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［表紙シリーズ 「日本の四季彩巡り」 ： 写真とエッセイ / 北川泰久］
輝けるダブルダイヤモンド富士
輝く金閣寺の雪景色
妖艶なるしだれ梅
輝ける春の曙
ヤマツツジと新緑薫る奥入瀬渓流
大海原を見おろす紫陽花爛漫
海の砂紋美
Kiss of Fire

錦秋の大雪高原沼
紅葉に燃ゆる二段滝
静寂なる山寺の秋
天空に浮かぶ竹田城

［座談会］
新春放談
　「人を取り巻く環境と人と動物の共通感染症の変化について」
和食文化と微生物

［小島三郎記念文化賞］
第 54 回 小島三郎記念文化賞  川口   寧博士  推薦の言葉
第 54 回 小島三郎記念文化賞
　単純ヘルペスウイルスの増殖・病態発現機構の解明

［話題の感染症］
輸入感染症としての麻疹、そして国内排除をめざす風疹
インフルエンザ感染症について
性感染症としてのクラミジア・トラコマティス感染症；細菌の話題
現代におけるポリオの流行と感染対策
蚊媒介ウイルス感染症  ～現状と対策～
現代の淋菌感染症

［臨床検査アップデート］
26. 新たな肝繊維化マーカーとしてのオートタキシンについて
27. ビタミン D 代謝物の測定   骨粗鬆症、くる病・骨軟化症などにおける臨床的意義
28. 臨床検査からみた大腸癌診療における BRAF 遺伝子検査
29. 天疱瘡・類天疱瘡を起す自己抗体
30. 乳癌薬物療法の最先端：BRCA 1/2 遺伝学的検査を踏まえて
31. 骨髄増殖性腫瘍の遺伝子検査
32. 膀胱癌診療の現状：新しい尿中細胞染色体異常検出検査への期待
33. FLT3 阻害薬とその遺伝子検査の現状
34. Nudix hydrolase 15（NUDT15）遺伝子多型検査
35. マイクロサテライト不安定性検査とその臨床的意義
36. 血中メタネフリン 2 分画測定法について
37. 難聴の遺伝学的検査の進歩と診療の展開
38. クロストリジオイデス・ディフィシルのトキシン B 遺伝子検出
39. がん遺伝子パネル検査　保険収載の概要と課題

［シリーズ  腸内細菌叢］
8. 腸内細菌と動脈硬化性疾患
9. 腸内細菌叢に影響を及ぼす因子
10. ICU 患者における腸内細菌叢

［わだい］
最近の耳鳴診療について  ～‘治らない’から‘慣れる’、そして‘治る’へ

［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 11 回 「余話－日本の出来事を中心に」

［グローバル化時代の医療・検査事情］
17. 雲南の旅  その 7   昭通（ジャオトン）_2016 年
18. ラオスにおける寄生虫疾患の現状と課題：マラリアについて
19. 在日外国人の感染症対策の課題と医療アクセス支援の取組み

［感染症対策と微生物検査］
10. アウトブレイク時に求められる検査室対応

［マスギャザリングと感染症］
「マスギャザリングと感染症」の連載に当たり
1. 国際的なマスギャザリングにおける感染症リスク評価と求められる対策～東京 2020 を例に～
2. マスギャザリングと検疫所の対応  ～クライシスマネジメントとリスクマネジメントから考える～
3. マスギャザリングと流行性ウイルス感染症

［医学検査のあゆみ］
「机の上の検査室」から「検査・診断 Matrix」へ

［新版 全国衛生研究所見聞記］
【其ノ拾八】 岡山県環境保健センター之巻
　　　　　 岡山県環境保健センター  概要紹介

［世界臨床検査通信］
31. 臨床検査に関する団体の活動　アジア臨床病理・臨床検査医学会議   ASCPaLM

32. 臨床検査に関する団体の活動　EUCAST : The European Committee on Antimicrobial 

Susceptibility Testing

33. 臨床検査に関する団体の活動　国際臨床化学連合（International Federation of Clinical 

Chemistry and Laboratory Medicine ; IFCC）
34. 臨床検査に関する団体の活動　世界病理臨床検査医学会連合会議（World Association of 

 Societies of Pathology and Laboratory Medicine : WASPaLM）
35. 国際疾病分類第 11 回改訂版（ICD-11）
36. 臨床検査に関する団体の活動　国際検査血液学会（International Society for Laboratory 

Hematology, ISLH）
37. 臨床検査に関する団体の活動　日本臨床検査標準協議会（JCCLS）
38. 臨床検査に関する団体の活動　国際血液学標準化協議会（ICSH : International Council for 

Standardization in Haematology）
39.“WHO Model List of Essential In Vitro Diagnostics”の紹介　HIV 感染症
40.“WHO Model List of Essential In Vitro Diagnostics”の紹介　マラリア
41.“WHO Model List of Essential In Vitro Diagnostics”の紹介　結核
42. バイオバンクにかかわる活動　ISBER（環境及び生物学的リポジトリ国際学会）の

沿革・活動について

［その他］
財団法人  黒住医学研究振興財団
　平成 30 年度 「第 54 回 小島三郎記念文化賞」 ならびに 「第 26 回 研究助成金」 贈呈式の報告

［書評］
『ワクチン －基礎から臨床まで－』 編集   日本ワクチン学会

［書籍のご紹介］
【MICROBIAL TESTING NAVI SECOND EDITION】  監修：堀井俊伸　編集：犬塚和久　英訳：鈴木   陽、  佐藤延子

［随筆］
「小さい旅、大きい旅」その後
20 年後
VBNC

ハーモナイゼイション（続編）
「岐路に立つ 21 世紀の臨床検査」（続）
桜を見る会と園遊会
力士大型化の功罪
尋ね人：長崎医専の学生さん（続）
桜が花盛り（2）
デジタル写真（続）
認知症への恐怖
New York Brooklin の思い出
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