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  2019年 - 著書・原著論文・総説・解説・学会発表・講演  

■  著書  
 

1) 菊池 春人 , 山田 俊幸 , 前川 真人「がんの臨床検査ハンドブック」第 1 章がんと日常的検査 2 一般検査日

本医事新報社 2019 
 

■  原著論文、総説、解説等  

1) Tozawa K, Ono-Uruga Y, Yazawa M, Mori T, Murata M, Okamoto S, Ikeda Y, Matsubara Y「Megakaryocytes 

and platelets from a novel human adipose tissue-derived mesenchymal stem cell line.」Blood . 

133(7):633-643 2019 

2) Ando K, Shimada K, Yamazaki T, Uchiyama S, Uemura Y, Ishizuka N, Teramoto T, Oikawa S, Sugawara 

M, Murata M , Yokoyama K, Ikeda Y「Japanese Primary Prevention Project (JPPP) Study Group: 

Influence of blood pressure on the effects of low-dose asprin in elderly patients with multiple 

atherosclerotic risks」J Hypertens 37(6):1301-1307 2019 

3) Takamiya A, Hirano J, Yamagata B, Takei S, Kishimoto T, Mimura M,「Electroconvulsive Therapy 

Modulates Resting-State EEG Oscillatory Pattern and Phase Synchronization in Nodes of the Default 

Mode Network in Patients With Depressive Disorder」Front Hum Neurosci 2019 

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

in 3 cases of quadricuspid aortic valve, using a new classification system: A case series and 

literature review」Echocardiography 2019 

5) Kimura M, Kohno T, Kawakami T, Kataoka M, Hiraide T, Moriyama H, Isobe S, Tsugu T, Itabashi Y, 

Murata M, Yuasa S, Fukuda K,「Shortening Hospital Stay Is Feasible and Safe in Patients With 

Chronic Thromboembolic Pulmonary Hypertension Treated With Balloon Pulmonary Angioplasty」Can J 

Cardiol 2019 

6) Tsugu T, Nagatomo Y, Nakajima Y, Kageyama T, Endo J, Itabashi Y, Kawakami T,「Biventricular 

takotsubo cardiomyopathy with asymmetrical wall motion abnormality between left and right 

ventricle: a report of new case and literature review」J Echocardiogr 2019 

7) Kobayashi K, Asakura T, Kawada I, Hasegawa H, Chubachi S, Ohara K, Kuramoto J, Sugiura H, Fujishima 

S, Iwata S, Umeyama T, Katano H, Uwamino Y, Miyazaki Y, Kamei K, Hasegawa N, Betsuyaku T, 

「Disseminated histoplasmosis from a calcified lung nodule after long-term corticosteroid therapy 

in an elderly Japanese patient: A case report」Medicine (Baltimore) 2019 

8) Moriyama H, Murata M, Kataoka M, Kawakami T, Endo J, Kohno T, Itabashi Y, Seo Y, Iwao Y, Fukuda K, 

「Right Ventricle-Specific Three-Dimensional Wall Motion Tracking for Visualization of Regional 

Wall Motion Abnormality in Patients With Pulmonary Arterial Hypertension」Circ Cardiovasc Imaging 

2019 

9) Hashimoto M, Iketani O, Ichinose N, Enoki Y, Taguchi K, Uno S, Uwamino Y, Hasegawa N, Matsumoto K, 

「Evaluation for optimal dosing of vancomycin in patients with different physical types」J Infect 

Chemother 2019 

10) Asakura T, Suzuki S, Fukano H, Okamori S, Kusumoto T, Uwamino Y, Ogawa T, So M, Uno S, Namkoong 

H, Yoshida M, Kamata H, Ishii M, Nishimura T, Hoshino Y, Hasegawa N,「Sitafloxacin-Containing 

Regimen for the Treatment of Refractory Mycobacterium avium Complex Lung Disease」Open Forum 

Infect Dis 2019 

11) Sasaki G, Ishii T, Hori N, Amano N, Homma K, Sato S, Hasegawa T,「Effects of pre- and post- 

pubertal dihydrotestosterone treatment on penile length in 5 α -reductase type 2 deficiency」 

Endocr J 2019 
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12) Yanagihara K, Matsumoto T, Aoki N, Sato J, Wakamura T, Kiyota H, Tateda K, Hanaki H, Ohsaki Y, 

Fujiuchi S, Takahashi M, Akiba Y, Masunaga S, Takeuchi K, Takeda H, Miki M, Kumagai T, Takahashi H, 

Utagawa M, Nishiya H, Kawakami S, Ishigaki S, Kobayasi N, Takasaki J, Mezaki K, Iwata S, Katouno 

Y, Inose R, Niki Y, Kawana A, Fujikura Y, Kudo M, Hirano T, Yamamoto M, Miyazawa N, Tsukada H, 

Aso S, Yamamoto Y, Iinuma Y, Mikamo H, Yamagishi Y, Nakamura A, Ohashi M, Kawabata A, Sugaki Y, 

Seki M, Hamaguchi S, Toyokawa M, Kakeya H, Fujikawa Y, Mitsuno N, Ukimura A, Miyara T, Hayasi M, 

Mikasa K, Kasahara K, Koizumi A, Korohasi N, Matumoto T, Yosimura Y, Katanami Y, Takesue Y, 

Wada Y, Sugimoto K, Yamamoto T, Kuwabara M, Doi M, Simizu S, Tokuyasu H, Hino S, Negayama K, 

Mukae H, Kawanami T, Yatera K, Fujita M, Kadota J, Hiramatsu K, Aoki Y, Magarifuchi H, Oho M, 

Morinaga Y, Suga M, Muranaka H, 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 2014: General v」J Infect Chemother 25(9):657-668 2019 

13) Otsuka K, Fukunaga K, Wakako Y, Haraguchi M, Tani T, Shirahama R, Betsuyaku T,「Factors associated 

with improvements in subjective symptoms of obstructive sleep apnea syndrome after continuous 

positive airway pressure therapy」Sleep Breath 2019 

14) Wakui M, Fujimori Y, Nakamura S, Kondo Y, Kuroda Y, Oka S, Nakagawa T, Katagiri H, Murata M, 

「Distinct features of bivalent direct thrombin inhibitors, hirudin and bivalirudin, revealed by 

clot waveform analysis and enzyme kinetics in coagulation assays」J Clin Pathol 2019 

15) Uwamino Y, Kubota H, Sasaki T, Kosaka A, Furuhashi M, Uno S, Kudoh J, Murata M, Hasegawa 

N,「Recovery of FRI-5 carbapenemase at a Japanese hospital where FRI-4 carbapenemase was 

discovered」J Antimicrob Chemother 2019 

16) Oishi K, Ito T, Sakonishi D, Uchida K, Sekine M, Negi M, Kobayashi D, Miura K, Akashi T, Eishi Y, 

「Cancer gland rupture as a potential risk factor for lymph node metastasis in early colorectal 

adenocarcinoma with deep submucosal invasion」Histopathology 2019 

17) Nakagawa T, Wakui M, Hayashida T, Nishime C, Murata M,「Intensive optimization and evaluation of 

global DNA methylation quantification using LC-MS/MS」Anal Bioanal Chem 2019 

18) Uwamino Y, Nishimura T, Sato Y, Tamizu E, Uno S, Mori M, Fujiwara H, Kawabe H, Murata M, Hasegawa 

N,「Showering is associated with Mycobacterium avium complex lung disease: An observational study 

in Japanese women」J Infect Chemother 2019 

19) Utsunomiya H, Itabashi Y, Kobayashi S, Rader F, Siegel RJ, Shiota T,「Clinical Impact of Size, 

Shape, and Orientation of the Tricuspid Annulus in Tricuspid Regurgitation as Assessed by Three- 

Dimensional Echocardiography」J Am Soc Echocardiogr 2019 

20) Uwamino Y, Sakai A, Nishimura T, Noguchi M, Uno S, Fujiwara H, Mori M, Wakui M, Murata M, Hasegawa 

N,「Effect of refrigeration of blood samples in lithium-heparin tubes on QuantiFERON TB Gold Plus 

test result」J Infect Chemother 2019 

21) Uwamino Y, Nishimura T, Sato Y, Tamizu E, Asakura T, Uno S, Mori M, Fujiwara H, Ishii M, Kawabe 

H, Murata M, Hasegawa N,「Low serum estradiol levels are related to Mycobacterium avium complex 

lung disease: a cross-sectional study」BMC Infect Dis 19(1):1055 2019 

22) Mori T, Kikuchi T, Kato J, Koda Y, Sakurai M, Kikumi O, Inose R, Murata M, Hasegawa N, Nakayama H, 

Yamazaki R, Okamoto S,「Seasonal changes in indoor airborne fungal concentration in a hematology 

ward」J Infect Chemother 26:363-366 2019 

23) Wakui M, Fujimori Y, Katagiri H, Nakamura S, Kondo Y, Kuroda Y, Nakagawa T, Shimizu N, Murata M, 

「Assessment of in vitro effects of direct thrombin inhibitors and activated factor X inhibitors 

through clot waveform analysis」J Clin Pathol 72(3):244-250 2019 

24) Wakui M, Kawai K, Mizushima T, Nishime C, Serizawa A, Suemizu H, Asakura K, Yamauchi Y, Hayashida 

T, Suematsu M, Murata M,「Fatty Acid β -Oxidation-dependent and -independent Responses and Tumor 

Aggressiveness Acquired Under Mild Hypoxia」Anticancer Res 39(1):191-200 2019 

25) 村田 満「新しい医療を支える検査の力 血栓止血学研究を通じて学んだこと」臨床病理 (0047-1860)67 巻 1 号 

Page65 2019 
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26) 村田 満「UK プライマリケアにおいて行われた検査数 2015 年は 2000 年の 3.3 倍に著増 医師の負担と医療費の増

加を示唆 日本でも大きな課題 世界の医学誌から」The Mainichi Medical Journal 2019 June Vol.15 No.3 

27) 谷田部 陽子 , 三ツ橋 雄之「白血球増多を認め紹介された一例」日本検査血液学会誌 20(2):275-282 2019 

28) 山澤 稚子 , 福永 興壱「FORUM 検査 睡眠時無呼吸症候群に関する検査 診断と検査の進めかた ( 第 1

回 )」プラクティス 2019 

29) 山澤 稚子 , 福永 興壱「検査 睡眠時無呼吸症候群に関する検査 簡易睡眠検査 ( 第 2 回 )」プラクティス 

2019 

30) 山澤 稚子 , 福永 興壱「検査 睡眠時無呼吸症候群に関する検査 終夜ポリソムノグラフィー ( 第 3 回 )」 

プラクティス 2019 

31) 宿谷 賢一 , 菊池 春人「尿沈渣検査法 JCCLS GP1-P4 の未掲載成分」検査と技術 2019 

32) 上蓑 義典「臨床検査専門医がコッソリ教える… 検査の Tips!( 第 22 回 ) Gram Ghost グラム染色の

幻 !?」レジデントノート 2019 

33) 菊池 春人「UN/Cr( 尿素窒素 / クレアチニン ) 比の低下の原因は ? 尿素の産生量が少ない、筋肉量が多い、尿素の

再吸収障害など」日本医事新報 2019 

34) 片桐 尚子 , 菊池 春人「プレアナリシスにおける自動血球分析のピットフォール」日本臨床検査自動化学

会会誌 44(2):146-150 2019 

35) 藤森 祐多 , 涌井 昌俊 , 村田 満「【血栓塞栓症の防止対策 - 抗凝固療法の最近の動向】Key words 静脈血栓

症と臨床検査」カレントテラピー 2019 

36) 菊池 春人「採血の時に 「グー、パー」したらなぜいけないの ?」Kameraden 2019 

37) 涌井 昌俊「【検査項目と異常値からみた - 緊急・重要疾患レッドページ】(1 章 ) 全身疾患  出血性素因」 

臨床検査 2019 

38) 片桐 尚子 , 菊池 春人「血球分析の進歩と標準化 プレアナリシスにおける自動血球分析のピットフォー

ル」日本臨床検査自動化学会会誌 2019 

39) 青木 絵美 , 酒井 昭子 , 堀井 康司 , 太田 敦美 , 野口 昌代 , 大野 明美 , 柴田 綾子 , 涌井 昌俊 , 菊池 春人 , 村

田 満「尿蛋白分画測定装置の比較検討」臨床病理 67(4):309-314 2019 

40) 谷田部 陽子 , 荒井 智子 , 片桐 尚子 , 柴田 綾子 , 清水 長子 , 三ツ橋 雄之 , 涌井 昌俊 , 村田 満「リンパ球サブセ

ットにおける CD3 陽性と CD4 陽性 +CD8 陽性の乖離に関する解析」臨床病理 67(5):443-448 2019 

41) 村田 満「【指定難病ペディア 2019】個別の指定難病 血液系 特発性血小板減少性紫斑病 [ 指定難病 63]」 

日本医師会雑誌 2019 

42) 峯 秀樹 , 荒木 みどり , 武井 茂樹「レビー小体病にてんかんを合併した 4 例」高松赤十字病院紀要 6 巻： 

34-38 2019 

43) 千葉 雄太 , 荒木 みどり , 峯 秀樹 , 武井 茂樹「無呼吸発作を生じた側頭葉てんかんの 2 例」高松赤十字病

院紀要 6 巻:52-57 2019 

44) 谷田部 陽子 , 三ツ橋 雄之「血液形態診断のためのケースカンファレンス 白血球増多を認め紹介された一

例」日本検査血液学会雑誌 2019 

45) 板橋 裕史「僧帽弁逆流の成因」超音波医学 2019 

46) 菊池 春人「【イチから学ぶ CKD・AKI と臨床検査】CKD・AKI の臨床検査 CKD・AKI における尿一般検査の

意義」Medical Technology 2019 

47) 本間 桂子 , 涌井 昌俊「質量分析検査診断学 2018 update マーカー探索から検査室における活用まで 

GC-MS を用いた臨床検査における留意点 尿ステロイドプロフィル検査の経験から」臨床病理 2019 

48) 中川 央充 , 涌井 昌俊「質量分析検査診断学 2018 update マーカー探索から検査室における活用まで 

LC-MS/MS の臨床検査への可能性と課題」臨床病理 2019 

49) 柏木 浩和 , 桑名 正隆 , 羽藤 高明 , 高蓋 寿朗 , 藤村 欣吾 , 倉田 義之 , 村田 満 , 冨山 佳昭 , 厚生労働省難治性

疾患政策研究事業血液凝固異常症等に関する研究班「ITP 治療の参照ガイド」作成委員会「成人特発性血小

板減少性紫斑病治療の参照ガイド 2019 改訂版」臨床血液 2019 
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50) 上蓑 義典 , 長谷川 直樹「【現代の非結核性抗酸菌症】非結核性抗酸菌による血流感染症」臨床検査 2019 

51) 片桐 尚子 , 涌井 昌俊「【抗血小板薬 , 抗凝固薬のすべて】血小板機能異常 , 凝固異常時に使用する検査適切

な選択とその結果の解釈」Hospitalist 2019 

52) 片桐 尚子 , 涌井 昌俊「血小板機能異常、凝固異常時に使用する検査とその解釈」メディカル・サイエンス・イ

ンターナショナル 7(3):537-550 2019 

53) 松本 龍門 , 三山 寛司 , 秋田 敬太郎 , 白石 泰之 , 勝俣 良紀 , 板橋 裕史 , 荒井 隆秀 , 鶴田 ひかる ,湯浅 慎介 , 河

野 隆志 , 前川 裕一郎 , 村田 光繁 , 福田 恵一「経皮的中隔心筋焼灼術施行後に左室流出路狭窄が再燃し再

焼灼にて治療し得た閉塞性肥大型心筋症の 1 症例」心臓 2019 

54) 涌井 昌俊 , 藤森 祐多 , 岡 周作 , 片桐 尚子「古くて新しい凝固波形解析 抗凝固薬の試験管内評価への応

用」臨床病理 2019 

55) 坂場 幸治 , 高見 昭良 , 山本 慶和 , 大畑 雅彦 , 宮地 勇人 , 三ツ橋 雄之 , 稲葉 亨 , 三島 清司 , 新保 敬 , 野中 恵

美 , 三浦 玲子 , 久保田 浩 , 稲田 孝 , 榎本 めぐみ , 西浦 明彦 , 喜納 勝成 , 常名 政弘 , 滝野 寿 , 渡邉 眞一郎 , 

通山 薫「血球形態標準化小委員会報告 2019 年の提言」日本検査血液学会雑誌 2019 

56) 上蓑 義典 , 村中 清春「病院検査室におけるカルバペネマーゼ産生菌の検出法について 選択培地や感受性

でのスクリーニングと表現型・遺伝子型での確認を組み合わせて実施」日本医事新報 2019 

57) 菊池 春人「【糖尿病関連検査の動向】POCT の現状」臨床検査 2019 

58) 鈴木 大介 , 上蓑 義典「Bacteroides 属菌血症の感染巣、患者背景や治療のポイントは ? 腹腔内や皮膚軟部

組織の混合感染を想定し、ドレナージと抗菌薬で治療する」日本医事新報 2019 

59) 柴田 綾子「医療法等の一部改正によりPOCT などの検査においても精度の確保の義務化」Blauw( ブラウ) No.04 

2019 
 

■  学会発表、講演、その他  

1) Uwamino Y, Nishimura T, Sato Y, Tamizu E, Uno S, Mori M, Murata M, Hasegawa N「Low serum 

estradiol levels in postmenopausal women with Mycobacterium avium complex pulmonary disease.」 

21st U.S. 2019 

2) Ozaki Y, Wakui M, Fujimori Y, Nakamura S, Kondo Y, Oka S, Nakagawa T, Katagiri H, Murata M「Effects 

of polyphosphate on clotting reaction triggered by activated partial thromboplastin time assay 

reagents.」The XXXIInd International Symposium on Technical Innovations in Laboratory Hematology 

(ISLH 2019) 2019 

3) Fujimori Y, Wakui M, Ozaki Y, Nakamura S, Kondo Y, Oka S, Nakagawa T, Katagiri H, Murata M 

「Assessment of in vitro effects of bivalent direct thrombin inhibitors, hirudin and bivalirudin, 

through clot waveform analysis of the activated partial thromboplastin time measurement 

and enzyme kinetics in the Clauss fibrinogen measurement.」The 27th International Society on 

Thrombosis and Haemostasis (ISTH) Congress (ISTH2019) 2019 

4) Nagasaki K, Takase K, Tani T, Nyuzuki H, Ogawa Y, Numakura C, Homma K, Hasegawa T「11-oxygenated 

androgens may be related to the virilization of female external genitalia due to the maternal 

androgen-producing adrenal tumor.」58th Annual Meeting of the European Society for Paediatric 

Endocrinology 2019 

5) 藤森 祐多 , 涌井 昌俊 , 片桐 尚子 , 中村 祥子 , 近藤 佳乃 , 黒田 裕子 , 岡 周作 , 中川 央充 , 村田満「トロンビ

ンによる血液凝固第 XIII 因子の活性化に対する直接トロンビン阻害薬の阻害特性」第 19回 TTM フォーラ

ム 2019 

6) 涌井 昌俊 , 藤森 祐多 , 片桐 尚子 , 中村 祥子 , 近藤 佳乃 , 黒田 裕子 , 岡 周作 , 中川 央充 , 清水長子 , 村田 

満「添加血漿の活性化部分トロンボプラスチン時間凝固波形解析に基づく直接経口抗凝固薬の凝固阻害率

の算出 」第 19 回 TTM フォーラム 2019 

7) 香坂 亜沙美, 宮下 雪子, 上蓑 義典, 石原 治, 猪狩 嘉孝, 永田 美香, 猪瀬 里夏, 宇野 俊介, 村田満 , 

長谷川 直樹「全自動遺伝子検査装置 ELITe InGenius による便検体からの Clostridioides difficileトキシ

ン遺伝子検出性能評価」第 30 回日本臨床微生物学会総会・学術集会 2019 
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8) 藤森 祐多「抗凝固薬の凝固波形パラメータへの影響」第 13 回日本血栓止血学会学術標準化委員会（SSC) 

シンポジウム 2019 

9) 池谷 修 , 上蓑 義典 , 高野 八百子 , 石川 春樹 , 宇野 俊介 , 新庄 正宜 , 荒 美幸 , 長谷川 直樹「経口抗菌薬に対

する届出制導入とその効果に関する検討」第 34 回日本環境感染学会総会 2019 

10) 中谷 愛 , 木村 有揮 , 上蓑 義典 , 工藤 圭美 , 福本 由紀 , 上牧 勇 , 国立病院機構埼玉病院 AST「AST活動にお

ける薬剤師間の連携」第 34 回日本環境感染学会総会 2019 

11) 板橋 裕史 , 山崎 真敬 , 高橋 辰郎 , 伊藤 努 , 志水 秀行「3D 経食道心エコーによる交連尖の評価と修復手技

への影響」第 49 回日本心臓病学会学術集会 2019 

12) 上蓑 義典 , 西村 知泰 , 宇野 俊介 , 森 正明 , 長谷川 直樹 , 佐藤 泰憲 , 田水 映子 , 村田 満「閉経後女性におけ

る血清エストラジオール低値と肺 Mycobacterium avium complex 感染症の関連性」第 69 回日本結核・非結

核性抗酸菌症北海道支部学会・第 117 回日本呼吸器学会合同開催 2019 

13) 山方 純子「尿の精度管理について」一般検査セミナー 2019 EIKEN in 埼玉 2019 
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