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  2015年 - 著書・原著論文・総説・解説・学会発表・講演  

■  著書  

1) 小野 - 宇留賀 友佳子 , 村田 満「MicroRNA と血小板」Annual Review 血液 2015:206-210 2015 

2) 松原 由美子 , 村田 満「止血・血栓ハンドブック」血小板と止血 西村書店 2015 

3) 村田 満 , 西崎 統「看護に活かす検査値の読み方・考え方」総合医学社 2015 

4) 村田 満「最新ガイドライン準拠 血液疾患 診断・治療指針」血液疾患に罹患した患者への診察の基本／検

査・所見の異常と鑑別診断 凝固・止血異常 中山書店 2015 

5) 村田 満「新・血栓止血血管学 検査と診療」血栓止血関連検査 オーバービュー 金芳堂 2015 

6) 村田 光繁「SHD ACHD の CT・MRI」TAVI の心エコーによる術中・術後評価 pp15-20 メジカルビュー社 2015 

7) 村田 光繁 , 河村 朗夫「SHD ACHD の CT・MRI」心房中隔欠損に対する device closure 術前エコー pp50- 

56 メジカルビュー社 2015 

8) 村田 光繁 , 村川 裕二「エクスプレス循環器病ファイル」左房サイズからわかること pp4-5 メディカルサ

イエンスインターナショナル 2015 

9) 村田 光繁 , 村川 裕二「エクスプレス循環器病ファイル」筋小胞体の仕事は何か？ pp54-55 メディカルサ

イエンスインターナショナル 2015 

10) 村田 光繁 , 村川 裕二「エクスプレス循環器病ファイル」カルシウム過負荷とはどういう状態か？ pp56- 

57 メディカルサイエンスインターナショナル 2015 

11) 村田 光繁 , 村川 裕二「エクスプレス循環器病ファイル」拡張のことがなぜ注目されるのか？ pp58-59 メ

ディカルサイエンスインターナショナル 2015 

12) 村田 光繁 , 村川 裕二「エクスプレス循環器病ファイル」肥大型心筋症と高血圧の肥大は見た目のどこが

違うか？ pp104-105 メディカルサイエンスインターナショナル 2015 

13) 村田 光繁 , 村川 裕二「エクスプレス循環器病ファイル」心サルコイドーシスはどういう問題を起こす

か？ pp112-113 メディカルサイエンスインターナショナル 2015 

14) 村田 光繁 , 村川 裕二「エクスプレス循環器病ファイル」感染性心内膜炎はだれにおきやすいか？ pp114- 

115 メディカルサイエンスインターナショナル 2015 

15) 村田 光繁 , 村川 裕二「エクスプレス循環器病ファイル」高度の洞徐脈が危険かどうかどうやって評価す

る？ pp126-127 メディカルサイエンスインターナショナル 2015 

16) 村田 光繁 , 村川 裕二「エクスプレス循環器病ファイル」塩感受性高血圧とは？ 食塩感受性高血圧はどの

くらいいるのか？ pp196-197 メディカルサイエンスインターナショナル 2015 

17) 村田 光繁 , 村川 裕二「エクスプレス循環器病ファイル」ループ利尿薬はなぜ効くのか？ pp226-227 メ

ディカルサイエンスインターナショナル 2015 

18) 村田 光繁 , 村川 裕二「エクスプレス循環器病ファイル」水利尿薬トルバプタンの取り柄は何か？ pp230- 

231 メディカルサイエンスインターナショナル 2015 

19) 涌井 昌俊 , 和田 攻 , 大久保 昭行 , 矢崎 義雄 , 大内 尉義「臨床検査ガイド 2015 ～ 2016」文光堂 2015 

20) 涌井 昌俊 , 西田 統 , 村田 満「看護に役立つ検査値の読み方・考え方」総合医学社 2015 

21) 菊池 春人 , 松尾 収二「考える臨床検査 スクリーニング検査で異常値をみたら ?」III. ステップアップミ

ニレクチャー 5. 疑問に答える髄液・体腔液の検査 文光堂 2015 

22) 菊池 春人 , 櫻林 郁之助「今日の臨床検査 2015/2016」尿検査、便検査、喀痰検査 南江堂 2015 

23) 菊池 春人 , 日本臨床衛生検査技師会「髄液検査技術教本」丸善出版 2015 

24) 江原 佳史「看護に活かす検査値の読み方・考え方」ＣＲＰ 総合医学社 2015 



170  

25) 江原 佳史「看護に活かす検査値の読み方・考え方」赤血球沈降速度 総合医学社 2015 

26) 江原 佳史「看護に活かす検査値の読み方・考え方」血液型 総合医学社 2015 

27) 江原 佳史「看護に活かす検査値の読み方・考え方」交差適合試験 総合医学社 2015 

28) 江原 佳史「看護に活かす検査値の読み方・考え方」抗グロブリン試験（クームス試験）総合医学社 2015 
 

■  原著論文、総説、解説等  

1) 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.」Journal of Infection and Chemotherapy. 21(2):141-143 2015 

2) 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. 26(2):117-122 2015 

3) Maekawa Y, Jinzaki M, Tsuruta H, Akita K, Yamada Y, Kawakami T, Hayashida K, Yuasa S, Murata M, 

Fukuda K,「Improved renal function in a patient with hypertrophic obstructive cardiomyopathy 

after multidetector computed tomography-guided percutaneous transluminal septal myocardial 

ablation」Int J Cardiol 2015 

4) Shirakawa K, Kawamura A, Muraoka N, Murata M, Tsuruta H, Aeba R, Fukuda K,「Positional desaturation 

due to persistent left superior vena cava draining into the left atrium」Heart Vessels 2015 

5) Yasuda R, Murata M, Roberts R, Tokuda H, Minakata Y, Suzuki K, Tsuruta H, Kimura T, Nishiyama N, 

Fukumoto K, Aizawa Y, Tanimoto K, Takatsuki S, Abe T, Fukuda K,「Left atrial strain is a 

powerful predictor of atrial fibrillation recurrence after catheter ablation: study of a 

heterogeneous population with sinus rhythm or atrial fibrillation」Eur Heart J Cardiovasc Imaging 

2015 

6) Yamasawa W, Tasaka S, Betsuyaku T, Yamaguchi K,「Correlation of a decline in aerobic capacity 

with development of emphysema in patients with chronic obstructive pulmonary disease: a 

prospective observational study」PLoS One 2015 

7) Nishime C, Kawai K, Yamamoto T, Katano I, Monnai M, Goda N, Mizushima T, Suemizu H, Nakamura 

M, Murata M, Suematsu M, Wakui M,「Innate Response to Human Cancer Cells with or without IL-2 

Receptor Common γ -Chain Function in NOD Background Mice Lacking Adaptive Immunity」J Immunol 

2015 

8) Akita K, Maekawa Y, Tsuruta H, Okuda S, Yanagisawa R, Kageyama T, Kawakami T, Kanazawa H, Hayashida 

K, Yuasa S, Murata M, Jinzaki M, Fukuda K,「"Moving left ventricular obstruction" due to stress 

cardiomyopathy in a patient with hypertrophic obstructive cardiomyopathy treated with percutaneous 

transluminal septal myocardial ablation」Int J Cardiol 2015 

9) Maekawa Y, Akita K, Tsuruta H, Yashima F, Kimura M, Yamada Y, Kawakami T, Kanazawa H, Hayashida K, 

Yuasa S, Murata M, Jinzaki M, Fukuda K,「"Protruding Myocardium" as a Target for?Percutaneous 

Transluminal Septal Myocardial Ablation in a Case of Hypertrophic Obstructive Cardiomyopathy」 

JACC Cardiovasc Interv 2015 

10) Tsugu T, Murata M, Iwanaga S, Kitamura Y, Inoue S, Fukuda K,「A rare case of fungal endocarditis 

caused by Candida glabrata after completion of antibiotic therapy for Streptococcus endocarditis」

J Med Ultrason (2001) 2015 

11) Kimura M, Kohno T, Kawakami T, Kataoka M, Inohara T, Takei M, Tsugu T, Murata M, Maekawa Y, Fukuda 

K,「Balloon pulmonary angioplasty attenuates ongoing myocardial damage in patients with chronic 

thromboembolic pulmonary hypertension」Int J Cardiol 2015 

12) Tsugu T, Iwanaga S, Murata M, Fukuda K,「Bioprosthetic tricuspid valve replacement in carcinoid 

heart disease from primary ovarian carcinoid tumor」J Med Ultrason (2001) 2015 
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13) Isobe S, Ieda M, Kohno T, Nishiyama T, Maekawa Y, Tsuruta H, Murata M, Yashima F, Yanagisawa R, 

Tanaka M, Inami S, Nasuno T, Haruyama A, Sano M, Hayashida K, Fukuda K「Effective Cibenzoline 

Treatment in a Patient With Midventricular Obstruction After Transcatheter Aortic Valve 

Implantation」Circ Heart Fail 2015 

14) Kohashi S, Mori T, Koda Y, Kikuchi T, Kato J, Shimizu T, Sugita K, Hasegawa N, Murata M, Okamoto S 

「Bacteremia due to Rothia mucilaginosa after chemotherapy for myeloid malignancies.」Rinsho 

Ketsueki. 56(6):687-691 2015 

15) 池田 康夫，永井 良三，後藤 信哉，村田 満，内山 真一郎，古森 公浩「座談会 血栓症治療薬の歴史・進歩・展

望」International Review of Thrombosis 10(2)5-14 2015 

16) 村田 満「血栓症研究のブレイクスルー」International Review of Thrombosis 10(2)24 2015 

17) 村田 満「年頭所感」THE MEDICAL&TEST JOURNAL 第 1295 号 2015 

18) 近藤 直美 , 清水 長子「【ひとりでも困らない ! 検査当直イエローページ】(III 章 ) 報告前に必要なチェック 

血液学検査 赤血球系血算値」臨床検査 59(11):1080-1083 2015 

19) 粂川 麻里生 , 涌井 昌俊 , 中室 牧子 , 駒村 圭吾「いま問われる 「学問の独立」：大学を取りまく社会と学問

（座談会）」三田評論 10-24 2015 

20) 谷田部 陽子 , 村田 満「血小板数と血小板形態」Journal of clinical laboratory medicine 59(2):173- 

179 2015 

21) 江原 佳史「小児診療における検体検査の難しさ～検体採取を中心に～」医療と検査機器・試薬 38(5):490- 

496 2015 

22) 片桐 尚子 , 荒井 智子 , 荒木 美香 , 谷田部 陽子 , 清水 長子「症例から学ぶ 検査データと血液像の読み方 

1) XN シリーズ（シスメックス）」MEDICAL TECHNOLOGY 44(3):233-241 2015 

23) 小野 友佳子 [ 宇留賀 ], 村田 満「血小板系 MicroRNA と血小板」Annual Review 血液 2015 巻 Page206- 

210 2015 

24) 谷田部 陽子 , 村田 満「【血算値判読の極意】血小板数と血小板形態」臨床検査 2015 

25) 武井 茂樹 , 工藤 由佳 , 濱田 秀伯「【精神科医が知っておくべき症候群】妄想・幻覚・知覚変容などに関する

症候群 シャルル・ボネ症候群」臨床精神医学 2015 

26) 片桐 尚子 , 荒木 美香 , 谷田部 陽子 , 荒井 智子 , 清水 長子「【末梢血液像を読む - 自動血球計数装置の基

礎とデータの有効活用】症例から学ぶ 検査データと血液像の読み方 XN シリーズ ( シスメックス )」 

Medical Technology 2015 

27) 菊池 春人「【これだけは知っておきたい検査のポイント - 第 9 集】一般検査 尿検査 尿沈渣検査」 

Medicina 2015 

28) 菊池 春人「【これだけは知っておきたい検査のポイント - 第 9 集】一般検査 尿検査 尿定性検査 ( 尿試験紙

検査 )」Medicina 2015 

29) 涌井 昌俊「【これだけは知っておきたい検査のポイント - 第 9 集】血液生化学検査など 酵素 , 肝機能検査  

ADA( アデノシンデアミナーゼ )」Medicina 2015 

30) 涌井 昌俊「【これだけは知っておきたい検査のポイント - 第 9 集】血液生化学検査など 酵素 , 肝機能検査 

酸性ホスファターゼ (ACP)」Medicina 2015 

31) 中川 央充 , 三井田 孝「ものしり臨床検査技師への道 生化学検査編 トリグリセライドもと暗し」 

Medical Technology 2015 

32) 東 宏一郎 , 大澤 祐介 , 田畑 尚吾 , 堀澤 栞里 , 勝川 史憲 , 石田 浩之 , 小熊 祐子 , 河合 俊英 , 小口 修司 , 太田 

敦美 , 菊池 春人 , 村田 満 , 松本 秀男「高強度インターバルトレーニングと血清脳由来神経栄養因子 (BDNF) 

濃度との関連」体力科学 2015 

33) 村田 満「【抗血栓療法の最近の動向】日本人の一次予防におけるアスピリンの位置づけ JPPP の経験から」 

Pharma Medica 2015 

34) 小橋 澄子 , 森 毅彦 , 甲田 祐也 , 菊池 拓 , 加藤 淳 , 清水 隆之 , 杉田 香代子 , 長谷川 直樹 , 村田満 , 岡本 真

一郎「骨髄系腫瘍に対する化学療法後の Rothia mucilaginosa による菌血症」臨床血液 2015 
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35) 大野 明美 , 永野 勝稔 , 山方 純子 , 野口 昌代 , 柴田 綾子 , 菊池 春人 , 村田 満「尿試験紙ビリルビン検査の

偽陽性確認試験の検討」医学検査 2015 

36) 中川 央充「【ひとりでも困らない ! 検査当直イエローページ】(III 章 ) 報告前に必要なチェック 生化学検

査 CRP」臨床検査 2015 

37) 中川 央充 , 三井田 孝「ものしり臨床検査技師への道 生化学検査編 ビリルビンは縁の下の力持ち !」 

Medical Technology 2015 

38) 藤森 祐多 , 片桐 尚子 , 涌井 昌俊 , 清水 長子 , 阪田 敏幸 , 三ツ橋 雄之 , 村田 満「トロンビン力価の異な

るフィブリノゲン測定試薬を用いた直接トロンビン阻害薬モニタリングの基礎的検討」日本検査血液学会

雑誌 2015 

39) 田中 真弓「検査説明 Q&A 一般 尿沈渣と尿潜血反応の結果が乖離していますが ( 沈渣赤血球増加・尿潜血

陰性 , 沈渣赤血球正常・尿潜血陽性 ), どのようなことが考えられますか ?」臨床検査 2015 
 

■  学会発表、講演、その他  

1) Tsugu T, Murata M, Kawakami T, Tokuda H, Minakata Y, Kataoka M, Tsuruta H, Itabashi Y, Kanazawa 

H, Fukuda K「RV dyssynchrony predicts clinical outcomes after balloon pulmonary angioplasty in 

patients with chronic thromboembolic pulmonary hypertension.」European Society of Cardiology 

annual meeting 2015 

2) Tsugu T, Murata M, Kawakami T, Tokuda H, Minakata Y, Kataoka M, Tsuruta H, Itabashi Y, Kanazawa 

H, Mahara K, Fukuda K「Echocardiographic evaluation of the mechanisms for right ventricular 

dysfunction in chronic thromboembolic pulmonary hypertension.」88th American Heart Association 

scientific meeting 2015 

3) Tsugu T, Murata M, Mahara K, Iwanaga S, Inoue S「A case of aortic regurgitation due to non- 

penetrating chest trauma.」The 11 th Congress of Asian Federation of Societies for Ultrasound in 

Medicine and Biology(AFSUMB) 2015 

4) Murakami M, Yoshimoto T, Komatsu N, Nakano Y, Minami I, Mihara M, Izumiyama H, Hashimoto K, Ban D, 

Ochiai T, Takemoto A, Yukimori A, Nakajima H, Akashi T, Homma K「Immunohistochemical analysis of 

cortisol and aldosterone secreting adrenocortical carcinoma.」The Endocrine Society's 97th Annual 

Meeting & Expo 2015 

5) Fujimori Y, Wakui M, Katagiri H, Shimizu N, Mitsuhashi T, Murata M「Impact of direct oral 

anticoagulants (DOACs) on clotting time-based measurements for individual coagulation factor 

activity.」The XXIXth International Symposium on Technical Innovations in Laboratory Hematology 

(ISLH 2016) 2015 

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

「Identification of Megakaryocytic Progenitor Cells among Subcutaneous Pre-adipocytes 

Thrombopoietin.」XXV The International Society on Thrombosis and Haemostasis 2015 

7) Morozumi M, Ebara Y, Takata M, Chiba N, Murata M, Ubukata K, Iwata S「Enhancement of Bactericidal 

Effect on Penicillin-resistant Group B Streptococci(PRGBS) by Combining Aminoglycoside Antibiotics 

with β -Lactam Agents.」ICACC 2015 

8) Tozawa K, Ono-Uruga Y, Takizawa N, Horiuchi T, Okamoto S, Murata M, Ikeda Y, Matsubara Y 

「Establishment of Human Adipose Tissue-Derived Stromal Cell Lines」57Th ASH Annual Meeting & 

Exposition 2015 2015 

9) 村田 満「ドクターサロン「偽性血小板減少症」」ラジオ NIKKEI 2015 

10) 江原 佳史「診療支援における POCT の可能性を考える 小児診療における検体検査の難しさ ～検体採取を中

心に～」第 25 回生物試料学会年次学術集会 2015 

11) 諸角 美由紀 , 江原 佳史 , 高田 美佐子 , 千葉 菜穂子 , 生方 公子 , 村田 満 , 岩田 敏「成人侵襲性感染症由来の 

B 群溶血性レンサ球菌の莢膜型別、MLST、および耐性遺伝子解析」第 89 回日本感染症学会学術講演会 2015 

12) 中村 拓自 , 岩永 晃 , 宮村 文弥 , 江頭 政和 , 井上 博晴 , 舩越 亜希子 , 江頭 智子 , 水上 朋子 , 西川小百合 , 高

柳 俊光 , 長谷川 奉延 , 本間 桂子「性分化疾患で紹介となり先天性副腎過形成症と診断した一女児例」第 

50 回佐賀周産期カンファレンス 2015 
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13) 大塚 健悟 , 福永 興壱 , 山澤 稚子 , 鈴木 未里 , 谷 哲夫 , 原口 水葉 , 白濱 龍太郎 , 別役 智子「睡眠時無呼吸症

候群患者に対する CPAP 導入後の自覚症状改善におよぼす因子の検討」第 167 回日本結核病学会関東支部学

会・第 213 回日本呼吸器学会関東地方会合同学会 2015 

14) 江原 佳史 , 諸角 美由紀 , 高田 美佐子 , 千葉 菜穂子 , 生方 公子 , 村田 満 , 岩田 敏「ペニシリン軽度耐性 B 

群溶血性レンサ球菌 (PRGBS) に対する抗菌薬併用効果とその機序に関する検討」第 89 回日本感染症学会学術

講演会 2015 

15) 齋藤 碧 , 福田 典子 , 覚道 真理子 , 佐藤 智佳 , 本間 桂子 , 深見 真紀 , 長谷川 奉延 , 玉置 知子 ,竹島 泰弘

「チトクローム P450 オキシドレダクターゼ欠損症の１例」第 44 回臨床細胞分子遺伝研究会・第 15 回関西

出生前診療研究会学術集会合同集会 2015 

16) 渡邊 直英 , 上村 知恵 , 五十嵐 靖浩 , 鳥海 綾子 , 松橋 博子 , 浅尾 裕美子 , 桑原 靖子 , 黒田 留以 ,井上 秋乃 , 藤

巻 智 , 女ヶ沢 遥 , 上村 亜依吏 , 弥永 侑子 , 柴田 綾子 , 半田 誠「末梢血幹細胞採取における末梢血 CD34 

陽性細胞数測定の意義」第 63 回日本輸血・細胞治療学会総会 2015 
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