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『ワクチンと予防接種のすべて  見直されるその威力  第 3 版』
　編著：尾内一信：高橋元秀：田中慶司：三瀬勝利

『時間感染症学』
　監修者：小林宣道　著者：鷲見紋子・大友詔雄

『ビジュアル パンデミック・マップ  伝染病の起源・拡大・根絶の歴史』
　著者：サンドラ・ヘンベル　日本語版監修：竹田  誠・竹田美文　翻訳：関谷冬華

［書評］
『感染症大全  病理医だけが知っているウイルス・細菌・寄生虫のはなし』 著者：堤  寛

［世界臨床検査通信］
43. バイオバンクに関する活動

Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructures-European Research
Infrastructure Consortium（BBMRI-ERIC）

44. バイオバンクに関する活動
UK Biobank － その基盤と発展

45. バイオバンクに関する活動
微生物バンク（微生物カルチャーコレクション）の国際ネットワーク：
世界微生物保存連盟（World Federation of Culture Collection）の紹介

46. “WHO Model List of Essential In Vitro Diagnostics”の紹介
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B 型肝炎・C 型肝炎  2．

48. “WHO Model List of Essential In Vitro Diagnostics”の紹介
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国際標準化機構 / 第 212 専門委員会（ISO/TC 212）の活動：
新型コロナウイルス核酸検査に関する国際規格の状況について

51. ISO 専門委員会の活動
ISO/TC 194 の活動について

52. ISO 専門委員会の活動
ISO/TC 34（食品専門委員会）の活動状況について

53. ISO 専門委員会の活動
ISO/TC 276 バイオテクノロジーの沿革・活動について
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医師の risk management（RM）と informed consent（IC）（続）
思い上がり
トイレ考Ⅰ
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続・藪医者の墓談義
楽毅の世界  ～続編
自転車通勤ist  続編
動物由来ウイルス感染症の名称を考える
先達者の科学の手法に学ぶ（続）
冬の夜長の瞑想  続編（その 2）
検疫の始まった場所
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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］
神磯のうねり
丹頂鶴の冬の目覚め
春のシンメトリー
朝靄なびく吉野桜
水面にかかる野生藤
可憐なるクリンソウ
極楽浄土のお出迎え
珊瑚のパラダイス
大雪山紅葉夢舞台
紅燃ゆる栗駒山
勅使門につながる落葉参道
西伊豆南より富士を望む

［座談会］
新春放談

「がんゲノム医療時代の幕開け」

［小島三郎記念文化賞］
第 55 回 小島三郎記念文化賞  竹田  誠 博士  推薦の言葉
第 55 回 小島三郎記念文化賞
　 急性呼吸器感染症ウイルスの病原性発現ならびに制御に関する研究

［シリーズ  腸内細菌叢］
11. 大腸がんと腸内環境のダイナミクス
12. 腸内細菌叢の解析法の進歩
13. 機能性消化管障害と腸内細菌叢

［マスギャザリングと感染症］
4. マスギャザリングと結核
5. マスギャザリングと食中毒
　－東京オリンピック・パラリンピックを前に－
6. マスギャザリングと髄膜炎菌感染症

［わだい］
万葉びとの病と医療
最近、言葉が聴き取りにくいと感じていませんか？
　～話せるけれど聞こえない、中途失聴者のコミュニケーション・バリアフリーのために～
　その 1：音は聞こえても言葉として捉えられない理由と、その対策
最近、言葉が聴き取りにくいと感じていませんか？
　～話せるけれど聞こえない、中途失聴者のコミュニケーション・バリアフリーのために～
　その 2：中途失聴者のための情報保障
食文化と腸内細菌  －米食文化と Prevotella 属－
国際疾病分類の第 11 回改訂版（ICD-11）について
～ フジ TV 「アンサング・シンデレラ」 監修から見えてくる薬剤師の仕事 ～

［医学検査のあゆみ］
35. 小児慢性特定疾病と指定難病

［臨床検査アップデート］
40. 白血病の最新診療
41. FGF23 測定の意義
42. 令和 2 年度診療報酬改定（検査領域について）
43. 令和 2 年度診療報酬改定（病理領域について）
44. JAK2 遺伝子検査の臨床的意義
45. NTRK 融合遺伝子検査
46. 好中球ゼラチナーゼ結合性リポカリン（NGAL）
47. BRACA 1/2 遺伝子検査について
　  ～遺伝学的検査からがんゲノムプロファイル検査まで～
48. ヒト精巣上体蛋白 4（HE4）について  －HE4 と ROMA について－

［新版 全国衛生研究所見聞記］
【其ノ拾九】 宮城県保健環境センター之巻
　　　　　 宮城県保健環境センター  概要紹介

［話題の感染症］
Escherichia  albertii
わが国におけるアニサキス症の現状と対策
輸入感染症としての結核
コリネバクテリウム・ウルセランス感染症
野生動物における耐性菌の保有状況
帯状疱疹の宮崎スタディ
性感染症としてのマイコプラズマ
抗 HIV 薬  －開発から予防への展望まで－

［グローバル化時代の医療・検査事情］
20. 日本で診るマラリア  ～新しい診断技術と承認された治療薬～
26. ラオスにおける寄生虫疾患の現状と課題：
　  メコン住血吸虫症、タイ肝吸虫症、ならびにその他の寄生虫症について

［グローバル化時代の医療・検査事情  “ 雲南の旅 ”］
21. その 8   独龍（ドゥーロン）_2017 年

［グローバル化時代の医療・検査事情  “ 世界の医学部を巡って ”］
22. （1） Ⅰ. ヨーロッパ編  ドイツ
23. （2） Ⅰ. ヨーロッパ編  イギリス
24. （3） Ⅰ. ヨーロッパ編  フランス
25. （4） Ⅰ. ヨーロッパ編  オランダ、ベルギー
26. （5） Ⅰ. ヨーロッパ編  スペイン

［食の安全・安心にかかわる最近の話題］
11. 輸入食品の監視体制の概要および最近の動向

［Master’s Lectures］
16. 酢酸菌と医療

［シネマをいろどる病と医療］
21．「手が震える、低血糖だ。何か甘い物を・・」
　  －実業家への転身を謀るも糖尿病に阻まれたゴッドファーザー－
　  映画  「ゴッドファーザー」  3 部作

［新型コロナウイルス感染症 Up-to-date］
1. 「新型コロナウイルス感染症 Up-to-date」 シリーズをはじめるにあたって
2. 新型コロナウイルスのウイルス学的特徴
3. 新型コロナウイルスの検査を取り巻く課題と対応
4. 新型コロナウイルスの病態と臨床像
5. 新型コロナウイルス感染症の治療薬
6. 新型コロナウイルス感染症の感染対策

［書籍のご紹介］
『ワクチンと予防接種のすべて  見直されるその威力  第 3 版』
　編著：尾内一信：高橋元秀：田中慶司：三瀬勝利

『時間感染症学』
　監修者：小林宣道　著者：鷲見紋子・大友詔雄

『ビジュアル パンデミック・マップ  伝染病の起源・拡大・根絶の歴史』
　著者：サンドラ・ヘンベル　日本語版監修：竹田  誠・竹田美文　翻訳：関谷冬華

［書評］
『感染症大全  病理医だけが知っているウイルス・細菌・寄生虫のはなし』 著者：堤  寛

［世界臨床検査通信］
43. バイオバンクに関する活動

Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructures-European Research
Infrastructure Consortium（BBMRI-ERIC）

44. バイオバンクに関する活動
UK Biobank － その基盤と発展

45. バイオバンクに関する活動
微生物バンク（微生物カルチャーコレクション）の国際ネットワーク：
世界微生物保存連盟（World Federation of Culture Collection）の紹介

46. “WHO Model List of Essential In Vitro Diagnostics”の紹介
B 型肝炎・C 型肝炎  1．

47. “WHO Model List of Essential In Vitro Diagnostics”の紹介
B 型肝炎・C 型肝炎  2．

48. “WHO Model List of Essential In Vitro Diagnostics”の紹介
B 型肝炎・C 型肝炎  3．

49. ISO 専門委員会の活動
ISO/TC 272 の活動について

50. ISO 専門委員会の活動
国際標準化機構 / 第 212 専門委員会（ISO/TC 212）の活動：
新型コロナウイルス核酸検査に関する国際規格の状況について

51. ISO 専門委員会の活動
ISO/TC 194 の活動について

52. ISO 専門委員会の活動
ISO/TC 34（食品専門委員会）の活動状況について

53. ISO 専門委員会の活動
ISO/TC 276 バイオテクノロジーの沿革・活動について

［その他］
公益財団法人  黒住医学研究振興財団
　2019 年度 「第 55 回 小島三郎記念文化賞」 ならびに 「第 27 回 研究助成金」 贈呈式の報告
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我が犬のいる風景（続）
医師の risk management（RM）と informed consent（IC）（続）
思い上がり
トイレ考Ⅰ
トイレ考Ⅱ
続・藪医者の墓談義
楽毅の世界  ～続編
自転車通勤ist  続編
動物由来ウイルス感染症の名称を考える
先達者の科学の手法に学ぶ（続）
冬の夜長の瞑想  続編（その 2）
検疫の始まった場所

……………………………………………………………………………………………………………………………     1 月号
……………………………………………………………………………………………………………………     2 月号

………………………………………………………………………………………………………………………     3 月号
………………………………………………………………………………………………………………………     4 月号

……………………………………………………………………………………………………………………     5 月号
……………………………………………………………………………………………………………………     6 月号
……………………………………………………………………………………………………………………     7 月号

………………………………………………………………………………………………………………………     8 月号
………………………………………………………………………………………………………………………     9 月号

…………………………………………………………………………………………………………………………   10 月号
……………………………………………………………………………………………………………   11 月号

………………………………………………………………………………………………………………   12 月号

……………………………………………………………………… （聞き手）宮　地　勇　 人……     1

……………………………………………………… 倉　田　　　毅 ……   28

…………………………………… 竹　田　　　誠 ……   30

………………………………………………………………………… 水　谷　紗弥佳 他 …   37
…………………………………………………………………………………… 高　安　伶　奈 他 … 133

……………………………………………………………………………… 本　郷　道　夫 他 … 226

……………………………………………………………………………………… 加　來　浩　器 ……   43

…………………………………………………………… 田　﨑　達　明 ……   57
………………………………………………………………………… 神　谷　　　元 …… 118

……………………………………………………………………………………………… 川　﨑　　　晃 ……   50

……………………………………… 田　村　浩　一 ……   92

………………………………………………………………………… 田　村　浩　一 …… 123
……………………………………………………………… 中　島　裕　也 他 … 211
……………………………………………………………… 古　田　　　耕 …… 231

……………………………… 笠　原　英　城 …… 338

………………………………………………………………………………… 盛　一　享　德 ……   68

…………………………………………………………………………………………… 横　山　寿　行 ……   74
…………………………………………………………………………………………… 福　本　誠　二 …… 139

……………………………………………………………… 東　條　尚　子 …… 196
……………………………………………………………… 佐 々 木  　　毅 …… 202

……………………………………………………………………………… 大 屋 敷   一   馬 …… 235
………………………………………………………………………………………… 近　藤　知　大 他 … 265

…………………………………………………………… 土　井　研　人 …… 296

……………………………………………… 織　田　克　利 …… 332
……………………………………… 冨　尾　賢　介 他 … 371

……………………………………………………………………… 宮　地　勇　人 ……   82
…………………………………………………… 宮城県保健環境センター ……   90

………………………………………………………………………………………………… 村　上　光　一 他 … 101
…………………………………………………………………… 鈴　木　　　淳 …… 165

………………………………………………………………………………………… 永　井　英　明 …… 171
…………………………………………………………………… 岩　城　正　昭 …… 191

…………………………………………………………………………… 浅　井　鉄　夫 …… 219
………………………………………………………………………………………… 白　木　公　康 他 … 251

……………………………………………………………………………… 濱　砂　良　一 …… 281
…………………………………………………………………… 岩　本　愛　吉 …… 303

……………………………………… 中村（内山）ふくみ …… 111

………………………………… 石　上　盛　敏 …… 375

………………………………………………………………………… 岩　本　愛　吉 …… 177

………………………………………………………………………………… 奈　良　信　雄 …… 239
……………………………………………………………………………… 奈　良　信　雄 …… 269
……………………………………………………………………………… 奈　良　信　雄 …… 289

………………………………………………………………… 奈　良　信　雄 …… 343
……………………………………………………………………………… 奈　良　信　雄 …… 389

…… 厚生労働省医薬・生活衛生局食品監視安全課 輸入食品安全対策室 …… 143

…………………………………………………………………………………………………… 駒　形　和　男 …… 152

…………………………………………………………………………… 小　守　ケ　イ 他 … 186

……………………………… 松　本　哲　哉 …… 312
…………………………………………………………………… 増　田　道　明 …… 313

………………………………………………………… 宮　地　勇　人 …… 321
………………………………………………………………………… 忽　那　賢　志 …… 353
………………………………………………………………………… 土　井　洋　平 …… 357

……………………………………………………………………… 田　中　健　之 他 … 363

………………………………………………… モダンメディア編集室 ……   24

…………………………………………………… モダンメディア編集室 …… 188

…………… モダンメディア編集室 …… 189

………………… 田　村　浩　一 …… 216

………………………………………………………………… 増　井　　　徹 …   1 月号

…………………………………………………………………………… 増　井　　　徹 …   2 月号

………………………………… 川　﨑　浩　子 …   3 月号

……………………………………………………………………………………… 四　柳　　　宏 …   5 月号

……………………………………………………………………………………… 四　柳　　　宏 …   6 月号

……………………………………………………………………………………… 四　柳　　　宏 …   7 月号

………………………………………………………………………………… 大　澤　資　樹 …   8 月号

……………………………………… 宮　地　勇　人 …   9 月号

………………………………………………………………………………… 蓜　島　由　二 … 10 月号

……………………………………………………… 春　見　隆　文 … 11 月号

……………………………………………… 柳　田　　豊 他 … 12 月号

………………………………………… 27

…………………………………………………………………………………………… 丸　山　征　郎 …   1 月号
……………………………………………… 佐　守　友　博 …   2 月号

………………………………………………………………………………………………………… 上　田　尚　紀 …   3 月号
………………………………………………………………………………………………………… 松　田　重　三 …   4 月号
………………………………………………………………………………………………………… 松　田　重　三 …   5 月号

…………………………………………………………………………………………… 松　田　重　三 …   6 月号
……………………………………………………………………………………………… 神　谷　　　茂 …   7 月号
……………………………………………………………………………………………… 井　上　　　栄 …   8 月号

……………………………………………………………………… 山　内　一　也 …   9 月号
………………………………………………………………………………… 福　地　邦　彦 … 10 月号
………………………………………………………………………………… 中　居　賢　司 … 11 月号

……………………………………………………………………………………………… 加　藤　茂　孝 … 12 月号



（ 48 ）

400

［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］
神磯のうねり
丹頂鶴の冬の目覚め
春のシンメトリー
朝靄なびく吉野桜
水面にかかる野生藤
可憐なるクリンソウ
極楽浄土のお出迎え
珊瑚のパラダイス
大雪山紅葉夢舞台
紅燃ゆる栗駒山
勅使門につながる落葉参道
西伊豆南より富士を望む

［座談会］
新春放談

「がんゲノム医療時代の幕開け」

［小島三郎記念文化賞］
第 55 回 小島三郎記念文化賞  竹田  誠 博士  推薦の言葉
第 55 回 小島三郎記念文化賞
　 急性呼吸器感染症ウイルスの病原性発現ならびに制御に関する研究

［シリーズ  腸内細菌叢］
11. 大腸がんと腸内環境のダイナミクス
12. 腸内細菌叢の解析法の進歩
13. 機能性消化管障害と腸内細菌叢

［マスギャザリングと感染症］
4. マスギャザリングと結核
5. マスギャザリングと食中毒
　－東京オリンピック・パラリンピックを前に－
6. マスギャザリングと髄膜炎菌感染症

［わだい］
万葉びとの病と医療
最近、言葉が聴き取りにくいと感じていませんか？
　～話せるけれど聞こえない、中途失聴者のコミュニケーション・バリアフリーのために～
　その 1：音は聞こえても言葉として捉えられない理由と、その対策
最近、言葉が聴き取りにくいと感じていませんか？
　～話せるけれど聞こえない、中途失聴者のコミュニケーション・バリアフリーのために～
　その 2：中途失聴者のための情報保障
食文化と腸内細菌  －米食文化と Prevotella 属－
国際疾病分類の第 11 回改訂版（ICD-11）について
～ フジ TV 「アンサング・シンデレラ」 監修から見えてくる薬剤師の仕事 ～

［医学検査のあゆみ］
35. 小児慢性特定疾病と指定難病

［臨床検査アップデート］
40. 白血病の最新診療
41. FGF23 測定の意義
42. 令和 2 年度診療報酬改定（検査領域について）
43. 令和 2 年度診療報酬改定（病理領域について）
44. JAK2 遺伝子検査の臨床的意義
45. NTRK 融合遺伝子検査
46. 好中球ゼラチナーゼ結合性リポカリン（NGAL）
47. BRACA 1/2 遺伝子検査について
　  ～遺伝学的検査からがんゲノムプロファイル検査まで～
48. ヒト精巣上体蛋白 4（HE4）について  －HE4 と ROMA について－

［新版 全国衛生研究所見聞記］
【其ノ拾九】 宮城県保健環境センター之巻
　　　　　 宮城県保健環境センター  概要紹介

［話題の感染症］
Escherichia  albertii
わが国におけるアニサキス症の現状と対策
輸入感染症としての結核
コリネバクテリウム・ウルセランス感染症
野生動物における耐性菌の保有状況
帯状疱疹の宮崎スタディ
性感染症としてのマイコプラズマ
抗 HIV 薬  －開発から予防への展望まで－

［グローバル化時代の医療・検査事情］
20. 日本で診るマラリア  ～新しい診断技術と承認された治療薬～
26. ラオスにおける寄生虫疾患の現状と課題：
　  メコン住血吸虫症、タイ肝吸虫症、ならびにその他の寄生虫症について

［グローバル化時代の医療・検査事情  “ 雲南の旅 ”］
21. その 8   独龍（ドゥーロン）_2017 年

［グローバル化時代の医療・検査事情  “ 世界の医学部を巡って ”］
22. （1） Ⅰ. ヨーロッパ編  ドイツ
23. （2） Ⅰ. ヨーロッパ編  イギリス
24. （3） Ⅰ. ヨーロッパ編  フランス
25. （4） Ⅰ. ヨーロッパ編  オランダ、ベルギー
26. （5） Ⅰ. ヨーロッパ編  スペイン

［食の安全・安心にかかわる最近の話題］
11. 輸入食品の監視体制の概要および最近の動向

［Master’s Lectures］
16. 酢酸菌と医療

［シネマをいろどる病と医療］
21．「手が震える、低血糖だ。何か甘い物を・・」
　  －実業家への転身を謀るも糖尿病に阻まれたゴッドファーザー－
　  映画  「ゴッドファーザー」  3 部作

［新型コロナウイルス感染症 Up-to-date］
1. 「新型コロナウイルス感染症 Up-to-date」 シリーズをはじめるにあたって
2. 新型コロナウイルスのウイルス学的特徴
3. 新型コロナウイルスの検査を取り巻く課題と対応
4. 新型コロナウイルスの病態と臨床像
5. 新型コロナウイルス感染症の治療薬
6. 新型コロナウイルス感染症の感染対策

［書籍のご紹介］
『ワクチンと予防接種のすべて  見直されるその威力  第 3 版』
　編著：尾内一信：高橋元秀：田中慶司：三瀬勝利

『時間感染症学』
　監修者：小林宣道　著者：鷲見紋子・大友詔雄

『ビジュアル パンデミック・マップ  伝染病の起源・拡大・根絶の歴史』
　著者：サンドラ・ヘンベル　日本語版監修：竹田  誠・竹田美文　翻訳：関谷冬華

［書評］
『感染症大全  病理医だけが知っているウイルス・細菌・寄生虫のはなし』 著者：堤  寛

［世界臨床検査通信］
43. バイオバンクに関する活動

Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructures-European Research
Infrastructure Consortium（BBMRI-ERIC）

44. バイオバンクに関する活動
UK Biobank － その基盤と発展

45. バイオバンクに関する活動
微生物バンク（微生物カルチャーコレクション）の国際ネットワーク：
世界微生物保存連盟（World Federation of Culture Collection）の紹介

46. “WHO Model List of Essential In Vitro Diagnostics”の紹介
B 型肝炎・C 型肝炎  1．

47. “WHO Model List of Essential In Vitro Diagnostics”の紹介
B 型肝炎・C 型肝炎  2．

48. “WHO Model List of Essential In Vitro Diagnostics”の紹介
B 型肝炎・C 型肝炎  3．

49. ISO 専門委員会の活動
ISO/TC 272 の活動について

50. ISO 専門委員会の活動
国際標準化機構 / 第 212 専門委員会（ISO/TC 212）の活動：
新型コロナウイルス核酸検査に関する国際規格の状況について

51. ISO 専門委員会の活動
ISO/TC 194 の活動について

52. ISO 専門委員会の活動
ISO/TC 34（食品専門委員会）の活動状況について

53. ISO 専門委員会の活動
ISO/TC 276 バイオテクノロジーの沿革・活動について

［その他］
公益財団法人  黒住医学研究振興財団
　2019 年度 「第 55 回 小島三郎記念文化賞」 ならびに 「第 27 回 研究助成金」 贈呈式の報告

［随筆］
我が犬のいる風景（続）
医師の risk management（RM）と informed consent（IC）（続）
思い上がり
トイレ考Ⅰ
トイレ考Ⅱ
続・藪医者の墓談義
楽毅の世界  ～続編
自転車通勤ist  続編
動物由来ウイルス感染症の名称を考える
先達者の科学の手法に学ぶ（続）
冬の夜長の瞑想  続編（その 2）
検疫の始まった場所
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