
学会・口演 
2012年 (平成 24年) 

 

久保田 佳奈子 

第 2回 Lymphoma Clinico-Pathological Conference Intravascular lymphoma の病理～北大症例の解析を含

めて～ 

2012年 2月 4日，かでる２・７（札幌市），講演 

 

木村 孔一，伊佐田 朗，今野 哲，荻 喬博，久保田 佳奈子，松野 吉宏，濱田 邦夫，西村 正治 

Reversed halo sign を呈した器質化肺炎の 1例 

第 262回日本内科学会北海道地方会例会 

2012年 2月 18日，北海道大学臨床大講堂・第三講堂（札幌市） 

 

Yamada Y, Tomaru U, Kubota KC, Ishizu A, Kiuchi T, Mitsuhashi T, Matsuno Y, Kasahara M. 

Expression of thymoproteasome subunit β5t in type AB thymoma.  

101st Annual Meeting, United States and Canadian Academy of Pathology 

March 17-23, 2012, Vancouver, BC, Canada (poster) 

 

Mitsuhashi T, Hatanaka Y, Kubota KC, Hasegawa T, Takahashi T, Matsuno Y. 

Epstein-Barr virus associated splenic mesenchymal tumor – A proposal of comprehensive tumor 

spectrum. 

101st Annual Meeting, United States and Canadian Academy of Pathology 

March 17-23, 2012, Vancouver, BC, Canada (poster) 

 

畑中 豊，松野 吉宏 

分子病理診断の標準化と精度管理における課題と取り組み 

ワークショップ４ 病理診断における精度管理の意義と実際-今，病理医がなすべきこと- 

第 101回日本病理学会総会 

2012年 4月 26-28日，京王プラザホテル（東京） 

 

新田 健雄，三橋 智子，畑中 豊，山田 洋介，高桑 恵美，久保田 佳奈子，平野 聡，松野 吉宏 

多発性大型嚢胞形成を伴う通常型膵癌７例の臨床病理学的検討 



第 101回日本病理学会総会 

2012年 4月 26-28日，京王プラザホテル（東京），口演 

 

山田 洋介，外丸 詩野，木内 隆之，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 COPDに対する病理作用 

第 101回日本病理学会総会 

2012年 4月 26-28日，京王プラザホテル（東京），口演 

 

荻野 次郎，浅沼 広子，畑中 豊，松野 吉宏，三代川 斉之，後藤田 裕子，村岡 俊二，辻 隆裕，

深澤 雄一郎，山城 勝重，近藤 信夫，岩木 宏之，長谷川 匡 

TMAを用いた GIST病理診断標準化研究−画像解析による Ki-67 標識率と Ki Score の再現性 

第 101回日本病理学会総会 

2012年 4月 26-28日，京王プラザホテル（東京），示説 

 

久保田 佳奈子，ヘールナンデス 真子，藤田 裕美，山田 洋介，加瀬 諭，畑中 豊，高桑 恵美，三

橋 智子，松野 吉宏 

眼窩 IgG4関連疾患を背景に発生したと考えた IgG4陽性形質細胞を伴う節外性濾胞辺縁帯 B細胞性リンパ腫

の１例 

第 101回日本病理学会総会 

2012年 4月 26-28日，京王プラザホテル（東京），示説 

 

藤田 裕美，畑中 豊，鈴木 雄太，久保田 佳奈子，大庭 幸治，三橋 智子，笠原 正典，松野 吉宏 

ヒト乳癌における NKG2D リガンドの発現に関する検討 

第 101回日本病理学会総会 

2012年 4月 26-28日，京王プラザホテル（東京），示説 

 

森谷 純，畑中 豊，鈴木 雄太，野澤 あさひ，丸川 活司，久保田 佳奈子，三橋 智子，松野 吉宏 

Ki-67 標識率の画像解析評価におけるプレアナリシスおよびアナリシス因子に関する研究 

第 101回日本病理学会総会 

2012年 4月 26-28日，京王プラザホテル（東京），示説 

 

鈴木 雄太，畑中 豊，久保田 佳奈子，野澤 あさひ，丸川 活司，森谷 純，三橋 智子，松野 吉宏 



分子病理学的検索を目的とした新規組織固定法 PAXgene Tissue System の有用性に関する検討 

第 101回日本病理学会総会 

2012年 4月 26-28日，京王プラザホテル（東京），示説 

 

萩原 誠也，種田 紳二，三澤 和史，土田 健一，秋元 祐子，坂東 秀訓，林 毅，木村 康利，三橋 

智子，中川 秀隆，萬田 直紀  

良好な 2 型糖尿病の治療経過中に診断された膵管内乳頭粘液性腺癌の 2例 当院における膵嚢胞性病変の検

討を含めて 

第 55 回 日本糖尿病学会年次学術集会 

2012年 5月 17-19日，パシフィコ横浜（横浜市），一般演題 

 

山田 範幸，品川 尚文，大泉 聡史，池澤 靖元，高階 太一，小倉 粋，水柿 秀紀，朝比奈 肇，榊

原 純，西村 正治，松野 吉宏 

ガイドシース併用気管支腔内超音波断層法による経気管支生検で診断した末梢型肺カルチノイドの 5病変の

検討 

第 35 回呼吸器内視鏡学会学術集会 

2012年 5月 30-31日，新宿京王プラザホテル（東京） 

 

三橋 智子 

『 膵管癌の画像診断 』 ～どこまで診えてどこまでの診断が必要か～ 5. 病理医の立場から 

第 37 回日本超音波検査学会 

2012年 6月 1-2 日，札幌コンベンションセンター（札幌市），シンポジウム 

 

工藤 悠輔，西田 睦，佐藤 恵美，井上 真美子，表原 里実，堀江 達則，岩井 孝仁，和田 妙，小

野寺 祐也，平野 聡，三橋 智子，清水 力 

超音波検査による膵管癌の上腸間膜動脈周囲神経叢浸潤の診断能の検討  

第 37 回日本超音波検査学会 

2012年 6月 1-2 日，札幌コンベンションセンター（札幌市），一般演題 

 

佐野 恵美，西田 睦，工藤 悠輔，井上 真美子，表原 里実，堀江 達則，小野寺 祐也，平野 聡，

河上 洋，工藤 大樹，三橋 智子，仲知 保 

超音波による肝外胆管癌の右肝動脈および神経叢浸潤診断能の検討  

第 37 回日本超音波検査学会 



2012年 6月 1-2 日，札幌コンベンションセンター（札幌市），一般演題 

 

石塚 泰也，武田 真人，三田村 卓，加藤 達矢，宮越 里絵，丸川 活司，渡利 英道，金内 優典，

三橋 智子，櫻木 範明 

低悪性度子宮内膜間質肉腫の一例 

第 53 回日本臨床細胞学会総会（春期大会） 

2012年 6月 1-3 日，幕張メッセ国際会議場（千葉市），一般演題 

 

飯沼 千景，丸川 活司，濱川 真治，畠 榮，山谷 幸恵，石田 徹，森谷 純，久保田 佳奈子，三橋 

智子，松野 吉宏 

細胞質に結晶様構造物を求めた胸膜悪性中皮腫の一例 

第 53 回日本臨床細胞学会総会（春期大会） 

2012年 6月 1-3 日，幕張メッセ国際会議場（千葉市），一般演題・口演 

 

丸川 活司 

胸水中に出現する胸膜悪性中皮腫細胞を正確に診断するために 

第 53 回日本臨床細胞学会総会（春期大会） 

2012年 6月 1-3 日，幕張メッセ国際会議場（千葉市），教育シンポジウム 

 

丸川 活司 

子宮体癌 

第 53 回日本臨床細胞学会総会（春期大会） 

2012年 6月 1-3 日，幕張メッセ国際会議場（千葉市），第 2回病理組織・細胞診セミナー 

 

久保田 佳奈子 

胸水—腺癌，中皮腫細胞を主体とした鑑別のキーポイントとセルブロックの有用性 

第 53 回日本臨床細胞学会総会（春期大会） 

2012年 6月 1-3 日，幕張メッセ国際会議場（千葉市），ワークショップ 

 

望月 抄苗 

臓器ホルマリン固定温度による免疫組織化学染色への影響 

第 61 回日本医学検査学会 



2012年 6月 9-10日，三重県総合文化センター（津市），一般口演 

 

高桑 恵美，畑中 佳奈子，藤田 裕美，山田 洋介，三橋 智子，松野 吉宏 

脾腫瘍の 1例 

第 154回日本病理学会北海道支部学術集会 (標本交見会) 

2012年 7月 21日，北海道大学フラテ会館（札幌市），一般演題・口演 

 

中 智昭，新田 健雄，藤田 裕美，山田 洋介，高桑 恵美，畑中 佳奈子，三橋 智子，松野 吉宏 

画像診断上 bronchioloalveolar carcinoma と診断され，手術に至った  

bronchiolization of the alveoli と考えられる一例 

第 41 回呼吸器病理研究会 

2012年 8月 18日，北海道大学（札幌市），一般演題・口演 

 

畑中 佳奈子 

第 9回病理夏の学校 国家試験に役立つ病理知識 

2012年 8月 26日，なんぽろ温泉ハート＆ハート（北海道南幌町），講演 

 

高桑 恵美，山田 洋介，中 智昭，藤田 裕美，畑中 佳奈子，三橋 智子，松野 吉宏，守谷 仁彦 

性分化異常症に発症した性腺腫瘍の 1例 

第 32 回日本小児病理研究会 

2012年 9月 8日，大阪市立総合医療センター（大阪市），主題口演 

 

中 智昭，新田 健雄，藤田 裕美，山田 洋介，高桑 恵美，畑中 佳奈子，三橋 智子，松野 吉宏 

特徴的な病理組織像を示した肺の腫瘍様病変の一例． 

第 155回日本病理学会北海道支部学術集会 

2012年 9月 8日，札幌市．一般演題・口演 

 

田畑 佑希子，宮本 正樹，真木 健裕，畑中 豊，久保田 佳奈子，松野 吉宏，平野 聡 

Tissue microarray を用いた胆管癌発現蛋白の解析と細胞診断への応用に関する検討 

第 71 回日本癌学会学術総会 

2012年 9月 19-21日，ロイトン札幌（札幌市），ポスター 

 



齋藤 辰朗，西脇 森衛，畑中 豊，吉木 敬 

MET遺伝子コピー数および遺伝子発現解析に基づく FFPE サンプルにおける METタンパク質免疫組織化学的検

索法の妥当性評価 

第 71 回日本癌学会学術総会 

2012年 9月 19-21日，ロイトン札幌（札幌市），ポスター 

 

加藤 扶美，三村 理恵，石川 聡司，山田 崇弘，森川 守，高桑 恵美，水上 尚典，原田 太以佑，

真鍋 徳子，小野寺 祐也，寺江 聡，白土 博樹 

Placental mesenchymal dysplasia の一例 

第 13 回 JSAWI シンポジウム 

2012年 9月 21-22日，淡路夢舞台国際会議場（淡路市），一般演題（症例報告），ポスター 

 

田中 水緒，田中 祐吉，岩淵 英人，高桑 恵美，岸本 宏志，中澤 温子，松岡 健太郎 

肺嚢胞性疾患，特に CCAMの概念，他の肺嚢胞性疾患と合併をどのように考えるか 先天性嚢胞状腺腫様奇形

の組織学的診断基準の確立と他の小児嚢胞性肺疾患との鑑別の試み 小児医療施設 4施設の症例の臨床病理

学的再検討から 

第 23 回日本小児呼吸器外科研究会 

2012年 9月 29日，旭川グランドホテル（旭川市），シンポジウム，口演 

 

丸川 活司，仁木 涼子，吹谷 美佳，望月 抄苗，清水 知浩，恩田 千景，山谷 幸恵，森谷 純，渋

谷 斉 

北海道大学病院病理部ホルムアルデヒド対策について 

第 87 回北海道医学検査学会 

2012年 9月 29-30日，大雪クリスタルホール（旭川市），一般演題・口演 

 

森谷 純，加藤 隆，小松 健一郎，小熊 貴光，船山 貴智，浅沼 広子，畑中 豊，山崎 恭詩（札幌

臨床検査技師会データ統一化プロジェクト委員会病理部門） 

第 8回 免疫染色サーベイ Ki-67の現状 

第 87 回北海道医学検査学会 

2012年 9月 29-30日，大雪クリスタルホール（旭川市），一般演題・口演 

 

恩田 千景，森谷 純，仁木 涼子，吹谷 美佳，望月 抄苗，清水 知浩，山谷 幸恵，丸川 活司 

肺癌におけるΔNp63(p40)抗体の有用性について 



第 87 回北海道医学検査学会 

2012年 9月 29-30日，大雪クリスタルホール（旭川市），一般演題・口演 

 

清水 知浩，丸川 活司，吹谷 美佳，仁木 涼子，望月 抄苗，恩田 千景，山谷 幸恵，森谷 純 

医学教育を目的とした，マクロ病理標本作製法についての検討 

第 87 回北海道医学検査学会 

2012年 9月 29-30日，大雪クリスタルホール（旭川市），一般演題・口演 

 

吹谷 美佳，森谷 純，仁木 涼子，望月 抄苗，清水 知浩，恩田 千景，丸川 活司 

パラフィルムを用いた免疫染色用コントロールブロックの作製 

第 87 回北海道医学検査学会 

2012年 9月 29-30日，大雪クリスタルホール（旭川市），一般演題・口演 

 

仁木 涼子，丸川 活司，吹谷 美佳，望月 抄苗，清水 知浩，恩田 千景，山谷 幸恵，森谷 純 

膵神経内分泌腫瘍の細胞像 

第 87 回北海道医学検査学会 

2012年 9月 29-30日，大雪クリスタルホール（旭川市），一般演題・口演 

 

望月 抄苗，吹谷 美佳，仁木 涼子，清水 知浩，恩田 千景，山谷 幸恵，森谷 純，丸川 活司 

ホルマリン固定時間および温度による組織内核酸の断片化に関する検討 

第 87 回北海道医学検査学会 

2012年 9月 29-30日，大雪クリスタルホール（旭川市），一般演題・口演 

 

山田 範幸，品川 尚文，大泉 聡史，池澤 靖元，高階 太一，小倉 粋，水柿 秀紀，朝比奈 肇，榊

原 純，西村 正治，松野 吉宏 

ガイドシース併用気管支腔内超音波断層法による経気管支生検で診断した末梢型肺カルチノイドの 5病変の

検討 

第 34 回日本呼吸器内視鏡学会北海道支部会（地方会） 

2012年 10月 13 日，北海道大学医学部臨床大講堂（札幌市） 

 

白鳥 聡一，小杉 瑞葉，庄野 雄介，上羽 悟史，田中 淳司，松野 吉宏，松島 綱治，今村 雅寛 

移植片対宿主病がヒト骨髄における造血およびその微小環境に及ぼす影響－ヒト骨髄 GVHD症例の検討－ 



The clinical impact of “bone marrow graft-versus-host disease” -destruction of hematopoietic 

niche- 

第 74 回日本血液学会学術集会 

2012年 10月 19-21 日，国立京都国際会館（京都市） 

 

林 毅，石渡 裕俊，小野 道洋，吉田 真誠，三橋 智子，長谷川 匡，加藤 淳二 

内視鏡医による rapid on-site evaluation は膵腫瘤に対する Endoscopic ultrasound-guided fine needle 

aspiration の正診率を向上させる 

第 82 回日本消化器内視鏡学会総会 

2012年 10月 20 日，福岡国際センター（福岡市），一般演題 

 

表原 里実，西田 睦，佐藤 恵美，井上 真美子，工藤 悠輔，堀江 達則，石坂 欣也，和田 妙子，

岩井 孝仁，仲知 保，渋谷 斉，作原 祐介，阿保 大介，三橋 智子，清水 力 

肝炎症性筋線維芽細胞性腫瘍の 1例(会議録) 

第 42 回日本超音波検査学会北海道地方会学術集会 

2012年 10月 27 日，札幌市，一般演題 

 

岩井 孝仁，西田 睦，佐藤 恵美，井上 真美子，工藤 悠輔，表原 里実，堀江 達則，和田 妙子，

石坂 欣也，三橋 智子，阿保 大介，作原 祐介，仲知 保，渋谷 斉，清水 力 

術前診断困難であった炎症性肝細胞腺腫の 1例(会議録) 

第 42 回日本超音波検査学会北海道地方会学術集会 

2012年 10月 27 日，札幌市，一般演題 

 

 

柿沼 龍太郎，芹澤 和人，大松 広伸，岡見 次郎，栗山 啓子，古泉 直也，近藤 哲郎，末久 弘，

野口 雅之，前島 亜希子，松隈 治久，松野 吉宏，村田 喜代史，村山 貞之，楠本 昌彦 

肺野限局性すりガラス様陰影の自然史解明のための前向き研究 

ワークショップ 小型肺結節影の診断と治療 -画像診断，病理，予後- 

第 53 回日本肺癌学会総会 

2012年 11月 8-9日，岡山コンベンションセンター他（岡山市） 

 

丸川 活司，恩田 千景，仁木 涼子，山谷 幸恵，森谷 純，高桑 恵美，久保田 佳奈子，畑中 豊，

三橋 智子，松野 吉宏 



膵内分泌腫瘍（pancreatic neuroendocrine tumor：PanNET）の細胞所見について 

パネルディスカッション【臓器横断：小細胞癌，高悪性度神経内分泌腫瘍の細胞診断】 

第 51 回日本臨床細胞学会秋期大会 

2012年 11月 9-10日，朱鷺メッセ・新潟コンベンションセンター（新潟市），一般演題・口演 

 

仁木 涼子，丸川 活司，恩田 千景，山谷 幸恵，森谷 純，高桑 恵美，久保田 佳奈子，畑中 豊，

三橋 智子，松野 吉宏 

膵腺房細胞・内分泌混合癌の細胞像の比較検討 

第 51 回日本臨床細胞学会秋期大会 

2012年 11月 9-10日，朱鷺メッセ・新潟コンベンションセンター（新潟市），一般講演・示説 

 

森谷 純，畑中 豊，仁木 涼子，恩田 千景，山谷 幸恵，丸川 活司，高桑 恵美，久保田 佳奈子，

三橋 智子，松野 吉宏 

免疫細胞化学法による肺癌 EGFR 遺伝子変異検索の標準化およびそのバリデーション 

第 51 回日本臨床細胞学会秋期大会 

2012年 11月 9-10日，朱鷺メッセ・新潟コンベンションセンター（新潟市），一般講演・示説 

 

畑中 佳奈子 

平成 24年度第 9回免疫染色サーベイ Ki-67と腫瘍-その有用性と問題点-  

2012年 11月 16 日，北海道大学医学部学友会館フラテ（札幌市），講演 

 

原田 太以佑，加藤 扶美，菊池 穏香，三村 理恵，真鍋 徳子，小野寺 祐也，寺江 聡，柿坂 達

彦，若山 顕治，横尾 英樹，神山 俊哉，高桑 恵美，山田 洋介，三橋 智子，白土 博樹 

脾の SANT(Sclerosing Angiomatoid Nodular Transformation)の 2 例 

第 127回日本医学放射線学会北日本地方会 

2012年 11月 16-17 日，東北大学艮陵会館（仙台市），一般演題・口演 

 

丸川 活司，恩田 千景，仁木 涼子，山谷 幸恵，森谷 純，石田 徹，高桑 恵美，畑中 佳奈子，畑

中 豊，三橋 智子，松野 吉宏 

経過中に胸腹水細胞像の変化がみられた悪性胸膜中皮腫の一例 

第 33 回日本臨床細胞学会北海道支部学術集会 

2012年 11月 18 日，札幌医科大学（札幌市），一般演題・口演 

 



松野 吉宏 

デジタル病理技術が支えるコンパニオン診断精度 

第 58 回日本病理学会秋期特別総会 

2012 年 11月 22-23 日，ウインクあいち（名古屋市），ランチョンセミナー，講演 

 

高桑 恵美，畑中 佳奈子，藤田 裕美，中 智昭，三橋 智子，松野 吉宏 

性分化異常症に発症した性腺腫瘍の 1例 

第 156回日本病理学会北海道支部学術集会 (標本交見会) 

2012年 11月 24 日，北海道大学フラテ会館（札幌市），一般演題・口演 

 

松野 吉宏 

低悪性度 B細胞リンパ腫 

教育シンポジウム 悪性リンパ腫診断 update 2012 

IAP 2012 年病理学教育セミナー 

2012年 11月 24 日，名古屋大学（名古屋市） 

 

Matsuno Y, Yamada Y, Tomaru U, Kasahara M. 

Re-evaluation of thymoma classification through the distribution of a functional molecule. 

5th Asia Pacific Lung Cancer Conference (5th APLCC) / 3rd International Thymic Malignancy 

Interest Group Annual Meeting (3rd ITMIG). 

November 25-28, 2012, Hilton Fukuoka Sea Hawk, Fukuoka, Japan (Invited Speaker) 

 

吉田 真理子，田中 水緒，五味 淳，松岡 健太郎，中澤 温子，吉田 牧子，井上 健，岸本 宏志，

中山 雅弘，高場 恵美，浜崎 豊，横山 繁昭，堀江 弘，岩中 督，新開 真人，北河 徳彦，気賀沢 

寿人，田中 祐吉 

仙尾部奇形腫術後卵黄嚢腫瘍 

第 54 回日本小児血液・がん学会学術集会 

2012年 11月 30 日-12 月 2日，パシフィコ横浜（横浜市） 

 


