
学会発表 

 

日本病理学会 

相島慎一、田中ゆき、久保雄一郎、小田義直. 

慢性肝炎・肝硬変に生じる Bile duct adenoma の組織像. 

第 103 回,  2014.4.24-26,  広島 

 

今村紘子、大石善丈、阿萬紫、志田佳愛、篠崎智子、小田義直. 

卵巣高悪性度漿液性腫瘍における非浸潤性パターンは境界悪性成分ではない. 

第 103 回,  2014.4.24-26,  広島 

 

小田義直. 

骨肉腫および Fibroosseous lesion のトピックス. 

コンパニオンミーティング（教育講演） 

第 103 回,  2014.4.24-26,  広島 

 

小田義直. 

軟部腫瘍の分子病理診断. 

分子病理診断講習会（教育講演） 

第 103 回,  2014.4.24-26,  広島 

 

小田義直. 

病理研究の推進に関する病理学会の取り組み. 

オープンフォーラム 

第 103 回,  2014.4.24-26,  広島 

 

河野由紀子、山元英崇、平橋美奈子、熊谷好晃、熊谷玲子、小田義直. 

噴門部胃癌における酸化ストレスの関与についての検討. 

第 103 回,  2014.4.24-26,  広島 

 

田中ゆき、相島慎一、久保雄一郎、小田義直. 

混合型肝癌における幹細胞・癌胎児マーカーの発現と臨床病理像. 

第 103 回,  2014.4.24-26,  広島 

 

平橋美奈子. 

直腸粘膜脱症候群（Mucosal prolapse syndrome；MPS）の概念と病理組織学的特徴について 

第 103 回,  2014.4.24-26,  広島 

 



佛淵由佳、山田裕一、孝橋賢一、山元英崇、古江増隆、岩本幸英、小田義直. 

隆起性皮膚線維肉腫における Akt/mTOR pathway の解析. 

第 103 回,  2014.4.24-26,  広島 

 

山元英崇、田口健一、吉田朗彦、中野貴史、孝橋賢一、小田義直. 

炎症性筋線維芽細胞腫瘍における ALK, ROS1 の発見. 

第 103 回,  2014.4.24-26,  広島 

 

山元英崇. 

多形腺腫由来癌―悪性化進展と臨床病理との関連―. 

第 103 回,  2014.4.24-26,  広島 

 

＊岡野慎士、岡本達郎、池田誠一、梅本雄一郎、川野大悟、諸富洋介、河野幹寛、島松晋一、北原大和、鈴木雄三、

藤下卓才、小田義直、居石克夫、前原喜彦. 

肺腺癌の発癌・進展における Programmed Death of Ligand 1（PD-L1）発現意義の免疫病理学的検討. 

第 103 回,  2014.4.24-26,  広島 

 

＊佐々木毅、伊藤智雄、宇於崎宏、大橋健一、小田義直、金井弥栄、豊国伸哉、豊澤悟. 

病理学の疫学 2013 

第 103 回,  2014.4.24-26,  広島 

 

＊塚本吉胤、渡邊隆弘、山田裕一、孝橋賢一、小田義直、廣田誠一. 

特異な組織像を示した眼窩 solitary fibrous tumor の一例. 

第 103 回,  2014.4.24-26,  広島 

 

＊寅田信博、赤川進、水内祐介、大内田研宙、水元一博、相島慎一、小田義直、田中雅夫. 

Tissue Tablet 法（簡便な凍結組織アレイ作製に対応した高効率手術切除組織保存法）２年間の運用報告. 

第 103 回,  2014.4.24-26,  広島 

 

 

日本臨床細胞学会総会（春期大会） 

＊川崎章平、大久保文彦、中附加奈子、仲正喜、大石善丈、渡辺寿美子、小田義直、高山浩一、岡本龍郎、杉島節夫. 

肺腺癌の EGFR 遺伝子変異の有無による細胞学的検討について. 

第 55 回,  2014.6.5-7,  横浜 

 

＊郡司香織、稲田千文、石原明、小田義直. 

下顎骨に発生した Ewing 肉腫/PNET の一例. 

第 55 回,  2014.6.5-7,  横浜 



 

＊園田顕三、小林裕明、野上美和子、仲正喜、大久保文彦、矢幡秀昭、奥川馨、兼城英輔、小田義直、加藤聖子. 

当科で経験した子宮頸部明細胞腺癌 4 例の細胞診所見に関する解析. 

第 55 回,  2014.6.5-7,  横浜 

 

＊中附加奈子、大久保文彦、寺戸信芳、野上美和子、仲正喜、久保真、徳永えり子、山元英崇、相島慎一、小田義直. 

乳腺腺筋上皮腫の 3 例. 

第 55 回,  2014.6.5-7,  横浜 

 

消化器病学会九州支部例会 

＊金玹志、田畑寿彦、船田摩央、藤田逸人、新山秀昭、平橋美奈子、江崎幹宏. 

狭窄及び廔孔を有する回盲部潰瘍に対して外科的切除を行い、経過中に口腔内潰瘍と陰部潰瘍が発生し腸管ベーチェ

ット病が疑われた 1 例 

第 103 回,  2014.7.4-5, 福岡 

 

＊立花雄一、中村和彦、高柳涼一、瀧澤延喜、小田義直. 

膵腫瘍と鑑別を要した傍膵結核性リンパ節炎の 1 例 

第 103 回,  2014.7.4-5, 福岡 

 

＊長畑誠修、江崎幹宏、永田豊、梅野淳嗣、天野角哉、中村昌太郎、前山良、植木隆、一瀬理沙、熊谷好晃、 

平橋美奈子、出口智弘、北園孝成. 

多発大腸癌を合併した Cronkhite-Canada 症候群の 1 例 

第 103 回,  2014.7.4-5, 福岡 

 

＊府川恭子、白暁鵬、深浦啓太、澤村紀子、田中義将、小森圭司、牟田和正、小副川敬、井星陽一郎、岩佐勉、 

後藤綾子、伊原栄吉、瀧澤延喜、長田美佳子、平橋美奈子、山元英崇、中村和彦、高柳涼一. 

胃型十二指腸腺腫の１例 

第 103 回,  2014.7.4-5, 福岡 

 

 

第 47 回日本整形外科学会骨・軟部腫瘍学術集会 

小田義直: 

軟部腫瘍の 2013 年新 WHO 分類.（教育講演） 

第 47 回, 2014.7.17-18, 大阪 

 

前川啓、孝橋賢一、井浦国生、石井武彰、高橋祐介、山田裕一、岩本幸英、小田義直. 

滑膜肉腫臨床検体における melanoma inhibitory activity protein の発現. 

第 47 回, 2014.7.17-18, 大阪 



 

＊遠藤誠、薛宇孝、箱崎道之、戸次大史、井浦国生、前川啓、石井武彰、高橋祐介、山田裕一、孝橋賢一、山元英崇、

松延知哉、松本嘉寛、播磨谷勝三、岩本幸英、小田義直. 

悪性末梢神経鞘腫瘍における PTEN の発現解析と予後的意義の検討. 

第 47 回, 2014.7.17-18, 大阪 

 

＊播磨谷勝三、松本嘉寛、松延知哉、遠藤誠、中馬広一、小田義直、岩本幸英. 

硬膜内髄外に発生した Ewing 肉腫/primitive nueroectodermal tumor の治療成績. 

第 47 回, 2014.7.17-18, 大阪 

 

＊廣瀬毅、遠藤誠、松本嘉寛、松延知哉、播磨谷勝三、小田義直、岩本幸英. 

悪性骨腫瘍に対する second line 化学療法としての ifosfamide, carboplatin, etoposide 併用療法(ICE 療法)の安全性と

有効性の検討. 

第 47 回, 2014.7.17-18, 大阪 

 

＊福島俊、横山信彦、鍋島央、畑野美穂子、遠藤誠、松延知哉、福士純一、松本嘉寛、播磨谷勝三、小田義直、 

岩本幸英. 

当科におけるデスモイド型線維腫症の治療成績と今後の展望. 

第 47 回, 2014.7.17-18, 大阪 

 

 

日本婦人科腫瘍学会 

大石善丈. 

ワークショップ②  

婦人科癌の形態と機能の架け橋 卵巣明細胞癌 (形態)  

卵巣明細胞癌の病理組織像 

第 56 回, 2014.7.17-19, 宇都宮 

 

大石善丈. 

病理症例検討会 

CP01-1 高齢者に発症したセルトリレイディッヒ細胞腫の一例 

第 56 回, 2014.7.17-19, 宇都宮 

 

大石善丈. 

卵巣癌治療ガイドラインコンセンサスミーティング 

第 2 章 悪性表層上皮性腫瘍 病理総論 

CQ7 術中迅速病理診断の意義は？ 

第 56 回, 2014.7.17-19, 宇都宮 



 

日本癌学会学術総会 

井浦国生、孝橋賢一、石井武彰、前川啓、山田裕一、戸次大史、山元英崇、遠藤誠、岩本幸英、小田義直. 

癌精巣抗原 PRAME と NY−ESO−1 の脂肪肉腫での発現と粘液／円形細胞型脂肪肉腫における臨床病理学的因子との

関連. 

第 73 回,  2014.9-25-27, 横浜 

 

小田義直、山田裕一、孝橋賢一、山元英崇、岩本幸英. 

紡錘型細胞軟部肉腫における Akt-mTOR シグナル経路の活性化とその治療応用の可能性. 

シンポジウム：肉腫における基礎・臨床研究の最前線 

第 73 回,  2014.9-25-27, 横浜 

 

熊谷好晃、平橋美奈子、山元英崇、江崎幹宏、松本主之、小田義直、北園孝成. 

潰瘍性大腸炎関連腫瘍における酸化ストレス関連 MTH1、OGG1 蛋白発現の関係. 

第 73 回,  2014.9-25-27, 横浜 

 

瀧澤延喜、大石善丈、相島慎一、平橋美奈子、髙橋俊介、中村和彦、高柳涼一、小田義直. 

大腸神経内分泌細胞癌の分子学的特徴についての検討. 

第 73 回,  2014.9-25-27, 横浜 

 

西嶋利光、山元英崇、中野貴史、橋本和樹、中島寅彦、田口健一、益田宗幸、本下潤一、白土秀樹、小宗静男、 

小田義直. 

多形腺腫由来癌における HER2 と EGFR 遺伝子コピー数の増加と浸潤および予後との関連. 

第 73 回,  2014.9-25-27, 横浜 

 

＊鍋島央、松本嘉寛、福士純一、井浦国生、飯田圭一郎、播･谷勝三、小田義直、岩本幸英. 

粘液型脂肪肉腫においてマクロファージの浸潤は予後不良因子である. 

第 73 回,  2014.9-25-27, 横浜 

 

 

日本臨床細胞学会秋季大会 

大石善丈. 

卵巣癌の組織発生 

第 53 回,  2014.11.8-9, 下関 

 

小田義直. 

軟部腫瘍病理診断における分子病理の応用.（教育講演） 

第 53 回,  2014.11.8-9, 下関 



 

＊仲正喜、大石善丈、加来恒壽、渡辺寿美子、田宮貞史、大久保文彦、加藤聖子、小田義直、杉島節夫. 

卵巣明細胞腺癌における核内封入体の細胞診断学的有用性. 

第 53 回,  2014.11.8-9, 下関 

 

＊矢幡秀昭、一戸晶元、兼城英輔、河野善明、奥川馨、園田顕三、加来恒壽、大石善丈、 

大久保文彦、仲正喜、仲附加奈子、山元英崇、小田義直、加藤聖子. 

頚部細胞診所見が契機となり小細胞癌と扁平上皮癌の共存が疑われた子宮頸癌の一例. 

第 53 回,  2014.11.8-9, 下関 

 

 

日本消化器癌発生学会総会 

財津瑛子、沖英次、安藤幸滋、中島雄一郎、今村裕、大垣吉平、佐伯浩司、小田義直、 

前原喜彦. 

胃癌における PTEN の発現と予後および HER2 発現との関連に関する検討. 

第 25 回,  2014.11.13-14, 福岡 

 

服部正見、大石善丈、相島慎一、水内祐介、宮崎哲之、阿部篤、大薗慶吾、持留直希、田中雅夫、小田義直. 

胆嚢癌における NAD（P）H:quinine oxidoreductase-1 発現の臨床的意義. 

第 25 回,  2014.11.13-14, 福岡 

 

平橋美奈子、古賀裕、熊谷玲子、田口健一、小田義直. 

若年者低分化粘膜内胃癌における iNOS と Peroxiredoxin 蛋白発現. 

第 25 回,  2014.11.13-14, 福岡 

 

水内祐介、相島慎一、大内田研宙、服部正見、宮崎哲之、水元一博、田中雅夫、小田義直. 

通常型膵癌の予後不良マーカーAGR2 発現低下は間質膵星細胞由来 TGFβより起こり、EMT と相関する. 

第 25 回,  2014.11.13-14, 福岡 

 

 

日本病理学会秋期特別総会 

阿萬紫、大石善丈、小田義直. 

妊産婦死亡における感染症―劇症型溶血性連鎖球菌感染症の経験から 

第 60 回, 2014.11.19-21, 沖縄 

 

大石善丈. 

婦人科腫瘍の新知見と疾患概念の整理、および抗癌剤耐性機序の解明.（A 演説） 

第 60 回, 2014.11.19-21, 沖縄 



 

 

日本小児血液・がん学会学術総会 

＊川久保尚徳、代居良太、宗崎良太、木下義晶、林田真、家入里志、古賀友紀、三好きな、 

久田正昭、孝橋賢一、小田義直、原寿郎、田口智章. 

３D プリンター作成立体臓器モデルを用いた小児固形悪性腫瘍手術シミュレーションの有用性. 

第 56 回,  2014.11.28-30, 岡山 

 

＊木下義晶、宗崎良太、川久保尚徳、代居良太、中島健太郎、古賀友紀、久田正昭、三好きな、 

孝橋賢一、小田義直、高田英俊、原寿郎、田口智章. 

九州大学病院における小児固形腫瘍のキャンサーボード活動状況. 

第 56 回,  2014.11.28-30, 岡山 

 

＊宗崎良太、川久保尚徳、代居良太、家入里志、木下義晶、古賀友紀、三好きな、小田義直、 

原寿郎、橋爪誠、田口智章. 

新生児副腎嚢胞性病変の４例. 

第 56 回,  2014.11.28-30, 岡山 

 

＊中島健太郎、古賀友紀、小野宏彰、小林賢子、宗崎良太、木下義晶、三好きな、山元英崇、小田義直、高田英俊、

原寿郎. 

小児顆粒球肉腫の 3 例. 

第 56 回,  2014.11.28-30, 岡山 

 

＊細野亜古、金田英秀、原純一、木下義晶、孝橋賢一、真部淳、塩田曜子、中面哲也. 

難治性小児固形腫瘍に対するペプチドカクテルワクチン療法の第１相試験第一報. 

第 56 回,  2014.11.28-30, 岡山 

 

＊代居良太、宗崎良太、岩中剛、吉田聖、安松隆治、三好きな、久田正昭、木下義晶、小宗静男、田口智章. 

先天性浸潤性顔面脂肪腫瘍の一例. 

第 56 回,  2014.11.28-30, 岡山 

 

 

消化器病学会九州支部例会 

＊岩佐勉、瀧澤延喜、高橋俊介、中村和彦. 

専門医セミナー 病理解説 

第 104 回, 2014.12.5-6, 大分 

 

 



＊ 清森亮祐、中村昌太郎、池上幸治、保利喜史、貫陽一郎、前畠裕司、一瀬理沙、熊谷好晃、平橋美奈子、江崎幹宏、 

山田義生、北園孝成. 

リンパ腫様胃症(lymphomatoid gastropathy)の 1 例 

第 104 回, 2014.12.5-6, 大分 

 

＊田中貴英、江崎幹宏、保利喜史、前畠裕司、梅野淳嗣、森山智彦、一瀬理沙、熊谷好晃、平橋美奈子、植木隆、 

中村昌太郎、北園孝成. 

診断後早期に小腸癌合併が確認された小腸大腸型クローン病の一例 

第 104 回, 2014.12.5-6, 大分 

 

＊山口恵梨子、麻生暁、小副川敬、白暁鵬、澤村紀子、富田洋介、伊原栄吉、中村和彦、永井英司、沖英次、 

瀧澤延喜、高橋俊介、高栁涼一. 

胃以外の消化管 GIST における EUS-FNA の臨床的意義 

第 104 回, 2014.12.5-6, 大分 

 

 

 

その他の学会研究会 

財津瑛子. 

Parotid gland tumor. 

第 337 回 九州・沖縄スライドコンファレンス, 2014.1.25, 鹿児島 

 

小田義直. 

軟部腫瘍の病理（教育講演） 

第 27 回 JCR ミッドウインターセミナー,  2014.2.1, 福岡国際会議場 

 

山元英崇. 

頭頸部領域の細胞診. （講演） 

平成 25 年度老人保健法指定講習会,  2014.2.15,  福岡 

 

山元英崇. 

本邦における遺伝子変異解析の位置づけ（ディスカッサント） 

Japan GIST Opinion Leader Summit,  2014.2.22, 東京 

 

野崎優衣、本下潤一. 

Tumor of the nasal cavity to nasopharynx. 

第 338 回 九州・沖縄スライドコンファレンス, 2014.3.15, 長崎 

 



財津瑛子、沖英次、安藤幸滋、伊藤修平、日吉幸晴、佐伯浩司、森田勝、前原喜彦. 

胃癌における PTEN の発現と予後および HER2 発現との関連に関する検討 

第 114 回 日本外科学会定期学術集会,  2014 .4.3-5, 京都 

 

＊田村公二, 大塚隆生, 松永壮人, 木村英世, 渡邉雄介, 井手野昇, 安蘓鉄平, 宮崎哲之, 相島慎一, 大内田研宙, 上田

純二, 高畑俊一, 小田義直, 水元一博, 田中雅夫 

主膵管型 IPMN の monoclonality と GNAS 遺伝子変異の意義 

第 114 回 日本外科学会定期学術集会,  2014.4.3-5, 京都 

 

＊松尾光通、戸田尚子、石井加奈子、大場詩子、古賀友紀、井原健二、原寿郎、手柴理沙、宗崎良太、家入里志、田

口智章、松延知哉、大石正信、山田裕一、孝橋賢一、小田義直、中本裕士. 

多発性 FGF23 産生腫瘍による低リン血症性くる病の 14 歳女児例(会議録/症例報告) 

第 87 回 日本内分泌学会学術総会, 2014.4.24-26, 福岡国際会議場  

 

＊今田憲二郎、塩田真己、孝橋賢一、黒岩顕太郎、宋裕賢、杉本昌顕、小田義直、内藤誠二. 

前立腺癌進展における Y-box-binding protein-1(YB-1)と Raf/MEK/ERK 経路の相互制御 

第 102 回 日本泌尿器科学会総会,  2014.4.24.-27, 神戸 

 

田中ゆき、相島慎一、王歓林、樋田知之、奥村幸彦、調憲、前原喜彦、小田義直. 

混合型肝癌の予後予測における非肝細胞癌成分の重要性 

The non-HCC component is the important prognostic factor of combined hepatocellular and cholangiocarcinoma 

パネルディスカッション 混合型肝癌の病理と診断 

第 50 回 日本肝癌研究会,  2014.6.5-6.6, 京都 

 

一瀬理沙. 

大腿腫瘍、顆粒細胞腫. 

第 339 回 九州・沖縄スライドコンファレンス, 2014.5.10, 福岡 

 

中司悠、安藤幸滋、日吉幸晴、坂本快郎、伊藤修平、佐伯浩司、沖英次、森田勝、前原喜彦. 

両下肢進展を伴う 4 型直腸癌に対し Panitumumab の効果を認めた一例 

第 51 回 九州外科学会,  2014.5.10, 北九州 

 

＊徳丸佳世、伊原栄吉、白暁鵬、府川恭子、深浦啓太、田中義将、澤村紀子、小森圭司、牟田和正、小副川敬、 

後藤綾子、井星陽一郎、岩佐勉、中村和彦、板場壮一、瀧澤延喜、平橋美奈子、相島慎一、小田義直、高柳涼一. 

主リンパ節転移を来した 3mm 大、回腸原発 Neuroendocrine tumor の 1 例 

第 87 回 日本消化器内視鏡学会総会, 2014.5.15-17, 福岡 

 

 



＊松本嘉寛、遠藤誠、播磨谷勝三、林田光正、岡田誠司、松延知哉、小田義直、岩本幸英. 

砂時計腫形態を呈した悪性末梢神経鞘腫瘍の画像的特徴 

第 87 回 日本整形外科学会学術総会,  2014.5.22-25, 神戸 

 

＊遠藤誠、松延知哉、松本嘉寛、播磨谷勝三、Torsten O Nielsen、小田義直、岩本幸英. 

骨・軟部腫瘍を含む間葉系腫瘍における MCL1 および BCL2 蛋白発現の網羅的解析 

第 87 回 日本整形外科学会学術総会,  2014.5.22-25, 神戸 

 

＊稲富裕佑、永江航之介、村田真帆、中村美沙、幸田太、戸次大史、孝橋賢一、小田義直、古江増隆. 

大腿部に発生した原発性骨外性粘液型軟骨肉腫の 1 例 

第 113 回 日本皮膚科学会, 2014.5.31-6.1, 京都 

 

＊長畑誠修、浅野光一、一瀬理沙、熊谷好晃、平橋美奈子、中村昌太郎、江崎幹宏、北園孝成、仲田興平、永井英司. 

嚢胞を伴い幽門部通過障害をきたした胃異所性膵の一例 

第 305 回 日本内科学会九州地方会例会, 2014.5.31, 久留米 

 

＊家入里志、宗崎良太、小幡聡、植村宗則、木下義晶、古賀友紀、住江愛子、孝橋賢一、小林洋、藤江正克、 

小田義直、原寿郎、橋爪誠、田口智章. 

各領域の外科手術における術前画像シミュレーション・術中ナビゲーション手術 小児外科領域における手術ナビゲー

ションの導入 

第 39 回 日本外科系連合学会,  2014.6.19-20,  東京 

 

戸次大史、孝橋賢一、山元英崇、山田裕一、井浦国生、石井武彰、前川啓、小田義直. 

右大腿部軟部腫瘍 

第 51 回 bone tumor club,  2014.6.21, 松本 

 

伊東孝通、和田麻衣子、隈有希、中原真希子、山田 裕一、岡野慎士、小田義直、古江増隆. 

著明なアミロイド沈着を伴った眼瞼の色素性ボーエン病 

第 30 回 皮膚悪性腫瘍学会,  2014.7.4-5, 東京 

 

寺戸信芳、仲正喜、野上美和子、大久保文彦、中附加奈子、杉島節夫、孝橋賢一、山元英崇, 

久保真、徳永えり子、小田義直. 

多形型非浸潤性小葉癌の２例 

第 30 回 日本臨床細胞学会九州連合会学会,  2014.7.5, 佐賀 

 

＊稲富裕佑、永江航之介、清松真理、中村美沙、師井洋一、宮崎哲之、山田裕一、小田義直、古江増隆. 

Perineurioma 神経線維腫症 1 型に合併した例(会議録/症例報告) 

第 369 回 日本皮膚科学会福岡地方会,  2014.7.6, 久留米大学 



 

王歓林. 

胃病変 

第 340 回 九州・沖縄スライドコンファレンス,  2014,7,19, 福岡 

 

小田義直. 

骨肉腫における転写因子 YB-1 およびケモカインレセプターCXCR4 発現 

シンポジウム「骨微小環境とがんの遭遇」 

第 32 回 日本骨代謝学会学術総会,  2014.7.24, 大阪 

 

三好きな、久田正昭、孝橋賢一、山田裕一、山元英崇、岩本幸英、田口智章、小田義直. 

横紋筋肉腫における CXCR4、CXCR7、VEGF の発現と臨床病理学的検討 

第 11 回 日本病理学会カンファレンス,  2014.8.1-2, 神戸 

 

＊田口智章、木下義晶、宗崎良太、代居良太、川久保尚徳、古賀友紀、原寿郎、久田正昭、三好きな、孝橋賢一、 

小田義直. 

小児がん治療の Up to Date AYA世代のがんをどう治療するか? 小児固形悪性腫瘍の現状 九州地区中核病院として

の過去・現在・未来の取り組み 

第 52 回 日本癌治療学会学術集会,  2014.8.28-30, 横浜 

 

久田正昭、三好きな、山田裕一、孝橋賢一、山元英崇、大石善丈、小田義直. 

右精巣腫瘍の 1 例 

小児腫瘍症例検討会,  2014.9.5,  岡山大学 

 

阿部篤.  

卵巣腫瘍、microcystic stromal tumor 

第 341 回 九州・沖縄スライドコンファレンス,  2014.9.6, 福岡赤十字病院 

  

篠﨑智子. 

子宮腫瘍、small cell carcinoma 

第 341 回 九州・沖縄スライドコンファレンス,  2014.9.6, 福岡赤十字病院 

 

今村紘子. 

卵巣腫瘍、teratoid carcinosarcoma 

第 341 回 九州・沖縄スライドコンファレンス,  2014.9.6, 福岡赤十字病院 

 

 

 



小田義直. 

そうだったのか pNET/pNEC の病理診断 

ALL KYUSHU pNET Practical Confeence～ガイドラインに基づく最新の pNET 治療～, 

2014.9.13, ヒルトン福岡シーホーク 

 

＊藤田陽子、川波哲、神谷武志、山崎誘三、米澤政人、長尾充展、薮内英剛、孝橋賢一、中村勝也、本田浩. 

中縦隔に発生した paraganglioma の 1 例 

第 50 回 日本医学放射線学会秋季臨床大会,  2014.9.26-28, 神戸 

 

小田義直. 

新 WHO 分類における軟部腫瘍の新たな疾患概念 

癌の病態解析セミナー北陸がんプロＦＤ講演会,  2014.9.18, 金沢医科大学 

 

＊ 麻生暁、小副川敬、澤村紀子、肱岡真之、新名雄介、伊原栄吉、久保宏明、五十嵐久人、伊藤鉄英、中村和彦、 

高柳涼一、髙橋俊介、瀧澤延喜、長田美佳子、小田義直、本田邦臣、松坂浩史. 

EUS-FNA が診断確定に有用であった胃 schwannoma の 3 例 

第 88 回 日本消化器内視鏡学会総会,  2014.10.23-26, 神戸. 

 

＊小副川敬、澤村紀子、久保宏明、肱岡真之、新名雄介、麻生暁、伊原栄吉、五十嵐久人、中村和彦、伊藤鉄英、 

高柳涼一、高畑俊一、田中雅夫、調憲、前原嘉彦、瀧澤延喜、髙橋俊介、小田義直. 

画像診断に苦慮した膵漿液性嚢胞腺腫の 3 例 

第 88 回 日本消化器内視鏡学会総会,  2014.10.23-26, 神戸. 

 

＊廣田誠一、長谷川匡、櫻井信司、和田龍一、根本哲生、山元英崇. 

GIST Pathology Expert Meeting. （パネルディスカッション） 

より正確な再発リスク評価のために～核分裂像の評価を中心として～ 

2014.10.25. 東京 

 

大塚洋、孝橋賢一、山元英崇、山田裕一、戸次大史、井浦国生、前川啓、石井武彰、遠藤誠、小田義直. 

6 歳 男性 左臀部腫瘍 

第 52 回 日本骨軟部腫瘍研究会, 2014.11.1, 札幌 

 

大久保文彦、仲正喜、中附加奈子、野上美和子、杉島節夫、山元英崇、平橋美奈子、大石善丈、小田義直、西国広. 

「細胞診断における Giemsa 染色の低力」～主として体腔液について～ 

ワークショップ・細胞診断における Giemsa 染色の低力 

第 53 回 日本臨床細胞学会（秋期大会）,  2014.11.8-9, 下関 

 

 



＊福士純一、遠藤誠、戸次大史、水内秀城、小田義直、岩本幸英. 

ヒラメ筋内の Fibromatosis による尖足の一例 

第 39 回 足の外科学会, 2014.11.13-14, 宮崎 

 

＊高田和樹、岡野慎士、寺石紘司、桂正和、鈴木雄三、藤下卓才、北原大和、島松晋一郎、諸富洋介、田川哲三、 

岡本龍郎、小田義直、前原喜彦. 

肺腺癌の発癌・進展における Programmed Death of Ligand 1 発現の意義 

第 55 回 日本肺癌学会,  2014.11.14-16,  国立京都国際会館 

 

奥村幸彦. 

70 歳男性 肝腫瘍 

第 342 回 九州・沖縄スライドコンファレンス, 2014.11.15, 中津市民病院 

 

小田義直. 

骨腫瘍における新 WHO 分類の変更点 

シンポジウム：骨軟部腫瘍の新 WHO 分類（シンポジスト、モデレーター） 

2014 年国際病理アカデミー日本支部教育シンポジウム,  2014.11.22,  浦添 

 

中附加奈子、大久保文彦、仲正喜、清松桂子、野上美和子、園田顕三、加藤聖子、加来恒壽、小田義直. 

子宮頸部における液状化検体細胞診(Liquid Based Cytology:LBC)の検討 

第 61 回 日本臨床検査医学会 学術集会, 2014.11.22-25, 福岡 

 

小田義直. 

軟部腫瘍の遺伝子診断と新たな疾患概念.（特別講演） 

第８回 しまなみ骨・関節フォーラム,  2014.12.11, 松山 

 

仲正喜、大久保文彦、山元英崇、平橋美奈子、孝橋賢一、宗崎良太、田口智章、小田義直. 

横紋の認識が診断に有用であった胎児型横紋筋肉腫の１例 

第 30 回 福岡県臨床細胞学会, 2014.12.14, 福岡赤十字病院 

 

 

＜国際学会＞ 

 

2014 Annual Meeting of Taiwan Society of Pathology and IAP Taiwan Division, 

Oda Y. 

Recent advances in molecular pathology of soft tissue sarcomas: Keynote lecture (Invited lecture) 

2014.5.25, Taipei, Taiwan 

 



Oda Y. 

Myoepithelial carcinoma: Slide seminar (Invited Lecture) 

2014.5.25, Taipei, Taiwan 

 

 

The 98th Annual Meeting of the German Society of Pathology 

Oda Y. 

Activation of Akt-mTOR pathway and its therapeutic implication in spindle cell soft tisue sarcomas. (Invited 

lecture) 

Joint Japanese German Symposium 

2014.6.13, Berlin, Germany 

 

Oda Y. 

Soft tissue tumors including entities currently under discussion. (Invited lecture) 

Diagnostic Courses in Cooperation with the German Division of the International Academy of Pathology 

2014.6.14, Berlin, Germany 

 

 

XXXth  Congress of the International Academy of Pathology 

Oda Y. 

Slide seminar: Angiofibroma of soft tissue (Invited lecture) 

2014.8. 8,  Bangkok, Thailand 

 

Oda Y. 

Short course: Unusual soft tissue (Invited lecture) 

2014.8. 10,  Bangkok, Thailand 

 

 

The 5th Tiaiwan-Japan joint slide conference 

Ohishi Y. 

Mesenteric tumor (discussant) 

2014.10.25-26, Taipei 

 

Imamura H, Ohishi Y, Aman M, Kato K, Oda Y. 

Ovarian tumor, teratoid carcinosarcoma 

2014.10.25-26, Taipei 

 

 



その他 

Oda Y. 

Fibrogenic and Fibrohistiocytic Tumors (Invited lecture) 

19th Korean Academy of Science and Technology, International Symposium 

Bone Health-Occurrence of tumors and genetic personalized therapy, 2014.6 28, Seoul, Korea 

 

＊Tamura K, Ohtsuka T, Matsunaga T, Date K, Fujimoto T, Kimura H, Watanabe Y, Miyazaki T, Miyasaka Y, 

Ohuchida K, Takahata S, Oda Y, Mizumoto K, Tanaka M. 

Pancreatic Ductal Adenocarcinoma Concomitant with Main Duct Intraductal Papillary Mucinous Neoplasm: 

Report of 3 Cases 

International Symposium on Pancreas Cancer 2014, 2014.7.3-5, Verona 

 

Yamamoto H, Nakano T, Nishijima T, Oda Y. 

Hyalinizing clear cell carcinoma with EWSR1-ATF1 fusion gene; report of 3 cases with molecular analyses. 

The 26th European Congress of Pathology, 2014.8.30-9.3, London, UK 

 

Ito T, Yamamoto O, Oda Y, Furue M. 

A red nodule on the forehead of 83-year-old woman.  

The 3rd Eastern Asia Dermatology Congress,  2014.9.24-26, Jeju, Korea 

 

＊Tamura K, Ohtsuka T, Matsunaga T, Date K, Fujimoto T, Kimura H, Watanabe Y, Miyazaki T, Ohuchida K, 

Takahata S, Oda Y, Mizumoto K, Tanaka M. 

Assessment of Clonality of Multisegmental Main Duct Intraductal Papillary Mucinous Neoplasms of the 

Pancreas Based on GNAS Mutation Analysis 

45th Annual Meeting of the American Pancreatic Association (APA) and Japan Pancreas Society (JPS), 

2014.11.5-8, Hawaii 


