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臨床検査医学講座 
 
 

論  文 

 
〔原 著〕 
 
Goma Masaki, Kaneshige Masahiro, Ichijo Sayaka, Ichijo Masashi, Shindo Hideo, Terada Nobuyuki, 
Yokomichi Hiroshi, Yamagata Zentaro, Kitamura Kenichiro, Shimura Hiroki, Kobayashi Tetsuro. Sensitive 
detection of hemodynamic failure during orthostatic stress in patients with diabetic polyneuropathy using a 
mini laser Doppler blood flowmeter. Journal of American Society of Hypertension. 201701; 11(1):28-37. e2. 
 
Sukegawa Masumi, Wang Xiangmin, Nishioka Chie, Pan Bin, Xu Kailin, Ohkawara Hiroshi, Hamasaki 
Yoichi, Mita Masayuki, Nakamura Kenichi, Okamoto Masatoshi, Shimura Hiroki, Ohta Masatsugu, Ikezoe 
Takayuki. The BCR/ABL tyrosine kinase inhibitor, nilotinib, stimulates expression of Il-1β in vascular 
endothelium in association with downregulation of miR-3P. Leukemia Reserch. 201705; 58:83-90. 
 
Takahashi Hideto, Takahashi Kunihiko, Shimura Hiroki, Yasumura Seiji, Suzuki Satoru, Ohtsuru Akira, 
Midorikawa Sanae, Ohira Tetsuya, Ohto Hitoshi, Yamashita Shunichi, Kamiya Kenji. Simulation of expected 
childhood and adolescent thyroid cancer cases in Japan using a cancer-progression model based on the 
National Cancer Registry: Application to the first-round thyroid examination of the Fukushima Health 
Management Survey. Medicine. 201712; 96(48):e8631. 
 
Suzuki Satoru, Midorikawa Sanae, Matsuzuka Takashi, Fukushima Toshihiko, Ito Yuko, Shimura Hiroki, 
Takahasi Hideto, Ohira Tetsuya, Ohtsuru Akira, Abe Masafumi, Suzuki Shinichi, Yamashita Shunichi. 
Prevalence and Characterization of Thyroid Hemiagenesis in Japan: The Fukushima Health Management 
Survey. Thyroid. 201708; 27(8):1011-1016. 
 
志村浩己. State of the Art 基礎 甲状腺癌分化誘導による新たな治療法への展望. Thyroid Cancer Explore. 
201712; 3(2):108-114. 
 
〔総説等〕 
 
大花 昇, 渡辺洋子, 菅野喜久子, 佐々木義和, 大橋一孝, 佐久間信子, 羽田良子, 伊藤祐子, 志村浩己. 
当院における ISO15189認定取得に向けた準備の進捗. 臨床病理. 201702; 65(2):228. 
 
〔その他〕 
 
中村浩淑, 日高 洋, 村上 司, 志村浩己, 杉谷 巌. 座談会 実地医家が甲状腺疾患を疑うポイントとその対

応. Medical Tribune. 20170406; 特別企画号. 
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著 書・訳 書 

 
大花 昇. 1章 大きな声では聴きにくい感染症診断のキホンをそっと聞いてみる。 Q7 便培養の目的菌はどうし

て必要なの？ In: 栁原克紀 編. 感染症の診断って，こんなちょっとしたことで差がついちゃうんですね。 東京: 
南江堂; 201702. p.17-19. 
 
志村浩己. 福島県県民健康調査「甲状腺検査」の経過報告. In: こどもと震災復興 国際シンポジウム実行委員会事

務局 編. こどもと震災復興 国際シンポジウム2016 ～相馬地方の５年のあゆみ～. 相馬: こどもと震災復興 国際

シンポジウム実行委員会事務局; 201703. p.59-64. 
 

研究発表等 

 
〔研究発表〕 
 
Shimura Hiroki, Sobue Tomotaka, Takahashi Hideto, Yasumura Seiji, Ohira Tetsuya, Ohtsuru Akira, 
Midorikawa Sanae, Suzuki Satoru, Fukushima Toshihiko, Suzuki Shinichi, Ohto Hitoshi, Yamashita 
Shunichi. Age and gender distribution of thyroid nodular lesions found in thyroid ultrasound examination 
within three years after the nuclear accident: The Fukushima Health Management Survey. 87th Annual 
Meeting of the American Thyroid Association; 20171021; Victoria, Canada. 
 
Shimura Hiroki. Thyroid ultrasound examina2on and management of thyroid nodules in Fukushima. 1st 
Expert Group Meeting of International Expert Group on Long-term Strategies for Thyroid Monitoring after 
Nuclear Accident; 20171024; Lyon, France. 
 
山本夏男, 木村秀夫, 飯沼範子, 小針朱子, 仲村 究, 森 浩子, 大花 昇, 金光敬二. 市中病院

(Antimicrobial Stewardship Team)でのASP（抗菌薬ラウンド）内容の解析. 第32回日本環境感染学会総会・学

術集会; 20170225; 神戸. 
 
伊藤祐子, 金子裕眠, 佐々木義和, 大花 昇, 一條昌志, 古屋文彦, 北村健一郎, 福島俊彦, 鈴木 悟, 鈴
木眞一, 志村浩己. エクルーシス試薬カルシトニンの臨床的検討. 第29回東北甲状腺談話会; 20170311; 仙台. 
 
志村浩己. すぐに役立つ甲状腺機能異常症の診療のコツ. 病診連携勉強会（第71回症例報告会）; 20170315; 郡
山. 
 
鈴木智世, 遠藤由美子, 佐藤ゆかり, 堀越裕子, 佐久間信子, 羽田良子, 大花 昇, 伊藤祐子, 志村浩己, 
小林 淳, 及川雅啓, 八巻尚洋, 竹石恭知. バルサルバ洞に限局した解離性大動脈瘤で経食道エコー図検査が有

用であった一症例. 第26回福島心エコー研究会; 20170408; 福島. 福島医学雑誌. 67(2):110. 
 
志村浩己, 鈴木 悟, 福島俊彦, 緑川早苗, 松塚 崇, 伊藤祐子, 大平哲也, 阿部正文, 大津留晶, 鈴木眞

一, 山下俊一. 福島県県民健康調査「甲状腺検査」先行検査の二次検査受診者における甲状腺自己抗体と甲状腺機

能との関係. 第90回日本内分泌学会学術総会; 20170420-22; 京都. 日本内分泌学会雑誌. 93(1):356. 
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堀越裕子, 早川莉沙, 遠藤由美子, 佐久間信子, 羽田良子, 大花 昇, 伊藤祐子, 志村浩己. 法的脳死判定に

おける脳波検査、ABR検査と今後の課題. 第49回福島医学検査学会並びに平成29年度福島県臨床検査技師会定

期総会; 20170520-21; 福島. ふくしま 一般社団法人福島県臨床検査技師会誌. 55(88):18. 
 
只野光彦, 嶋田有里, 渡辺洋子, 菅野喜久子, 大花 昇, 木村 哲, 池添隆之, 志村浩己. びまん性大細胞型

B細胞性リンパ腫の一症例. 第49回福島医学検査学会並びに平成29年度福島県臨床検査技師会定期総会; 
20170520-21; 福島. ふくしま 一般社団法人福島県臨床検査技師会誌. 55(88):26. 
 
佐藤康子, 渡辺洋子, 菅野喜久子, 大花 昇, 伊藤祐子, 大河原浩, 池添隆之, 志村浩己. クロスミキシング

テストが有用であった後天性血友病Aの一症例. 第49回福島医学検査学会並びに平成29年度福島県臨床検査技

師会定期総会; 20170520-21; 福島. ふくしま 一般社団法人福島県臨床検査技師会誌. 55(88):32. 
 
丹野大樹, 庄司龍弥, 今井美菜子, 本田睦子, 高野由喜子, 大橋一孝, 大花 昇, 志村浩己. 新規GBS増菌

培地を用いた妊婦GBSスクリーニング検査の評価. 第49回福島医学検査学会並びに平成29年度福島県臨床検査

技師会定期総会; 20170520-21; 福島. ふくしま 一般社団法人福島県臨床検査技師会誌. 55(88):35. 
 
新村裕子, 河合裕美, 鈴木律子, 菅野喜久子, 大花 昇, 佐野秀樹, 菊田 敦, 志村浩己. 急性リンパ性白血

病治療終了後に髄液検査にて中枢神経再発を認めた１症例. 第 49回福島医学検査学会並びに平成29年度福島県臨

床検査技師会定期総会; 20170520-21; 福島. ふくしま 一般社団法人福島県臨床検査技師会誌. 55(88):43. 
 
岡崎恵美, 宮原涼馬, 滝さゆり, 半沢雄助, 吉田詠子, 佐々木義和, 大花 昇, 志村浩己. 栄養アセスメント

蛋白であるプレアルブミン及びレチノール結合蛋白院内測定の有用性. 第49回福島医学検査学会並びに平成29年

度福島県臨床検査技師会定期総会; 20170520-21; 福島. ふくしま 一般社団法人福島県臨床検査技師会誌. 
55(88):46. 
 
岩舘 学, 鈴木 聡, 大河内千代, 松本佳子, 水沼 廣, 鈴木 悟, 伊藤祐子, 志村浩己, 鈴木眞一. 新甲

状腺結節超音波診断基準策定におけるエラストグラフィの位置づけ. 第38回日本乳腺甲状腺超音波医学会学術集

会; 20170526-28; 宇都宮. 乳腺甲状腺超音波医学. 6(2):82. 
 
庄司龍弥, 宮原涼馬, 滝さゆり, 中山麻衣, 半沢雄助, 小林美香, 木村朋子, 吉田詠子, 佐々木義和, 大花 

昇, 伊藤祐子, 志村浩己. PIVKA-Ⅱ測定試薬の2機種間における基礎的検討. 第48回福島医学検査学会; 
20170529; いわき. 
 
丹野大樹, 庄司龍弥, 今井美菜子, 本田睦子, 木村朋子, 高野由喜子, 大橋一孝, 大花 昇. GBSスクリー

ニング検査における新規GBS増菌培地の有用性の検討. 第66回日本医学検査学会; 20170617-18; 千葉. 
 
高橋智里, 伊藤祐子, 阿部紀和, 氏家里紗, 山谷幸恵, 大石 学, 堀越由紀子, 志村浩己. 甲状腺超音波検査

を目的とした超音波診断装置の設定および精度管理方法の標準化方法の探索. 第49回日本臨床検査医学会東北支

部総会・第28回日本臨床化学会東北支部総会; 20170729; 秋田. プログラム・抄録集. 26. 
 
伊藤祐子, 鈴木眞一, 志村浩己. 出産後に発症した甲状腺機能低下症の超音波像を発症前後で比較し得た橋本病

の一症例. 本超音波医学会第54回東北地方会学術集会; 20170910; 福島. 
 
佐藤ゆかり, 及川雅啓, 羽田良子, 杉本浩一, 中里和彦, 鈴木 聡, 山寺幸雄, 藤森敬也, 竹石恭知, 志村
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浩己. 経胸壁心エコーにて肺静脈狭窄を認めた総肺静脈還流異常症修復術後の一例. 日本超音波医学会第54回東

北地方会学術集会; 20170910; 福島. 
 
志村浩己, 祖父江友孝, 緑川早苗, 鈴木 悟, 福島俊彦, 松塚 崇, 高橋秀人, 安村誠司, 大平哲也, 大戸 

斉, 大津留晶, 鈴木眞一, 山下俊一. 福島県県民健康調査「甲状腺検査」の先行検査における甲状腺嚢胞と結節

の性別および年齢階層別疫学的特徴. 第60回日本甲状腺学会学術集会; 20171005; 別府. 
 
岡崎恵美, 宮原涼馬, 滝さゆり, 半沢雄助, 吉田詠子, 佐々木義和, 伊藤祐子, 大花 昇, 山寺幸雄, 志村

浩己. 栄養アセスメント蛋白であるプレアルブミン及びレチノール結合蛋白測定の性能評価と院内測定の有用

性. 第57回日本臨床化学会学術集会; 20171008; 札幌. 
 
志村浩己. 甲状腺髄様癌におけるエクルーシス・カルシトニンの有用性. 第50回日本甲状腺外科学会学術集会; 
20171026; 福島. 
 
志村浩己. 甲状腺超音波検査で発見される微小癌の取扱い. 第 50回日本甲状腺外科学会学術集会; 20171026; 福
島. 
 
志村浩己. NIFTPの超音波所見. 第50回日本甲状腺外科学会学術集会; 20171027; 福島. 
 
志村浩己. 福島県県民健康調査「甲状腺検査」から明らかになりつつある小児甲状腺超音波所見の実像. 第60回

日本臨床検査医学会近畿支部総会; 20171028; 京都. 
 
金子裕眠, 滝さゆり, 半沢雄助, 伊藤祐子, 佐々木義和, 大花 昇, 山寺幸雄, 鈴木 悟, 鈴木眞一, 志村

浩己. 自動化学発光酵素免疫分析装置Accuraseed甲状腺マーカー(FT3，FT4，TSH)測定試薬の既存法との比較

検討. 第64回日本臨床検査医学会学術集会; 20171117; 京都. 
 
鈴木裕恵, 山谷幸恵, 松塚 崇, 緑川早苗, 鈴木 悟, 志村浩己, 大津留晶, 鈴木眞一, 田﨑和洋, 橋本優

子, 坂本穆彦, 山下俊一. 甲状腺細胞診における従来法とLBC併用法の検討. 第56回日本臨床細胞学会秋期大

会; 20171118; 福岡. 
 
〔シンポジウム〕 
 
Shimura Hiroki. Thyroid ultrasound examination and management of thyroid nodules in Fukushima. The 
12th Asia and Oceania Thyroid Association Congress; 20170318; Busan, Korea. International Journal of 
Thyroidology. 10:s52. 
 
大津留晶, 緑川早苗, 志村浩己, 鈴木 悟. 県民健康調査からみた甲状腺超音波マススクリーニング. 第90回

日本内分泌学会学術総会; 20170420-22; 京都. 日本内分泌学会雑誌. 93(1):174. 
 
志村浩己. 小児における甲状腺結節・がんの疫学. 第38回日本乳腺甲状腺超音波医学会学術集会; 20170526-28; 
宇都宮. 乳腺甲状腺超音波医学. 6(2):41. 
 
Shimura Hiroki. Ultrasound diagnostic criteria for thyroid nodule published in Japan. 第38回日本乳腺甲状腺

超音波医学会学術集会; 20170526-28; 宇都宮. 乳腺甲状腺超音波医学. 6(2):88. 
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山寺幸雄, 伊藤祐子, 志村浩己. 呼吸器領域における超音波検査の有用性. 第49回日本臨床検査医学会東北支部

総会・第28回日本臨床化学会東北支部総会; 20170729; 秋田. プログラム・抄録集. 11. 
 
〔特別講演〕 
 
志村浩己. 福島県県民健康調査「甲状腺検査」の現状報告. 第 39回日本乳腺甲状腺超音波医学会学術集会; 
20170923; さいたま. 
 
〔その他〕 
 
大花 昇. 今後の検査部マネージメントと方向性. Wako学術講演会; 20170207; 東京. 
 
志村浩己. 甲状腺超音波診断の基礎とup date. 第60回日本甲状腺学会学術集会; 20171005; 別府. 
 
 
 
 

感染制御医学講座 
 
 

論  文 

 
〔総説等〕 
 
金光敬二, 仲村 究. 【肺炎への最新アプローチージェネラリストの立場とスペシャリストの視点から】治療抗

菌薬の使い分けや適応の基本的な考え方 カルバペネム系薬 イミぺネム／シラスタチン，それともメロペネム？ 
Medicina. 201701; 54(1):84-87. 
 
山本夏男, 仲村 究, 金光敬二. 【血流感染予防の最新知見が示す 血管内留置カテーテル管理の極意】 これが

最新の考え方！血管内留置カテーテル管理のエビデンス カテーテル挿入・留置・抜去の管理. 感染対策 ICTジャ

ーナル. 201707; 12(3):231-237. 
 
金光敬二. 【国際的に脅威となる感染症とその対策】中東呼吸器症候群. 日本医師会雑誌. 201705; 146(2):249-
253. 
 
仲村 究, 阿部良伸, 柏﨑 潤, 高野由喜子, 大橋一孝, 金光敬二. 感染症検査up to date プロカルシトニ

ン、プレセプシンを含めた新しい感染症バイオマーカー. 臨床病理. 201708; 65(8):935-942. 
 




