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＜病理診断科＞ 
[学会・研究会発表] 

福島 裕子、野土 希実、皆見 勇人、奥野 貴裕、石井 真美、石橋 謙一、山崎 夏維、 

原 純一、井上 健 

ヒストン H3 K27M・G34R 変異を有する gliomaの病理組織学的検討 

Histopathological study of glioma with histone H3 K27M and G34R mutations 

第 109回 日本病理学会総会 福岡市 

2020/4/16開催予定も中止。web開催へ。 2020/7/1～7/31 

 

奥野 高裕、皆見 勇人、福島 裕子、井上 健 

SMARCA2と SMARCA4の発現欠失を示した胆嚢原発腫瘍の 1例 

SMARCA2/SMARCA4-deficient tumor in gallbladder 

第 109回 日本病理学会総会 福岡市 

2020/4/16開催予定も中止。web開催へ。 2020/7/1～7/31 

 

皆見 勇人、奥野 高裕、石井 真美、福島 裕子、井上 健 

当院における Fabry disease4 例の臨床病理学的検討 Fabry disease; clinicopathological 

study of 4 cases in our hospital 

第 109回 日本病理学会総会 福岡市 

2020/4/18開催予定も中止。web開催へ。 2020/7/1～7/31 

 

梶尾 麻衣、大瀬 香菜、内山 勲、福島 裕子、井上 健 

診断に苦慮した子宮内膜未分化癌の一例 

第 61回 日本臨床細胞学会総会（春期大会） 横浜市 

2020/6/7開催予定も中止。web開催へ。 2020/6/20～7/19 

 

山畑 翔、横田 裕香、世古 裕里、奥野 高裕、石井 真美、福島 裕子、井上 健 

当院での膵内分泌腫瘍に対する EUS-FNAC正診率と鑑別困難例の再検討 

第 61回 日本臨床細胞学会総会（春期大会） 横浜市 

2020/6/7開催予定も中止。web開催へ。 2020/6/20～7/19 

 

奥野 高裕、坂井田 美穂、辻尾 希美、石井 真美、福島 裕子、井上 健 

胎児性腫瘍 

2020年小児腫瘍組織分類委員会症例検討会 web開催 2020/9/4 

 

辻尾 希美、坂井田 美穂、奥野 高裕、石井 真美、福島 裕子、井上 健 

急性虫垂炎 

2020年小児腫瘍組織分類委員会症例検討会 web開催 2020/9/4 

 

 

 



坂井田 美穂、辻尾希実、奥野 高裕、石井 真美、福島 裕子、井上 健 

肉腫との鑑別を要した Kaposiformhemangioendotheliomaの一例 

第 40回 日本小児病理研究会 神戸市 web開催 2020/9/5 

 

辻尾 希美、坂井田 美穂、奥野 高裕、石井 真美、福島 裕子、井上 健 

妊娠高血圧腎症と肺高血圧の産後に血栓性微小血管症をきたした一剖検例 

An autopsy case of thrombotic microangiopathy after delivery complicated with 

Preeclampsia and pulmonary hypertension 

第 66回 日本病理学会秋期特別総会 浜松市（web発表） 2020/11/12～13 

 

辻尾 希美、坂井田 美穂、奥野 高裕、石井 真美、福島 裕子、井上 健 

妊娠高血圧腎症と肺高血圧の産後に血栓性微小血管症をきたした一剖検例 

An autopsy case of thrombotic microangiopathy after delivery complicated with 

Preeclampsia and pulmonary hypertension 

第 11回 妊産婦死亡症例病理カンファレンス 浜松市 2020/11/13 

 

世古 裕里、横田 裕香、木村 美穂、山畑 翔、奥野 高裕、石井 真美、福島 裕子、井上 健 

肺に発生した SMARCA4-deficient pleomorphic carcinomaの細胞像 

第 59回 日本臨床細胞学会秋期大会 横浜市 2020/11/22 

 

皆見 勇人、奥野 高裕、石井 真美、福島 裕子、井上 健 

肺腫瘍の一例 

第 91回 日本病理学会近畿支部学術集会 神戸市 web開催 2020/12/5 

 

坂井田 美穂、辻尾 希実、奥野 高裕、石井 真美、福島 裕子、井上 健 

胸腺腫瘍の一例 

第 91回 日本病理学会近畿支部学術集会 神戸市 web開催 2020/12/5 

 

辻尾 希実、坂井田 美穂、奥野 高裕、石井 真美、福島 裕子、井上 健 

胸椎腫瘍の 1例 

第 92回 日本病理学会近畿支部学術集会 神戸市 web開催  2021/2/20 

 

[著書] 

井上 健、福島 裕子 

病理と臨 38（8）小児非腫瘍性疾患の病理診断の現状：外科病理の立場から p670-672 

2020/8 

 

福島 裕子、井上 健 

病理と臨床 38（8）その他の小児非腫瘍性疾患（頸部嚢胞／瘻、脈管奇形、髄膜脳瘤、 

Meckel憩室、重複腸管、尿膜管遺残、代謝性疾患など） p732-738 2020/8 

 

井上 健、福島 裕子 

診断病理 38（1） 総説 胎児性腫瘍の病理診断と細胞像 p11-24 2021/1 

 

 



[論文発表] 

皆見 勇人、奥野 高裕、石井 真美、福島 裕子、井上 健 

Inclusion body fibromatosis の 1例 

日本小児血液・がん学会雑誌 57（1） p42 2020/6 

 

奥野 高裕、皆見 勇人、石井 真美、福島 裕子、井上 健 

神経芽腫様と褐色細胞腫様の両成分を有する Composite pheochromocytoma と考えられた 1例 

日本小児血液・がん学会雑誌, 57（1） p53 2020/6 

 

Hoyuri Fuseya, Masahiro Yoshida, Rie Oyama, Naoko Tatsumi, Minako Tsutsumi, Yosuke Nakaya,  

Mirei Horiuchi, Takuro Yoshimura, Yoshiki Hayashi, Takafumi Nakao, Ryoko Sakagami,  

Takane Aoyama, Nazomi Nozuchi, Hiroko Fukushima, Takeshi Inoue，Takahisa Yamane 

Mantle cell lymphoma with dot-like nuclear staining for cyclin D1 Leuk Lymphoma 

61（8） p2016-2019 2020/8 

 

Yoshiko Nakano, Kai Yamasaki, Kaishi Satomi, Hiroko Fukushima, Yuki Okuhiro, Keiko Okada,  

Yuko Osugi, Hiroaki Sakamoto, Takeshi Inoue, Akihiko Yoshida, Koichi Ichimura,  

Junichi Hara 

A case of pediatric gliomatosis cerebri harboring H3F3A K27 mutation.  

Pediatr Blood Cancer 67（9） e28270 2020/9 

 

山村 匡史、根引 浩子、坂田 侑平、木村 明恵、中田 晃暢、末包 剛久、山崎 智朗、 

福島 裕子、井上 健 

EUS-FNAによって術前診断しえた TS1(13mm)の破骨型多核巨細胞を伴う退形成膵癌の 1例 

日本消化器内視鏡学会雑誌 62（9） p1600-1606 2020/9 

 

奥廣 有喜、岡田 恵子、谷村 一輝、比良 洸太、中野 嘉子、山崎 夏維、仁谷 千賀、 

藤崎 弘之、福島 裕子、井上 健、原 純一 

同種移植後の髄外再発に対し、ダサチニブが著効した NUP214-ABL1融合遺伝子陽性Ｂ前駆細胞性 

急性リンパ性白血病の 1例 

日本小児血液・がん学会雑誌 57（3） p281-284 2020/11 

 

英 久仁子、長辻 真樹子、沖 絵梨、本久 智賀、中田 真一、康 文豪、福島 裕子 

子宮鏡下手術により診断された子宮内膜未分化癌の症例 

日本産科婦人科内視鏡学会雑誌 36（2） p327-330 2020/12 

 

塚本 忠司、枝川 永二郎、堀 高明、貝崎 亮二、高塚 聡、福島 裕子 

膵体部癌孤立性空腸転移の 1切除例 

日本外科系連合会会誌 45（6） p842-848 2020/12 

 

Hiroko Fukushima, Kai Yamasaki, Miho Sakaida, Nozomi sujio, Takahiro Okuno, Naomi Ishii, 

Keiko Okada, Hiroyuki Fujisaki, Yasuhiro Matsusaka, Hiroaki Sakamoto, Junichi Hara,  

Takeshi Inoue 

Rhabdoid tumor predisposition syndrome with renal tumor 10 years after brain tumor 

Pathol Int, 71（2） p842-848 2021/2 

 


