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*は他教室への協力 

 

日本病理学会総会 

 

阿部篤、大石善丈、宮崎晢之、大薗慶吾、持留直希、佐伯潔、小田義直 

膵 Solid-pseudopapillary neoplasm は小嚢胞構造をとりうる 

第 105 回,2016.5.12-14,仙台 

 

伊東孝通、孝橋賢一、山田裕一、岩崎健、前川啓、久田正昭、古江増隆、小田義直 

血管肉腫における FOXM1 発現と治療ターゲットとしての可能性 

第 105 回,2016.5.12-14,仙台 

 

岩崎健 

メルケル細胞癌の病態メカニズムの解明 
第 105 回,2016.5.12-14,仙台 

 

大薗慶吾、佐伯潔、持留直希、阿部篤、宮崎晢之、本下潤一、大石善丈、小田義直 

肺扁平上皮癌において BDNF/TrkB 経路は治療標的になり得る 

第 105 回,2016.5.12-14,仙台 

 

小田義直 

宿題報告：軟部肉腫の病理病態ー形態から分子生物学的アプローチへ 

第 105 回日本病理学会総会,2016.5.12-14,仙台 

 

木下伊寿美、山田裕一、孝橋賢一、山元英崇、小田義直 

虚血性筋膜炎における MDM2、CDK4 および p16 発現の検討 

 

古賀裕、平橋美奈子、鶴田伸一、中野佳余子、樋田理沙、河野由紀子、熊谷好晃、小田義直 

de novo type の大腸癌の異型度、形質発現、beta-catenin や p53 の発現について 

第 105 回,2016.5.12-14,仙台 

 

 



篠崎智子、大石善丈、阿萬紫、今村紘子、志田佳愛、安武伸子、小田義直 

通常型と胃型、両者に類似した形態が混在する子宮頸部腺癌の検討 

第 105 回,2016.5.12-14,仙台 

 

樋田理沙、山元英崇、平橋美奈子、熊谷玲子、熊谷好晃、西山憲一、小田義直 

十二指腸腫瘍の形質と分子生物学的特徴 

第 105 回,2016.5.12-14,仙台 

 

山元英崇、吉田朗彦、田口健一、孝橋賢一、畑中優衣、山下篤、森大輔、小田義直 

炎症性筋線維芽細胞腫瘍における ALK、ROS1、NTRK3 遺伝子再構成 

第 105 回,2016.5.12-14,仙台 

 

*阿部知恵、熊谷、孝橋賢一、山田裕一、小田義直 

心房内蔵錯位症候群に Alveolar capillary dysplasia を合併し出産直後に死亡した新生児の１剖検例 

第 105 回,2016.5.12-14,仙台 

 

*上里梓、鬼丸満穂、米満吉和、石橋浩晃、小田義直 

チロシンキナーゼ型受容体 Tie-1 の可溶型変換機構の意義に関する分子細胞学的研究 

第 105 回,2016.5.12-14,仙台 

 

*松下能文、大石善丈、安武伸子、小田義直 

子宮内膜及び卵管上皮を置換して表層進展した子宮頸部腺癌の一例 

第 105 回,2016.5.12-14,仙台 

 

*山下享子、孝橋賢一、山田裕一、小田義直、豊國伸哉 

骨外性骨肉腫との比較における骨軟骨形成性脱分化型脂肪肉腫の臨床病理学的検討 

第 105 回,2016.5.12-14,仙台 

 

 

日本病理学会秋期特別総会 

 

孝橋賢一 

A 演説(学術研究賞)：A-5 SMARCB1/INI1 蛋白欠失腫瘍群における遺伝子異常と鑑別診断 

Clinicopathologic and molecular analysis, and differential diagnosis in SMARCB1/INI1 deficient tumors 

第 62 回,2016.11.10-11,金沢 



 

日本癌学会学術総会 

 

奥村幸彦、孝橋賢一、田中ゆき、小田義直 

Activation of the Akt/mTOR pathway in Combined hepatocellular carcinoma and cholangiocarcinoma 

混合型肝癌における Akt/mTOR pathway の解析 

第 75 回,2016.10.06-08,横浜 

孝橋賢一、田中祐吉、岸本宏志、山元英崇、山田裕一、木下伊寿美、田口智章、小田義直 

Re-classification of rhabdoid tumor: three subtypes of rhabdoid tumor according to their histological 

features 

悪性ラブドイド腫瘍の再分類：組織学的特徴に基づく 3 つの亜型 

第 75 回,2016.10.06-08,横浜 

 

佐藤方宣、山元英崇、西嶋利光、中島寅彦、田口健一、益田宗幸、中川尚志、小田義直 

Frequent Wnt/β-catenin signaling pathway alterations in basal cell tumors of the salivary gland 

唾液腺基底細胞腫瘍には Wnt/β-catenin シグナル異常が高頻度に存在する 

第 75 回,2016.10.06-08,横浜 

 

*杉本昌顕、孝橋賢一、塩田真己、黒岩顕太郎、内藤誠二、小田義直 

Epithelial to mesenchymal transition in clear cell renal cell carcinoma with rhabdoid features 

横紋筋肉腫様変化を伴う腎細胞癌における上皮間葉転換の検討 

第 75 回,2016.10.06-08,横浜 

 

*元島崇信、菰原義弘、野口紘嗣、山田壮亮、北田昇平、河野吉昭、高橋渡、杉本昌顕、 

竹屋元裕、藤本直浩、中山敏幸、小田義直、江藤正俊 

PD-L1 expression in papillary renal cell carcinoma 

乳頭状腎細胞癌における PD-L1 発現についての検討 

第 75 回,2016.10.06-08,横浜 

 

*福島俊、松本嘉寛、遠藤誠、飯田圭一郎、福士純一、播广谷勝三、小田義直、岩本幸英 

Role of Hypoxia-inducible Factor in Malignant Peripheral Nerve Sheath Tumors 

悪性末梢神経鞘腫瘍における低酸素誘導因子の発現とその意義 

第 75 回,2016.10.06-08,横浜 

 

 



日本整形外科学会骨軟部腫瘍学術集会 

 

戸次大史、孝橋賢一、山田裕一、井浦国男、石井武彰、前川啓、大塚洋、山元英崇、箱崎道之、鍋島一樹、岩

本幸英、小田義直 

未分化多形性肉腫において,STAT3 のリン酸化は予後良好因子である 

第 49 回,2016.7.14-15,東京 

 

 

前川啓、大塚洋、戸次大史、孝橋賢一、岩本幸英、小田義直 

臨床検体および新規樹立細胞株を用いた軟部平滑筋腫における FOXM1 タンパク発現の検討 

第 49 回,2016.7.14-15,東京 

 

*遠矢政和、横山良平、田口健一、山田裕一、小田義直、鍋島一樹、諌山照刀 

骨盤骨腫瘍 

第 49 回,2016.7.14-15,東京 

 

*福島俊、松本嘉寛、中川亮、横山信彦、鍋島央、畑野美穂子、遠藤誠、松延知哉、福士純一、播广谷勝三 小

田義直 岩本幸秀 

悪性末梢神経鞘腫瘍に対する低酸素誘導因子阻害剤の有効性の検討 

第 49 回,2016.7.14-15,東京 

 

 

日本小児血液・がん学会学術集会 

 

木下伊寿美、山田裕一、孝橋賢一、小田義直 

小児に発生した多発リン酸塩尿性間葉系腫瘍 

第 58 回,2016.12.15-17,東京 

 

武本淳吉、孝橋賢一、久田正昭、宗崎良太、木下義晶、小田義直、田口智章 

Kaposiform hemangioendothelioma の症例研究 

第 58 回,2016.12.15-17,東京 

 

 

 

 



日本消化器癌発生学会総会 

 

中司悠、沖英次、中西良太、西村章、堤亮介、工藤健介、中島雄一郎、杉山雅彦、佐伯浩司、 

小田義直、前原喜彦 

散発性大腸癌における免疫組織化学染色法を用いた BRAF (V600E)変異蛋白の検出と臨床病理学因子 の解析  

第 27 回,2016.9.15-16,鹿児島 

 

中野佳余子、山元英崇、平橋美奈子、小田義直 

同時多発大腸癌における臨床病理学的・分子生物学的検討  

第 27 回,2016.9.15-16,鹿児島 

 

城後友望子、沖英次、枝廣圭太郎、中司悠、佐々木駿、廣瀬皓介、是久翔太郎、谷口大介、堤亮介、西村章、

工藤健介、秋山真吾、田尻裕匡、中西良太、杉山雅彦、中島雄一郎、 

佐伯浩司、小田義直、前原喜彦 

高度リンパ節腫大を伴うも、リンチ症候群を疑い治癒切除を行い得た大腸癌の１例  

第 27 回,2016.9.15-16,鹿児島 

 

*是久翔太郎、沖英次、中西良太、中司悠、枝廣圭太郎、谷口大介、西村章、堤亮介、工藤健介、田尻裕匡、

藏重淳二、中島雄一郎、杉山雅彦、佐伯浩司、小田義直、前原喜彦 

マイクロサテライト不安定性を示す(MSI-H)大腸癌における PD-L1 発現の意義と局在の検討  

第 27 回,2016.9.15-16,鹿児島 

 

*佐々木駿、沖英次、廣瀬皓介、城後友望子、是久翔太郎、谷口大介、枝廣圭太郎、秋山真吾、堤亮介、 

西村章、工藤健介、中司悠、田尻裕匡、中西良太、藏重淳二、杉山雅彦、中島雄一郎、佐伯浩司、平橋美奈子、

小田義直、前原喜彦 

回盲部狭窄による腸閉塞を来した虫垂 goblet cell carcinoid の一例  

第 27 回,2016.9.15-16,鹿児島 

 

 

日本臨床細胞学会総会春期大会 

 

*大久保文彦、仲正喜、杉島節夫、古賀裕、大石善丈、山元英崇、伊藤鉄英、大塚隆生、 

中村雅史、小田義直 

膵上皮内癌における細胞診の検出方法と細胞形態学的検討 

第 57 回,2016.5.28-29,横浜 



*緒方昌倫、宇野大輔、平山賢司、佐谷純一、古賀裕、山元英崇、小田義直、峰真理 

脾臓 sclerosing angiomatoid nodular transformation（SANT）の 1例 

第 57 回,2016.5.28-29,横浜 

 

*河津大雅、大久保文彦、仲正喜、寺戸信芳、中附加奈子、渡邊寿美子、平橋美奈子、山元英崇、小田義直、

杉島節夫 

唾液腺細胞像類似疾患の鑑別点の検討 

第 57 回,2016.5.28-29,横浜 

 

*園田顕三、矢幡秀昭、奥川馨、兼城英輔、中附加奈子、仲正喜、大久保文彦、小田義直、加来恒壽、加藤聖

子 

子宮頸癌頸部摘出でセンチネルリンパ節術中細胞診断の意義に関する後方視的解析 

第 57 回,2016.5.28-29,横浜 

 

*中附加奈子、加来恒壽、大久保文彦、寺戸信芳、仲正喜、園田顕三、加藤聖子、大石善丈、 

山元英崇、小田義直 

子宮頸部細胞診で AGC と判定された症例の後方視的検討 

第 57 回,2016.5.28-29,横浜 

 

 

日本臨床細胞学会秋期大会  

 

*鶴留えりか、渡邊壽美子、大久保文彦、加来恒壽、園田顕三、加藤聖子、小田義直、杉島節夫 

子宮頸部擦過細胞診における頸部粘液性腺癌と類内膜腺癌の比較検討 

第 55 回,2016.11.18-19,別府 

 

*平井絵梨花、渡邊壽美子、大久保文彦、原田大志、岡本龍郎、小田義直、杉島節夫 

原発性肺腺癌と転移性肺腺癌の形態学的鑑別 

第 55 回,2016.11.18-19,別府 

 

 

 

 

 

 



その他 

 

高田和樹、岡本龍郎、上妻由佳、松原太一、原武直紀、高森信吉、赤嶺貴紀、桂正和、豊川剛二、庄司文裕、

岡野慎士、小田義直、前原喜彦 

原発性肺腺癌における Programmed Cell Death-Ligand 1 発現の意義 

第 37 回癌免疫外科研究会,2016.5.12-13,埼玉 

 

 

高田和樹、岡本龍郎、豊川剛二、庄司文裕、前原喜彦 

非小細胞肺癌における Programmed Cell Death-Ligand 1 発現の意義 

第 21 回九州肺癌カンファレンス,2016.7.16,福岡 

 

高田和樹、岡本龍郎、原武直紀、高森信吉、赤嶺貴紀、桂正和、豊川剛二、庄司文裕、岡野慎士、小田義直、

前原喜彦 

肺腺癌における Programmed Cell Death-Ligand 1 の発現と臨床的意義 

第 25 回癌病態治療研究会,2016.6.8-9,千葉 

 

渋谷秀徳、伊東孝通、小田義直 

病理解剖により原発が明らかとなった原発不明癌 

第 51 回日本臨床検査技師会九州支部医学検査学会,2016.10.8-9,佐賀 

 

高田和樹、岡本龍郎、豊川剛二、下川元継、上妻由佳、松原太一、原武直紀、高森信吉、赤嶺貴紀、桂正和、

庄司文裕、小田義直、前原喜彦 

非小細胞肺癌における予後予測因子としての PD-L1 発現 

第 54 回日本癌治療学会学術集会,2016.10.20-22,横浜 

 

岩崎健、原田晢仁、田口裕之、謝炎、工藤健介、胡桃坂仁志、大川恭行 

新規ヒストン H3 バリアント H3mm13 は骨格筋分化における分化及び増殖制御に必要である。 

第 39 回日本分子生物学会年会,2016.11.30-12.2,横浜 

 

高田和樹、豊川剛二、岡本龍郎、上妻由佳、松原太一、原武直紀、高森信吉、赤嶺貴紀、桂正和、庄司文裕、

小田義直、前原喜彦 

小細胞肺癌 PD-L1 免疫染色での使用抗体・陽性基準の相違に関する検討 

第 57 回日本肺癌学会学術集会,2016.12.19-21,福岡 

 



Nakaji Y, Oki Y, Nakanishi R, Nishimura S, Tsutsumi R,Kudo K, Edahiro K, Taniguchi D, Korehisa 

S,Nakashima Y, Sugiyama M,Saeki H,Oda Y,Maehara Y. 

Immunohistochemistry of BRAF (V600E) mutation with specific antibody in sporadic colorectal cancer 

第 54 回日本癌治療学会学術集会,2016.10.20-22,横浜 

 

*井上寛子, 安河内由美, 内博史, 古江増隆, 中島健太郎, 山田裕一, 小田義直, 永田寛 

小児の Epithelioid hemangioendothelioma の 1 例 

第 32 回日本皮膚悪性腫瘍学会学術大会,2016.5.27-28, 鹿児島 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



国際学会 

 

Yamamoto H, Yoshida A, Kohashi K, Oda Y. 

ETV6 gene rearrangement in inflammatory myofibroblastic tumor. 

The 105th Annual Meeting of the United States and Canadian Academy of Pathology  

2016.3.12-18,Seattle, WA, USA  

 

Hida T, Hamasaki M, Matsumoto S, Sato A, Tsujimura T, Kawahara K, Oda Y, Nabeshima K. 

Immunohistochemical analysis of p14ARF, p15INK4B, p16INK4A, MTAP, and their combinations may 

predict the deletion status of 9p21 in malignant pleural mesothelioma. 

United States and Canadian Academy of Pathology (USCAP) – 105th Annual Meeting 

2016.5.12-18, Seattle, WA USA 

 

Nakaji Y, Oki E, Nakanishi R, Nishimura S, Tsutsumi R, Kudo K, Edahiro K, Taniguchi D,  Korehisa 

S,Nakashima Y,  

Masahiko Sugiyama, Hiroshi Saeki, Yoshinao Oda, Yoshihiko Maehara 

Immunohistochemical analysis of BRAF (V600E) mutation with specific antibody  

for sporadic colorectal cancer 

4th International Conference of Federation of Asian Clinical Oncology 

2016.9.21-24, Xiamen(廈門),Chaina 

 

*Matsushita Y, Nakano T, Yamamoto H. 

Re-evaluation of cytology specimens obtained from carcinoma ex pleomorphic adenoma – trial to detect 

early signs of salivary duct carcinoma. 

The 19th international congress of cytology,  

2016.5.28-6.1, Yokohama,Japan 

 


