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藤田 裕美，小川 弥生，原田 浩，中村 美智子，皆内 康一郎，大坂 美鈴，武内 利直，平野 哲夫 

免疫抑制剤減量により寛解に至った中枢神経の腎移植後リンパ増殖性疾患の 1例 

移植腎病理研究会第 12回学術集会，2008 年，東京 

 

久保田 佳奈子 

病理診断の標準化と支援体制の整備 

第 1回研修医のための脳腫瘍セミナー，2008年 1月 19 日，京王プラザホテル（札幌市），講演  

 

松野 吉宏 

特別企画 胃癌診療の均てん化を目指して 【３】医療現場から 

第 80 回日本胃癌学会総会，2008年 2月 27-29日，横浜市，口演 

 

佐々木 博己，森 和彦，坂本 裕美，深川 剛生，松野 吉宏，上西 紀夫，佐野 武，吉田 輝彦 

腹腔内洗浄液の遺伝子発現解析による再発予測 

シンポジウム４ 個別化医療に向けた胃がん診断の最前線 

第 80 回日本胃癌学会総会，2008年 2月 27-29日，横浜市，口演 

 

ヘールナンデス 真子，久保田 佳奈子，山田 洋介，松野 吉宏 

Cowden 病患者に発生した乳線腫瘍の 1例 

第 128回日本病理学会北海道支部集会，2008年 3月 8日，札幌市，口演 

 

松野 吉宏 

ホジキンリンパ腫 －失われゆく巨人？－ 

第 9回臨床血液談話会，2008年 4月 18 日，札幌市，講演 

 

畑中 豊，長谷川 匡，栃木 直文，益田 泰蔵，関 邦彦，松野 吉宏，下田 忠和 

GIST悪性度診断のための Ki-67免疫組織化学染色の標準化 

第 97 回日本病理学会総会 



2008年 5月 15-17日，石川県立音楽堂（金沢市），口演 

 

谷野 美智枝，西原 広史，高阪 真路，木村 太一，久保田 佳奈子，伊藤 智雄，松野 吉宏，山城 

勝重，長嶋 和郎，田中 伸哉 

神経系，軟部組織及び胸壁における血管周皮腫と孤立性線維性腫瘍の組織病理学的解析 

第 97 回日本病理学会総会 

2008年 5月 15-17日，石川県立音楽堂（金沢市），口演 

 

前島 亜希子，谷口 浩和，松野 吉宏 

Secondary CD5+ diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL)の８例 

第 97 回日本病理学会総会 

2008年 5月 15-17日，石川県立音楽堂（金沢市），口演 

 

高橋 利幸，岡本 賢三，松野 吉宏 

全身性 IgG4 関連病変が示唆された肝の炎症性偽腫瘍を伴う硬化性胆管炎の１例 

第 97 回日本病理学会総会 

2008年 5月 15-17日，石川県立音楽堂（金沢市），ポスター 

 

山田 洋介，久保田 佳奈子，伊藤 智雄，松野 吉宏 

原発性乳房外 Paget病における高分子量サイトケラチンの発現 

第 97 回日本病理学会総会 

2008年 5月 15-17日，石川県立音楽堂（金沢市），ポスター 

 

久保田 佳奈子，下田 直彦，山田 洋介，ヘールナンデス 眞子，堀田 記世彦，森田 研，伊藤 智

雄，松野 吉宏 

移植腎における BK ウイルス感染同定のための尿検体からのセルブロックの作成の有用性 

第 97 回日本病理学会総会 

2008年 5月 15-17日，石川県立音楽堂（金沢市），ポスター 

 

米森 敦也，伊藤 智雄，平野 聡，田中 栄一，宮本 正樹，中西 喜嗣，道免 寛充，久保田 佳奈

子，松野 吉宏，近藤 哲 

局所リンパ節転移陽性の胆道癌症例における大動脈周囲リンパ節の微小転移の予後的意義 



日本外科学会，2008年 5月 15-17 日，長崎市 

 

廣島 健三，秋田 弘俊，薄田 勝男，小倉 滋明，楠 洋子，児玉 哲郎，斎藤 泰紀，佐藤 雅美，田

川 泰，馬場 雅行，平野 隆，松野 吉宏，山崎 浩一，宝来 威 

肺肉腫様癌の細胞所見 ワークショップ８：肺多形がんの細胞像 

第 49 回日本臨床細胞学会総会（春期大会） 

2008年 6月 6-8 日，グランドプリンスホテル新高輪（東京），口演 

 

丸川 活司，森谷 純，黒川 孝子，斉藤 幸恵，小関 美穂，清水 幹雄，久保田 佳奈子，伊藤 智

雄，松野 吉宏 

超音波内視鏡下膵臓穿刺吸引細胞診（EUS-FNA）における免疫細胞化学染色の有用性 

第 49 回日本臨床細胞学会総会（春期大会） 

2008年 6月 6-8 日，グランドプリンスホテル新高輪（東京），口演 

 

斉藤 幸恵，森谷 純，丸川 活司，小関 美穂，黒川 孝子，清水 幹雄，伊藤 智雄，久保田 佳奈

子，谷野 美智枝，松野 吉宏 

甲状腺腫瘍と鑑別を要した副甲状腺癌の一例 

第 49 回日本臨床細胞学会総会（春期大会） 

2008年 6月 6-8 日，グランドプリンスホテル新高輪（東京），口演 

 

山田 洋介，久保田 佳奈子，遠藤 知之，中田 匡信，ヘールナンデス 真子，伊藤 智雄，羽賀 博

典，松野 吉宏 

臨床症状を伴った心への involvement を契機として発見された，diffuse large B-cell lymphoma の 2 例 

第 48 回日本リンパ網内系学会総会，2008年 6月 13-14 日，札幌市，示説 

 

松野 吉宏 

リンパ腫の病理診断入門 

第 1回若手医師のためのリンパ腫セミナー，2008年 6月 14 日，札幌市，講演 

 

久保田 佳奈子，羽賀 博典，佐々木 彩実，窪田 満，嶋村 剛，山下 健一郎，鈴木 友己，谷口 雅

彦，古川 博之，藤堂 省，松野 吉宏 

Byler disease の生体間移植後に著しい脂肪肝を呈した 1例 



第 26 回日本肝移植研究会，2008年 6月 19-20日，横浜市，口演 

 

松野 吉宏 

悪性リンパ腫の病理診断－最近の話題から－ 

愛媛リンパ腫研究会，2008年 6月 21日，松山市，講演 

 

山田 洋介，久保田 佳奈子，ヘールナンデス 真子，羽賀 博典，折居 史佳，長嶋 和郎，松野 吉宏 

高齢者の小腸に発生した Follicular dendritic sarcoma の 1例 

第 130回日本病理学会北海道支部学術集会，2008年 7月 12 日，札幌市，口演 

 

久保田 佳奈子 

国家試験に役立つ病理知識 

札幌第 5 回病理夏の学校，2008年 8月 31日，定山渓グランドホテル（札幌市），講演 

 

松野 吉宏，澤井 高志，飯嶋 達生，有廣 光司，真鍋 俊明 

病理診断支援体制の整備と VM の役割 

第 7回日本テレパソロジー・バーチャルマイクロスコピー研究会総会 

2008年 9月 5-6 日，国立がんセンターがん研究振興財団国際会議場（東京），口演 

 

松野 吉宏 

細胞診に基づく肺癌の特性診断 

第 57 回細胞検査士ワークショップ，2008年 9月 13日，札幌市 

 

松野 吉宏 

節外性低悪性度 B細胞性リンパ腫をめぐって シンポジウム「悪性リンパ腫の診断と治療」 

第 50 回日本血液学会秋季地方会，2008年 9月 20日，札幌市，口演 

 

森岡 崇，大塚 義紀，中野 郁夫，木村 清延，岡本 賢三，松野 吉宏 

肺結核治療中に発症したリンパ腫様肉芽腫症の一例 

第 96 回日本呼吸器学会北海道地方会，2008年 9月 20 日，札幌教育文化会館（札幌市） 

 

久保田 佳奈子 



札幌女性医師の今 

北海道女性医師の会 2008年 10 月 20日，北海道大学はるにれ（札幌市），講演 

 

河野 隆志，國頭 英夫，鈴木 健司，松野 吉宏，山本 精一郎，横田 淳 

異型腺腫様過形成を併発した肺腺がんへのリストと KRAS 遺伝子多型の相関 

ワークショップ：がんのゲノミクス 

第 67 回日本癌学会学術総会 

2008年 10月 28-30 日，名古屋国際会議場（名古屋市），口演 

 

朝倉 義崇，小川 誠司，加藤 元博，前島 亜希子，松野 吉宏，野本 順子，谷本 一樹，関口 直

宏，丸山 大，金 成元，渡辺 隆，飛内 賢正，小林 幸夫 

CNAG/AsCNAR を用いた SNPアレイ解析による眼付属器原発 MALTリンパ腫の検討 

English Workshops：造血器腫瘍 

第 67 回日本癌学会学術総会 

2008年 10月 28-30 日，名古屋国際会議場（名古屋市），口演 

 

岩川 麗香，河野 隆志，穴見 洋一，野口 雅之，鈴木 健司，松野 吉宏，三島 一彦，西川 亮，田

代 文夫，横田 淳 

肺腺がんにおける p16 遺伝子のホモ欠失と臨床病理学的所見および EGFR・KRAS・p53変異との関連性 

第 67 回日本癌学会学術総会 

2008年 10月 28-30 日，名古屋国際会議場（名古屋市），ポスター 

 

松野 吉宏，女屋 博昭，長谷部 孝裕，石倉 聡，若尾 文彦，加藤 抱一，森山 紀之 

がん診療画像データベースにおける病理画像呈示 

第 67 回日本癌学会学術総会 

2008年 10月 28-30 日，名古屋国際会議場（名古屋市），ポスター 

 

道免 寛充，松野 吉宏，樋田 泰浩，久保田 加奈子，羽賀 博典，長 靖，飯塚 幹也，加藤 弘明，

加賀 基知三，近藤 哲 

肺腺癌における術前 FDG-PET の SUV値に対応した病理組織学的所見の検討（第２報） 

第 49 回日本肺癌学会総会，2008年 11月 13-14日，北九州市，口演 

 



女屋 博昭，渡辺 裕一，楠本 昌彦，大松 広伸，金子 昌弘，柿沼 龍太郎，松野 吉宏，森山 紀之 

がん診療画像レファレンスデータベース：サイトリニューアル 

第 49 回日本肺癌学会総会，2008年 11月 13-14日，北九州市，ポスター 

 

加藤 達矢，武田 真人，保坂 昌芳，三田村 卓，蝦名 康彦，渡利 英道，櫻木 範明，松野 吉宏，

久保田 佳奈子，山田 洋介 

乳癌の子宮頸部転移の一例 

第 47 回日本臨床細胞学会秋期大会 

2008年 11月 14-15 日，グランドプリンスホテル新高輪（東京），示説 

 

佐々木 尚子，武田 真人，三田村 卓，保坂 昌芳，蝦名 康彦，渡利 英道，櫻木 範明，松野 吉

宏，久保田 佳奈子，山田 洋介 

子宮頸部悪性黒色腫の一例 

第 47 回日本臨床細胞学会秋期大会 

2008年 11月 14-15 日，グランドプリンスホテル新高輪（東京），示説 

 

丸川 活司，斉藤 幸恵，黒川 孝子，森谷 純，清水 幹雄，久保田 佳奈子， 

羽賀 博典，松野 吉宏 

超音波内視鏡下膵臓穿刺吸引細胞診（EUS-FNA）における免疫細胞化学染色の有用性 

第 29 回日本臨床細胞学会北海道支部学術集会，2008年 11 月 16日，札幌市，口演 

 

森谷 純，斉藤 幸恵，黒川 孝子，丸川 活司，清水 幹雄，久保田 佳奈子，羽賀 博典，松野 吉宏

肺に転移したエナメル上皮癌の一例 

第 29 回日本臨床細胞学会北海道支部学術集会，2008年 11 月 16日，札幌市，口演 

 

山田 洋介，進藤 正信，王 磊，ヘールナンデス 真子，久保田 佳奈子，羽賀 博典，松野 吉宏，田

中 伸哉 

強皮症を背景とする心筋疾患により死亡した中年男性の１例 

第 54 回日本病理学会秋期特別総会 

2008年 11月 20-21 日，松山市総合コミュニティセンター（松山市），ポスター 

 

松野 吉宏 



ワンランク上をめざす人のための病理診断活用法 

平成 20年度北海道大学病院研修医セミナー，2008年 12 月 4日，札幌市，講演 

 

松野 吉宏 

がん治療の標準化と病理診断 

泌尿器科医局研究発表会，2008年 12月 6日，札幌市，講演 

 


