
学会・口演 
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今本 鉄平，畑中 佳奈子，後藤田 裕子，岩口 佳史，橋口 淳一，松野 吉宏 

病理診断を疑わなかったリンパ節腫大の 1 例 

第 173回日本病理学会北海道支部学術集会（標本交見会） 

2016年 1月 30日，市立札幌病院（札幌市），口演 

 

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

松野 吉宏 

胸膜切除・剥皮術を施行した再発胸腺腫の１例 

第 35 回日本胸腺研究会 

2016年 2月 6日，徳島大学藤井節郎記念医科学センター（徳島市），一般演題・口演 

 

中 智昭，岡本 賢三，伊佐田 朗，樋田 泰浩，三橋 智子，松野 吉宏 

上葉優位型肺線維症が疑われた 1例 

第 48 回呼吸器病理研究会 

2016年 2月 13日，帝京大学医学部付属溝口病院（川崎市），一般演題・口演 

 

小林 聡，山口 秀，遠藤 将吾，小林 浩之，寺坂 俊介，畑中 佳奈子，宝金 清博 

小児頭蓋内奇形腫の２例 

第 41 回北海道小児がん研究会 

2016年 2月 26日，京王プラザホテル札幌（札幌），口演 

 

中久保 祥，今野 哲，伊藤 祥太郎，鎌田 啓佑，長岡 健太郎，鈴木 雅，西村 正治，中 智昭，松

野 吉宏，加賀 基知三 

特発性肺線維症としてフォロー中に Mikulicz 病を発症し、IgG4関連肺疾患の併存が疑われた 1 例 

第 111回日本呼吸器学会北海道地方会 

2016年 2月 27日，札幌市教育文化会館（札幌市），一般演題・口演 

 

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

松野 吉宏 

胸膜切除・剥皮術を行った胸膜悪性腫瘍の 5例 

第 111回日本呼吸器学会北海道地方会 

2016年 2月 27日，札幌市教育文化会館（札幌市），一般演題・口演 

 



吉見 泰典，中西 喜嗣，浅野 賢道，倉島 庸，海老原 裕磨，野路 武寛，村上 壮一，中村 透，田

本 英司，土川 貴裕，岡村 圭祐，七戸 俊明，畑中 佳奈子，平野 聡 

腹腔内出血を来した腎癌大網転移の１例 

第 104回北海道外科学会 

2016年 2月 27日，かでる 2.7（札幌市），一般演題・口演 

 

馬場 周平，網島 優，服部 健史，須甲 憲明，鎌田 有珠，山本 宏司，畑中 佳奈子 

市販の漢方薬による薬剤性肺炎と考えられた 1例 

第 111回日本呼吸器学会北海道支部学術集会 

2016年 2月 27日，札幌市教育文化会館 

（札幌市），一般演題・口演 

 

畑中 豊 

肺癌コンパニオン診断の現状と課題 

第 41 回茨城病院病理医の会学術講演会 

2016年 2月 27日，茨城県厚生連総合病院･水戸協同病院（水戸市），講演 

 

秋元 亨介，山田 錬，井上 雅貴，佐々木 塁，多谷 容子，羽田 政平，馬場 麗，武藤 修一，木村 

宗士，大原 行雄，高桑 恵美 

診断に苦慮したエキノコックス症の 1 例 

第 118回日本消化器病学会北海道支部例会 

2016年 3月 5-6 日，札幌コンベンションセンター（札幌市），一般演題・口演 

 

山田 錬，佐々木 塁，多谷 容子，羽田 政平，馬場 麗，武藤 修一，木村 宗士，大原 行雄，畑中 

佳奈子，大平 将史，内田 亜希子 

Krukenberg 腫瘍が疑われ手術で両側の卵巣原発腫瘍と診断した胃癌の 1例 

日本消化器病学会北海道支部第 118 回例会・日本消化器内視鏡学会第 112回北海道支部例会 

2016年 3月 5-6 日，札幌コンベンションセンター（札幌市），口演 

 

宮本 秀一，加藤 基嗣，安孫子 怜，津田 桃子，大野 正芳，小野 尚子，間部 克裕，清水 勇一，

山下 充孝，大西 俊介，小松 嘉人，中 智昭，畑中 佳奈子，坂本 直哉 

ポリープ様形態を示した直腸キサントーマの 1例 

第 112回日本消化器内視鏡学会北海道支部例会 

2016年 3月 5-6 日（3 月 5日），札幌コンベンションセンター（札幌市），一般演題・口演 

 

桑原 健，畑中 佳奈子，秦 洋郎，伊藤 祥太郎，長岡 健太郎，三橋 智子，松野 吉宏 

診断に苦慮した左臀部皮下結節の一例 

第 174回 日本病理学会北海道支部学術集会 (標本交見会) 



2016年 3月 12日，市立札幌病院 (札幌市)，一般演題・口演 

 

Marukawa K, Mitsuhashi T, Hatanaka Y, Morooka A, Sato D, Nitta T, Nakamura T, Hirano S, Matsuno 

Y. 

Clinicopathological significance of MUC13 expression in pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC); 

the positive prognostic marker and possible candidate for molecular targeted therapy. 

2016 Annual Meeting, United States and Canadian Academy of Pathology. 

March 12-18, 2016, Washington State Convention Center, Seattle, MA, USA (poster) 

 

 

畑中 豊 

遺伝検査に対する病理学会の取り組み 

病理部門からみたコンパニオン診断とマルチプレックスゲノム診断 

探索病理・腫瘍病理シンポジウム 

2016年 3月 19日，北海道大学医学部学友会館フラテ大ホール（札幌市），講演 

 

西田 睦，常田 慧徳，佐藤 恵美，工藤 悠輔，表原 里実，堀江 達則，岩井 孝仁，若林 倭，高杉 

莉佳，井上 真美子，畑中 佳奈子，神山 俊哉，武冨 紹信，渋谷 斉，加畑 馨，清水 力 

特異な画像所見を呈した肝類上皮性血管内皮腫の 1例 

第 29 回日本腹部造影エコー・ドプラ研究会 

2016年 4月 2日，宮崎市 MRT micc（宮崎市），口演 

 

腰塚 靖之，川村 典生，財津 雅昭，後藤 了一，太田 稔，岡田 宏美，畑中 佳奈子，山下 健一

郎，武冨 紹信，田中 一成，姜 貞憲，高橋 和明，嶋村 剛 

脳死肝移植後に肝機能障害が再燃・遷延した HAV による劇症肝炎の 1 例 

第 6回東京・神奈川劇症肝炎研究会 

2016年 4月 2日，日赤医療センター（東京），一般演題・口演 

 

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

高橋 秀徳，若山 顕治，柿坂 達彦，敦賀 陽介，蒲池 浩文，神山 俊哉，武富 紹信 

肝細胞癌における Adenomatous polyposis coli 結合蛋白 EB1の機能解析 

第 116回日本外科学会定期学術集会 

2016年 4月 14-16日，大阪国際会議場（大阪市） 

 

畑中 豊 

肺癌コンパニオン診断の現状と課題 

第 2回 ALK肺癌診断/治療セミナー 

2016年 4月 15日，パレスホテル大宮（大宮市），講演 



 

畑中 豊，桑田 健，増田 しのぶ 

肺癌 EGFR遺伝子変異検査の検査精度に関する調査研究 

第 105回日本病理学会総会 

2016年 5月 12-14日（5月 12 日），仙台国際センター(仙台市)，一般演題・口演 

 

平野 博嗣，杉田 親太朗，畑中 豊，藤田 裕美，久保 輝文，菊地 謙成，伊藤 夢美香，菅原 太

郎，松野 吉宏，長谷川 匡 

消化管間質腫瘍における Ki-67とリスク分類の予後因子としての重要性 

第 105回日本病理学会総会 

2016年 5月 12-14日，仙台国際センター(仙台市) 

 

増田 しのぶ，中西 陽子，桑田 健，畑中 豊 

ホルマリン固定パラフィン包埋切片を用いた核酸を対象とした検査 

第 105回日本病理学会総会 

2016年 5月 12-14日，仙台国際センター(仙台市) 

 

三橋 智子 

膵管内乳頭粘液性腫瘍の膵液細胞診について 

診療領域別講習特別プログラム 研究講演会 4 膵管内腫瘍と関連疾患－病理診断の課題と展望 

第 105回日本病理学会総会 

2016年 5月 12-14日（5月 12 日），仙台国際センター(仙台市)，シンポジウム・口演 

 

畑中 佳奈子，宮島 直人，畑中 豊，篠原 信雄，松野 吉宏 

血管筋脂肪腫；結節性硬化症との関連を中心に 

コンパニオンミーティング: 腎腫瘍新 WHO 分類 2016：newly emerging syndromes を中心として 

第 105回日本病理学会総会 

2016年 5月 12-14日（5月 12 日），仙台国際センター(仙台市)，コンパニオンミーティング・口演 

 

上野 峰，三橋 智子，畑中 豊，岡村 圭祐，平野 聡，松野 吉宏 

低分化肝外胆管癌における臨床病理学的因子の検討 

第 105回日本病理学会総会 

2016年 5月 12-14日（5月 13 日），仙台国際センター(仙台市)，一般演題・ポスター 

 

清水 知浩，岡田 宏美，畑中 豊，桑原 健，清水 亜衣，中 智昭，藤澤 孝志，高桑 恵美，畑中 

佳奈子，三橋 智子，松野 吉宏 

組織マイクロアレイを用いた非小細胞肺癌における抗 PD-L1 抗体の比較検討 

第 105回日本病理学会総会 



2016年 5月 12-14日（5月 13 日），仙台国際センター(仙台市)，一般演題・ポスター 

 

諸岡 亜早美，畑中 豊，丸川 活司，上野 峰，佐藤 大介，平野 裕子，奥村 麻美，清水 知浩，畑

中 佳奈子，三橋 智子，松野 吉宏 

膵管癌における NT5E発現における臨床病理学的検討 

第 105回日本病理学会総会 

2016年 5月 12-14日（5月 13 日），仙台国際センター(仙台市)，一般演題・ポスター 

 

中 智昭，畑中 佳奈子，森 泰昌，加瀬 諭，三橋 智子，松野 吉宏 

視神経乳頭部の色素上皮性腺癌の一例 

第 105回日本病理学会総会 

2016年 5月 12-14日（5月 14 日），仙台国際センター(仙台市)，一般演題・ポスター 

 

丸川 活司，畑中 豊，平野 裕子，東 学，中島 真奈美，今川 誠，小熊 貴光，東 恭悟，松野 吉

宏 

ALK陽性肺癌細胞株を用いた FFPEセルブロック作製に関する調査研究 

第 105回日本病理学会総会 

2016年 5月 12-14日（5月 14 日），仙台国際センター(仙台市)，一般演題・ポスター 

 

桑原 健，畑中 豊，岡田 宏美，清水 知浩，奥村 麻美，平野 祐子，畑中 佳奈子，樋田 泰浩，加

賀 基知三，松野 吉宏 

非小細胞肺癌における PD-L1 と AKR1B10 発現の関連性に関する検討 

第 105回日本病理学会総会 

2016年 5月 12-14日（5月 14 日），仙台国際センター(仙台市)，一般演題・ポスター 

 

岩崎 沙理，桑原 健，岡本 賢三，齋藤 拓志，西浦 洋一，中村 友彦，清水 亜衣，池田 仁，石津 

明洋，鈴木 昭巨大結腸症および左横隔膜弛緩症の増悪により死亡した剖検例の肺病編 

第 105回日本病理学会総会 

2016年 5月 12-14日（5月 12 日），仙台国際センター(仙台市)，一般演題・ポスター 

 

今本 鉄平，後藤田 裕子，狩野 吉康，高橋 正二郎，村岡 俊二，松野 吉宏 

肝疾患経過中に全身性リンパ節腫脹で発症した壊死性リンパ節炎の 2 例 

第 105回日本病理学会総会 

2016年 5月 12-14日（5月 14 日），仙台国際センター(仙台市)，一般演題・ポスター 

 

畑中 豊 

病理診断部門からみた体細胞遺伝子検査の現状と今後のがんゲノム診断 

第 105回日本病理学会総会 



2016年 5月 12-14日（5月 14 日），仙台国際センター(仙台市)，ランチョンセミナー20・口演 

 

清水 亜衣，岩崎 沙理，小熊 昴，鈴木 信，今 雅史，池田 仁，山崎 有人，松野 吉宏，笹野 公

伸，鈴木 昭 

副腎皮質腺腫内に発生した副腎皮質癌の１例 

A rare case of adrenal cortical carcinoma arising from adrenal cortical adenoma 

第 105回日本病理学会総会 

2016年 5月 12-14日（5月 14 日），仙台国際センター（仙台市），一般演題・ポスター 

 

畠 榮，亀井 敏昭，渋田 秀美，濱川 真治，岡 輝明，廣島 健三，辻村 亨，松本 慎二，鍋島 一

樹，丸川 活司 

悪性中皮腫における印環細胞の診断的意義に対する考察 

第 57 回日本臨床細胞学会総会春期大会 

2016年 5月 28-29日（5月 28 日），パシフィコ横浜（横浜市），一般演題・口演 

 

清水 亜衣，岩崎 沙理，田村 元，池田 仁，松野 吉宏，鈴木 昭 

著しい IgG4 陽性形質細胞の浸潤を伴う乳腺炎症性偽腫瘍の 1 例 

第 24 回日本乳癌学会学術総会 

2016年 6月 16-18日，東京ビッグサイト（東京都江東区有明） 

 

小塚 陽介，高橋 宏明，植村 一仁，三野 和宏，太田 拓児，大坂 喜彦、本間 直健，畑中 佳奈子 

結核性腸腰筋膿瘍に対して腹腔鏡下に診断、ドレナージを施行した一例 

第 21 回北海道内視鏡外科研究会 

2016年 6月 25日，北海道大学病院臨床大講堂（札幌市），一般演題・口演 

 

山下 優，鈴木 雅，武井 望，長岡 健太郎，今野 哲，西村 正治，野村 俊介，中 智昭，松野 吉宏 

診断に難渋した肺内リンパ浮腫を伴ったリンパ脈管筋腫症の 1 例 

第 9回北海道呼吸器 Webカンファレンス，2016年 6月 27 日．一般演題・口演 

 

松野 吉宏 

抗 CD30治療の時代 －病理診断は効果を予測できるか？ 

Expert Meeting ，2016年 6 月 29日，札幌プリンスホテル（札幌市），講演 

 

丸川 活司 

体腔液鏡検実習 

第 1回日本臨床検査同学院 北海道地区 形態学講演会・講習会 

2016年 7月 9日，北海道大学病院(札幌市)，講師 

 



 

松野 吉宏 

リンパ節病変の病理・細胞診 

第 1回日本臨床検査同学院 北海道地区 形態学講演会・講習会 

2016年 7月 9日，北海道大学病院(札幌市)，講演 

 

畑中 豊 

がんコンパニオン診断とゲノム診断 

モロオがんセミナー，2016年 7月 21日，モロオ本社会議室（札幌市），講演 

 

岩井 孝仁，西田 睦，佐藤 恵美，工藤 悠輔，表原 里実，若林 倭，高杉 莉佳，藪崎 哲史，真鍋 

徳子，小川 浩司，上野 峰，岡村 佳祐，三橋 智子，渋谷 斉，加畑 馨，清水 力 

肝細胞癌との鑑別が困難であった炎症性偽腫瘍の１例 

第 18 回北海道肝イメージ研究会 

2016年 8月 20日，エーザイ（株）札幌コミュニケーションオフィス（札幌市），一般演題 

 

表原 里実，西田 睦，佐藤 恵美，工藤 悠輔，岩井 孝仁，若林 倭，高杉 莉佳，藪崎 哲史，真鍋 

徳子，岡田 宏美，神山 俊哉，澁谷 斉，加畑 馨，清水 力 

肝細胞癌の自然退縮を疑った一症例 

第 18 回北海道肝イメージ研究会 

2016年 8月 20日，エーザイ（株）札幌コミュニケーションオフィス（札幌市），一般演題 

 

安孫子 光春，丸川 活司，望月 抄苗，清水 知浩，渡部 涼子，出口 貴洋，畑中 豊 

肺癌 EGFR遺伝子変異の検体種別検出率について 

第 65 回医学検査学会 

2016年 9月 3‐4日（9月 3 日），神戸ポートピアホテル（神戸市），一般演題・口演 

 

出口 貴祥，丸川 活司，安孫子 光春，石田 裕子，渡部 涼子，清水 知浩，望月 抄苗 

セルブロック作製法の標準化を目指して ―各種固定液の細胞形態への影響― 

第 90 回北海道医学検査学会 

2016年 9月 10-11日（9月 10 日）， 室蘭工業大学（室蘭市），一般演題・口演 

 

丸川 活司 

症例検討（顕微鏡実習・症例解説/細胞所見の捉え方の実践） 

第 11 回中皮腫細胞診セミナー 

2016年 9月 17-18日（9月 18 日），東北大学医学部(仙台市)，講師 

 

丸川 活司 



体腔液 細胞所見の捉え方と実践 

第 11 回中皮腫細胞診セミナー 

2016年 9月 17-18日（9月 18 日），東北大学医学部(仙台市)，講演 

 

松野 吉宏 

Small B-cell neoplasm を見落とさないために 

イムブルビカ®発売記念講演会 in Hokkaido 

2016年 9月 21日，札幌プリンスホテル（札幌市），講演 

 

畑中 豊 

病理診断における遺伝子検査 

「がんゲノム情報を用いた全国レベルでの Precision Medicine 体制構築に関する研究」班（吉野班）・「先

端的がん医療実施のための地域完結型病理診断および臨床・病理連携ネットワークの構築に関する研究」班

（桑田班）平成 28 年度第 2 回合同班会議 

2016年 9月 22日，フクラシア東京（東京），講演 

 

齋藤 拓実，山口 秀，月花 正幸，寺坂 俊介，清水 亜衣，畑中 佳奈子，寶金 清博 

三叉神経の腫脹から診断に至った腺様嚢胞癌の一例 

第 77 回日本脳神経外科学会北海道支部会 

2016年 9月 24日，北海道大学医学部臨床大講堂（札幌市），一般演題・示説 

 

品田 伸一郎， 山口 秀，茂木 洋晃，小林 浩之，寺坂 俊介，三橋 智子，畑中 佳奈子，寳金 清博 

病理所見にて大部分が線維組織を呈した、glowing teratoma syndrome の一例 

第 77 回日本脳神経外科学会北海道支部会 

2016年 9月 24日，北海道大学医学部臨床大講堂（札幌市），一般演題・示説 

 

丸川 活司 

病理技師、細胞検査士としての VSOP - originality から personality を目指して - 

第 7回札幌臨床検査技師会 病理セミナー 

2016年 9月 29日，北海道大学医学部臨床講義棟（札幌市），講演 

 

石田 直子，畑中 豊，富樫 謙一，細田 充主，馬場 基，萩尾 加奈子，郭 家志，岡田 宏美，畑中 

佳奈子，松野 吉宏，山下 啓子 

H1047 以外の PIK3CA遺伝子変異を有する ER陽性早期乳癌は予後良好である 

第 75 回日本癌学会学術総会 

2016年 10月 6-8日（10月 7 日）、パシフィコ横浜（横浜市），一般演題・示説 

 

菊地 央， 間石 奈湖，土屋 邦彦，丸山 覚，安部 崇重，樋田 泰浩，原林 透，松野 吉宏，篠原 



信雄，樋田 京子 

抗癌剤治療前後の尿路上皮癌における腫瘍血管内皮の P-glycoprotein 発現変化 

第 75 回日本癌学会学術総会 

2016年 10月 6-8日（10月 8 日）、パシフィコ横浜（横浜市），一般演題・示説 

 

丸川 活司 

平成 28年度医科診療報酬改定からみえる今後の病理・細胞診断 

第 194回北海道臨床衛生検査技師会 講習会「病理技術者の匠 Part 10」 

2016年 10月 9日，恵庭市青少年研修センター（恵庭市），講演 

 

菊地 央，間石 奈湖，秋山 廣輔，森本 真弘，柳谷 美沙，宮島 直人，土屋 邦彦，丸山 覚，安部 

崇重，樋田 泰浩，原林 透，飴田 要，松本 隆児， 柏木 明，出村 孝義，津田 増寿美，田中 伸

哉，松野 吉宏，篠原 信雄， 樋田 京子 

抗癌剤治療前後の尿路上皮癌における腫瘍血管内皮の P-glycoprotein 発現変化 

第 96 回北海道医学大会 病理分科会（第 49 回北海道病理談話会） 

2016年 10月 15 日，北海道大学医学部学友会館「フラテ」（札幌市），口演 

 

木内 隆之，外丸 詩野，石津 明洋，今川 誠，岩崎 沙理，鈴木 昭，松野 吉宏，笠原 正典 

非小細胞肺癌における免疫プロテアソームサブユニットβ5iの発現 

第 96 回北海道医学大会 病理分科会（第 49 回北海道病理談話会） 

2016年 10月 15 日，北海道大学医学部学友会館「フラテ」（札幌市），口演 

 

秋山 采慧，津田 真寿美，森谷 純，大森 優子，畑中 佳奈子，高阪 真路，木村 太一，西原 広

史，谷野 美智枝，田中 伸哉 

血管内大細胞型 B細胞性リンパ腫の剖検症例 3例の血管外浸潤と Rac 活性に関する臨床病理学的検討 

第 96 回北海道医学大会病理分科会（第 49回北海道病理談話会） 

2016年 10月 15 日，北海道大学医学部学友会館「フラテ」（札幌市），一般演題・口演 

 

桑原 健，畑中 佳奈子，畑中 豊，岡田 宏美，清水 知浩，奥村 麻美，榊原 純，樋田 樋田 泰

浩，加賀 基知三，松野 吉宏 

非小細胞肺癌における免疫チェックポイント分子 PD-L1 発現と酸化ストレス応答分子発現に関する研究 

第 96 回北海道医学大会 病理分科会（第 49 回北海道病理談話会） 

2016年 10月 15 日，北海道大学医学部学友会館「フラテ」（札幌市），一般演題・口演 

 

安孫子 光春 

目指せ細胞検査士！試験の要点を学ぼう 婦人科領域 

第 8回札幌臨床検査技師会病理セミナー 

2016年 10月 15 日，札幌医科大学臨床研究棟 1階（札幌市），講演 



 

服部 健史，須甲 憲明，網島 優，鎌田 有珠，山本 宏司，田中 藤樹，藤本 一弘，畑中 佳奈子，松

野 吉宏 

EBUS-TBNAで診断が得られた多発性硬化性肺胞上皮腫の一例 

第 96 回北海道医学大会呼吸器内視鏡分科会(第 38 回日本呼吸器内視鏡学会北海道支部会)，2016 年 10 月 29

日，北海道大学医学部臨床大講堂（札幌市），一般演題・口演 

 

丸川 活司 

正確な体腔液細胞診断へのアプローチ -日常業務へのアドバイス- 

沖縄県臨床検査技師会 形態検査合同研修会 

2016年 11月 5日，琉球大学医学部保健学科棟講義室（那覇市），講演 

 

丸川 活司 

体腔液細胞診 実技講習会 症例解説 

沖縄県臨床検査技師会 体腔液細胞診ワークショップ，2016年 11月 5日，琉球大学医学部保健学科棟（那

覇市），講演 

 

丸川 活司 

病理・細胞診断と治療への関わり -精度管理と標準化の重要性- 

沖縄県臨床検査技師会 病理・細胞検査合同研修会 

2016年 11月 6日，琉球大学医学部保健学科棟 講義室（那覇市），講演 

 

畑中 佳奈子 

PD-L1 免疫染色の実際 評価トレーニングコースを受けてみて 

コンパニオンミーティング 2  新薬の登場により病理医に求められること 

第 62 回日本病理学会秋期特別総会 

2016年 11月 10-11 日（11月 11 日），金沢市文化ホール（金沢市），口演 

 

畑中 豊 

コンパニオン診断/ゲノム診断の質担保とプレアナリシス段階の標準化 

第 62 回日本病理学会秋期特別総会（ランチョンセミナー） 

2016年 11月 10 日，金沢文化ホール（金沢市），口演 

 

丸川 活司，畑中 豊，松野 吉宏 

免疫染色とセルブロック法：セルブロック作製法の標準化を目指して―セルブロック作製におけるピットフ

ォール― 

細胞検査士会要望教育シンポジウム 

第 55 回日本臨床細胞学会秋期大会 



平成 28年 11月 18-19 日（11月 19日），別府国際コンベンションセンター B-Con Plaza（別府市），講演 

 

丸川 活司 

ALK陽性肺癌細胞株を用いた FFPE セルブロック作製における調査研究 

ランチョンセミナー 

第 55 回日本臨床細胞学会秋期大会 

平成 28年 11月 18-19 日（11月 19日），別府国際コンベンションセンター B-Con Plaza（別府市），講演 

 

奥 聡，武田 真人，小林 由佳子，朝野 拓史，前田 悟郎，石塚 秦也，三田村 卓，渡利 英道，丸

川 活司，櫻木 範明 

子宮内腔に進展した大腸癌の 1例 

第 55 回日本臨床細胞学会秋期大会 

平成 28年 11月 18-19 日（11月 18日），別府国際コンベンションセンター B-Con Plaza（別府市），示説  

 

小林 由佳子，武田 真人，丸川 活司，朝野 拓史，前田 悟郎，石塚 秦也，遠藤 大介，岡田 宏

美，三田村 卓，渡利 英道，畑中 佳奈子，櫻木 範明 

大量の腹水貯留をきたした Large B cell lymphoma の 1 例 

第 55 回日本臨床細胞学会秋期大会 

平成 28年 11月 18-19 日（11月 18日），別府国際コンベンションセンター B-Con Plaza（別府市），示説  

 

前田 悟郎，武田 真人，小林 由佳子，朝野 拓史，石塚 泰也，岡田 宏美，遠藤 大介，三田村 

卓，渡利 英道，丸川 活司，櫻木 範明 

腟原発リンパ上皮腫様癌の 1 例 

第 55 回日本臨床細胞学会秋期大会 

平成 28年 11月 18-19 日（11月 18日），別府国際コンベンションセンター B-Con Plaza（別府市），示説  

 

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

子宮頸部 Glassy cell carcinoma の 1例 

第 55 回日本臨床細胞学会秋期大会 

平成 28年 11月 18-19 日（11月 18日），別府国際コンベンションセンター B-Con Plaza（別府市），示説  

 

中村 元，河野 豊，宮西 浩嗣，石川 和真，田中 信悟，小船 雅義，川村 典生，嶋村 剛，岡田 宏

美，加藤 淳二 

肝動脈塞栓術によりダウンステージが得られ，生体肝移植が可能となった肝細胞癌の 1例 

第 278回日本内科学会北海道地方会 

2016年 11月 19 日，北海道大学臨床講義棟（札幌市）  

 

大井 博貴，北潟谷 隆，佐々木 塁，常松 聖司，馬場 麗，塚本 祐己，武藤 修一，木村 宗士，大原 



行雄，中 智昭 

肝内胆管癌が疑われ肝切除を施行された肝血管肉腫の 1 例 

第 278回日本内科学会北海道地方会 

2016年 11月 19 日，北海道大学臨床講義棟（札幌市），一般演題・口演 

 

清水 知浩，丸川 活司，望月 抄苗，渡部 涼子，宮越 里絵，安孫子 光春，岡田 宏美，畑中 佳奈子，

金野 陽輔，三橋 智子，櫻木 範明，松野 吉宏 

腹水中に偽線毛を有する異型細胞が出現した卵巣漿液性腺癌の一例 

第 37 回北海道臨床細胞学会総会並びに学術集会 

2016年 11月 27 日，札幌医科大学（札幌市），一般演題 

 

渡部 涼子，丸川 活司，望月 抄苗，清水 知浩，宮越 里絵，安孫子 光春， 

岡田 宏美，畑中 佳奈子，三橋 智子，松野 吉宏 ，加納 里志 

耳下腺原発と考えられる扁平上皮癌の一例 

第 37 回北海道臨床細胞学会総会並びに学術集会 

2016年 11月 27 日，札幌医科大学（札幌市），一般演題 

 

宮越 里絵，丸川 活司，望月 抄苗，清水 知浩，渡部 涼子，安孫子 光春， 

岡田 宏美，畑中 佳奈子，三橋 智子，松野 吉宏 

腺様嚢胞癌類似の細胞像がみられた悪性胸膜中皮腫の一例 

第 37 回北海道臨床細胞学会総会並びに学術集会 

2016年 11月 27 日，札幌医科大学（札幌市），一般演題 

 

畑中 豊 

コンパニオン診断薬の最前線－肺癌の話題を中心に 

MSD Oncology インターネットカンファレンス 

2016年 12月 2日，ウェブ配信（東京），講演 

 

阪田 敏聖，神山 俊哉，横尾 英樹，折茂 達也，若山 顕治，永生 高広，島田 慎吾，坂本 譲，蒲池 

浩文，中 智昭，三橋 智子，武冨 紹信 

異時性４重複癌（直腸・肺・胃・肝）であった肝内胆管癌の１切除例 

第 110回日本臨床外科学会北海道支部例会 

2016年 12月 3日，北海道大学大学院医学研究科医学部学友会館「フラテ」（札幌市），一般演題・口演 

 

畑中 豊，畑中 佳奈子，松野 吉宏 

PD-L1 IHC検査の概要 

第 177回日本病理学会北海道支部学術集会（標本交見会） 

2016年 12月 10 日，北海道がんセンター 大講堂（札幌市），講演 



 

畑中 佳奈子，畑中 豊，松野 吉宏 

PD-L1 IHC検査の判定基準 

第 177回日本病理学会北海道支部学術集会（標本交見会） 

2016年 12月 10 日，北海道がんセンター 大講堂（札幌市），講演 

 

 


