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1 著書（分担執筆） 南口 早智子,市川 千宙 他 胎盤病理アトラス 文光堂（2021.10） 文光堂
ISBN978-4-
8306-0484-3

2 会議録
西野 彰悟, 山下 大祐, 市川 千宙, 原 重雄, 丸岡
隼人, 石川 隆之, 今井 幸弘

アミロイド沈着を伴ったB細胞性腫瘍の検討 日本病理学会会誌.110巻1号 Page261(2021.03) 2021240212
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3 原著
Hoshino T, Yoshioka S, Shinohara S, Matsushita
A, Imai Y, Kinugasa M, Tsuji Y.

Clinical Diagnosis of Toxoplasmosis via
Histopathological and Antibody Examination of
Five Immunocompetent Patients at Kobe City
Medical Center General Hospital, 2008 to 2015

Case Rep Infect Dis. 2021 Oct 12;2021:6611273. doi:
10.1155/2021/6611273. eCollection 2021.

34676122

4 原著
Masahata K, Ichikawa C, Higuchi K, Makino K,
Abe T, Kim K, Yamamichi T, Tayama A, Soh H,
Usui N.

A Rare Case of Immature Sacrococcygeal Teratoma
With Lymph Node Metastasis in a Neonate

J Pediatr Hematol Oncol. 2021 Nov 1;43(8):e1186-
e1190. doi: 10.1097/MPH.0000000000002042.

✔ 33323883

5 原著
Akita M, Maeda E, Ishida R, Morikawa T,
Nishimura T, Abe K, Kozuki A, Tanaka T, Imai Y,
Kaneda K.

Aggressive behavior of anaplastic
undifferentiated carcinoma arising from the hilar
bile duct

Surg Case Rep. 2022 Jan 17;8(1):14. doi:
10.1186/s40792-022-01368-y.

✔ 35038019

6 原著

Ohe R, Yang S, Yamashita D, Ichikawa C, Saito
A, Kabasawa T, Utsunomiya A, Aung NY, Urano Y,
Kitaoka T, Suzuki K, Takahara D, Sasaki A,
Takakubo Y, Takagi M, Yamakawa M, Futakuchi M.

Pathogenesis of follicular thymic hyperplasia
associated with rheumatoid arthritis

Pathol Int. 2022 Feb 11. doi: 10.1111/pin.13212.
Online ahead of print.

35147259

7 原著
Maeyama T, Ichikawa C, Okada Y, Sawada A, Inoue
M, Takeuchi M, Soh H, Usui N, Etani Y, Kawai M.

Beta-human chorionic gonadotropin-producing
neuroblastoma: an unrecognized cause of
gonadotropin-independent precocious puberty

Endocr J. 2022 Mar 28;69(3):313-318. doi:
10.1507/endocrj.EJ21-0366. Epub 2021 Oct 14.

✔ 34645729

8 原著
西村 透, 田中 智浩, 久野 晃路, 三宅 泰一郎, 前
田 詠理, 上月 章史, 阿部 紘一郎, 横山 邦雄, 高
松 学, 金田 邦彦, 今井 幸弘

肝内胆管破裂による胆汁性腹膜炎を契機に発見された
groove膵癌の1例

日本消化器外科学会雑誌.54巻4号 Page270-277(2021.04) ✔ 2021327791

9 原著
前田 敦成, 上月 章史, 前田 詠理, 秋田 真之, 金
田 邦彦, 今井 幸弘

上行結腸に穿通した虫垂粘液癌の1例 日本臨床外科学会雑誌.82巻6号 Page1135-1141(2021.06) ✔ 2021305549

10 原著

西村 透, 前田 詠理, 国安 真里奈, 安田 圭祐, 金
子 達也, 滝本 大輔, 藤本 優果, 神尾 翼, 秋田 真
之, 石田 諒, 森川 達也, 阿部 紘一郎, 上月 章史,
田中 智浩, 金田 邦彦, 今井 幸弘

食道癌術後の傍大動脈リンパ節転移を切除し4年間無再
発生存中の1例

臨牀と研究.98巻9号 Page1123-1127(2021.09) ✔ 2022009719

11 原著
土屋 和彦, 荻野 充利, 鈴木 はる菜, 佐古田 洋子,
今井 幸弘

乳腺の異型脂肪腫様腫瘍の1例 乳癌の臨床. 36巻6号 Page465-471(2021.12) ✔ 2022082237
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12 会議録
鈴木 はる菜, 土屋 和彦, 荻野 充利, 佐古田 洋子,
山本 直希, 播 悠介, 今井 幸弘

アテゾリズマブにより甲状腺機能異常症を来した1例
日本乳癌学会総会プログラム抄録集29回
Page158(2021.07)

✔ 2021335798

13 会議録
土屋 和彦, 荻野 充利, 鈴木 はる菜, 佐古田 洋子,
大西 章仁, 延原 正英, 中村 徹, 徳永 俊太郎, 堀
朱矢, 西馬 照明, 市川 千宙, 今井 幸弘

乳癌に合併した肺サルコイドーシス症例　リンパ節転
移との鑑別診断

日本乳癌学会総会プログラム抄録集29回
Page137(2021.07)

2021335716

14 会議録
宮崎 梨香子, 鈴木 はる菜, 荻野 充利, 佐古田 洋
子, 土屋 和彦, 今井 幸弘, 延原 正英

骨・軟骨化生を伴う乳癌の一例
日本乳癌学会総会プログラム抄録集29回
Page133(2021.07)

✔ 2021335701

15 会議録

入江 洋介, 織田 大介, 米澤 瑞華, 土井 真由実,
前田 敦成, 織邊 貴大, 岡本 浩平, 杉原 康介, 峯
孝太朗, 横谷 勇佑, 北代 隼, 平田 祐一, 孝橋 道
敬, 田村 勇, 西澤 昭彦, 山城 研三, 岡部 純弘,
今井 幸弘

免疫チェックポイント阻害薬による免疫関連有害事象
胆管炎の2例

日本消化器内視鏡学会近畿支部例会プログラム・抄録集
106回 Page119(2021.07)

2021334691

16 会議録

土井 真由実, 織田 大介, 前田 敦成, 岡本 浩平,
織邊 貴大, 杉原 康介, 米澤 瑞華, 峯 孝太朗, 入
江 洋介, 横谷 勇佑, 北代 隼, 平田 祐一, 孝橋 道
敬, 田村 勇, 鈴木 志保, 西澤 昭彦, 山城 研三,
岡部 純弘, 寺尾 秀一, 今井 幸弘

先天性胆道拡張症に対する拡張胆管十二指腸吻合術後
45年目に発癌した1例

日本消化器内視鏡学会近畿支部例会プログラム・抄録集
106回 Page106(2021.07)

✔ 2021334657

17 会議録
市田 和香子, 山田 利栄, 西川 正則, 岩橋 利彦,
岡崎 鈴代, 市川 千宙, 竹内 真

特徴的なエコー像を呈した頸部腫瘤の1例
日本小児放射線学会雑誌(0918-8487)37巻Suppl. Page40-
41(2021.07)

✔ 2021323291

18 会議録

今井 明日香, 峯 孝太朗, 織田 大介, 清水 亜季子,
松浦 史弥, 岡本 浩平, 織邊 貴大, 杉原 康介, 米
澤 瑞華, 入江 洋介, 横山 勇佑, 多木 未央, 平田
祐一, 孝橋 道敬, 田村 勇, 西澤 昭彦, 山城 研三,
岡部 純弘, 上月 章史, 今井 幸弘

若年男性に発症し、特異な画像所見を呈した肝細胞腺
腫(HCA)の一例

日本消化器病学会近畿支部例会プログラム・抄録集115回
Page105(2021.09)

✔ 2021370371

19 会議録

杉原 康介, 織田 大介, 青山 雄一郎, 水上 稜介,
清水 亜季子, 松浦 史弥, 岡本 浩平, 織邊 貴大,
米澤 瑞華, 入江 洋介, 横谷 勇佑, 多木 美央, 平
田 祐一, 孝橋 道敬, 田村 勇, 西澤 昭彦, 山城 研
三, 岡部 純弘, 西村 透, 今井 幸弘

十二指腸通過障害で発症し、術前診断不能であった
groove pancreatic carcinomaの1例

日本消化器病学会近畿支部例会プログラム・抄録集115回
Page92(2021.09)

✔ 2021370331

20 会議録

織邊 貴大, 織田 大介, 岡部 純弘, 青山 雄一郎,
水上 稜介, 清水 亜季子, 松浦 史弥, 岡本 浩平,
杉原 康介, 米澤 瑞華, 横谷 勇佑, 入江 洋介, 多
木 未央, 平田 祐一, 孝橋 道敬, 田村 勇, 西澤 昭
彦, 山城 研三, 前田 詠理, 今井 幸弘

膵漿液性嚢胞腫瘍に併発した限局型自己免疫性膵炎
(AIP)の1例

日本消化器病学会近畿支部例会プログラム・抄録集115回
Page92(2021.09)

✔ 2021370330

21 会議録 平田 祐一, 織田 大介, 岡部 純弘, 今井 幸弘
胆膵腫瘍の診断と治療up to date　膵疾患に対する病
理学的診断におけるENPD留置下連続膵液細胞診(SPACE)
の役割

日本消化器病学会近畿支部例会プログラム・抄録集115回
Page57(2021.09)

2021370221

22 会議録
篠原 尚吾, 船曳 和雄, 菊地 正弘, 竹林 慎治, 濱
口 清海, 原 重雄, 山下 大祐, 今井 幸弘, 溝口 明

ANL Secondary Publication　共焦点顕微内視鏡と生体
に使用可能な染色法を用いた頭頸部扁平上皮癌のリア
ルタイムイメージング

日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会会報.125巻1号 Page80-
81(2022.01)

W131390017<
Pre 医中誌>
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23 会議録

水上 稜介, 青山 雄一郎, 土井 真由実, 前田 敦成,
岡本 浩平, 織邊 貴大, 杉原 康介, 米澤 瑞華, 入
江 洋介, 横谷 勇佑, 織田 大介, 平田 祐一, 孝橋
道敬, 田村 勇, 西澤 昭彦, 山城 研三, 岡部 純弘,
今井 幸弘

胃小彎転移リンパ節に対するEUS-FNAにより確定診断可
能であった卵巣癌の一例

日本消化器病学会近畿支部例会プログラム・抄録集116回
Page113(2022.02)

✔
W222020178<
Pre 医中誌>

24 会議録

織邊 貴大, 織田 大介, 青山 雄一郎, 水上 稜介,
清水 亜季子, 前田 敦成, 岡本 浩平, 杉原 康介,
米澤 瑞華, 横谷 勇佑, 入江 洋介, 多木 未央, 平
田 祐一, 孝橋 道敬, 田村 勇, 西澤 昭彦, 山城 研
三, 岡部 純弘, 上月 章史, 今井 幸弘

分枝型IPMNの経過観察中に急激に出現した膵退形成癌
の1例

日本消化器病学会近畿支部例会プログラム・抄録集116回
Page110(2022.02)

✔
W222020166<
Pre 医中誌>

25 会議録

米澤 瑞華, 入江 洋介, 平田 祐一, 青山 雄一郎,
水上 稜介, 清水 亜季子, 前田 敦成, 岡本 浩平,
織邊 貴大, 杉原 康介, 横谷 勇佑, 織田 大介, 多
木 未央, 孝橋 道敬, 田村 勇, 西澤 昭彦, 山城 研
三, 岡部 純弘, 石田 諒, 今井 幸弘

術前の進展度診断にEUSおよびPOCSが有用であった胆嚢
管癌の一例

日本消化器病学会近畿支部例会プログラム・抄録集116回
Page110(2022.02)

✔
W222020164<
Pre 医中誌>


