旧年中は格別なご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
２０１８年中は、42,992件の病理診断をいたしました。
本年もより一層のご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
札幌皮膚病理診断科 一同

2018年の札幌皮膚病理診断科は大きな変化がありました

2018年3月31日 木村鉄宣前理事長 退任
2018年4月 1日 阿南隆理事長 就任
2018年7月 1日 移転
【変化】ではありませんが、9月6日に北海道胆振地方で大きな地震があり当院も
停電により２日間休診しました。幸い職員や家族への被害はありませんでした。

＜新住所＞ ＊2018年7月1日移転＊
札幌市北区北２１条西４丁目２−２５ セゾン・ドゥ・ブランシェ北21条 1階
＊電話・FAX、Emailは変更ありません
リーディングスペース

移転後の当院

１階です

３フロアーから１フロアーになり
仕事がしやすくなりました

⽞関
事務スペース

2018年12月
中里信一医師が
国際皮膚病理専門医
（ICDP - UEMS International
Board Certification in
Dermatopathology）の資格
を取得しました

2019年の活動予定
＜阿南隆医師＞
・2019年1月27日
大分医科大学皮膚科 講演
・2019年3月7日
高知大学皮膚科 講演
・2019年6月6日-9日
第118回日本皮膚科学会総会 教育講演35
「専門医試験の傾向と対策：良性腫瘍の皮膚のかたち
非上皮性腫瘍」

◇学術活動業績
＜講演・座長＞
講演：エキスパートに学ぶ皮膚病理診断 特殊な偽リンパ腫 【阿南 隆】
第107回日本病理学会2018年6月21（木）-23日（土）
講演：皮膚科専門医として押さえておきたい非上皮性悪性腫瘍 病理所見を中心に 【阿南 隆】
第82回日本皮膚科学会東部支部 2018年10月6日（土）-7日（日)
座長：ポスター討論：１）左第５趾に生じた爪下結節 【阿南 隆】
第34回日本皮膚病理組織学会2018年4月21日（土）-22日（日）
＜学会発表・講演＞
・Microcystic pseudoglandular plexiform cutaneous neurofibromaの1例
第416回日本皮膚科学会北海道地方会2018年12月8日（日）

当院では保険医療機関連携による
病理診断での契約が可能です
詳しくは当院までお問合せください

中里信一，阿南 隆，新見佳保里

・硬化性付属器腫瘍の鑑別におけるLaminin-γ2鎖発現の有用性
第50回日本結合組織学会学術大会2018年6月29日（金）-6月30日（土)
古賀 佳織, 阿南 隆, 木村 鉄宣, 鍋島 一樹

・硬化性付属器腫瘍の鑑別におけるLaminin-γ2鎖発現の有用性
第107回日本病理学会2018年6月21（木）-23日（土）
古賀 佳織, 阿南 隆, 木村 鉄宣, 鍋島 一樹

・Pilomatricomal hornの2例
第414回日本皮膚科学会北海道地方会 2018年6月10日（日）
中里信一，阿南 隆，石塚玲器，松岡 瑞

・診断に苦慮しているCD34陽性多形細胞腫瘍の鑑別疾患と免疫組織学的所見
第117回日本皮膚科学会総会 2018年5月31日（木）-6月3日（日)
岡田 寛文, 神谷 浩二, 前川 武雄, 小宮根 真弓, 村田 哲, 大槻 マミ太郎, 阿南 隆, 松山 篤二

・苔癬様皮膚炎の組織像を示し皮膚と水槽からPCR同定したMycobacterium marinum感染症の特異な1例
第117回日本皮膚科学会総会 2018年5月31日（木）-6月3日（日)
笹川 賀生, 中村 敬, 寺村 一裕, 阿南 隆

・Granular parakeratosisにおける角化異常の検討
第117回日本皮膚科学会総会 2018年5月31日（木）-6月3日（日)
藤井 瑞恵, 土井 春樹, 山本 明美, 阿南 隆

・Pilomatricomal horn(PH)の2例
第117回日本皮膚科学会総会 2018年5月31日（木）-6月3日（日)
中里 信一, 阿南 隆, 石塚 玲器, 松岡 瑞

・乾癬98例104病変における真皮好酸球浸潤の検討
第34回日本皮膚病理組織学会2018年4月21日（土）-22日（日）
中里信一，阿南 隆，藤田靖幸，清水 宏
・Granular parakeratosisにおける角化異常の検討

保険医療機関間連携による病理診断
＜診療報酬＞
病理組織検査
８６０点(※1)
病理診断料
４５０点(※2)
病理診断管理加算１ １２０点(※2)
※1 検査会社様との契約又は
病院内で標本作製
※2 当院との契約

第34回日本皮膚病理組織学会2018年4月21日（土）-22日（日）
藤井 瑞恵、土井 春樹、阿南 隆、山本 明美

・A clinicopathological study of 10 cases of eosinophilic annular erythema.
The 76th Annual Meeting of American Academy of Dermatology, San Diego, USA 2018.2.16-20.
Nakazato S, Fujita Y, Shinkuma S, Noumra T, Shimizu H

＜学術論文＞
・Hybrid末梢神経鞘腫瘍の2例 皮膚科の臨床 (0018-1404)60巻2号 Page261-265
松田 秀則, 安齋 眞一, 荻田 あづさ, 佐伯 秀久, 阿南 隆, 福本 隆也

・Subcutaneous Nodule on the Right Palm of a Young Boy A Quiz.Acta Derm Venereol 97, 1150-1151, 2017.
Maeda T, Fujita Y*, Imafuku K, Nakazato S, Hata H, Nomura T, Mitsuhashi T, Anan T, Hasegawa T, Hamaoka S, Shimizu H:

・Reticulated acanthoma with sebaceous differentiation Eur J Dermatol 27: 318-20, 2017.
Nakazato S, Yanagi T*, Inamura Y, Kitamura S, Hata H, Fujita Y, Anan T, Honma M, Shimizu H
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