和文タイトル
2019 年 (平成 31 年・令和元年)

三橋 智子
病理医育成の新時代 特徴ある専門医研修プログラム 【北海道支部】北海道大学病理専門研修プログ
ラム
病理と臨床, 37(1):23-26, 2019

北川 昌伸，小田 義直，金井 弥栄，畑中 豊：ゲノム病理組織取扱い規約委員会およびゲノム診療
用病理組織検体取扱い規程ワーキンググループ
日本病理学会（編）
，ゲノム研究用・診療用病理組織検体取扱い規程，羊土社，東京，2019．

斎藤 辰朗，畑中 豊
次世代シークエンサー（NGS）の原理
病理と臨床，37(5): 463-469，2019

畑中 佳奈子，畑中 豊
臨床医のためのがん遺伝子パネル検査用検体の取り扱いの基本
はじめてのがん遺伝子パネル検査 特別講義
Cancer Board Square．5(2)：248-253，2019

畑中 豊
Ⅱ．診断編：コンパニオン診断
伊藤 智雄（編）
，免疫染色究極マニュアル，金芳堂，京都，pp.350-353，2019

西野 和美，西尾 和人，畑中 豊，池田 貞勝，菓子井 達彦，木村 英晴，後藤 功一，阪本 智
宏，里内 美弥子，清水 淳市，曽田 学，蔦 幸治，豊岡 伸一，松本 慎吾，三窪 将史，谷田部
恭，横瀬 智之，秋田 弘俊：日本肺癌学会 バイオマーカー委員会
日本肺癌学会（編）
，肺癌患者における EGFR 遺伝子変異検査の手引き（第 4.2 版）
，学会事務局，東
京，2019．

衣斐 寛倫，奥川 喜永，隈元 謙介，砂川 優，谷口 浩也，中谷 中，畑中 豊，坂東 英明，細

田

和貴，山﨑 健太郎：日本臨床腫瘍学会 大腸がん診療における遺伝子関連検査のガイダンス作成

ワーキンググループ
日本臨床腫瘍学会（編）
，大腸がん診療における遺伝子関連検査等のガイダンス（第 4 版）
，金原出版，
東京，2019．

吉野 孝之，小寺 泰弘，赤木 究，池田 公史，岡野 晋，加藤 俊介，高野 忠夫，谷口 浩也，土
原

一哉，寺島 慶太，内藤 陽一，西原 広史，西山 博之，檜山 英三，平沢 晃，細井 創，前田

修，三島 沙織，谷田部 恭，五十嵐 中，梶山 広明，岡本 渉，小野 滋，長島 文夫，畑中 豊，
宮地 充：日本癌治療学会・日本臨床腫瘍学会・日本小児血液・がん学会合同 成人・小児進行固形がん
における臓器横断的ゲノム診療のガイドライン第 2 版ワーキンググループ
日本癌治療学会・日本臨床腫瘍学会（編）
，日本小児血液・がん学会（協力）
， 成人・小児進行固形がん
における臓器横断的ゲノム診療のガイドライン（第 2 版），金原出版，東京，2019．

谷田部 恭, 角南 久仁子，後藤 功一，西尾 和人，荒金 尚子，池田 貞勝, 井上 彰，木下 一
郎，木村 英晴, 阪本 智宏, 里内 美弥子, 清水

淳市, 蔦 幸治, 豊岡

伸一, 西野 和美, 畑中

豊，松本 慎吾，三窪 将史，横瀬 智之, 秋田 弘俊：日本肺癌学会 バイオマーカー委員会
日本肺癌学会（編）
，肺癌患者における次世代シークエンサーを用いた遺伝子パネル検査の手引き（第 1.1
版）
，学会事務局，東京，2019．

長島 一哲，桂田 武彦，大塚 拓也，西田 陸，表原 里実，桜井 健介，小田切 信介，山梨 香
菜，小松 嘉人，三橋 智子，坂本 直哉
免疫チェックポイント阻害薬関連腸炎
胃と腸，54(13): 1-11, 2019 12 月号

三橋 智子
7 章 臨床医に伝わる報告書の書き方
手技と細胞鑑別の完全攻略

実践的 EUS-FNA アトラス～細胞検査士と内視鏡医に贈る

廣岡 保明 監修, 稲山 久美子 編集、pp121-124
医歯薬出版株式会社, 2019 年 11 月 20 日第 1 版第 1 刷発行

後藤 久美，丸川 活司，安孫子 光春，清水 知浩，渡部 涼子，恩田 千尋，出口貴祥，諸岡 亜
早美，土井 和尚，岡田 宏美，三橋 智子，品川

尚文，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
北海道臨床細胞学会会報，28: 15-20, 2019

佐藤 彩, 吉田 雅, 本間

重紀, 市川 伸樹, 川俣 太, 柴崎 晋, 武冨

紹信, 福井 秀章, 松野

吉宏
濾胞性リンパ腫に併存した早期横行結腸癌の一切除例
日本外科系連合学会誌，44(5): 960-965，2019

村橋 範浩, 安部 崇重, 松本 隆児, 大澤 崇宏, 吉永 恵一郎, 志賀 哲, 畑中 佳奈子, 松野
吉宏, 篠原 信雄
後腹膜パラガングリオーマに対する集学的治療後、WDHA 症候群 (Water diarrhea, Hypokalemia,
Achlorhydria)を呈した 1 例
泌尿器科紀要, 65(7): 277-282, 2019

岡田 宏美, 松野 吉宏
【リンパ腫 update I:WHO 2017、臨床的事項、低悪性度 B リンパ腫】リンパ形質細胞性リンパ腫と
Waldenstroem マクログロブリン血症
病理と臨床, 37(3): 250-255, 2019

河合 典子，廣橋 良彦，久保 輝文，中津川 宗秀，金関 貴幸，塚原 智英，鳥越 俊彦，海老原
裕磨，上野 峰，七戸 俊明，平野 聡，畑中 豊，三橋 智子
食道癌における微小環境と予後に関する検討
第 46 回北海道食道癌研究会，北海道医学雑誌 94(2): 125, 2019

小田 陽一郎，古川 洋志，村尾 尚規，高桑 恵美，山本 有平
乳児の腰部に発生した lipofibromatosis の 1 例
Skin Cancer．33(3): 250-254, 2019

