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久保田 佳奈子 

第 2回研修医のための脳腫瘍セミナー 

2009年 1月 17日，京王ブラザホテル（札幌市），講演 

 

松野 吉宏 

悪性リンパ腫の病理診断－プロローグにかえて－ 

第 1回北海道リンパ腫研究会・基調講演，2009年 1月 24 日，札幌市，講演 

 

松野 吉宏，鈴宮 淳司 

悪性リンパ腫 新 WHO分類による診断・治療 注意すべきポイント：病理医・臨床医の視点から 

JSCT研究会 学術講演会，2009年 2月 4日，札幌市，講演 

 

東福寺 幾夫，土橋 康成，松野 吉宏 

わが国の病理診断部門における情報共有基盤−IT化実態と今後の課題 

シンポジウム「がん診療の標準化と病理診断」 

第 98 回日本病理学会総会，2009年 5月 1-3日，国立京都国際会館（京都市），口演 

 

松野 吉宏 

バーチャルスライドによるテレパソロジー：診療現場で何が問題となるか 

ワークショップ「臨床としての病理科：これからの方向性を求めて」 

第 98 回日本病理学会総会，2009年 5月 1-3日，国立京都国際会館（京都市），口演 

 

有廣 光司，小川 勝成，藤井 将義，松野 吉宏 

バーチャルスライドシステムを用いたがん病理診断支援網における地方の中核拠点病院の試み 

第 98 回日本病理学会総会，2009年 5月 1-3日，国立京都国際会館（京都市），口演 

 

羽賀 博典，久保田 佳奈子，佐々木 彩実，藤田 裕美，山田 洋介，ヘールナンデス 真子，松野 吉

宏 



肝移植後免疫寛容の組織学的検討 

第 98 回日本病理学会総会，2009年 5月 1-3日，国立京都国際会館（京都市），口演 

 

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

Ｔ細胞性形質の異常発現を伴った，小腸 follicular dendritic tumor の一例 

第 98 回日本病理学会総会，2009年 5月 1-3日，国立京都国際会館（京都市），示説 

 

ヘールナンデス 真子，武田 広子，藤田 裕美，山田 洋介，久保田 佳奈子，羽賀 博典，田中 伸

哉，山城 勝重，松野 吉宏 

Blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm の２例 

第 98 回日本病理学会総会，2009年 5月 1-3日，国立京都国際会館（京都市），示説 

 

高澤 啓，菊地 慶介，松野 吉宏 

臨床的に HTLV-1関連細気管支肺胞異常症(HABA)を伴った ATLLの１剖検例 

第 98 回日本病理学会総会，2009年 5月 1-3日，国立京都国際会館（京都市），示説 

 

藤田 裕美，小川 弥生，久保田 佳奈子，山田 洋介，高澤 啓，ヘールナンデス 真子，羽賀 博典，

松野 吉宏，武内 利直 

腎移植後のリンパ増殖性疾患（posttransplant lymphoproliferative disease: PTLD）４例の臨床病理学的

検討 

第 98 回日本病理学会総会，2009年 5月 1-3日，国立京都国際会館（京都市），示説 

 

久保田 佳奈子，澤村 豊，ヘールナンデス 真子，藤田 裕美，山田 洋介，羽賀 博典，長嶋 和郎，

松野 吉宏 

Medulloblastoma に対する放射線化学療法後の MIB-1 index の検討 

第 98 回日本病理学会総会，2009年 5月 1-3日，国立京都国際会館（京都市），示説 

 

荻野 次郎，浅沼 広子，櫻井 信司，松野 吉宏，三代川 斉之，山城 勝重，深澤 雄一郎，村岡 俊

二，岩本 宏之，近藤 信夫，長谷川 匡 

TMAおよび VSを用いた GIST 病理診断基準化の研究 

第 98 回日本病理学会総会，2009年 5月 1-3日，国立京都国際会館（京都市），示説 

 



中西 満，中馬 誠，髭 修平，尾松 徳彦，横尾 英樹，中西 一彰，神山 俊哉，羽賀 博典，松野 

吉宏，浅香 正博 

MRI拡散強調画像による肝細胞癌の分化度評価と再発予測 

第 45 回日本肝臓学会総会，2009年 6月 4-5日，神戸市，ポスター 

 

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，蝦名 康彦，櫻木 範明 

臨床への更なる貢献を目指して−体腔液細胞診 up-to-date − 

細胞検査士会要望教育シンポジウム 

第 50 回日本臨床細胞学会総会（春期大会），2009年 6月 26-28日，京王プラザホテル（東京），口演 

 

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

膵穿刺細胞診における免疫細胞化学染色の有用性（mRNA 定量による染色態度の検証） 

第 50 回日本臨床細胞学会総会（春期大会），2009年 6月 26-28日，京王プラザホテル（東京），口演 

 

ヘールナンデス 真子，武田 広子，久保田 佳奈子，山田 洋介，田中 伸哉，山城 勝重，羽賀 博

典，松野 吉宏 

Blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm の３例 

第 49 回日本リンパ網内系学会総会，2009年 7月 9-11 日，淡路夢舞台国際会議場（淡路市），ポスター 

 

西原 広史，高阪 真路，久保田 佳奈子，田中 伸哉，松野 吉宏 

MDS患者のリンパ節に発生した trilineage extramedullary myeloid cell tumor の１例 

第 49 回日本リンパ網内系学会総会，2009年 7月 9-11 日，淡路夢舞台国際会議場（淡路市），ポスター 

 

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

高齢男性に発症した，小腸 follicular dendritic cell sarcoma の一例 

第 49 回日本リンパ網内系学会総会，2009年 7月 9-11 日，淡路夢舞台国際会議場（淡路市），ポスター 

 

Domen H, Hida Y, Okamoto S, Kubota K, Haga H, Kichizo Kaga, Nagara Tamaki, Kondo S, Matsuno Y. 

Pathologic validation of the prognostic significance of fluorine-18-fluorodeoxyglucose uptake on 

positron emission tomography in patients with surgically resected lung adenocarcinoma. 

IASLC – 13th World Conference on Lung Cancer. 



July 31 - August 4, 2009, San Francisco, CA, USA (poster) 

 

松野 吉宏，澤井 高志，飯嶋 達生，有廣 光司，真鍋 俊明，長谷部 孝裕，山城 勝重 

病理診断支援体制の整備と VM の役割（第２報） 

第 8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，2009年 8月 28-29 日，仙台市，口演 

 

澤井 高志，黒瀬 顕，斉藤 健司，井上 拓也，千葉 岳，吉見 直巳，猪山 賢一，森谷 卓也，白石 

泰三，渡辺 みか，松野 吉宏 

バーチャルスライドを利用したコンサルテーションシステムの確立 

第 8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，2009年 8月 28-29 日，仙台市，口演 

 

東福寺 幾夫，土橋 康成，松野 吉宏 

平成 20年度テレパソロジー・バーチャルスライド利用状況調査報告 

第 8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，2009年 8月 28-29 日，仙台市，口演 

 

本間 理央，木下 一郎，三善 英知，松野 吉宏，清水 康，加賀 基知三，谷口 直之，秋田 弘俊 

非小細胞肺癌における糖転移酵素α1,6-fucosyltransferase(α1,6-FT)低発現は組織型で扁平上皮癌に関連

する 

第 68 回日本癌学会学術総会，2009年 10月 1-3日，パシフィコ横浜（横浜市），ポスター 

 

森谷 純，黒川 孝子，斉藤 幸恵，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 Ameloblastic carcinoma の一例 

第 48 回日本臨床細胞学会秋期大会，2009年 10月 30-31日，JAL リゾートシーホークホテル福岡（福岡

市），示説 

 

道免 寛充，松野 吉宏，樋田 泰浩，岡本 洋三，玉木 長良，久保田 加奈子，羽賀 博典，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 FDG uptake に関する免疫組織化学的検討 

第 50 回日本肺癌学会総会，2009年 11月 12-13日，東京，口演 

 

女屋 博昭，渡辺 裕一，楠本 昌彦，前島 亜希子，金子 昌弘，柿沼 龍太郎， 

森山 紀之，大松 広伸，松野 吉宏 



がん診療画像レファレンスデータベースの活用：ヴァーチャルスライドと DICOM画像の対比 

第 50 回日本肺癌学会総会，2009年 11月 12-13日，東京，口演 

 

本間 理央，木下 一郎，三善 英知，松野 吉宏，清水 康，加賀 基知三，谷口 直之，秋田 弘俊 

肺扁平上皮癌における糖転移酵素α1,6-fucosyltransferase(α1,6-FT)の発現低下 

第 50 回日本肺癌学会総会，2009年 11月 12-13日，東京，ポスター 

 

松野 吉宏 

組織型別にみた非小細胞肺癌の分子生物学的特徴 

パネルディスカッション：非小細胞肺癌の組織型と治療戦略 

第 50 回日本肺癌学会総会，2009年 11月 12-13日，東京，口演 

 

河井 康孝，菊地 英毅，品川 尚文，小倉 粋，伊藤 健一郎，竹内 裕，水柿 秀紀，山田 範幸，菊

地 順子，小西 純，大泉 聡史，松野 吉宏，西村 正治 

気管支鏡検体による組織型診断の妥当性についての検討 

第 50 回日本肺癌学会総会，2009年 11月 12-13日，東京，口演 

 

Kim S-W, Yoon S-S, Suzuki R, Yi HG, Ago H, Imamura M, Wake A, Yoshida T, Lee J-J, Kim JS, Maeda 

Y, Izutsu K, Kang HJ, Lee J-H, Kim HC, Suzumiya J, Matsuno Y, Kim CW, Nagafuji K, Takaue Y, 

Harada M, Kim CS. 

Autologous versus allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (SCT) for peripheral T-cell 

lymphomas (PTCLs): Japan and Korea cooperative study with 330 patients. 

The 2009 Annual Meeting of the American Society of Hematology. 

December 5-8, 2009, New Orleans, LA, USA (Poster) 

 


