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臨床検査医学講座 
 

論  文 

〔原 著〕 
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Epidemiology. 201911; 30(6):853-860. 
 
Saito K, Nakamura K, Harada R, Nakano R, Yano H, Kanemitsu K. Indication of Minimum Inhibitory 
Concentration of β-Lactam Antimicrobials for the Primary Extraction of IMP-Producing Enterobacteriaceae. 
Japanese Journal of Infectious Diseases. 201901; 72(1):68-70. 
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著 書・訳 書 
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研究発表等 

〔研究発表〕 
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大花 昇, 庄司龍弥, 丹野大樹, 本田睦子, 高野由喜子, 大橋一孝, 霜島正浩, 豊川真弘, 志村浩己. 国内

分離Nocardia属菌の薬剤感受性およびST合剤耐性遺伝子の保有状況に関する検討. 第30回日本臨床微生物学会
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新村裕子, 義久精臣, 横川哲郎, 三阪佑光, 松田美津子, 山寺幸雄, 志村浩己, 竹石恭知. 睡眠時無呼吸症候

群患者におけるpulse-transit-time血圧測定の有用性に関する検討. 第83回日本循環器学会学術集会; 20190329-
31; 横浜. 抄録集. CP09-6. 
 
伊藤祐子, 古屋文彦, 滝 克己, 志村浩己. TTF-1非発現甲状腺癌細胞の細胞死誘導におけるARG2遺伝子の

役割. 第92回日本内分泌学会学術集会; 20190509-11; 仙台. 日本内分泌学会雑誌. 95(1):448. 
 
丹野大樹, 庄司龍弥, 坂本有子, 豊川真弘, 山寺幸雄, 志村浩己. 新規GBS増菌培地とラテックス凝集反応を

用いた妊婦GBSスクリーニング法の有用性. 第68回日本医学検査学会; 20190518; 下関. 医学検査. 68(別冊):5. 
 
只野光彦, 菅野喜久子, 渡辺洋子, 渡部聖子, 嶋田有里, 遠藤武尊, 山寺幸雄, 志村浩己. 血液検査における

パニック値報告. 第68回日本医学検査学会; 20190518-19; 下関. 抄録集. 121. 
 
大沼秀知, 金子亜矢, 熊谷麻子, 佐藤ゆかり, 山田慎哉, 山寺幸雄, 竹石恭知, 志村浩己. 心室性期外収縮の

起源推定に心筋ストレイン法が有用であった一症例. 第68回日本医学検査学会; 20190518-19; 下関. 抄録集. 285. 
 
髙野希美, 川畑絹代, 只野光彦, 菅野喜久子, 志村浩己, 大戸 斉, 池田和彦. 乾式装置による新鮮冷凍血漿

解凍時の凝固因子活性の推移. 第67回日本輸血細胞治療学会; 20190523-26; 熊本. 日本輸血細胞治療学会誌. 
65(2):490. 
 
大橋直人, 佐藤康子, 河合裕美, 鈴木律子, 大矢みどり, 羽田良子, 山寺幸雄, 志村浩己. 当院で経験したア

メーバ赤痢の2症例. 第51回福島医学検査学会; 20190601-02; 郡山. 一般社団法人福島県臨床検査技師会誌ふく

しま. 57(90):25. 
 
早川莉沙, 幕田倫子, 石橋伸治, 松田美津子, 山寺幸雄, 志村浩己. 腹部超音波検査が有用であった先天性胆
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57(90):27. 
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郡山. 一般社団法人福島県臨床検査技師会誌ふくしま. 57(90):35. 
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堀越裕子, 勝田新一郎, 藤倉佑光, 志村浩己, 狭間章博, 清水 強, 白井厚治. ニカルジピン投与に対する弾

性動脈と筋性動脈におけるPWVおよびBetaの応答の比較検討－ウサギを用いた実験的検討－. 第51回日本動脈
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裕子, 大石 学, 鈴木 聡, 岩舘 学, 松塚 崇, 鈴木 悟, 鈴木眞一, 志村浩己. 超音波診断装置における

プローブ間差と機器間差の検討. 第43回日本乳腺甲状腺超音波医学会学術集会; 20191005-06; 福島. 乳腺甲状腺
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高橋智里, 黒須由美子, 西山翔子, 佐藤綾子, 長嶺夏希, 山谷幸恵, 坂上敏江, 佐藤吉子, 鈴木英明, 堀越
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プローブの経時的変化. 第43回日本乳腺甲状腺超音波医学会学術集会; 20191005-06; 福島. 乳腺甲状腺超音波医

学. 8(4):120. 
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〔シンポジウム〕 
 
志村浩己. 福島県県民健康調査「甲状腺検査」の現状報告. 福島県立医科大学放射線医学県民健康管理センター主

催国際シンポジウム; 20190114-15; 福島. 
 
志村浩己. 福島県県民健康調査「甲状腺検査」のこれまでの歩みとこれからの課題. 第92回日本内分泌学会学術

総会; 20190509-11; 仙台. 日本内分泌学会雑誌. 95(1):241. 
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志村浩己. 機能性甲状腺結節による潜在性甲状腺機能亢進症の内科的リスク. 第42回乳腺甲状腺超音波医学会学

術集会; 20190525-26; 東京. 乳腺甲状腺超音波医学. 8(2):74. 
 
松本佳子, 大河内千代, 岩舘 学, 鈴木 聡, 中野恵一, 中村 泉, 福島俊彦, 伊藤祐子, 志村浩己, 鈴木

眞一. 自律性機能性甲状腺結節の超音波診断. 第42回乳腺甲状腺超音波医学会学術集会; 20190525-26; 東京. 乳
腺甲状腺超音波医学. 8(2):75. 
 
志村浩己. 小児における各甲状腺超音波所見の疫学. 第42回乳腺甲状腺超音波医学会学術集会; 20190525-26; 東
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大花 昇, 豊川真弘, 山寺幸雄, 志村浩己. Nocardia属菌の迅速菌種同定法と薬剤感受性試験. 第51回日本臨

床検査医学会東北支部総会; 20190727; 仙台. プログラム・抄録集. 8. 
 
志村浩己. 福島県県民健康調査「甲状腺検査」へのJABTSの貢献. 第43回日本乳腺甲状腺超音波医学会学術集

会; 20191005-06; 福島. 乳腺甲状腺超音波医学. 8(4):34. 
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