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◆ 研究概要
多剤耐性菌の病院内伝播に関する分子生物学的解析

◆ 著 書
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舟田 久（編集）
：
「敗血症の解明と治療戦略」
．医薬ジャーナル社，大阪，2006．
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舟田 久：敗血症の概念と定義．
「敗血症の解明と治療戦略」舟田 久編，17-29，医薬ジャーナル社，大阪，2006．
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「敗血症の解明と治療戦略」舟田 久編，30-35，医薬ジャーナル社，大阪，2006．
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「敗血症の解明と治療戦略」舟田 久編，36-44，医薬ジャーナル社，大阪，2006．
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大阪，2006．
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舟田 久：高齢者の敗血症．
「敗血症の解明と治療戦略」舟田 久編，290-296，医薬ジャーナル社，大阪，2006．

7)

舟田 久：好中球減少例の敗血症．Febrile neutropenia への対応も含めて．
「敗血症の解明と治療戦略」舟田 久編，
297-306，医薬ジャーナル社，大阪，2006．

8)

舟田 久（編著）
：
「日常外来で遭遇する感染症治療ガイド 的確な診療と予防の実際」
．永井書店，大阪，2006．

9)

舟田 久：敗血症，感染性心内膜炎．
「日常外来で遭遇する感染症治療ガイド的確な診療と予防の実際」舟田 久編，
177-190，永井書店，大阪，2006．

10) 舟田 久：シクロスポリン．
「内科学」金澤一郎他編，137-138，医学書院，東京，2006．
11) 舟田 久：免疫不全と感染症．
「内科学」金澤一郎他編，341-347，医学書院，東京，2006．
12) 安岡 彰：Q25 医療器具の消毒法について教えて下さい．
「改訂版 HIV Q&A」
，81-82，医薬ジャーナル社，大
阪，2006．
13) 安岡 彰：Q44 現在の日和見感染症はどうなっていますか．
「改訂版 HIV Q&A」
， 134-136，医薬ジャーナル社，
大阪，2006．
14) 安岡 彰：Q5 HIV 感染で問題となる真菌症は．
「深在性真菌症 Q&A」
，22-24，医薬ジャーナル社，大阪，2006．
15) 安岡 彰：Q36 口腔・食道カンジダ症の治療法は．
「深在性真菌症 Q&A」
，112-114，医薬ジャーナル社，大阪，
2006．

◆ 総 説
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舟田 久：真菌症の予防．血液・腫瘍科，53：256-262，2006．

2)

舟田 久：プロカルシトニン．検査と技術 34：1223-1225，2006．

3)

舟田 久：敗血症の診断の現況と新しいマーカーの活用．検査と技術 34：1226-1228，2006．

4)

安岡 彰：HIV における真菌症．Jpn J Med Mycol 47：161-166，2006．

5)

安岡 彰：呼吸器感染症の脅威．ニューモシスチス肺炎はなぜ起こる．最新医学 61：273-278，2006

6)

安岡 彰：新興再興感染症の感染制御の実際．エボラ出血熱．治療学 40：169-172，2006．

7)

安岡 彰：ニューモシスチス症の診断と治療．血液・腫瘍科 53：308-313，2006．

8)

安岡 彰：HAART 施行時の副作用の頻度とその発現時期．薬局 57：23-28，2006．

9)

安岡 彰：医療機器の消毒法．治療 88：2985-2987，2006．

◆ 学会報告
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鳴河宗聡，市之瀬麻衣子，広沢 求，井上千代美，安岡 彰：入院時ルーチンでの感染症検査廃止への取り組み．
第 21 回日本環境感染学会総会，2006，2，東京．

2)

境 美代子，北川洋子，吉井美穂，安岡 彰，落合 宏：富山県における病院感染地域支援活動「富山県感染対策
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安岡 彰，鳴河宗聡，源河いくみ，照屋勝治，菊池 嘉，岡 慎一，木村 哲：HIV 日和見合併症の動向 全国拠
点病院アンケート調査．第 20 回日本エイズ学会学術集会・総会，2006，12，東京．
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3)
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安岡 彰：HAART 時代の日和見感染症．萬有製薬社内勉強会，2006，4，東京．

7)

安岡 彰：日和見感染症．診断と治療のポイント．北陸 HIV/AIDS セミナー，2006，6，金沢．

8)

安岡 彰：病院における感染対策の現状．三輪病院研修会，2006，6，富山．

9)
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15) 安岡 彰，鳴河宗聡，源河いくみ，菊池 嘉，岡 慎一，木村 哲： HIV 日和見合併症の動向．全国拠点病院アン
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，12-19，2006．

