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恩田 千景 

細胞質に結晶様構造物を認めた胸膜悪性中皮腫の一例 

第 8回中皮腫細胞診セミナー 

2014年 1月 25-26日，福岡大学（福岡市），一般演題・口演 

 

佐藤 大介，三橋 智子 

胆膵疾患の画像診断について，病理提示 

第 244回札幌胆膵疾患研究会 

2014年 2月 10日，札幌厚生病院（札幌市），口演 

 

畑中 佳奈子 

リウマチ関連リンパ増殖性疾患 多施設共同後方視的観察研究のまとめ 

第 6回 Lymphoma Clinico-Pathology Conference 

2014年 2月 15日，北海道大学医学部（札幌市），講演 

 

山下 優，谷口 菜津子，長井 桂，渋江 寧，猪又 祟志，鈴木 雅，今野 哲，西村 正治，吉田 貴

之，田中 玲子，樋田 泰浩，加賀基知治，桑原 健，松野 吉宏 

喫煙継続により急速進行を認めた皮膚病変合併肺ランゲルハンス細胞組織球症(PLCH)の一例 

第 107回日本呼吸器学会北海道支部学術集会 

2014年 2月 22日，札幌市教育文化会館（札幌市），一般演題・口演 

 

猪子 和穂，松本 譲，佐藤 暢人，海老原 裕磨，倉島 庸，田本 英司，中村 透，村上 壮一，土川 

貴裕，岡村 圭祐，七戸 俊明，平野 聡，佐藤 大介，三橋智子 

分枝型 IPMN 様微少病変からの発生が示唆された浸潤性膵管癌の 1例 

第 100回北海道外科学会 

2014年 2月 22日，北海道大学（札幌市），口演 

 

古川 聖太郎，松本 譲，猪子 和穂，宮崎 大，中島 誠一郎，米森 敦也，蔵前 太郎，佐藤 暢人，

倉島 庸，海老原 裕磨，村上 壮一，田本 英司，中村 透ｖ土川 貴裕，岡村 圭祐，七戸 俊明，桑

谷 将城，河上 洋，佐藤 大介，三橋智子，平野 聡 

IPMN経過観察中に嚢胞性病変近傍に併発した通常型膵癌の 1切除例 

第 114回日本消化器病学会北海道支部例会 

2014年 3月 1-2 日，札幌コンベンションセンター（札幌市），口演 

 



高橋 瑞奈，松本 譲，佐藤 暢人，倉島 庸，村上 壮一，田本 英司，海老原 裕磨，中村 透，土川 

貴裕，岡村 圭祐，七戸 俊明，平野 聡，江藤 和範，佐藤 大介，三橋 智子 

肝門部胆管原発神経内分泌腫瘍 (NET) の 1例 

第 114回日本消化器病学会北海道支部例会・第 108回日本消化器内視鏡学会北海道支部例会 

2014年 3月 1-2 日，札幌コンベンションセンター（札幌市），口演 

 

Sato D, Mitsuhashi T, Hatanaka Y, Nakanishi Y, Hirano S, Matsuno Y. 

Diagnostic Criteria for Intraductal (Intracystic) Papillary Neoplasm of the Bile Duct (IPNB) and 

Gallbladder (ICPN): Histological and Immunohistochemical (IHC) Evaluation of 5 Cases. 

103rd Annual Meeting, United States and Canadian Academy of Pathology 

March 1-7, 2014, San Diego, CA, USA (poster) 

 

佐藤 大介，中西 喜嗣，松本 譲，田本 英司，海老原 祐磨，倉島 庸，中村 透，土川 貴裕，七戸 

俊明，田中 栄一，三橋 智子，平野 聡 

Intraductal papillary neoplasm of the bile duct (IPNB) の臨床病理学的因子の検討 

第 114回日本外科学会定期学術集会 

2014年 4月 3-5 日（4 月 3日），国立京都国際会館（京都市），口演 

 

山澤 弘州，武田 充人，武井 黄太，古川 卓朗，泉 岳，阿部 二郎，畑中 佳奈子，佐々木 理，池

田 善彦，稲井 慶 

拘束型心筋症と肥大型心筋症の overlapと考えられる長期生存例 

第 117回日本小児科学会 

2014年 4月 11-13日，名古屋国際会議場（名古屋市），一般演題・口演 

 

高野 善成, 中村 昭伸, 野本 博司, 亀田 啓, 近藤 琢磨, 三好 秀明, 三橋 智子, 清水 力, 寺内 

康夫, 渥美 達也 

インスリノーマ手術症例に対する SSTR2発現とオクトレオチド負荷試験との関連性の検討 

第 87 回日本内分泌学会総会 

2014年 4月 24日，福岡国際会議場（福岡市），一般演題・示説. 

 

丸川 活司 

細胞診断における免疫細胞化学染色と分子病理診断の必要性 

広島県臨床検査技師会 病理細胞領域研修会 

2014年 4月 24日，広島鉄道病院（広島市），講演 

 

丸川 活司 

細胞診断における免疫細胞化学染色と分子病理診断の必要性 

広島県 東部地区 臨床検査技師会 病理細胞領域研修会 



2014年 4月 25日，福山市役所 市民局 まちづくり推進部 中部生涯学習センター（福山市），講演 

 

丸川 活司，畑中 豊，藤井 恭子，平野 裕子，恩田 千景，畑中 佳奈子，三橋 智子，松野 吉宏 

体外診断用医薬品承認 EGFR 変異検出キットのホルマリン固定パラフィン包埋検体における検出感度に関する

検討 

第 103回日本病理学会総会 

2014年 4月 24-26日，広島国際会議場他（広島市），一般演題・口演 

 

畑中 佳奈子，畑中 豊，小林 浩之，菅野 宏美，西原 広史，田中 伸哉，三橋 智子，松野 吉宏 

中枢神経系原発びまん性大細胞型 B 細胞性リンパ腫における DNAメチル化に関する解析 

第 103回日本病理学会総会 

2014年 4月 24-26日，広島国際会議場他（広島市），一般演題・口演 

 

大森 優子，三上 芳喜，藤田 裕美，松野 吉宏，小山田 ゆみ子 

肛門管発生の未熟扁平上皮化生の検討 

第 103回日本病理学会総会 

2014年 4月 24-26日，広島国際会議場他（広島市），一般演題・口演 

 

佐藤 大介，三橋 智子，畑中 豊，中西 喜嗣，平野 聡，松野 吉宏 

胆道乳頭状腫瘍における IPNB，ICPN の診断基準の検討 

第 103回日本病理学会総会 

2014年 4月 24-26日，広島国際会議場他（広島市），一般演題・口演 

 

鳥居 ちさほ，大賀 則孝，秋山 廣輔，間石 奈湖，北條 敬之，大廣 洋一，小野 貢伸，戸塚 靖

則，北川 善正，鄭 漢忠，樋田 泰浩，進藤 正信，松野 吉宏，佐藤 靖史，樋田 京子 

口腔扁平上皮癌における新規予後因子としての Vasohibin-l 

第 103回日本病理学会総会 

2014年 4月 24-26日，広島国際会議場他（広島市），一般演題・示説 

 

菅野 宏美，藤田 裕美，畑中 佳奈子，田川 義晃，南場 研一，三橋 智子，松野 吉宏 

眼内悪性リンパ腫および鑑別疾患における硝子体液を用いた病理診断の有用性 

第 103回日本病理学会総会 

2014年 4月 24-26日，広島国際会議場他（広島市），一般演題・示説 

 

三橋 智子，藤田 裕美，植村 一仁，松野 吉宏 

多彩な組織像を呈する混合型肝癌の一例：幹細胞由来についての考察 

第 103回日本病理学会総会 

2014年 4月 24-26日，広島国際会議場他（広島市），一般演題・示説 



 

中 智昭，畑中 豊，丸川 活司，畑中 佳奈子，三橋 智子，松野 吉宏 

肺腺癌と悪性中皮腫の重複がん 1例におけるコピー数異常の解析 

第 103回日本病理学会総会 

2014年 4月 24-26日，広島国際会議場他（広島市），一般演題・示説 

 

高橋 利幸，松野 吉宏 

EBV関連胃癌に合併した豊富な Russell 体を有する胃・十二指腸形質細胞腫瘍の 1 例 

第 103回日本病理学会総会 

2014年 4月 24-26日，広島国際会議場他（広島市），一般演題・示説 

 

桑原 健，畑中 佳奈子，牧田 啓史，スフィ ノルハニ，菅野 宏美，藤田 裕美，高桑 恵美，石川 

隆壽，大森 沙織，安本 篤史，三橋 智子，松野 吉宏 

胃原発 anaplastic large cell lymphoma の一例 

第 103回日本病理学会総会 

2014年 4月 24-26日，広島国際会議場他（広島市），一般演題・示説 

 

湯澤 明夏，山田 洋介，菅野 宏美，藤田 裕美，高桑 恵美，畑中 佳奈子，三橋 智子，松野 吉宏 

Cardiac involvement による症状を契機に発見された悪性リンパ腫５例の病理学的検討 

第 103回日本病理学会総会 

2014年 4月 24-26日，広島国際会議場他（広島市），一般演題・示説 

 

菊地 淳，安田 政実，加藤 智美，髙柳 奈津子，河合 亜希子，金 玲，山口 浩，永田 耕治，長谷

部 孝裕，清水 道生，畑中 佳奈子，梶原 浩 

子宮内膜ポリープ発生の内膜癌の 20例 

第 103回日本病理学会総会 

2014年 4月 24-26日，広島国際会議場他（広島市），一般演題・示説 

 

松薗 絵美, 長川 達哉, 北川 翔, 奥 大樹, 岡村 圭也, 平山 敦, 蒲池 浩文, 木内 隆之, 三橋 

智子 

腫瘍内出血による急性腹症を契機に発見され，超音波内視鏡検査による血流評価が診断に有用であった膵頭

部癌の 1 例 

第 87 回日本消化器内視鏡学総会 

2014年 5月 15-17日，福岡国際会議場・福岡サンパレス・マリンメッセ福岡（福岡市），一般演題・示説  

 

畑中 佳奈子，畑中 豊，藤井 恭子，小林 浩之，菅野 宏美，西原 広史，田中 伸哉，三橋 智子，

松野 吉宏 

中枢神経系原発びまん性大細胞型 B 細胞リンパ腫における DNA メチレーションの意義に関する検討 



第 32 回日本脳腫瘍病理学会 

2014年 5月 23-24日，あわぎんホール徳島県郷土文化会館（徳島市），一般演題・口演 

 

寺下 勝巳, 畑中 佳奈子, 畑中 豊, 三橋 智子, 横尾 英樹, 大村 卓味, 石津 寛之, 永坂 敦, 山

本 義也, 小川 浩司, 倉内 宣明, 豊田 秀徳, 熊田 卓, 金岡 祐次, 堀本 啓大, 荘 拓也, 夏井坂 

光輝, 神山 俊哉, 武冨 紹信, 坂本 直哉 

肝内胆管癌における ZEB1，EMT関連分子の臨床病理学的検討 

第 50 回日本肝臓学会総会 

2014年 5 月 29-30 日，ホテルニューオータニ（東京都千代田区） 

 

久保田 玲子，樋田 泰浩，桑原 健，松野 吉宏，高橋 瑞奈，道免 寛充，本間 直健，加賀 基知

三，松居 喜郎 

前縦隔，前胸壁外に進展した右肺上葉扁平上皮癌の一例 

第 31 回日本呼吸器外科学会 

2014年 5月 29-30日（5月 30 日），ホテル日航東京（東京），一般演題・示説 

 

丸川 活司 

細胞診業務の現在・過去・未来 

第 2回 PCL札幌・札幌病理検査センター病理細胞診断研究会 

2014年 5月 31日，ホテルさっぽろ芸文館（札幌市），講演 

 

丸川 活司，松野 吉宏 

原発不明癌の原発巣推定のためのフローチャート 

シンポジウム 体腔液における鑑別診断 −その最前線− 

第 55 回日本臨床細胞学会総会（春期大会） 

2014年 6月 5-7 日，パシフィコ横浜（横浜市） 

 

猪子 和穂，松本 譲，佐藤 大介，佐藤 暢人，海老原 裕磨，倉島 庸，田本 英司，中村 透，村上 

壮一，土川 貴裕，岡村 圭祐，七戸 俊明，平野 聡，三橋 智子 

分枝型 IPMN 様微小病変からの発生が示唆された浸潤性膵管癌の 1例 

第 26 回日本肝胆膵外科学会・学術集会 

2014年 6月 11-13日，和歌山県民文化会館（和歌山市）,ポスター 

 

高橋 瑞奈, 松本 譲, 佐藤 暢人, 倉島 庸, 田本 英司, 村上 壮一, 海老原 裕磨, 中村 透, 土川 

貴裕, 岡村 圭祐, 七戸 俊明, 平野 聡, 江藤 和範, 佐藤 大介, 三橋 智子 

肝門部胆管原発神経内分泌腫瘍(NET)の 1例 

第 26 回日本肝胆膵外科学会・学術集会 

2014年 6月 11-13日，和歌山県民文化会館（和歌山市） 



 

丸川 活司 

病理組織検体におけるプレアナリシス段階の重要性 

シンポジウム：病理組織標本作製工程の内部精度管理と医療安全管理 

平成 26年度日本臨床衛生検査技師会北日本支部病理部門研修会  

第１回「病理標本作製工程における内部精度管理と医療安全管理」 

2014年 6月 14-15日，天童ホテル（山形県天童市） 

 

畑中 佳奈子，藤本 勝也，辻 嶐裕，笠原 郁美，山本 聡，中田 匡信，高桑 康成，西尾 充史，小

山田 ゆみ子，長谷山 美仁，鈴木 宏明，米積 昌克，野口 寛子，酒井 基，西原 広史，盛 暁生，

畑中 豊，豊嶋 崇徳，松野 吉宏 

自己免疫性疾患患者に発生した悪性リンパ腫を含むリンパ増殖性疾患に関する臨床病理学的解析 

第 54 回日本リンパ網内系学会 

2014年 6月 19-21日，山形国際ホテル（山形市），優秀演題口演・示説 

 

丸川 活司 

悪性中皮腫の現状 

平成 26年度新潟県細胞検査士会総会 

2014年 6月 21日，県立がんセンター新潟病院（新潟市），講演 

 

畑中 佳奈子 

第 7回研修医のための脳腫瘍セミナー 

2014年 6月 28日，ホテル札幌文芸館（札幌市），講演 

 

草島 英梨香, 古川 洋志, 村尾 尚規, 林 利彦, 大野 健太郎, 塩谷 隆太, 山本 有平, 清水 宏, 

西江 渉, 三橋 智子 

In-transit転移部位に水疱形成した悪性黒色腫の一例 

第 30 回日本皮膚悪性腫瘍学会学術大会, 

2014年 7月 4-5 日，学術総合センター・如水会館（東京都千代田区） 

 

佐藤 大介，三橋智子，畑中 豊，中村 透，平野 聡，松野 吉宏 

平坦-低乳頭状 intra ductal papillary mucinous neoplasm (IPMN) の病理学的検討 

第 45 回日本膵臓学会大会 

2014年 7月 11-12日，北九州国際会議場他（北九州市小倉），一般演題・口演 

 



吉田 幸成，遠藤 高夫，菊地 剛史，秋野 公臣，見田 裕章，高橋 秀明，安達 靖代，中村 正弘，

足立 靖，石井 良文，加藤 康夫，松本 譲，田中 栄一，平野 聡，新田 健雄，三橋 智子 

経乳頭的生検により術前診断した膵主膵管型 IPMN, oncocytic type の一例 

第 45 回日本膵臓学会大会 

2014年 7月 11-12日，北九州国際会議場他（北九州市小倉），一般演題・口演 

 

佐藤 大介，松本 譲，大森 優子，中西 喜嗣，中村 透，土川 貴裕，岡村 圭祐，七戸 俊明，三橋 

智子，平野 聡 

肝内胆管および肝外胆管へ樹枝状に発育した胆道 Mucinous Cystic Neoplasm の 1切除例 

第 69 回日本消化器外科学会総会 

2014年 7月 16-18日，郡山市民文化センター（郡山市），ミニオーラル 

 

猪子 和穂，松本 譲，佐藤 大介，田本 英司，中村 透，土川 貴裕，岡村 圭祐，七戸 俊明，平野 

聡，三橋 智子後下区域胆管から発生し多彩な進展形態を呈した胆管内乳頭状腫 

第 69 回日本消化器外科学会総会 

2014年 7月 16-18日，郡山市民文化センター（郡山市），ミニオーラル 

 

宮 愛香，橋本 玲奈，高橋 清彦，菅原 基，一山 芽衣，山本 知穂，北尾 直之，山本 浩平，野本 

博司，亀田 啓，中村 昭伸，三好 秀明，菅野 宏美，三橋 智子，渥美 達也 

下垂体副腎腫瘍合併副甲状腺癌を疑った原発性副甲状腺機能亢進症 

第 33 回北海道甲状腺談話会 

2014年 7月 18日，北海道立道民活動センター かでる 2・7（札幌市），口演 

 

松野 吉宏 

アカデミアセッション 病理の立場からの提言 

PMDAワークショップ「コンパニオン診断薬〜開発及び評価の考え方と課題〜」 

2014年 9月 1日，全社協・灘尾ホール（東京都千代田区），招聘講演 

 

高桑 恵美，松野 吉宏，池田 仁 

Blastic plasmacytoid dendric cell neoplasm（BPDCN）の 1例 

2014年度日本病理学会小児腫瘍組織分類委員会症例検討会 

2014年 9月 5日，岡山大学鹿田キャンパス内 Junko Fukutake Hall（岡山市），口演 

 

山村 剛，齊藤 快児，石川 洋三，中沢 大悟，宮本 兼玄，菅野 宏美 

出口部からの液漏れと腹部腫瘤で判明したカテーテル損傷の一例 

第 20 回日本腹膜透析医学会学術集会・総会 

2014年 9月 6-7 日，山形国際ホテル（山形市） 

 



石川 倫啓，市之川 一臣，山本 貢，細田 充主，菅野 宏美，武冨 紹信，山下 啓子 

局所コントロール不能となり準緊急にて乳房切除術を施行した HER2陽性局所進行乳癌の 1例 

第 101回北海道外科学会 

2014年 9月 6日，かでる 2.7 （札幌市） 

 

猪子 和穂，松本 譲，佐藤 暢人，野路 武寛，海老原 裕磨，倉島 庸，田本 英司，中村 透，村上 

壮一，土川 貴裕，岡村 圭祐，七戸 俊明，平野 聡，佐藤 大介，三橋 智子，高橋 一宏 

腫瘍内石灰化を伴った肝門部胆管癌の 1例 

第 115回日本消化器病学会北海道支部例会 

2014年 9月 6-7 日（9 月 6日），札幌コンベンションセンター（札幌市），口演 

 

佐藤 大介，三橋 智子 

胆膵疾患の画像診断について，病理提示 

第 249回札幌胆膵疾患研究会 

2014年 9月 8日，札幌厚生病院（札幌市），口演 

 

畑中 豊 

地域完結型のコンパニオン診断を目指した取り組み 

信州ＡＬＫ肺癌講演会 

2014年 9月 13日，ホテルモンターニュ松本（松本市），講演 

 

山本 貢，石田 直子，市之川 一臣，細田 充主，畑中 佳奈子，高桑 恵美，畑中 豊，松野 吉宏，

山下 啓子 

変異 p53 蛋白発現がアロマターゼ阻害剤投与後再発乳癌症例の予後に及ぼす影響の検討 

第 12 回日本乳癌学会北海道地方会 

2014年 9月 13日，札幌医科大学講堂（札幌市），一般演題・口演 

 

中 智昭，畑中 佳奈子，九嶋 亮治，清水 亜衣，藤澤 孝志，佐藤 大介，菅野 宏美，高桑 恵美，

間部 克裕，海老原 裕磨，七戸 俊明，平野 聡，三橋 智子，松野 吉宏 

胃粘膜下腫瘍の一例 

第 167回日本病理学会北海道支部学術集会 

2014年 9月 20日，札幌市，一般演題・口演 

 

川崎 正和，石橋 義光，森本 清貴，國重 英之，井上 望，菅野 宏美 

Angio-Sealに起因した大腿動脈狭窄性病変に対して血管形成術を施行した 1 例 

第 7回札幌 VASCULAR Meeting 

2014年 9月 20日，札幌市 

 



照井 浩也，伊佐田 朗，今野 哲，西村 正治，畑中 佳奈子，松野 吉宏，宇尾 基弘，森山 寛史 

当科で経験した超硬合金肺 3 例の検討 

第 108回日本呼吸器学会北海道地方会 

2014年 9月 20日，札幌市教育文化会館（札幌市）  

 

相山 健，折茂 達也，横尾 英樹，大畑 多嘉宣，畑中 佳奈子，畑中 豊，松野 吉宏，神山 俊哉，

武冨 紹信 

肝細胞癌における APC-binding protein EB1 の予後・再発予測因子としての有用性 

第 73 回日本癌学会学術総会 

2014年 9月 25-27日，パシフィコ横浜（横浜市），一般演題・ポスター 

 

猪子 和穂，松本 譲，佐藤 暢人，海老原 裕磨，倉島 庸，田本 英司，中村 透，村上 壮一，土川 

貴裕，岡村 圭祐，七戸 俊明，平野 聡，高橋 一宏，佐藤 大介，三橋 智子 

肝内結石との鑑別が困難であった石灰化を有する肝門部胆管癌の 1例 

第 50 回日本胆道学会学術集会 

2014年 9月 26-27日（9月 27 日），グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミール（東京），ポスター 

 

吹谷 美佳，丸川 活司，山谷 幸恵，渡部 涼子，清水 知浩，望月 抄苗，出口 貴祥 

脱灰液による核酸品質への影響 

第 89 回北海道医学検査学会 

2014年 9月 27-28日，まなみーる岩見沢市民会館/文化センター（岩見沢市），一般演題・口演 

 

渡部 涼子，丸川 活司, 出口 貴祥，吹谷 美佳，望月 抄苗，清水 知浩，山谷 幸恵 

膵内分泌腫瘍の Ki67指数についての検討 

第 89 回北海道医学検査学会 

2014年 9月 27-28日，まなみーる岩見沢市民会館/文化センター（岩見沢市），一般演題・口演 

 

望月 抄苗，丸川 活司，出口 貴祥，吹谷 美佳，清水 知浩，渡部 涼子，宮越 里絵，山谷 幸恵 

EGFR変異型細胞株を用いた EGFR 遺伝子変異検査の検討 ―細胞診塗抹標本からの直接細胞採取法について― 

第 89 回北海道医学検査学会 

2014年 9月 27-28日，まなみーる岩見沢市民会館/文化センター（岩見沢市），一般演題・口演 

 

清水 知浩 

大腸癌における KRAS遺伝子変異の影響について  - 第一報 - KRAS 遺伝子変異型大腸癌細胞を用いて 

第 89 回北海道医学検査学会 

2014年 9月 27-28日，まなみーる岩見沢市民会館/文化センター（岩見沢市） 

 

丸川 活司 



コンパニオン診断 病病連携システム構築について 

第 89 回北海道医学検査学会 

2014年 9月 27-28日，まなみーる岩見沢市民会館/文化センター（岩見沢市） 

 

畑中 佳奈子 

第 28 回北海道乳腺疾患研究会 

2014年 10月 10 日，ホテルニューオータニイン（札幌市），パネリスト 

 

合田 智宏，木下 一郎，大泉 聡史，原田 敏之，西原 広史，畑中 豊，田中 伸哉，松野 吉宏，天

野 虎次，佐藤 典宏，磯部 宏，西村 正治，秋田 弘俊 

非小細胞肺癌における HER2 及び関連分子異常の観察研究（HOT1303-A）と HER2陽性非小細胞肺癌に対するト

ラスツズマブの第Ⅱ相試験（HOT1303-B）の進行状況報告 

第 40 回日本肺癌学会北海道支部会 

2014年 10月 11 日，北海道大学（札幌市），一般演題・口演 

 

八木 優樹，道免 寛充，菅野 宏美，中田（久保田） 玲子，本間 直健，樋田 泰浩，松野 吉宏，加

賀 基知三，松居 喜郎 

肺巨細胞癌の一手術例 

第 40 回日本肺癌学会北海道支部会 

2014年 10月 11 日，北海道大学（札幌市），一般演題・口演 

 

松野 吉宏 

非小細胞肺癌の病理学的層別化とコンパニオン診断 

第 40 回日本肺癌学会北海道支部会 

2014年 10月 11 日，北海道大学（札幌市），教育講演 

 

肺腺癌と悪性中皮腫の重複癌 1例におけるコピー数異常の解析 

中 智昭，畑中 豊，丸川 活司，菅野 宏美，畑中 佳奈子，三橋 智子，松野 吉宏 

第 47 回北海道病理談話会（第 94回北海道医学大会病理分科会） 

2014年 10月 11 日，旭川グランドホテル（旭川市），一般演題・口演 

 

畑中 佳奈子，畑中 豊，藤井 恭子，小林 浩之，菅野 宏美，西原 広史，三橋 智子，田中 伸哉，

松野 吉宏 

中枢神経系原発びまん性大細胞型 B 細胞性リンパ腫における DNAメチル化の意義に関する検討 

第 47 回北海道病理談話会（第 94回北海道医学大会病理分科会） 

2014年 10月 11 日，旭川グランドホテル（旭川市），一般演題・口演 

 

Kenzo Hiroshima, Sakae Hata, Shinji Hamakawa, Katsuji Marukawa, Toshiyuki Habara,  Shinji 



Matsumoto, Tohru Tsujimura, Kazuki Nabeshima, Toshiaki Kawai, Toshiaki Kamei 

Diagnosis of mesothelioma by cytology using Japanese criteria 

International Mesothelioma Interest Group 2014, 22-24 Oct. 2014, Cape Town 

 

丸川 活司，望月 抄苗，清水 知浩，渡部 涼子，宮越 里絵，山谷 幸恵，高桑 恵美，畑中 佳奈

子，畑中 豊，三橋 智子，松野 吉宏 

コンパニオン診断の現状とプレアナリシス段階の重要性 

シンポジウム：細胞診材料を用いた遺伝子診断の現状と問題点，将来への展望 

第 53 回日本臨床細胞学会秋期大会 

2014年 11月 8-9日，海峡メッセ下関・下関市民会館他（下関市） 

 

能代 究，武田 真人，石塚 泰也，三田村 卓，保坂 昌芳，丸川 活司，朝野 拓史，佐川 正，渡利 

英道，櫻木 範明 

子宮頚部に転移した乳癌の２例 

第 53 回日本臨床細胞学会秋期大会 

2014年 11月 8-9日，海峡メッセ下関・下関市民会館他（下関市），一般演題・示説 

 

石塚 泰也，武田 真人，朝野 拓史，三田村 卓，丸川 活司，保坂 昌芳，渡利 英道，櫻木 範明 

子宮体部平滑筋肉腫の３例 

第 53 回日本臨床細胞学会秋期大会 

2014年 11月 8-9日，海峡メッセ下関・下関市民会館他（下関市），一般演題・示説 

 

山谷 幸恵，丸川 活司，宮越 里絵，清水 知浩，渡部 涼子，望月 抄苗，菅野 宏美，藤澤 孝志，

高桑 恵美，畑中 佳奈子，田川 義晃，南場 研一，三橋 智子，松野 吉宏 

硝子体液細胞診における眼内悪性リンパ腫の細胞学的検討 

第 53 回日本臨床細胞学会秋期大会 

2014年 11月 8-9日，海峡メッセ下関・下関市民会館他（下関市），一般演題・示説 

 

丸川 活司 

シンポジウム 症例に学ぶ中皮腫細胞診 

第 53 回日本臨床細胞学会秋期大会 

2014年 11月 8-9日，海峡メッセ下関・下関市民会館他（下関市） 

 

丸川 活司 

ランチョンセミナー 明日から活用したい検体別の標本作製法「細胞診標本作製の標準化を目指して」 

第 53 回日本臨床細胞学会秋期大会 

2014年 11月 8-9日，海峡メッセ下関・下関市民会館他（下関市），講演 

 



井平 圭，武田 真人，石塚 泰也，朝野 拓史，三田村 卓，保坂 昌芳，丸川 活司，渡利 英道，櫻

木 範明 

バルトリン腺原発腺様嚢胞癌の１例 

第 53 回日本臨床細胞学会秋期大会 

2014年 11月 8-9日，海峡メッセ下関・下関市民会館他（下関市），一般演題・示説 

 

佐藤 大介，三橋 智子 

胆膵疾患の画像診断について，病理提示 

第 251回札幌胆膵疾患研究会 

2014年 11月 10 日，札幌厚生病院（札幌市），口演 

 

月花 正幸，畑中 佳奈子 

AT/RT が疑われた両側前頭葉に及ぶ脳腫瘍の 1例 

第 18 回北海道脳腫瘍病理検討会 

平成 26年 11月 11 日，北海道大学(札幌市) ，口演 

 

田中 景子，本間 恒章，武藤 晴達，小松 博史，寺西 純一，井上 仁喜，松野 吉宏，井上 望，國

重 英之，森本 清貴，川崎 正和，石橋 義光 

左房内に認めた悪性中皮腫の一例 

第 68 回国立病院総合医学会 

2014年 11月 14-15 日，パシフィコ横浜（横浜市），示説 

 

藤本 和輝，田中 道寛，武藤 修一，曽根 孝之，馬場 麗，羽田 政平，木村 宗士，大原 行雄，柴

田 賢吾，松野 吉宏 

診断困難だった虫垂粘膜下腫瘍様病変の一例 

第 68 回国立病院総合医学会 

2014年 11月 14-15 日，パシフィコ横浜（横浜市），示説 

 

花井 奈々，服部 健史，網島 優，小倉 滋明，鎌田 有珠，山本 宏司，武藤 修一，井上 玲，大坂 

喜彦，菅野 宏美，松野 吉宏 

中年男性に発症し，多発肺転移を伴った原発不明絨毛癌の一例 

第 68 回国立病院総合医学会 

2014年 11月 14-15 日，パシフィコ横浜（横浜市） 

 

長 祐子，杉山 未奈子，寺下 友佳代，大島 淳二郎，佐藤 智信，井口 晶裕，有賀 正，小林 浩

之，寺坂 俊介，橋本 孝之，高桑 恵美 

脳原発横紋筋肉腫に対する集学的治療の経験 

第 56 回日本小児血液・がん学会学術集会 



2014年 11月 28-30 日，岡山コンベンションセンター・岡山シティミュージアム （岡山市），一般演題 

 

清水 知浩，丸川 活司，畑中 佳奈子，渡部 涼子，望月 抄苗，宮越 里絵，山谷 幸恵，安孫子 光

春，菅野 宏美，高桑 恵美，藤本 勝也，三橋 智子，松野 吉宏 

胸水中に異型細胞が出現したメトトレキサート関連リンパ増殖性疾患の一例 

第 35 回日本臨床細胞学会北海道支部地方会 

2014年 11月 30 日，札幌医科大学（札幌市） 

 

宮越 里絵，丸川 活司，望月 抄苗，清水 知浩，渡部 涼子，山谷 幸恵，安孫子 光春，菅野 宏

美，藤澤 孝志，高桑 恵美，畑中 佳奈子，三橋 智子，松野 吉宏 

胃壁への EUS-FNAにて印環細胞癌との鑑別を要する組織球の出現を認めた一例 

第 35 回日本臨床細胞学会北海道支部地方会 

2014年 11月 30 日，札幌医科大学（札幌市） 

 

中島 真奈美，阿部 珠美，小関 美穂，奥山 大，平 紀代美，鈴木 宏明，原田 眞雄，山城 勝重，

望月 抄苗，丸川 活司 

Liquid-based cytology (LBC)の呼吸器領域細胞診への応用と分子生物学的検索への適応についての検討 

第 35 回北海道臨床細胞学会総会並びに学術集会 

2014年 11月 30 日，札幌医科大学（札幌市），一般演題・示説 

 

漆戸 万紗那，谷野 美智枝，森谷 純，木村 太一，西原 広史，丸川 活司，松野 吉宏，田中 伸哉 

胸水細胞診にて肺腺癌および甲状腺乳頭癌の未分化転化が鑑別に挙がった１剖検症例 

第 35 回北海道臨床細胞学会総会並びに学術集会 

2014年 11月 30 日，札幌医科大学（札幌市），一般演題・示説 

 

藤井 タケル，井平 圭，武田 真人，福本 俊，三田村 卓，金野 陽輔，加藤 達矢，保坂 昌芳，渡

利 英道，櫻木 範明，丸川 活司，菅野 宏美，畑中 佳奈子，松野 吉宏 

子宮平滑筋肉腫の３例 

第 35 回北海道臨床細胞学会総会並びに学術集会 

2014年 11月 30 日，札幌医科大学（札幌市），一般演題・示説 

 


