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原著論文 日本語

大曲 貴夫, 高倉 俊二, 松村 康史,

杉山 知代, 竹下 望, 高橋 真菜美,

相野田 祐介, 後藤 亜江子, 知花 な

おみ, 大城 健哉, 宇野 健司, 中山

章文, 久保 健児, 池田 紀男

日本の病院における血液培養採

取状況および陽性率の実態調査

パイロットスタディ

日本臨床微生物学雑誌 2012 22(1) 13-19

原著論文

/症例報

告

英語

Hadano Yoshiro, Tsukahara Mika, Ito

Kenta, Suzuki Jun, Kawamura Ichiro,

Kurai Hanako

Raoultella ornithinolytica

Bacteremia in Cancer Patients:

Report of Three Cases(癌患者に

おけるRaoultella ornithinolytica菌

血症　3症例の報告)

Internal Medicine 2012 51(22) 3193-3195

原著論文

/症例報

告

日本語

倉井 華子, 大曲 貴夫, 伊藤 健太,

河村 一郎, 鈴木 純, 羽田野 義郎,

遠藤 正浩, 飯田 善幸, 沖中 敬二,

亀井 克彦

咽頭癌を疑われたパラコクシジオ

イデスの1例

Medical Mycology Journal 2012 53(1) 49-52

解説/特

集

日本語 河村 一郎

【ICT(感染対策チーム)のための

抗菌薬まるわかりBOOK-適正使

用・抗菌化学療法がわかる!実践

できる!-】 (3章)知識の泉!ICTのた

めの抗菌薬コンパクトテキスト　予

防と治療

INFECTION CONTROL 2012

2012秋季

増刊

166-168

解説/特

集

日本語 伊藤 健太

【ICT(感染対策チーム)のための

抗菌薬まるわかりBOOK-適正使

用・抗菌化学療法がわかる!実践

できる!-】 (2章)ICTの動きをトレー

ニング!ケーススタディ19+知識の

まとめ　胆道系感染症へのアプ

ローチ

INFECTION CONTROL 2012

2012秋季

増刊

56-60
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解説/特

集

日本語 倉井 華子

【ICT(感染対策チーム)のための

抗菌薬まるわかりBOOK-適正使

用・抗菌化学療法がわかる!実践

できる!-】 (2章)ICTの動きをトレー

ニング!ケーススタディ19+知識の

まとめ　複雑性皮膚軟部組織感

染症・外科手術部位感染症への

アプローチ

INFECTION CONTROL 2012

2012秋季

増刊

94-99

解説/特

集

日本語 倉井 華子

【外来・病棟でのプライマリケアに

必要な感染症の知識】　緊急性の

高い病態 好中球減少に伴う発熱

Medicina 2012 49(10) 1730-1733

解説 日本語 倉井 華子

Clinical Questionでみるがん患者

における重要な感染症の診断・治

療(第4回)　腫瘍熱の診断と治療

がん治療と感染症 2012 6 1-3

解説/特

集

日本語 倉井 華子

【抗菌薬の使い方こんなときどう

する?】 【各論】　免疫不全患者に

おける抗菌薬の選択、投与の注

意点を教えてください

レジデントノート 2012 14(4) 742-748

解説/特

集

日本語 倉井 華子

【がん治療と感染症対策】 血管カ

テーテル感染対策

癌と化学療法 2012 39(2) 165-168

解説/特

集

日本語 伊藤 健太, 大曲 貴夫

【知っておきたい、見落としやす

い、危険な感染症】 救急領域にお

ける見落としやすい感染症

救急医学 2012 36(5) 499-501

解説/特

集

日本語 倉井 華子

【知っておきたい、見落としやす

い、危険な感染症】 化膿性血栓

性静脈炎(Lemierre症候群)

救急医学 2012 36(5) 521-523
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解説/特

集

日本語 倉井 華子

【知っておきたい、見落としやす

い、危険な感染症】 狂犬病

救急医学 2012 36(5) 538-540

解説/特

集

日本語 河村 一郎

【知っておきたい、見落としやす

い、危険な感染症】 肝膿瘍

救急医学 2012 36(5) 567-569

解説/特

集

日本語 倉井 華子

【症候から学ぶ感染症診療と抗菌

薬治療】 《症候から迫る感染症診

療》熱があるが原因がわからない

一見原因不明の発熱

内科 2012 110(4) 534-536

解説 日本語 伊藤 健太, 倉井 華子, 九鬼 隆家

診療Controversy　medical

decision makingのために　膀胱炎

のエンピリック治に用いる抗菌薬

は?

内科 2012 110(4) 633-639

症例検討

会

日本語

河村 一郎, 伊藤 健太, 羽田野 義郎,

鈴木 純, 倉井 華子, 大曲 貴夫, 笠

原 敬

右下腹部痛を認めた発熱性好中

球減少症の1例

日本化学療法学会雑誌 2012 60(2) 193-197

解説/特

集

日本語 倉井 華子

【食中毒の基礎と臨床-疾患メカニ

ズムから予防まで-】 最新の臨床

研究と診療戦略　急性下痢症の

鑑別診断

日本臨床 2012 70(8) 1395-1399

症例報告 日本語 河村一郎

右下腹部痛を認めた発熱性好中

球減少症の1例

日本化学療法学会雑誌 2012 60(2) 193-7


