
学会・口演 
 
2018 （平成 30 年） 

 

齋藤 辰朗，畑中 豊，秋田 弘俊． 

リキッドバイオプシーによるゲノム/コンパニオン診断の現状と今後． 

第 2 回 Liquid Biopsy 研究会「特別企画：Liquid Biopsy の展望」, 

2018 年 1 月 20 日, 京王プラザホテル（東京） 

 

畑中 豊． 

日本病理学会 ゲノム診療用病理組織検体取扱い規程について． 

平成 29 年度 認定病理検査技師制度 更新指定講習会, 

2018 年 1 月 27-28 日（1 月 27 日）, タイム 24 ビル（東京） 

 

畑中 豊． 

次世代シークエンサー(NGS)を用いた遺伝子パネル検査． 

平成 29 年度 認定病理検査技師制度 更新指定講習会, 

2018 年 1 月 27-28 日（1 月 27 日）, タイム 24 ビル（東京） 

 

丸川 活司. 

がんゲノム医療中核拠点病院を目指した取り組みとして 

全国大学病院病理部技術者連絡会，2018 年 2 月 2 日, 

サクラファインテックジャパン本社（東京）、講演 

 

長 祐子, 杉山 未奈子, 大久保 淳, 井口 晶裕, 有賀 正, 荒 桃子, 宮城 久之, 本多 昌平, 武

冨 紹信, 高桑 恵美, 松野 吉宏 

Anaplastic Sarcoma of the Kidney の一症例 

第 43 回北海道小児がん研究会，2018 年 2 月 24 日，札幌市、口演 

 

畑中 豊． 

遺伝子パネル検査の基礎知識． 

平成 29 年度 先駆的臨床検査技術研修会 

第 1 回 がんゲノム医療コーディネーター取得に向けた講習会, 

2018 年 2 月 24 日, 損保会館（東京） 

 

竹元 小乃美, 荒 桃子, 本多 昌平, 宮城 久之, 羽田 光輝, 斎藤 智哉, 横山 大輔, 桑原 健, 高

桑 恵美, 武冨 紹信 

重複腸管による腸捻転が病因と推察された小腸閉鎖症、胎便性腹膜炎の 1 例 

第 98 回日本小児外科学会北海道地方会，2018 年 3 月 3 日，札幌市、口演 



 

川本 泰之, 結城 敏志, 八木澤 允貴, 村中 徹人, 中積 宏之, 川村 秀樹, 神山 俊哉, 高桑 恵

美, 三橋 智子, 武冨 紹信, 坂本 直哉, 小松 嘉人, 本間 重紀 

HER2 陽性切除不能進行胃癌に対して SOX+トラスツズマブ療法を施行後に根治切除可能となった 3 例

(Three cases that became resectable after SOX/Tmab for HER2-positive unresectable gastric cancer) 

第 90 回日本胃癌学会総会，2018 年 3 月 7-9 日，横浜市，示説 

 

畑中 豊． 

遺伝子パネル検査に用いる病理組織検体の取り扱いについて． 

日本臨床腫瘍学会 教育セミナー ランチョンセミナー, 

2018 年 3 月 10-11 日（3 月 11 日), パシフィコ横浜（横浜市） 

 

畑中 豊． 

がんゲノム医療の開始にあたって— 病理診断と組織検体取り扱いの重要性— ． 

第 182 回 日本病理学会北海道支部学術集会（標本交見会), 

2018 年 3 月 17 日, 札幌医科大学（札幌市） 

 

畑中 豊． 

病理診断最前線：肺がん・pNET における注意点 肺癌分子診断の現状． 

Pfizer Pathology Internet Symposium, 

2018 年 3 月 23 日，ファイザー本社（東京） 

 

Ai Shimizu, Kanako C. Hatanaka, Yutaka Hatanaka, Kentaro Naruchi, Masaharu Sato, Hiroshi Kase, 

Tomoko Mitsuhashi, Hiroko Yamashita, Yoshihiro Matsuno.  

Cancer-associated MUC1 epitope-recognizing antibody as a novel immunohistochemical marker for 

breast carcinoma.  

The American Association for Cancer Research Annual Meeting 2018, 

2018 Apr 14-18, McCormick Place (Chicago, Illinois, USA) 

 

杉山 未奈子, 大久保 淳, 長 祐子, 井口 晶裕, 有賀 正, 高桑 恵美 

著明な骨破壊を認め下肢痛にて発症した Hodgkin Lymphoma の一例 

第 121 回日本小児科学会総会，2018 年 4 月 20-22 日，福岡市，ポスター 

 

丸川 活司 

がんゲノム医療中核拠点病院を目指した取り組みと今後について 

平成 30 年度福島県臨床検査技師会県南支部総会, 

2018 年 4 月 21 日，労働福祉会館（福島県郡山市），特別講演  

 

庄司 哲明，今野 哲，新井 田要，鈴木 雅，加賀 基知三，松野 吉宏，瀬山 邦明，西村 正治 

Multifocal micronodular pneumocyte hyperplasia (MMPH)の家族内発症例 



第 58 回日本呼吸器学会学術講演会, 2018 年 4 月 27-29 日, 

大阪国際会議場（グランキューブ大阪）（大阪市） 

 

石田 直子，畑中 豊，馬場 基，岡田 宏美，萩尾 加奈子，笠原 里紗，畑中 佳奈子，松野 吉宏，

山下 啓子 

ER 陽性 HER2 陰性乳癌早期再発症例における TP53 遺伝子変異、HER2 遺伝子増幅の検討． 

第 26 回日本乳癌学会学術総会, 

2018 年 5 月 16-18 日, 国立京都国際会館（京都市） 

 

若林 健人，岩田 浩明，岡田 宏美，三橋 智子，松野 吉宏 

南米旅行中の虫刺症 

第 183 回日本病理学会北海道支部学術集会（標本交見会）, 

2018 年 5 月 19 日，北海道大学医学部学友会館「フラテ」（札幌市），口演 

 

出口 貴祥，丸川 活司，清水 知浩，恩田 千景，後藤 久美，安孫子 光春，岡田 宏美，高桑 恵

美，三橋 智子，松野 吉宏 

von Hippel-Lindau 病患者に発生した多形性に富む膵神経内分泌腫瘍（pleomorphic panNET）の一例 

第 59 回日本臨床細胞学会総会(春期大会), 

2018 年 6 月 2 日-3 日，さっぽろ芸文館・ロイトン札幌（札幌市） 

 

骨髄移植後の小児に発生した甲状腺乳頭癌の一例 

恩田 千景，丸川 活司，安孫子 光春，清水 知浩，後藤 久美，出口 貴祥，桑原 健，中 智昭，

畑中 佳奈子，松野 吉宏 

第 59 回日本臨床細胞学会総会(春期大会), 

2018 年 6 月 2-3 日，さっぽろ芸文館・ロイトン札幌 (札幌市)，発表 

 

Kana Sakamoto, Ryohei Katayama, Reimi Asaka, Seiji Sakata, Satoko Baba, Hideki Nakasone, Sumie 

Koike, Naoko Tsuyama, Akito Dobashi, Makoto Sasaki, Ryo Ichinohasama, Emi Takakuwa, Rie Yamazaki, 

Jun Takizawa, Takahiro Maeda, Miwako Narita, Koji Izutsu, Yoshinobu Kanda, Koichi Ohshima, and 

Kengo Takeuchi.  

 

8q24 rearrangement is recurrent in blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm and associated 

with immunoblastoid cytomorphology, MYC expression, and drug response.  

23rd Congress of European Hematology Association (EHA), 

June 14-17, 2018, Stockholm International Fairs, (Stockholm, Sweden) 

 

土井 和尚，中 智昭，桑原 健，岡田 宏美，高桑 恵美，朝比奈 肇，品川 尚文，樋田 泰浩，三

橋 智子，松野 吉宏 

限局性アミロイド沈着から診断に至った下気道の髄外性形質細胞腫の 2 例 



第 107 回日本病理学会総会，2018 年 6 月 21-23 日, 

ロイトン札幌・ニトリ文化ホール・さっぽろ芸文館（札幌市） 

一般演題・ポスター 

 

清水 亜衣，畑中 佳奈子，畑中 豊，南家 綾江，奥村 麻美，成地 健太郎，佐藤 正治，三橋 智

子，山下 啓子，松野 吉宏 

乳癌前癌病変における MUC1 癌関連糖鎖の免疫組織化学的変化 

Immunohistochemical alteration of cancer-associated MUC1 in precursor lesions of breast carcinoma. 

第 107 回日本病理学会総会，2018 年 6 月 21-23 日， 

ロイトン札幌・ニトリ文化ホール・さっぽろ芸文館 (札幌市) 

 

小田 義崇，桑原 健，中 智昭，樋田 泰浩，加賀 基知三，藪崎 哲史，工藤 與亮，三橋 智子，

田中 伸哉，松野 吉宏 

Psammomatous melanotic schwannoma の一切除例 

第 107 回日本病理学会総会，2018 年 6 月 21 日-23 日， 

ロイトン札幌・ニトリ文化ホール・さっぽろ芸文館 (札幌市), 

一般演題・示説 

 

三橋 智子，丸川 活司，畑中 豊，松野 吉宏 

ワークショップ 膵胆道系腫瘍における分子病理学的知見の進歩 基礎から臨床応用まで ４．膵癌

の治療選択に有用な IHC 分子サブタイピング法の確立に関する検討 

第 107 回日本病理学会総会，2018 年 6 月 21-23 日， 

ロイトン札幌・ニトリ文化ホール・さっぽろ芸文館 (札幌市) 

ワークショップ 

 

畑中 豊，森井 英一，松野 吉宏 

病理におけるコンパニオン診断のパラダイムシフト 

第 107 回日本病理学会総会（シンポジウム）, 2018 年 6 月 21-23 日, 

ロイトン札幌・ニトリ文化ホール・さっぽろ芸文館 (札幌市) 

畑中 豊 

ゲノム医療時代のがんバイオマーカー ～遺伝子パネル検査とその展望～ 

第 107 回日本病理学会総会（ランチョンセミナー），2018 年 6 月 21-23 日, 

ロイトン札幌・ニトリ文化ホール・さっぽろ芸文館 (札幌市) 

 

畑中 豊 

肺癌分子診断における最近の動向 

第 107 回日本病理学会総会（スイーツセミナー），2018 年 6 月 21-23 日, 

ロイトン札幌・ニトリ文化ホール・さっぽろ芸文館 (札幌市) 

 

畑中 豊，富樫 謙一，加藤 ひろえ，南家 綾江，奥村 麻美，礒江 敏幸，津田 均，森永 正二郎，

秋田 弘俊，松野 吉宏 



希少がんの医師主導臨床試験におけるバイオマーカー中央病理判定への画像マネージメントシステムの

応用 

第 107 回日本病理学会総会，2018 年 6 月 21-23 日, 

ロイトン札幌・ニトリ文化ホール・さっぽろ芸文館 (札幌市) 

 

畑中 佳奈子, 松岡 亮介, 林 秀幸, 藤井 恭子, 畑中 豊, 天野 虎次, 西原 広史, 秋田 弘俊 

クリニカルシークエンス症例における病理標本の腫瘍含有割合の検討 

第 107 回日本病理学会総会，2018 年 6 月 21-23 日, 

ロイトン札幌・ニトリ文化ホール・さっぽろ芸文館 (札幌市) 

一般演題・ポスター 

 

中 智昭，畑中 豊，岡田 宏美，畑中 佳奈子，樋田 泰浩，加賀 基知三，武島 幸男，井内 康輝，

三橋 智子，松野 吉宏 

胸膜中皮腫・肺腺癌の同時性重複腫瘍の遺伝子発現プロファイルに基づく新規中皮腫マーカーの探索 

第 107 回日本病理学会総会，2018 年 6 月 21-23 日, 

ロイトン札幌・ニトリ文化ホール・さっぽろ芸文館 (札幌市) 

 

朝野 拓史，畑中 豊，畑中 佳奈子，天野 虎次，南家 綾江，奥村 麻美，遠藤 大介，加藤 達矢，

松野 吉宏，渡利 英道 

卵巣明細胞腺癌におけるアクショナブル遺伝子変異の解析 

第 107 回日本病理学会総会，2018 年 6 月 21-23 日, 

ロイトン札幌・ニトリ文化ホール・さっぽろ芸文館 (札幌市) 

 

松岡 亮介，朝野 拓史，畑中 佳奈子，畑中 豊，南家 綾江，奥村 麻美，遠藤 大介，松野 吉宏，

秋田 弘俊，渡利 英道 

 

卵巣明細胞癌におけるγグルタミルトランスペプチダーゼ 1 の発現と予後との関連性 

第 107 回日本病理学会総会，2018 年 6 月 21-23 日, 

ロイトン札幌・ニトリ文化ホール・さっぽろ芸文館 (札幌市) 

 

加瀬谷 美幸，畑中 佳奈子，森 こず恵，葛西 瑞穂，奥村 麻美，南家 綾江，松野 吉宏，天野 虎

次，畑中 豊，佐藤 典宏 

核酸抽出に対する病理標本染色の影響の検討 

第 107 回日本病理学会総会，2018 年 6 月 21-23 日, 

ロイトン札幌・ニトリ文化ホール・さっぽろ芸文館 (札幌市), 

一般演題・ポスター 

 

石田 直子，畑中 豊，馬場 基，萩尾 加奈子，岡田 宏美，畑中 佳奈子，松野 吉宏，山下 啓子 

ER 陽性乳癌組織における PIK3CA 遺伝子変異と AKT および ER のリン酸化の検討 



第 107 回日本病理学会総会，2018 年 6 月 21-23 日, 

ロイトン札幌・ニトリ文化ホール・さっぽろ芸文館 (札幌市) 

 

齊藤 優莉亜，松嶋 朋子，赤井 保正，奥村 麻美，南家 綾江，畑中 佳奈子，山下 啓子，高橋 宏

明，畑中 豊，松野 吉宏 

ホルマリン固定化時間が乳癌の multi-gene assay に与える影響の評価 

第 107 回日本病理学会総会，2018 年 6 月 21-23 日, 

ロイトン札幌・ニトリ文化ホール・さっぽろ芸文館 (札幌市) 

 

林 海美子，三浦 俊昭，富樫 謙一，畑中 豊，奥村 麻美，南家 綾江，畑中 佳奈子，高橋 宏明，松

野 吉宏 

Ct 値を指標とした FFPE 組織検体の固定条件と核酸の品質の関連性についての検討 

第 107 回日本病理学会総会，2018 年 6 月 21-23 日, 

ロイトン札幌・ニトリ文化ホール・さっぽろ芸文館 (札幌市) 

 

丸川 活司，三橋 智子，畑中 豊，諸岡 亜早美，佐藤 大介，奥村 麻美，南家 綾江，畑中 佳奈

子，平野 聡，松野 吉宏 

膵管癌分子サブタイピングの IHC サロゲート法の確立に関する検討 

第 107 回日本病理学会総会，2018 年 6 月 21-23 日, 

ロイトン札幌 ・ニトリ文化ホール・さっぽろ芸文館(札幌市), 

一般演題・ポスター 

 

高桑 恵美，田中 水緒，岸本 宏志，中澤 温子 

小児嚢胞性肺疾患の病理 

第 107 回日本病理学会総会，2018 年 6 月 21-23 日, 

ロイトン札幌・ニトリ文化ホール・さっぽろ芸文館 (札幌市), 口演 

 

杉野 弘和，佐藤 憲市，笠井 康弘，孫 慧，石田 雄介，谷野 美智枝，津田 真寿美，松野 吉宏，

田中 伸哉 

中枢神経系に生じたメトトレキサート関連リンパ増殖性疾患の一例 

第 107 回日本病理学会総会，2018 年 6 月 21-23 日, 

ロイトン札幌・ニトリ文化ホール・さっぽろ芸文館（札幌市）, 

一般演題・ポスター 

 

山田 勝久，高畑 雅彦，岩田 玲，遠藤 努，大西 貴士，須藤 英毅，岩崎 倫政，清水 亜衣，三

橋 智子 

腰椎ダンベル腫瘍として発生した豊富な脂肪成分を伴う ganglioneuroma の 1 例 

第 135 回北海道整形災害外科学会，2018 年 6 月 23-24日(6 月 24 日）, 

大雪クリスタルホール（旭川市） 

 

坂本 佳奈，片山 量平，朝賀 礼美，坂田 征士, 馬場 郷子, 仲宗根 秀樹，小池 清恵，津山 直



子，土橋 映仁，佐々木 純，一迫 玲，高桑 恵美，山崎 理絵，瀧澤 淳，前田 隆浩，成田 美和

子，伊豆津 宏二，神田 善伸，大島 孝一，竹内 賢吾 

芽球性形質細胞様樹状細胞腫瘍における高頻度の 8q24 再構成：細胞形態，MYC 発現，薬剤感受性との関連 

第 58 回日本リンパ網内系学会総会，2018 年 6 月 28-30 日, 

愛知県産業労働センター ウインクあいち（名古屋市） 

 

吉田 雄亮, 浅野 賢道, 中村 透, 城崎 友秀, 大場 光信, 荻野 真理子, 中西喜嗣, 野路 武寛，

倉島 庸, 海老原 裕磨, 村上 壮一, 土川 貴裕, 岡村 圭祐, 七戸 俊明, 三橋 智子, 平野 聡 

術前診断に難渋した膵頭部巨大IPMCの1切除例 

第49回日本膵臓学会大会，2018年6月29-30日， 

和歌山県民文化会館他（和歌山市），ポスター 

 

丹羽 弘貴，岡村 圭祐，中西 喜嗣，浅野 賢道，海老原 裕磨，倉島 庸，野路 武寛，中村 透，

村上 壮一，土川 貴裕，七戸 俊明，三橋 智子，平野 聡 

進行胆管癌と術前診断したが術後摘出標本で浸潤癌を認めなかった 2 例 

第 113 回日本臨床外科学会北海道支部例会，2018 年 7月 28 日, 

星野リゾート OMO7 旭川（旭川市），一般演題 

 

高桑 恵美, 杉山 未奈子, 長 祐子, 井口 晶裕, 松野 吉宏 

Anaplastic sarcoma of the kidney の 1 例 

2018 年度日本病理学会小児腫瘍組織分類委員会症例検討会, 

2018 年 8 月 31 日，埼玉，口演 

 

常田 慧徳，加藤 扶美，三田村 卓，大塚 拓也，高桑 恵美，中 智昭，松野 吉宏，奥 聡，朝野 

拓史，野崎 綾子，加藤 達也，渡利 英道，真鍋 徳子，工藤 與亮 

成熟嚢胞性奇形腫に合併した神 経内分泌性格を伴う非典型的な 粘液性腫瘍の一例 

第 19 回 Japan Society for the Advancement of Women's Imaging シンポジウム， 

2018 年 8 月 31 日-9 月 1 日，淡路夢舞台国際会議場（兵庫県淡路市）， 

一般演題・ポスター 

 

杉野 弘和，岡田 宏美，三橋 智子，田中 伸哉，松野 吉宏 

子宮体癌外科切除検体に偶発的に見出されたリンパ節病変 

第 184 回日本病理学会北海道支部学術集会（標本交見会）, 

2018 年 9 月 1 日，北海道大学医学部学友会館「フラテ」（札幌市），口演 

 

吉田 雄亮, 浅野 賢道, 中村 透, 大場 光信, 荻野 真理子, 中西 喜嗣, 野路 武寛 ，倉島 庸, 

海老原 裕磨, 村上 壮一, 土川 貴裕, 岡村 圭祐, 七戸 俊明, 三橋 智子, 平野 聡 

粘液型脂肪肉腫との鑑別を要した膵頭部IPMCの1切除例 

第2回HOPES，2018年9月15日，札幌市，一般演題・口演 



 

鈴木 琢士, 荒 桃子, 河北 一誠, 本多 昌平, 高桑 恵美, 武富 紹信 

病的先進部を伴った年長小児の腸重積症 3 例の経験 

第 2 回北海道外科関連学会機構合同学術集会, 

2018 年 9 月 15 日，札幌市，口演 

 

Shinya Sakiyama, Hiroshi Ohira, Yoshitaka Oda, Toshitaka Nakaya, Taku Watanabe, Jun Sakakibara, 

Kanako C. Hatanaka, Yutaka Hatanaka, Emi Takakuwa, Masaharu Nishimura, Ichizo Tsujino. 

Chronic thromboembolic pulmonary hypertension and Klippel-Trenaunay syndrome –  a case report with 

genomic and histological considerations. 

28th The European Respiratory Society, 

September 15-19, 2018, Paris, France. 

 

大原 正嗣，小川 浩司，山本 義也，霜田 佳彦，伊藤 淳，重沢 拓，鈴木 和治，中村 晃久，川

岸 直樹，梅村 真知子，中井 正人，荘 拓也，須田 剛生，森川 賢一，大塚 拓也，高桑 恵美，

坂本 直哉 

胃静脈瘤破裂を契機に診断された先天性肝線維症の 1 例 

第 98 回北海道医学大会・日本消化器病学会北海道支部第 123 回例会, 

2018 年 9 月 22-23 日（9 月 22 日），札幌市コンベンションセンター（札幌市）, 

一般演題・口演 

 

丸川 活司 

北海道臨床衛生検査技師会『匠』の活動 

第 10 回サクラ病理技術賞授賞式，2018 年 9 月 30 日, 

ホテルメトロポリタンエドモント（東京），講演  

 

吉田 雄亮，浅野 賢道，中村 透，岡村 圭祐，土川 貴裕，野路 武寛，中西 喜嗣，三橋 智子，

辻 靖，平野 聡 

腹膜播種病変を有する膵癌に対するゲムシタビン静脈投与併用パクリタキセル腹腔内投与療法が奏功し

conversion surgeryを施行した1例 

第13回膵癌術前治療研究会，2018年10月6日, 

九州大学医学部百年講堂（福岡市），ポスター 

 

木村 弘太郎，浅野 賢道，中村 透，大場 光信，荻野 真理子，中西 喜嗣，野路 武寛，土川 貴

裕，岡村 圭祐，七戸 俊明，三橋 智子，平野 聡 

S-1 による術前化学療法により病理組織学的 CR（pCR）が得られた膵頭部癌の 1 例 

第 13 回膵癌術前治療研究会 ，2018 年 10 月 6 日, 

九州大学医学部百年講堂（福岡市），ポスター 

 

坂本 佳奈，片山 量平，朝賀 礼美，坂田 征士，馬場 郷子，仲宗根 秀樹，小池 清恵，津山 直



子，土橋 映仁，佐々木 純，一迫 玲，高桑 恵美，山崎 理絵，瀧澤 淳，前田 隆浩，成田 美和

子，伊豆津 宏二，神田 善伸，大島 孝一，竹内 賢吾 

芽球性形質細胞様樹状細胞腫瘍における MYC 異常：免疫芽球様細胞形態，薬剤感受性との関連 

第 80 回日本血液学会学術集会，2018 年 10 月 12-14日, 

大阪国際会議場（大阪市） 

 

分子病理学的検索を目的とした体腔液セルブロック作製法 

丸川 活司 

香川病理セミナー，2018 年 10 月 20 日, 

ホテルパールガーデン（髙松市），講演 

 

がんゲノム中核拠点病院認定に向けた当院の取り組み 

岡元 佐和子，丸川 活司，安孫子 光春，清水 知浩，出口 貴祥，諸岡 亜早美，有働 康代 

第 92 回 北海道医学検査学会，2018 年 10 月 20 日, 

グランドホテルニュー王子（苫小牧市），一般演題・口演 

 

辻 康介, 榊原 純, 北井 秀典, 猪狩 智生, 佐藤 峰嘉, 高橋 宏典，國崎 守, 庄司 哲明, 高島 

雄太, 古田 恵, 水柿 秀紀, 朝比奈 肇，菊地 順子, 菊地 英毅, 品川 尚文, 大井 優子, 中條 聖

子, 畑中 佳奈子，畑中 豊, 松野 吉宏, 今野 哲 

気管支鏡検査における FFPE 検体, 細胞診検体を用いた ROS1 融合遺伝子の検査成功率の検証 

第 44 回日本肺癌学会北海道支部学術集会，2018 年 10 月 27 日, 

北海道大学工学部フロンティア応用科学研究棟 レクチャーホール（札幌市） 

口演 

 

土井 和尚, 中 智昭, 桑原 健, 岡田 宏美, 高桑 恵美, 三橋 智子, 松野 吉宏, 朝比奈 肇, 國

崎 守, 品川 尚文, 樋田 泰浩 

限局性アミロイド沈着から診断に至った下気道の髄外性形質細胞腫の 2 例 

第 44 回日本肺癌学会北海道支部会，2018 年 10 月 27日, 

北海道大学工学部フロンティア応用科学研究棟 レクチャーホール（札幌市）, 

口演 

 

岩見 昂亮, 水島 慶一, 工藤 彰彦, 高橋 育子, 大嶌 祐貴, 芳野 正修, 江口 克紀, 脇田 雅大, 

白井 慎一, 松島 理明, 山口 秀, 越前谷 すみれ, 後藤 秀輔, 桑原 健, 高桑 恵美, 武井 英博, 

矢部 一郎, 佐々木 秀 

両側大脳半球に病変を呈した Rasmussen 脳炎の 1 例 

第 51 回日本神経病理学会北海道地方会，2018 年 11月 10 日，札幌，口演 

 

長谷河 昌孝, 寺下 友佳代, 杉山 未奈子, 大久保 淳, 長 祐子, 井口 晶裕, 河北 一誠, 荒 桃子, 本

多 昌平, 武冨 紹信, 高桑 恵美, 松野 吉宏 

DICER1 遺伝子変異により診断した Anaplastic Sarcoma of the Kidney の一症例 

第 60 回 日本小児血液・がん学会学術集会，2018 年 11 月 14 日, 



ロームシアター京都/京都市勧業館みやこめっせ（京都市）, 

一般演題・ポスター 

 

出口 貴祥 

スライドカンファレンス<体腔液> 

第 57 回日本臨床細胞学会秋期大会，2018 年 11 月 17-18 日（11 月 17 日）, 

パシフィコ横浜(横浜市)、一般演題・口演 

 

丸川 活司 

シンポジウム：原発不明癌をどこまで推定できるか 

分子病理学的検索を目的とした体腔液セルブロック作製法 

第 57 回日本臨床細胞学会秋期大会，2018 年 11 月 17-18 日（11 月 17 日）, 

パシフィコ横浜(横浜市)，口演 

 

吉田 雄亮, 浅野 賢道, 中村 透,  岡村 圭祐,  土川 貴裕,  野路 武寛, 中西喜嗣,  荻野 真理

子，大場 光信, 三橋 智子，七戸 俊明, 平野 聡 

主膵管と交通を認めた膵漿液性嚢胞腫瘍（SCN）の1例 

第80回日本臨床外科学会総会，2018年11月22-24日（11月22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 

 

國崎 守，朝比奈 肇，水柿 秀紀，菊地 英毅，菊地 順子，榊原 純，清水 亜衣，松野 吉宏，樋

田 泰浩，加賀 基知三，中井 正人，菅原 恵理，西原 広史，品川 尚文 

ALK 陰性の炎症性偽腫瘍に対しステロイド治療により長期の病勢コントロールが得られた一例 

第 59 回日本肺癌学会学術集会, 2018 年 11 月 29-12月 1 日, 

京王プラザホテル(東京) 

 

伊藤 祥太郎，河井 康孝，森永 大亮，池澤 靖元，八木 優樹，岡田 宏美，鈴木 昭，加賀 基知

三，松野 吉宏 

原発巣切除後に小腸転移にて再発し切除および化学療法施行後3年間無再発で経過している肺巨細胞癌の

1 例 

第 59 回日本肺癌学会学術集会, 2018 年 11 月 29-12月 1 日（11 月 30 日）, 

京王プラザホテル(東京)，示説 

 

横内 浩，木下 一郎，合田 智宏，大泉 聡史，中野 浩輔，原田 敏之，河井 康孝，榊原 純，森

川 直人，山田 範幸，山崎 成夫，菅原 俊一，朝比奈 肇，天野 虎次，畑中 豊，松野 吉宏，西

原 広史，磯部 宏，西村 正治，秋田 弘俊 

NSCLC における HER2 異常の前向き観察研究(HOT1303-A) 

第 59 回日本肺癌学会学術集会, 2018 年 11 月 29-12月 1 日（11 月 29 日）, 

京王プラザホテル(東京)，口演 

 



丹羽 弘貴，岡村 圭祐，中西 喜嗣，浅野 賢道，海老原 裕磨，倉島 庸，野路 武寛，中村 透，

村上 壮一，土川 貴裕，七戸 俊明，三橋 智子，平野 聡 

肝門部領域胆管癌術後にファーター乳頭部癌を発症した異時性重複癌に対する手術経験 

第 114 回日本臨床外科学会北海道支部例会，2018 年 12 月 1 日（2018 年 12 月 1日）, 

ホテルライフォート札幌（札幌市），一般演題 

 

前田 悟郎，武田 真人，朝野 拓史，小林 由佳子，石塚 泰也，三田村 卓，渡利英道，岡田 宏美，

丸川 活司，畑中 佳奈子，松野 吉宏 

子宮頸部乳頭状扁平上皮癌の１例 

第 39 回北海道臨床細胞学会総会並びに学術集会，2018 年 12 月 2 日, 

北海道大学医学部学友会館「フラテ」（札幌市），口演 

 

奥 聡，武田 真人，朝野 拓史，小林 由佳子，石塚 泰也，三田村 卓，渡利 英道，佐川 正，丸

川 活司，三橋 智子，松野 吉宏 

子宮頸部原発大細胞神経内分泌癌の１例 

第 39 回北海道臨床細胞学会総会並びに学術集会，2018 年 12 月 2 日, 

北海道大学医学部学友会館「フラテ」（札幌市），口演 

 

後藤 久美，丸川 活司，安孫子 光春，清水 知浩，渡部 涼子，出口 貴祥，諸岡 亜早美，岡田 宏

実，三橋 智子，松野 吉宏 

気管支擦過標本中のアミロイドが診断の一助となった髄外性形質細胞腫の 1 例 

第 39 回北海道臨床細胞学会総会並びに学術集会, 2018 年 12 月 2 日, 

北海道大学医学部学友会館「フラテ」（札幌市） 

 

吉田 雄亮，山村 喜之，海老原 裕磨，中西 喜嗣，浅野 賢道，野路 武寛，倉島 庸，村上 壮一，

中村 透，土川 貴裕，岡村 圭祐，七戸 俊明，清水 亜衣，三橋 智子，平野 聡 

腎癌術後胃転移に対して内視鏡合同腹腔鏡下胃局所切除術を施行した１例 

第31回日本内視鏡外科学会総会，2018年12月6-8日（12月7日）, 

福岡国際会議場（福岡市），デジタルポスター発表 

 

若林 健人，樋田 泰浩，岡田 宏美，三橋 智子，松野 吉宏 

胸膜播種，肺転移を伴う 前縦隔腫瘍の一例 

第 185 回日本病理学会北海道支部学術集会（標本交見会），2018 年 12 月 8 日， 

北海道大学医学部学友会館「フラテ」（札幌市），口演 

 

福井 秀章，岡田 宏美，土井 和尚，杉野 弘和，三橋 智子，松野 吉宏 

がん治療歴をもつ高齢女性に見られた比較的稀なリンパ節病変 

第 185 回日本病理学会北海道支部学術集会（標本交見会），2018 年 12 月 8 日, 

北海道大学医学部学友会館「フラテ」（札幌市），口演 



 

丸川 活司  

病理・細胞診検査における日臨技精度管理事業の方向性と課題 

千葉県臨床検査技師会 第 3回病理・細胞診研究班合同研修会，2018年 12月 15日, 

千葉市（千葉市立青葉病院ホールあおば），講演 

 

畑中 豊 

肺癌ゲノム診断・コンパニオン診断の Update 

Precision Medicine 時代に向けての臨床検査研修会，2018 年 12 月 15 日, 

アーバンホテル南草津（滋賀県），講演 

 

畑中 豊 

特別講演 NGS を使った遺伝子パネル検査：肺癌診療の今後 

Real World Evidence Sapporo，2018 年 12 月 21 日, 

ホテルオークラ札幌（札幌市），講演 


