
183  

  2017年 - 著書・原著論文・総説・解説・学会発表・講演  

■  著書  

1) Toyofuku M, Morozumi M, Hida M, Satoh Y, Sakata H, Shiro H, Ubukata K, Murata M, Iwata S.「Effects 

of Intrapartum Antibiotic Prophylaxis on Neonatal Acquisition of Group B Streptococci.」 The 

Journal of Pediatrics. 190: 169-173 2017 

2) Fujio Y, Kojima K, Hashiguchi M, Wakui M, Murata M, Amagai M, Yamagami J.「Validation of 

chemiluminescent enzyme immunoassay in detection of autoantibodies in pemphigus and pemphigoid.」 

J Dermatol Sci, 85(3): 208-215 2017 

3) 板橋 裕史 , 村田 光繁「1336 専門家による私の治療 2017-2018 年度版」pp290-291 日本医事新報社 2017 

4) 菊池 春人 , 櫻林 郁之助「今日の臨床検査 2017/2018」尿検査、便検査、喀痰検査 南江堂 2017 

5) 菊池 春人 , 国試対策問題編集委員会「レビューブック必修・禁忌 第 4 版」検査の基本 メディックメディア 

2017 

6) 三ツ橋 雄之「血液細胞形態アトラス」日本衛生検査所協会 2017 

7) 三ツ橋 雄之「血液内科グリーンノート」II. 血液疾患の診断に必要な形態アトラス 1. 末梢血・骨髄塗抹

標本 ; p5-p17 中外医学社 2017 

8) 三ツ橋 雄之「メディカルスタッフのための白血病診療ハンドブック」Chapter 3 白血病の形態診断と検査

技師の果たす役割 ; p39-p48 中外医学社 2017 
 

■  原著論文、総説、解説等  
 

1) Azuma K, Osawa Y, Tabata S, Katsukawa F, Ishida H, Oguma Y, Kawai T, Itoh H, Okuda H, Oguchi 

S, Ohta A, Kikuchi H, Murata M, Matsumoto H「Decrease in regional body fat after long-term high- 

intensity interval training.」The Journal of Physical Fitness and Sports Medicine. 6(2): 103-110 

2017 

2) Matsumoto M, Fujimura Y, Wada H, Kokame K, Miyakawa Y, Ueda Y, Higasa S, Moriki T, Yagi H, Miyata T, 

Murata M「Diagnostic and treatment guidelines for thrombotic thrombocytopenic purpura (TTP) 2017 

in Japan.」Int J Hematol. 106(1):3-15 2017 

3) Uwamino Y, Sugita K, Iwasaki E, Fujiwara H, Nishimura T, Hasegawa N, Iwata S,「The First Case 

Report of Acute Cholangitis and Bacteremia Due to Neisseria subflava」Intern Med 2017 

4) Nakagawa T, Hirayama S, Watanabe T, Yokomura M, Kohno M, Sato T, Bujo H, Sato A, Murata M, Miida T; 

JSCC Kanto Study Group,「Triglyceride concentrations should be measured after elimination of free 

glycerol to exclude interindividual variations due to adiposity and fasting status」Clin Chem Lab 

Med 2017 

5) Kakefuda Y, Hayashida K, Yamada Y, Yashima F, Inohara T, Yanagisawa R, Tanaka M, Arai T, Kawakami 

T, Maekawa Y, Tsuruta H, Itabashi Y, Murata M, Sano M, Okamoto K, Yoshitake A, Shimizu H, Jinzaki 

M, Fukuda K「Impact of Subclinical Vascular Complications Detected by Systematic Postprocedural 

Multidetector Computed Tomography After Transcatheter Aortic Valve Implantation Using Balloon-

Expandable Edwards SAPIEN XT Heart Valve」Am J Cardiol 2017 

6) Ebara Y, Morozumi M, Sato M, Moritoki N, Toyofuku M, Takata M, Murata M, Ubukata K, Iwata S, 

「Enhancement of bactericidal activity against group B streptococci with reduced penicillin 

susceptibility by uptake of gentamicin into cells resulting from combination with β -lactam 

antibiotics」J Infect Chemother 2017 

7) Maeda T, Fukunaga K, Nagata H, Haraguchi M, Kikuchi E, Miyajima A, Yamasawa W, Shirahama R, Narita 

M, Betsuyaku T, Asano K, Oya M,「Obstructive sleep apnea syndrome should be considered as a cause 

of nocturia in younger patients without other voiding symptoms」Can Urol Assoc J 2017 
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8) Amano N, Narumi S, Hayashi M, Takagi M, Imai K, Nakamura T, Hachiya R, Sasaki G, Homma K, Ishii T, 

Hasegawa T,「Genetic defects in pediatric-onset adrenal insufficiency in Japan」Eur J Endocrinol 

2017 

9) Yanagihara K, Watanabe A, Aoki N, Matsumoto T, Yoshida M, Sato J, Wakamura T, Sunakawa K, Kadota 

J, Kiyota H, Iwata S, Kaku M, Hanaki H, Ohsaki Y, Fujiuchi S, Takahashi M, Takeuchi K, Takeda 

H, Ikeda H, Miki M, Nakanowatari S, Takahashi H, Utagawa M, Nishiya H, Kawakami S, Morino E, 

Takasaki J, Mezaki K, Chonabayashi N, Tanaka C, Sugiura H, Goto H, Saraya T, Kurai D, Katono 

Y, Inose R, Niki Y, Takuma T, Kudo M, Ehara S, Sato Y, Tsukada H, Watabe N, Honma Y, Mikamo 

H, Yamagishi Y, Nakamura A, Ohashi M, Seki M, Hamaguchi S, Toyokawa M, Fujikawa Y, Mitsuno N, 

Ukimura A, Miyara T, Nakamura T, Mikasa K, Kasahara K, Ui K, Fukuda S, Nakamura A, Morimura M, 

Yamashita M, Takesue Y, Wada Y, Sugimoto K, Kusano N, Nose M, Mihara E, Kuwabara M, Doi M, Watanabe 

Y, Tokuyasu H, Hino S, Negayama K, Mukae H, Kawanami T, Ota T, Fujita M, Honda J, Hiramatsu K, 

Aoki Y, Fukuoka M, Magarifuchi H, Nagasawa Z, Kaku N, Fujita J, Higa F, Tateyama M,「Nationwide 

surveillance of bacterial respiratory pathogens conducted by the surveillance committee of 

Japanese Society of Chemotherapy, the Japanese Association for Infectious Diseases, and the 

Japanese Society for Clinical Microbiology in 2012: General v」J Infect Chemother 23(9):587-597 

2017 

10) Nishimura T, Tamizu E, Uno S, Uwamino Y, Fujiwara H, Nishio K, Nakano Y, Shiono H, Namkoong H, 

Hoshino Y, Iwata S, Hasegawa N,「hsa-miR-346 is a potential serum biomarker of Mycobacterium 

avium complex pulmonary disease activity」J Infect Chemother 2017 

11) Yagi K, Ishii M, Namkoong H, Asami T, Iketani O, Asakura T, Suzuki S, Sugiura H, Yamada Y, 

Nishimura T, Fujiwara H, Funatsu Y, Uwamino Y, Kamo T, Tasaka S, Betsuyaku T, Hasegawa N,「The 

efficacy, safety, and feasibility of inhaled amikacin for the treatment of difficult-to-treat 

non-tuberculous mycobacterial lung diseases」BMC Infect Dis 2017 

12) Kurosawa H, Saisho Y, Fukunaga K, Haraguchi M, Yamasawa W, Kurihara I, Betsuyaku T, Itoh H, 

「Association between severity of obstructive sleep apnea and glycated hemoglobin level in 

Japanese individuals with and without diabetes」Endocr J 2017 

13) Maeda T, Kikuchi E, Hasegawa M, Homma K, Ando T, Suzuki K, Kaneko G, Mizuno R, Miyajima A, Oya M, 

「Influence of dutasteride treatment on serum hormone levels and aging male symptoms in patients 

with benign prostatic enlargement」Int J Urol 2017 

14) Toyofuku M, Morozumi M, Hida M, Satoh Y, Sakata H, Shiro H, Ubukata K, Murata M, Iwata S,「Effects 

of Intrapartum Antibiotic Prophylaxis on Neonatal Acquisition of Group B Streptococci」J Pediatr 

2017 

15) Yagi K, Morimoto K, Ishii M, Namkoong H, Okamori S, Asakura T, Suzuki S, Asami T, Uwamino Y, 

Funatsu Y, Fujiwara H, Kamata H, Nishimura T, Betsuyaku T, Kurashima A, Hasegawa N,「Clinical 

characteristics of pulmonary Mycobacterium lentiflavum disease in adult patients」Int J Infect 

Dis 2017 

16) Kamata H, Asakura T, Suzuki S, Namkoong H, Yagi K, Funatsu Y, Okamori S, Uno S, Uwamino Y, 

Fujiwara H, Nishimura T, Ishii M, Betsuyaku T, Hasegawa N,「Impact of chronic Pseudomonas 

aeruginosa infection on health-related quality of life in Mycobacterium avium complex lung disease」

BMC Pulm Med 2017 

17) 村田 満「《特集》血栓止血の臨床化学」臨床化学 Vol.46 No.2 P94 2017 

18) 伊藤 万里子 , 加野 象次郎 , 中川 央充 , 菊池 春人 , 柴田 綾子 , 太田 敦美 , 早川 富夫 , 小川 寿代 ,谷 章江 , 武田 

裕子 , 小山 博史 , 石橋 みどり , 山崎 勝巳 , 村田 満「パニック値の設定と運用に関する施設間差の現状 慶

應義塾大学関連病院におけるアンケート調査の結果」臨床病理 2017 

19) 大平 賢太郎 , 藤森 祐多 , 片桐 尚子 , 清水 長子 , 三ツ橋 雄之 , 涌井 昌俊 , 村田 満「Xa 阻害薬の PT、APTT 

と抗 Xa 活性測定法によるモニタリングの有用性検討」日本検査血液学会雑誌 2017 

20) 村田 満「スポーツを支える歯科医療 ROAD TO 2020 プロスポーツ選手の口腔の実際」DENTAL DIAMOND 

2017 

21) 上條 裕美子 , 服部 桜 , 野口 昌代 , 大野 明美 , 清水 長子 , 柴田 綾子 , 菊池 春人 , 村田 満「自己血糖測定器「ニ

プロ TRUEpico」の基礎的検討」日本臨床検査自動化学会会誌 42(1):65-75 2017 
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22) 石澤 毅士「【一般検査ベーシックマスター】( 第 2 部 ) 一般検査の 「質」を保つ Tips & Techniques 

(Situation 2) 検査の実施 糞便検査 ココがポイント ! 便潜血検査」検査と技術 2017 

23) 石澤 毅士「【一般検査ベーシックマスター】( 第 2 部 ) 一般検査の 「質」を保つ Tips & Techniques 

(Situation 2) 検査の実施 糞便検査 便の一般的性状から病態を読み解く」検査と技術 2017 

24) 村上 紘一 , 森 毅彦 , 加藤 淳 , 清水 隆之 , 小橋 澄子 , 櫻井 政寿 , 杉田 香代子 , 長谷川 直樹 , 村田 満 , 

岡本 真一郎「造血器腫瘍治療中の好中球減少期に生じた Capnocytophaga species による菌血症」臨床血液 

2017 

25) 菊池 春人「【CBC だけじゃない凝固・線溶系もできる POCT- 家庭医家や在宅診療にも活用されている CBC と凝

固・線溶系検査を知ろう !-】その CBC データ大丈夫 ? 末梢血検査の病態外変動を考える」医療と検査機

器・試薬 2017 

26) 涌井 昌俊 , 藤森 祐多 , 片桐 尚子「【血栓止血の臨床化学】凝固検査を化学する」臨床化学 2017 

27) 片桐 尚子「【臨床検査スターターズガイド】(2 章 ) 検査室 Q&A 血液 液状抗凝固剤の採血管の採血量は ,ど

の程度から影響を受けるのでしょうか ?」臨床検査 増刊号 61(4):404-406 2017 

28) 片桐 尚子「【臨床検査スターターズガイド】(2 章 ) 検査室 Q&A 血液 凝固検査検体は , 遠心条件によって

結果が異なるのでしょうか ?」臨床検査 61(4):407-409 2017 

29) 片桐 尚子「【臨床検査スターターズガイド】(2 章 ) 検査室 Q&A 血液 凝固検査において , ヘマトクリット

の影響はどのように受けるのでしょうか ?」臨床検査 増刊号 61(4):412-413 2017 

30) 服部 桜「【臨床検査スターターズガイド】（2 章）検査室 Q&A 採血 採血管の使用順序を守ることは、なぜ

必要なのでしょうか？」臨床検査 61(4):368-369 2017 

31) 中川 央充「【臨床検査スターターズガイド】(2 章 ) 検査室 Q&A 生化学・免疫 トレーサビリティ体系図に

ついて , 上位標準物質の不確かさの大きさがもたらす影響とは , どのようなものでしょうか ?」臨床検査 2017 

32) 酒井 昭子「【臨床検査スターターズガイド】(2 章 ) 検査室 Q&A 生化学・免疫 プロゾーンの原因と確認方

法 , また , その対策について教えてください」臨床検査 61(4):460-461 2017 

33) 藏藤 利暢「【臨床検査スターターズガイド】(2 章 ) 検査室 Q&A 生化学・免疫 非特異反応の確認方法 ( 吸収

試験 ) と , 別抗体による確認方法について教えてください」臨床検査 2017 

34) 松本 雅則 , 藤村 吉博 , 和田 英夫 , 小亀 浩市 , 宮川 義隆 , 上田 恭典 , 日笠 聡 , 森木 隆典 , 八木秀男, 宮田 敏

行, 村田 満, 難治性疾患等政策研究事業「血液凝固異常症に関する調査研究班」TTP グループ「血栓性血小

板減少性紫斑病 (TTP) 診療ガイド 2017」臨床血液 2017 

35) 橋田 里妙 , 小橋 澄子 , 加藤 淳 , 菊池 拓 , 櫻井 政寿 , 外山 高朗 , 甲田 祐也 , 山根 裕介 , 安部 涼平 , 清水 隆

之 , 山崎 理絵 , 三ツ橋 雄之 , 村田 満 , 岡本 真一郎 , 森 毅彦「単一施設における日本人慢性リンパ性白血病

患者の後方視的検討」臨床血液 2017 

36) 菊池 春人「尿検査からわかること 尿検査からわかる腎・泌尿器以外の疾患・病態」日本臨床検査自動化学

会会誌 2017 

37) 柴田 綾子「【ISO 15189 取得簡易マニュアル】ISO 15189 の目的と規格の要求」臨床検査 61(5) 2017 

38) 青木 絵美「みんなどうしてる ? 精度管理 ISO 15189 認定施設の取り組みについて」東京都医学検査 

45(2):116-120 2017 

39) 一寸木 昌波 , 服部 桜 , 大野 明美 , 山方 純子 , 野口 昌代 , 清水 長子 , 柴田 綾子 , 菊池 春人 , 村田 満「自己血

糖測定器「メディセーフフィットスマイル」の基礎的検討」日本臨床検査自動化学会会誌 42(3):233-241 

2017 

40) 澤田 朝寛 , 常名 政弘 , 山本 剛正 , 春日 加奈子 , 藤巻 慎一 , 三島 清司 , 杉山 昌晃 , 三宅 一徳 , 田

部 陽子 , 三ツ橋 雄之 , 土屋 達行 , WebPRO ワーキンググループ「Cella Vision Proficiency 

Software(WebPRO) を用いた血液形態学検査 e- ラーニングの試み」日本検査血液学会雑誌 2017 

41) 菊池 春人「臨床検査専門医がコッソリ教える… 検査の Tips!( 第 6 回 ) 脱水があるのに UN/Cr が上昇し

ない理由は ?」レジデントノート 2017 
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42) 江口 千尋 , 野口 昌代 , 早川 富夫 , 那須野 裕子 , 太田 敦美 , 清水 長子 , 柴田 綾子 , 菊池 春人 ,村田 満「ハ

ンディータイプ血液ガス分析装置「エポック」を用いた 「エポック用測定カード C-plus」の性能評価」日

本臨床検査自動化学会会誌 2017 

43) 昆 亜紀子, 上遠野 保裕「検査説明Q&A 結核菌と非結核性抗酸菌の鑑別はどのようにしたらよいですか?」 

臨床検査 2017 

44) 三ツ橋 雄之「【新鮮血を用いた血算の外部精度管理】日本衛生検査所協会の精度管理調査における新鮮血 

サーベイ」臨床検査 2017 

45) 菊池 春人「【知っておきたい ! 臨床検査機器の安全管理とトラブルシューティング】POCT  尿分析装置」 

Medical Technology 2017 

46) 菊池 春人「【臨床検査の最前線 - 将来の検査を展望する】総論 臨床検査の将来 POCT(point of care 

testing)」医学のあゆみ 2017 

47) 片桐 尚子 , 近藤 直美 , 荒井 智子 , 清水 長子「【臨床検査技師のための whole slide image(WSI/ バーチ

ャルスライド ) 活用法】検査室における WSI( バーチャルスライド ) 活用の実際 血液検査」Medical 

Technology 44(2) 146-150 2017 

48) 三ツ橋 雄之「日本衛生検査所協会の精度管理調査における新鮮血サーベイ」臨床検査 61(12):1527-1530 

2017 
 

■  学会発表、講演、その他  

1) Murata M, Kawakami T, Kataoka M, Minakata Y, Endo J, Tsuruta H, Itabashi Y, Maekawa Y, Fukuda K, 

Murata M 「 Riociguat ameliorates right ventricular function in patients with pulmonary 

hypertension.」European Society of Cardiology Congress 2017 

2) Tsugu T, Murata M, Kawakami T, Kataoka M, Minakata Y, Tsuruta H, Itabashi Y, Maekawa Y, Mitamura 

H, Fukuda K「Right ventricular strain preeicts exercise tolerance after balloon pulmonary 

angioplasty in patients with pulmonary hypertension.」European Society of Cardiology Congress 

2017 

3) Moriyama H, Tsugu T, Murata M, Kawakami T, Kataoka M, Minakata Y, Endo J, Tsuruta H, Itabashi Y, 

Fukuda K「Right ventricular diastolic strain rate reflects right ventricular diastolic function 

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

Congress 2017 

4) Tsugu T, Murata M, Minakata Y, Endo J, Tsuruta H, Itabashi Y, Mitamura H, Fukuda K「Long-term 

outcome of different time courses due to various valve formation in 3 cases of quadricuspid aortic 

valve.」28th Ameriacn Society of Echocardigraphy Annual scientific meeting 2017 

5) Nakagawa T, Wakui M, Murata M「Improvement of DNA methylation quantitation method with LC-MS/MS 

by optimization reaching a breakthrough.」The 69th American Association for Clinical Chemistry 

(AACC) 2017 

6) Fujimori Y, Madoiwa S, Shinohara N, Eda C, Shinohara S, Arai N, Wakui M, Murata M「Evaluations 

of the activated partial thromboplastin time-based one-stage clot assays for monitoring of half- 

life extended factors VIII and IX formulations.」The 26th International Society on Thrombosis and 

Haemostasis (ISTH) Congress (ISTH2017) 2017 

7) Fujimori Y, Wakui M, Katagiri H, Kondo Y, Nakamura S, Shimizu N, Murata M「Clot waveform analysis 

of activated partial thromboplastin time measurement curves reveals how direct oral anticoagulants 

impact in vitro coagulation.」The 26th International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH) 

Congress (ISTH2017) 2017 

8) 小野 裕之 , 沼倉 周彦 , 堤 誠司 , 本間 桂子 , 長谷川 奉延 , 加藤 芙弥子 , 藤澤 泰子 , 緒方 勤「出生前診断され

た POR 異常症男児におけるアンドロゲン産生の特徴」第 21 回日本生殖内分泌学会 2017 

9) 上蓑 義典 , 長谷川 直樹 , 猪瀬 里夏 , 青木 渉 , 永田 美香 , 荒 美幸 , 昆 亜紀子 , 上遠野 保裕 , 宇野 俊介 , 岩

田 敏 , 村田 満「カンジダ血症における Care Bundle「ACTIONs BUNDLE 2014」チェックリストの有効性の

検討」第 27 回日本臨床微生物学会総会・学術集会 2017 
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10) 上蓑 義典 , 高野 八百子 , 河西 貴子 , 藤原 宏 , 新庄 正宜 , 長谷川 直樹 , 岩田 敏「病院職員における複数

発生につながった職員子女向け保育所における流行性角結膜炎 (EKC) アウトブレイクの事例」第 32回日本

環境感染学会総会 2017 

11) 八木 一馬, 南宮 湖, 朝倉 崇徳, 鈴木 翔二, 岡森 慧, 上蓑 義典, 浅見 貴弘, 舩津 洋平, 藤原 宏,鎌田 

浩史 , 西村 知泰 , 石井 誠 , 長谷川 直樹「過敏性肺炎様の陰影を伴い増悪した肺 Mycobacterium avium 

complex 症の一例」第 171 回日本結核病学会関東支部学会・第 223 回日本呼吸器学会北海道支部学会 2017 

12) 青木 絵美「みんなどうしてる？？精度管理 － ISO 15189 認定施設の取り組みについて－」都臨技臨床検査

情報システム研究班 2017 

13) 荒井 智子「「当検査室におけるマルチカラーの取り組みと」～ 2 カラー法からの脱却を目指して～」BDFACSク
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