
講座名 臨床検査医学

番号 見出し 著者名 論文名 雑誌名 巻 号 開始頁 終了頁 出版年 備考

1 【原著論文】

Ishimitsu T，Ohno E，

Nakano N，Furukata S，
Akashiba A，Minami J，
Numabe A，Matsuoka H

Combination of angiotensin
II receptor antagonist with
calcium channel blocker or
diuretic as antihypertensive
therapy for patients with
chronic kidney disease

Clin Exp Hypertens 33 6 366 372 2011

2 【原著論文】

Sekizuka T, Matsui M,
Yamane K, Takeuchi F,
Ohnishi M, Hishinuma A,
Arakawa Y, Kuroda M

Complete sequencing of the
bla NDM-1-positive plasmid
from Escherichia coli  ST38
type isolate reveals a novel
composite transposon in
IncA/C plasmid and suggests
a possible origination of
bla NDM-1 from plant
pathogenic bacteria

PLoS One(Online) 6 9 e25334 2011

 DOI: 
10.1371/j
ournal.po
ne.00253
34

3 【原著論文】
Smith DR, Muto T, Sairenchi
T, Ishikawa Y, Sayama S,
Yoshida A, Townley Jones M

Examining the dimensions
of hospital safety climate
and psychosocial risk
factors among Japanese
nurses

J Transcult Nurs 22 3 257 264 2011

4 【原著論文】
Yamamoto T, Takano T, Iwao
Y, Hishinuma A

Emergence of NDM-1-
positive capsulated
Escherichia coli with high
resistance to serum
killing in Japan.

J Infect Chemother 17 435 439 2011

DOI:
10.1007
/s10156-
011-
0232-3

5 【原著論文】

小栗豊子，石井良和，三澤成
毅，舘田一博，奥住捷子，吉
田　敦，塚原みゆき，大石
毅，馬場　勝，米山彰子，住
友みどり，満田年宏，森　慎
一郎，柴山明義，中森祥隆，
後藤美江子，森屋恭爾，佐藤
智明，大曲貴夫，山口惠三，
抗菌薬併用療法研究会

ブレイクポイント・チェッ
カーボードプレートによる多
剤耐性緑膿菌感染症に対する
治療薬選択のためのスコア化
による評価

日本化学療法学会雑誌 59 2 172 176 2011



6 【原著論文】
増渕純一, 白石一正, 鷹箸孝
一, 池田真由美, 及川信次,
菱沼昭

ミトコンドリア由来CKを阻害

するCK-MB測定2試薬の評価
日本臨床検査自動化学会 36 3 348 355 2011

7 【原著論文】

脇本寛子, 脇本幸夫, 矢野久子,
松原康策, 宮川創平, 吉田 敦, 奥
住捷子, 佐藤洋子, 澤田恭子, 山
田恭聖, 二村真秀, 北川眞理子,
佐藤剛, 南正明, 長谷川忠男

新生児および妊婦褥婦由来B群
レンサ球菌の薬剤感受性と血
清型―多施設共同研究1999年
～2009年―

感染症学雑誌 85 2 155 160 2011

番号 見出し 著者名 論文名 雑誌名 巻 号 開始頁 終了頁 出版年 備考

1 【症例報告】

Chihara S, Okuzumi K,
Yamamoto Y, Oikawa S,
Hishinuma A

First Case of New Delhi
Metallo-β-Lactamase 1
(NDM-1) Producing
Escherichia coli  Infection
in Japan

Clin Infect Dis 52 1 153 154 2011

DOI:
10.1093
/cid/ciq0
54

2 【症例報告】
新保敬, 屋代いづみ, 堀内裕
次, 及川信次, 菱沼昭

Blastic NK-cell lymphomaの
一例

臨床検査栃木 16 12 34 38 2011

3 【症例報告】
湯石晃一, 古沢由美, 新保敬,
池田眞由美, 及川信次, 菱沼
昭

骨髄穿刺を契機に診断された
骨髄癌腫症の１例

臨床検査栃木 16 12 68 71 2011

番号 見出し 著者名 論文名 雑誌名 巻 号 開始頁 終了頁 出版年 備考

1 【総説等】
石光俊彦, 矢部彰久, 八木
博, 大野絵里, 須藤泰代, 長
田太助, 沼部敦司

高血圧患者における高用量の
長時間作用型Ca拮抗薬の服用
時間に関する検討 ―Trial
for Administration Method
of Amlodipine 10mg (TRAD10)
―

血圧 18 11 1117 1122 2011



2 【総説等】 新保敬
検査に必要な血液学「血液凝
固・線溶検査の基礎と現状」
血栓・止血の基礎と検査

臨床検査栃木 16 12 72 88 2011

3 【総説等】 蘇原由貴，吉田敦，奥住捷子
耐性菌を作らないための抗菌
薬投与法

Mebio 2011 28 7 44 53 2011

4 【総説等】 沼部敦司
エゼチミブのコレステロール
吸収と合成に及ぼす影響 ―血
中マーカーを用いた検討―

Progress in Medicine 31 6 1563 1568 2011

5 【総説等】 菱沼昭 甲状腺疾患と遺伝 内科 107 1 43 46 2011

6 【総説等】 菱沼昭 甲状腺検査の最近の進歩 日本甲状腺学会雑誌 2 1 3 3 2011

7 【総説等】 菱沼昭
どのような患者で遺伝子診断
を施行すべきか？

日本甲状腺学会雑誌 2 1 22 25 2011

8 【総説等】 菱沼昭 多剤耐性大腸菌 ドクターサロン 55 7 13 16 2011



9 【総説等】 菱沼昭
感染制御のための微生物学講
座 NDM-1

感染制御 7 4 318 322 2011

10 【総説等】 山本芳尚, 菱沼　昭
多剤耐性菌NDM-1の検出とその
特徴

微研ジャーナル友 34 4 8 16 2011

11 【総説等】 吉田敦，千原晋吾，菱沼昭 NDM-1と医療ツーリズム カレントテラピー2011 29 4 71 71 2011

12 【総説等】 吉田敦
輸入感染症への適切な対応―
患者さんの来院前にこれだけ
は知っておこう

微研ジャーナル友2011 34 3 18 24 2011

13 【総説等】 吉田敦
アシネトバクター感染症　－
将来の適切な対応のために，
知っておこう－

微研ジャーナル友2012 35 1 21 26 2011

14 【総説等】 吉田穂波，吉田敦
B群連鎖球菌による母子感染予
防の最新情報　―どう見つけ
る，どう防ぐ―

微研ジャーナル友2011 34 3 18 24 2011



番号 見出し 執筆者名
執筆タイトル（分担執筆の場
合）

開始頁（分担執筆の場合）

終了頁
（分担執
筆の場
合）

書名

著者・
編集
者・監
修者名

出版者名 出版地 出版年 備考

1 【学術書】 沼部敦司 腎不全 167 171

日本内
科学会
内科救
急診療
指針

社団法
人 日本
内科学
会 認定
医制度
審議会
救急委
員会 編

社団法人
日本内科
学会

東京 2011

2 【学術書】 沼部敦司 電解質異常 172 203

日本内
科学会
内科救
急診療
指針

社団法
人 日本
内科学
会 認定
医制度
審議会
救急委
員会 編

社団法人
日本内科
学会

東京 2011

3 【学術書】 菱沼昭
これだけは知っておきたい遺
伝のこと

6 7

あなた
も名
医！
外来で
どう診
る？甲
状腺疾
患

深田修
司　編

日本医事
新報社

東京 2011

4 【学術書】 吉田敦 MRSA感染症

図説・
臨床看
護医学
(Online
)

松本哲
哉監修

エディ
ターシッ
プ

東京 2011

http://dm
p-
healthba
nk.com/p
roduct01
.htm

5 【学術書】 吉田敦 ロウイルス感染症

図説・
臨床看
護医学
(Online
)

松本哲
哉監修

エディ
ターシッ
プ

東京 2011

http://dm
p-
healthba
nk.com/p
roduct02
.htm



6 【学術書】 吉田敦 レジオネラ感染症

図説・
臨床看
護医学
(Online
)

松本哲
哉監修

エディ
ターシッ
プ

東京 2011

http://dm
p-
healthba
nk.com/p
roduct03
.htm

7 【学術書】 吉田敦 病原性大腸菌感染症

図説・
臨床看
護医学
(Online
)

松本哲
哉監修

エディ
ターシッ
プ

東京 2011

http://dm
p-
healthba
nk.com/p
roduct04
.htm

8 【学術書】 吉田敦 心血管感染症 2 8
「感染
症
Emergen
cy」

島田
馨，奥
住捷子
監訳

南江堂 東京 2011
原書
Rachel L.
Chin

9 【学術書】 吉田敦
皮膚感染症、耳鼻咽喉の感染
症

20 46
「感染
症
Emergen
cy」

島田
馨，奥
住捷子
監訳

南江堂 東京 2011
原書
Rachel L.
Chin

10 【学術書】 吉田敦
消化器感染症・肝胆道系感染
症

50 87
「感染
症
Emergen
cy」

島田
馨，奥
住捷子
監訳

南江堂 東京 2011
原書
Rachel L.
Chin



11 【学術書】 吉田敦
生殖器感染症と性感染症、
骨・関節感染症

109 151
「感染
症
Emergen
cy」

島田
馨，奥
住捷子
監訳

南江堂 東京 2011
原書
Rachel L.
Chin

12 【学術書】 吉田敦
呼吸器感染症、尿路感染症、
中枢神経系感染症、皮膚・軟
部組織感染症、小児感染症

170 296
「感染
症
Emergen
cy」

島田
馨，奥
住捷子
監訳

南江堂 東京 2011
原書
Rachel L.
Chin

13 【学術書】 吉田敦 特殊条件下の感染症 316 338
「感染
症
Emergen
cy」

島田
馨，奥
住捷子
監訳

南江堂 東京 2011
原書
Rachel L.
Chin

14 【学術書】 吉田敦
トピックス、抗菌薬のオー
バービュー、微生物検査、感
染予防策

346 457
「感染
症
Emergen
cy」

島田
馨，奥
住捷子
監訳

南江堂 東京 2011
原書
Rachel L.
Chin

番号 見出し 発表者名 論題 学会名 開催都市 年 月 日 備考

1 【学会・研修会発表】
Kawai M, Okuzumi K,
Hishinuma A, Yamada S,
Fukutsuji K, Yamagishi J

ANTISEPTIC
SUSCEPTIBILITY AND
MORPHOLOGICAL
CHANGES FOR METALLO-
BETA-LACTAMASE NDM-
1- PRODUCING
MULTIDRUG-RESISTANT
ESCHERICHIA COLI.

International Union of
Microbiolobical Societies
2011 Congress

札幌市 2011 9 9



2 【学会・研修会発表】
Tohyama S, Nonaka L, Inoue
K, Igarashi M, Hishinuma A,
Masuda M, Nomoto A

DNA SEQUENCE OF THE
LARGE PLASMID
ENCODING BLANDM-1
FROM NDM-1 PRODUCING
STRAIN ESCHERICHIA
COLI NDM-1DOK01, FIRST
ISOLATE IN JAPAN

International Union of
Microbiolobical Societies
2011 Congress

札幌市 2011 9 9

3 【学会・研修会発表】
秋山英治, 堀内裕次, 田中光
昭, 池田眞由美, 及川信次,
沼部敦司, 菱沼昭

AUTION HYBRID   AU-4050の評
価

日本臨床検査自動化学会第
43回大会

横浜市 2011 10 7

4 【学会・研修会発表】
淺田道治, 秋山英治, 堀内裕
次, 池田眞由美, 及川信次,
沼部敦司, 菱沼昭

尿中有形成分自動分析装置U-
SCANNERⅡの夜間休日緊急検査
への適応

第58回日本臨床検査医学会
学術集会

岡山市 2011 11 19

5 【学会・研修会発表】
石田岳史, 松本建志, 宗雪年
孝, 菱沼昭

国内で確認されたNDM-1産生多
剤耐性菌の患者背景

第108回日本内科学会講演会 東京 2011 4 17

6 【学会・研修会発表】
石光俊彦, 矢部彰久, 八木
博, 大野絵里, 須藤泰代, 長
田大助, 沼部敦司

高血圧患者における高用量の
長時間作用型Ca拮抗薬の服用
時間に関する検討

第34回日本高血圧学会総会 宇都宮市 2011 10 21



7 【学会・研修会発表】
磯利佐子,山本芳尚,及川信次,
菱沼昭

Capnocytophaga canimorsusに
よる劇症型敗血症の一例

第32回栃木県医学検査学会 壬生町 2011 11 6

8 【学会・研修会発表】

及川信次, 大内友ニ, 大美賀
成美, 生田目貫, 小池宰子,
千原晋吾, 沼部敦司, 葉山典
子, 菱沼　昭

当院における新型インフルエ
ンザウイルス抗原の検出状況

第39回獨協医学会 壬生町 2011 12 1

9 【学会・研修会発表】
大西俊彦，太田怜，吉田敦，
千原晋吾，岡本友紀，大内友
二，奥住捷子

基礎疾患のない者に生じた犬
咬傷によるCapnocytophaga
canimorsus敗血症

第60回日本感染症学会東日
本地方会総会　第58回日本
化学療法学会東日本支部総
会

山形市 2011 10 28

10 【学会・研修会発表】

大野絵里、秋間　崇、渡邉菜
穂美、大類方巳、須藤泰代、
亀田智子、高橋利明、沼部敦
司、長田太助、石光俊彦

人間ドックの健常中高年男性
における血管内皮機能と他因
子との検討

第39回獨協医学会 壬生町 2011 12 3

11 【学会・研修会発表】
大野絵里, 古堅　聡, 須藤泰
代, 沼部敦司, 大類方巳, 石
光俊彦

健常中高年男性における血管
内皮機能に関する因子の検討

第54回日本腎臓学会学術総
会

横浜市 2011 6 16



12 【学会・研修会発表】

大野絵里, 須藤泰代, 古堅
聡, 高橋利明, 沼部敦司, 石
光俊彦, 太田　智, 大場秀一,
岡村　篤, 松岡博昭, 橋本安
紀子

慢性血液透析患者における直
接的レニン阻害薬アリスキレ
ンの降圧効果に関する検討

第56回日本透析医学会学術
集会・総会

横浜市 2011 6 18

13 【学会・研修会発表】

大野絵里, 須藤泰代, 高橋利
明, 長田大助, 沼部敦司, 石
光俊彦, 太田　智, 大場秀一,
岡村　篤, 松岡博昭, 橋本安
紀子

慢性血液透析患者における直
接的レニン阻害薬アリスキレ
ンの長期的降圧効果に関する
検討

第34回日本高血圧学会 宇都宮市 2011 10 20

14 【学会・研修会発表】
片上秀喜, 橋田誠一, 岩崎博
幸, 菱沼昭, 深田修司, 家入
蒼生夫

ヒトサイログロブリン（Tg）
超高感度測定法による甲状腺
分化癌術後再発予知ならびに
新生児甲状腺機能低下症の鑑
別診断

第108回日本内科学会講演会 東京 2011 4 16

15 【学会・研修会発表】
川井眞好, 奥住捷子, 菱沼昭,
山田作夫, 山岸純一

本邦初NDM-1 産生多剤耐性大
腸菌の消毒薬感受性
Antiseptic Susceptibility
for Metallo-β-Lactamase
NDM-1 Producing Multidrug-
Resistant Escherichia coli

日本薬学会第131年会 静岡 2011 3 30

16 【学会・研修会発表】
川井眞好, 奥住捷子, 菱沼昭,
山田作夫, 山岸純一

NDM-1 産生多剤耐性大腸菌の
消毒薬感受性

第59回日本化学療法学会総
会

札幌市 2011 6 25



17 【学会・研修会発表】
河原利夫, 菱沼昭, 石倉和秀,
臼田里香

機能性腺腫の経過観察中に甲
状腺中毒症となり、Marine-
Lenhart症候群の診断に至った
１例

第84回日本内分泌学会学術
総会

神戸市 2011 4 23

18 【学会・研修会発表】
菊池仁，吉田敦，千種雄一，
千原晋吾，桐木雅史，春木宏
介

熱帯熱マラリアによる脳マラ
リアの一例

第60回日本感染症学会東日
本地方会総会　第58回日本
化学療法学会東日本支部総
会

山形市 2011 10 28

19 【学会・研修会発表】

工藤工, 菱沼昭, 深田修司,
丸田哲史, 玉井秀一, 藤原真
子, 萩原英恵, 辻本直之, 西
原永潤, 伊藤充, 窪田純久,
網野信行, 宮内昭

高齢で診断されたサイログロ
ブリン遺伝子異常症

第20回臨床内分泌代謝
update

札幌市 2011 1 29

20 【学会・研修会発表】
新保敬, 屋代いづみ, 及川信
次, 菱沼昭

小児の左腸骨原発　Precursor
B　lymphoblastic lymphoma
の1例

第12回日本検査血液学会学
術集会

岡山 2011 7 18

21 【学会・研修会発表】 鈴木秀鷹，吉田敦，千原晋吾
尿亜硝酸塩は、尿中の腸内細
菌科の存在を予測できるか

第58回日本臨床検査医学会
学術集会

岡山市 2011 11 19



22 【学会・研修会発表】
鈴木弘倫, 樽川友美, 岡本友
紀, 山本芳尚, 奥住捷子, 千
原晋吾, 吉田敦, 菱沼昭

Loop- mediated Isothermal
Amplification（LAMP）法を用
いた新型インフルエンザウイ
ルス検出の検討～H1 pdm 2009
プライマーセットの評価

第22回日本臨床微生物学会
総会

岡山 2011 1 8

23 【学会・研修会発表】
鷹箸孝一, 大川涼子, 中尾美
佐子, 堀内裕次, 池田真由美,
及川信次, 菱沼昭

当検査部の臨床化学検査領域
における異常報告集計結果

第60回日本医学検査学会 東京 2011 6 5

24 【学会・研修会発表】
鷹箸孝一, 中尾美佐子, 新保
敬, 堀内裕次, 池田真由美,
及川信次, 菱沼昭

可溶性フィブリンモノマー複
合体検出試薬「ナノピアSF」
の性能評価

日本臨床検査自動化学会第
43回大会

横浜市 2011 10 7

25 【学会・研修会発表】

田中一世, 堀内裕次, 中尾美
佐子, 屋代剛典, 鷹箸孝一,
池田真由美, 及川信次, 沼部
敦司, 菱沼昭

EテストTOSOHトロポニンI改良
試薬の評価

日本臨床検査自動化学会第
43回大会

横浜市 2011 10 7

26 【学会・研修会発表】
寺内博紀, 新保敬, 及川信次,
千種雄一, 吉田敦, 菱沼昭

重傷熱帯熱マラリアの一症例 第32回栃木県医学検査学会 壬生町 2011 11 6



27 【学会・研修会発表】
寺内博紀, 新保敬, 及川信次,
千種雄一, 吉田敦, 菱沼昭

重傷熱帯熱マラリアでは視算
法血小板に注意を要する

第29回私立医科大学臨床検
査技師会学術研修会

東京 2011 11 12

28 【学会・研修会発表】

仲村英昭, 中山良朗, 伊波多
賀子, 宮良あやこ, 難波豊隆,
久場絵里子, 砂川澄人, 植田
玲, 神谷乗史, 平良伸一郎,
池間朋己, 山川研, 小宮一郎,
益崎裕章, 菱沼昭

遺伝子変異(Gln692Ter)1の地
域集積性が示唆されたサイロ
グロブリン遺伝子異常症の一
例

第84回日本内分泌学会学術
総会

神戸市 2011 4 21

29 【学会・研修会発表】

沼部敦司, 古堅　聡, 須藤泰
代, 高橋利明, 大野絵里, 石
光俊彦, 菱沼　昭, 横田徳継,
斉藤鉄男

感染性胃腸炎の尿電解質所見
第54回日本腎臓学会学術総
会

横浜市 2011 6 16

30 【学会・研修会発表】
沼部敦司, 須藤泰代, 高橋利
明, 大野絵里, 長田太助, 石
光俊彦, 菱沼　昭

Anakinra（rH IL-1 Ra）が著
効したCryopyrin関連周期熱症
候群の1例

第20回栃木膠原病と腎カン
ファランス

宇都宮市 2011 7 8

31 【学会・研修会発表】 沼部敦司
尿は語る。日常診療における
尿生化学検査

第49回埼玉県高血圧研究会 大宮市 2011 7 16



32 【学会・研修会発表】
沼部敦司, 須藤泰代, 高橋利
明, 大野絵里, 長田太助, 冨
田茂樹, 石光俊彦

eGFRが73 から122 まで一過性
の高値を呈した慢性腎臓病 (
IgA腎症 )の1例

第41回日本腎臓学会東部学
術大会

新宿区 2011 10 15

33 【学会・研修会発表】 沼部敦司
臨床検査室からの医療情報発
信について―循環器領域を中
心に―

第32回栃木県医学検査学会
教育講演

壬生町 2011 11 6

34 【学会・研修会発表】
樋口美智子, 磯利佐子, 増渕
純一, 鷹箸孝一, 堀内裕次,
及川信次, 菱沼昭

「ナノピアKL-6エーザイ」試
薬の性能評価と有用性

第32回栃木県医学検査学会 壬生町 2011 11 6

35 【学会・研修会発表】 菱沼昭
ペンドリンの多彩な機能と臨
床像の統合的解析 ペンドレッ
ド症候群と遺伝子異常

第84回日本内分泌学会学術
総会

神戸市 2011 4 22

36 【学会・研修会発表】 菱沼昭
日常甲状腺疾患における遺伝
子異常 内科領域での異常

第84回日本内分泌学会学術
総会

神戸市 2011 4 23



37 【学会・研修会発表】 菱沼昭
忍び寄る多剤耐性菌　－あな
たの病院は平気？－

第７回栃木県Infection
Control Conference

宇都宮市 2011 7 1

38 【学会・研修会発表】 菱沼昭 NDM-1　その後の話題
第12回栃木インフェクショ
ンコントロール研究会

宇都宮市 2011 7 15

39 【学会・研修会発表】 菱沼昭
甲状腺疾患と遺伝子異常　－
甲状腺疾患の検査の進め方―

足利市医師会学術講演会 足利市 2011 7 22

40 【学会・研修会発表】 菱沼昭 ＮＤＭ－１とその他の活動
第七回　抗菌薬併用療法研
究会

東京都中
央区

2011 8 20

41 【学会・研修会発表】 菱沼昭
NDM-1耐性菌の検出方法の問題
点と遺伝子解析

T-MIC（Tochigi’s
Microbiology
Interdisciplinary
Conference）講演会

宇都宮市 2011 9 2



42 【学会・研修会発表】 菱沼昭
NDM-1など最近の耐性菌につい
て

第13回北海道臨床微生物研
究会総会・講演会

札幌市 2011 11 25

43 【学会・研修会発表】
深田修司, 中武伸元, 田尻淳
一, 菱沼昭

非自己免疫性甲状腺機能亢進
症が強く疑われた一症例

第16回　国立病院機構熊本
医療センター医学会

熊本市 2011 1 15

44 【学会・研修会発表】
深田修司, 菱沼昭, 中武伸元,
田尻淳一

甲状腺機能亢進症を伴ったペ
ンドレッド症候群の一例

第27回甲状腺病態生理研究
会

東京 2011 1 22

45 【学会・研修会発表】
深田修司, 菱沼昭, 中武伸元,
田尻淳一

家族内に集積したペンドレッ
ド症候群の一家系

第84回日本内分泌学会学術
総会

神戸市 2011 4 21

46 【学会・研修会発表】
深田修司, 菱沼昭, 中武伸元,
田尻淳一

ヨード濃縮障害（NIS異常症）
の診断に対するテクネシウム
シンチグラフィーの有用性

第84回日本内分泌学会学術
総会

神戸市 2011 4 22



47 【学会・研修会発表】
深田修司, 菱沼昭, 中武伸元,
田尻淳一

新生児マススクリーニングで
異常の認められなかった非自
己免疫性潜在性甲状腺機能低
下症の一兄弟例

第54回日本甲状腺学会 大阪 2011 11 22

48 【学会・研修会発表】
深田修司, 菱沼昭, 中武伸元,
田尻淳一

SH受容体の細胞外領域に変異
が認められた非自己免疫性甲
状腺機能亢進症の一家系

第54回日本甲状腺学会 大阪 2011 11 22

49 【学会・研修会発表】
堀内裕次, 田中一世, 屋代剛
典, 鷹箸孝一, 池田眞由美,
及川信次, 沼部敦司, 菱沼昭

ケミルミCentaur-トロポニンI
ウルトラの性能評価

日本臨床検査自動化学会第
43回大会

横浜市 2011 10 7

50 【学会・研修会発表】

堀内裕次, 屋代剛典, 中尾美
佐子, 今野幸浩, 鷹箸孝一,
池田眞由美, 及川信次, 菱沼
昭

尿中蛋白測定試薬マイクロTP-
AR(2)の評価

第48回関東甲信地区医学検
査学会

前橋市 2011 10 29

51 【学会・研修会発表】
堀内裕次, 池田眞由美, 及川
信次, 沼部敦司, 菱沼昭

微量蛋白・ホルモン検査にお
ける尿安定化剤添加の影響

第58回日本臨床検査医学会 岡山 2011 11 19



52 【学会・研修会発表】
増渕純一, 堀内裕次, 中尾美
佐子, 鷹箸孝一, 池田真由美,
及川信次, 菱沼昭

尿安定化剤の性能評価
第48回関東甲信地区医学検
査学会

前橋市 2011 10 29

53 【学会・研修会発表】
松浦信夫, 菱沼昭, 大山宜秀,
篠原治, 横田行史, 大津成之,
田久保憲行

Acrodysostosisと診断したク
レチン症とPHPの異同　―
GNAS1遺伝子解析とPTH負荷試
験―

第84回日本内分泌学会学術
総会

神戸市 2011 4 21

54 【学会・研修会発表】
間部裕代, 子篠尚子, 山田英
二, 深田修司, 菱沼昭

NIS遺伝子異常と判明した先天
性甲状腺機能低下症の同胞例

第45回日本小児内分泌学会 大宮市 2011 10 6

55 【学会・研修会発表】 屋代剛典, 及川信次
シンポジウム　臨床症状と異
なる乖離検体の報告－免疫血
清検査を中心に－

第32回栃木県医学検査学会 壬生町 2011 11 6

56 【学会・研修会発表】
谷田貝渚, 鷹箸孝一, 中尾美
佐子, 新保敬, 堀内裕次, 池
田真由美, 及川信次, 菱沼昭

可溶性フィブリンモノマー複
合体検出試薬「ナノピアSF」
の評価

壬生町 2011 11 6



57 【学会・研修会発表】 吉田敦 Desulfovibrio感染症 Infection Forum Tokyo 東京都 2011 2 4

58 【学会・研修会発表】 吉田敦
感染制御チームにおける検査
室の役割

第25回春季セミナー　シン
ポジウムII臨床検査とチー
ム医療ネットワーク

富山市 2011 4 9

59 【学会・研修会発表】 吉田敦
インフルエンザウイルス遺伝
子の経時的な変異解析ならび
に分子疫学的検討

平成22年度助成金交付対象
者の研究業績発表会

東京都 2011 4 17

60 【学会・研修会発表】
吉田敦，菊池仁，千原晋吾，
党雅子，千種雄一，春木宏介

渡航者におけるマラリア対策
の課題　－脳マラリアの症例
から－

第15回日本渡航医学会学術
集会

札幌市 2011 7 30

61 【学会・研修会発表】 吉田敦
市中から来る耐性菌　－持ち
込みと院内伝播を防ぐには―

第14回いわき感染対策
フォーラム　特別講演

いわき市 2011 9 7



62 【学会・研修会発表】 吉田敦 Acinetobacter感染症 第6回抗菌薬併用療法研究会 東京都 2011 1 15

63 【学会・研修会発表】

脇本寛子，脇本幸夫，矢野久
子，宮川創平，吉田敦，奥住
捷子，相澤まどか，佐藤洋
子，澤田恭子，山田恭聖，二
村真秀，戸苅創

新生児血液髄液由来GBS株と
GBS保菌新生児・妊婦由来の血
清型別と薬剤感受性の推移

第43回レンサ球菌感染症研
究会

名古屋 2011 6 18

番号 見出し 氏名 備考1 備考2 備考3 備考4 備考5 年 月 日 種類

1 【新聞記事・書評等】 沼部敦司
脂質改善療法の最新知見 ―コ
レステロール吸収制御の臨床
的重要性―

横須賀市医師会報

横須賀市
医師会
No.300
特別記念
号

2011 9 1 会報誌

番号 見出し 氏名 備考1 備考2 備考3 備考4 備考5 年 月 日 種類

1 【テレビ・ラジオ等】 菱沼昭 多剤耐性大腸菌
ラジオNIKKEI＜短波放送
＞

インター
ネットラ
イブ放送

2011 2 8 ラジオ
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