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原著論文 日本語

塚原 美香, 倉井 華子, 古関 友美,

岩瀬 由美, 小栗 豊子

当院におけるBacteroides fragiles

groupの分離状況と薬剤感受性

日本嫌気性菌感染症研究 2013 42 56-60

原著論文

/症例報

告

英語

Suzuki Jun, Sugiyama Tomoyo, Ito

Kenta, Hadano Yoshiro, Kawamura

Ichiro, Okinaka Keiji, Kurai Hanako,

Ohkusu Kiyofumi, Ohmagari Norio

Campylobacter showae

bacteremia with cholangitis(胆管

炎を伴うCampylobacter showae菌

血症)

Journal of Infection and

Chemotherapy

2013 19(5) 960-963

解説/特

集

日本語 森岡 慎一郎, 倉井 華子

【感染症】 CD腸炎　各検査の特

性を理解し、治療適応を考える

Hospitalist 2013 1(2) 269-273

解説/特

集

日本語 河村 一郎

【あなたも名医!侮れない肺炎に立

ち向かう31の方法　非専門医のた

めの肺炎診療指南書】 (6章)知っ

ておきたい特殊な患者における診

療上の注意点　肺癌患者の肺炎

をどう診る?

jmed mook 2013 28 211-218

Q&A/特

集

日本語 河村 一郎

【あなたも名医!侮れない肺炎に立

ち向かう31の方法　非専門医のた

めの肺炎診療指南書】　(8章)お悩

みQ&A　ほかの先生はどうしてい

るの?こんなとき! 肺癌や転移性肺

腫瘍を基礎疾患に持つ患者の治

療薬選択と治療期間の設定は?

jmed mook 2013 28 257-258

解説/特

集

日本語 倉井 華子

【"実践的"抗菌薬の使い方-その

本質を理解する】　薬剤同士の"

違い=個別性"を理解して実践的

な使い分けを習得する メトロニダ

ゾール

Medicina 2013 50(7) 1258-1261
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解説/特

集

日本語 倉井 華子, 大曲 貴夫

【高齢者の肺炎-NHCAPを中心に

-】 《肺炎診断と治療のコツ》　高

齢者抗菌薬療法の注意点

Modern Physician 2013 33(12) 1543-1546

解説/特

集

日本語 堤 直之, 倉井 華子, 大曲 貴夫

【実践!感染症の治療と制御】 発

熱性好中球減少症治療の実際

医薬ジャーナル 2013 49(7) 1701-1705

解説/特

集

日本語 倉井 華子

【検査値を読む2013】　感染症検

査　ウイルス感染症検査 ヒトパル

ボウイルスB19抗体

内科 2013 111(6) 1437

解説/特

集

日本語 堤 直之, 倉井 華子

【検査値を読む2013】　感染症検

査　ウイルス感染症検査 インフル

エンザウイルス抗原・抗体

内科 2013 111(6) 1438

解説/特

集

日本語 倉井 華子

【検査値を読む2013】　感染症検

査　ウイルス感染症検査 ヒトパピ

ローマウイルス遺伝子型別

内科 2013 111(6) 1445

解説 日本語 森岡 慎一郎, 石金 正裕

診療Controversy　medical

decision makingのために 院内肺

炎の診療にグラム染色を用いるこ

とができるか　(A)用いることは可

能である　(B)現時点では有用性

に乏しいので用いない

内科 2013 112(2) 341-348

解説/特

集

日本語 河村 一郎

【医療関連感染症　起こさないた

めにどうするか?　起きてしまった

らどうするか?】　患者背景ごとの

医療関連感染症への対応 緩和ケ

ア時の感染症

内科 2013 112(5) 903-906
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解説/特

集

日本語 倉井 華子

【医療関連感染症　起こさないた

めにどうするか?　起きてしまった

らどうするか?】　医療関連感染症

の防止対策 アウトブレイクを未然

に防ぐための対策　インフルエン

ザ・ノロウイルス感染症を見逃さ

ない

内科 2013 112(5) 959-962

総説/特

集

日本語 倉井 華子, 向野 賢治

【Clostridium difficile感染(CDI)対

策】 Clostridium difficileの交差感

染対策の実際　手洗い、個室管

理の適応と期間、再燃・再発

日本外科感染症学会雑誌 2013 10(6) 765-771

解説/特

集

日本語 倉井 華子

【感染症症候群(第2版)[下]-症候

群から感染性単一疾患までを含

めて-】 敗血症(sepsis,セプシス)、

心血管系感染症　敗血症(sepsis,

セプシス)　カテーテル関連血流感

染症(CRBSI)

日本臨床 2013

別冊(感

染症症候

群(下))

35-39

解説/特

集

日本語 倉井 華子

【幅広い微生物検査を目指して-

検出度は低いが医学的に重要な

細菌・真菌感染症の検査法】 グラ

ム陽性球菌　ブドウ糖非発酵性グ

ラム陰性桿菌　Burkholderia

pseudomallei

臨床と微生物 2013 40(増刊) 587-589

短報 英語

Ichiro Kawamura, Norio Ohmagari,

Sachiyo Noda, Tomoyo Sugiyama,

Hanako Kurai

Preventing the transmission of

methicillin-resistant

Staphylococcus aureus at a

tertiary care cancer center in

Japan: Quality improvement

report

American Jornal of Infection

Control

2013 41(11) 1105-6


