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学会発表 

 

日本病理学会 

 

高橋祐介、孝橋賢一、遠藤誠、薛宇孝、山田裕一、石井武彰、三好きな、小田義直. 

Myxofibosarcomaにおける Akt/mTORpathwayの検討. 

第 101回,  2012.4.26-28,  東京 

 

相島慎一、久保雄一郎、田中ゆき、間野洋平、小田義直. 

肝内胆管癌の発癌・転移における iNOS、COX2発現の役割. 

第 101回,  2012.4.26-28,  東京 

 

久保雄一郎、相島慎一、半田瑞樹、田中ゆき、間野洋平、小田義直. 

肝内胆管癌における Glucose transporter(GLUT)の役割. 

第 101回,  2012.4.26-28,  東京 

 

三好きな、孝橋賢一、遠藤誠、薛宇孝、高橋祐介、山田裕一、石井武彰、山元英崇、小田義直. 

横紋筋肉腫における CXCR4、VEGF発現の臨床病理学的分析. 

第 101回,  2012.4.26-28,  東京 

 

小田義直. 

軟部腫瘍の分子基盤と診断・治療における統括病理学. 

第 101回,  2012.4.26-28,  東京 

 

大石善丈、阿萬紫、今村紘子、小林裕明、加来恒壽、和氣徳夫、小田義直. 

卵巣内頚部型粘液性境界悪性腫瘍にみられる増殖性明細胞は共存する明細胞腫瘍ではない. 

第 101回,  2012.4.26-28,  東京 

 

山元英崇. 

臓器別診断講習会 骨軟部 

炎症性筋維芽細胞腫瘍とその周辺疾患. 

第 101回,  日本病理学会総会,  2012.4.26-28,  東京 

 

東保太郎、大石善丈、合田英明、工藤佳奈、渡邊秀之、有田好之、小田義直. 

成人 T細胞性白血病/リンパ腫治療中に Cytomegalovirus肺炎および膵炎を発症した一剖検例 

第 101回,  2012.4.26-28,  東京 

 

佛淵由佳、孝橋賢一、三好きな、久田正昭、高橋由紀子、田口智章、小田義直. 

Costello症候群に合併した横紋筋肉腫の剖検例.  

第 58回,  日本病理学会秋期特別総会,  2012.11.22,  名古屋 

 

阿萬紫、大石善丈、今村紘子、濱崎洋一朗、湯元康夫、福嶋恒太郎、小田義直. 

劇症型 A群溶連菌感染症による妊婦死亡の１剖検例 

第 58回,  日本病理学会秋期特別総会,  2012.11.22,  名古屋 
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日本癌学会学術総会 

 

大石善丈、阿萬紫、竹内正久、今村紘子、加来恒壽、小林裕明、小田義直. 

低異型度から高異型度を呈する骨盤内浸潤性微小乳頭状漿液性腺癌 

Low- to high-grade invasive micropapillary serous carcinoma of the pelvis.  

第 71回,  2012.9.19-21,  札幌 

 

孝橋賢一、岸本宏志、田中祐吉、山田裕一、山元英崇、田口智章、小田義直. 

microRNA と形質発現に基づいた小児 SMARCB1/INI1欠失腫瘍群の再分類 

Re-classification of pediatric SMARCB1/INI1-deficient tumor, according to microRNA and immunohistochemical 

expression 

第 71回,  2012.9.19-21,  札幌 

 

小田義直、遠藤誠、薛宇孝、孝橋賢一、山元英崇、岩本幸英. 

軟部肉腫における分子標的の探索 

Investigation of the molecular target in soft tissue sarcoma 

第 71回,  2012.9.19-21,  札幌 

 

進藤幸治、相島慎一、池永直樹、大内田研宙、水元一博、田中雅夫、小田義直. 

膵腺癌の間質に存在するポドプラニンを発現している線維芽細胞は腫瘍進行を促進する 

Fibroblasts expressing Podoplanin enhance the tumor progression of invasive ductal carcinoma of pancreas 

第 71回,  2012.9.19-21,  札幌 

 

山元英崇、藤田綾、孝橋賢一、小田義直. 

Fascin-1過剰発現と miR-133b発現低下は胃腸管間質腫瘍（GIST）の進展に関与する 

Fascin-1 overexpression and miR-133b down-regulation in the progression of gastrointestinal stromal tumor 

第 71回,  2012.9.19-21,  札幌 

 

中野貴史、山元英崇、橋本和樹、田宮貞史、白土秀樹、藤賢史、中島寅彦. 

高悪性度粘表皮癌における HER2遺伝子増幅、EGFR多染色体性と MAML2融合遺伝子 

HER2 gene amplification and EGFR gene high-polysomy in high-grade mucoepidermoid carcinoma 

第 71回,  2012.9.19-21,  札幌 

 

*藤原悠子、松本嘉寛、福士純一、薛宇孝、松浦傑、嘉村聡志、藤原稔史、飯田圭一郎、小田義直、小野真弓、 

岩本幸英. 

YB−1は骨肉腫において細胞増殖を促し、その臨床予後と相関する 

Y-box binding protein-1 regulates cell proliferation and associates with clinical prognosis of osteosarcoma 

第 71回,  2012.9.19-21,  札幌 

 

*内海健、天本理恵、宋裕賢、小田義直、恒吉正澄、横溝晃、内藤誠二. 

ユビキタスミトコンドリア クレアチン カイネスは前立腺がんの進行に伴い発現が低下し、ミトコンドリア機能と相関する 

The expression of mtCK is down-regulated in prostate cancer progression and correlated with mitochondrial function 

第 71回,  2012.9.19-21,  札幌 

 

*宋裕賢、塩田真己、横溝晃、内海健、清島圭二郎、黒岩顕太郎、小田義直、内藤誠二. 

膀胱癌において Twist1 と YB-1は機能的に関連し、癌の進行に重要な役割を果たしている 

A functional link between Twist1 and YB-1 plays a role that Twist1 and YB-1 promotes bladder cancer progression.  

第 71回,  2012.9.19-21,  札幌 

 

*藤原稔史、福士純一、松本嘉寛、薛宇孝、小田義直、渡公佑、小野眞弓、桑野信彦、飯田圭一郎、岡田悠子、 

岩本幸英. 

腫瘍関連マクロファージはユーイング肉腫の予後と関連する 

Macrophages infiltration associates with poor prognosis in Ewing sarcoma 

第 71回,  2012.9.19-21,  札幌 
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日本整形外科学会骨軟部腫瘍学術集会 

 

小田義直、孝橋賢一、山元英崇、遠藤誠、薛宇孝、松田秀一、岩本幸英. 

Up-dated pathological diagnosis for soft tissue tumor 

第 45回,  2012.7.14-15,  東京 

 

石井武彰、小田義直、山元英崇、高橋祐介、松田秀一、岩本幸英. 

右上腕骨腫瘍の 1例 

第 45回,  2012.7.14-15,  東京 

 

小田義直. 

軟部腫瘍における病理診断の up−date 

第 45回,  2012.7.14-15,  東京 

 

薛宇孝、山元英崇、孝橋賢一、遠藤誠、高橋祐介、石井武彰、山田裕一、岩本幸英、小田義直. 

軟部平滑筋肉腫において Akt/mTOR pathwayの活性化は予後不良因子である 

第 45回,  2012.7.14-15,  東京 

 

山田裕一、孝橋賢一、山元英崇、横山良平、西山憲一、岩本幸英、小田義直. 

孤立性線維性腫瘍に関する Akt−mTOR pathway活性化およびチロシンキナーゼ型受容体発現の検討 

第 45回,  2012.7.14-15,  東京 

 

*松本嘉寛、遠藤誠、播广谷勝三、坂本昭夫、川口謙一、松田秀一、小田義直、岩本幸英. 

傍脊椎部に発生した悪性神経鞘腫腫瘍の治療成績 

第 45回,  2012.7.14-15,  東京 

 

*坂本昭夫、松田秀一、松本嘉寛、播广谷勝三、小田義直、岩本幸英. 

骨内ガングリオンの臨床像 

第 45回,  2012.7.14-15,  東京 

 

 

日本小児血液・がん学会学術集会 

 

久田正昭、孝橋賢一、中面哲也、三好きな、宗崎良太、木下義晶、田口智章、小田義直. 

横紋筋肉腫における FOXM1発現の検討 

第 54回,  2012.11.30-12.2,  横浜 

 

*木下義晶、宗崎良太、代居良太、大場詩子、古賀友紀、住江愛子、久田正昭、三好きな、孝橋賢一、小田義直、原寿郎、

田口智章. 

小児腎悪性腫瘍に対する術前化学療法の検討 

第 54回,  2012.11.30-12.2,  横浜 

 

*宗崎良太、家入里志、木下義晶、植村宗則、古賀友紀、住江愛子、孝橋賢一、小田義直、原寿郎、橋爪誠、田口智章. 

小児固形悪性腫瘍に対するリアルタイムナビゲーション内視鏡外科手術の導入 

第 54回,  2012.11.30-12.2,  横浜 

 



 
-4- 

日本肝癌研究会 

 

相島慎一、久保雄一郎、田中ゆき、調憲、前原喜彦、小田義直. 

混合型肝癌の組織像と臨床病理学的特徴の関係 

第 48回,  2012.7.20-21,  金沢 

 

 

日本頭頸部癌学会 

 

*山内盛泰、中野貴史、中島寅彦、藤賢史、瀬川祐一、白土秀樹. 

中咽頭扁平上皮癌のおけるヒト乳頭腫ウイルス(HPV)感染とインターフェロン誘導性 IFI16蛋白との関係 

第 36回,  日本頭頸部癌学会,  2012.6.7-8,  鳥取 

 

 

日本臨床細胞学会 

 

*西野彩、大久保文彦、渡邊寿美子、田宮貞史、中村誠司、山元英崇、小田義直、杉島節夫. 

口腔扁平上皮癌の細胞形態学的特徴の検討 

第 53回,  2012.6.2,  千葉 

 

*杉島節夫、大久保文彦、寺戸芳信、渡邊寿美子、田宮貞史、山元英崇、白羽根健吾、徳永えり子、小田義直. 

乳腺穿刺吸引細胞診における非浸潤性乳管癌と浸潤性乳管癌の鑑別 

第 53回,  2012.6.2,  千葉 

 

*野上美和子、仲正喜、大久保文彦、杉島節夫、岡部安博、北田秀久、田中雅夫、古賀孝臣、小田義直. 

腎移植後 BKウイルス腎症と decoy cellの検討 

第 53回,  2012.6.2,  千葉 

 

*大久保文彦、野上美和子、仲正喜、杉島節夫、相島慎一、田宮貞史、伊藤鉄英、田中雅夫、小田義直. 

IPMNの細胞像の特徴 1 軽度・中等度異型と高度異型、および高度異型と浸潤癌の鑑別.  

ワークショップ 3 

第 53回,  2012.6.2,  千葉 

 

*遠峰由希恵、渡邊寿美子、田宮貞史、杉島節夫、小林裕明、小田義直、加来恒壽. 

子宮内膜癌症例に出現した扁平上皮への分化を示した細胞の細胞像と病理学的所見の検討 

第 53回,  2012.6.2,  千葉 

 

*仲正喜、大久保文彦、野上美和子、寺戸信芳、杉島節夫、神谷武志、岡本龍郎、高山浩一、古賀孝臣、小田義直. 

呼吸器領域における迅速細胞診 

シンポジウム：細胞診診断の迅速報告を考える 

第 28回,  日本臨床細胞学会九州連合会,  2012.9.1,  熊本 

 

*大久保文彦、仲正喜、杉島節夫、相島慎一、麻生暁、久保宏明、大野隆真、伊藤鉄英、田中雅夫、小田義直. 

膵腫瘤に対する超音波内視鏡下穿刺(EUS-FNA)細胞診の成績、および問題点と対応 

第 51回,  日本臨床細胞学会秋期大会,  2012.11.10,  新潟 
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その他の学会研究会 

 

半田瑞樹. 

Sigmoid colon tumor 

第 325回,  九州・沖縄スライドコンファレンス,  2012.1.28,  大分 

 

*岡野慎士、山元英崇. 

右精索腫瘍 

第 325回,  九州・沖縄スライドコンファレンス,  2012.1.28,  大分 

 

*関七重、久保直樹、原田大志、中西洋一、村上信哉、吉本幸司、高橋俊介、平橋美奈子、田宮貞文. 

左肺部に腫瘤をみとめ、診断に苦慮した悪性リンパ腫の一例. 

第 52回,  日本肺癌学会九州支部,  2012.3.2-3,  福岡 

 

*古賀友紀、住江愛子、大場詩子、松尾光通、原寿郎、孝橋賢一、小田義直. 

左眼窩原発胎児型横紋筋肉腫治療中に髄腔内播種再発による劇的な経過で死亡した 3歳男児例 

第 41回,  九州地区小児固形悪性腫瘍研究会,  2012.3.3,  福岡 

 

*木下義晶、住江愛子、稲田浩子、八木實、柳井文男、財前善雄、西真範、猪股裕紀洋、川上清、松藤凡、末延聡一、飯

田 則利、孝橋賢一、原寿郎、小田義直、田口智章. 

小児泌尿器腫瘍の新病理分類による九州地区登録例の解析 

第 41回,  九州地区小児固形悪性腫瘍研究会,  2012.3.3,  福岡 

 

*武本淳吉、宗崎良太、三島泰彦、家入里志、孝橋賢一、小田義直、田口 智章. 

腹腔鏡補助下に摘出した Altman IV型の仙尾部奇形腫の 1例 

第 41回,  九州地区小児固形悪性腫瘍研究会,  2012.3.3,  福岡 

 

*宗崎良太、家入里志、木下義晶、古賀友紀、住江愛子、孝橋賢一、小田義直、橋爪誠、原寿郎、田口智章. 

小児固形悪性腫瘍に対する術中リアルタイムナビゲーションの有用性 

第 41回,  九州地区小児固形悪性腫瘍研究会,  2012.3.3,  福岡 

 

*大場詩子、古賀友紀、住江愛子、原寿郎、宗崎良太、木下義晶、田口智章、孝橋賢一、小田義直. 

当院で経験した硬化型横紋筋肉腫の 2例 

第 41回,  九州地区小児固形悪性腫瘍研究会,  2012.3.3,  福岡 

 

水内祐介. 

甲状腺腫瘍 

第 326回,  九州・沖縄スライドコンファレンス,  2012.3.17,  福岡 

 

*澤村紀子、深浦啓太、田中義将、小副川敬、井星陽一郎、岩佐勉、麻生暁、荻野治栄、伊原栄吉、中村和彦、高柳涼一、

大内田研宙、永井英司、瀧澤延喜. 

多発胃腺腫を併発した胃底腺ポリポーシスの 1例 

福岡消化器病研究会,  2012.3,  福岡 

 

*田尻達郎、宗崎良太、代居良太、木下義晶、三好きな、孝橋賢一、小田義直、田口智章. 

神経芽腫における segmental chromosome aberration数による悪性度層別化 

第 112回,  日本外科学会,  2012.4.12,  千葉 

 

*岡野慎士、山元英崇. 

胃粘膜下腫瘍 

第 327回,  九州・沖縄スライドコンファレンス,  2012.5.12,  福岡 

 

熊谷好晃. 

大腸病変 

第 327回,  九州・沖縄スライドコンファレンス,  2012.5.12,  福岡 



 
-6- 

 

*澤村紀子、深浦啓太、田中義将、小副川敬、井星陽一郎、岩佐勉、麻生暁、荻野治栄、伊原栄吉、中村和彦、高柳涼一、

大内田研宙、永井英司、瀧澤延喜. 

多発胃腺腫を併発した胃底腺ポリポーシスの 1例 

第 83回,  日本内視鏡学会総会,  2012.5.12-14,  東京 

 

*家入里志、岩中督、窪田昭男、渡邉芳夫、小林弘幸、上野滋、仁尾正記、松藤凡、増本幸二、孝橋賢一、田口智章. 

「Hirschsprung病類縁疾患の現状調査と診断基準に関するガイドライン作成」に関する研究班報告 

第 49回,  日本小児外科学会,  2012.5.14-15,  横浜 

 

*文野誠久、古川泰三、小野滋、木村修、土屋邦彦、家原知子、代居良太、宗崎良太、木下義晶、古賀友紀、住江愛子、

原 寿郎、孝橋賢一、小田義直、菱木知郎、檜山英三、田口智章、細井創、田尻達郎. 

POSTTEXTに基づいた PRETEXT III、IV M(-)肝芽腫に対する外科治療戦略 

第 49回,  日本小児外科学会,  2012.5.14-15,  横浜 

 

財津瑛子、森田勝、笠木勇太、津田康雄、日高元、大津甫、安藤幸滋、木村和恵、佐伯浩司、沖英次、掛地吉弘、前原喜

彦. 

食道癌術後に発生した残存頸部食道癌の一切除例 

第 49回,  九州外科学会,  2012.5.18-19,  佐賀 

 

相島慎一、間野洋平、久保雄一郎、田中ゆき、調憲、前原喜彦、小田義直. 

末梢型肝内胆管癌の病理学的特徴: 傍肝門型との比較 

ワークショップ 胆管細胞癌の現状と展開 

第 48回,  日本肝臓学会,  2012.6.7-8,  金沢 

 

相島慎一、間野洋平、久保雄一郎、吉住朋晴、調憲、前原喜彦、小田義直. 

原発性胆汁性肝硬変に対して生体肝移植 10年後に再移植になった症例. 

第 14回,  肝移植病理検討会 

第 30回,  日本肝移植研究会,  2012.6.14-15,  福岡 

 

財津瑛子、森田勝、笠木勇太、津田康雄、日高元、大津甫、安藤幸滋、木村和恵、佐伯浩司、沖英次、掛地吉弘、前原喜

彦. 

食道癌術後に発生した残存頸部食道癌の一切除例 

第 37回,  日本外科系連合学会,  2012.6.28-29,  福岡 

 

Hirschsprung病類縁疾患の治療戦略 「Hirschsprung病類縁疾患の分類と診断基準」 研究班報告から 

*田口智章、家入里志、岩中督、窪田昭男、渡邉芳夫、小林弘幸、上野滋、仁尾正記、松藤凡、増本幸二、孝橋賢一、牛

島 高介、松井陽、厚生労働省 Hirschsprung病類縁疾患研究班. 

第 37回,  日本外科系連合学会,  2012.6.28-29,  福岡 

 

*麻生暁、伊原栄吉、澤村紀子、深浦啓太、田中義将、小副川敦、井星陽一郎、藤森尚、岩佐勉、荻野治栄、大野隆真、

久保宏明、中村和彦、高柳涼一、永井英司、高橋俊介、瀧澤延喜、長田美佳子、小田義直. 

特異な超音波内視鏡所見を呈して EUS-FNAが診断に有用であった十二指腸 GISTの一例 

第 93回,  日本消化器内視鏡学会（第 99回日本消化器病学会と合同）,  九州支部例会,  2012.6.29-30,  佐賀 

 

*上野山沙織、井原勇太朗、梅野淳嗣、浅野光一、森山智彦、熊谷好晃、平橋美奈子、植木隆、松本主之、北園孝成. 

1型下行結腸進行癌による成人腸重積賞の 1例 

内科学会九州支部例会,  2012.6 

 

*岩崎圭三、池上幸治、藤岡審、浅野光一、中村晶太郎、熊谷好晃、平橋美奈子、松本主之、北園孝成. 

胃悪性リンパ腫の寛解直後に早期胃癌を認めた 1例 

消化器病学会九州支部例会,  2012.6 

 

*河野真一、熊谷好晃 

消化管に AAアミロイドーシスを合併したリンパ形質細胞性リンパ腫の 1例 

消化器病学会九州支部例会,  2012.6 
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*鷲尾恵万、浅野光一、久保倉尚哉、梅野淳嗣、森山智彦、江崎幹宏、中村晶太郎、熊谷好晃、平橋美奈子、松本主之、

北園孝成. 

非定型抗酸菌感染を伴った肉芽腫性胃炎の 1例 

消化器病学会九州支部例会,  2012.6 

 

今村紘子. 

卵巣腫瘍（卵巣原発肺型小細胞癌の一例） 

第 328回,  九州・沖縄スライドコンファレンス,  2012.7.7,  熊本 

 

*森大輔、麻生暁、岩佐勉、井星陽一郎、小副川敬、伊原栄吉、中村和彦、高柳 涼一、長田美佳子、相島 慎一. 

消化管出血を契機に発見された Meckel憩室の 1例 

第 298回, 日本内科学会九州地方会例会,  2012.8.25,  福岡  

 

久田正昭、三好きな、山田裕一、孝橋賢一、山元英崇、小田義直. 

左大腿骨腫瘍の一例 

2012年度小児腫瘍症例検討会,  2012.9.7,  大阪 

 

服部正見. 

左腋下腫瘍（濾胞性樹状細胞肉腫の一例） 

第 329回,  九州・沖縄スライドコンファレンス,  2012.9.22,  福岡 

 

*小副川敬、麻生暁、久保宏明、藤森尚、大野隆真、中村和彦、伊藤鉄英、髙柳涼一、高畑俊一、田中雅夫、長田美佳子. 

特異な形態変化を呈した膵漿液性嚢胞腺腫の一例 

JDDW2012神戸（第 84回日本消化器内視鏡学会総会）,  2012.10.10-13,  神戸 

 

*澤村紀子、深浦啓太、田中義将、小副川敬、井星陽一郎、岩佐勉、麻生暁、荻野晴栄、伊原栄吉、中村和彦，長田美佳

子、平橋美奈子、高柳涼一. 

EUS-FNAにより診断した膿瘍合併、十二指腸 GISTの 1例 

JDDW2012神戸（第 84回日本消化器内視鏡学会総会）,  2012.10.10-13,  神戸 

 

*麻生暁、久保宏明、小副川敬、深浦啓太、澤村紀子、田中義将、井星陽一郎、藤森尚、岩佐勉、荻野治栄、大野隆真、

伊原栄吉、中村和彦、高柳涼一、長田美佳子、高橋俊介、瀧澤延喜、小田義直. 

十二指腸粘膜下腫瘍診断における EUS-FNAの有用性 

JDDW2012神戸（第 84回日本消化器内視鏡学会総会）,  2012.10.10-13,  神戸 

 

*岡本梨紗、瀧澤延喜 

腸重積を契機に発症し、術前に診断しえた小腸平滑筋肉腫の一例 

JDDW2012神戸（第 84回日本消化器内視鏡学会総会）,  2012.10.10-13,  神戸 

 

*原田英、江崎幹宏、浅野光一、前畠裕司、松本主之、北園孝成、吉野総平、藤澤聖、平橋美奈子. 

顎骨種が診断の契機となった attenuated familial adenomatous polyposisの一例 

消化器病学会九州支部例会,  2012.10 

 

*一瀬理沙、藤岡審、浅野光一、江崎幹宏、熊谷好晃，平橋美奈子、志水元洋、村田昌之、尾石樹泰、松本主之、北園孝

成. 

特発性食道潰瘍が診断契機となった後天性免疫不全症候群の 1例 

消化器病学会九州支部例会,  2012.10 

 

*近藤雅浩、熊谷好晃. 

中心静脈栄養で腸閉塞に至った非特異性多発性小腸潰瘍症の一例 

消化器病学会九州支部例会,  2012.10 

 

*三嶋耕司、貫陽一郎、一瀬理沙、中村昌太郎、植木隆、熊谷好晃、平橋美奈子、山元英崇、竹川博之、松本主之、北園

孝成. 

巨大腫瘤を形成した空腸濾胞性リンパ腫の１例 
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消化器内視鏡学会九州支部例会,  2012.10 

 

*長畑誠修、熊谷好晃. 

カプセル内視鏡が発見に有用であった小腸 pyogenic granulomaの 1例 

内科学会九州支部例会,  2012.10 

 

*渡邉優、一瀬理沙、梅野淳嗣、浅野光一、熊谷好晃、平橋美奈子、内博史、江崎幹宏、松本主之、北園孝成. 

食道病変を契機に診断された Cowden病の 1例 

消化器病学会九州支部例会,  2012.10 

 

*藤原稔史、福士純一、松本嘉寛、薛宇孝、小田義直、飯田圭一郎、岡田悠子、古賀美穂子、岩本幸英. 

マクロファージの浸潤は Ewing肉腫の予後不良因子である. 

第 27回,  日本整形外科学会基礎学術集会,  2012.10.27,  名古屋 

 

*麻生暁、小副川敬、五十嵐久人、森大介、深浦啓太、田中義将、牟田和正、小森圭司、井星陽一郎、岩佐勉、後藤綾子、

大野隆真、伊原栄吉、久保宏明、中村和彦、伊藤鉄英、大塚隆生、田中雅夫、高橋俊介、長田美佳子、小田義直. 

膵内分泌腫瘍との鑑別に苦慮し EUS-FNAが診断に有用であった十二指腸 GISTの一例 

第 94回, 日本消化器内視鏡学会（第 99回日本消化器病学会と合同）,  九州支部例会,  2012.11.2-3,  鹿児島 

 

久田正昭、三好きな、山田裕一、孝橋賢一、山元英崇、小田義直. 

左大腿骨腫瘍の一例 

第 48回,  日本骨軟部腫瘍研究会,  2012.11.3,  大分 

 

*小森圭司、瀧澤延喜. 

腸間膜に腫瘤形成を来した IgG4関連疾患の一例 

第 100回,  日本消化器病学会九州支部例会,  2012.11.3,  鹿児島 

 

相島慎一、久保雄一郎、田中ゆき、川﨑淳二、山下洋市、調憲、前原喜彦、小田義直. 

肝内胆管癌における IMP3発現の病理学的意義 

第 23回,  日本消化器癌発生学会総会,  2012.11.15-16,  徳島 

 

瀧澤延喜. 

Mesenteric lesion 

第 330回,  九州・沖縄スライドコンファレンス,  2012.11.17,  佐賀 

 

阿萬 紫、大石善丈、小田義直. 

「A群溶連菌感染症」 

厚生労働省班会議「妊産婦死亡時の剖検と病理検査の指針作成委員会」 

第 1回,  妊産婦死亡症例病理カンファレンス,  2012.11.21,  名古屋 

 

*池上幸治、熊谷好晃. 

移植片対宿主病に対する免疫抑制療法中に発症した Campylobacter腸炎の 1例 

消化器内視鏡学会九州支部例会,  2012.11 

 

*井原勇太郎、熊谷好晃 

小腸MALT リンパ腫治療の 9年後に胃に再燃をきたした 1例 

消化器病学会九州支部例会,  2012.11 

 

*近藤雅浩、久保倉尚哉、浅野光一、松本主之、熊谷好晃、平橋美奈子、植木隆、北園孝成. 

腸閉塞を発症し手術へ移行した非特異性小腸潰瘍症の 1例 

消化器病学会九州支部例会,  2012.11 

 

今村紘子、大石善丈、熊谷玲子、阿萬紫、竹内正久、志田佳愛、小田義直. 

腟壁に発生した superficial cervicovaginal myofibroblastomaの一例 

日本婦人科病理学会,  2012.12.15,  宮崎 



 
-9- 

 

佐野由紀子、小田義直. 

噴門部胃癌と酸化ストレス 

第 4回,  九大医薬融合ミーティング疾病と炎症と創薬,  2012.12,  福岡 
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国際学会 

 

Endo M, Setsu N, Takahashi Y, Ishii T, Kohashi K, Yamamoto H, Tamiya S, Matsuda S, Iwamoto Y, Hakozaki M, Iwasaki 

H, Oda Y. 

Clinicopathological and prognostic significance of Akt-mTOR and MAPK pathways and antitumor effect of mTOR 

Inhibitor in malignant peripheral nerve sheath tumor. 

2012 Annual Meeting of USCAP. 

2012.3. 17-23, Vancouver Convention Centre,Vancouver, BC 

 

Oda Y, Ishii T, Takahashi Y, Endo M, Setsu N, Yamamoto H, Tamiya S, Iwamoto Y. 

Epithelial and cartilaginous differentiation in clear cell chondrosarcoma. 

Electronic exhibit at the 2012 Annual meeting of the International Skeletal Society 

2012.9.5-8, Rome, Italy 

 

Kumagai R, Ohishi Y, Imamura H, Oda Y. 

Case J-2; Superficial cervicoviginal myofibroblastoma.  

The 4th Taiwan-Japan Conjoint Slide Conference. 2012.10.26, Tokyo, Japan 

 

Oda Y. 

Slide seminar: Case 4; Fibrocartigenous mesenchymoma of bone.  

XXIXth Congress of the International Academy of Pathology.  

2012.10.3,Cape Town, South Africa（Invited speaker） 

 

Koga Y. 

Cytological diagnosis; how to interpret and how to decide whether positive or not. 

1st Gastric Cancer Tele-conference. 2012.7.31, 

 

Shindo K. 

Fibroblasts expressing Podoplanin enhance the tumor progression of invasive ductal carcinoma of pancreas 

Joint Annual Meeting of The American Pancreatic Association and The Internatonal Association of 

Pancreatology,2012.10.31 – 11.3,  
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講演・シンポジウム 

 

 

 

小田義直 

（シンポジウム）軟部腫瘍の分子基盤と診断・治療における統括病理学. 

第 101回日本病理学会総会 2012.4.27 東京 

 

相島慎一、間野洋平、久保雄一郎、田中ゆき、調憲、前原喜彦、小田義直 

末梢型肝内胆管癌の病理学的特徴: 傍肝門型との比較 

ワークショップ 胆管細胞癌の現状と展開 

第 48回日本肝臓病学会 2012.6.7-8 金沢 

 

小田義直 

（パネルディスカッション）軟部腫瘍における病理診断の up-date. 

第 45回日本整形外科学会骨・軟部腫瘍学術集会 2012.7.15 東京 

 

山元英崇 

原発不明癌の病理 

第 10回日本臨床腫瘍学会学術集会 専門医部会ケースカンファレンス 2012.7.27 大阪 

 

小田義直 

軟部腫瘍の病理診断と遺伝子診断 日本病理学会近畿支部主催 夏季病理診断セミナー 

外科病理学の up-to-date Part2 

2012.8.4-5 京都府立医科大学基礎医学学舎 第 1・2講義室 

 

仲正喜、大久保文彦、野上美和子、寺戸信芳、杉島節夫、神谷武志、岡本龍郎、高山浩一、古賀孝臣、小田義直 

呼吸器領域における迅速細胞診 

（シンポジウム）細胞診診断の迅速報告を考える 

第 28回日本臨床細胞学会九州連合会 2012.9.1 熊本 

 

大石善丈 

子宮体癌の病理組織像 

第 28回日本臨床細胞学会九州連合会ランチョン 2012.9.2 熊本 

 

小田 義直、遠藤 誠、薛 宇孝、孝橋 賢一、山元 英崇、岩本 幸英 

軟部肉腫における分子標的の探索 

Investigation of the molecular target in soft tissue sarcoma 

（シンポジウム）肉腫の病理と治療標的探索 

Topics of bone and soft tissue sarcoma 

第 71回日本癌学会学術総会  2012.9.20. 札幌 
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国際講演・シンポジウム 

 

Oda Y. 

Slide seminar: Case 4; Fibrocartigenous mesenchymoma of bone.  

XXIXth Congress of the International Academy of Pathology.  

Oct 3,2012, Cape Town, South Africa（Invited speaker） 

 


