
病理・細胞診全般 

１）論文（全般） 
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ichi Tanuma, and Isao Shimokawa. Involvement of DNaseγ in apoptotic DNA fragmentation in 

histiocytic necrotizing lymphadenitis. Virchows Arch. 443: 170-174; 2003 

 

Shigeo Kanazawa, Takashi Miyake, Atsuhisa Ishida, Hiroshi Ohtani, Tsukasa Tsunoda, and Kazuo 

Tanemoto, Intralobar Pulmonary Sequestration Supplied by Multiple Anomalous Arteries: Report of a 

Case, Surg Today, 31, 701～704, 2001. 

 

藤平美佳，東 大樹，横溝舞子，高瀬慶一郎，井手脇康裕，福永篤志，櫻井邦俊，豊島 宏，大谷 博，中

村宇大，北園孝成，岩瀬正典 

IgG4関連硬化性胆管炎と抗GAD抗体陽性糖尿病を合併した1例 

糖尿病62(1): 17-23, 2019 

 

村尾 愛，岩瀬正典，富永 丹，大谷 博，泊 秀史，井手脇康裕，中野昌弘，城崎 洋，中村宇大，北園

孝成 

Plummer病を合併した2型糖尿病ケトアシドーシスの1例 

糖尿病58(9): 681-687, 2015 

 

大谷 博，樋上賀一，谷口 賢，上田剛資，山口淳三，井沢邦英，下川 功 

巨大嚢胞状を呈した甲状腺follicular adenoma, papillary variantの１例，診断病理，22(3)，158-161，

2005 

 

田中義成，大谷 博，岸川正大 

健診で発見された特発性肺胞蛋白症の3例 

日臨細胞誌，42(1), 27-30, 2003 

 

大谷 博，金城 満，森岡孝満，沢岻美奈子，佐久本 薫，金澤浩二， 



臍帯動脈の血流検査において，拡張終末期の血流途絶を示した子宮内胎児発育遅延の胎盤の１例，診断病

理，19(1)，63-65，2002 

 

２）学会発表（全般） 

日本病理学会九州・沖縄支部 

九州・沖縄スライドコンファレンス（過去30年間で28回発表、最近の症例のみ記載） 

 

第377回  （2020年9月12日，大分 (Web開催)） 

大谷 博 

Malignant adenomyoepithelioma (Epithelial-myoepithelial carcinoma) of the breast 

 

第300回  （2007年11月3日，沖縄 (石垣)） 

大谷 博 

Ductal adenocarcinoma arising from heterotopic pancreas of the stomach 

 

第296回  （2007年3月24日，長崎（大村）） 

大谷 博 

Histiocytic sarcoma of the jejunum 

 

第55回日本甲状腺学会 （2012年11月30日，福岡） 

診断に苦慮した巨大な嚢胞化甲状腺乳頭癌の一例 

富永 丹，大谷 博，古賀 晶子，森 健一，小出祐子，城崎 洋，槙 研二 

 

第27回日本乳腺甲状腺超音波診断会議 （2011年9月25日） 

診断に苦慮した巨大な嚢胞内甲状腺乳頭癌の1例 

古賀 晶子，森 健一，大谷 博，富永 丹，槙 研二，城崎 洋 

 

３）講演、講義、研究会等の活動（全般） 

なし 

 

５．座長 

九州・沖縄スライドコンファレンス（最近のもののみ） 

第350回  （2016年3月5日，福岡） 

座長 演題3-5席 

 

第341回  （2014年9月6日，福岡） 

座長 演題1，2席 

 



第338回  （2014年3月15日，長崎） 

座長 演題11，12席 

 

第326回  （2012年3月17日，福岡） 

座長 演題11, 12, 13席 

 

第320回  （2011年3月19日，長崎） 

座長 演題10，11席 

 

第109回日本病理学会総会 （2020年4月17日，福岡（Web開催）） 

ポスター（一般）110 泌尿器・男性生殖器７  

5演題（P2-235～P2-239） 

座長：大谷 博 

 

第58回日本臨床細胞学会秋期大会 （2019年11月16日，岡山） 

ワークショップ7高異型度尿路上皮癌の診断にはどの細胞所見が最も有用か？ 

座長：大谷 博、三浦 弘守 

 

第18回泌尿器細胞診カンファレンス in 新潟－ （2019年2月23-24日，新潟） 

座長：大谷 博（白十字病院） 

講演３：演者 岡山大学病院病理診断科教授 柳井広之 

「尿路平坦病変をどう捉えるか－Dysplasiaを中心に－」 

 

第58回日本臨床細胞学会春期大会 （2017年5月28日，大阪） 

ポスター討論 泌尿器１（4演題） 

座長：大谷 博 

 

第55回日本臨床細胞学会秋期大会 （2016年11月18日，大分） 

ワークショップ２泌尿器細胞診報告様式2015に沿った細胞診断セミナー 

座長：大谷 博、三浦 弘守 

 

第105回日本病理学会総会 （2016年5月12日，仙台） 

一般ポスター38 泌尿器系1・尿路  

7演題 

座長：大谷 博，桑田 健 

 

第54回日本臨床細胞学会秋期大会 （2015年11月22日，名古屋） 

病理・細胞診断セミナー14 泌尿器・自然尿 



座長：大谷 博 

 

第30回日本臨床細胞学会九州連合会学会 （2015年7月25－26日，鹿児島） 

一般演題座長 II. 泌尿器 

座長：大谷 博、小材和浩 

 

第104回日本病理学会総会 （2015年5月1日，名古屋） 

一般ポスター 人体病理 腎・泌尿器系2  

6演題 

座長：村田晋一，大谷 博 

 

第14回泌尿器細胞診カンファレンス in 伊勢－ （2015年2月14-15日，三重（伊勢）） 

座長：大谷 博（白十字病院）、夏目園子（名古屋掖済会病院） 

シンポジウム「泌尿器細胞診新報告様式について」 

 

第53回日本臨床細胞学会秋期大会 （2014年11月8日，下関（山口）） 

一般演題（示説） 

泌尿器-03  P-1-223～225 

 

第29回日本臨床細胞学会九州連合会学会 （2013年7月27－28日，福岡） 

シンポジウム：『LBCのpitfall』 

 

第51回日本臨床細胞学会秋期大会 （2012年11月9日，東京） 

一般演題座長 

セッション泌尿器１ 

 

第11回泌尿器細胞診カンファレンス in 唐津－ （2012年2月11-12日，佐賀） 

主催と座長 

・ランチョンセミナー 2月12日 

『各種LBC法を利用した尿細胞診の実際』  

座長：山城勝重（北海道がんセンター），大谷 博（白十字病院） 

 

 


