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第
１
日

第 1日

宿題報告 1　 A 会場（広島国際会議場　B2F　フェニックスホール）　13 : 10～14 : 30

座長 : 安井　　弥（広島大学大学院　医歯薬保健学研究院　分子病理学）
AL-1	 主要組織適合遺伝子複合体をめぐる研究の進歩

笠原　正典（北海道大学大学院　医学研究科　分子病理学分野）

特別企画 1　病理学 ─ 復興・創生・展開・未来 ─ 
 A 会場（広島国際会議場　B2F　フェニックスホール）　14 : 30～16 : 45

座長 : 深山　正久（東京大学大学院　医学系研究科　病因・病理学専攻　病態病理学分野）
安井　　弥（広島大学大学院　医歯薬保健学研究院　分子病理学）　　　　　　　　

SS-1-1	 病理学の発展に果たした広島の役割と今後への期待
菅野　晴夫（公益財団法人　がん研究会がん研究所）

SS-1-2	 広島大学病理学教室の変遷と深化	─	細胞・組織病理学から分子病理学そして液状病理学へ
田原　榮一（公益財団法人　広島がんセミナー╱広島大学）

SS-1-3	 マスタードガス曝露およびアスベスト曝露による呼吸器病変の病理学
井内　康輝（株式会社病理診断センター╱広島大学）

SS-1-4	 放射線障害の病理学からみた課題と福島への貢献
神谷　研二（広島大学　原爆放射線医科学研究所╱福島県立医科大学）

SS-1-5	 病理学～過渡期の指導原理と新時代の形成力～
樋野　興夫（順天堂大学医学部　病理・腫瘍学）

SS-1-6	 東大医科研における橋渡し研究とその発展
今井　浩三（東京大学医科学研究所）

シンポジウム 1　腫瘍病理学の真髄 
 A 会場（広島国際会議場　B2F　フェニックスホール）　9 : 00～11 : 40

座長 : 高橋　雅英（名古屋大学大学院　医学系研究科　腫瘍病理学）　　　　
横崎　　宏（神戸大学大学院　医学研究科　病理学講座　病理学分野）

SY-1-1	 発がん要因としての酸化ストレス
豊國　伸哉（名古屋大学　医学系研究科　生体反応病理学）

SY-1-2	 肺腺癌の病理学と診断学
野口　雅之（筑波大学　医学医療系　診断病理学）

SY-1-3	 GIST の起源と病態の解明
廣田　誠一（兵庫医科大学　病院病理部）

SY-1-4	 組織としての癌	─	間質との相互作用から見た消化管癌の増殖・進展および発生についての考察
横崎　　宏（神戸大学大学院　医学研究科　病理学講座　病理学分野）

SY-1-5	 ヒト腫瘍の原因について病理はなにができるか
椙村　春彦（浜松医科大学医学部　腫瘍病理学講座）

ワークショップ 1　悪性中皮腫 up to date : 日中交流ワークショップ 
 共催 : サクラファインテックジャパン株式会社 
 E 会場（ANAクラウンプラザホテル広島　3F　オーキッド）　9 : 00～11 : 00

座長 : 笹野　公伸（東北大学大学院　医学系研究科　医科学専攻病理病態学講座　病理診断学分野）
武島　幸男（広島大学大学院　医歯薬保健学研究院　病理学研究室）　　　　　　　　　　　

WS-1-1	 Diagnosis	of	malignant	mesothelioma	in	body	effusion
劉　冬戈（北京医院　病理科）
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WS-1-2	 Malignant	mesothelioma : clinicopathologic	analysis	 in	a	consecutive	 series	of	181	patients	
from	a	single	institution	in	China

崔　全才（北京協和医院　病理科）　ほか
WS-1-3	 The	clinical	aspects	of	pleural	mesothelioma	in	Japan

岸本　卓巳（岡山労災病院　内科）
WS-1-4	 中皮腫診断での体腔液細胞診の意義について

亀井　敏昭（山口県立総合医療センター　病理診断科）
WS-1-5	 Pathological	diagnosis	of	malignant	pleural	mesothelioma

廣島　健三（東京女子医科大学　八千代医療センター　病理診断科）

ワークショップ 2　低酸素と疾患病態 ─ 動的病態に基づく新たな病理診断に向けて ─ 
 B 会場（広島国際会議場　B2F　コスモス）　14 : 50～16 : 50

座長 : 池田　栄二（山口大学大学院　医学系研究科　病理形態学）
森永正二郎（北里研究所病院　病理診断科）　　　　　　　

WS-2-1	 低酸素研究の歴史と展開
池田　栄二（山口大学大学院　医学系研究科　病理形態学）

WS-2-2	 低酸素シグナルによる造血幹細胞の恒常性維持機構
田久保圭誉（慶應義塾大学医学部　発生・分化生物学╱慶應義塾坂口講座　テニュアト

ラックプログラム）
WS-2-3	 低酸素と腫瘍幹細胞	─	腫瘍切除標本からの考察

木村　徳宏（山口大学大学院　医学系研究科　病理形態学）　ほか
WS-2-4	 低酸素状態の病理診断への応用と低酸素下のがん免疫への影響

平岡　伸介（国立がん研究センター研究所　分子病理分野）
WS-2-5	 腎疾患の病態と HIF

南学　正臣（東京大学大学院　医学系研究科　腎臓内科学・内分泌病態学）
WS-2-6	 がんの悪性化指標としての低酸素誘導転写因子 HIF 活性

近藤　科江（東京工業大学大学院　生命理工学研究科）　ほか

ワークショップ 3　病理解剖の社会的意義 
 E 会場（ANAクラウンプラザホテル広島　3F　オーキッド）　14 : 50～16 : 50

座長 : 黒田　　誠（藤田保健衛生大学医学部　病理診断科）
村田　哲也（鈴鹿中央総合病院　病理診断科）　　　

WS-3-1	 病理解剖の若手病理医への伝達
大橋　健一（横浜市立大学大学院　医学研究科　病態病理学）

WS-3-2	 病理解剖と医師教育 : 病理解剖の意義は低下していない
下　　正宗（医療法人財団　東京勤労者医療会　東葛病院　病理診断科）

WS-3-3	 国民に対する病理解剖の意義の周知 : 遺族への剖検結果の説明を通して
田村　浩一（東京逓信病院　病理診断科）

WS-3-4	 「診療関連死の死因究明制度」の法制化に向けての病理医の対応 :「モデル事業」福岡地域で
の試み

居石　克夫（国立病院機構　福岡東医療センター）
WS-3-5	 愛知県に於ける病理解剖実施体制（死因究明制度を含めて）

池田　　洋（愛知医科大学医学部　病理学講座）
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第
１
日

日本病理学会 100周年記念病理学研究　新人賞選考会 
 D 会場（広島国際会議場　B2F　ラン 1）　14 : 50～16 : 50

座長 : 茅野　秀一（埼玉医科大学　病理学・中央病理診断部）　
西川　祐司（旭川医科大学　病理学講座　腫瘍病理分野）

YA-1	 S100A14・A16 の発現は乳癌の不良な予後と相関し、乳癌細胞の浸潤を促進する
田中　瑞子（福島県立医科大学　医学部　基礎病理学講座）

YA-2	 カニクイザルを用いたインフルエンザウイルスの病原性およびワクチンの有用性の評価
仲山美沙子（滋賀医科大学　病理学講座　疾患制御病理学部門）

YA-3	 肝細胞癌におけるヒストン修飾、クロマチン構造の解析
林　　玲匡（東京大学大学院　医学系研究科　人体病理学╱東京大学　先端科学技術研

究センター　ゲノムサイエンス分野）
YA-4	 胃癌転移による肺動脈構築改変	─	剖検例 51 例の病理組織学的解析

石渡　誉郎（東邦大学医療センター大森病院　病院病理学講座）
YA-5	 HEV 様血管を介したリンパ球浸潤機序の解明

酒井　康弘（信州大学大学院　医学系研究科　分子病理学講座）
YA-6	 Indoleamine	2,3-dioxygenase	1 欠損マウスにおける大腸炎に関する研究

高松　　学（岐阜大学大学院　医学系研究科　腫瘍病理学講座）
YA-7	 IgG4 関連疾患の病理学的研究

竹内　真衣（岡山大学大学院　医歯薬学総合研究科　病理学分野（腫瘍病理 / 第二病理））
YA-8	 精巣胚細胞腫瘍の発生・進展過程における分子機構の解明

宮居　弘輔（防衛医科大学　病態病理学講座）

病理診断講習会　系統的講習会 : 乳腺 C会場（広島国際会議場　B2F　ヒマワリ）　9 : 00～10 : 00

座長 : 堀井　理絵（がん研究会癌研究所　病理部）
DS-1-1	 境界病変、非浸潤癌および乳頭状病変の病理

山口　　倫（久留米大学医学部附属医療センター　臨床検査室・病理診断科）
DS-1-2	 乳腺良悪性の鑑別に有用な免疫染色

前田　一郎（聖マリアンナ医科大学　病理学）　ほか

病理診断講習会　系統的講習会 : 腎臓（腎炎・非腫瘍） 
 C 会場（広島国際会議場　B2F　ヒマワリ）　14 : 50～15 : 50

座長 : 上田　善彦（獨協医科大学越谷病院　病理部）
DS-2	 非腫瘍性腎疾患の病理診断

北村　博司（千葉東病院　臨床研究センター　腎病理研究部）

病理診断講習会　系統的講習会 : 腎臓（腫瘍） 
 C 会場（広島国際会議場　B2F　ヒマワリ）　15 : 50～16 : 50

座長 : 黒田　直人（高知赤十字病院　病理診断科部）
DS-3	 明日から使える腎腫瘍の病理診断

長嶋　洋治（横浜市立大学大学院　医学研究科　分子病理学）

一般口演 1　呼吸器 1 ─ がん・がん抑制遺伝子 
 B 会場（広島国際会議場　B2F　コスモス）　9 : 00～10 : 00

座長 : 大林　千穂（奈良県立医科大学　病理診断学講座）
仁木　利郎（自治医科大学　病理学教室）　　　　

1-B-1	 肺腺癌の組織形態への注意は融合遺伝子同定の迅速化に寄与する
吉田　朗彦（国立がん研究センター中央病院　病理科）　ほか
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1-B-2	 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

丸川　活司（北海道大学病院　病理部）　ほか
1-B-3	 HER2 変異陽性肺癌の臨床病理学的検討

吉本　豊毅（（国共連）虎の門病院　病理部・病理診断科）　ほか
1-B-4	 肺癌における変異型 EGFR を特異的に認識する抗体の感度・特異性の検討

蒋　　世旭（北里大学　医学部　病理学）　ほか
1-B-5	 肺腺癌における Her2 異常の検討 : IHC,	FISH,	DISH,	遺伝子変異の相関について

吉澤　明彦（信州大学　医学部　病態解析診断学講座）　ほか
1-B-6	 微乳頭成分を有する肺腺癌におけるタンパク発現の解析および臨床病理学的意義の検討

中島　裕康（北里大学　医学部　呼吸器外科学）　ほか

一般口演 2　呼吸器 2 ─ がん・がん抑制遺伝子 
 B 会場（広島国際会議場　B2F　コスモス）　10 : 00～11 : 00

座長 : 泉　　啓介（徳島大学大学院　ヘルスバイオサイエンス研究部環境病理学）
前島亜希子（国立がん研究センター中央病院　病理科　臨床検査科）　　　

1-B-7	 マウス肺扁平上皮癌において気管支肺胞幹細胞がオリジンである可能性
山野荘太郎（大阪市立大学大学院　医学研究科　分子病理学）　ほか

1-B-8	 肺がん幹細胞様細胞はエピジェネティック制御によりその形質を変化させる
西條　　浩（札幌医科大学　医学部　医学科　病理学第一講座）　ほか

1-B-9	 Proteome	analysis	for	downstream	targets	of	KRAS ─ CLIC4	in	lung	carcinogenesis ─
奥寺　康司（横浜市立大学　医学部　病態病理）　ほか

1-B-10	 ヒト肺癌における AKT 遺伝子、蛋白質の異常とその意義
土橋　　洋（自治医科大学　附属さいたま医療センター　病理）　ほか

1-B-11	 肺がんを効果的に抑制する Mimic	microRNA の新規形状の探索
大野慎一郎（東京医科大学　分子病理学）　ほか

1-B-12	 肺癌の組織多様性と miRNA 発現様式
元井　紀子（（公財）がん研究会　がん研究所　病理部）　ほか

一般口演 3　呼吸器 3 ─ がん・がん抑制遺伝子 
 B 会場（広島国際会議場　B2F　コスモス）　11 : 00～12 : 00

座長 : 石井源一郎（国立がん研究センター東病院　病理）
後藤　明輝（秋田大学　病態制御医学系）　　　　

1-B-13	 肺腺癌における転写因子 ZNF143 の強発現は、細胞増殖能と正に相関し予後を悪化させる
北田　昇平（産業医科大学　医学部　第 2病理学）　ほか

1-B-14	 肺腺癌における長鎖	noncoding　RNA	MALAT-1 の発現と KRAS変異の関連
飯塚　利彦（（公財）がん研究会　がん研究所　病理部）　ほか

1-B-15	 肺腺癌では Galectin-4 と TTF-1 の発現は逆相関する
原　貴恵子（順天堂大学　医学部　人体病理病態学講座）　ほか

1-B-16	 肺腺癌の発癌・進展における Programmed	Death	of	Ligand	1（PD-L1）発現意義の免疫病理
学的検討

岡野　慎士（九州大学　がん先端医療応用学講座）　ほか
1-B-17	 肺扁平上皮癌の発生過程における PROM1 タンパク質の発現変化と意義

鹿　　智恵（東京慈恵会医科大学　病理学講座）　ほか
1-B-18	 肺の神経内分泌系悪性腫瘍と III/IV 型	POU 遺伝子

石井　　順（杏林大学　医学部　病理学教室）　ほか
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第
１
日

一般口演 4　病理診断マネジメント C会場（広島国際会議場　B2F　ヒマワリ）　10 : 00～11 : 00

座長 : 寺本　典弘（国立病院機構四国がんセンター　病理科）　　　
樋野　興夫（順天堂大学大学院医学研究科　分子病理病態学）

1-C-1	 『院内がん登録』における病理医の役割について
寺本　典弘（四国がんセンター　病理科）

1-C-2	 メディカルスタッフ向け病理診断書の読み方講座を開催して～病理診断レポートって理解困
難 ?

木佐貫　篤（宮崎県立日南病院　病理診断科／医療連携科）　ほか
1-C-3	 当院における ISO15189 認定の取得・維持について

丸田　秀夫（社会医療法人財団白十字会　佐世保中央病院　臨床検査技術部）　ほか
1-C-4	 病理診断の標準化に向けて	─	アンケートによる病理医間の診断のばらつきの検討	─

鈴木　正章（東京慈恵会医科大学　病理学講座）　ほか
1-C-5	 病理組織実習中の学生によるスマートフォン内蔵デジタルカメラを使った顕微鏡画像撮影

木村　雅友（近畿大学　医学部　病理学教室）　ほか
1-C-6	 リンパ管関連疾患診断基準策定のための臨床病理学的検討

高橋　正貴（国立成育医療研究センター　外科）　ほか

一般口演 5　呼吸器 4 ─ 間質性肺炎 C会場（広島国際会議場　B2F　ヒマワリ）　11 : 00～12 : 00

座長 : 福岡　順也（長崎大学　臨床病態病理学）　　　　　　　　　　　　　　　　
松原　　修（平塚共済病院　病理診断科╱がん研究会　がん研究所　病理部）

1-C-7	 自然気胸の病理形態
蛇澤　　晶（国立病院機構東京病院　臨床研究部）　ほか

1-C-8	 肺気腫の新規発症機序 : 接着分子 CADM1 の酵素的切断亢進による肺胞上皮アポトーシスの
亢進

米重あづさ（近畿大学　医学部　病理学講座）　ほか
1-C-9	 先天性嚢胞性肺疾患の組織学的再分類の試み	─	胎児診断例を用いて	─

田中　水緒（神奈川県立こども医療センター　病理診断科）　ほか
1-C-10	 Specific	expression	of	neuropilins	on	alveolar	macrophages	in	lungs

Naing Ye aung（山形大学　医学部　病理診断学講座）　ほか
1-C-11	 気腫合併肺線維症の病理組織学的検討 : 分類不能型間質性肺炎に焦点をあてて

武村　民子（日本赤十字社医療センター　病理部）　ほか
1-C-12	 P-index : A	Simple	and	Validated	Histological	Tool	for	Predicting	Prognosis	in	UIP	patients

岡村　　岳（長崎大学大学院　医歯薬学総合研究科　病態病理学）　ほか

一般口演 6　呼吸器 5 D 会場（広島国際会議場　B2F　ラン 1）　9 : 00～10 : 10

座長 : 相田　真介（国際医療福祉大学三田病院　病理部）
元井　紀子（がん研究会　がん研究所　病理部）　

1-D-1	 ヒト鼻粘膜上皮バリアにおける microRNA の役割
宮田　　遼（札幌医科大学　医学部　耳鼻咽喉科学講座）　ほか

1-D-2	 肺腺癌の間質における DDAH2 の解析
塩澤　利博（筑波大学大学院　人間総合科学研究科）　ほか

1-D-3	 IV 型コラーゲン関連血管新生抑制因子の線維芽細胞遊走への影響と間質性肺炎早期線維化巣
での発現の解析

漆山　博和（日本医科大学大学院　解析人体病理学）　ほか
1-D-4	 Perilobular	Margination	by	Elastosis : A	Robust	Histologic	Marker	of	Usual	Interstitial	Pneu-

monia
牛草　　健（長崎大学大学院　医歯薬学総合研究科　病態病理学）　ほか

1-D-5	 難治性肺高血圧を呈した肺静脈閉塞症の一剖検例
楊　　　陽（聖路加国際病院）　ほか
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1-D-6	 間質性肺炎合併肺癌の臨床病理学的特性
小島　陽子（横浜市立大学　医学部　病態病理）　ほか

1-D-7	 肺 MALT リンパ腫と肺腺癌が併発した一例
無江　良晴（岩手医科大学　病理学講座　分子診断病理学分野）　ほか

一般口演 7　感染症 D会場（広島国際会議場　B2F　ラン 1）　10 : 10～11 : 20

座長 : 堤　　　寛（藤田保健衛生大学　第一病理学）
長谷川秀樹（国立感染症研究所　感染病理部）

1-D-8	 日本国内で発生した重症熱性血小板減少症候群（SFTS）の病理解析
長谷川秀樹（国立感染症研究所　感染病理部）　ほか

1-D-9	 重症熱性血小板減少症候群（SFTS）の一剖検例
北澤　理子（愛媛大学大学院　医学系研究科　分子病理学講座）　ほか

1-D-10	 HIV 感染者の剖検例における日和見感染症と腫瘍の実態
片野　晴隆（国立感染症研究所　感染病理部）　ほか

1-D-11	 ハンセン病の病理　国立療養所邑久光明園における剖検例 808 例（1940～1998 年）の解析
堤　　　寛（藤田保健衛生大学　医学部　病理学）　ほか

1-D-12	 重症熱性血小板減少症候群の一剖検例
長峯　理子（熊本赤十字病院　病理診断科）　ほか

1-D-13	 酵母血流感染症に関する遺伝子診断法の確立ならびに多施設共同後方視的発生動向調査
大久保陽一郎（東邦大学　医学部　病院病理学講座）　ほか

1-D-14	 コレステロール塞栓により急性の認知症を発症し、関連した肺の毛細血管炎による肺出血で死
亡した一例

足立　史朗（市立豊中病院　病理診断科）　ほか

一般口演 8　胸腺 D会場（広島国際会議場　B2F　ラン 1）　11 : 20～11 : 50

座長 : 田口　健一（国立病院機構九州がんセンター）
藤井　丈士（虎の門病院病理部　病理診断科）

1-D-15	 胸腺気管支嚢胞に発生した腸型腺癌の一例
谷岡　書彦（磐田市立総合病院　病理診断科）　ほか

1-D-16	 胸腺上皮性腫瘍におけるリンパ球マーカーの発現意義
保坂　直樹（関西医科大学香里病院　病理部）　ほか

1-D-17	 Histopathological	evaluation	of	thymic	epithelial	tumors	using	spiral	array	technology
藤本　淳也（The University of Texas M.D. Anderson Cancer Center）　ほか

一般口演 9　腫瘍・その他 E会場（ANAクラウンプラザホテル広島　3F　オーキッド）　11 : 00～12 : 00

座長 : 加藤　光保（筑波大学　医学医療系　実験病理学研究室）　　　　　　
前沢　千早（岩手医科大学　医歯薬総合研究所　腫瘍生物学研究部門）

1-E-1	 腫瘍血管内皮を標的としたホウ素中性子捕獲法の臨床的放射線耐性細胞に対する影響
福本　　基（東北大学　医学部加齢医学研究所　病理）　ほか

1-E-2	 腫瘍血管内皮細胞のがん転移促進
間石　奈湖（北海道大学大学院　歯学研究科　血管生物学）　ほか

1-E-3	 酸化ストレス応答性転写因子である Nrf2 の発現は上皮間葉可塑性を制御する
吉田　　剛（東京医科歯科大学　難治疾患研究所　幹細胞医学分野）　ほか

1-E-4	 臨床的放射線耐性	（CRR）獲得過程における少線量放射線分割照射の役割
鈴木　正敏（東北大学　加齢医学研究所　病態臓器構築研究分野）　ほか

1-E-5	 癌間質線維芽細胞形質獲得における TIMP 分子の機能解析
下田　将之（慶應義塾大学　医学部　病理学教室）　ほか

1-E-6	 細胞増殖、分化、がん化における Tsc-22 ファミリー分子の役割
鈴木　裕之（筑波大学　医学医療系　実験病理学）　ほか
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第
１
日

一般口演 10　中枢神経 1 F 会場（ANAクラウンプラザホテル広島　3F　カトレア）　9 : 00～10 : 00

座長 : 澁谷　　誠（東京医科大学八王子医療センター　中央検査部）
平戸　純子（群馬大学医学部附属病院　病理部・病理診断科）

1-F-1	 膠芽腫 63 例におけるシグナル伝達関連分子の臨床病理学的解析
杉野　弘和（北海道大学　医学部　医学科）　ほか

1-F-2	 Medulloblastoma 28 例の免疫組織学的検討
吉田　牧子（兵庫県立こども病院　病理診断科）　ほか

1-F-3	 二次がんとして成人に発生した AT/RT	（atypical	teratoid/rhabdoid	tumor）の一例
吉田　美沙（神奈川県立こども医療センター　病理診断科）　ほか

1-F-4	 神経線維腫症 1 型患者に発生した毛様細胞性星細胞腫の 1 例
中田　聡子（金沢医科大学　臨床病理学）　ほか

1-F-5	 膠芽腫の偽柵状配列部内低酸素ニッチ環境で生じるがん幹細胞様変化の証明
犬飼　　円（北里大学　医学部　病理学）　ほか

1-F-6	 膠芽腫はヒトサイトメガロウイルス陰性である
山下　依子（名古屋市立大学　大学院医学研究科　実験病態病理学）

一般口演 11　中枢神経 2 F 会場（ANAクラウンプラザホテル広島　3F　カトレア）　10 : 00～11 : 00

座長 : 小森　隆司（東京都立神経病院）　　　　　
佐々木　惇（埼玉医科大学医学部　病理学）

1-F-7	 遺伝性てんかん発症ラット	（IER）におけるてんかん発症機構の解析
早瀬ヨネ子（（独） 国立精神・神経医療研究センター　神経研究所　病態生化学）　ほか

1-F-8	 CD109 は神経膠芽腫細胞株 SK-MG-1 にて TGF-β1 シグナル抑制的、EGF シグナル促進的
に働く

村雲　芳樹（北里大学　医学部　病理学）　ほか
1-F-9	 グリオーマにおける Psf1,	Psf3 の発現と機能

石井　文彩（山口大学　大学院医学系研究科　病理形態学）　ほか
1-F-10	 PDGFR-α	regulates	the	dynamism	of	oligodendrocytes	in	the	adult	mouse	brain

Dang Thanh Chung（富山大学　医学薬学研究部　病態病理学）　ほか
1-F-11	 PDGF は細胞内カルシウムイオン濃度抑制と calpain 活性化抑制を介して神経細胞を酸化スト

レスから保護する
石井　陽子（富山大学　医学薬学研究部　病態病理学）　ほか

1-F-12	 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
畑中佳奈子（北海道大学病院　病理部）　ほか

一般口演 12　中枢神経 3 F 会場（ANAクラウンプラザホテル広島　3F　カトレア）　11 : 00～12 : 00

座長 : 新井　信隆（東京都医学総合研究所　脳神経病理データベース）
岩城　　徹（九州大学大学院　神経病理学分野）　　　　　　　

1-F-13	 Val210Ile 変異を有する CJD の 1 剖検例
辻　　隆裕（市立札幌病院　病理診断科）　ほか

1-F-14	 脳ドック皮質小梗塞・基底核小梗塞の分析と動物光梗塞モデルの組織像・神経症状・治療効果
の検討

黒岩　俊彦（なめがた地域総合病院　臨床検査部　病理）　ほか
1-F-15	 マウス胎仔脳におけるサイトメガロウイルス感染に対する初期免疫応答と脳形成障害の解析

坂尾万幾子（浜松医科大学　再生・感染病理学講座）　ほか
1-F-16	 グルコサミン投与は末梢神経障害を惹起する～糖尿病性神経障害との関連について～

水上　浩哉（弘前大学大学院　医学研究科　分子病態病理学講座）　ほか
1-F-17	 喫煙者、非喫煙者アルツハイマー病脳組織における ABCA7 蛋白発現及びグリア細胞に関する

研究
戸田　好信（天理医療大学　医療学部　臨床検査学科）　ほか
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1-F-18	 クリプトコッカス髄膜脳炎に伴い神経原性肺水腫を呈した一例
近藤礼一郎（久留米大学　医学部　病理学講座）　ほか

一般口演 13　上部消化管 1 G 会場（ANAクラウンプラザホテル広島　3F　アカシア 1）　9 : 00～10 : 00

座長 : 太田　浩良（信州大学医学部　保健学科）　　　　　　　　　　　　　
米澤　　傑（鹿児島大学大学院　医歯学総合研究科　人体がん病理学）

1-G-1	 胃癌における CD204 陽性細胞密度と予後
市村　　崇（東京大学　人体病理）　ほか

1-G-2	 胃がん症例の非がん胃粘膜における DNA メチル化プロファイルが、がんの悪性度・症例の予
後と相関する

山ノ井一裕（国立がん研究センター研究所　分子病理分野）　ほか
1-G-3	 EBV 関連胃癌におけるウイルス由来 microRNA の発現およびその機能の解明

牛久　　綾（東京大学　医学部・大学院医学系研究科　人体病理学・病理診断学分野）　
ほか

1-G-4	 胃癌細胞アナフィラトキシン C5a 受容体発現と癌進展との関係
今村　隆寿（熊本大学大学院　生命科学研究部　分子病理学分野）　ほか

1-G-5	 CAST 法による胃癌関連遺伝子の同定 : 胃癌において Fukutin は腸型形質と関連している
大上　直秀（広島大学大学院　医歯薬保健学研究院　分子病理学研究室）　ほか

1-G-6	 胃癌細胞株における上皮間葉移行に関与するマイクロ RNA200c とその標的の検出
倉田　　厚（東京医科大学　分子病理学講座）　ほか

一般口演 14　上部消化管 2 
 G 会場（ANAクラウンプラザホテル広島　3F　アカシア 1）　10 : 00～11 : 00

座長 : 鬼島　　宏（弘前大学　病理生命科学講座）　　
中山　　淳（信州大学大学院　分子病理学講座）

1-G-7	 非家族性大腸腺腫症患者の胃底腺ポリープに発生した腺癌の 2 例
金子　真弓（広島市立安佐市民病院　病理部）

1-G-8	 胃粘液癌の組織学的分化度に基づいた亜分類と臨床病理学的意義
六反　啓文（東京大学大学院　医学系研究科　人体病理学・病理診断学分野）　ほか

1-G-9	 胃腺癌における β-catenin 異常発現と病理学的因子および胃型腸型表現型との相関
関　　貴行（文京学院大学　保健医療技術学部　臨床検査学科　病理）　ほか

1-G-10	 胃癌 por2 の検出に有用な新しいモノクローナル抗体	MUC1-014E	（第 3 報）: スキルス胃癌の
壁深達度診断への応用

米澤　　傑（鹿児島大学大学院　医歯学総合研究科　腫瘍学講座　人体がん病理学）　ほか
1-G-11	 胃底腺型胃癌における GNAS 遺伝子解析

野村　亮介（順天堂大学医学部附属　順天堂医院　消化器内科・人体病理病態学）　ほか
1-G-12	 分化型微小胃癌の臨床病理学的および分子病理学的検討

上杉　憲幸（岩手医科大学　医学部　病理学講座　分子診断病理学分野）　ほか

一般口演 15　上部消化管 3 
 G 会場（ANAクラウンプラザホテル広島　3F　アカシア 1）　11 : 00～12 : 00

座長 : 九嶋　亮治（滋賀医科大学　臨床検査医学講座）
八尾　隆史（順天堂大学　人体病理病態学）　　

1-G-13	 β-カテニンによる胃良悪性境界病変の新規病理組織診断ツールの確立
高橋　博之（北里大学　医学部　病理学）　ほか

1-G-14	 噴門部胃癌における酸化ストレスの関与についての検討
河野由紀子（九州大学大学院　医学研究院　形態機能病理学）　ほか

1-G-15	 Invasive	micropapillary	carcinoma 成分を伴った進行胃癌 4 例の臨床病理組織学的検討
馬場洋一郎（三重厚生連鈴鹿中央総合病院　病理診断科）　ほか
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第
１
日

1-G-16	 胃癌の HER2 検査における非特異的染色は評価対象外として問題ないか ?
牛久　哲男（東京大学　医学系研究科　人体病理・病理診断学分野）　ほか

1-G-17	 デジタル PCR を用いた胃癌における HER2 遺伝子の定量的解析
松坂　恵介（千葉大学大学院　医学研究院　分子腫瘍学）　ほか

1-G-18	 高度な遺伝子増幅を伴わない日本人由来 HER2 陽性胃がん細胞株の樹立とその Trastuzumab
感受性

齊藤　卓也（愛知県がんセンター研究所　腫瘍病理学部）　ほか

一般口演 16　造血器 1 H 会場（ANAクラウンプラザホテル広島　3F　アカシア 2）　9 : 00～10 : 00

座長 : 稲垣　　宏（名古屋市立大学大学院　臨床病態病理学）
佐々木なおみ（呉共済病院　病理診断科）　　　　　　

1-H-1	 Meis1 標的遺伝子 Sytl1 は AML の骨髄微小環境への定着を促進する
横山　隆志（（公財）がん研究会　がん研究所　発がん研究部）　ほか

1-H-2	 B 細胞腫瘍及び T/NK 腫瘍におけるポリコーム抑制性複合体 2（PRC2）の Ezh1	と	Ezh2 の
特異的発現

岡　　剛史（岡山大学大学院　医歯薬学総合研究科　腫瘍病理学分野）　ほか
1-H-3	 演題取り下げ
1-H-4	 精巣原発 DLBCL における NF-κB 伝達経路の活性化変異

山崎　一人（帝京大学　ちば総合医療センター　病理部）　ほか
1-H-5	 NF-κB 阻害薬 DHMEQ による GVHD の抑制効果

足立　　靖（公立豊岡病院　病理診断科）　ほか
1-H-6	 ワルデンストローム・マクログロブリン血症（WM）における CD20（-）CD138（-）細胞の意義

和田　直樹（大阪大学大学院　医学系研究科　病態病理学）　ほか

一般口演 17　造血器 2 H 会場（ANAクラウンプラザホテル広島　3F　アカシア 2）　10 : 00～11 : 00

座長 : 小島　　勝（獨協医科大学　病理学）　
松野　吉宏（北海道大学病院　病理部）

1-H-7	 リンパ節穿刺吸引細胞診（FNA）における集学的診断 : 細胞浮遊液作成と Flow	cytometry
（FCM）の併用は有用である

中本　　周（鳥取県立中央病院　病理診断科・臨床検査科）　ほか
1-H-8	 いわゆる in situ	follicular	lymphoma	（iFL）の後方視的検討。2 例の報告から。

森田　剛平（奈良県立医科大学　医学部　病理診断学講座）　ほか
1-H-9	 リンパ節に広範な壊死および血球貪食を伴った ALK 陽性未分化大細胞型リンパ腫の 1 剖検例

山岸　秀嗣（獨協医科大学　越谷病院　病理部）　ほか
1-H-10	 日本におけるエイズ関連リンパ腫の病理組織分類

大田　泰徳（東京大学医科学研究所附属病院　検査部病理）　ほか
1-H-11	 頸部リンパ節生検で診断されたマルネフェイ型ペニシリウム症の 1 例

前島　俊孝（信州上田医療センター　研究検査科）　ほか
1-H-12	 脾臓の Sclerosing	Angiomatoid	Nodular	Transformation（SANT）の一例

細井　敦子（がん・感染症センター　都立駒込病院　病理科）　ほか

一般口演 18　造血器 3 H 会場（ANAクラウンプラザホテル広島　3F　アカシア 2）　11 : 00～12 : 00

座長 : 定平　吉都（川崎医科大学　病理学 1）　　　 　
千葉　　諭（東京慈恵会医科大学　病理学講座）

1-H-13	 カニクイザル iPS 細胞由来、間葉系幹細胞細胞様細胞の解析
石垣　宏仁（滋賀医科大学　病理学講座　疾患制御病理部門）　ほか

1-H-14	 放射線による遷延効果に対する加齢影響 : 造血幹・前駆細胞の動態と遺伝子発現プロファイル
平林　容子（国立医薬品食品衛生研究所　安全性生物試験研究センター毒性部）　ほか
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1-H-15	 ヒト化抗 CD26 モノクローナル抗体によるヒト破骨細胞分化抑制
西田　浩子（慶應義塾大学　医学部　病理学）　ほか

1-H-16	 JAK2V617F 変異陽性骨髄増殖性疾患の病理組織学的検討
倉重真沙子（名古屋第一赤十字病院　病理部）　ほか

1-H-17	 急性赤白血病との鑑別を要する赤芽球増殖の顕著な骨髄異形成症候群の 1 例
茅野　秀一（埼玉医科大学　医学部　病理学教室）　ほか

1-H-18	 MCM2 によるアポトーシス増強機構
北川　昌伸（東京医科歯科大学大学院　医歯学総合研究科　包括病理）　ほか

一般口演 19　女性生殖器 1 F 会場（ANAクラウンプラザホテル広島　3F　カトレア）　14 : 50～15 : 50

座長 : 松本　俊治（順天堂大学医学部附属練馬病院　病理診断科）
柳井　広之（岡山大学病院　病理診断科）　　　　　　　　

1-F-19	 子宮筋層内に発生した軟骨肉腫の一例
渡邊　麗子（静岡県立静岡がんセンター　病理診断科）　ほか

1-F-20	 婦人科領域の癌肉腫の異所性成分としての軟骨肉腫の検討
藤林真理子（東京女子医科大学　東医療センター　病院病理科）　ほか

1-F-21	 3 個の遺伝子座の切断を示した子宮血管肉腫の一例
鈴木　潮人（磐田市立総合病院　病理診断科）　ほか

1-F-22	 子宮頚部 Stratified	mucin	producing	intraepithelial	tumor	（SMILE）の一例
佐藤勇一郎（宮崎大学　医学部　病理学講座　構造機能病態）　ほか

1-F-23	 子宮頚部印環細胞型粘液性腺癌の一例
西尾　真理（西神戸医療センター　病理科）　ほか

1-F-24	 原発性胆汁性肝硬変に対する生体肝移植後に発症，死の転帰をとった子宮頸部腺癌の一例
田中　　淳（東京大学医学部附属病院　病理部）　ほか

一般口演 20　女性生殖器 2 ─ 卵巣 
 F 会場（ANAクラウンプラザホテル広島　3F　カトレア）　15 : 50～16 : 50

座長 : 北澤　荘平（愛媛大学大学院　分子病理学講座）　　　　　
安田　政実（埼玉医科大学国際医療センター　病理診断科）

1-F-25	 当院における上皮性卵巣腫瘍症例の卵管上皮での PAX8 の発現頻度
棟方　　哲（地独）堺市立病院機構　市立堺病院　病理診断科）

1-F-26	 卵巣高悪性度漿液性腫瘍における非浸潤性パターンは境界悪性成分ではない
今村　紘子（九州大学大学院　医学研究院　形態機能病理学）　ほか

1-F-27	 卵巣顆粒膜細胞腫およびセルトリ・間質細胞腫瘍における性ステロイド合成酵素の発現
加藤　哲子（鶴岡市立荘内病院　病理科）　ほか

1-F-28	 卵巣粘液性腫瘍は成熟奇形種より発生する─分子遺伝学的アプローチによる組織起源の解明─
山下　依子（名古屋市立大学　大学院医学研究科　実験病態病理学）　ほか

1-F-29	 子宮内膜症関連卵巣発癌に関与する分子機構の解析
松本　俊英（北里大学　医学部　病理学）　ほか

1-F-30	 卵巣明細胞腺癌における HNF-1β/NF-κB 系の機能解析
鈴木エリ奈（北里大学　医学部　病理学）　ほか

一般口演 21　上部消化管 4 
 G 会場（ANAクラウンプラザホテル広島　3F　アカシア 1）　14 : 50～15 : 50

座長 : 岩下　明德（福岡大学筑紫病院　病理部）　　　　　　　　　 　
杉原　洋行（滋賀医科大学　病理学講座（分子診断病理学部門））

1-G-19	 十二指腸液の胃内への逆流により膵上皮化生は誘導できる
向所　賢一（滋賀医科大学　医学部　病理学講座　分子診断病理学部門）　ほか
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1-G-20	 早期胃癌における MSI 陽性胃癌の臨床病理学的、分子病理学的解析
杉本　　亮（岩手医科大学　病理学講座　分子診断病理学分野）　ほか

1-G-21	 手つなぎ型胃癌の臨床病理学的解析
田中　健大（岡山大学病院　病理診断科）　ほか

1-G-22	 胃印環細胞癌の初期病変と考えられる 0-IIb 型小・微小病変 9 例の臨床・病理組織学的検討
馬場洋一郎（三重厚生連鈴鹿中央総合病院　病理診断科）　ほか

1-G-23	 Multiplex	ligation-dependent	probe	amplification と FISH を用いた胃癌における遺伝子増幅の
準網羅的検索

大井　章史（金沢大学　医学研究科　分子細胞病理）　ほか
1-G-24	 粘膜筋板の形状に基づいた胃粘膜下浸潤癌（pSM 癌）の臨床病理学的検討

小坂　　崇（岩手医科大学　医学部　病理学講座　分子診断病理学分野）　ほか

一般口演 22　上部消化管 5 ─ その他 
 G 会場（ANAクラウンプラザホテル広島　3F　アカシア 1）　15 : 50～16 : 50

座長 : 中山　宏文（広島鉄道病院　臨床検査室病理診断部門）
村雲　芳樹（北里大学医学部　病理学）　　　　　　　

1-G-25	 腹腔洗浄細胞診における検体の適否と偽陰性についての検討
若狹　朋子（近畿大学　医学部奈良病院　臨床検査部）　ほか

1-G-26	 十二指腸上皮性腫瘍に関する臨床病理学的検討
三石　雄大（東京慈恵会医科大学　病理学講座）　ほか

1-G-27	 非癌食道粘膜および早期食道扁平上皮癌における上皮乳頭内血管の密度
根本　哲生（東邦大学　医学部　病院病理学講座）　ほか

1-G-28	 食道扁平上皮癌微小環境において Cyr61 はマクロファージの CD204 発現誘導および遊走能を
亢進する

重岡　　学（神戸大学大学院　医学研究科　病理学講座　病理学分野）　ほか
1-G-29	 肛門管発生の未熟扁平上皮化生の検討

大森　優子（KKR札幌医療センター　斗南病院　病理診断科）　ほか
1-G-30	 大腸癌患者における予後予測因子としての CD169 陽性リンパ節マクロファージの重要性

大西　紘二（熊本大学大学院　生命科学研究部　細胞病理学分野）　ほか

一般口演 23　呼吸器 6 ─ 中皮腫 
 H 会場（ANAクラウンプラザホテル広島　3F　アカシア 2）　14 : 50～15 : 50

座長 : 廣島　健三（東京女子医科大学八千代医療センター　病理診断科）
福田　　悠（板橋中央総合病院　病理診断科）　　　　　　　　　

1-H-19	 上皮型中皮腫と非腫瘍性中皮細胞におけるアポトーシス関連遺伝子発現の比較・検討と免疫組
織化学への応用

櫛谷　　桂（広島大学大学院　医歯薬保健学研究院　病理学研究室）　ほか
1-H-20	 MiRNA-182,	-183	promotes	cell	growth,	 invasion	and	suppressed	apoptosis	 in	mesothelioma	

cells
AMATYA VISHWA JEET（広島大学大学院　医歯薬保健学研究院　病理学研究室）　ほか

1-H-21	 悪性胸膜中皮腫の腫瘍微小環境の 3 次元形態解析
工藤　朝雄（兵庫医科大学　病理学　分子病理部門）　ほか

1-H-22	 当院悪性胸膜中皮腫中、胸膜肺全切除 12 例の臨床病理学的検討（2）
鷹巣　晃昌（兵庫県立尼崎病院　病理診断科）　ほか

1-H-23	 診断に苦慮した胸膜悪性中皮腫の一剖検例
関　　邦彦（JR東京総合病院）　ほか

1-H-24	 新生児に発症した Fetal	lung	interstitial	tumor	（FLIT）の一例
吉岡　年明（秋田大学医学部付属病院　病理部）　ほか
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一般口演 24　呼吸器 7 ─ 感染症 
 H 会場（ANAクラウンプラザホテル広島　3F　アカシア 2）　15 : 50～16 : 50

座長 : 伊藤　隆明（熊本大学大学院　生命科学研究部　機能病理学）
小杉伊三夫（浜松医科大学　再生・感染病理学講座）　　　　

1-H-25	 ラットにおけるネオベールシート貼付時の肺の組織学的検討
増田　正憲（佐賀大学　医学部　病因病態科学講座）　ほか

1-H-26	 マウス急性肺障害モデルにおける骨髄系細胞の MDL-1 の機能と役割についての検討
松田　佳也（旭川医科大学　病理学講座　免疫病理分野）　ほか

1-H-27	 カニクイザルにおける 2013 年 H7N9 亜型インフルエンザウイルスに対するワクチンと NA 阻
害剤の効果

伊藤　　靖（滋賀医科大学　医学部　病理学講座　疾患制御病理学部門）　ほか
1-H-28	 サルにおける H5N1 インフルエンザウイルス不活化ワクチンによる交差免疫反応性防御効果

仲山美沙子（滋賀医科大学　病理学講座　疾患制御病理学部門）　ほか
1-H-29	 インフルエンザウィルス（H1N1）感染症ならびに二次性細菌性肺炎のエピジェネティクス解

析
伊藤　利洋（岡山大学大学院　医歯薬学総合研究科　病理学（免疫病理））　ほか

1-H-30	 高濃度水素水によるゲフィチニブの急性肺傷害抑制
寺崎　泰弘（日本医科大学大学院　解析人体病理学）　ほか

一般示説 1　口腔 1 ポスター会場（広島国際会議場　B2F　ダリア）　11 : 00～12 : 00

座長 : 菊池建太郎（明海大学歯学部　病態診断治療学講座（病理学分野））
田沼　順一（朝日大学歯学部　口腔病理学講座）　　　　　　　 　

P1-1	 口腔異型上皮─扁平上皮癌シーケンスにおける正角化関連分子の発現動態
阿部　達也（新潟大学大学院　医歯学総合研究科　口腔病理学分野）　ほか

P1-2	 Podoplanin	and	HuR	expression	predict	the	malignancies	in	patients	with	oral	epithelial	dys-
plasia

Umma Habiba（北海道大学　歯学研究科　口腔病理病態学教室）　ほか
P1-3	 舌扁平上皮癌における予後関連因子としての podoplanin の意義

関　　幸子（長崎大学大学院　医歯薬学総合研究科　口腔病理学分野）　ほか
P1-4	 口腔扁平上皮癌における新規予後因子としての Vasohibin-1

鳥居ちさほ（北海道大学大学院　歯学研究科　血管生物学教室）　ほか
P1-5	 Tight	junction	molecules,	claudin	1	and	zonula	occludens	1,	in	oral	squamous	cell	carcinoma

Babkair Hamzah（新潟大学大学院　医歯学総合研究科　口腔病理学分野）　ほか
P1-6	 頭頸部扁平上皮癌におけるタイト結合分子 JAM-A の発現

角木　拓也（札幌医科大学　医学部　耳鼻咽喉科学講座）　ほか
P1-7	 口腔粘膜における長鎖 non-coding	RNA	MALAT-1 ─	正常と癌におけるその役割	─

入江　太朗（昭和大学　歯学部　口腔病態診断科学講座　口腔病理学部門）　ほか
P1-8	 口腔癌における N4BP2L1 の発現

笹平　智則（奈良県立医科大学　分子病理学講座）　ほか

一般示説 2　口腔 2 ポスター会場（広島国際会議場　B2F　ダリア）　11 : 00～12 : 00

座長 : 伊東　博司（奥羽大学歯学部　口腔病理学分野）　　　　
岡田　康男（日本歯科大学　新潟生命歯学部病理学講座）

P1-9	 口腔癌における PCMTD1 発現の意義と役割
笹平　智則（奈良県立医科大学　分子病理学講座）　ほか

P1-10	 口腔扁平上皮癌における 1p36 領域の LOH 解析および RIZ1 発現の検討
玉村　　亮（日本大学　松戸歯学部　解剖学 II講座）　ほか

P1-11	 口腔扁平上皮癌における MIA2 の役割
栗原　　都（奈良県立医科大学　分子病理学）　ほか
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P1-12	 Role	of	VEGF-Flt-1	signaling	in	oral	cancer	progression
Subarnbhesaj Ajiravudh（広島大学大学院　医歯薬保健学研究科　口腔顎顔面病理病態学

講座）　ほか
P1-13	 扁平上皮癌細胞における LXR アゴニストのコレステロール排出制御と細胞増殖抑制

菅野　千敬（福島県立医科大学　基礎病理学講座）　ほか
P1-14	 口腔扁平上皮癌におけるピルビン酸キナーゼ・アイソザイム変換の意義

栗原　　都（奈良県立医科大学　分子病理学）　ほか
P1-15	 口腔扁平上皮癌における aquaporin-3 発現とその生物学的態度との関連に関する免疫組織化学

的検討
松尾　　拡（九州歯科大学　歯学部　口腔病態病理学分野）　ほか

P1-16	 オートファジー抑制による口腔扁平上皮癌細胞の cancer	sphere 形成能の変化
瀬野　恵衣（福岡歯科大学　歯学部　総合歯科学講座　総合歯科学分野）　ほか

一般示説 3　下部消化管 1 ポスター会場（広島国際会議場　B2F　ダリア）　11 : 00～12 : 00

座長 : 石井　英昭（日本医科大学附属病院　病理部）　
池上　雅愽（東京慈恵会医科大学　病理学講座）

P1-17	 squamous	morules 形成を伴った大腸腺腫の 3 例
望月　邦夫（山梨大学　医学部　人体病理学講座）　ほか

P1-18	 原爆被爆者の大腸癌における高マイクロサテライト不安定性（MSI-H）症例の特徴
伊藤　玲子（（公財）放射線影響研究所　放射線生物学／分子疫学部）　ほか

P1-19	 エライジン酸の 5-FU 抗腫瘍効果に与える影響
北吉美沙穂（奈良県立医科大学　分子病理学）　ほか

P1-20	 リノール酸の 5-FU 抗腫瘍効果に与える影響
田邊絵里子（奈良県立医科大学　分子病理学）

P1-21	 著明な壁内進展を来した直腸低分化型腺癌の 1 例
平井　秀明（弘前大学大学院　医学研究科　病理生命科学講座）　ほか

P1-22	 腫瘍組織内に骨形成を伴う大腸腺癌の 1 例
羽賀　敏博（弘前大学大学院　医学研究科　病理生命科学講座）　ほか

P1-23	 大腸癌における簇出の Grade 分類と pro-tumor	factor,	anti-tumor	factor および EMT	関連蛋
白発現の解析

山田　範幸（岩手医科大学　医学部　病理学講座　分子診断病理学分野）　ほか
P1-24	 壁内側方進展を示す原発性大腸癌の臨床病理学的特徴

杵渕　貴子（京都府立医科大学附属病院　病院病理部）　ほか

一般示説 4　泌尿器 1 ─ 腎癌 ポスター会場（広島国際会議場　B2F　ダリア）　11 : 00～12 : 00

座長 : 金城　　満（製鉄記念八幡病院　病理診断科）
黒田　直人（高知赤十字病院　病理診断科部）

P1-25	 集合管癌の 1 剖検例
千原　良友（奈良県立医科大学　分子病理学）　ほか

P1-26	 腎癌幹細胞特異的新規ストレスタンパク質 DNAJB8 の機能解析
楠本　浩貴（札幌医科大学　医学部　第一病理学講座）　ほか

P1-27	 腎癌における分泌型タンパク Nell1/2 の発現機能解析
中村　律子（金沢大学　医学系　分子細胞病理学）　ほか

P1-28	 腎腫瘍が疑われた黄色肉芽腫性腎盂腎炎の 1 例
丸山　博司（星ヶ丘厚生年金病院　臨床検査科）　ほか

P1-29	 小児腎腫瘍の病理診断における PAX8 染色の有用性
大喜多　肇（国立成育医療研究センター　小児血液・腫瘍研究部）　ほか

P1-30	 横紋筋肉腫成分を伴った精巣原発混合性胚細胞性腫瘍の 1 例
黒瀬　　望（金沢医科大学　臨床病理学）　ほか
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P1-31	 123I-MIBG シンチグラフィ陰性褐色細胞腫の一例	─	免疫組織学的、遺伝学的、統計学的検討
を加えて	─

栗崎-荒川　愛子（順天堂大学　医学部　人体病理病態学講座）　ほか
P1-32	 Birt-Hogg-Dube	（BHD）	症候群における腎腫瘍の臨床病理学的検討

古屋　充子（横浜市立大学　医学部　分子病理）　ほか

一般示説 5　泌尿器 2 ─ 腎生検 ポスター会場（広島国際会議場　B2F　ダリア）　11 : 00～12 : 00

座長 : 上田　善彦（獨協医科大学越谷病院　病理部）　　　　　　　　
佐藤　英章（済生会川口総合病院　病理診断科　第 2診療部長）

P1-33	 腎生検に有用な免疫染色の確認
片岡　光枝（日本医科大学　解析人体病理学）　ほか

P1-34	 造血幹細胞移植後にネフローゼ症候群を来した GVHD 関連腎症
田頭　　周（（国共連）虎の門病院　病理部・病理診断科）　ほか

P1-35	 チアノーゼ性先天性心疾患を伴う低出生体重児にみられたチアノーゼ腎症の一例
下条　久志（信州大学　医学部　病理組織学）　ほか

P1-36	 長期の保存的治療の後に心不全死した 43 歳男性のチアノーゼ腎症の一剖検例
本田　一穂（東京女子医科大学　第二病理）　ほか

P1-37	 多彩な病態を呈し、剖検で診断された Glomerulocystic	kidney	disease の一例
谷川　　健（久留米大学病院　病理部）　ほか

一般示説 6　泌尿器 3 ─ 膀胱癌 ポスター会場（広島国際会議場　B2F　ダリア）　11 : 00～12 : 00

座長 : 小西　　登（奈良県立医科大学　病理病態学講座）
島田　啓司（奈良県立医科大学　病理病態学講座）

P1-38	 尿管腫瘍を起因とする Urinoma の一例
杉口　　俊（市立砺波総合病院　病理科）　ほか

P1-39	 Urothelial	carcinoma,	plasmacytoid	variant の 4 例
木脇　圭一（（公財）がん研究会　有明病院　病理部）　ほか

P1-40	 ALDH1 活性を用いた尿路上皮癌幹細胞の同定と特異的遺伝子発現の検討
井上　隆太（札幌医科大学　医学部　泌尿器科）　ほか

P1-41	 線毛細胞腺癌を伴った腎盂尿路上皮癌の 1 例
森永正二郎（北里研究所病院　病理診断科）　ほか

P1-42	 リンパ腫様型 /形質細胞様型浸潤性尿路上皮癌の 2 症例	─	通常型浸潤性尿路上皮癌との比較
検討

石井　脩平（東京北社会保険病院　病理検査室）　ほか
P1-43	 浸潤性膀胱癌における CD8 および CD204 陽性細胞密度と予後

森川　鉄平（東京大学医学部附属病院　病理部）　ほか
P1-44	 細胞診検体へのポリリジン誘導体による凍結保存効果の検討

田近　洋介（富山県済生会富山病院　病理検査科）　ほか
P1-45	 PSA 低値前立腺癌の組織学的特徴

平田　公一（大阪医科大学）　ほか

一般示説 7　免疫・炎症 ポスター会場（広島国際会議場　B2F　ダリア）　11 : 00～12 : 00

座長 : 今村　隆寿（熊本大学大学院生命科学研究部　分子病理学分野）
山本　哲郎（済生会熊本病院）　　　　　　　　　　　　　　　

P1-46	 重症熱性血小板減少症候群（severe	fever	with	thrombocytopenia	syndrome : SFTS）の一剖検
例

堀田真智子（倉敷中央病院　病理検査科）　ほか
P1-47	 マラソン大会で発症した熱中症の 1 剖検例

八重樫　弘（岩手県立中央病院　病理診断センター）　ほか
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P1-48	 非細菌性血栓性心内膜炎を合併した Gardner 症候群の 1 剖検例
石川　　亮（香川大学医学部附属病院　病理診断科）　ほか

P1-49	 多発する炎症性偽腫瘍を合併した特発性血小板減少性紫斑病の一剖検例
吉田　　誠（秋田大学　医学部　器官病態学講座）　ほか

P1-50	 顕微鏡的多発血管炎剖検例の病理学的検討
岡田　京子（日本大学　医学部　病態病理学系病理学分野）　ほか

P1-51	 劇症型溶血性レンサ球菌感染症の 1 剖検例
伊藤　洋平（名古屋市立大学大学院　医学研究科　臨床病態病理学）　ほか

P1-52	 急激な経過を辿った非外傷性 Clostridium	perfringens 感染によるガス壊疽の一剖検例
福田　精二（熊本赤十字病院　病理診断科）　ほか

P1-53	 劇症型アメーバ性大腸炎の 1 剖検例
森　　大輔（佐賀県医療センター好生館　病理部）　ほか

一般示説 8　遺伝子 ポスター会場（広島国際会議場　B2F　ダリア）　11 : 00～12 : 03

座長 : 高梨　正勝（東京医科大学医学部　分子病理学講座）
矢澤　卓也（杏林大学医学部　病理学教室）　　　　

P1-54	 ALT 癌細胞における ALT 小体形成機序の解明
有益　　優（杏林大学　医学部　病理学教室）　ほか

P1-55	 TRIM27-USP7 による p53 制御機構の解明
加藤　琢哉（名古屋大学大学院　医学系研究科）　ほか

P1-56	 トランス脂肪酸による EGFR の活性化と幹細胞性誘導
國安　弘基（奈良県立医科大学　分子病理学）　ほか

P1-57	 癌細胞は骨格筋をエネルギー源として利用する
羅　　　奕（奈良県立医科大学　分子病理学）　ほか

P1-58	 間欠的カロリー制限の癌幹細胞への影響
大森　　斉（奈良県立医科大学　分子病理学）　ほか

P1-59	 非興奮細胞の IKCa チャネル発現
石田　康生（帝京大学　ちば総合医療センター　病理部）　ほか

P1-60	 自己細胞由来のエクソソームによるドラッグデリバリーシステムへの応用
高梨　正勝（東京医科大学　医学部　分子病理学講座）　ほか

P1-61	 体細胞多重変異によるがん関連遺伝子の選択法
鈴木　潮人（磐田市立総合病院　病理診断科）　ほか

P1-62	 三倍体　（Triploidy,	type	2,	69XXX）	の一剖検例
石原　　明（宮崎県立延岡病院　病理診断科）

一般示説 9　病理診断支援 ポスター会場（広島国際会議場　B2F　ダリア）　11 : 00～12 : 00

座長 : 伊藤　　誠（刈谷豊田総合病院　病理科）　　　　　　
佐藤　慎吉（東海大学　基盤診療学系病理診断学領域）

P1-63	 自動免疫染色装置を用いた FISH 前処理工程の自動化の試み
榊原　健夫（名古屋市立大学大学院　臨床病態病理学）　ほか

P1-64	 好中球細胞外トラップ : ホルマリン固定パラフィン切片における免疫組織化学
塩竈　和也（藤田保健衛生大学　医学部　第一病理学）　ほか

P1-65	 Nano-suit を用いたウイルス濃度の迅速測定法の検討
河崎　秀陽（浜松医科大学　医学部　再生・感染病理学講座）　ほか

P1-66	 JR 西日本 DR ヘルパーによる「病理診断報告書の説明し忘れ防止システム」の開発と実践（第
2 報）

清水辰一郎（船橋市立医療センター　臨床病理）　ほか
P1-67	 IC タグを用いた病理組織検体管理システムの検討

川崎　卓弥（静岡県立静岡がんセンター　病理診断科）　ほか
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P1-68	 高速自動固定包埋装置を用いた至急検体当日報告の試み
滝野　　寿（名古屋市立大学大学院　医学研究科　臨床病態病理学）　ほか

P1-69	 市中病院における縦隔病変の術中迅速診断の精度管理と問題点
伊藤　　誠（刈谷豊田総合病院　病理科）

P1-70	 遠隔病理診断レポーティングシステムの構築と有用性の検証
渡辺　みか（東北大学病院　病理部）　ほか

一般示説 10　造血器 1 ─ 節外リンパ腫 
 ポスター 会場（広島国際会議場　B2F　ダリア）　11 : 00～12 : 00

座長 : 一迫　　玲（東北大学大学院　医学系研究科　造血器病理学）
細根　　勝（日本医科大学多摩永山病院　病理部）　　　　　

P1-71	 24 年間の経過を観察しえた消化管 T リンパ球増殖性疾患の 1 剖検例
山田　侑子（がん・感染症センター　都立駒込病院　病理科）　ほか

P1-72	 胃原発びまん性大細胞型 B 細胞リンパ腫の免疫組織学的 heterogeneity の検討
石田　英和（大阪鉄道病院　臨床検査室　病理科）　ほか

P1-73	 H.pylori 除菌後 11 年後に発生した胃 MALT リンパ腫の一例
田端　哲也（岡山大学大学院　医歯薬学総合研究科　病理学（腫瘍病理 /第二病理））　

ほか
P1-74	 消化管悪性リンパ腫疑い症例に対する多角的解析の検討

藤島　史喜（東北大学病院　病理部）　ほか
P1-75	 Lymphomatoid	gastropachy の 5 例

原田　　舞（岡山大学大学院　医歯薬学総合研究科　腫瘍病理）　ほか
P1-76	 所属リンパ節に濾胞内腫瘍浸潤を認めた腸管原発 Burkitt リンパ腫（BL）の 1 例

榎本　泰典（奈良県立医科大学　病理診断学講座）　ほか
P1-77	 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

菅野　宏美（北海道大学病院　病理部）　ほか
P1-78	 Exophiala dermatitidis感染による肺出血および多発脳梗塞を認めた急性骨髄性白血病の一剖検

例
伏見聡一郎（岡山大学　病理学（第一 /免疫））　ほか

一般示説 11　造血器 2 ─ リンパ腫 ポスター会場（広島国際会議場　B2F　ダリア）　11 : 00～12 : 00

座長 : 竹下　盛重（福岡大学　病理学教室）　　　　　　　　　　
森井　英一（大阪大学大学院　医学系研究科　病態病理学）

P1-79	 消化管成人 T 細胞白血病 /リンパ腫（ATL/L）の病理的特徴と αEβ7integrin	CD103 の反応
山田　　梢（福岡大学　医学部　病理学講座）　ほか

P1-80	 CD4（+）CD25（+）かつ細胞傷害性分子陽性の成人 T 細胞リンパ腫 /白血病の一例
永喜多敬奈（岡山大学大学院　医歯薬学総合研究科　病理学分野（腫瘍病理 /第二病理））　

ほか
P1-81	 成人 T 細胞白血病 /リンパ腫（ATL）関連細胞株における特異的 DNA メチル化の解析

佐藤　妃映（岡山大学大学院　保健学研究科）　ほか
P1-82	 リンパ芽球性リンパ腫における可溶性インターロイキン 2 受容体と CD25 発現の関連性につ

いての検討
都地　友紘（岡山大学大学院　医歯薬学総合研究科　病理学（腫瘍病理／第二病理））　

ほか
P1-83	 EBV 陽性大型異型リンパ球の増生が目立った AITL の一剖検例

廣嶋　優子（秋田大学医学部附属病院　病理部）　ほか
P1-84	 CXCL13 は血管免疫芽球性 T 細胞リンパ腫	（AITL）	の濾胞樹状細胞（FDC）主体に陽性とな

り疑似濾胞を形成している
大谷　明夫（水戸医療センター　病理診断科）　ほか
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P1-85	 皮膚筋炎に合併した若年発症中枢神経系浸潤末梢性 T 細胞性リンパ腫の一例
星田　義彦（（独） 国立病院機構　大阪南医療センター　臨床検査科）　ほか

P1-86	 クローン病と鑑別困難で、抗 TNFα 抗体投与後に増悪した NK/T	cell	lymphoma,	nasal	type の
1 例

正木　彩子（名古屋市立大学　医学部　臨床病態病理学）　ほか

一般示説 12　口腔 3 ポスター会場（広島国際会議場　B2F　ダリア）　14 : 50～15 : 50

座長 : 前田　初彦（愛知学院大学歯学部　口腔病理学講座）　　　　　　　　　
美島　健二（昭和大学歯学部　口腔病態診断科学講座　口腔病理学部門）

P1-87	 口腔扁平上皮癌の細胞診断	─	画像解析システムによる診断アプローチ
小南　理美（名古屋第一赤十字病院　病理部）　ほか

P1-88	 The	effect	of	LMP1	overexpression	on	 the	metastasis	of	human	nasopharyngeal	carcinoma	
CNE2	cells

曾　　思恩（桂林医学院　病理学及び病理生理学）　ほか
P1-89	 The	effect	of	LMP1	overexpression	on	Rho	proteins	in	human	naspharyngeal	carcinoma	CNE2	

cell	lines
斉　　広瑩（桂林医学院　病理学及び病理生理学）　ほか

P1-90	 口腔扁平上皮癌細胞における MFG-E8 発現の意義 : 過剰発現細胞系による解析
山崎　　学（新潟大学　医歯学総合研究科　口腔病理学分野）　ほか

P1-91	 病理診断を機に HIV ならびに HIV 関連唾液腺疾患と診断された 1 例
飯塚　徳重（市立岸和田市民病院　病理診断科）　ほか

P1-92	 IgG4 関連リンパ球形質細胞性慢性唾液腺炎の病理組織学的検討
大窪　泰弘（日本歯科大学　新潟生命歯学部　病理学講座）　ほか

P1-93	 Oncocytic	metaplasia を伴った耳下腺 sialolipoma の一例
筒井　美帆（横浜市立市民病院　病理診断科）　ほか

P1-94	 唾液腺多形性腺腫由来 SM-AP 細胞の増殖は低酸素応答性パールカン生合成に依存している
丸山　　智（新潟大学　医歯学総合病院　歯科病理検査室）　ほか

一般示説 13　口腔 4 ポスター会場（広島国際会議場　B2F　ダリア）　14 : 50～15 : 50

座長 : 河野　葉子（昭和大学歯学部　口腔病理学教室）
長尾　俊孝（東京医科大学　人体病理学講座）　

P1-95	 著しい周囲組織への進展を伴い、耳下腺多形腺腫由来と考えられる carcinosarcoma の 1 例
河野　葉子（昭和大学　歯学部　口腔病態診断科学講座　口腔病理学部門）　ほか

P1-96	 乳腺分泌癌に類似した顎下腺腫瘍の一例
田島　信哉（聖マリアンナ医科大学　病理学）　ほか

P1-97	 口腔内小唾液腺に発生した Hybrid	carcinoma の 1 例
近藤　裕介（東海大学　医学部　基盤診療学系　病理診断学）　ほか

P1-98	 Adenomatous	ductal	proliferation/hyperplasia（ADP/H）と関連した難解な耳下腺の多結節状
腫瘤の 2 例

原田　博史（生長会病理センター　府中病院　病理診断科）　ほか
P1-99	 小唾液腺に発生した紡錘形細胞成分を伴う mucoepidermoid	carcinoma の 1 例

酒々井夏子（岐阜大学　医学部付属病院　病理部）　ほか
P1-100	 CRTC1-MAML2融合遺伝子産物の同定により診断を確定した顎骨中心性粘表皮癌の 1 例

小川　郁子（広島大学病院　口腔検査センター）　ほか
P1-101	 唾液分泌障害モデルの作出に対するケルセチンの効果の検討

高橋　絢子（鶴見大学　歯学部　病理学講座）　ほか
P1-102	 エナメル上皮腫における Clusterin 発現に関する検討

落合　隆永（松本歯科大学　口腔病理学講座）　ほか
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一般示説 14　乳腺 1 ポスター会場（広島国際会議場　B2F　ダリア）　14 : 50～15 : 50

座長 : 鴨志田伸吾（神戸大学大学院　保健学研究科）　
堀井　理絵（がん研究会　がん研究所　病理部）

P1-103	 Luminal	type 乳癌の遠隔転移再発に関わる病理学的因子の検討
本間　慶一（新潟県立がんセンター新潟　病院）　ほか

P1-104	 乳がん Hercep	score 評価の自動化
谷山　大樹（呉医療センター・中国がんセンター　病理診断科）　ほか

P1-105	 当院に於ける、若年者乳癌の臨床病理学的特徴
榎　　泰之（松下記念病院　中央臨床検査部病理）　ほか

P1-106	 当院における浸潤性乳管癌及び浸潤性小葉癌を含む乳癌の病理組織学的検討
熊木　伸枝（東海大学　医学部　基盤診療学系　病理診断学）　ほか

P1-107	 当院での乳癌 HER2 遺伝子増幅検索における DISH と FISH の比較
北脇　優子（（国共連）虎の門病院　病理診断科）　ほか

P1-108	 乳腺乳管内乳頭腫と非浸潤性乳管癌における ADH-5 カクテル免疫染色の検討
田中　　幸（淀川キリスト教病院　病理課）　ほか

P1-109	 乳腺葉状腫瘍および線維腺腫の間質におけるサバイビンの核発現
平野　博嗣（（独） 国立病院機構　刀根山病院　臨床検査科）　ほか

P1-110	 Gene	Protein	Assay（GPA）による乳癌の同一細胞での HER2 遺伝子・蛋白発現の解析
加藤　　舞（国際医療福祉大学　三田病院　病理部）　ほか

一般示説 15　下部消化管 2 ポスター会場（広島国際会議場　B2F　ダリア）　14 : 50～15 : 50

座長 : 田中　正則（弘前市立病院　臨床検査科）　　　
西倉　　健（済生会新潟第二病院　病理診断科）

P1-111	 高脂肪・高糖質食における AGE 形成は大腸における RAGE 発現を促進する
下元　貴澄（奈良県立医科大学　分子病理学）　ほか

P1-112	 酸化チタンナノ粒子による抗腫瘍効果
藤原　里奈（奈良県立医科大学　分子病理学）　ほか

P1-113	 直腸壁に見られた呼吸上皮に覆われた嚢胞性病変の一例
桑原　恭子（小牧市民病院　病理診断科）

P1-114	 小腸 adenomyoma
川端　健二（パナソニック健康保険組合　松下記念病院　中央臨床検査部）　ほか

P1-115	 術前化学放射線療法後の下部直腸進行癌切除における肛門温存のための病理組織学的検討
木ノ下　修（京都府立医科大学大学院　医学研究科　病理学教室　人体病理学部門）　ほか

P1-116	 Myointimal	hyperplasia	of	mesenteric	veins（MIHMV）の一例
山田　　倫（がん・感染症センター　都立駒込病院　病理科）　ほか

P1-117	 CMV 感染を合併した憩室炎-ステロイド投与下に穿孔した 3 例とそれを含む結腸憩室炎 54 例
の検討

松岡　亮介（神戸市立医療センター中央市民病院　臨床病理科）　ほか
P1-118	 ポリスチレンスルホン酸カルシウム内服中に発症した消化管穿孔の 2 例

福島　涼子（東海大学　医学部　基盤診療学系　病理診断学）　ほか

一般示説 16　下部消化管 3 ポスター会場（広島国際会議場　B2F　ダリア）　14 : 50～15 : 50

座長 : 仙谷　和弘（広島大学大学院　医歯薬保健学研究院分子病理学）
田中　文彦（帝京大学医療技術学部　臨床検査学科）　　　　　

P1-119	 大腸癌粘液腫状間質の骨髄間葉系幹細胞への影響
藤井　　澄（奈良県立医科大学　分子病理学）　ほか

P1-120	 上行結腸に発生した炎症性筋線維芽細胞性腫瘍の一例
小嶋　啓子（NTT西日本大阪病院　病理診断科）　ほか
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P1-121	 小腸の腫瘤形成を伴わないびまん性に拡がる放射線照射後血管肉腫の一例
片木　宏昭（東京慈恵会医科大学　付属柏病院　病理部）　ほか

P1-122	 KIT-Dup-Ser501Ala502 変異を持つ GIST の臨床病理学的特徴と変異分子生物学的検討
劉　　寧寧（兵庫医科大学　病院病理部）　ほか

P1-123	 多彩な組織成分を有する早期直腸紡錘細胞癌の 1 例
大石　琢磨（静岡県立静岡がんセンター　病理診断科）　ほか

P1-124	 非典型的な進展様式を示した gastrointesitnal	stromal	tumor	（GIST）の一例
池村　雅子（東京大学医学部附属病院　病理部）　ほか

P1-125	 十二指腸濾胞性リンパ腫からびまん性大細胞型 B 細胞リンパ腫に形質転換し小腸穿孔に至っ
た一例

高田　友子（岡山大学大学院　医歯薬学総合研究科　第二病理）　ほか
P1-126	 原発性大腸癌の CK7 と CK20 の発現様式の検討	─	原発巣推定における有用性に関して	─

渡邉　侑奈（京都府立医科大学附属病院　病院病理部 /病理診断科）　ほか

一般示説 17　肝臓 1 ポスター会場（広島国際会議場　B2F　ダリア）　14 : 50～15 : 50

座長 : 中島　　収（久留米大学病院　臨床検査部）　　　
物部　泰昌（川崎医科大学附属川崎病院　病理科）

P1-127	 非 B 非 C 肝がんの臨床病理学的解析
神田　浩明（（公財）がん研究会　がん研究所　病理部）　ほか

P1-128	 肝細胞癌における miR-21 発現細胞の特徴と臨床病理学的意義
熊谷　有紗（帝京大学　医学部　病理学講座）　ほか

P1-129	 肝細胞癌の増殖・浸潤に及ぼす Cytokeratin	19 の機能解析
高野　将人（奈良県立医科大学　病理診断学講座）　ほか

P1-130	 細胆管細胞癌における αvβ6,	α6β4,	α3β1 インテグリンと細胞外基質の発現
副島友莉恵（帝京大学　医学部　病理学講座）　ほか

P1-131	 肝混合型腺神経内分泌癌と膵管内乳頭状粘液癌を合併した 1 例
物部　泰昌（川崎医科大学　附属川崎病院　病理科）　ほか

P1-132	 胆管内乳頭腫瘍（IPNB）の 1 剖検例
佐藤　保則（金沢大学大学院　医学系研究科　形態機能病理学）　ほか

P1-133	 解剖例による正常肝の光顕的組織計測　第三報
千葉　　諭（東京慈恵会医科大学　病理学講座）　ほか

P1-134	 緑茶抽出物によるラット肝臓毒性
義澤　克彦（関西医科大学　病理学第二講座）　ほか

一般示説 18　肝臓 2 ポスター会場（広島国際会議場　B2F　ダリア）　14 : 50～15 : 50

座長 : 尾島　英知（慶應義塾大学医学部　病理学教室）
柴原　純二（東京大学大学院　人体病理学）　　

P1-135	 EB ウイルス感染により重症肝不全をきたした 4 例
中野　夏子（（独） 国立成育医療研究センター　病理診断部）　ほか

P1-136	 重症溶血により急激な経過で死亡した Clostridium	perfringens による肝膿瘍の 1 剖検例
塩澤　　哲（JA長野厚生連　佐久総合病院　病理部）　ほか

P1-137	 骨髄移植後の皮膚 GVHD の経過中に VZV 肝炎を発症した 1 例
河原　明奈（岡山大学　医歯薬学総合研究科　免疫病理）　ほか

P1-138	 非アルコール性脂肪肝炎（NASH）における脂肪滴の組織学的解析
森　　菊夫（いわき市立総合磐城共立病院　病理科）　ほか

P1-139	 肝原発 solitary	fibrous	tumor	（SFT）	の一例
武内　英二（滋賀県立成人病センター　病理診断科）　ほか

P1-140	 びまん性肝ペリオ-シスを伴った肝血管肉腫の一剖検例
津久井宏恵（浜松医科大学医学部附属病院　病理診断科）　ほか



62

P1-141	 肝間葉系過誤腫の一例
草間由紀子（浜松医科大学医学部附属病院）　ほか

P1-142	 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
三橋　智子（北海道大学病院　病理部）　ほか

一般示説 19　泌尿器 4-炎症 ポスター会場（広島国際会議場　B2F　ダリア）　14 : 50～15 : 50

座長 : 大橋　隆治（日本医科大学付属病院　病理診断科・病理部）　　　　　　　
河内　　裕（新潟大学　医歯学総合研究科附属研究施設　分子病態学分野）

P1-143	 膜性腎症と IgG4 関連腎症の合併と診断された担癌患者の一例
中野　雅貴（東京慈恵会医科大学　病理学講座）　ほか

P1-144	 PLA2R 陽性膜性腎症の臨床病理学的検討─頻度と IgG サブクラスについて─
原　　重雄（神戸大学医学部附属病院　病理診断科）　ほか

P1-145	 IgA 腎症における IV 型コラーゲン α 鎖（α1～6 鎖）の検討
益田　幸成（日本医科大学　解析人体病理学）　ほか

P1-146	 ネフローゼ症候群を呈した	Collagenofibrotic	glomerulopathy	の一例
今田　安津子（東京医科歯科大学医学部付属病院　病理部）　ほか

P1-147	 ポドサイト陥入症例の臨床病理学的検討	─	続報、膜性腎症での検討から─
鈴木　　司（自治医科大学附属病院　病理診断部）　ほか

P1-148	 ラットにおける前立腺発がん物質早期検出マーカーの確立
鈴木　周五（名古屋市立大学　大学院医学研究科　実験病態病理学）　ほか

P1-149	 前立腺針生検における導管内癌成分の存在は前立腺癌の臨床予後予測因子である
前田　永子（名古屋第二赤十字病院　病理診断科）　ほか

一般示説 20　中枢神経 1 ポスター会場（広島国際会議場　B2F　ダリア）　14 : 50～15 : 50

座長 : 杉田　保雄（久留米大学　病理学教室）　　
村山　繁雄（東京都健康長寿医療センター）

P1-150	 小脳、第 4 脳室周囲に好発する小児脳腫瘍の圧挫細胞診像の比較検討～術中迅速診断への応	
用～

奥野　高裕（大阪市立総合医療センター　病理部）　ほか
P1-151	 神経・髄鞘染色法に対する超音波洗浄機の有効性

八田　秀樹（富山大学大学院　医学薬学研究部　病理診断学講座）　ほか
P1-152	 腫瘍随伴性視覚障害が疑われた乳癌剖検例	─	腫瘍細胞視神経浸潤の確認

高橋さつき（秋田厚生連　平鹿総合病院　病理診断科）　ほか
P1-153	 球脊髄性筋萎縮症の一剖検例

槇　　政彦（関西医科大学　滝井病院　病理部）　ほか
P1-154	 嗜銀顆粒病変を伴うパーキンソン病の 3 剖検例

本間　　琢（都立神経病院　検査科病理（神経病理））　ほか
P1-155	 徐々に進行する意識障害を呈した非典型的核内封入体病の一例

岸田　由起子（東京逓信病院　病理科）　ほか
P1-156	 Nasu-Hakola 病の剖検例

中野　雅之（筑波大学大学院　人間総合科学研究科　生命システム医学専攻　診断病理
学）　ほか

P1-157	 脳室内出血で発症した甲状腺濾胞癌脳室転移の 1 例
神澤　真紀（（独） 国立病院機構大阪医療センター　臨床検査科）　ほか
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一般示説 21　CPC、教育 ポスター会場（広島国際会議場　B2F　ダリア）　14 : 50～15 : 50

座長 : 大城真理子（名桜大学　国際学群　経営情報教育学系　診療情報管理専攻）
立山　義朗（国立病院機構　広島西医療センター　研究検査科）　　　　　

P1-158	 チーム医療の推進をめざした CPC
佐々木なおみ（（国共連）呉共済病院　病理診断科）

P1-159	 当センターにおける病理解剖の意義
島津　宏樹（大阪府立急性期・総合医療センター）　ほか

P1-160	 バーチャルスライドと iPad を用いたモバイル環境での遠隔迅速病理診断支援の試みとその有
用性および必要性

渡辺　みか（東北大学病院　病理部）　ほか
P1-161	 病理医の疫学　2013

佐々木　毅（日本病理学会　将来構想検討委員会）　ほか
P1-162	 院内がん登録における病理医のかかわりについて

立山　義朗（国立病院機構広島西医療センター　研究検査科）　ほか
P1-163	 ラオス語版病理学教科書発行の試み

遠藤　久子（江戸川病院　病理検査科）　ほか
P1-164	 リベラルアーツ大学教育の中における診療情報管理士志望者への病理学教育の試み

大城真理子（名桜大学　国際学群　経営情報教育学系　診療情報管理専攻）
P1-165	 脳神経病理データベースを利用した脳神経リモートパソロジー実習

新井　信隆（東京都医学総合研究所　脳神経病理データベース）　ほか

一般示説 22　口腔 5 ポスター会場（広島国際会議場　B2F　ダリア）　15 : 50～16 : 50

座長 : 熊本　裕行（東北大学大学院　歯学研究科口腔病理学分野）　　　　
長塚　　仁（岡山大学大学院　医歯薬学総合研究科口腔病理学分野）

P1-166	 石灰化嚢胞性歯原性腫瘍から続発したと考えられる歯原性癌腫の 2 例
遠山　　怜（東京医科歯科大学　医歯学総合研究科　口腔病理学分野）　ほか

P1-167	 エナメル上皮腫における CCN2 の発現解析
河合　穂高（岡山大学　医歯薬学総合研究科　口腔病理学分野）　ほか

P1-168	 Calcifying	epithelial	odontogenic	tumor における BMP 発現の検討
中野　敬介（松本歯科大学　口腔病理学講座）　ほか

P1-169	 舌に発生した紡錘細胞性脂肪腫の 2 症例の病理組織学的検討 Two	cases	of	spindle	cell	lipoma	
of	the	tongue

関　　麻衣（群馬大学大学院　医学系研究科　病理診断学分野）　ほか
P1-170	 頭頚部領域に発生した成人型横紋筋腫の 2 例

国分　麻佑（神戸大学医学部附属病院　病理診断科）　ほか
P1-171	 下顎骨骨肉腫の 1 例

嶋　　香織（鹿児島大学大学院　医歯学総合研究科　腫瘍学講座口腔病理解析学分野）　
ほか

P1-172	 上顎臼歯部に生じた形質芽細胞性リンパ腫（Plasmablastic	lymphoma）の一例
安原　理佳（昭和大学　歯学部　口腔病態診断科学講座　口腔病理学部門）　ほか

P1-173	 Overexpression	of	AID	in	MTX-	and	age-related	EBV-associated	B	cell	LPDs	of	the	head	
and	neck

菊池建太郎（明海大学　歯学部　病態診断治療学講座　病理学分野）　ほか
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一般示説 23　乳腺 2 ポスター会場（広島国際会議場　B2F　ダリア）　15 : 50～16 : 50

座長 : 西村理恵子（国立病院機構　四国がんセンター　臨床検査科）
本間　慶一（新潟県立がんセンター新潟病院　病理部）　　　

P1-174	 針生検診断に苦慮した乳腺紡錘細胞癌の一例
小野　麻衣（済生会横浜市南部病院　中央病理部）　ほか

P1-175	 化生癌の 2 症例
今井　俊介（市立奈良病院　病理・臨床検査科）　ほか

P1-176	 当科で経験した乳腺原発性化生癌 4 例について
入江　準二（長崎市立市民病院　病理診断科）　ほか

P1-177	 術前化学療法を行った乳腺 matrix	producting	carcinoma の 3 例に対する検討
片岡　俊朗（横浜市立大学付属市民総合医療センター　病理診断科）　ほか

P1-178	 乳腺原発腺様嚢胞癌の 3 例
森永友紀子（神戸大学医学部附属病院　病理診断科）　ほか

P1-179	 G-CSF 産生乳腺紡錘細胞癌の一例
西東　瑠璃（社会福祉法人三井記念病院　病理診断科）　ほか

P1-180	 乳管内増殖性病変を伴った乳腺紡錘細胞癌の 1 例
山崎　　隆（神戸大学医学部附属病院　病理診断科）　ほか

P1-181	 悪性葉状腫瘍の一例
沖村　　明（製鉄記念広畑病院　病理科）　ほか

一般示説 24　乳腺 3 ポスター会場（広島国際会議場　B2F　ダリア）　15 : 50～16 : 50

座長 : 鹿股　直樹（川崎医科大学　病理学 2）
菅間　　博（杏林大学　病理学教室）

P1-182	 悪性腺筋上皮腫の 1 例
谷口　恒平（岡山大学大学院　医歯薬学総合研究科　病理学（腫瘍病理 /病理学第二））　

ほか
P1-183	 Ductal	adenoma の悪性化と考えられた乳腺腫瘍の一例

林　　洋子（長崎大学大学院　医歯薬学総合研究科　探索病理）　ほか
P1-184	 乳癌と悪性リンパ腫	（small	lymphocytic	lymphoma）	の同時性重複悪性腫瘍の一例

内田　　温（筑波メディカルセンター病院　病理科）　ほか
P1-185	 稀な 2 種類の組織像（リンパ上皮腫様浸潤癌と破骨細胞型多核巨細胞陽性浸潤癌）が併存した

特殊型乳癌の 1 例　
高柳奈津子（埼玉医科大学　国際医療センター　病理診断科）　ほか

P1-186	 乳房に発生した Sarcoma	arising	in	dermatofibrosarcoma	protuberans	（DFSP）の 1 例
工藤　和洋（市立函館病院　中央検査部臨床病理科）　ほか

P1-187	 明瞭な骨肉腫成分を伴った乳腺悪性葉状腫瘍の 1 例
岡部　麻子（藤田保健衛生大学　医学部　病理診断科 1）　ほか

P1-188	 トリプルネガティブ乳癌における IMP3 の発現
坂東　良美（徳島大学病院　病理部）　ほか

P1-189	 乳腺粘液癌では、乳腺非粘液癌に比較して免疫組織化学的に LC3 高発現が見られる
河内　香江（神奈川県立がんセンター　病理診断科）　ほか

一般示説 25　下部消化管 4 ポスター会場（広島国際会議場　B2F　ダリア）　15 : 50～16 : 50

座長 : 市川　一仁（獨協医科大学　病理学）　　
原岡　誠司（福岡大学筑紫病院　病理部）

P1-190	 治療抵抗性 Cronkhite-Canada	症候群の 1 剖検例
落合　　健（近畿大学　医学部　堺病院　病理診断科）　ほか

P1-191	 炎症性腸疾患（IBD）に合併した microcarcinoid の検討
金田　幸枝（横浜市立大学附属病院　病理診断科）　ほか
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P1-192	 大腸神経内分泌腫瘍の病理学的検討　特に特殊染色を用いた脈管侵襲について
中村　麻予（東京慈恵会医科大学　病理学講座）　ほか

P1-193	 大腸に発生した腺神経内分泌癌の 2 症例
青柳　大樹（JA長野厚生連　佐久総合病院　病理部）　ほか

P1-194	 上行結腸原発扁平上皮癌の 1 例
高橋　弥生（岩手医科大学　病理学講座　分子診断病理学分野）　ほか

P1-195	 消化管	Clear	cell	sarcoma	の 2 症例
石原　美佐（西神戸医療センター　病理科）　ほか

P1-196	 管状腺癌を伴う直腸神経内分泌癌の 1 例
成木佐瑛子（聖マリアンナ医科大学　病理学）　ほか

P1-197	 肝臓や骨髄をはじめとして多数の転移巣を形成した直腸カルチノイド腫瘍の 1 剖検例
藤田　昌幸（独）国立病院機構神戸医療センター　臨床検査科病理）　ほか

一般示説 26　下部消化管 5 ポスター会場（広島国際会議場　B2F　ダリア）　15 : 50～16 : 50

座長 : 江頭由太郎（大阪医科大学　病理学教室）　　　
立石　陽子（横浜市立大学医学部　病態病理学）

P1-198	 アンギオテンシン系および血糖調節を標的とする大腸癌肝転移の抑制
森若優希子（奈良県立医科大学　分子病理学）　ほか

P1-199	 がん化学療法による骨格筋の障害は HMGB1 阻害により軽減される
川原　　勲（奈良県立医科大学　分子病理学）　ほか

P1-200	 京都第二赤十字病院における進行大腸癌の時代的変遷
山野　　剛（京都第二赤十字病院　病理診断科）　ほか

P1-201	 大腸癌における claudin-1 および claudin-4 の発現
佐々木隆光（福岡大学　医学部　消化器外科）　ほか

P1-202	 大腸癌における organic	anion	transporter	2 および organic	cation	transporter	2 の発現と
FOLFOX 療法の効果

田代　章人（神戸大学大学院　保健学研究科）　ほか
P1-203	 潰瘍性大腸炎粘膜および潰瘍性大腸炎関連癌における Carbonic	anhydrase	2 発現の検討

仲田　典広（北里大学　医学部　病理学）　ほか
P1-204	 閉塞性大腸癌における TGF-β シグナル伝達系の解析

井内　亜美（東邦大学　医学部　病理学講座）　ほか
P1-205	 早期大腸癌手術症例における microRNA 発現と悪性度の関連

立石　陽子（横浜市立大学　医学部　病態病理学）　ほか

一般示説 27　下部消化管 6 ─ その他 ポスター会場（広島国際会議場　B2F　ダリア）　15 : 50～16 : 50

座長 : 秋山　　隆（川崎医科大学　病理学 1）　　　　　　　　　　 　
岩渕　三哉（新潟大学大学院保健学研究科　検査技術科学分野）

P1-206	 7 年間の経過で死亡した小腸リポマトーシスの 1 剖検例
岡田　千尋（横浜市立大学附属市民総合医療センター）　ほか

P1-207	 扁桃炎の病変局所に浸潤する抗 A 群 β 溶血性レンサ球菌抗体産生細胞 :「酵素抗原法」による
可視化

尾之内高慶（藤田保健衛生大学　医学部　病理学第一講座）　ほか
P1-208	 口腔癌・大腸癌におけるアンギオテンシン II2 型受容体の意義

松島紗弥子（奈良県立医科大学　分子病理学）　ほか
P1-209	 Pulmonary	tumor	thrombotic	microangiopathy を合併した胃癌の 3 例

佐藤奈帆子（北九州総合病院　病理部）　ほか
P1-210	 家族性大腸腺腫症による大腸全摘術後 31 年目に巨大後腹膜肉腫を発症した一剖検例

浅香　志穂（信州大学医学部附属病院　臨床検査部）　ほか
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P1-211	 肺腫瘍塞栓性微小血管症（pulmonary	tumor	thrombotic	microangiopathy）を来たした直腸癌再
発の一剖検例

渡邊　隆弘（兵庫医科大学病院　病院病理部）　ほか
P1-212	 複数の剖検従事者への結核菌感染源と推定された上行結腸・直腸多発癌術後の一剖検例

橋本　重夫（宝生会　P L 病院　病理部　病理診断科）　ほか
P1-213	 胃癌細胞転移による肺動脈構築改変

石渡　誉郎（東邦大学医療センター　大森病院　病院病理学講座）　ほか

一般示説 28　肝臓 3 ポスター会場（広島国際会議場　B2F　ダリア）　15 : 50～16 : 50

座長 : 神田　浩明（がん研究会　がん研究所　病理部）
鰐渕　英機（大阪市立大学大学院　分子病理学）

P1-214	 誘導ラマン分光顕微鏡による病理組織標本の無染色・高速観察（2）
佐藤　秀哉（キヤノン株式会社　技術フロンティア研究センター）　ほか

P1-215	 高解像質量顕微鏡を用いた薬剤性肝障害モデルマウス組織のイメージング
村山　陽平（キヤノン株式会社　技術フロンティア研究センター）　ほか

P1-216	 メタボリックシンドローム─発癌モデル、TSOD マウスに自然発症する悪性肝腫瘍の網羅的
遺伝子発現解析

西田　健志（富山大学大学院　医学薬学研究部　病理診断学講座）　ほか
P1-217	 肝細胞癌において発現低下を示す代謝関連タンパク質の検討

高田　英志（日本医科大学　消化器外科）　ほか
P1-218	 高脂肪食摂取マウスに発生した肝腫瘤性病変の検討

板垣　裕子（東京女子医科大学　医学部　第二病理学講座）　ほか
P1-219	 ヒト肝細胞癌におけるLC-MS/MS及び in vitro機能解析を用いた新規特異的候補分子ターゲッ

トの検討
梯　アンナ（大阪市立大学大学院　医学研究科　分子病理学）　ほか

P1-220	 活性化型 Akt と活性変異型 Hras による肝発癌過程の検討
辛　　　氷（旭川医科大学　腫瘍病理）　ほか

P1-221	 肝星細胞における angiotensin	II ─ EGFR	transactivation の検討
及川　浩樹（岩手医科大学　病理学講座　病理病態学分野）　ほか

一般示説 29　肝臓 4・その他 ポスター会場（広島国際会議場　B2F　ダリア）　15 : 50～16 : 53

座長 : 原田　憲一（金沢大学　形態機能病理学講座）
矢野　博久（久留米大学医学部　病理学講座）

P1-222	 肝結節性再生性過形成、肝内門脈瘤に合併する上行結腸静脈瘤の破裂により死亡した一例
濱保　英樹（東京都健康長寿医療センター　病理診断科）　ほか

P1-223	 先天性総胆管拡張症術後に年余を経て sump 症候群をきたした 1 症例の肝病理像
原田　祐治（島根大学　医学部　附属病院　病理部）　ほか

P1-224	 原発性胆汁性肝硬変の経過中に肝原発悪性リンパ腫（MALT リンパ腫）を発症した 1 例
田口　　順（朝倉医師会病院　病理診断科）　ほか

P1-225	 原発性胆汁性肝硬変症に合併した肝 MALT リンパ腫の一手術例
佐藤　　明（香川医療生活協同組合　高松平和病院　病理科）

P1-226	 急激な肺高血圧症をきたした肝細胞癌の鋳型様肺動脈腫瘍塞栓症の一剖検例
工藤　玄恵（戸田中央総合病院　病理部）　ほか

P1-227	 胆嚢癌による Pulmonary	tumor	thrombotic	microangiopathy の剖検例
松岡　圭子（大阪府立急性期・総合医療センター　病理科）　ほか

P1-228	 BCL-2 ／ BCL-XL 阻害剤 ABT-737 はタキソールによる膵管癌細胞死誘導を促進する
葛西　秋宅（岩手医科大学　医歯薬総合研究所　腫瘍生物学研究部門）　ほか

P1-229	 2-デオキシ-D-グルコース曝露により増殖抑制を示した膵がん細胞株のプロテオーム解析
石野　孔祐（日本医科大学　大学院　統御機構病理学）　ほか
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P1-230	 マウス老化アミロイド（AApoAII）の沈着は小胞体ストレスを誘導する
樋口　京一（信州大学　医学系研究科　疾患予防医科学系　加齢生物学）　ほか

一般示説 30　泌尿器 5 ─ 前立腺 ポスター会場（広島国際会議場　B2F　ダリア）　15 : 50～16 : 50

座長 : 鷹橋　浩幸（東京慈恵会医科大学　病理学講座）
広川　佳史（三重大学医学研究科　腫瘍病理学）

P1-231	 がん型アミノ酸トランスポーター LAT1 発現による前立腺癌 PSA 監視療法選択適応の評価
柳澤　信之（北里大学　医学部　病理学）　ほか

P1-232	 日本人の前立腺がんに於ける SPOP 遺伝子変異、MED12 遺伝子変異
宮城　洋平（神奈川県立がんセンター研究所　がん分子病態）　ほか

P1-233	 CAST 法で見いだした PRL1 の前立腺癌における発現と機能解析
神明　俊輔（広島大学大学院　医歯薬保健学研究院　分子病理学研究室）　ほか

P1-234	 SOX4 高発現前立腺癌細胞の挙動について
広川　佳史（三重大学　医学研究科　腫瘍病理学）　ほか

P1-235	 若年性前立腺癌の網羅的遺伝子多型解析
石井健一朗（三重大学大学院　医学系研究科　腫瘍病理学）　ほか

P1-236	 前立腺癌のリンパ節転移部における性ステロイド合成酵素の発現解析
伊勢　和恵（東北大学大学院　医学系研究科病理診断学分野）　ほか

P1-237	 前立腺生検における Gleason	score	7 の篩状パターンは予後不良因子である
川崎　　隆（新潟県立がんセンター新潟病院　病理部）　ほか

P1-238	 日本人前立腺癌の腫瘍局在に関する臨床病理学的検討
佐藤　　峻（東京慈恵会医科大学葛飾医療センター病院　病理部）　ほか

一般示説 31　中枢神経 2 ポスター会場（広島国際会議場　B2F　ダリア）　15 : 50～16 : 50

座長 : 澤田　達男（東京女子医科大学　第 1病理学）　
横尾　英明（群馬大学大学院　病態病理学分野）

P1-239	 異型 /悪性髄膜腫の頻度についての検討
Imamhasan　Abdukadir（戸田中央総合病院　病理部）　ほか

P1-240	 TTF-1 陽性トルコ鞍部紡錘形腫瘍	─ Spindle	cell	oncocytoma と pituicytoma の異同と細胞起
源について	─

澁谷　　誠（東京医科大学　八王子医療センター　中央検査部）　ほか
P1-241	 神経細胞分化を伴う退形成性上衣腫の一例

日比谷孝志（横浜市立大学附属病院　病理診断科・病理部）　ほか
P1-242	 Oligoastrocytoma が再発時に anaplastic	change,	neuronal	differentiation を示した 1 例

楠美　智巳（青森市民病院　病理診断科）　ほか
P1-243	 当院における胎児性脳腫瘍の免疫組織学的検討

福島　裕子（大阪市立総合医療センター　病理部）　ほか
P1-244	 下垂体過形成を伴う Pena-Shokeir 症候群の一剖検例

赤木真由美（宮崎大学医学部附属病院　検査部）　ほか
P1-245	 髄膜腫瘍で発見され BRAF	V600E 変異を認めた Erdheim-Chester	disease	の一例

中野　晃伸（土岐市立総合病院　検査部　病理）　ほか
P1-246	 MNU 誘発ラット網膜色素変性症モデルに対する緑茶抽出物の有用性

榎本　祐子（関西医科大学　病理学第二講座）　ほか

一般示説 32　中枢神経 3 ポスター会場（広島国際会議場　B2F　ダリア）　15 : 50～16 : 50

座長 : 鈴木　博義（仙台医療センター　臨床検査科╱病理診断科）　　　　　　　
高尾　昌樹（東京都健康長寿医療センター研究所　神経病理学研究チーム）

P1-247	 ロイシンリッチリピートを有するマ膜蛋白である Islr2 の神経系における機能解析
浅井　直也（名古屋大学　医学部　腫瘍病理）　ほか
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P1-248	 エピガロカテキンガレートの実験的脳外傷後に出現する神経幹細胞への影響
佐藤　隆夫（近畿大学　医学部　病理学教室）　ほか

P1-249	 脳外傷前後の緑茶飲水による神経保護作用の検討
伊藤　龍生（近畿大学　農学部　食品栄養学科）　ほか

P1-250	 アロキサン誘発糖尿病ラットの末梢神経症に対する高血圧の影響
尾崎　清和（摂南大学　薬学部　病理学研究室）　ほか

P1-251	 神経過興奮で起こる Purkinje 細胞の膨化反応は ATM 欠損により消失する
川口　　誠（新潟労災病院　病理診断科）　ほか

P1-252	 非プリン型キサンチン脱水素酵素阻害剤は ALS マウスの発症を遅延させ、生存を延長する
加藤　雅子（鳥取大学　医学部　分子病理）　ほか

P1-253	 Incidental に発見された大脳皮質基底核変性症	─	有症状例との比較検討	─
西田　尚樹（富山大学　大学院医学薬学研究部　法医学講座）　ほか

P1-254	 Lhermitte-Duclos 病における小脳皮質異形成に関する検討
新井　義文（聖隷浜松病院　病理診断科）　ほか

コンパニオンミーティング 1　日本血液病理研究会「非腫瘍性リンパ増殖性疾患」 
 B 会場（広島国際会議場　B2F　コスモス）　18 : 00～19 : 20

オーガナイザー╱座長 : 中村　直哉（東海大学医学部　基盤診療学系　病理診断学）
田丸　淳一（埼玉医科大学総合医療センター　病理部）　　

CM-1-1	 Castleman 病
小島　　勝（獨協医科大学　形態病理学）

CM-1-2	 IgG4 関連疾患	vs	リンパ増殖性疾患
佐藤　康晴（岡山大学大学院　病理学分野（腫瘍病理 /第二病理））　ほか

CM-1-3	 TAFRO 症候群
中里　宜正（獨協医科大学　形態病理学）　ほか

コンパニオンミーティング 2　泌尿器病理研究会「泌尿器病理学領域の免疫染色」 
 D 会場（広島国際会議場　B2F　ラン 1）　18 : 00～19 : 20

オーガナイザー╱座長 : 白石　泰三（三重大学医学研究科　腫瘍病理学講座）
CM-2-1	 腎腫瘍診断のための免疫染色～多様な組織型分類、治療戦略にも応用できる免疫染色～

大江　知里（関西医科大学附属枚方病院　病理診断科）　ほか
CM-2-2	 The	role	of	immunohistochemistry	in	the	diagnosis	of	urinary	tract	neoplasms

古里　文吾（東京慈恵会医科大学）
CM-2-3	 泌尿器病理と免疫染色 : 前立腺がんの診断に有用な免疫染色

宮城　洋平（神奈川県立がんセンター臨床研究所　がん分子病態学部）

コンパニオンミーティング 3　日本脳腫瘍病理学会「グリオーマの病理診断と grading」 
 E 会場（ANAクラウンプラザホテル広島　3F　オーキッド）　18 : 00～19 : 20

オーガナイザー╱座長 : 若林　俊彦（名古屋大学医学部　脳神経外科）　　　　　　　
澁谷　　誠（東京医科大学八王子医療センター　中央検査部）

CM-3-1	 脳腫瘍治療医が脳腫瘍病理診断に望むこと
杉山　一彦（広島大学病院　がん化学療法科）

CM-3-2	 脳腫瘍の遺伝子異常と免疫染色から得られる情報について
横尾　英明（群馬大学大学院　医学系研究科　病態病理学）

CM-3-3	 Astrocytoma の病理診断と grading
柴原　純二（東京大学大学院　医学系研究科　人体病理学・病理診断学）

CM-3-4	 Oligodendroglial	tumor の病理診断と grading
小森　隆司（都立神経病院　検査科）
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コンパニオンミーティング 4　口腔病理部会「骨の pathobiology」 
 F 会場（ANAクラウンプラザホテル広島　3F　カトレア）　18 : 00～19 : 20

オーガナイザー╱座長 : 山口　　朗（東京医科歯科大学大学院　医歯学総合研究科　口腔病理学分野）
豊澤　　悟（大阪大学大学院　歯学研究科　口腔病理学教室）　　　　　　　

CM-4-1	 顎骨の	Fibrous	dysplasia	の病態と診断
豊澤　　悟（大阪大学大学院　歯学研究科　口腔病理学教室）

CM-4-2	 骨肉腫および Fibroosseous	lesion のトピックス
小田　義直（九州大学大学院　医学研究院　形態機能病理学）

CM-4-3	 がんの骨転移巣における可溶性 RANKL と TGFβの役割 ; 前立腺癌・乳癌を用いた動物モデ
ルによる解析

二口　　充（名古屋市立大学大学院　医学研究科　分子毒性学分野）
CM-4-4	 骨吸収抑制剤による顎骨壊死

山口　　朗（東京医科歯科大学大学院　医歯学総合研究科　口腔病理学分野）

コンパニオンミーティング 5　日本膵臓病理研究会（Pancreatic Pathology Club Japan） 
　　　　　　　　　　　　　　「膵臓における腫瘍類似病変」 
 G 会場（ANAクラウンプラザホテル広島　3F　アカシア 1）　18 : 00～19 : 20

オーガナイザー╱座長 : 能登原憲司（倉敷中央病院　病理検査科）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
小嶋　基寛（国立がん研究センター東病院　臨床開発センター　臨床腫瘍病理分野）

CM-5-1	 腫瘍と鑑別を要する膵病変 : overview
小嶋　基寛（国立がん研究センター東病院　臨床開発センター　臨床腫瘍病理分野）

CM-5-2	 EUS-FNA による膵癌診断の精度向上にむけて
細田　和貴（愛知県がんセンター中央病院　遺伝子病理診断部）　ほか

CM-5-3	 自己免疫性膵炎 : 1 型と 2 型の鑑別
能登原憲司（倉敷中央病院　病理検査科）

CM-5-4	 膵腫瘍類似病変	─	過誤腫・扁平上皮性嚢胞を中心に	─
山口　　浩（埼玉医科大学　国際医療センター　病理診断科）　ほか

コンパニオンミーティング 6　日本婦人科病理学会「卵巣腫瘍の病理 : WHO分類改訂の動向」 
 H 会場（ANAクラウンプラザホテル広島　3F　アカシア 2）　18 : 00～19 : 20

オーガナイザー╱座長 : 九島　巳樹（昭和大学医学部　臨床病理診断科）
森谷　卓也（川崎医科大学　病理学 2）　　　 　

CM-6-1	 卵巣腫瘍の概念と分類	─	WHO 分類第 2 版まで
柳井　広之（岡山大学病院　病理診断科）

CM-6-2	 現行 WHO 分類（第 3 版 : 2003 年）の枠組みと問題点
前田　大地（東京大学医学部附属病院　病理部）

CM-6-3	 改訂 WHO（第 4 版）の概要
三上　芳喜（京都大学医学部附属病院　病理診断科）


