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２）学会発表（乳腺） 

第28回日本乳癌学会学術総会 （2020年9月31日）  



古賀晶子、松尾文恵、大谷 博 

「乳腺悪性腺筋上皮腫の1例」 

 

第27回日本乳癌学会学術総会 （2019年7月11日，東京） 

古賀晶子、大谷 博、松尾文恵 

「異なる超音波像を呈した乳腺腺様嚢胞癌の2例」 

 

第26回日本乳癌学会学術総会 （2018年7月11日，京都） 

古賀晶子、大谷 博、松尾文恵 

「乳腺原発神経内分泌癌の2例」 

 

第25回日本乳癌学会学術総会 （2017年7月14日，福岡） 

松尾文恵、大谷 博、古賀晶子 

「治療抵抗性を示した局所再発乳癌の4例」 

 

第25回日本乳癌学会学術総会 （2017年7月13日，福岡） 

古賀晶子、松尾文恵、大谷 博 

「腫瘍浸潤リンパ球（tumor infiltrating lymphocytes:TILs）を伴う乳癌の超音波像」 

  

第26回日本乳癌検診学会学術総会 （2016年11月4日，久留米） 

佐護文香、田代尚子、佐藤圭紀、松尾 文恵、古賀 晶子、大谷 博 

「乳癌サブタイプLuminal AとLuminal Bのマンモグラフィー石灰化所見の比較検討」 

 

第24回日本乳癌学会学術総会 （2016年6月18日，東京） 

松尾文恵、大谷 博、古賀晶子 

「DCIS 悪性度の画像診断について」 

 

第24回日本乳癌学会学術総会 （2016年6月17日，東京） 

古賀晶子、松尾文恵、大谷 博 

「超音波検査で乳癌術前化学療法の治療効果は予測可能か？」 

 

第23回日本乳癌学会学術総会 （2015年7月2-4日，東京） 

松尾文恵、古賀晶子、大谷 博 

「マンモグラフィーカテゴリー３石灰化症例の検討」 

 

第23回日本乳癌学会学術総会 （2015年7月2-4日，東京） 

古賀晶子、松尾文恵、大谷 博 

「超音波にて悪性が疑われたbenign fibroepithelial tumorの3例」 



 

第22回日本乳癌学会学術総会 （2014年7月10-12日，大阪） 

松尾 文恵、大谷 博 

「アンドロゲンレセプター陽性乳癌の特徴について」 

古賀 晶子、松尾 文恵、大谷 博 

「中心に広範な無細胞領域を伴う浸潤性乳管癌の1例－画像所見と病理所見の対比－」 

 

第103回日本病理学会総会 （2014年4月24－26日，広島） 

示説発表討論 

林 洋子、大谷 博、河田卓也、山口淳三、下川 功 

「Ductal adenomaの悪性化と考えられた乳腺腫瘍の一症例」 

 

 

第11回日本乳癌学会九州地方会 （2014年3月1-2日，福岡） 

松尾文恵、大谷 博 

「HER2陽性乳癌脳転移症例の治療について」 

 

第21回日本乳癌学会学術総会 （2013年6月27-30日，浜松） 

松尾文恵、渕野泰秀、城崎 洋、大谷 博 

「高齢者乳癌の臨床病理学的検討」 

 

第21回日本乳癌学会学術総会 （2013年6月27-30日，浜松） 

古賀晶子、松尾文恵、樋口 芙美子、大谷 博 

「超音波にて構築の乱れを示した微小乳癌の検討」 

 

第22回日本乳癌検診学会学術総会 （2012年11月10日，沖縄） 

古賀 晶子、松尾 文恵、千葉 亜希子、松本 尚子、神田 佑奈、森 健一、大谷 博 

「構築の乱れが発見契機となった微小乳癌の超音波像」 

 

第101回日本病理学会総会 （2012年4月26－28日，東京） 

示説発表討論、乳癌 

林 洋子、大谷 博、下川 功 

「乳腺Intracystic papillary apocrine tumor of uncertain malignant potentialの一症例」 

 

第19回日本乳癌学会学術総会 （2011年9月2-4日，仙台） 

森内博紀、山口淳三、大谷 博、前田茂人 

「当院の最近5年間における最小乳癌（径1 cm以下）症例について」 

 



第100回日本病理学会総会 （2011年4月28-30日，横浜） 

一般口演、乳癌 

Incomplete inside-out growth pattern in invasive breast carcinoma 

大谷 博、林 洋子、下川 功 

 

第８回日本乳癌学会九州地方会 （2011年2月19日，福岡） 

松尾文恵、大谷 博、渕野泰秀 

「術前化学療法が無効であったＨＥＲ２type乳癌の１例」 

 

第110回日本外科学会定期学術集会 （2010年4月8日，名古屋） 

久芳さやか、宇賀達也、兼松隆之、林 洋子、下川 功、大谷 博、山口淳三 

「乳癌における組織学的inside-out growth patternの検討：リンパ管侵襲の機序の解明にむけて」 

 

３）講演、講義、研究会等の活動（乳腺） 

令和元年度マンモグラフィー講習会（2020年1月11日，福岡） 

講義２：「乳がんの病理と画像」 

大谷 博 

 

第113回福岡乳腺カンファレンス （2019年11月1日，福岡） 

講演（2例）の病理コメンテーター担当 

 

第112回福岡乳腺カンファレンス （2019年8月2日，福岡） 

講演（2例）の病理コメンテーター担当 

 

第111回福岡乳腺カンファレンス （2019年3月8日，福岡） 

講演（1例）の病理コメンテーター担当 

 

平成30年度マンモグラフィー講習会 （2019年1月5日，福岡） 

講義２：「乳がんの病理と画像」 

大谷 博 

 

第110回福岡乳腺カンファレンス （2018年11月2日，福岡） 

講演（2例）の病理コメンテーター担当 

 

第108回福岡乳腺カンファレンス （2018年3月16日，福岡） 

講演（2例）の病理コメンテーター担当 

 

平成29年度マンモグラフィー講習会 （2018年1月6日，福岡） 



講義２：「乳がんの病理と画像」 

大谷 博 

 

第107回福岡乳腺カンファレンス （2017年11月17日，福岡） 

講演（2例）の病理コメンテーター担当 

 

第106回福岡乳腺カンファレンス （2017年7月28日，福岡） 

講演（1例）の病理コメンテーター担当 

 

第25回日本乳癌学会学術総会 （2017年7月15日，福岡） 

画像診断セミナー②マンモグラフィー 

病理解説：大谷 博 

 

第105回福岡乳腺カンファレンス （2017年3月24日，福岡） 

講演（2例）の病理コメンテーター担当 

 

平成28年度マンモグラフィー講習会 （2017年1月7日，福岡） 

講義２：「乳がんの病理」 

大谷 博 

 

第104回福岡乳腺カンファレンス （2016年11月25日，福岡） 

講演（2例）の病理コメンテーター担当 

 

第26回日本乳癌検診学会学術総会学会共催企画 （2016年11月5日，久留米） 

MG Film Reading 講師 

大谷 博  

 

第103回福岡乳腺カンファレンス （2016年7月1日，福岡） 

講演（2例）の病理コメンテーター担当 

 

第102回福岡乳腺カンファレンス （2016年3月25日，福岡） 

講演（2例）の病理コメンテーター担当 

 

平成27年度マンモグラフィー講習会 （2016年1月9日，福岡） 

講義２：「乳がんの病理」 

大谷 博、松尾文恵、古賀晶子、松本尚子、小出祐子、森 健一 

 

第101回福岡乳腺カンファレンス （2015年11月20日，福岡） 



講演（2例）の病理コメンテーター担当 

 

第100回福岡乳腺カンファレンス （2015年5月22日，福岡） 

症例検討（1例）の病理コメンテーター担当 

 

第99回福岡乳腺カンファレンス （2015年3月20日，福岡） 

症例検討（2例）の病理コメンテーター担当 

 

平成26年度マンモグラフィー講習会 （2015年1月10日，福岡） 

講義２：「乳がんの病理」 

大谷 博、松尾文恵、古賀晶子、松本尚子、小出祐子、森 健一 

 

第98回福岡乳腺カンファレンス （2014年11月28日，福岡） 

症例検討（3例）の病理コメンテーター担当 

 

第97回福岡乳腺カンファレンス （2014年6月27日，福岡） 

症例検討（1例，白十字症例）の病理コメンテーター担当 

 

第96回福岡乳腺カンファレンス （2014年3月7日，福岡） 

症例検討（3例）の病理コメンテーター担当 

 

第95回福岡乳腺カンファレンス （2013年11月29日，福岡） 

症例1と症例2の病理コメンテーター担当 

 

第2回笹丘・七隈乳腺塾 （2013年8月24日） 

「扁平上皮への分化を示したHER2 type DCISの1例」 

松尾 文恵、古賀晶子、神田侑奈、松本尚子、大谷 博 

病理コメンテーター：大谷 博 

 

第94回福岡乳腺カンファレンス （2013年7月19日，福岡） 

症例検討（3例）の病理コメンテーター担当 

 

第93回福岡乳腺カンファレンス （2013年2月15日，福岡） 

症例検討（オカルト癌の1例）の病理コメンテーター担当 

 

第1回笹丘・七隈乳腺塾 （2012年12月29日） 

「硬化性腺症に発生したHER2 type DCISの1例」 

松尾 文恵、古賀晶子、大谷 博 



 

第92回福岡乳腺カンファレンス （2012年10月19日，福岡） 

症例1と症例2の病理コメンテーター担当 

 

笹丘乳腺研究会 （2011年12月30日） 

「Radial sclerosing lesionに発生した微小硬癌の1例」 

松尾 文恵、古賀晶子、大谷 博 

 

第24回九州乳腺疾患画像診断研究会 （2011年8月27日，北九州） 

ミニレクチャー 

大谷 博 

「乳腺穿刺吸引細胞診でどこまで分かるか。」 

 

第46回MT乳腺甲状腺合同カンファレンス （2009年7月7日） 

古賀晶子、大谷 博 

「radial sclerosing lesionの1例」 

 

七隈癌治療フォーラム （2009年1月16日，福岡） 

松尾文恵、渕野泰秀、大谷 博、城崎 洋 

「術前化学療法にてPCRを得た乳癌の1例」 


