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日本病理学会北海道支部および北海道病理医会 

拡大幹事会資料 

平成 30 年 5 月 19 日（土） 

於 北海道大学医学部 学友会館フラテ 2 階   

  特別会議室 

 

A. 報告事項 

１．平成 29 年度北海道支部活動報告 

（１）北海道支部総会 

開催日：平成 29 年 10 月 14 日（土）（第 50 回北海道病理談話会） 

会場：北海道大学 医学部 臨床大講堂 

平成 28 年度支部活動報告の後、平成 28 年度会計報告を承認、平成 29 年度事業計画を

協議・承認 

（２）北海道支部および北海道病理医会拡大幹事会 

開催日：平成 29 年 6 月 3 日（土） 

会場：札幌医科大学 北１講義室 

（３）学術集会、特別講演、共催事業 

 【病理談話会】第 50 回北海道病理談話会 

会長：北海道大学病態解析学分野 石津明洋 先生 

開催日：平成 29 年 10 月 14 日（土） 

会場：北海道大学 医学部 臨床大講堂 

 【標本交見会】 

担当幹事：札幌医科大学 病理学第一講座 鳥越俊彦 先生 

会場：札幌医科大学 

179回 平成29年6月 3日(土) 

180回         9月16日(土) 

181回        12月16日(土)  

182回 平成30年3月17日(土) 
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 【学術集会特別講演】標本交見会特別講演 

開催日：平成 29 年 12 月 16 日(土) 

会場：札幌医科大学 記念ホール 

演題：「膵胆道腫瘍の病理診断−基本から最近の話題まで」 

      自治医科大学 病理診断部・病理診断科 福嶋敬宜 先生 

 

 【共催事業】（9 件）（資料１） 

 

（４）第 14 回病理夏の学校 

世話人：北海道大学病院 病理診断科・病理部 松野吉宏 先生 

開催日：平成 29 年 7 月 22-23 日（土日） 

会場：札幌市保養センター駒岡 

テーマ：「＜医療の中の病理学＞いま、そしてこれから」 

 

２．日本病理学会北海道支部現況 (平成 30 年 5 月 14 日現在)  

  会員数 222  病理専門医数 113  口腔病理専門医数 4 

  認定施設数 16   登録施設数 35 

 

３．その他 

 

B. 協議事項 

１．平成 29 年度北海道支部会計報告（資料２） 

２．平成 30 年度事業計画 

（１）北海道支部学術集会標本交見会 

担当幹事：北海道大学院腫瘍病理 田中伸哉 先生 

会場：北海道大学医学部 

      開催予定：183回 平成30年5月19日(土) 

184回        9月 1日(土) 

185回        12月 8日(土)  

 （日本病理学会「希少がん病理診断のための病理診断医の育成事業」と

  して長谷川 匡先生に「骨軟部腫瘍」の対面講習をお願いしています） 

186回 平成31年3月16日(土) 



- 3 - 

（２）第51回北海道病理談話会 

会長：札幌医科大学フロンティア医学研究所 細胞科学部門 小島隆 先生 

開催日：平成 30 年 10 月 13 日（土） 

会場：札幌医科大学記念ホール 

特別講演１：旭川医科大学 病理学講座 免疫病理分野 

      大栗 敬幸 先生 

特別講演２：函館五稜郭病院 診療部長 

      池田 健 先生 

 

（３）第 15 回病理夏の学校（資料３） 

世話人：札幌医科大学第一病理学講座 鳥越俊彦 先生 

開催日：平成 30 年 7 月 7・8 日（土・日） 

会場：定山渓ビューホテル 

テーマ：「Doctor of Doctors 病理医のひみつと病理学の魅力」 

 

３．北海道支部選挙管理委員の廃止について 

 

４．平成 30 年度北海道支部役員について（資料４） 

 

５．平成 30 年度北海道支部拡大幹事について（資料５） 

 

６．その他 
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（資料１） 

【共催事業】（9 件） 

 

＊第 12 回 北大腫瘍病理 外科病理セミナー（北海道大学病理専門医研修プログラム共催

セミナー） 

 演題名：消化管病理診断のピットフォール 

 講師：伊藤 智雄 先生 

  （神戸大学大学院医学研究科病理学講座病理診断学分野 特命教授） 

 開催日：平成 29 年 4 月 13 日（木）19 時 

 会場：北海道大学大学院医学研究科 腫瘍病理分野 図書室            

 主催：北海道大学大学院医学研究科 腫瘍病理分野 

 共催：日本病理学会北海道支部 

 

＊第 179 回 日本病理学会北海道支部学術集会（標本交見会） ランチョンセミナー 

 演題名：ALK 陽性肺癌の治療戦略 

  ALK 陽性肺癌に置ける診断のポイント 

 講師： 釼持 喜之 先生 

（勤医協中央病院 呼吸器内科） 

  羽場 礼次 先生 

  （香川大学医学部付属病院 病理診断科・病理部 教授） 

 開催日：平成 29 年 6 月 3 日（土）12 時 

 会場：札幌医科大学医学部第１講義室 

 主催：札幌医科大学 病理学第一講座 

 共催：日本病理学会北海道支部、中外製薬株式会社 

 

＊ 第 27 回 北大腫瘍病理 教室セミナー 

演題名：人工知能・深層機械学習（ディープラーニング）を用いた病理組織の解

析 

講師：石川 俊平 先生 

 （東京医科歯科大学 難治疾患研究所 ゲノム病理学分野 教授） 

開催日：平成 29 年 6 月 20 日（火）17 時 

会場：北海道大学大学院医学研究科 腫瘍病理分野 図書室 
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主催：北海道大学大学院医学研究科 腫瘍病理分野 

共催：日本病理学会北海道支部 

 

＊第 13 回 北大腫瘍病理 外科病理セミナー（北海道大学病理専門医研修プログラム共催

セミナー） 

演題名：知っておきたい比較的まれな７症例〜スライドセミナー 

講師：清水 道生 先生 

 （博慈会記念総合病院 病理診断センター センター長） 

開催日：平成 29 年 6 月 22 日（木）17 時 30 分 

会場：北海道大学大学院医学研究科 腫瘍病理分野 図書室 

主催：北海道大学大学院医学研究科 腫瘍病理分野 

共催：日本病理学会北海道支部 

 

＊第 24 回肝細胞研究会 

開催日：平成 29 年 6 月 30 日（金）〜7 月 1 日（土） 

会場：旭川市民文化会館 

主催：旭川医科大学病理学講座腫瘍病理分野 

共催：病理学会北海道支部 

 

＊IGM免疫学・炎症学セミナー 

 演題名：最新のイメージング質量分析法 

  -in vivo 脳における神経伝達物質代謝の時空間的解析- 

 講師：杉浦 悠毅 先生 

  （慶應義塾大学医学部医化学教室） 

 開催日：平成29年度9月29日（金）16時 

 場所：北海道大学遺伝子病制御研究所５階セミナー室 

 主催：北海道大学遺伝子病制御研究所 大学院医学院分子神経免疫学教室 

 共催：日本病理学会北海道支部  

 

＊北大腫瘍病理（第 28 回）・（公財）札幌がんセミナー ジョイントセミナー（北大病理

専攻医教育セミナー） 

 演題名：NGS を用いたがん研究とクリニカルシークエンスの現状と展望 



- 6 - 

 講師：高阪 真路 先生 

  （東京大学大学院医学系研究科ゲノム医学講座 特任助教） 

 開催日：平成 29 年 11 月 17 日（金）18 時 

 会場：北海道大学医学部フラテホール 

 主催：北海道大学大学院医学研究科 腫瘍病理 

    （公財）札幌がんセミナー 

 共催：日本病理学会北海道支部、北海道癌談話会 

 

＊先端医学研究セミナー 

 演題名：An unexpected role for Hsp70 and DNAJB6 in double strand break repair 

  Chaperonopathies: how mutations in chaperones can cause human diseases 

 講師：Steven Bergink 先生、Steven Bergink 先生 

  （Department of Cell Biology, University Medical Centre Groningen） 

 開催日：平成 30 年 3 月 14 日（水）14 時 

 会場：札幌医科大学記念ホール２階 

 主催：札幌医科大学医学部 病理学第一講座 

 共催：日本病理学会北海道支部、臨床ストレス応答学会、北海道癌談話会 

 

＊第 182 回 日本病理学会北海道支部学術集会（標本交見会） ランチョンセミナー 

 演題名：がんゲノム医療の開始にあたって：病理診断と病理組織検体取り扱いの 

重要性 

  PD-L1 検査の実際 

 講師： 畑中 豊 先生 

（北海道大学病院ゲノム・コンパニオン診断研究部門） 

  大林 千穂 先生 

  （奈良県立医科大学 病理診断学講座 教授） 

 開催日：平成 30 年 3 月 17 日（土）12 時 

 会場：札幌医科大学 記念ホール 

 主催：札幌医科大学 病理学第一講座 

 共催：日本病理学会北海道支部、中外製薬株式会社 
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（資料２−①） 

 

2017 年度（平成 29 年度）日本病理学会北海道支部 

収支報告書 

 

 

 収入 

  前年度繰越金 1,793,791  

  日本病理学会補助金 544,000  

  夏の学校補助金 166,000  

  子育て支援補助金 76,000  

  利息 16  

 合計 
2,579,807 

 
 

   

 支出 

  講師謝礼金 100,000  

  旅費・宿泊費 88,420  

  講演会・セミナー共催金 100,000  

  夏の学校補助金（夏の学校支援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄより） 166,000  

  子育て支援料（保育料） 51,840  

  通信運搬費 8,430  

  嘱託料（HP 管理） 162,679  

  事務用品費 0  

  残高証明書発行手数料 540  

  慶弔費 16,740  

  振込手数料 3,090  

  所得税源泉徴収税 11,370  

 合計 709,109  

   

 次年度繰越金 1,870,698  
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（資料２−②） 

 

第 97 回北海道医学大会病理分科会 

第 50 回北海道病理談話会 

収支報告書 

 

 

 収入 

  前年度繰越金 92,004  

  年会費 50,000  

 合計 142,004  

   

 支出 

  残高証明書発行手数料 514  

  振込用紙印字手数料 152  

  振込料金 1,296  

  郵送費 13,546  

  プログラム印刷代 9,450  

  飲み物・お菓子代 8,441  

  お弁当 12,636  

  会場費 57,200  

 合計 103,235  

   

 次年度繰越金 38,769  
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（資料２−③） 

 

第 14 回 病理夏の学校 

収支報告書 

 

 

 収入 

  前年度繰越金 2,122,799  

  寄附金 2,045,000  

  日本病理学会北海道支部からの補助金 166,000  

  利息 12  

 合計 4,333,811  

   

 支出 

  会場・宿泊・夕食費 （駒岡保養センター） 354,230  

  昼食費（大丸、札幌ばんけい） 333,840  

  懇親会費 69,296  

  会場費（スクリーンレンタル代、パソコン６台レンタル代） 56,280  

  交通費（講師、参加者、スタッフ分） 263,240  

  運営費（講師謝金、宿泊費、お手伝い謝金） 314,800  

  運営費（保育費）（NPO 法人北海道子育て支援ワーカーズ） 7,830  

  運営費（お茶代） 1,450  

  源泉徴収税（講師ならびにお手伝い謝金分） 52,369  

  印刷費（ポスター、報告書、印刷製本費） 76,086  

  消耗品（宛名ラベル、レールファイル、ハンドアウト用紙代） 18,813  

  役務費（郵送料） 39,987  

  振込手数料 4,104  

  残高証明発行手数料 540  

  合計 1,592,865  

   

次年度繰越金 2,740,946  
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（資料２−④） 

 

北海道病理医会 平成２９年度 

会計決算報告書 

 

 

 収入 

  前年度繰越金 1,732,483  

  会費（個人、施設） 410,000  

  共催費（中外製薬）金 200,000  

  利息 14  

 合計 2,342,497  

   

 支出 

  平成２９年度標本交見会運営費（郵送代、謝金など） 28,058  

  （第 179 回  5,880、第 180 回  5,280、第 181 回 9,300、第 182 回  7,598）   

  平成２９年度標本交見会飲み物・菓子代 31,892  

  （第 179 回 7,118、第 180 回 6,911、第 181 回 10,378、第 182 回 7,485）   

  懇親会補助費 92,470  

  講演会（報酬 111,370、旅費 124,720） 236,090  

  ゆうちょ銀行振替口座料金 5,990  

  北洋銀行残高証明書発行手数料 540  

  北洋銀行手数料 972  

  通信費（郵便料） 6,314  

  事務費 1,015  

  合計 403,341  

   

次年度繰越金 1,939,156  
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（資料２−⑤） 
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（資料３） 
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（資料４） 

 

支部長    西川 祐司 

診断病理（病理業務）担当幹事 深澤 雄一郎 

学術担当幹事   小島 隆 

病理専門医部会部会報編集幹事 田中 敏 

会計庶務   大塩 貴子 

監事    髙橋 秀史 

 

病理談話会会長   小島 隆 

標本交見会世話人  田中 伸哉 

病理夏の学校世話人  鳥越 俊彦 

 

 

      （敬称略） 
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（資料５） 

 

1 池田 健 イケダ タツル 社会福祉法人函館厚生院函館五稜郭病院 パソロジーセンター

2 石津 明洋 イシヅ アキヒロ 北海道大学大学院保健科学研究院 病態解析学分野

3 一宮 慎吾 イチミヤ シンゴ 札幌医科大学フロンティア医学研究所 免疫制御医学部門

4 今村 正克 イマムラ マサカツ NPO法人札幌診断病理学センター

5 及川 賢輔 オイカワ ケンスケ 旭川医科大学　看護学科　病態学

6 大内 知之 オオウチ トモユキ 恵佑会札幌病院 病理診断科

7 笠原 正典 カサハラ マサノリ 北海道大学大学院医学研究科病理学講座 分子病理学分野

8 鹿野 哲 カノ サトシ 北海道勤医協中央病院病理科

9 菊地 慶介 キクチ ケイスケ 帯広厚生病院臨床病理科

10 小海 康夫 コカイ ヤスオ 札幌医科大学医学部ﾌﾛﾝﾃｨｱ医学研究所 病態情報学分野

11 後藤田 裕子 ゴトウダ ヒロコ ＪＡ北海道厚生連札幌厚生病院臨床病理

12 小林 博也 コバヤシ ヒロヤ 旭川医科大学病理学講座免疫病理分野

13 今 信一郎 コン シンイチロウ 市立室蘭総合病院 臨床検査科

14 近藤 信夫 コンドウ ノブオ (株)ジェネティックラボ病理解析センター

15 澤 洋文 サワ ヒロフミ 北海道大学人獣共通感染症リサーチセンター 分子病態・診断部門

16 小山内 誠 オサナイ マコト 札幌医科大学医学部病理学第2講座

17 篠原 敏也 シノハラ トシヤ 医療法人渓仁会  手稲渓仁会病院病理診断科

18 樋田 京子 ヒダ キョウコ 北海道大学大学院歯学研究院口腔病態学分野 口腔病理病態学教室

19 鈴木 昭 スズキ アキラ KKR札幌医療センター病理診断科

20 高桑 康成 タカクワ ヤスナリ NTT東日本札幌病院臨床検査科

21 高橋 利幸 タカハシ トシユキ 医療法人彰和会北海道消化器科病院病理部

22 高橋 秀史 タカハシ シュウジ 北海道立子ども総合医療療育センター

23 武井 英博 タケイ ヒデヒロ 旭川医科大学病院病理部

24 立野 正敏 タテノ ヒデヒロ 釧路赤十字病院病理診断科

25 田中 伸哉 タナカ シンヤ 北海道大学大学院医学研究科腫瘍病理学分野

26 鳥越 俊彦 トリゴエ トシヒコ 札幌医科大学第一病理学教室

27 西川 祐司 ニシカワ ユウジ 旭川医科大学病理学講座腫瘍病理分野

28 長谷川 匡 ハセガワ タダシ 札幌医科大学附属病院病理診断科

29 深澤 雄一郎 フカサワ ユウイチロウ 市立札幌病院病理診断科

30 松野 吉宏 マツノ ヨシヒロ 北海道大学病院病理診断科/病理部

31 三高 俊広 ミタカ トシヒロ 札幌医科大学医学部附属ﾌﾛﾝﾃｨｱ医学研究所 組織再生学部門

32 村上 正晃 ムラカミ マサアキ 北海道大学遺伝子病制御研究所 分子神経免疫学
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