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中 智昭，畑中 豊，藤田 裕美，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 2報） 

第 42 回呼吸器病理研究会 

2013年 1月 12-13日，京都市，一般演題・口演 

 

亀田 啓，中垣 整，永井 聡，近藤 琢磨，三橋 智子，松野 吉宏，安部 崇重，篠原 信雄，野々村 

克也，白鳥 聡一，豊嶋 崇徳，三好 秀明，清水 力，渥美 達也 

左副腎原発メトトレキサート関連悪性リンパ腫の一例 

第 22 回臨床内分泌代謝 Update in Saitama 

2013年１月 18日，大宮ソニックシティー（大宮市），一般演題 

 

Einama T, Kamachi H, Nishihara H, Homma S, Kanno H, Ishikawa M, Kawamata F, Tahara M, Okada K, 

Muraoka S, Taniguchi M, Furukawa H, Kamiyama T, Taketomi A, Matsuno Y, Todo S. 

The meaning of luminal membrane expression of mesothelin in intraductal papillary mucinous 

neoplasms. 

The 2013 Gastrointestinal Cancers Symposium 

January 24-26, 2013, Moscone West Building in San Francisco, California. 

 

山田 洋介，外丸 詩野，畑中 佳奈子，石津 明洋，木内 隆之，三橋 智子，松野 吉宏，笠原 正典 

AB 型胸腺腫におけるβ5t の発現 

第 32 回日本胸腺研究会 

2013年 2月 9日，北海道大学学術交流会館（札幌市） 

 

Marukawa K, Mitsuhashi T, Matsuno Y. 

Evaluation of immunohistochemical study of maspin for pancreatic tumors should be made in 

caution: immunohistochemical studies and quantitative analysis of mRNA using materials from 

endoscopic ultrasound guided-fine needle aspiration. 

102nd Annual Meeting, United States and Canadian Academy of Pathology 

March 2-8, 2013, Baltimore, Maryland, USA (poster) 



 

Nitta T, Mitsuhashi T, Hatanaka Y, Hirano S, Matsuno Y. 

Pancreatic ductal adenocarcinoma with multiple large cystic structures: a clinicopathologic and 

immnohistochemical study of seven cases. 

102nd Annual Meeting, United States and Canadian Academy of Pathology 

March 2-8, 2013, Baltimore, Maryland, USA (poster) 

 

Nitta T, Mitsuhashi T, Hatanaka Y, Hatanaka K, Hirano S, Matsuno Y. 

The Significance of Epithelial-Mesencymal Transition (EMT) in Extrahepatic Bile Duct Carcinoma. A 

Clinicopathologic Study of 122 Cases. 

102nd Annual Meeting, United States and Canadian Academy of Pathology 

March 2-8, 2013, Baltimore, Maryland, USA (poster) 

 

Mitsuhashi T, Hayashi T 

A Case of Periductal Lymphoid Hyperplasia with Pancreatitis. 

第６回昭和膵胆道病理セミナー SHOWA Pathology Seminar for Pancreatic and Hepatobiliary tract 

Disease 2013 

2013年 3月 6日，昭和大学（東京），一般演題・口演 

 

Ogi T, Shigemura M, Konno S, Nagai K, Nasuhara Y, Hatanaka K, Matsuno Y, Nishimura M. 

Diagnostic value of simultaneous measurements of serum KL-6 and SP-A/D in multifocal micronodular 

pneumocyte hyperplasia (MMPH). 

American Thoracic Society International Conference 2013 

May 17-22, 2013, Philadelphia, USA. 

 

西田 睦，間部 克裕，加藤 元嗣，下國 達志，高橋 典彦，七戸 俊明，平野 聡，畑中 佳奈子，三

橋 智子，清水 力 

粘膜下腫瘍診断に造影超音波検査は必要か 粘膜下腫瘍診断における体外式造影超音波検査の有用性の検討

The efficacy of contrast-enhanced ultrasonography in diagnosing submucosal tumor 

第 86 回日本超音波医学会 

2013年 5月 24-26日，大阪国際会議場（大阪市），パネルディスカッション 

 

山谷 幸恵，丸川 活司，森谷 純，恩田 千景，渡部 涼子，藤田 裕美，高桑 恵美，畑中 佳奈子，



三橋 智子，松野 吉宏 

未分化癌が疑われた甲状腺異型腺腫の１例 

第 54 回日本臨床細胞学会総会（春期大会） 

2013年 5月 31日-6月 2日，グランドプリンスホテル新高輪国際館パミール（東京），一般演題・口演 

 

新田 健雄，三橋 智子，畑中 豊，鈴木 雄太，大庭 幸治，畑中 佳奈子，平野 聡，松野 吉宏 

肝外胆管癌における上皮間葉移行（EMT）の臨床病理学的検討 

第 102回日本病理学会総会 

2013年 6月 6-8 日，ロイトン札幌（札幌市），一般演題・口演 

 

畑中 豊，鈴木 雄太，藤田 裕美，畑中 佳奈子，大庭 幸治，三橋 智子，山下 啓子，笠原 正典，

松野 吉宏 

ヒト HER2陰性 luminalタイプ乳癌における NKG2Dリガンドの発現解析 

第 102回日本病理学会総会 

2013年 6月 6-8 日，ロイトン札幌（札幌市），一般演題・口演 

 

森谷 純，畑中 豊，加藤 隆，後藤田 裕子，藤田 裕美，高桑 恵美，畑中 佳奈子，三橋 智子，山

崎 恭詩，村岡 俊二，松野 吉宏 

自動薄切装置により作製した薄切標本を用いた乳癌 Ki-67免疫組織化学検索の染色サーベイに関する報告 

第 102回日本病理学会総会 

2013年 6月 6-8 日，ロイトン札幌（札幌市），一般演題・示説 

 

大森 優子，三橋 智子，九嶋 亮治，小山田 ゆみ子，長谷川 匡，松野 吉宏 

十二指腸球部に発生した胃底腺型腺癌の２例 

第 102回日本病理学会総会 

2013年 6月 6-8 日，ロイトン札幌（札幌市），一般演題・示説 

 

藤田 裕美，小川 弥生，松野 吉宏 

リンパ・血液疾患患者にみられた腎障害の臨床・病理学的検討–腎生検に基づく解析- 

第 102回日本病理学会総会 

2013年 6月 6-8 日，ロイトン札幌（札幌市），一般演題・示説 

 



高桑 恵美，山田 洋介，畑中 佳奈子，畑中 豊，中 智昭，藤田 裕美，西村 陽子，守屋 仁彦，

野々村 克也，三橋 智子，松野 吉宏 

性分化疾患に発症した性腺腫瘍の１例 

第 102回日本病理学会総会 

2013年 6月 6-8 日，ロイトン札幌（札幌市），一般演題・示説 

 

中 智昭，三橋 智子，畑中 佳奈子，加賀 基知三，山田 範幸，藤田 裕美，高桑 恵美，松野 吉宏 

末梢肺原発グロムス腫瘍の 1 例 

第 102回日本病理学会総会 

2013年 6月 6-8 日，ロイトン札幌（札幌市），一般演題・示説 

 

三橋 智子 

日本膵臓病理研究会（Pancreatic Pathology Club Japan）「膵神経内分泌腫瘍（PanNET）の病理診断とトピ

ックス」膵 NET-病理・細胞診断の実際と新たな評価項目  

第 102回日本病理学会総会 

2013年 6月 6-8 日，ロイトン札幌（札幌市），コンパニオンミーティング 

 

三橋 智子 

若手病理医たちよ，いざ海外へ！－留学へのいざない－ 米国（ニューヨーク）での経験が齎したもの  

第 102回日本病理学会総会 

2013年 6月 6-8 日，ロイトン札幌（札幌市），オープンフォーラム 

 

桑原 健，畑中 佳奈子，牧田 啓史，スフィ ノルハニ，藤田 裕美，高桑 恵美，石川 隆壽，大森 沙

織，安本 篤志，三橋 智子，松野 吉宏 

診断に苦慮した胃腫瘍の一例 

第 160回日本病理学会北海道支部学術集会 (標本交見会) 

2013年 7月 20日，北海道大学（札幌市），一般演題・口演 

 

高桑 恵美，畑中 佳奈子，松野 吉宏 

Composite neuroblastoma with parahganglioma の１例 

2013年度日本病理学会小児腫瘍症例検討会 

2013年 8月 30日，国立成育医療研究センター（東京） 



 

宮岡 陽一，本多 昌平，岡田 忠雄，湊 雅嗣，畑中 佳奈子，武富 紹信 

拡張胆管が門脈を圧排・閉塞し門脈圧亢進症を呈した先天性胆道拡張症の 1 例 

第 89 回日本小児外科学会北海道地方会 

2013年 8月 31日，札幌，一般演題・口演 

 

佐藤 大介，松本 譲，大森 優子，三橋 智子，佐藤 暢人，倉島 庸，海老原 裕磨，田本 英司，村

上 壮一，中村 透，土川 貴裕，七戸 俊明，田中 栄一，平野 聡 

肝内胆管から肝外胆管へ発育を来した mucinous cystic neoplasm の 1 切除例 

第 113回日本消化器病学会北海道支部例会 

2013年 8月 31日-9月 1日，札幌コンベンションセンター（札幌市） 

 

原田 太以佑，加藤 扶美，三村 理恵，三田村 卓，山田 崇弘，畑中 佳奈子，工藤 與亮，櫻木 範

明，白土 博樹 

Gorlin 症候群の 1例 

JSAWI 2013（The 14th Annual Symposium Japanese Society for the Advancement of Women's Imaging） 

2013年 9月 6-7 日，淡路夢舞台国際会議場（淡路市），一般演題・示説 

 

加藤 扶美，藪崎 哲史，三村 理恵，小田切 哲二，畑中 佳奈子，首藤 聡子，飯沼 洋一郎，金内 

優典，真鍋 徳子，宮本 憲幸，坂本 圭太，工藤 與亮，櫻木 範明，白土博樹 

腹腔内出血を来した子宮 perivascular epithelioid cell tumor（PEComa）の一例 

JSAWI 2013（The 14th Annual Symposium Japanese Society for the Advancement of Women's Imaging） 

2013年 9月 6-7 日，淡路夢舞台国際会議場（淡路市），一般演題・示説 

 

加藤 扶美，山下 啓子，畑中 佳奈子，細田 充主，山本 貢，真鍋 徳子，工藤 與亮，白土 博樹 

浸潤性乳癌における 3T乳腺 MRIの拡散強調像とサブタイプおよびリンパ節転移に関する検討 

第 11 回日本乳癌学会北海道地方会 

2013年 9月 14日，北海道大学医学部臨床講義棟（札幌市），一般演題・口演 

 

照井 浩也，伊佐田 朗，荻 喬博，今野 哲，西村 正治，畑中 佳奈子，松野 吉宏，宇尾 基弘，森

山 寛史 

粉塵の曝露回避後の経過を観察しえた超硬合金肺の 1例 



第 106回日本呼吸器学会北海道支部学術集会 

2013年 9月 21日，北大医学部臨床大講堂（札幌市），一般演題・口演 

 

畑中 豊，西尾 和人，松野 吉宏 

コンパニオン診断の現状と今後の課題 

第 52 回日本臨床細胞学会秋期大会 

2013年 11月 2-3日，大阪国際会議場グランキューブ（大阪市），要望講演 

 

森谷 純，畑中 豊，松野 吉宏 

治療戦略を見据えた細胞診-免疫細胞化学検索- 

シンポジウム 7 非小細胞肺癌の治療戦略と細胞診断 

第 52 回日本臨床細胞学会秋期大会 

2013年 11月 2-3日，大阪国際会議場グランキューブ（大阪市） 

 

三橋 智子 

EUS-FNAで採取された消化器系検体の病理組織学的鑑別診断と評価項目 

ワークショップ 4 EUS-FNA 技術と応用 

第 52 回日本臨床細胞学会秋期大会 

2013年 11月 2-3日，大阪国際会議場グランキューブ（大阪市） 

 

丸川 活司 

体腔液の細胞診断 

病理細胞診セミナー3 

第 52 回日本臨床細胞学会秋期大会 

2013年 11月 2-3日，大阪国際会議場グランキューブ（大阪市） 

 

石塚 泰也，武田 真人，丸川 活司，大原 康弘，小田切 哲二，飯沼 洋一郎，三田村 卓，加藤 達

矢，首藤 聡子，渡利 英道，金内 優典，佐川 正，高桑 恵美，松野 吉宏，櫻木 範明 

卵巣明細胞腺癌の一例 

第 52 回日本臨床細胞学会秋期大会 

2013年 11月 2-3日，大阪国際会議場グランキューブ（大阪市），一般演題・示説 

 



朝野 拓史，武田 真人，丸川 活司，飯沼 洋一郎，小田切 哲二，三田村 卓，加藤 達矢，首藤 聡

子，渡利 英道，金内 優典，畑中 佳奈子，松野 吉宏，櫻木 範明 

進行卵巣癌の 3 例 

第 52 回日本臨床細胞学会秋期大会 

2013年 11月 2-3日，大阪国際会議場グランキューブ（大阪市），一般演題・示説 

 

大原 康弘，武田 真人，丸川 活司，遠藤 大介，金野 陽輔，小田切 哲二，三田村 卓，加藤 達

矢，首藤 聡子，渡利 英道，金内 優典，畑中 佳奈子，松野 吉宏，櫻木 範明 

胆管癌卵巣転移の 1例 

第 52 回日本臨床細胞学会秋期大会 

2013年 11月 2-3日，大阪国際会議場グランキューブ（大阪市），一般演題・示説 

 

渡部 涼子，丸川 活司，合田 文，望月 抄苗，清水 知浩，恩田 千尋，山谷 幸恵，森谷 純，石田 

徹，阿部 容子，工藤 大樹，高桑 恵美，畑中 佳奈子，河上 洋，三橋 智子，松野 吉宏 

Hyaline globules を多数認めた solid-pseudopapillary neoplasm の一例 

第 34 回日本臨床細胞学会北海道支部学術集会 

2013年 11月 23 日，札幌医科大学（札幌市） 

 

望月 抄苗，丸川 活司，合田 文，清水 知浩，渡部 涼子，恩田 千景，山谷 幸恵，森谷 純，石田 

徹，三田村 卓，加藤 達矢，高桑 恵美，畑中 佳奈子，渡利 英道，三橋 智子，松野 吉宏 

Endometrial intraepitherial carcinoma(EIC)の一例 

第 34 回日本臨床細胞学会北海道支部学術集会 

2013年 11月 23 日，札幌医科大学（札幌市） 

 

合田 文，丸川 活司，望月 抄苗，清水 知浩，渡部 涼子，恩田 千景，山谷 幸恵，森谷 純，石田 

徹，高桑 恵美，畑中 佳奈子，遠藤 大介，金野 陽輔，首藤 聡子，金内 優典，三橋 智子，松野 

吉宏 

外陰部から発生した腺様嚢胞癌の一例 

第 34 回日本臨床細胞学会北海道支部学術集会 

2013年 11月 23 日，札幌医科大学（札幌市） 

 

畑中 佳奈子，藤田 裕美，白井 慎一，南 尚哉，矢部 一郎，佐々木 秀直，松野 吉宏 B 型肝硬変，

肝細胞癌の経過中に発症した進行性多巣性白質脳症の一例 



第 46 回日本神経料理学会北海道地方会 

2013年 12月 7日，札幌市，一般演題・口演 

 

 


