
業績一覧

附属病院／病理部

1.領域構成教職員・在職期間
診療教授（科長／部
長） 今村　好章

平成2年4月～（平成17
年12月～現職）

医員 樋口　翔平 平成29年4月～
医員 伊藤　知美 平成30年4月～
医員 八田　聡美 平成31年4月～
医員 米元　菜採 平成31年4月～

その他の職員（病理
部）

2.研究概要
研究概要

キーワード

業績年の進捗状況

特色等

本学の理念との関係

3.研究実績

和文原著論文
ﾌｧｰｽﾄｵｰｻｰ
ｺﾚｽﾎﾟﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｵｰｻｰ
その他
合計

（A） 著書・論文等
　(1) 英文：著書等
　　a． 著書

　　b． 著書（分担執筆）

　　c． 編纂・編集・監修

　(2) 英文：論文等
　　a． 原著論文（審査有）

1975001

1975002

1975003

1975004

　　b． 原著論文（審査無）

　　c． 原著論文（総説）

　　d． その他研究等実績（報告書を含む）

　　e． 国際会議論文 

2019年分
5
0
0
4
4

2019年分
―

0（0）
0（0）

8.073（8.073）
8.073（8.073）

区分 編数 インパクトファクター（うち原著のみ）

昭和58年10月に附属病院が開院と同時に検査部内に病理検査部門が設置されたが，平成14年4月より検査部から独立し，病理部として新設された．学内定員の振り替
えによる技官2名のみでのスタートとなったが，平成14年6月には副部長兼助教授が，平成14年7月には部長(第一病理学講座福田優教授兼任)が決定した．また，平成
15年10月には福井大学と福井医科大学の統合により福田優教授が副学長に就任したため，分子病理学講座内木宏延教授が部長に就任した．また，平成17年12月には副
部長が部長に就任した．平成15年11月には非常勤事務職員を採用した．平成20年4月には太田諒先生が特命助教として入局し，さらに非常勤技官1名を採用した．平成
22年4月からは太田諒先生は福井赤十字病院病理部常勤医師として勤務している．平成23年4月には堀江直世先生が，平成26年4月には酒井康弘先生と小上瑛也先生が
入局した．平成27年度には小林英理子先生が特命職員として採用となり，平成27年10月からは病理診断科を標榜した．平成27年度には酒井康弘先生が病理専門医と細
胞診専門医を取得した．平成29年度には樋口翔平先生が入局し，平成30年度には伊藤知美先生と山口愛奈先生が入局した．また平成30年度には小上瑛也先生が病理専
門医と細胞診専門医を取得した．平成31年度(令和1年度)には八田聡美先生と米元菜採先生が入局した．平成31年4月現在では病理診断業務は病理部の病理医5名と技
官5名および両病理学講座の協力の下で行っている
　ルーチンワークとしては，病理診断業務その他により院内各科あるいは関連病院各科の診療支援に加え，学会発表および論文発表をサポートしている．また，院内
各科とのカンファレンスも積極的に行っている．特に消化器内視鏡カンファレンスと皮膚病理カンファレンスには毎週参加している．また，月1回の整形外科とのカ
ンファレンスにも参加している．さらに両病理学講座と診断カンファレンスを隔週開催し，病理診断能力向上に努めている．一方，テレパソロジー (遠隔病理診断)
を舞鶴共済病院との間で実践しつつ，その現状と問題点についての検討を行い，本学の理念にある先端医療の推進と地域医療への貢献を視野に入れている．研究課題
としては，甲状腺腫瘍特に乳頭癌と濾胞性腫瘍の鑑別に有用な客観的診断基準の確立とその細胞診断への応用，甲状腺低分化癌のマーカーに関する研究，甲状腺・唾
液腺の腫瘍マーカーに関する研究，乳癌の予後因子に関する検討などを扱っている．また，液状処理細胞診標本の簡便な作製法やバーチャルスライドを用いたテレパ
ソロジー，人工知能 (AI) の病理診断・細胞診断への応用に関しても検討している．

腫瘍病理診断，甲状腺腫瘍，唾液腺腫瘍，細胞診断，テレパソロジー，人工知能 (AI)

下顎角に発生し，転移性腎明細胞癌との鑑別が問題となった ossifying fibroma・関節リウマチによる免疫不全患者に発生した lymphomatoid granulomatosis と多
発性骨髄腫および acquired reactive perforating collagenosis の治療に関して英文論文で報告した．
「病理診断プラクティス　唾液腺/口腔・歯原性腫瘍」の基底細胞腺腫について執筆した．また，人工知能 (AI) に関する研究論文1編と胆管内発育型肝細胞癌・急性
虫垂炎を合併した急性リンパ性白血病および大腿骨に発生した滑膜肉腫に関する症例報告論文 3 編を和文掲載した．
甲状腺病理委員会の委員として2019年12月に改定された甲状腺癌取扱い規約第8版の編集に参画した．

附属病院内の病理診断・細胞診断の際に得られた材料を用いて研究および学会発表が可能であること．また，開院以来すべての過去のパラフィンブロックが使用可能
である．

テレパソロジー （遠隔病理診断）を舞鶴共済病院と公立小浜病院との間で実践しつつ，その現状と問題点についての検討を行い，本学理念にある先端医療の推進と
地域医療への貢献を視野に入れている．また，バーチャルスライドシステムを用いたテレパソロジーも行っている．

S.Matsuda, H.Yoshimura, H.Yoshida, M.Taga, Y.Imamura, T.Kiyoshima, K.Sano: Ossifying fibroma in the mandibular angle mimicking
metastatic clear cell renal cell carcinoma, Medicine (Baltimore), 98(33), e16595, 201908, DOI: 10.1097/MD.0000000000016595（症
例報告）, #1.87

M.Miyanaga, N.Oyama, Y.Sakai, Y.Imamura, M.Hasegawa: Successful treatment of acquired reactive perforating collagenosis with
topical benzoyl peroxide: A possible therapeutic action underlying structural and metabolic turnover., J Dermatol, 47(1), e12-
e14, 202001, DOI: 10.1111/1346-8138.15102.（症例報告）, #3.377

S.Lee, E.Negoro, H.Oki, Y.Imamura, T.Yamauchi: Simultaneous Presentation of Lymphomatoid Granulomatosis and Multiple myeloma in
an Immunodeficient Patient with Rheumatoid Arthritis., Intern Med, 58(19), 2845-2849, 201910, DOI:
10.2169/internalmedicine.2811-19（症例報告）, #0.956

K.Ohta, H.Yoshimura, S.Matsuda, Y.Imamura, K.Sano: Oral Liposarcoma in Elderly: Case Report and Literature Analysis, Medicine
(Baltimore), 99(6), e18985, 202002, DOI: 10.1097/MD.0000000000018985（症例報告）, #1.87

英文論文
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業績一覧

　(3) 和文：著書等
　　a． 著書

　　b． 著書（分担執筆）

1975005

　　c． 編纂・編集・監修

　(4) 和文：論文等
　　a． 原著論文（審査有）

1975006

1975007

1975008

1975009

　　b． 原著論文（審査無）

1975010

　　c． 総説

　　d． その他研究等実績（報告書を含む）

　　e． 国際会議論文

（B） 学会発表等
　(1) 国際学会
　　a．招待・特別講演等

　　b．シンポジスト・パネリスト等

　　c．一般講演（口演）

　　d．一般講演（ポスター）

　　e．一般講演

　　f．その他

　(2) 国内学会（全国レベル）
　　a．招待・特別講演等

　　b．シンポジスト・パネリスト等

1975011

1975012

　　c． 一般講演（口演）

1975013

1975014

1975015

1975016

1975017

1975018

1975019

1975020

1975021

1975022

1975023

出淵　雄哉, 杉田　大輔, 宮崎　剛, 今村　好章, 松峯　昭彦: 大腿骨骨内から発生した滑膜肉腫の1例, 中部日本整形外科災害外科学会雑
誌, 62(4), 769-770, 20190701, DOI: doi.org/10.11359/chubu.2019.769

翠　洋平, 平松　活志, 松田　秀岳, 村田　陽介, 吉田　祐未, 田中　知子, 齊藤　恭志, 野阪　拓人, 高橋　和人, 内藤　達志, 大藤　和
也, 大谷　昌弘, 根本　朋幸, 今村　好章, 中本　安成: 血管内治療と肝切除術にて長期寛解を得た胆管内発育型肝細胞癌の1例, 肝臓,
60(6), 189-199, 201906

津森　亮, 木戸　尚治, 平野　靖, 森　正樹, 稲井　邦博, 今村　好章: Faster R-CNNを用いた子宮頸部細胞診における悪性細胞の検出,
MEDICAL IMAGING TECHNOLOGY, 37(3), 155-162, 201905

池田　和美, 鈴木　孝二, 湯浅　光織, 小坂　拓也, 宮永　光次, 伊藤　尚弘, 吉川　利英, 嶋田　通明, 小練　研司, 五井　孝憲, 今村
好章, 谷澤　昭彦, 大嶋　勇成: 寛解導入療法中の急性虫垂炎を契機に好中球減少性腸炎、クロストリジウム・ディフィシル腸炎を合併した
急性リンパ性白血病に対する治療経験, 小児科臨床, 72(10), 1538-1542, 201910

本多　美貴, 尾山　徳孝, 樋口　翔平, 今村　好章, 石黒　和守, 長谷川　稔: 長期にわたりSteatocystoma MultiplexとEruptive Vellus
Hair Cystが異なる部位に共存した1例, 皮膚科の臨床, 62(2), 201-205, 20200201, DOI: https://doi.org/10.18888/hi.0000001804

今村　好章: 基底細胞腺腫: 病理診断プラクティス　唾液腺/口腔・歯原性腫瘍, 中山書店, 201909

伊藤　知美, 山口　智久, 井川　正道, 前田　健一郎, 木下　一之, 坂井　豊彦, 江端　清和, 法木　左近, 今村　好章, 稲井　邦博: 剖検
前にAi-CTで予期せぬ肝出血を確認できた稀な血管炎症例, 第17回オートプシー・イメージング（Ai）学会, 熊本市, 20190824, 第17回オート
プシー・イメージング（Ai）学会　Ai革命　検案活動とAi

稲井　邦博, 津森　太亮, 森　正樹, 樋口　翔平, 今村　好章, 法木　左近, 平野　靖, 内木　宏延, 木戸　尚治: 人工知能(AI)を活用した
子宮頸部細胞診診断の可能性, 第108回日本病理学会総会, 東京, 20190509, 日本病理学会会誌, 108(1), 305, 201904

飯野　志郎, 加藤　卓浩, 北風　光平, 馬場　夏希, 尾山　徳孝, 長谷川　稔, 樋口　翔平, 今村　好章: in situ病変を伴った脂腺癌の1例,
第35回日本皮膚悪性腫瘍学会学術大会, 神戸市, 20190524, 日本皮膚悪性腫瘍学会学術大会プログラム・抄録集, 35, 158, 201904

加藤　卓浩, 飯野　志郎, 尾山　徳孝, 長谷川　稔, 廣野　靖夫, 根本　朋幸, 中本　安成, 今村　好章: 食道悪性黒色腫のニボルマブ投与
中に生じた肝転移に肝動脈科学塞栓療法とラジオ波焼灼療法が奏効した1例, 第35回日本皮膚悪性腫瘍学会学術大会, 神戸市, 20190524, 日本
皮膚悪性腫瘍学会学術大会プログラム・抄録集, 35, 117, 201904

品川　明子, 黒川　哲司, 大沼　利通, 吉田　好雄, 岩崎　和美, 前川　秀樹, 森　正樹, 今村　好章: 当院における子宮内膜細胞診精度向
上を目指した10年間の取り組み, 第60回日本臨床細胞学会総会（春期大会）, 東京, 20190608

前田　浩幸, 髙橋　瑞穂, 河野　紘子, 西野　拓磨, 成瀬　貴之, 呉林　秀崇, 横井　繁周, 森川　充洋, 小練　研司, 玉木　雅人, 村上
真, 廣野　靖夫, 今村　好章, 片山　寛次, 五井　孝憲: 癌ゲノム医療連携病院における2 次的所見の対応方法の検討, 第119回日本外科学会
定期学術集会, 大阪市, 20190418, オンライン, SF-101-7

前田　浩幸, 髙橋　瑞穂, 河野　紘子, 横井　繁周, 浦井　真友美, 廣野　靖夫, 井川　正道, 今村　好章, 中本　安成, 五井　孝憲: HBOC
症候群の遺伝カウンセリングの現状と未発症保因者診断を行った1家系, 第81回日本臨床外科学会総会, 高知市, 20191114, 日本臨床外科学会
雑誌, 80巻増刊, 459, 201910

髙橋　瑞穂, 前田　浩幸, 成瀬　貴之, 呉林　秀崇, 横井　繁周, 片山　外大, 澤井　利次, 森川　充洋, 小練　研司, 玉木　雅人, 村上
真, 廣野　靖夫, 今村　好章, 片山　寛次, 五井　孝憲: 原発巣切除を⾏ったStage4乳癌症例の検討, 第81回日本臨床外科学会総会, 高知市,
20191114, 日本臨床外科学会雑誌, 80巻増刊, 556, 201910

樋口　翔平, 米元　菜採, 八田　聡美, 伊藤　知美, 山口　愛奈, 今村　好章: 甲状腺癌の腎癌内転移が認められた1剖検例, 第7回日本甲状
腺病理学会総会・学術集会, 福井市, 20190713

米元　菜採, 八田　聡美, 伊藤　知美, 山口　愛奈, 樋口　翔平, 今村　好章: 肺扁平上皮癌と扁平上皮への分化を伴った甲状腺癌の1例, 第
7回日本甲状腺病理学会総会・学術集会, 福井市, 20190713

森　正樹, 津森　太亮, 稲井　邦博, 平野　靖, 樋口　翔平, 今村　好章, 木戸　尚治: Deep Learningを用いた婦人科頸部細胞診における細
胞分類について, 第60回日本臨床細胞学会総会春期大会, 東京, 20190607, 日本臨床細胞学会雑誌, 58(1), 229

品川　明子, 黒川　哲司, 大沼　利通, 岩崎　和美, 前川　秀樹, 森　正樹, 今村　好章, 吉田　好雄: 記述式報告様式―臨床的視点からみ
た報告様式の有用性と問題点―, 第58回日本臨床細胞学会秋期大会, 子宮内膜細胞診―報告様式とその運用, 岡山市, 20191117

髙橋　瑞穂, 前田　浩幸, 辻川　哲也, 河野　紘子, 村上　真, 廣野　靖夫, 今村　好章, 岡沢　秀彦, 五井　孝憲: エストロゲン受容体陽
性乳癌のリンパ節転移診断における¹⁸F-FES PETおよび¹⁸F-FDG PETの比較検討, 第28回日本がん転移学会学術集会, 見える転移の診断・治療
の工夫と評価, 鹿児島市, 20190726, 抄録集, 62
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　　d． 一般講演（ポスター）

1975024

1975025

1975026

1975027

1975028

1975029

1975030

1975031

1975032

1975033

1975034

1975035

1975036

1975037

1975038

　　e． 一般講演

　　f． その他

（3） 国内学会（地方レベル）
　　a．招待・特別講演等

　　b．シンポジスト・パネリスト等

　　c． 一般講演（口演）

1975039

1975040

1975041

1975042

1975043

1975044

1975045

1975046

1975047

1975048

鈴木　佑梨, 岩崎　和美, 中嶋　茜, 森　正樹, 前川　秀樹, 山口　愛奈, 伊藤　知美, 樋口　翔平, 今村　好章: Plasmablastic lymphoma
の1例, 第60回日本臨床細胞学会総会春期大会, 東京, 20190607, 日本臨床細胞学会雑誌, 58(1), 304, 201905

山口　直則, 黒　 直人, 河田　尚子, 大槻　小百合, 藤村　沙織, 嶋本　知子, 今村　好章, 法木　左近: 捺印細胞診が有用であったXp11転
座型腎細胞癌の1例, 第60回日本臨床細胞学会総会春期大会, 東京都, 20190607, 日本臨床細胞学会雑誌, 58(1), 346, 201905

山内　貴寛, 北井　隆平, 東野　芳史, 荒井　大志, 常俊　顕三, 松田　謙, 有島　英孝, 小寺　俊昭, 菊田　健一郎, 今村　好章: 髄膜腫
における術前塞栓術後の画像及び病理学的変化の関係, 第37回日本脳腫瘍病理学会学術集会, 七尾市, 20191201, Brain Tumor Pathology,
36, 085, 201905

木村　壮宏, 兒玉　朋之, 富澤　奈央, 伊藤　知美, 山口　愛奈, 八田　聡美, 米元　菜採, 樋口　翔平, 今村　好章: 甲状腺癌の一剖検例,
第108回日本病理学会総会, 東京, 20190509, 日本病理学会会誌, 108(1), 451, 201904

伊藤　知美, 山口　愛奈, 八田　聡美, 米元　菜採, 樋口　翔平, 今村　好章: 術前診断に難渋した低分化型滑膜肉腫の一例, 第108回日本病
理学会総会, 東京, 20190509, 日本病理学会会誌, 108(1), 475, 201904

山口　愛奈, 伊藤　知美, 八田　聡美, 米元　菜採, 樋口　翔平, 今村　好章: 中年女性の腹壁に発生した骨外性Ewing肉腫の一例, 第108回
日本病理学会総会, 東京, 20190509, 日本病理学会会誌, 108(1), 490, 201904

河野　紘子, 前田　浩幸, 高橋　瑞穂, 横井　繁周, 小練　研司, 片山　寛次, 五井　孝憲, 今村　好章: 当科におけるClinically node
positive症例に関する検討, 第27回日本乳癌学会学術総会, 東京, 20190711, 日本乳癌学会総会プログラム抄録集 27回, 381, 201907

前田　浩幸, 高橋　瑞穂, 河野　紘子, 横井　繁周, 廣野　靖夫, 今村　好章, 片山　寛次, 五井　孝憲: 癌ゲノム医療連携病院における乳
癌患者の2次的所見への対応, 第27回日本乳癌学会学術総会, 東京, 20190711, 日本乳癌学会総会プログラム抄録集 27回, 395, 201907

高橋　瑞穂, 前田　浩幸, 法木　左近, 辻川　哲也, 河野　紘子, 横井　繁周, 小練　研司, 今村　好章, 岡沢　秀彦, 片山　寛次, 五井
孝憲: ER陽性乳癌の原発巣およびリンパ節転移における18F-FES PETおよび18F-FDG PET集積と病理組織学的所見の検討, 第27回日本乳癌学会
学術総会, 東京, 20190711, 日本乳癌学会総会プログラム抄録集 27回, 585, 201907

尾崎　公美, 小練　研司, 寺田　逸郎, 清水　吉晃, 小坂　信之, 中野　雅之, 樋口　翔平, 今村　好章, 木村　浩彦, 蒲田　敏文: 肝血管
腫の画像所見　組織学的背景に基づく画像所見の成り立ち, 第55回日本医学放射線学会 秋季臨床大会, 名古屋市, 20191018, 日本医学放射線
学会秋季臨床大会抄録集55回, S522, 201909

東　瑞穂, 前田　浩幸, 横井　繁周, 成瀬　貴之, 片山　外大, 呉林　秀崇, 澤井　利次, 森川　充洋, 小練　研司, 玉木　雅人, 村上　真,
廣野　靖夫, 今村　好章, 片山　寛次, 五井　孝憲: 転移再発後に長期生存が得られた乳癌症例の検討, 第57回日本癌治療学会学術集会, 福
岡市, 20191024, 日本癌治療学会学術集会抄録集, 57, 123-6, 201910

前田　浩幸, 髙橋　瑞穂, 森　哲也, 辻川　哲也, 法木　左近, 今村　好章, 岡沢　秀彦, 五井　孝憲: 乳癌骨転移病巣のエストロゲン受容
体のPET イメージング, 第57回日本癌治療学会学術集会, 福岡市, 20191024, 日本癌治療学会学術集会抄録集, 57, 124-3, 201910

岩崎　和美, 中嶋　茜, 鈴木　佑梨, 前川　秀樹, 森　正樹, 八田　聡美, 米元　菜採, 伊藤　知美, 山口　愛奈, 樋口　翔平, 今村　好章:
術前診断が困難であった膵過誤腫の1例, 第58回日本臨床細胞学会秋期大会, 岡山市, 20191116, 日本臨床細胞学会雑誌, 58(2), 653, 201910

村田　由美子, 吉野　敦子, 白鳥　絢, 大場　恵, 丹羽　秀樹, 今村　好章: 頸部リンパ節穿刺吸引細胞診で発見された、皮膚原発悪性黒色
腫の一例, 第58回日本臨床細胞学会総秋期大会, 岡山市, 20191116, 日本臨床細胞学会雑誌, 58(2), 772

八田　聡美, 米元　菜採, 伊藤　知美, 山口　愛奈, 樋口　翔平, 今村　好章: 右尿管原発肉腫様型尿路上皮癌の1例, 第65回日本病理学会
秋期特別総会, つくば市, 20191107, 日本病理学会会誌, 108(2), 112, 201909

伊藤　知美, 八田　聡美, 米元　菜採, 山口　愛奈, 樋口　翔平, 今村　好章: 乳腺のadenoid cystic carcinoma, 第83回日本病理学会中部
支部交見会, 岐阜市, 20190706, 第83回日本病理学会中部支部交見会プログラム集

八田　聡美, 米元　菜採, 伊藤　知美, 山口　愛奈, 樋口　翔平, 今村　好章: Pancreatic hamartoma, 第83回日本病理学会中部支部交見会,
岐阜市, 20190706, 第83回日本病理学会中部支部交見会プログラム集

出口　沙知, 山田　健太, 村井　宏生, 鈴木　孝二, 谷澤　昭彦, 大嶋　勇成, 伊藤　知美, 今村　好章, 福井　玲矛, 長谷川　稔: 難治性
尋常性ざ瘡として加療されていた種痘様水疱症の思春期前男子, 第327回日本小児科学会北陸地方会, 金沢市, 20191208, 日本小児科学会雑
誌, 123(6), 1083, 201906

嶋田　彩保子, 多賀　峰克, 大江　秀樹, 福島　正人, 青木　芳隆, 伊藤　秀明, 横山　修, 伊藤　知美, 今村　好章, 長嶋　洋治, 原田
桜子: 傍糸球体細胞腫の1例, 第464回日本泌尿器科学会北陸地方会, 金沢市, 20190608

出淵　雄哉, 杉田　大輔, 宮崎　剛, 今村　好章, 松峯　昭彦: 大腿骨骨内から発生した滑膜肉腫の一例, 第132回中部日本整形外科災害外科
学会・学術集会, 津市, 20190405, 中部整災誌, 62(春季学会号), 167, 201903

矢尾　祥子, 横井　繁周, 髙橋　瑞穂, 河野　紘子, 前田　浩幸, 五井　孝憲, 今村　好章: 対側腋窩センチネルリンパ節生検を施行した乳
房内再発の1例, 第16回日本乳癌学会中部地方会, 名古屋市, 20190831, 抄録集, 58

髙橋　瑞穂, 前田　浩幸, 矢尾　祥子, 河野　紘子, 横井　繁周, 小練　研司, 今村　好章, 片山　寛次, 五井　孝憲: 高度貧血、低栄養を
伴った巨大悪性葉状腫瘍の一例, 第16回日本乳癌学会中部地方会, 名古屋市, 20190831, 抄録集, 66

谷口　楓, 岡田　晃斉, 左近　佳代, 佐々木　正人, 出淵　雄哉, 松峯　昭彦, 今村　好章: Malignant Peripheral Nerve Sheath Tumor肺転
移の1手術例, 第74回日本肺癌学会北陸支部学術集会, 富山市, 20190713, 肺癌, 59(5), 521-522, 201910

並川　正一, 野阪　拓人, 翠　洋平, 山本　有紗, 赤澤　悠, 田中　知子, 高橋　和人, 内藤　達志, 大藤　和也, 松田　秀岳, 大谷　昌弘,
平松　活志, 今村　好章, 中本　安成: 高CEA、AFP血症を伴う胆管癌成分優位な混合型肝癌と診断し治療が奏功した1例, 第129回日本消化器
病学会北陸支部例会, 金沢市, 20191117, 日本消化器病学会北陸支部例会プログラム・抄録集, 129, 33, 201911

中嶋　茜, 岩崎　和美, 森　正樹, 鈴木　佑梨, 前川　秀樹, 八田　聡美,  米元　菜採, 伊藤　知美, 山口　愛奈, 樋口　翔平,  今村　好
章: 右尿管原発肉腫様型尿路上皮癌の1例, 第36回日本臨床細胞学会北陸連合会学術集会, 河北郡, 20190908
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1975049

1975050

1975051

1975052

1975053

1975054

　　d． 一般講演（ポスター）

　　e． 一般講演

　　f． その他

（4）その他の研究会・集会
　　a．招待・特別講演等

1975055

　　b．シンポジスト・パネリスト等

　　c． 一般講演（口演）

1975056

1975057

1975058

1975059

1975060

　　d． 一般講演（ポスター）

　　e． 一般講演

　　f． その他

（C） 特許等
区分 内容（発明の名称） 発明者又は考案者

（D）その他業績

4.グラント取得
（A） 科研費・研究助成金等

区分 プロジェクト名 研究課題名 代表者名 分担者名 期間（年度） 金額（配分額）

区分 研究種目 課題名 代表者名 分担者名 期間（年度） 金額（配分額）

（B） 奨学寄附金
受入件数
受入金額

5.その他の研究関連活動
（A） 学会開催等

区分 主催・共催の別 学会名 開催日 開催地
国内学会(全国レベル) 主催者 第7回日本甲状腺病理

学会総会・学術集会
20190713-20190713 福井市

（B） 学会の実績
学会の名称 役職 氏名

日本内分泌外科学会 甲状腺病理委員会委員
（その他）

今村　好章

日本甲状腺病理学会 監事 今村　好章
北陸小児癌症例検討会 世話人（その他） 今村　好章
日本臨床検査医学学会 一般会員 今村　好章
北陸臨床病理集談会 幹事（その他） 今村　好章
日本臨床検査医学会東
海北陸支部

幹事（その他） 今村　好章

日本唾液腺学会 評議員 今村　好章
日本臨床細胞学会 編集委員 今村　好章
日本臨床細胞学会 代議員 今村　好章

川浪　春菜, 有賀　譲, 鈴木　孝二, 吉川　利英, 巨田　元礼,  大嶋　勇成, 今村　好章, 山内　諒子, 山田　しず佳, 山本　真, 黒川　哲
司, 吉田　好雄: 診断時に両側供水を伴った卵巣未熟奇形腫の治療方針に関する検討, 第50回北陸小児癌講演会, 金沢市, 20190914

八田　聡美, 米元　菜採, 伊藤　知美，樋口　翔平, 今村　好章: 術前診断が困難であった sclerosing pneumocytoma の多発症例, 第31回北
陸病理集談会, 福井市, 20191019

森　正樹, 岩崎　和美, 樋口　翔平, 今村　好章: Deep Learningを用いた婦人科頸部細胞診における細胞分類について, 第59回日臨技近畿支
部医学検査学会, 大津市, 20191026

八田　聡美, 米元　菜採, 伊藤　知美, 樋口　翔平, 今村　好章, 法木　左近, 大越　忠和: 甲状腺癌の1例, 第84回日本病理学会中部支部交
見会, 名古屋市, 20191214

有賀　譲, 鈴木　孝二, 川浪　春菜, 吉川　利英, 巨田　元礼, 大嶋　勇成, 小練　研司, 成瀬　貴之, 五井　孝憲, 米元　菜採, 今村　好
章: 著明な肝腫大を伴う乳児神経芽腫の治療方針に関する検討, 第51回北陸小児癌症例検討会, 金沢市, 20200222

梅田　幸寛, 山口　牧子, 武田　俊宏, 佐藤　譲之, 島田　昭和, 園田　智明, 本定　千知, 門脇　麻衣子, 重見　博子, 早稲田　優子, 安
斎　正樹, 石塚　全, 西森　一久, 森川　幸恵, 岩野　正之, 渡邉　修司, 中嶋　秀明, 今村　好章, 坂上　拓郎: 抗インターフェロンγ中
和抗体が陽性であったM.fortuitumによる播種性非結核性抗酸菌症の1例, 日本結核病学会北陸支部学会第95 回総会演説抄録, 202001, 結核,
95(1), 31, 202001

今村　好章: 病理診断に有用な免疫染色―肺と甲状腺・唾液腺を中心にー, 2019年度第1回病理・細胞部門研修会, 福井市, 20190727

出淵　雄哉, 松峯　昭彦, 今村　好章: 右大腿軟部腫瘍の1例, 第90回東海骨軟部腫瘍研究会, 名古屋市, 20190413

伊藤　尚弘, 吉川　利英, 谷澤　昭彦, 鈴木　孝二, 島田　舞子, 中林　結子, 山口　愛奈, 今村　好章, 稲井　邦博, 清水　達人, 熊野
麻美, 大嶋　勇成: 喘鳴を契機に大細胞型B細胞性リンパ腫と診断された毛細血管拡張性運動失調症の14歳の女子例, 関西免疫不全研究会, 大
阪, 201909

伊藤　尚弘, 吉川　利英, 谷澤　昭彦, 鈴木　孝二, 島田　舞子, 中林　結子, 山口　愛奈, 今村　好章, 稲井　邦博, 清水　達人, 熊野
麻美, 大嶋　勇成: 気管支喘息様症状を契機に大細胞型B細胞性リンパ腫の診断に至ったAtaxia-telangiectasia女子例の治療経験, 第9回関西
免疫不全症研究会, 大阪, 20190924

加藤　卓浩, 飯野　志郎, 北風　光平, 馬場　夏希, 尾山　徳孝, 長谷川　稔, 樋口　翔平, 今村　好章: in situ 病変を伴った脂腺癌の1
例, 第133回福井県皮膚科医会例会, 福井市, 20190926

窪田　有咲, 出淵　雄哉, 松峯　昭彦, 今村　好章: 高齢者に発症した多形型横紋筋肉腫の1例, 第211回北陸整形外科集談会, 金沢市,
20190728
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国際細胞学会 一般会員 今村　好章
日本病理学会 評議員 今村　好章
日本臨床外科学会 一般会員 今村　好章
日本乳癌学会 一般会員 今村　好章
日本肺癌学会 一般会員 今村　好章
日本消化器病学会 一般会員 今村　好章
日本頭頚部腫瘍学会 一般会員 今村　好章
日本組織細胞化学会 一般会員 今村　好章
日本癌学会 一般会員 今村　好章

（C） 座長
国内学会 学会名 氏名

一般講演（口演） 第108回日本病理学会
総会

今村　好章

一般講演（ポスター） 第58回日本臨床細胞学
会秋期大会

今村　好章

一般講演（ポスター） 第60回日本臨床細胞学
会総会春期大会

今村　好章

招待・特別講演等 第7回日本甲状腺病理
学会総会・学術集会

今村　好章

（D） 学術雑誌等の編集
学術雑誌等の名称 委員長（主査）・委員 氏名

日本臨床細胞学会雑誌 委員 今村　好章

（E） その他

ページ 5


