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【ページ見本】細菌編より

本書の特徴⑴⑵
病原性細菌とウイルス(プリオンも含める)について，できるだけ網羅的に紹介。

専門図鑑として読者の理解の促進のために，電顕その他の写真と図版を活用しています

が，病原体やその形態形成の単なる写真アトラスとはせずに，各病原体について包括的に

記述。
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⑷

【ページ見本】ウイルス編より

態，⑤遺伝子情報，⑥培養，⑦抗原構造，
⑧物理化学的安定性・抵抗性，⑨病原性(ヒトの疾患を主に），⑩疫学， 治療， 予防，
その他， 参考文献

本書の特徴 ⑶⑷
視覚に訴える図鑑にするとの趣旨に沿いつつ，各病原体の諸性状の概要が理解できる専

門書としても活用できるように解説。
以下の基本項目に沿って記述(細菌編とウイルス編では，若干異なる点があります）。
①分類・歴史，②形態・構造，③増殖，④生
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病原細菌の分類，バークホルデリア科バークホルデリア属鼻疽菌および類鼻疽菌執筆
岐阜大学名誉教授 医学博士

尾内一信(おうち かずのぶ）
クラミジア科【小児の Chlamydia pneumoniae 感染症】執筆
川崎医科大学小児科学講座主任教授 医学博士

大石和徳(おおいし かずのり）
パスツレラ科ヘモフィルス属執筆
国立感染症研究所感染症疫学センターセンター長 医学博士

大﨑敬子(おおさき たかこ）
ビフィドバクテリウム科ビフィドバクテリウム属執筆
杏林大学医学部准教授 博士(医学)

太田美智男(おおた みちお）
バチルス科バチルス属執筆
名古屋大学名誉教授 医学博士

大野 章(おおの あきら）
アルカリゲネス科ボルデテラ属執筆
元東邦大学医学部講師 (医学)博士

大屋賢司(おおや けんじ）
クラミジア科【クラミジア・宿主間相互作用(偏性細胞内寄生性)】執筆
岐阜大学応用生物科学部准教授 獣医学博士

岡本 陽(おかもと あきら）
バチルス科バチルス属執筆
愛知教育大学養護教育講座准教授 博士(医学)

岡本敬の介(おかもと けいのすけ）
エロモナス科エロモナス属執筆
岡山大学インド感染症共同研究センターセンター長・岡山大学名誉教授 医学博士

奥田克爾(おくだ かつじ）
パスツレラ科アグレガチバクター属アグレガチバクター アクチノミセテムコミタンス，スピ
ロヘータ科トレポネーマ属トレポネーマ デンティコーラ，ポルフィロモナス科ポルフィロ
モナス属ポルフィロモナス ジンジバリス執筆
東京歯科大学名誉教授 歯学博士

小熊惠二(おぐま けいじ）
クロストリジウム科クロストリジウム属ウェルシュ菌・ボツリヌス菌・破傷風菌・ディフィシル
菌執筆
岡山大学名誉教授 医学博士

織田慶子(おだ けいこ）
クラミジア科【小児の Chlamydia pneumoniae 感染症】執筆
保健医療経営大学教授 医学博士

小田 紘(おだ ひろし）
リケッチア目・リケッチア科・リケッチア属発疹チフス群，バルトネラ科バルトネラ属，コクシ
エラ科コクシエラ属執筆
鹿児島大学名誉教授 医学博士

甲斐明美(かい あけみ）
エンテロバクテリア(腸内細菌)科プロテウス属，カンピロバクター科カンピロバクター属執筆
東京医科大学微生物学分野兼任教授 薬学博士

神谷 茂(かみや しげる）
ビフィドバクテリウム科ビフィドバクテリウム属執筆
杏林大学医学部教授 医学博士

川本恵子(かわもと けいこ）
ブルセラ科ブルセラ属執筆
帯広畜産大学副理事・教授 博士(獣医学)

岸本寿男(きしもと としお）
クラミジア科【Chlamydia psittaci 感染症】執筆
岡山県環境保健センター所長 医学博士

桑原知巳(くわはら ともみ）
バクテロイデス科バクテロイデス属執筆
香川大学医学部教授 医学博士

河野 茂(こうの しげる）
アクチノマイセス科アクチノマイセス属，ノカルジア科ノカルジア属執筆
長崎大学長 医学博士

小佐井康介(こさい こうすけ）
アクチノマイセス科アクチノマイセス属執筆
長崎大学病院検査部助教 医学(博士)

後藤隆次(ごとう たかつぐ）
ペプトストレプトコッカス科ペプトストレプトコッカス属・アナエロコッカス属・フィネゴル
ディア属・ペプトニフィルス属・パルビモナス属執筆

岐阜大学生命科学総合研究支援センター助教 医学博士
小西典子(こにし のりこ）
エンテロバクテリア(腸内細菌)科プロテウス属，カンピロバクター科カンピロバクター属執筆
東京都健康安全研究センター微生物部主任研究員 博士(医学)

菰田照子(こもだ てるこ）
クラミジア科【クラミジア感染症の診断】執筆
杏林大学保健学部講師 博士(保健学)

阪口義彦(さかぐち よしひこ）
クロストリジウム科クロストリジウム属破傷風菌・ディフィシル菌執筆
北里大学医学部講師 医学博士

佐藤貴一(さとう きいち）
ヘリコバクター科ヘリコバクター属執筆
国際医療福祉大学病院消化器内科教授 医学博士

澤田拓士(さわだ たくお）
パスツレラ科パスツレラ属執筆
日本獣医生命科学大学名誉教授 獣医学博士

鈴木智典(すずき とものり）
クロストリジウム科クロストリジウム属ウェルシュ菌・ボツリヌス菌執筆
東京農業大学応用生物科学部准教授 博士(生物産業学)

関 雅文(せき まさふみ）
アクチノマイセス科アクチノマイセス属，ノカルジア科ノカルジア属執筆
東北医科薬科大学病院感染症内科教授 医学博士

高野智洋(たかの ともみ）
エンテロバクテリア(腸内細菌)科エシェリキア属執筆
元新潟大学大学院医歯学総合研究科助教 博士(医学)

髙橋栄造(たかはし えいぞう）
エロモナス科エロモナス属執筆
岡山大学インド感染症共同研究センター特任准教授 博士(薬学)

髙橋 聡(たかはし さとし）
クラミジア科【男性の Chlamydia trachomatis 感染症】執筆
札幌医科大学医学部感染制御・臨床検査医学講座教授 医学博士

高橋正樹(たかはし まさき）
カンピロバクター科カンピロバクター属執筆
元東京都健康安全研究センター 博士(医学)

橘 宣祥(たちばな のぶよし）
リケッチア科オリエンティア属【疫学】【病原性】【臨床所見】【病原診断】【治療】【予防】執筆
慈光会宮崎若久病院非常勤医師 医学博士

舘田一博(たてだ かずひろ）
シュードモナス科シュードモナス属シュードモナス エルギノーサ(緑濃菌)執筆
東邦大学医学部教授 医学博士

田中香お里(たなか かおり）
ペプトストレプトコッカス科ペプトストレプトコッカス属・アナエロコッカス属・フィネゴル
ディア属・ペプトニフィルス属・パルビモナス属，フソバクテリア科フソバクテリウム属執筆

岐阜大学生命科学総合研究支援センター教授 博士(医学)
谷本弘一(たにもと こういち）
エンテロコッカス科エンテロコッカス(腸球菌)属執筆
群馬大学大学院医学系研究科准教授

Tsai-Wen Wan
エンテロバクテリア(腸内細菌)科エシェリキア属執筆
国際医学教育研究センター，院生(国立台湾大学)

塚本定三(つかもと ていぞう）
エンテロバクテリア(腸内細菌)科プレシオモナス属プレシオモナス シゲロイデス執筆
大阪府立大学客員研究員 医学博士

堤 寛(つつみ ゆたか）
スピロヘータ科・トレポネーマ属梅毒トレポネーマ・その他の病原トレポネーマ，病原ブラキス
ピラ執筆
はるひ呼吸器病院病理診断科病理部長 医学博士

冨岡治明(とみおか はるあき）
マイコバクテリウム科マイコバクテリウム属執筆
安田女子大学教育学部児童教育学科・看護学部看護学科教授・島根大学名誉教授 医学博士

永武 毅(ながたけ つよし）
モラクセラ科モラクセラ属執筆
桜みちクリニック院長 医学博士

永山在明(ながやま ありあき）
クラミジア科【Chlamydia trachomatis 関節炎】執筆
福岡大学名誉教授 医学博士

沼﨑 啓(ぬまざき けい）
クラミジア科【新生児・小児の Chlamydia trachomatis 感染症】執筆
国際医療福祉大学大学院医療福祉学研究科教授 医学博士

野口靖之(のぐち やすゆき）
クラミジア科【女性の Chlamydia trachomatis 感染症】執筆
愛知医科大学産婦人科学講座准教授(特任) 医学博士

野村卓正(のむら たかまさ）
リステリア科リステリア属執筆
仁愛大学人間生活学部准教授 博士(医学)

浜田茂幸(はまだ しげゆき）
ストレプトコッカス科ストレプトコッカス属執筆
大阪大学微生物研究所特任教授 歯学博士

林 英生(はやし ひでお）
病原細菌の分類，ナイセリア科ナイセリア属，スタフィロコッカス(ブドウ球菌)科スタフィロ
コッカス(ブドウ球菌)属執筆

筑波大学名誉教授 医学博士
林谷秀樹(はやしだに ひでき）
エンテロバクテリア(腸内細菌)科エルシニア属執筆
東京農工大学大学院農学研究院准教授 博士(獣医学)

坂内久一(ばんない ひさいち）
クラミジア科【クラミジア感染症の診断】執筆
杏林大学名誉教授 医学博士

樋口 渉(ひぐち わたる）
エンテロバクテリア(腸内細菌)科エシェリキア属執筆
元新潟大学大学院医歯学総合研究科院生

平井義一(ひらい よしかず）
ヘリコバクター科ヘリコバクター属，マイコプラズマ科マイコプラズマ属執筆
玉野総合医療専門学校校長・自治医科大学名誉教授 博士(医学)

福士秀人(ふくし ひでと）
クラミジア科【分類・歴史】執筆
岐阜大学理事・副学長 獣医学博士

福長将仁(ふくなが まさひと）
スピロヘータ科ボレリア属執筆
福山大学名誉教授 薬学博士

藤田博己(ふじた ひろみ）
フランシセラ科フランシセラ属執筆
馬原アカリ医学研究所所長 博士(医学)

Friedman,Maureen G.
シムカニア科執筆
元イスラエル国立ネゲヴ・ベン＝グリオン大学教授 Ph.D.

辨野義己(べんの よしみ）
ラクトバチルス(乳酸桿菌)科ラクトバチルス属執筆
国立研究開発法人理化学研究所辨野特別研究室特別招聘研究員 農学博士

本田武司(ほんだ たけし）
病原細菌の分類，ビブリオ科ビブリオ属コレラ菌・ビブリオ バルニフィカス・腸炎ビブリオ・
ビブリオ フルビアリス執筆

元大阪大学微生物病研究所教授 医学博士
本田(細野)なつ絵(ほんだ(ほその)なつえ）
エンテロバクテリア(腸内細菌)科クレブシエラ属執筆
獨協医科大学越谷病院臨床検査部助教 博士(医学)

牧野壮一(まきの そういち）
ブルセラ科ブルセラ属執筆
元帯広畜産大学教授 博士(医学)

増澤俊幸(ますざわ としゆき）
レプトスピラ科レプトスピラ属執筆
千葉科学大学薬学部教授 薬学博士

松本 明(まつもと あきら）
クラミジア科【形態・構造】・【増殖の形態学】執筆
元川崎医科大学教授 理学博士
2015年逝去

馬原文彦(まはら ふみひこ）
リケッチア科リケッチア属紅斑熱群リケッチア症・日本紅斑熱・ロッキー山紅斑熱執筆
馬原医院院長 医学博士

三浦公志郎(みうら こうしろう）
クラミジア科【クラミジアゲノムの普遍性・特異性】執筆
九州女子大学家政学部教授 博士(医学)

光山正雄(みつやま まさお）
リステリア科リステリア属執筆
京都大学大学院総合生存学館特定教授・京都大学名誉教授 医学博士

三戸部治郎(みとべ じろう）
エンテロバクテリア(腸内細菌)科シゲラ(赤痢菌)属執筆
国立感染症研究所細菌第一部主任研究官 博士(理学)

宮下修行(みやした なおゆき）
クラミジア科【形態・構造】・【増殖の形態学】・【成人の Chlamydia pneumoniae 感染症】執筆
川崎医科大学総合医療センター准教授 医学博士

柳原保武(やなぎはら やすたけ）
スピロヘータ科・トレポネーマ属梅毒トレポネーマ・その他の病原トレポネーマ，病原ブラキス
ピラ執筆
静岡県立大学名誉教授 医学博士

山口惠三(やまぐち けいぞう）
エンテロバクテリア(腸内細菌)科クレブシエラ属執筆
東邦大学名誉教授 医学博士



山口徹也(やまぐち てつや）
シムカニア科執筆
(社医)明陽会成田記念病院小児科部長 博士(医学)

山﨑栄樹(やまさき えいき）
エンテロバクテリア(腸内細菌)科サルモネラ属執筆
帯広畜産大学動物・食品検査診断センター准教授 理学博士

山﨑 勉(やまざき つとむ）
シムカニア科執筆
若葉こどもクリニック院長 医学博士

山田作夫(やまだ さくお）
スタフィロコッカス(ブドウ球菌)科スタフィロコッカス(ブドウ球菌)属執筆
川崎医療福祉大学臨床検査学科・臨床栄養学科特任教授 博士(薬学)

山本達男(やまもと たつお）
エンテロバクテリア(腸内細菌)科エシェリキア属執筆
国際医学教育研究センター，元新潟大学大学院医歯学総合研究科教授 博士(薬学)

山本由弥子(やまもと ゆみこ）
クロストリジウム科クロストリジウム属ウェルシュ菌・ボツリヌス菌執筆
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科助教 博士(理学)

山本容正(やまもと よしまさ）
クラミジア科【Chlamydia pneumoniae の体内動態】執筆
大阪大学名誉教授・大学院薬学研究科招へい教授 医学博士

横山敬子(よこやま けいこ）
カンピロバクター科カンピロバクター属執筆
東京都健康安全研究センター病原細菌研究科長

吉田眞一(よしだ しんいち）
レジオネラ科レジオネラ属執筆
福岡聖恵病院常勤顧問，九州大学名誉教授 医学博士

力久泰子(りきひさ やすこ）
アナプラズマ科執筆
米国オハイオ州立大学獣医学部 Distinguished University Professor，米国科学アカデミー会
員 薬学博士

渡邉邦友(わたなべ くにとも）
ペプトストレプトコッカス科ペプトストレプトコッカス属・アナエロコッカス属・フィネゴル
ディア属・ペプトニフィルス属・パルビモナス属，フソバクテリア科フソバクテリウム属執筆
木沢記念病院中央検査センターセンター長・岐阜大学名誉教授 博士(医学)

渡邉治雄(わたなべ はるお）
エンテロバクテリア(腸内細菌)科シゲラ(赤痢菌)属執筆
国際医療福祉大学医学部医学科教授・国立感染症研究所名誉所員 医学博士

「ウイルス編」執筆者一覧(五十音順)
編集委員

明里宏文(あかり ひろふみ）
フラビウイルス科〔哺乳類ヘパシウイルス属〕執筆
京都大学霊長類研究所教授 獣医学博士

足立昭夫(あだち あきお）
レトロウイルス科【ゲノム】・【増殖の分子生物学】執筆
徳島大学特命教授・関西医科大学客員教授 医学博士

荒尾雄二郎(あらお ゆうじろう）
ヘルペスウイルス科〔Ｂウイルス〕執筆
岡山大学大学院保健学研究科教授 博士(医学)

有川二郎(ありかわ じろう）
ブニヤウイルス科執筆
北海道大学大学院医学研究科特任教授 獣医学博士

五十嵐樹彦(いがらし たつひこ）
レトロウイルス科〔動物のレトロウイルス〕執筆
株式会社微生物化学研究所 博士(医学)

生田和良(いくた かずよし）
レトロウイルス科〔ヒト免疫不全ウイルス〕執筆
一般財団法人阪大微生物病研究会研究開発部門長 医学博士

上田啓次(うえだ けいじ）
ヘルペスウイルス科〔ヒトヘルペスウイルス８〕執筆
大阪大学大学院医学系研究科教授 医学博士

牛島洋子(うしじま ようこ）
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