの 3日間にわたり，

国語，数学，外国語，理科および社会の 5教科に

ついて配当時間計11時間30分の筆答方式によって

行なわれた。

なお， 学力試験合格者氏名は， さる 3月18日

（土）に学部ごとに発表された。募集人員は2,506

名であったが，各学部における審査の結果，合格

者数は 2,513名となった。学部別の受験者数およ

び合格者数等は下表のとおりである。

部［募集ー脂数｜受一倍率l物 l

f日~ii~三日
合格者数 l合格者側

最高 ｜最低

昭和52年度卒業式

さる 3月24日（金）午前10時から，昭和52年度

卒業式が，本学総合体育館において挙行された。

この日の卒業式は，名誉教授など来賓多数の臨

席のもとに「学歌斉唱」， 「合格証書授与」， 「総

長のことば」，「“盤の光”斉唱」と予定どおり遂

行し，午前11時前終了した。

この日誕生した新学士は，文学部 215名，教育

学部46名，法学部3471"，，経済学部197名，理学部

299名，医学部99名， 梨学部82名，工学部852名，

農学部 285名の計 2,422名である。

なお，前円の23日（木）午前101時から修七学位

授与式が同体育館で行なわれ，文学研究科60名，

教育学研究科21名，法学研究科12名，経済学研究

科9名，理学研究科 115名，薬学研究科21名，工

学研究科 523名，農学研究科 113名の計 874名の

修士が誕生したc

200 ( 51) 

50 ( 11) 6441 506 

337 C 17) I 688 I 529 

都市ガス転換に関する調査

さきに御協力をお願いした都市ガス転換に関す

る本学の調査については，京都大学安全委員会の

審議の結果に基づいて具体的な案が作成されてい

るので，ここにその概要を説明する。 （京大広報

No. 154参照）

ガス転換の概要

現在供給されている都市ガスは4,500kcal・ m-3 

（気体の休積は標準状態におけるものとする）の

発熱量をもつもので，水素，メタンを主成分とし二

酸化炭索，一酸化炭素，重炭化水素等をも含む混合

ガスである。これをメタンを主とする天然ガスに

転換しようとするもので，本学の吉田地区，宇治

地区ともに昭和54年に転換が予定されている。

転換後に供給されるガスは 11,000kcal・m-3の

発熱量をもち，閉じ熱量がより少量のガスで得ら

れることになる。例えば，現在 1時間に 1立方メ

744 - 2ー
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ー トJレ使用しているガス器具であれば約0.41立方

メー トノレの使用量になるわけである。このように

同じ熱量に対してガスの消費量は減少するが，こ

のガスを燃焼させるのに必要な空気の量はあまり

変わらない。上の例で言えば必要空気量は約4.0

立方メート Jレから約4.5立方メートルへと少々増

加することになる。

現在，多くのガス燃焼器では，ガスをノズノレか

ら噴出させることによって必要空気の一部を誘引

混入し，この混合ガスをノfーナー孔から噴出燃焼

させる方式を取っている。従って，現在のガス器

具と転換後のガス器具とはおのずから異なり，ガ

スの噴出ノズルの口径はより小さく，混入される

空気はより誘引され易くせねばならない。このよ

うにガス器具の一部を調整しなければ現在使用中

の器具は，転換後使用することができなくなる。

もし調整しないまま転換後に使用すると，空気不

足になり不完全燃焼を来たすことになる。

ガス転換に伴う安全性の検討

メタンを主とする天然ガスは，一酸化炭素を含

む現在のガスに比べて毒性はないが，窒息性をも

つことは同様である。空気を 1.0とするガスの比

重は現在のガスが約0.53であるのに対し，天然ガ

スは約 0.65で， 空気よ りも 軽いことも同じであ

る。プロバンガスなどのLp Gの比重は1.5前後

で，空気より重いために洩れ出たJI寺に危険性が大

きいことはよく知られているが，天然ガスについ

ては現在のガスと大きな弁ーはない。

前に述べたように，調怒しない器具を転換後に

使用すると，不完全燃焼を起こし，燥を発生する

ほか，一酸化炭素を生成するという危険性があ

る。一酸化炭素のが十七については言うまでもない

のでこのようなことは絶対に避けねばならない。

メタンを主とする天然ガスを，水系を主とする

現在のガスに比べると若火エネノレギーがかなり大

きいこともあり，放電火花によっては若干若火し

難い傾向があるので，使用時に着火を確かめるこ

とを忘れてはならない。着火しない場合に噴き出

す未燃ガスの量は調整によ って減少しているが，

そのエネノレギーは減少しないことに注意せねばな

らぬ。もし配管などから洩れ山る場合には現在の

ガスよりも多くのエネノレギーが流出することにな

る。このため，配管の定期安全点検においては気

密試験 ・耐圧試験などについて，従来よりも厳重

な条件で行なわれている。

ガス器具の調査

上に述べたように，ガス転換後はそれに適した

燃焼方法を必要とするので，現在のガス器具で転

換後も使用するものはすべて適正に調整しなけれ

ばならない。このために現有のガス器具について

完全に調査登録しそれが転換時に適正に調整で

きるように研究準備する必要がある。特に大学に

おし、ては研究用のため特殊な仕様の器具が使用さ

れている場合が予想されるので，これらを十分に

把握し，調整法について慎重な検討を行なわねば

ならない。

以上の目的のために学内に現在あるガス器具を

近日中に洩らさず調査登録することとした。調査

はすべての器具について名跡， 型式（規格）， 用

途，設置時期，使用（保管）場所，使用管理者な

どを判明する限り正確に行ない， 調査単位（例え

ば実験系部局では研究室など）ごとにリス トを作

成し提出して頂くこととする。このとき次のよう

に類別し，器具ごとに通し番号をつけ，調査した

ものにはシーノレを貼付ーして調査洩れがないように

する。類別は A類．家庭用器具（一般家庭用に

販売されている コンロ，湯沸器，ス トーブなど），

B類：理化学用 ・医療用器具（プンゼンバーナー，

ガラス細工バーナー， 滅菌器などの既成器具），

C類；営業用 ・大型器具（営業用に厨房室で用い

られるレンジ，オーブン，乾燥器など，およびボ

イラー，ボイラー用種火，焼却炉などの大型器具），

D類 ：特別仕様器具（一般市販品でなく特別仕様

で製作させた器具や学内で独（jに製作，改造した

器具）の 4種類である。

調査の後，例えばD類の ようなものは調整方法

について研究を必要とするものと思われるので，

個々に検討する予定である。然る後， ガス供給業

者が更に調査しその責任において調整を行なわ

せることとする。

近日中に施設部において各部局の担当者を集め

て調査方法の説明を行ない，調査表用紙および調

査済みの器具に貼付するシール等を配布する予定

であるので，以上の趣旨を御了承頂き，御協力く

ださるようお願い致します。
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く部局の動き〉

閉校となる医学部附属臨床検査技師学校

本校は昭和52年度をもって姿を消すこととな

り，さる 3月18日，最後のct・業生を送り出す卒業

式が行なわれた。今回の卒業生20名は，学生募集

の行なわれなくなった昭和51年度の前年，昭和50

年4月に入学した臨床検査技師学校第4期生であ

った。

周知のように，昭和50年4月本学に医療技術短

期大学部が創設された。同短期大学部は，最近の

医学が高度，複雑かつ多岐化するなかで，医師を

パックアップする医療技術者の社会的需要が年々

大きくなってきたので，こうした情勢に対応し，

より充実した専門職としての医療技術者の養成の

ために設置されたものである。これに伴い，従

来，医学部附属の養成機関で行なわれていたこれ

らの教育が短期大学部に移されることとなった。

昭和50年4月に医学部附属助産婦学校，昭和52

年 3月には問看護学校が閉校となり，本学に残さ

れたnftーの学部附属教育施設で、あった本校の閉校

により，いわゆる “附属学校”の歴史に幕が下り

ることとなったわけで‘ある。

本校は，昭和34年4月 1日医学部附属衛生検査

技師学校として開校した。

臨床（衛生）検査技師制度の庇史は，他の医療

技術の職種，例えば医師， n謹師，薬剤師等のそ

れらと比較して非常に短いものであり，昭不'f133年

4月施行の衛生検査技師法（法律第76号）により

初めて法制化されたものである。この法律に基づ

いて創立された本校は，国立大学医学部に附属し

た専門の養成機関としては，わが国で最初に誕生

した学校であった。開校時は， 2年jfiljの各粍学校

であったが，臨床検査や公衆衛生に必要とされる

知識・技術が飛躍的に場加・高度化するに伴い，昭

和45年5月 「臨床検査技師 ・衛生検査技師等に関

する法律」が制定されるところとなり，昭和47年

4月に 3年制の臨床検査技師学校と改組された。

昭和51年4月には，学校教育法の改正により ，各

種学校から専修学校となっている。

本校は，専任講師の定員が絶対的に少ないこと

や，開校当時の教室が附属病院内の当時の外科講

堂（現在の総合病棟建設場所）地下に設置されて

“アングラ教室”と呼ばれたこと等，その条件は

決して恵まれたものとは言えなかった。

しかしながら，教職員および学生の情熱によ

り， 19年間の歩みのなかで，全国的に最も優れた

若手技師群を斯界に送り出してきたことを自負し

ている。 （医学部附属病院）

医療技術短期大学部の卒業式

医療技術短期大学部では，3月20U （月）午前

10時から，本学講堂において来賓 ・父兄等多数の

臨席を得，看護学科については開設後最初の卒業

式を，専攻科助産学特別専攻については 3回目の

修了式を挙行した。

本学は，昭和50年4月22日，宕謹学科（ 3年制），

専攻科助産学特別専攻（ 1年日；IJ)をEく京都大学

併設の短期大学として設置され，さらに昭和51年

4月 1日に術生技術学科が増設されて今日に至っ

ているものである。

このたひ‘の新しい門出を迎えた者は，右越学科

の53名，専攻科助産学特別専攻の18名であり，式

は事務長による閉式の討に始まり，卒業証'¥ll＝およ

び修了証占の授与，学長のことば，京都大学医学

部長ら来賓の祝辞と滞りなく進み，午前11時前終

了した。 （医療技術短期大学部）

教養部長，化学研究所長，人文科学研

究所長，大型計算機センター長の交替

4月 1Fl，作田啓一教護部長，霊総恒信化学研

究所長，林庄辰三郎人文科学研究所長，清野武大

型計算機センタ一長の任期満了に作い，その後任

として次の各教授がそれぞれ任命された。

〔教養部〕

上田正昭教授 （歴史学担当）
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任期は，昭和54年 3月31日まで。 河野健二教授 （西洋社会研究部門担当）

〔化学研究所〕 任期は，昭和55年 3月31日まで。

田代仁教授 （窯業化学研究部門担当） 〔大型計算機センター〕

任期は，昭和55年 3月31日まで。 丹羽義次工学部教授 （構造力学講座担当）

〔人文科学研究所〕 任期は，昭和55年 3月31日まで。

国川l•-0叫， ，ぽ〉刊＂＇＂°・＂＂＜~＂＂同2 山岡白川＇＇＜»＇＂＇－＝＂＂＇＂＂＂・＂＇－＝＇叶1＇¢·＇＂＇＝”＂＇＂＂＇ ・＂”〈〉

く紹介＞

防災研究所における地震予知研究

防災研究所では，昭和40年に全国的な地震予知

研究計画が発足して以来，着々と研究・観測体制

が整備されてきたが，現在では微小地震・地殻変

動 ・地震予知計測の 3研究部門と，附属施設とし

て鳥取 ・北陸の両微小地震観測所，上宝・屯鶴

峯 ・宮崎の 3地殻変動観測所を有し，理学部関係

施設とも協力して地震予知を目標とする各種の研

究と観測を行なっている。上記の観測所はそれぞ

れ数か所の衛星観測室をもち，中国地方から近畿

地方中 ・北部および中部地方北西部にわたる地域

と南九州で，地震活動と地殻変動の観測を行なっ

ている。最近これらの観inuのテレメータ化がほぼ

完成し，衛星観測室で観測された地震波や地殻変

動の信号は電屯公社専用回線によって地域の中心

観測所へ常時搬送され，ここで集中記録を行なう

と同時に，信号の一部は防災研究所へ転送され，

全般的な地殻活動状況を常時モニターしながら，

観測データ の処理 ・解析を行なっている。

これらの観測をもとに行なわれている主な研究

には，上記の地域で‘の微小地震活動の時間 ・空間

分布，エネ Jレギー放出量，顕著地民前後の前l7J・

余震活動，地震活動と活断層 ・地形など地質構造

との関連性，地震波伝播速度の時間的変化の研究

や，地殻変動連続観測による地殻査 ・傾斜の長期

的変動や地震発生前後の短期的変動，地球潮汐振

幅の時間的変化の研究のほか，光波 ・水準測量に

よる広域地殻変動と地震発生の関連性の研究など

がある。こうした多方面にわたる研究によって，

多くの重要な結果が得られている。

また，最近では西日本第 1級の活断層の一つで

ある兵庫県山崎断層を地震予知のためのテス ト・

フィーJレドとして，上のような地震 ・地殻変動観

測はもちろん，地磁気 ・地電流変化，地下水位や

地震予知関係観測計器

地下水中のラドン濃度変化など各種の総合的観測

も行なわれ，成果が期待されている。このほか，

地震波 ・地殻変位 ・津波解析などによる大地震の

発生機構の研究，断層破壊過程の理論的研究，観

測データの自動処理 ・解析システムの研究，新し

い観測計器開発の研究など基礎的研究も幅広く行

ないつつある。

全国的な地震予知研究は，第 1次 ・第2次5か

年計画を経た後，現在第 3次計画に基づき各方面

にわたって精力的に継続されている。

54年度より開始される予定の第4次 5か年計画

において，防災研究所は地震観測網をさらに発展

させるとともに，主要活断層の長期的変位や移動

性地殻変動を解明するため，新たに長距離水管傾

斜計 ・ボアホーノレ型傾斜計 ・伸縮計 ・体罰歪変化

計などを装備した観測点を 20km間隔に配置す

る地殻変動総合観測線を近級地方に設けることな

どを計画中である。これらの観測データはすべて

研究所へ集中し ス型コントロール・ システムで

処理する一方，園内各大学の観測センター と高速

専用回線で連結し，この伝送網を通じて地震技形

データを交換し，また，一部は全国の中心センタ

ーへ搬送してデータパンクで集中管理する予定で

ある。

（防災研究所）
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