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［表紙シリーズ「旅先、街角のスナップ」 ： 写真とエッセイ / 水地大輔］
青富士（七面山より）
二脚の椅子
春が来た
桜色
実は本の街
紫陽花の咲く頃
舟屋の里
合掌造りの里
暮らすように旅をする
登山のススメ（1）
登山のススメ（2）
日本一の夕陽

［座談会］
新春放談
　One Health から考える感染対策

［免疫］
第 52 回 小島三郎記念文化賞
　結核菌受容体群の発見と宿主免疫賦活化機構の解明

［感染対策と微生物検査］
1. 感染対策における微生物検査（総論）
2. 各種サーベイランスの活かし方
3. 耐性菌検査の感染対策への応用
4. 環境調査の感染対策への応用
5. 各種迅速診断の感染対策への応用
6. 内視鏡を介した病原体伝播とその検査法
7. 感染防止対策加算と微生物検査
8. 地域における医療連携と検査データの共用
9. 海外からの耐性菌の持ち込み

［腸内細菌叢］
7. 腸内細菌による免疫制御

［グローバル化時代の医療・検査事情］
10. 雲南の旅  その 1   なぜ雲南か？
11. 雲南の旅  その 2   シャングリラ（香格里拉）_2010 年
12. 雲南の旅  その 3   西双版納（シーシュアンバンナー）_2012 年
13. 地球規模での健康危機管理体制強化に向けた WHO の新たな取り組み
14. 雲南の旅  その 4   瑞麗（ルイリ）_2013 年

［臨床検査アップデート］
13. 25 水酸化ビタミン D 測定の意義
14. 坑 MDA5 抗体、抗 TIF1-γ抗体、抗 Mi-2 抗体：皮膚筋炎/多発性筋炎の診断における有用性
15. 好酸球増多を伴う造血器腫瘍における FIP1L 1-PDGFEA 融合遺伝子
16. 肺癌における PD-L1 タンパク免疫染色

［医学検査のあゆみ］
30. 質量分析技術の臨床検査応用 －現状と課題－
31. 悪性リンパ腫の診断と READ system®

32. ノロウイルスの新しい検査法－生物発光酵素免疫測定法（BLEIA）
33. ISO 15189 誕生記  ～規格タイトルが 2 回変更された～

［人類と感染症との闘い  －「得体の知れないものへの怯え」から「知れて安心」へ－（続）］
第 8 回 「エボラウイルス病」 －コウモリ由来の病？
第 9 回 「コロナウイルスによる重症呼吸器疾患」 －SARS と MERS

［新版 全国衛生研究所見聞記］
【其ノ拾七】 富山県衛生研究所之巻
　　　　　 富山県衛生研究所  概要紹介

［話題の感染症］
成人の RS ウイルス感染症

「院内麻疹に対峙する」 ～麻疹患者来院に由来した職員の院内麻疹発症、その対策を考える～
口腔細菌がおよぼす全身への影響
カンジダ・アウリス（Candida auris）感染症－初の真菌性新興感染症
ムンプスとムンプスワクチン

［身近で活躍する有用微生物Ⅱ  食品と有用微生物  －西洋の食文化と微生物］
3. ビールと酵母
4. パンと微生物

［Master’s Lectures］
15. 私の感染症研究の一貫性と本質

［わだい］
新コーナー 『わだい』 のご紹介
笑医の力
障害者差別解消法－医療分野における対応

［食の安全・安心にかかわる最近の話題］
6. 食品ロスの削減に向けて

［世界臨床検査通信］
11. 今、欧米がホットです
12. ボルバキアが蚊媒介ウイルス感染症の蔓延をストップ
　  ～基礎科学研究が今こそ公衆衛生への貢献で花開くか～
13. CJD の診断は髄液と鼻腔擦過試料で可能に ～高感度プリオン蛋白測定が第 2 世代へ～
14. 「ISO/TC 212 の WG1（臨床検査室における品質と能力）の活動状況」
15. ISO/TC 212 WG2（Reference System 基準システム）活動について
16. ISO/TC 212 WG3 活動について
17. ISO/TC 212 WG4 : Microbiology and Molecular Diagnosis（微生物検査と分子診断）
18. ISO/TC 212 WG5 : （Laboratory Biorisk Management（検査室のバイオリスクマネジメント））
19. AACC・ICHCLR プロジェクト－臨床検査の国際整合化の取り組み
20. 新しい dLAMP 法で抗菌薬感受性検査を迅速化 ～尿路感染症外来診療に大きな福音～
21. Choosing Wisely Campaign が広がる ～ ASCP が提案した 15 の検体検査 Don’t ～
22. インフルエンザ治療で新時代到来か ～蛙が分泌する H1 特異的ペプチドに注目～

［その他］
財団法人  黒住医学研究振興財団
　平成 28 年度 「第 52 回 小島三郎記念文化賞」 ならびに 「第 24 回 研究助成金」 贈呈式の報告
第 52 回 小島三郎記念文化賞   山﨑   晶 博士   推薦の言葉

［随筆］
二人のドクター
小さな親切
乳癌温存治療の矛盾～標準治療と個別化治療のはざま～
稀勢の里フィーバー
子宮頸がんワクチンの副作用問題に思う
酒の味
人工知能の学習方法
ジェネリック医薬品普及の裏側で
低栄養対策へのシフトチェンジ
雪の思い出と瞬間の永遠性
海外旅行での防犯
牡蠣、オイスターの魅力
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