
学会・口演 
2015年 (平成 27年) 

 

松野 吉宏 

非小細胞肺癌の病理診断：微小検体での層別化とコンパニオン診断 

がん診療連携拠点病院強化事業による呼吸器細胞診研修会 

2015年 1月 17日，北海道がんセンター（札幌市），講演 

 

神島 保，坂本 圭太，松井 雄一郎，小林 英之，牧田 啓史，藤田 裕美，三橋 智子，船越 忠直，

岩崎 倫政 

尺骨に生じた bizarre parosteal osteochondromatous proliferation (Nora lesion) の 1 例 

第 26 回日本骨軟部放射線研究会 

2015 年 1 月 23-24 日（1 月 24 日），コクヨホール（東京都港区） 

 

松野 吉宏 

悪性リンパ腫の病理 

第 9回 Tokyo FDG-PET Imaging Conference 

2015年 2月 21日，ベルサール神保町（東京），教育講演 

 

中 智昭，岡本 賢三，清水 亜衣，畑中 佳奈子，辻野 一三，三橋 智子，服部 淳夫，松野 吉宏症

例 8 肺動脈分枝狭窄症の 1 例 

第 46 回呼吸器病理研究会 

2015年 2月 21日，地域保健企画ビル（東京都立川市），一般演題・口演 

 

本間 直健，加賀 基知三，八木 優樹，道免 寛充，樋田 泰浩，中 智昭，松野 吉宏，松居 喜郎 

長期生存が得られている肺多形癌の 3例． 

第 102回北海道外科学会 

2015年 2月 21日，北海道大学学術交流会館(札幌市)．一般演題・口演 

 

田中 景子，服部 健史，中山 母衣，網島 優，須甲 憲明，小倉 滋明，鎌田 有珠，山本 宏司，井

上 玲，大坂 喜彦，高桑 恵美，三橋 智子，松野 吉宏 

肺の炎症性筋線維芽細胞性腫瘍（Inflammatory Myofibroblastic Tumor：IMT）の 2例 

第 109回日本呼吸器学会北海道支部学術集会 

2015年 2月 21日，札幌市教育文化会館（札幌市） 

 

高桑 恵美，畑中 佳奈子 

Atypical teratoid/rhabdoid tumor（AT/RT）が疑われた乳児例 



第 130回関東・東海小児周産期病理症例検討会 

2015年 2月 21日，国立成育医療研究センター（東京），口演 

 

市之川 正臣，中村 透，佐藤 大介，上野 峰，那須 裕也，鯉沼 潤吉，福田 直也，野路 武寛，倉

島 庸，海老原 裕磨，村上 壮一，田本 英司，土川 貴裕，岡村 圭祐，七戸 俊明，三橋 智子，平

野 聡 

局所進行膵頭部癌に対して総肝動脈合併膵頭十二指腸切除術（PD-CHAR）による Adjuvant surgery を施行し

た 4例 

第 116日本消化器病学会北海道支部例会 

2015年 3月 7-8 日(3月 7日)，札幌コンベンションセンター（札幌市），口演 

 

Sato D, Mitsuhashi T, Tsuchikawa T, Hatanaka Y, Nakamura T, Hirano S, Matsuno Y. 

Stromal palladin expression is an independent prognostic factor of pancreatic ductal 

adenocarcinoma (PDAC). 

104th Annual Meeting, United States and Canadian Academy of Pathology. 

March 21-27, 2015, Hynes Convention Center Boston, MA, USA (poster) 

 

Naka T, Hatanaka Y, Kanno H, Hatanaka K, Mitsuhashi T, Matsuno Y.PHGDH and TRIM29 as novel 

diagnostic markers for malignant pleural mesothelioma: An exploring approach from FFPE tissue-

based gene expression profiling of a synchronous thoracic tumor. 

104th Annual Meeting, United States and Canadian Academy of Pathology. 

March 21-27, 2015, Hynes Convention Center Boston, MA, USA 

 

Hatanaka CK, Hatanaka Y, Fujii K, Kobayashi H, Kanno H, Nishihara H, Mitsuhashi T, Tanaka S, 

Matsuno Y. 

Predictive value of MGMT promoter and LINE-1 methylation status in primary central nervous system 

diffuse large B-cell lymphoma treated with high-dose MTX and radiotherapy. 

104th Annual Meeting, United States and Canadian Academy of Pathology. 

March 21-27, 2015 (Mar.23), Hynes Convention Center Boston, MA, USA (poster) 

 

石田 直子，畑中 豊，菅野 宏美，細田 充主，山本 貢，市之川 一臣，郭 家志，松野 吉宏，山下 

啓子 

免疫組織化学法で HER2陰性と判定されたエストロゲンレセプター陽性乳癌の早期再発症例における HER2遺

伝子増幅の検討 

第 27 回北海道癌治療研究会学術講演会 

2015年 3月 21日，北海道大学学術交流会館(札幌市)，一般演題・口演 

 



照井 浩也，伊佐田 朗，今野 哲，西村 正治，中 智昭，畑中 佳奈子，菅野 宏美，松野 吉宏，宇

尾 基弘，森山 寛史 

超硬合金肺 3例の検討 Three Cases of Hard Metal Lung Disease 

第 55 回日本呼吸器学会学術講演会 

2015年 4月 17-19日，東京国際フォーラム（東京都），一般演題・示説 

 

ALK陽性肺癌の病理に関する話題 

ランチョンセミナー17「肺癌の治療戦略を決定する ALK 検査の重要性」（共催：中外製薬株式会社） 

畑中 豊 

第 104回日本病理学会総会 

2015年 4月 30日-5月 2日（5月 2日），名古屋国際会議場（名古屋市） 

 

呼吸領域生検・細胞診に関するアンケート調査結果と課題 

ワークショップ 5「精度管理の新時代」 

大林 千穂，畑中 豊，羽場 礼次，増田 しのぶ 

第 104回日本病理学会総会 

2015年 4月 30日-5月 2日（5月 2日），名古屋国際会議場（名古屋市） 

 

畑中 豊，丸川 活司，望月 抄苗，安孫子 光春，広瀬 徹，松浦 亜希子，宮川 康宏，岡本 賢三，

山城 勝重，松野 吉宏 

北海道における地域完結型のコンパニオン診断拠点の形成：札幌圏での試み 

第 104回日本病理学会総会 

2015年 4月 30日-5月 2日（5月 2日），名古屋国際会議場（名古屋市），一般演題・口演 

 

佐藤 大介，三橋 智子，畑中 豊，岡村 圭祐，平野 聡，松野 吉宏 

胆道腺扁平上皮癌の診断における p40，p63免疫染色の有用性 

第 104回日本病理学会総会，2015年 4月 30日-5 月 2日（5月 2日） 

名古屋国際会議場（名古屋市），一般演題・口演 

 

佐藤 大介，三橋 智子，敦賀 陽介，畑中 佳奈子，清水 亜衣，蒲池 浩文，武冨紹信，松野 吉宏 

極めてまれな Pancreatic neuroendocrine tumor (NET) with rhabdoid  features の 1例 

第 104回日本病理学会総会，2015年 4月 30日-5 月 2日（4月 30日） 

名古屋国際会議場（名古屋市），一般演題・ポスター 

 

牧田 啓史，畑中 佳奈子，森谷 卓也，藤田 裕美，桑原 健，湯澤 明夏，細田 充主，三橋 智子，

松野 吉宏 

乳房化生癌(紡錘細胞癌)の一例 

第 104回日本病理学会総会 



2015年 4月 30日-5月 2日（4月 30 日），名古屋国際会議場(名古屋市)，一般演題・ポスター 

 

中 智昭，畑中 佳奈子，九嶋 亮治，吉田 朗彦，畑中 豊，間部 克裕，七戸 俊明，三橋 智子，松

野 吉宏 

所属リンパ節転移を伴う胃 plexiform fibromyxoma の一例 

第 104回日本病理学会総会 

2015年 4月 30日-5月 2日（4月 30 日），名古屋国際会議場(名古屋市)，一般演題・ポスター 

 

菅野 宏美，畑中 佳奈子，畑中 豊，三橋 智子，加賀 基知三，松野 吉宏 

肺を含む多発扁平上皮癌症例の臨床病理学的検討 

第 104回日本病理学会総会 

2015年 4月 30日-5月 2日（5月 1日），名古屋国際会議場（名古屋市），一般演題・ポスター 

 

清水 亜衣，菅野 宏美，畑中 豊，畑中 佳奈子，三橋 智子，加賀 基知三，松野 吉宏 

肺を含む多臓器腺癌症例における原発性診断の根拠に関する検討 

第 104回日本病理学会総会， 

2015年 4月 30日-5月 2日（2015年 5月 1 日），名古屋国際会議場（名古屋市），一般演題・ポスター 

 

丸川 活司，畑中 豊，諸岡 亜早美，佐藤 大介，清水 知浩，畑中 佳奈子，中村 透，三橋 智子，

平野 聡，松野 吉宏 

膵管癌における MUC13 発現の臨床病理学的検討 

第 104回日本病理学会総会 

2015年 4月 30日-5月 2日（5月 1日），名古屋国際会議場（名古屋市），一般演題・ポスター 

 

的場 亮，畑中 豊，喜久川 真悟，沼田 興治，山本 伸子，松野 吉宏，中江 裕樹 

ホルマリン固定の核酸品質への影響〜次世代シークエンスを用いた解析〜 

第 104回日本病理学会総会 

2015年 4月 30日-5月 2日（5月 1日），名古屋国際会議場（名古屋市），一般演題・ポスター 

 

畑中 豊，畑中 佳奈子，高桑 恵美，平野 裕子，森谷 純，高桑 康成，山本 宏司，松野 吉宏 

本邦において市販されている標準化免疫組織化学染色システムに関する実態調査 

第 104回日本病理学会総会 

2015年 4月 30日-5月 2日（5月 2日），名古屋国際会議場（名古屋市），一般演題・ポスター 

 

畑中 佳奈子，藤本 勝也，野口 寛子，高桑 康成，畑中 豊，松野 吉宏 

自己免疫性疾患患者に生じたリンパ増殖性疾患 63例の臨床病理学的検討 

Lymphoma Clinico-Pathologic Conference 

第 104回日本病理学会総会 



2015年 4月 30日-5月 2日（5月 2日），名古屋国際会議場（名古屋市），一般演題・ポスター 

 

安部 樹太朗，有賀 茜，外丸 詩野，木内 静香，石津 明洋，大塚 紀幸，清水 知浩，丸川 活司，

松野 吉宏，笠原 正典 

Type B 胸線種，胸腺癌におけるカテプシンの発現 

第 104回日本病理学会総会，2015年 4月 30日-5 月 2日（5月 2日） 

名古屋国際会議場（名古屋市），学部学生・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，安孫子 光春 

脱灰液による核酸品質への影響 

第 64 回日本医学検査学会 

2015年 5月 16-17日，福岡国際会議場・マリンメッセ福岡・福岡サンパレス（福岡市），オーラル 

 

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

コンパニオン診断 病病連携システム構築について 

第 64 回日本医学検査学会 

2015年 5月 16‐17 日，福岡国際会議場・マリンメッセ福岡・福岡サンパレス（福岡市），一般演題・口演 

 

佐藤 恵美，西田 睦，工藤 悠輔，表原 里実，堀江 達則，岩井 孝仁，加藤 扶美，細田 充主，菅

野 宏美，山下啓子 

4D 造影超音波検査による乳癌の乳管内進展診断 

日本超音波医学会学術集会第 88 回学術総会 

2015年 5月 22-24日（5月 23 日），グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミール（東京），口演 

 

丸川 活司 

中皮腫細胞診鏡検技術のスキルアップ 

第 10 回中皮腫細胞診セミナー， 

2015年 5月 23-24日（5月 24 日），帝京大学医学部（東京），実習講習・座長 

 

三橋 智子 

膵癌治療における病理組織学的所見について 

第 111回北海道癌談話会春季シンポジウム「膵臓癌〜最新の基礎研究から臨床まで〜」 

2015年 6月 6日，TKP ガーデンシティアパホテル札幌（札幌市），シンポジウム・講演 

 

安孫子 光春，三橋 智子，宮越 里絵，渡部 涼子，望月 抄苗，清水 知浩，山谷 幸恵，丸川 活

司，河上 洋，松野 吉宏 

EUS-FNAによる Gastrointestinal stromal tumor(GIST)の細胞像について 

第 56 回日本臨床細胞学会総会（春期大会） 



2015年 6月 12-14日（6月 13 日），くにびきメッセ・松江テレサ（島根県松江市），一般演題・口演 

 

丸川 活司，三橋 智子，清水 知浩，望月 抄苗，渡部 涼子，宮越 里絵，山谷 幸恵，安孫子 光

春，畑中 佳奈子，松野 吉宏 

EUS-FNAによる膵内分泌腫瘍（PanNET）の細胞像についての検討 

第 56 回日本臨床細胞学会総会（春期大会） 

2015年 6月 12-14日（6月 13 日），くにびきメッセ・松江テレサ（島根県松江市），一般演題・口演 

 

三橋 智子 

教育講演 12  消化器領域の神経内分泌腫瘍  

第 56 回日本臨床細胞学会総会（春期大会） 

2015年 6月 12-14日（6月 14 日），くにびきメッセ・松江テレサ（島根県松江市），教育講演・口演 

 

濱川 真治，亀井 敏昭，渋田 秀美，岡 輝明，畠 榮，丸川 活司，瀧本 雅文，清水 誠一郎 

中皮腫細胞の特徴と超微形態について シンポジウム 2 増加する悪性中皮腫診断のスキルアップを目指して

-中皮細胞の機能と形態から診断のカギを探る- 

第 56 回日本臨床細胞学会総会（春期大会） 

2015年 6月 12-14日（6月 13 日），くにびきメッセ・松江テレサ（島根県松江市），シンポジウム・講演 

 

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

田中 伸哉 

甲状腺乳頭癌の肺転移巣における胸水・心嚢液で未分化転化を観察し得た 1 剖検症例 

第 56 回日本臨床細胞学会総会（春期大会） 

2015年 6月 12-14日（6月 14 日），くにびきメッセ・松江テレサ（島根県松江市），一般演題・示説 

 

丸川 活司 

北海道大学病院病理部勉強会（細胞診）「BBB cytology」の取り組み 

シンポジウム「細胞検査士養成に対する取り組みについて」 

平成 27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 

2015年 6月 20-21日（6月 21 日），飯坂ホテル聚楽（福島市），シンポジウム 

 

丸川 活司 

技術講演Ⅰ 座長 

平成 27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 

2015年 6月 20-21日（6月 20 日），飯坂ホテル聚楽（福島市），座長 

 

山口 晃典，加藤 扶美，原田 太以佑，藪崎 哲史，坂本 圭太，三村 理恵，真鍋 徳子，工藤 與

亮，菅野 宏美，折茂 達也，神山 俊哉，白土 博樹 



経過中に退縮した肝腫瘍の一例 

第 132回日本医学放射線学会北日本地方会 

2015年 6月 26日，秋田市にぎわい交流館ＡＵ（秋田市），一般演題・口演 

 

長江 伸樹，森 崇，木下 留美子，鬼丸 力也，白土 博樹，西村 真智子，畑中 佳奈子，木村鉄宣 

Tufted angioma に対し放射線治療を行った１例 

第 132回日本医学放射線学会北日本地方会・第 77回日本核医学学会北日本地方会 

2015年 6月 26日，秋田市にぎわい交流館（秋田市），一般演題・口演 

 

前川 聡，岩野 弘幸，南部 秀雄，木村 銀河，水上 和也，横田 卓，菅野 宏美，納谷 昌直，筒井 

裕之 

心臓原発 undifferentiated/unclassified sarcoma の 1 例 

第 113回日本循環器学会北海道地方会 

2015年 6月 27日，北海道大学学術交流会館（札幌市），一般演題・口演 

 

石田 直子，畑中 豊，菅野 宏美，細田 充主，山本 貢，市之川 一臣，郭 家志，山下 啓子 

免疫組織化学法で HER2陰性と判定された ER 陽性乳癌の早期再発症例における HER2遺伝子増幅の検討 

第 23 回日本乳癌学会学術総会 

2015年 7月 2-4 日（7 月 2日），東京国際フォーラム（東京），一般演題・示説 

 

畑中 佳奈子 

子宮体部疾患と最近の話題（新 WHO 分類から） 

第 187回北海道臨床衛生検査技師会講習会 病理技術者の匠 Part 9 婦人科疾患から学ぶ  匠の技 

2015年 7月 4-5 日（7 月 5日），北海道ふとみ銘泉万葉の湯（北海道当別町），講演 

 

高桑 恵美 

婦人科生殖器の発生と解剖学 

第 187回北海道臨床衛生検査技師会講習会 病理技術者の匠 Part 9 婦人科疾患から学ぶ  匠の技 

2015年 7月 4-5 日（7 月 4日），北海道ふとみ銘泉万葉の湯（北海道当別町），講演 

 

新井 隆太，小野寺 智洋，三橋 智子，高橋 大介，入江 徹，浅野 毅，清藤 直樹，松原 新史，山

本 励志，近藤 英司，岩崎 倫政全身痛を呈した足底部軟部腫瘍の 1例 

第 48 回日本整形外科学会骨軟部腫瘍学術集会 

2015年 7月 9-10日（7月 9 日），かがわ国際会議場・サンポートホール高松・JR ホテルクレメント高松(高

松市)，ポスター 

 

中澤 温子，大隅 朋生，鶴澤 正仁，小林 良二，岩淵 英人，大島 孝一，田丸 淳一，中峯 寛和，

中村 栄男，藤本 純一郎，北條 洋，松野 吉宏，吉野 正 



Pediatric diffuse large B-cell lymphoma 

- A report from the Japanese Pediatric Leukemia/Lymphoma Study Group (JPLSG) 

第 55 回日本リンパ網内系学会総会 

2015年 7月 9-11日（7月 10 日），岡山コンベンションセンター（岡山市），口演 

 

蔵谷 大輔，坂本 譲，植村 一仁，髙橋 宏明，伊藤 美夫，三橋 智子 

横行結腸癌の切除検体から慢性リンパ性白血病/小リンパ球性リンパ腫と診断された 1例 

第 70 回日本消化器外科学会総会 

2015年 7月 15-17日，アクトシティ浜松他（浜松市），一般演題・ポスター 

 

石田 直子，畑中 豊，菅野 宏美，細田 充主，山本 貢，市之川 一臣，郭 家志，松野 吉宏，山下 

啓子 

ER 陽性乳癌の早期再発症例における HER2遺伝子増幅および p53蛋白発現の検討 

第 13 回日本臨床腫瘍学会学術集会 

2015年 7月 16-18日（7月 18 日），ロイトン札幌（札幌市），一般演題・示説 

 

松野 吉宏 

病理検体を用いるコンパニオン診断の精度保証 

第 13 回日本臨床腫瘍学会学術集会 

2015年 7月 16-18日（7月 17 日），ロイトン札幌（札幌市），パネルディスカッション 

 

木下 一郎，畑中 豊，本間 理央，辻 靖，坂井 和子，西尾 和人，田中 里枝，鈴木 優介，松野 

吉宏，秋田 弘俊 

原発不明癌の分子標的治療の開発を目指したドライバー遺伝子変異解析 

第 13 回日本臨床腫瘍学会学術集会 

2015年 7月 16-18日，ロイトン札幌（札幌市） 

 

高桑 恵美，岡田 宏美，畑中 佳奈子，松野 吉宏 

胸腔内腫瘍の 1 例 

2015年度日本病理学会小児腫瘍組織分類委員会症例検討会 

2015年 8月 28日，国立成育医療研究センター（東京），口演 

 

越智 龍太郎，南 尚哉，山田 恵子，網野 格，宮崎 雄生，秋本 幸子，新野 正明，藤木 直人，土

井 静樹，山田 錬，多谷 容子，木村 宗士，松野 吉宏，下濱 俊，菊地 誠志 

慢性進行性の筋萎縮・嚥下障害を契機に発見された肺小細胞癌合併抗 Hu 抗体陽性傍腫瘍性感覚運動性ニュー

ロパチーの 1例 

第 97 回日本神経学会北海道地方会，2015年 9月 5日，札幌医科大学記念ホール（札幌市） 

 



Kakinuma R, Ashizawa K, Noguchi M, Koizumi N, Kondo T, Kuriyama K, Matsuguma H, Ohmatsu H, Okami 

J, Suehisa H, Maeshima AM, Yamaji T, Matsuno Y, Murayama S, Murata K. 

Natural history of pulmonary subsolid nodules: a prospective multicenter study. 

The 16th World Conference on Lung Cancer. 

September 8, 2015, Denver, Colorado, USA (Oral Presentation) 

 

野村 俊介，加賀 基知三，樋田 泰浩，井上 玲，中田 玲子，椎谷 洋彦，松居 喜郎，中 智昭，三

橋 智子 

周囲臓器合併切除により完全摘除し得た縦隔脂肪肉腫の 1例 

第 99 回日本胸部外科学会北海道地方会 

2015年 9月 12日，札幌医科大学記念ホール(札幌市)，一般演題・口演 

 

石田 直子，細田 充主，馬場 基，市之川 一臣，郭 家志，畑中 佳奈子，岡田 宏美，山下 啓子 

原発巣乳癌組織で HER2蛋白過剰発現を認めなかった HER2陽性再発乳癌の一例 

第 13 回日本乳癌学会北海道地方会 

2015年 9月 12日，北海道がんセンター（札幌市），一般演題・口演 

 

木下 一郎，畑中 豊，本間 理央，辻 靖，坂井 和子，西尾 和人，田中 里枝，鈴木 優介，松野 

吉宏，西原 広史，秋田 弘俊 

原発不明癌における分子標的治療の開発を目指したドライバー遺伝子変異解析 

第 95 回北海道医学大会腫瘍系分科会・第 112回北海道癌談話会 

2015年 9月 12日，北海道大学医学部学友会館フラテ（札幌市） 

 

合田 智宏，木下 一郎，大泉 聡史，原田 敏之，西原 広史，畑中 豊，松野 吉宏，天野 虎次，砂

糖 典宏，磯部 宏，田中 伸哉，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 95 回北海道医学大会腫瘍系分科会・第 112回北海道癌談話会 

2015年 9月 12日，北海道大学医学部学友会館フラテ（札幌市） 

 

杉本 絢子，長岡 健太郎，中久保 祥，郷 俊寛，鈴木 雅，今野 哲，西村 正治，松野 吉宏大学の

健診を契機に診断に至った若年女性の特発性肺ヘモジデローシスの一例 

第 110回日本呼吸器学会北海道支部学術集会 

2015年 9月 19日，札幌市教育文化会館（札幌市） 

 

椎谷 洋彦，加賀 基知三，樋田 泰浩，井上 玲，小野 雅人，松居 喜郎，中 智昭，松野 吉宏 

胸腺腫の胸腔内播種再発に対して胸膜肺全摘術を施行した一例 

第 110回日本呼吸器学会北海道支部学術集会 



2015年 9月 19日，札幌市教育文化会館（札幌市），一般演題・口演 

 

今泉 健，細田 充主，岡田 宏美，三橋 智子，石田 直子，市之川 一臣，馬場 基，武冨 紹信，山

下 啓子 

乳癌術後残存乳房照射後に発生した Radiation-induced sarcomaの 1例 

第 103回北海道外科学会 

2015年 9月 19日，北大学術交流会館（札幌市），一般演題・口演 

 

残膵再建なしで膵頭十二指腸切除術を施行した膵体尾部脂肪置換を伴う膵神経内分泌腫瘍の 1例 

高橋 宏明，植村 一仁，渋谷 一陽，大平 将史，伊藤 美夫，大坂 喜彦，本間 直健，畑中 佳奈

子，武藤 修一 

第 69 回国立病院総合医学会 

2015年 10月 2-3日（10月 3 日），ロイトン札幌他（札幌市），口演 

 

中 智昭，畑中 豊，菅野 宏美，畑中 佳奈子，武島 幸男，井内 康輝，三 

橋 智子，松野 吉宏 

Identification of novel diagnostic markers for mesothelioma by GEP  

analysis of an unique case of synchronous tumor 

希少症例の FFPE組織検体から出発した悪性中皮腫の新規分子診断マーカーの探索 

第 74 回日本癌学会学術総会 

2015年 10月 8-10日（10月 8日），名古屋国際会議場(名古屋市)，一般演題・示説 

 

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 

The role of APC-binding protein EB1 for preoperative radiotherapy to PVTT in hCC patients with 

vp3 or vp4 

Vp3,4 肝細胞癌の門脈腫瘍栓に対する術前放射線治療と APC-binding protein EB1 の発現の意義 

第 74 回日本癌学会学術総会 

2015年 10月 8-10日（10月 8日），名古屋国際会議場(名古屋市)，一般演題・示説 

 

藤澤 孝志，畑中 豊，畑中 佳奈子，三橋 智子，松野 吉宏，藤本 勝也 

Immunohistochemical analysis of NKG2D ligands in diffuse large B-cell lymphoma 

びまん性大細胞型Ｂ細胞リンパ腫の NKG2D リガンド発現に関する免疫組織化学的検討 

第 74 回日本癌学会学術総会 

2015年 10月 8-10日（10月 9日），名古屋国際会議場(名古屋市)，一般演題・示説 

 

大西 俊介，清水 勇一，水島 健，畑中 豊，畑中 佳奈子，久保田 良政，夏井坂 光輝，神谷 真

子，本間 明宏，加藤 元嗣，浦野 泰照，坂本 直哉 



Fluorescent imaging of superficial head and neck cancer by topically spraying a γ-

glutamyltranspeptidase-activated probe 

γ-glutamyltranspeptidase により蛍光を発する probe による早期頭頸部がんの検出 

第 74 回日本癌学会学術総会 

2015年 10月 8-10日（10月 10 日），名古屋国際会議場(名古屋市)，一般演題・示説 

 

戸澤 雄介，植木 将弘，竹崎 俊一郎，山田 雅文，小林 一郎，有賀 正，畑中 佳奈子 

成長障害を生じた限局性強皮症の 2 例 

第 25 回日本小児リウマチ学会総会・学術集会 

2015年 10月 9-11日，金沢歌劇座（金沢市） 

 

Maruyama D, Yamamoto K, Shibata T, Tobinai K, Ando K, Kurosawa M, Gomyo H, Uike N, Tsukamoto N, 

Fukuhara N, Shimoyama T, Taniwaki M, Nosaka K, Matsuno Y, Hotta H, Tsukasaki K, Morishima Y, 

Ogura M, Japan Clinical Oncology Group- Lymphoma Study Group (JCOG-LSG)Phase II study of R-High-

CHOP/CHASER followed by LEED therapy with ASCT in untreated MCL (JCOG0406) 

第 77 回日本血液学会学術集会 

2015年 10月 16-18 日（10月 16 日），ホテル日航金沢他（金沢市），一般演題・口演 

 

斎藤 里佳，畑中 佳奈子，岡田 宏美，高桑 恵美，北村 哲也，畑中 豊，三橋 智子，福田 諭，進

藤 正信，松野 吉宏若年および高齢発症舌扁平上皮癌の病理組織学的特性の比較検討 

第 95 回北海道医学大会病理分科会・第 48回北海道病理談話会 

2015年 10月 17 日，札幌医科大学臨床第一講義室（札幌市） 

 

畑中 佳奈子，藤本 勝也，野口 寛子，高桑 康成，畑中 豊，松野 吉宏 

自己免疫性疾患患者に生じたリンパ増殖性疾患 62例の臨床病理学的検討 

第 95 回北海道医学大会病理分科会・第 48回北海道病理談話会 

2015年 10月 17 日，札幌医科大学臨床第一講義室（札幌市），一般演題・口演 

 

石嶋 漢，加瀬 諭，水門 由佳，畑中 佳奈子，野田 実香，松野 吉宏，石田 晋 

結膜下腫瘤で発見された骨髄異形成症候群の白血病化の一例 

第 69 回日本臨床眼科学会 

2015年 10月 22-25 日，名古屋国際会議場（名古屋市），一般演題 

 

池澤 靖元，水柿 秀紀，庄司 哲明，高島 雄太，森本 恵，岡田 宏美、高階 太一，七戸 龍司，菊

地 英毅，菊地 順子，榊原 純，品川 尚文，大泉 聡史，松野 吉宏，西村 正治 

指尖転移を来たした肺扁平上皮癌の 1例 

第 41 回日本肺癌学会北海道支部会 

2015年 10月 24 日，北海道大学医学部臨床大講堂（札幌市），一般演題・口演 



 

望月 抄苗，吹谷 美佳，清水 知浩，宮越 里絵，安孫子 光春，丸川 活司，藤澤 孝志，高桑 恵

美，畑中 佳奈子，武田 真人，渡利 英道，三橋 智子，櫻木 範明，松野 吉宏 

明細胞腺癌，類内膜腺癌と小細胞癌が混在した稀な子宮体部混合癌の 1例 

第 36 回北海道臨床細胞学会総会並びに学術集会 

2015年 11月 1日，旭川市大雪クリスタルホール（旭川市） 

 

宮越 里絵，丸川 活司，望月 抄苗，吹谷 美佳，清水 知浩，安孫子 光春，石塚 泰也，藤澤 孝

志，高桑 恵美，畑中 佳奈子，武田 真人，三橋 智子，櫻木 範明，松野 吉宏 

乳房外 Paget病の一例 

第 36 回北海道臨床細胞学会総会並びに学術集会 

2015年 11月 1日，旭川市大雪クリスタルホール（旭川市） 

 

畑中 佳奈子 

スライドセミナー総合科症例 

第 36 回北海道臨床細胞学会総会並びに学術集会 

2015年 11月 1日，旭川市大雪クリスタルホール（旭川市），講演 

 

畑中 豊，松野 吉宏 

コンパニオン診断（CoDx）の規制と質保証 

シンポジウム 2「病理業務におけるコンパニオン診断」 

第 61 回日本病理学会秋期特別総会 

2015年 11月 5-6日（11月 6 日），東京大学安田講堂（東京都文京区），シンポジウム・口演 

 

石田 直子，畑中 豊，平野 裕子，富樫 謙一，松野 吉宏，山下 啓子 

ホルマリン固定・パラフィン包埋乳癌組織における PIK3CA 遺伝子変異の検討 

第 61 回日本病理学会秋期特別総会 

2015年 11月 5-6日（11月 6 日），東京大学安田講堂（東京都文京区），一般演題・ポスター 

 

安田 政実，梶原 博，田丸 淳一，足立 史朗，岩淵 啓一，畑中 佳奈子，近藤 哲夫，辻本 正彦，

長坂 徹郎，槇 政彦，伊丹 弘恵，松本 裕文，川上 史 

閉経後 AFP産生卵巣腫瘍の臨床病理像：17 例の検討 

第 61 回日本病理学会秋期特別総会 

2015年 11月 5-6日（11月 6 日），東京大学安田講堂（東京都文京区），Ｂ演説・口演 

 

Aiyama T, Orimo T, Yooo H, Ohta T, Hatanaka K, Hatanaka Y, Matsuno Y, Kamiyama T, Taketomi A. 

APC-binding protein EB1 as an important predictive factor for the prognosis and recurrence in 

hepatocellular carcinoma. 



The Liver Meeting 2015 American Association for the Study of Liver Diseaes. 

November 13-17, 2015, San Francisco, CA, USA. 

 

丸川 活司 

病理・細胞診セミナー「消化器・FNA」 

第 54 回日本臨床細胞学会秋期大会 

2015年 11月 21-22 日（11月 21 日），名古屋国際会議場（名古屋市），病理・細胞診セミナー・講演 

 

丸川 活司 

体腔液検体へのギムザ染色の有用性ならびに pitfall 

ワークショップ 「細胞診におけるギムザ染色の有用性ならびに pitfall」 

第 54 回日本臨床細胞学会秋期大会 

2015年 11月 21-22 日（11月 22 日），名古屋国際会議場（名古屋市），ワークショップ・講演 

 

前田 悟郎，朝野 拓史，丸川 活司，石塚 泰也，井平 圭，遠藤 大介，岡田 宏美，三田村 卓，保

坂 昌芳，武田 真人，渡利 英道，佐川 正，畑中 佳奈子，松野 吉宏，櫻木 範明 

婦人科分野におけるセルブロックの有用性の検討 

第 54 回日本臨床細胞学会秋期大会 

2015年 11月 21-22 日，名古屋国際会議場（名古屋市），一般演題・示説 

 

井平 圭，朝野 拓史，丸川 活司，石塚 秦也，岡田 宏美，遠藤 大介，三田村 卓，保坂 昌芳，武

田 真人，渡利 英道，佐川 正，畑中 佳奈子，松野 吉宏，櫻木 範明 

子宮体部明細胞腺癌の診断経過についての検討  

第 54 回日本臨床細胞学会秋期大会 

2015年 11月 21-22 日（11月 21 日），名古屋国際会議場（名古屋市），一般演題・示説 

 

齊藤 良玄，朝野 拓史，丸川 活司，石塚 泰也，岡田 宏美，井平 圭，三田村 卓，保坂 昌芳，武

田 真人，遠藤 大介，渡利 英道，佐川 正，櫻木 範明 

子宮頸癌 卵巣癌を合併した子宮体部類内膜腺癌（triple cancer）の 1 例  

第 54 回日本臨床細胞学会秋期大会 

2015年 11月 21-22 日（11月 22 日），名古屋国際会議場（名古屋市），一般演題・示説 

 

古田 祐，朝野 拓史，丸川 活司，石塚 泰也，前田 悟郎，遠藤 大介，三田村 卓，武田 真人，岡

田 宏美，藤澤 孝志，渡利 英道，佐川 正，畑中 佳奈子，松野 吉宏，櫻木 範明 

子宮体部に発生した小細胞癌の一例  

第 54 回日本臨床細胞学会秋期大会 

2015年 11月 21-22 日（11月 22 日），名古屋国際会議場（名古屋市），一般演題・示説 

 



吹谷 美佳，丸川 活司，望月 抄苗，清水 知浩，宮越 里絵，安孫子 光春，藤澤 孝志，高桑 恵

美，畑中 佳奈子，三橋 智子，松野 吉宏 

胸水中に IgG4陽性形質細胞浸潤を証明できた IgG4関連疾患の一例 

第 54 回日本臨床細胞学会秋期大会 

2015年 11月 21-22 日（11月 21 日），名古屋国際会議場（名古屋市），一般演題・示説 

 

畑中 豊，松野 吉宏 

ドライバー遺伝子変異検査法の現状と課題：コンパニオン診断薬の開発と臨床応用 

第 56 回日本肺癌学会学術集会 

2015年 11月 26-28 日，パシフィコ横浜（横浜市），シンポジウム 

 

南部 秀雄，岩野 弘幸，前川 聡，木村 銀河，水上 和也，横田 卓，畑中 佳奈子，納谷 昌直，筒

井 裕之 

右室にのみ収縮障害を呈する心サルコイドーシスに持続性心室頻拍が生じた 1例 

第 114回日本循環器学会北海道地方会 

2015年 11月 28 日，北海道大学学術交流会館（札幌市），一般演題・口演 

 

遠藤 将吾，畑中 佳奈子 

2 つの腫瘍が混在した左側頭葉病変の 1例；57歳女性 

第 21 回北海道脳腫瘍病理検討会 

2015年 12月 1日，北海道大学医学部フラテ会館，口演 

 

石嶋 漢，加瀬 諭，畑中 佳奈子，石田 晋 

レバミピド点眼液投与後に発症した急性涙嚢炎における病理組織学的検討 

第 3回日本眼形成再建外科学会 

2015年 12月 12-13 日，岡山国際交流センター国際会議場（岡山市），一般演題 

 

 


