
学会・口演 
2011年 (平成 23年) 

 

山田 洋介，外丸 詩野，石津 明洋，黒田 徹，松野 吉宏，笠原 正典 

胸胸腺上皮特異マーカーを用いて確定診断に至った胸腺外胸腺腫の一例 

第 30 回日本胸腺研究会 

2011年 2月 5日，長崎大学医学部良順会館（長崎市） 

 

Mitsuhashi T, Asamuma H, Hayashi T, Hasegawa T.  

Immunohistochemical study of maspin for pancreatic tumors: Is it useful for materials obtained 

from endoscopic ultrasound guided-fine needle aspiration? 

United States and Canadian Academy of Pathology Annual Meeting 

2011.2.26-3.4, San Antonio, TX, USA (poster) 

 

松野 吉宏，畑中 豊 

コンパニオン診断における病理の役割 

診断ワークショップ１ コンパニオン診断-新たな時代の病理診断の課題 

第 100回日本病理学会総会 

2011年 4月 28-30日，パシフィコ横浜（横浜市），口演（座長） 

 

畑中 豊，山田 康秀，谷口 浩和，福岡 みどり，久保田 佳奈子，松野 吉宏 

抗体治療薬セツキシマブを用いた標的分子 EGFRの組織発現分布に関する検討 

第 100回日本病理学会総会 

2011年 4月 28-30日，パシフィコ横浜（横浜市），口演 

 

三橋 智子，畑中 豊，羽賀 博典，高橋 達郎，久保田 佳奈子，計良 淑子，長谷川 匡，松野 吉宏 

肝脾に発生する EBV関連間葉細胞腫瘍一包括的腫瘍スペクトラムの提唱 

第 100回日本病理学会総会 

2011年 4月 28-30日，パシフィコ横浜（横浜市），一般演題・口演 

 

野口 寛子，中西 勝也，計良 淑子，三橋 智子，後藤田 裕子，松野 吉宏，長谷川 匡 



嚥下障害を呈し，食道生検によって診断に至った腸症型 T細胞リンパ腫の一例 

第 100回日本病理学会総会 

2011年 4月 28-30日，パシフィコ横浜（横浜市），一般演題・示説 

 

三橋 智子，荻野 次郎，浅沼 広子，長谷川 匡 

膵腫瘍の EUS-FNA材料における Maspin の免疫染色の有効な活用法について 

第 100回日本病理学会総会 

2011年 4月 28-30日，パシフィコ横浜（横浜市），一般演題・口演 

 

山田 洋介，外丸 詩野，木内 隆之，高橋 里実，石津 明洋，松野 吉宏，笠原 正典 

プロテアソーム機能の低下と喫煙負荷がもたらす老化関連呼吸器系疾患の病態解明 

第 100回日本病理学会総会 

2011年 4月 28-30日，パシフィコ横浜（横浜市），口演 

 

藤田 裕美，須藤 洋一，畑中 豊，冨居 一範，大塚 紀幸，松野 吉宏，笠原 正典 

ヒト NKG2Dリガンドの組織発現に関する免疫組織化学検討 

第 100回日本病理学会総会 

2011年 4月 28-30日，パシフィコ横浜（横浜市），示説 

 

高場 恵美，岩淵 英人，浜崎 豊 

乳児突然死の剖検例の検討 

第 100回日本病理学会総会 

2011年 4月 28-30日，パシフィコ横浜（横浜市），一般演題・示説 

 

岸本 宏志，田中 水緒，高場 恵美，中澤 温子，田中 祐吉，浜崎 豊 

小児肺葉内肺分画症の病理学的検討 小児専門 4 病院の症例を集積して 

第 100回日本病理学会 

2011年 4月 28-30日，パシフィコ横浜（横浜市），一般演題・示説 

 

丸川 活司，谷野 美智枝，森谷 純，山谷 幸恵，田畑 佑希子，畑中 豊，久保田 佳奈子，田中 伸

哉，松野 吉宏 

中皮腫における遺伝子異常検索：細胞診診断応用の可能性 



シンポジウム５ 中皮腫の細胞診を科学する 

第 52 回日本臨床細胞学会総会（春期大会） 

2011年 5月 20-22日，福岡国際会議場（福岡市），口演 

 

石塚 泰也，武田 真人，保坂 昌芳，渡利 英道，金内 優典，丸川 活司，山田 洋介，久保田 佳奈

子，松野 吉宏，櫻木 範明 

子宮頸部神経内分泌腫瘍の一例 

第 52 回日本臨床細胞学会総会（春期大会） 

2011年 5月 20-22日，福岡国際会議場（福岡市），示説 

 

朝野 拓史，武田 真人，山名 幸恵，三田村 卓，加藤 達矢，渡利 英道，金内 優典，久保田 佳奈

子，松野 吉宏，櫻木 範明 

赤痢アメーバ膣炎の１例 

第 52 回日本臨床細胞学会総会（春期大会） 

2011年 5月 20-22日，福岡国際会議場（福岡市），示説 

 

近藤 啓，東 恭悟，浅沼 広子，青山 智志，村杉 梨乃，野口 寛子，三橋 智子，高橋 秀史，長谷

川 匡 

診断に苦慮した篩状 モルラ型乳頭癌の一例 

第 52 回日本臨床細胞学会総会（春期大会） 

2011年 5月 20-22日，福岡国際会議場（福岡市），一般演題 

 

奥谷 浩一，木村 康利，今村 将史，細川 雅代，石渡 裕俊，林 毅，三橋 智子，水口 徹，古畑 

智久，長谷川 匡，加藤 淳二，篠村 恭久，平田 公一 

胆管浸潤型胆管細胞癌と術前に診断された高度胆管侵襲を伴う肝細胞癌の 2 例 

日本臨床外科学会（北海道地方会），2011年 5月，一般演題 

 

奥谷 浩一，木村 康利，今村 将史，川本 雅樹，目黒 誠，信岡 隆幸，水口 徹，古畑 智久，平田 

公一，石渡 裕俊，林 毅，加藤 淳二，三橋 智子，長谷川 匡 

リンパ節転移を伴った非機能性膵神経内分泌腫瘍の一例 

北海道外科学会，2011年 6月，一般演題 

 



野口 寛子，中西 勝也，計良 淑子，石田 禎夫，林 敏昭，安井 寛，池田 博，山下 健太郎，後藤

田 裕子，三橋 智子，松野 吉宏，長谷川 匡 

嚥下障害を呈し，食道生検によって診断に至った腸症型 T細胞リンパ腫の一例 

第 51 回日本リンパ網内系学会 

2011年 7月 1-2 日，福岡国際会議場（福岡市），一般演題 

 

Matsuno Y. 

TNM 7th Edition- What Should Doctors Do? 

Adequate pN Staging: What Should the Pathologist Do? Number of Sections, Immunohisto, Molecular 

Markers, PCR? 

14th World Conference on Lung Cancer (July 3 to 7, 2011) RAI Convention & Exhibition Centre, 

Amsterdam, The Netherlands. Educational Session 

 

岩淵 英人，浜崎 豊，高場 恵美 

先天性頸部腫瘍の 1例 

小児腫瘍組織検討会，2011年 9月．横浜市，一般演題・口演 

 

藤田 裕美，畑中 豊，大塚 紀幸，須藤 洋一，久保田 佳奈子，三橋 智子，笠原 正典，松野 吉宏 

ヒト癌細胞における NKG2Dリガンドの発現 

第 70 回日本癌学会学術総会 

2011年 10月 3-5日，名古屋国際会議場（名古屋市），ポスター 

 

本間 理央，木下 一郎，三善 英知，松野 吉宏，清水 康，加賀 基知三，谷口 直之，秋田 弘俊 

非小細胞肺癌におけるフコース合成酵素 GMDと GDP-フコース輸送体の低発現は組織型で扁平上皮癌に関連す

る 

第 70 回日本癌学会学術総会 

2011年 10月 3-5日，名古屋国際会議場（名古屋市），ポスター 

 

宮越 里絵，山谷 幸恵，森谷 純，丸川 活司，久保田 佳奈子，三橋 智子，松野 吉宏 

超音波内視鏡下穿刺（EUS-FNA）にて診断に苦慮した傍神経節腫の一例 

第 50 回日本臨床細胞学会秋期大会 

2011年 10月 22-23 日，京王プラザホテル（東京），ポスター 



 

吹谷 美佳，森谷 純，望月 抄苗，清水 知浩，飯沼 千景，宮越 里絵，丸川 活司，畑中 豊，松野 

吉宏 

免疫組織化学染色の内部精度管理用組織アレイ標本作製に関する検討 

第 86 回北海道地区医学検査学会 

2011年 10月 22-23 日，とかちプラザ（帯広市） 

 

分子病理学的検査のための新規検体処理法”PAXgene Tissue System”の有用性に関する検討 

飯沼 千景，丸川 活司，宮越 里絵，望月 抄苗，吹谷 美佳，清水 知浩，森谷 純，畑中 豊，松野 

吉宏 

第 86 回北海道地区医学検査学会 

2011年 10月 22-23 日，とかちプラザ（帯広市） 

 

中澤 温子，松岡 健太郎，高桑 恵美，岸本 宏志，田中 水緒，田中 祐吉，金森 豊，川崎 一輝，

黒田 達夫 

気管支閉鎖 33例の臨床病理学的検討 

第 22 回日本小児呼吸器外科研究会，2011年 10月 27日 

大阪国際交流センター（大阪市），一般演題・口演 

 

Mitsuhashi T 

Pancreatic and Hepato-biliary Disease 2011, Section C (Pancreatic Neoplasm)  C-1. Invasive 

intraductal neoplasm of the pancreas 

第 57 回日本病理学会秋期特別集会 

2011年 11月 17-18 日，東京国際フォーラム（東京） 

 

久保田 佳奈子 

第 3回フォーラム「北海道の病理診断支援網を考える」 

2011年 11月 26 日，北海道大学医学部学友会館「フラテ」ホール（札幌市），講演 

 


