
巻号・発行年月 口絵：カビ・カラー図譜（掲載菌種） 特　集

第 1巻 1号（通算 1号）
2008 年 4 月発行

アスペルギルス・オクラセウス、アスペルギルス・クラバタス、アスペルギルス・
フラバス、ペニシリウム・エクスパンザム、アルタナリア、アウレオバシジウム 

カビー生活環境と健康 (1)  

第 1巻 2号（通算 2号）
2008 年 7 月発行

アスペルギルス・フミガタス、アスペルギルス・レストリクタス カビー生活環境と健康 (2)  

第 1巻 3号（通算 3号）
2008 年 10 月発行

ケトミウム、エピコッカム スパイス・ハーブとカビ 

第 1巻 4号（通算 4号）
2009 年 1 月発行

エメリセラ・ニデュランス、ネオサルトリア・フィッシェリー 抗カビを考える 

第 2巻 1号（通算 5号）
2009 年 7 月発行

クラドスポリウム・クラドスポリオイデス 、ワレミア・セビ カビアレルギー

第 2巻 2号（通算 6号）
2010 年 1 月発行

ユーロチウム・チェバリエリ、アスペルギルス・バージカラー 劣化とカビ  

第 3巻 1号（通算 7号）
2010 年 7 月発行

フザリウム、ゲオトリクム カビに関する相談と対応の現状
カビ相談の現状 NPO 法人カビ相談センターの取組み／国民生活センターにおけるカビ相談の現
状／東京都における微生物による食品苦情～カビを中心に～／東都生協での真菌関連対応事情例

第 3巻 2号（通算 8号）
2011 年 1 月発行

アウレオバシジウム 、ペニシリウム・イスランジカム 新しいカビ制御技術と評価法
ストリーマ放電を用いた空気浄化技術／バイオサイドによる微生物制御／繊維抗かび加工
の新評価方法

第 4巻 1号（通算 9号）
2011 年 7 月発行

アスペルギルス・フラバス、リゾプス・ストロニファー 食品の製造・流通過程におけるカビ制御 
現代食品かび事情／食品製造現場におけるカビ制御の実際／食品の製造・流通過程におけ
るカビ汚染とその制御／食品工場における植物及び人感染性カビによる食品変敗と制御

第 4巻 2号（通算 10号）
2012 年 1 月発行

アルタナリア、トリコデルマ 環境由来カビによる感染症の今
環境由来カビによる感染症（概説）／環境由来カビによる感染症の診断／アスペルギルス
症とその原因菌／クリプトコックス症 (Criptococcosis) ／スポロトリコーシス／角膜真菌症

第 5巻 1号（通算 11号）
2012 年 6 月発行

ペニシリウム・エクスパンザム、ペシロマイセス・バリオッティ カビの殺菌・消毒
真菌と消毒／塩素剤を利用したカビ取り洗浄剤／カビに対するアルコールの消毒効果／カ
ビの新しい消毒法 ～銀の消毒効果～

第 5巻 2号（通算 12号）
2012 年 12 月発行

モニリエラ 、ユーロチウム・ルブラム カビ臭の原因と対策 
カビ ( 臭 ) と MVOC について／新たなにおい評価の方法「におい識別装置」のご紹介／ハ
ロアニソールによる食品のカビ様汚染機構／水環境とカビ臭

第 6巻 1号（通算 13号）
2013 年 6月発行

アルペルギルス・オクラセウス、スタキボトリス カビ毒にまつわる昨今の話題 
カビ毒規制の現状と効果／カビ毒分析法の最新情報／小麦中デオキシニバレノール、ニバ
レノールの加工調理での動態解析／室内環境のカビ毒汚染

第 6巻 2号（通算 14号）
2013 年 12 月発行

ムーコル 、アクレモニウム 生活環境にみるカビ周辺の生物
環境細菌の動態と制御／藻類 ( とくに微細藻類 ) ／コケ―配偶体植物における多様な進化―／
屋内塵性ダニ類とカビの関係／室内環境に発生する昆虫とカビとの関係

第７巻 1号（通算 15号）
2014 年 6月発行

アースリニウム、カーブラリア カビにかかわる規格・基準
カビにかかわる JIS 規格／カビにかかわる食品の規格・基準・規範／繊維製品の抗かび性試
験及び抗かび効果／建築の基準／海外の規格・基準

第７巻 2号（通算 16号）
2014 年 12 月発行

シンセファラストラム 、ニグロスポラ HACCP とカビ
HACCP におけるカビ汚染対策としての食品衛生 7S ／食品工場の 3 大カビによる食品の変敗
／食品工場でカビ被害を防ぐ設計計画の 3 つのポイント／食品工場のカビを制する実務

第８巻１号（通算 17号）
2015 年 6月発行

ペニシリウム・シトリナム 、ボトリチス 生活環境とカビ
特集　はじめに ／建物とカビ ／清涼飲料水とカビ／日用品とカビ

第８巻 2号（通算 18号）
2015 年 12 月発行

アスペルギルス・ニガー 、 フォーマ 有用なカビ
特集　はじめに ／酒造りに関わる有用なカビ ／カビの有用性　焼酎麹 ／味噌とカビ ／有用なカ
ビを活かす食品添加物（ナイシン） ／カビとチーズ

第９巻１号（通算 19号）
2016 年 6月発行

ペニシリウム・グラブラム、クラドスポリウム・スフェロスパー
マム

くすりと毒
特集　はじめに ／くすりと毒は相反するか ／かびが作り出す工業製品 ／食品の危害物質として
のカビ毒と最近の話題 ／細菌毒素に関して ／キノコ毒

第９巻 2号（通算 20号）
2016 年 12 月発行

アブシジア、トリコテシウム 異常・特殊環境とカビ
特集　「異常・特殊環境とカビ」によせて／土壌菌および糞生菌の生態／海泥真菌類に関す
る解説／低酸素下でのカビ生育に関する解説／好稠性真菌の生物学的特性について

第10巻 1号（通算21号）
2017 年 6月発行

アスペルギルス・カンジダス、クリソスポリウム、ペニシリウム・
オキザリクム、スコプラリオプシス

私とカビのかかわり
はじめに／文化財の微生物劣化研究に至るまで／カビと出会って 20 年／こんな所にもカビの虜

（トリコ）が／小房子嚢菌研究／カビがつないだ人とのつながり／手探りからのカビとの出会い

第10巻 2号（通算22号）
2017 年 12 月発行

アスペルギルス・クラバタス、スコレコバシディウム・フミコーラ カビ、きのこの学名、和名、その所以
はじめに：学名と和名／きのこ／植物に寄生する菌類たち／昆虫病原糸状菌とプルプレオシ
リウム属（Purpureocillium）／接合菌の学名、和名、その所以

バックナンバーのご案内

FAX 注文用紙
　ご購入希望の号、冊数、必要事項をご記入の上、NPO法人カビ相談センター事務局（FAX:03-6421-9166）までお送り下さい。手続き終了後、
ご希望の書籍と請求書をお送り致しますので、料金をお振り込みください。

かびと生活
　　　　　巻　　　号（　　　　冊）　・　　　　　巻　　　号（　　　　冊）
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