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  2014年 - 著書・原著論文・総説・解説・学会発表・講演  

■  著書  

1) 村田 満 , 星 恵子 , 大野 勲 , 齋藤 英胤 , 藤井 聡 , 増子 佳世 , 水木 知博 , 水谷 顕洋 , 武藤 章弘 ,山下 直美「や

さしい臨床医学テキスト」止血機構の基礎知識 2014 

2) 西崎 統 , 村田 満「検査値の読み方・考え方 専門医からのアドバイス」総合医学社 2014 

3) 村田 光繁「これから始める心エコー」心筋梗塞 pp126-128 メジカルビュー社 2014 

4) 村田 光繁「これから始める心エコー」心不全 pp129-132 メジカルビュー社 2014 

5) 村田 光繁「これから始める心エコー」高血圧 pp133-136 メジカルビュー社 2014 

6) 村田 光繁「心エコーハンドブック心膜・心筋疾患」肥大型心筋症 pp8-18 金芳堂 2014 

7) 涌井 昌俊 , 西田 統 , 村田 満「『検査値の読み方・考え方～専門医からのアドバイス』（第 2 版）」総合医学

社 2014 

8) 菊池 春人 , 〆谷 直人「POCT が変える医療と臨床検査」POCT の今後 じほう 2014 

9) 菊池 春人 , 中原 一彦「診断に直結する検査値の読み方事典」尿検査 総合医学社 2014 

10) 江原 佳史「検査値の読み方・考え方 専門医からのアドバイス」ＣＲＰ 総合医学社 2014 

11) 江原 佳史「検査値の読み方・考え方 専門医からのアドバイス」赤血球沈降速度 総合医学社 2014 

12) 江原 佳史「検査値の読み方・考え方 専門医からのアドバイス」血液型 総合医学社 2014 

13) 江原 佳史「検査値の読み方・考え方 専門医からのアドバイス」交差適合試験 総合医学社 2014 

14) 江原 佳史「検査値の読み方・考え方 専門医からのアドバイス」抗グロブリン試験（クームス試験） 総合

医学社 2014 

15) 本間 桂子 , 長谷川 奉延「Ⅰ総論 8 尿ステロイドプロフィルによる診断」性分化疾患ケースカンファレン

ス 2014 
 

■  原著論文、総説、解説等  

1) Ikeda Y, Shimada K, Teramoto T, Uchiyama S, Yamazaki T, Oikawa S, Sugawara M, Ando K, Murata 

M, Yokoyama K, Ishizuka N「Low-dose aspirin for primary prevention of cardiovascular events in 

Japanese patients 60 years or older with atherosclerotic risk factors」a randomized clinical trial. 

JAMA. 312(23):2510-2520 2014 

2) Koyama Y, Homma K, Hasegawa T「Urinary steroid profiling: a powerful method for the diagnosis of 

abnormal steroidogenesis」ExpertRev.Endocrinol.Metab 9(3):273-282 2014 

3) Seki T, Yuasa S, Kusumoto D, Kunitomi A, Satio Y, Tohyama S, Yae K, Kishino Y, Okada M, Hashimoto 

H, Takei M, Egashira T, Kodaira M, Kuroda Y, Tanaka A, Okata S, Suzuki T, Murata M, Fujita J, 

Fukuda K「Generation and characterization of functional cardiomyocytes derived from human T cell-

derived induced pluripotent stem cells」PLoS One 2014 

4) Maekawa Y, Jinzaki M, Tsuruta H, Yamada Y, Kishino Y, Kawakami T, Hayashida K, Yuasa S, 

Murata M, Kawamura A, Sano M, Kuribayashi S, Fukuda K,「Multidetector computed tomography- guided 

percutaneous transluminal septal myocardial ablation in a Noonan syndrome patient with 

hypertrophic obstructive cardiomyopathy」Int J Cardiol 2014 

5) Egashira T, Yuasa S, Kimura M, Sawano M, Anzai A, Hayashida K, Kawamura A, Kimura T, Nishiyama N, 

Aizawa Y, Takatsuki S, Tsuruta H, Murata M, Yamada Y, Kohno T, Maekawa Y, Sano M, Kosaki K, Fukuda 

K,「Coexistence of two distinct fascinating cardiovascular disorders: heterotaxy syndrome with 

left ventricular non-compaction and vasospastic angina」Int J Cardiol 2014 
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6) Shirakawa K, Egashira T, Ieda M, Kawaguchi S, Okamoto K, Kudo M, Yokoyama K, Tsuruta H, Murata M, 

Mikami S, Anzai A, Hayashida K, Kohno T, Maekawa Y, Sano M, Yozu R, Fukuda K,「Multidisciplinary 

approach to the treatment of cardiac AA amyloidosis and aortic stenosis due to Castleman's disease: 

a hybrid therapy with tocilizumab and aortic valve replacement」Int J Cardiol 2014 

7) Maekawa Y, Jinzaki M, Anzai A, Matsumura K, Tsuruta H, Kawakami T, Hayashida K, Yuasa S, Murata 

M, Suzuki M, Kuribayashi S, Fukuda K,「Utility of the reverse wire technique in multidetector 

computed tomography-guided percutaneous transluminal septal myocardial ablation」Int J Cardiol 

2014 

8) Hamajima T, Ohki S, Imamine H, Mizuno H, Homma K, Hasegawa T,「A Case of a Preterm Infant 

with 21-Hydroxylase Deficiency:  Implications of the Biochemical Diagnosis with Urinary 

Pregnanetriolone by Gas Chromatography/Mass Spectrometry in Selected Ion Monitoring (GCMS-SIM)」 

Clin Pediatr Endocrinol 2014 

9) Adachi M, Muroya K, Asakura Y, Sugiyama K, Homma K, Hasegawa T,「Discordant genotype-phenotype 

correlation in familial hyperaldosteronism type III with KCNJ5 gene mutation: a patient report 

and review of the literature」Horm Res Paediatr 2014 

10) Homma K, Sato A, Watanabe H, Hasegawa T,「The circadian variation of cortisol secretion in 

patients with anorexia nervosa in childhood and adolescence after recovery of body weight by 

treatment using gas chromatography/mass spectrometry in selected ion monitoring」Clin Pediatr 

Endocrinol 2014 

11) Hoshino Y, Hayashida T, Hirata A, Takahashi H, Chiba N, Ohmura M, Wakui M, Jinno H, Hasegawa 

H, Maheswaran S, Suematsu M, Kitagawa Y,「Bevacizumab terminates homeobox B9-induced tumor 

proliferation by silencing microenvironmental communication」Mol Cancer 2014 

12) Noguchi K, Morishima Y, Takahashi S, Ishihara H, Shibano T, Murata M,「Impact of nonsynonymous 

mutations of factor X on the functions of factor X and anticoagulant activity of edoxaban」Blood 

Coagul Fibrinolysis 2014 

13) Hase R, Hosokawa N, Uno S, Mikawa T, Uwamino Y, Muranaka K,「[The first trial of OPAT (outpatient 

parenteral antimicrobial therapy) with continuous infusions in Japan]」Kansenshogaku Zasshi 2014 

14) Tasaka S, Kobayashi S, Yagi K, Asami T, Namkoong H, Yamasawa W, Ishii M, Hasegawa N, Betsuyaku T, 

「Serum (1 → 3) β -D-glucan assay for discrimination between Pneumocystis jirovecii pneumonia 

and colonization」J Infect Chemother 2014 

15) Yanagi T, Mizuochi T, Homma K, Ueki I, Seki Y, Hasegawa T, Takei H, Nittono H, Kurosawa 

T, Matsuishi T, Kimura A,「Distinguishing primary from secondary  Δ (4) -3-oxosteroid 5 β 

-reductase (SRD5B1, AKR1D1) deficiency by urinary steroid analysis」Clin Endocrinol (Oxf) 2014 

16) Horie S, Ito S, Okada H, Kikuchi H, Narita I, Nishiyama T, Hasegawa T, Mikami H, Yamagata K, Yuno 

T, Muto S,「Japanese guidelines of the management of hematuria 2013」Clin Exp Nephrol 2014 

17) Maekawa Y, Jinzaki M, Anzai A, Tsuruta H, Matsumura K, Yamada Y, Tabei R, Kawakami T, Hayashida K, 

Yuasa S, Murata M, Suzuki M, Kuribayashi S, Fukuda K,「Successful second attempt multidetector 

computed tomography-guided percutaneous transluminal septal myocardial ablation for an 

octogenarian with hypertrophic obstructive cardiomyopathy」Int J Cardiol 2014 

18) Kuno T, Tamura Y, Ono T, Murata M, Kuwana M, Satoh T, Fukuda K,「Recurrent right atrial thrombosis 

due to Behcet disease」Can J Cardiol 2014 

19) Yamakawa H, Murata M, Suzuki T, Yada H, Ishida H, Aizawa Y, Adachi T, Kamiya K, Fukuda K, 

「Suppression of Rad leads to arrhythmogenesis via PKA-mediated phosphorylation of ryanodine 

receptor activity in the heart」Biochem Biophys Res Commun 2014 

20) Kamoshita M, Matsumoto Y, Nishimura K, Katono Y, Murata M, Ozawa Y, Shimmura S, Tsubota K, 

「Wickerhamomyces anomalus fungal keratitis responds to topical treatment with antifungal 

micafungin」J Infect Chemother 2014 

21) Fujimura N, Obara H, Suda K, Takeuchi H, Matsuda S, Kurosawa T, Katono Y, Murata M, Kishi K, 

Kitagawa Y,「A novel rat model of incisional surgical site infection model developed using 

absorbable multifilament thread inoculated with Escherichia coli」J Infect Chemother 2014 
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22) Tsugu T, Murata M, Kawakami T, Yasuda R, Tokuda H, Minakata Y, Tamura Y, Kataoka M, Hayashida K, 

Tsuruta H, Maekawa Y, Inoue S, Fukuda K,「Significance of echocardiographic assessment for right 

ventricular function after balloon pulmonary angioplasty in patients with chronic thromboembolic 

induced pulmonary hypertension」Am J Cardiol 2014 

23) 涌井 昌俊，松浦 元樹，本間 桂子，中川 央充，大竹 和子，清水 長子，村田 満「液体クロマトグラフィータンデ

ム質量分析法による尿中エストロゲン 3 分画同時定量のための基礎的検討」臨床血液 55(9) 2014 

24) 村田 満「平成 26 年今年の抱負」慶應義塾医学部新聞 3 面 第 747 号 2014 

25) 森木 隆典，広瀬 寛，神田 武志，横山 裕一，森 正明，武田 彩乃，西村 知泰，和井内 由充子，村田 満，河邊 

博史「メタボリックシンドロームにおけるT-TAS による血栓形成能解析 第 111 回日本内科学会講演会（2014年）

未来の医療を創造する内科学」日本内科学会雑誌臨時増刊号 No.103 P171 2014 

26) 村田 満「対談 Andreas Greinacher ヘパリン起因性血小板減少症（HIT）に関する最近の知見」International 

Review of Thorombosis 9(4):9-24 2014 

27) 村田 満「臨床検査振興協議会 会員団体トップに聞く」ラボ 11 月号臨床検査普及月刊特別号 No.418 P18-19 

2014 

28) 村田 満「平成 26 年年頭所感」ラボ No.420 P5 2014 

29) 村田 満「年頭所感」THE MEDICAL&TEST JOURNAL 第 1257 号 2014 

30) 村田 満「日本臨床検査医学会会員の皆さまへ」 臨床病理 62(1) P1-2，2014 

31) 村田 満「今、この人に聞く」SLMF News Vol.6 P2-3 2014 

32) 村田 満「日本臨床検査自動化学会第 46 回大会 シンポジウムⅢ 凝固・線溶・血小板マーカーの最前線」THE 

MEDICAL&TEST JOURNAL 第 1284 号 2014 

33) 村田 満「特集 臨床検査の普及啓発に向けて 診療報酬対応・広報を柱に積極的に活動」THE MEDICAL&TEST 

JOURNAL 第 1289 号 2014 

34) 菊池 春人「Laboratory Practice 一般「血尿診断ガイドライン 2013」の特徴とその活用」検査と技術 

2014 

35) 福永 興壱 , 山澤 稚子「ビジネスパーソンにおける潜在的睡眠時無呼吸症候群に関する調査研究」大和証

券ヘルス財団研究業績集 37 号 Page48-52 2014 

36) 菊池 拓 , 森 毅彦 , 清水 隆之 , 森田 伸也 , 香野 日高 , 中川 健 , 三ツ橋 雄之 , 村田 満 , 岡本 真一郎「形態学的

に骨髄異形成症候群に酷似した銅欠乏性貧血」臨床血液 2014 

37) 大野 明美「尿検査の未来展望 尿試験紙の進化」臨床病理 2014 

38) 宮川 義隆 , 柏木 浩和 , 高蓋 寿朗 , 藤村 欣吾 , 倉田 義之 , 小林 隆夫 , 木村 正 , 安達 知子 , 渡辺尚 , 今泉 

益栄 , 高橋 幸博 , 松原 康策 , 照井 克生 , 桑名 正隆 , 金川 武司 , 村田 満 , 冨山 佳昭 ,厚生労働科学研究費

補助金難治性疾患克服研究事業血液凝固異常症に関する調査研究班妊娠合併 ITP 診療の参照ガイド作成委

員会「妊娠合併特発性血小板減少性紫斑病診療の参照ガイド」臨床血液 2014 

39) 山方 純子「【検査室からみた高齢者医療 - 検査値の変化・患者対応・医療安全 -】高齢の患者さんへの検査時の工

夫と注意点 採尿・採便における注意点」Medical Technology 42(9):897-900 2014 

40) 菊池  春人「【尿沈渣検査の新たな付加価値】血尿診断ガイドライン 2013 に沿った尿沈渣検査」臨床検査 

2014 

41) 大野 明美 , 長谷川 喜久子 , 野口 昌代 , 柴田 綾子 , 菊池 春人 , 村田 満「全自動尿定性分析装置におけるビ

リルビンの偽陽性検出方法の開発」日本臨床検査自動化学会会誌 2014 

42) 中川 央充「【根拠がわかる 検体の採取と取り扱い これはダメ !】(2 章 ) 生化学・免疫血清検査 血中薬物濃

度測定のための血液採取では、中心静脈カテーテルによるルート採血はダメ !」Medical Technology 2014 
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■  学会発表、講演、その他  
 

1) Yasuda R, Murata M, Roberts R, Tokuda H, Suzuki K, Tsuruta H, Takatsuki S, Abe T, Fukuda K 

「Left atrial strain is a powerful predictor of atrial fibrillation recurrence after catherter 

ablation.」63rd Annual Scientific Session and Expo of the American College of Cardiology 2014 

2) Amano N, Narumi S, Hayashi M, Hachiya R, Sasaki G, Homma K, ishii T, Hasegawa T「Comprehensive 

Genetic Analyses of Primary Adrenal Failure of Unknown Etiologies.」The XVIth Conference on the 

Adrenal Cortex 2014 

3) Chiba N, Morozumi M, Ebara Y, Murata M, Ubukata K, Iwata S「Evaluation of the Biotyper MALDI-TOF 

Mass System for identification of viridans group streptococci isolated from invasive infection」 

ICACC 2014 

4) Tsuruta H, Kohsaka S, Murata M, Yasuda R, Dan M, Yashima F, Inohara T, Maekawa Y, Hayashida 

K, Fukuda K「Significance of longitudinal strain and strain rate for prediction of symptomatic 

status in severe aortic stenosis.」EuroEcho Imaging 2014: 18th annual meeting of the European 

Association of cardiovascular imaging 2014 

5) Ono-Uruga Y, Tozawa K, Matsuoka S, Horiuchi T, Okamoto S, Murata M, Ikeda Y, Suda T, Matsubara 

Y.「Involvement of Transferrin/CD71/TPO Pathways.」56rd The American Society of Hematology 2014 

6) 村田 満「抗血小板療法－最近の流れ」日本脳卒中学会・日本血栓止血学会合同シンポジウム 2014 

7) 村田 満「血小板研究の最近の流れ」CP3000 発売記念学術講演会 2014 

8) 村田 満「血液学の発展における臨床検査の役割」シーメンスヘマトロジー研究会 2014 

9) 村田 満「血液から見た抗血小板薬 ～ Real world の循環器内科医のギモンに Expert が答えます～」 

Controversial Cardiology in Tokyo 2014 

10) 村田 満「難病女性 決意の出産」報道特集 TBS テレビ 2014 

11) 村田 満「臨床検査医学の研修と支援」第 3 回臨床検査を学ぶ若手医師の集い 2014 

12) 植田 洋平 , 渡邊 知一 , 臼井 健 , 垣田 真似子 , 中谷 理恵子 , 中尾 佳奈子 , 難波 多挙 , 立木 美香 ,田上 哲也 , 成

瀬 光栄 , 金子 恵一 , 本間 桂子 , 長谷川 奉延 , 島津 彰「未治療成人 17 α水酸化酵素欠損症患者の遺伝学的、

内分泌学的解析」第 23 回臨床内分泌代謝 Update 2014 

13) 南 勲 , 辻本 和峰 , 三原 正明 , 吉本 貴宣 , 藤井 靖久 , 本間 桂子 , 柴田 洋孝 , 長谷川 奉延 , 小川 佳宏「ミ

トタンの CYP3A4 誘導作用により血圧管理に難渋した副腎癌の一例」第 23 回臨床内分泌代謝 Update 2014 

14) 村上 正憲 , 南 勲 , 小松 奈  々, 三原 正明 , 泉山 肇 , 吉本 貴宣 , 伴 大輔 , 落合 高徳 , 竹本 暁 , 明石 巧 , 本間 桂

子 , 向井 邦晃 , 長谷川 奉延 , 田邉 稔 , 小川 佳宏「コルチゾールおよびアルドステロン産生副腎皮質癌と考

えられた１例」第 23 回臨床内分泌代謝 Update 2014 

15) 桑原 三郎 , 徳永 貢 , 箱田 有亮 , 鈴木 健司 , 杉藪 康憲 , 石川 智子 , 大坪 十四哉 , 三ツ橋 雄之 ,森 茂久「経

過中に不明熱を認めた多発性骨髄腫」第 603 回日本内科学会関東地方会 2014 

16) 森木 隆典 , 広瀬 寛 , 神田 武志 , 横山 裕一 , 森 正明 , 武田 彩乃 , 西村 知泰 , 和井内 由充子 , 村田 満 , 河邊 

博史「メタボリックシンドロームにおける T-TAS による血栓形成能解析」第 111 回日本内科学会総会・講演

会 2014 

17) 岩尾 舞 , 鶴田 ひかる , 田村 雄一 , 村田 光繁 , 団 真紀子 , 羽鳥 泰子 , 阿部 久美子 , 岡本 明美 ,近藤 麻紀子 , 

服部 桜 , 岡芹 朋子 , 川上 崇史 , 小野 智彦 , 武井 眞 , 福田 恵一 , 村田 満「肺高血圧症患者における右心カテ

ーテル検査所見と右室機能指標との相関関係について」第 78 回日本循環器学会学 

術集会 2014 

18) 大塚 健悟 , 山澤 稚子 , 福永 興壱 , 原口 水葉 , 上村 千代美 , 別役 智子「睡眠時無呼吸症候群患者の主観的

評価法の検討」第 107 回日本呼吸器学会北海道地方会 2014 

19) 村上 正憲 , 吉本 貴宣 , 小松 奈  々, 南 勲 , 三原 正朋 , 泉山 肇 , 橋本 貢士 , 伴 大輔 , 落合 高徳 ,竹本 暁 , 行森 

茜 , 明石 巧 , 本間 桂子 , 西本 紘嗣郎 , 向井 邦晃「アルドステロン同時産生副腎皮質癌におけるアルドステ

ロン合成酵素（CYP11B2）の発現様式の検討」第 25 回間脳・下垂体・副腎系研究会 

2014 
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20) 正木 克宜 , 舘野 博喜 , 亀山 直史 , 西野 誠 , 宮崎 雅樹 , 正木 久朗 , 加行 淳子 , 山澤 稚子 , 柏崎一男 , 別役 

智子「「禁煙の難しさは意志の弱さにある」と考える人は禁煙に失敗する 根性では依存に勝てない」第 107 

回日本呼吸器学会北海道地方会 2014 

21) 鈴木 美那子 , 阿部 仁 , 篠崎 千鶴子 , 草刈 悟 , 中島 清聖 , 鈴木 一生 , 清水 長子 , 江本 桂 , 三ツ橋 雄之 , 亀山 

香織「喀痰中に急性骨髄性白血病細胞を認めた 1 例」第 55 回日本臨床細胞学会総会（春期大会）2014 

22) 井上 秋乃 , 上村 知恵 , 柴田 綾子 , 松橋 博子 , 五十嵐 靖浩 , 鳥海 綾子 , 杉山 裕美子 , 桑原 靖子 ,黒田 留以 , 藤

巻 智 , 女ヶ沢 遥 , 上村 亜依吏 , 渡邊 直英 , 半田 誠「輸血副作用の院内報告 電子カルテ導入による変化」

第 62 回日本輸血・細胞治療学会総会 2014 

23) 前田 英昭, 山田 英二郎, 下田 容子, 長谷川 奉延, 本間 桂子, 佐藤 哲郎, 岡田 秀一, 山田 正信「尿中

ステロイドプロファイルが診断に有用であった成人先天性皮質過形成の１例」第 87 回日本内分泌学会学 

術総会 2014 
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