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日本病理学会東北支部長挨拶 
日本病理学会東北支部 
支部長	 	 長沼	 廣 

 
	 日本病理学会東北支部が主催する「第 9回病理夏の学校」を秋田大学器官病態学講座の
お世話で田沢湖高原温泉郷にて開催することとなりました。テーマは「病理医からのメー

セージ〜これから医師になる君たちに伝えておきたいことがある〜」です。今回は東京医

科歯科大学ゲノム病理学分野・加藤洋人先生、がん研究所病理部・稲村健太郎先生をお招

きして、特別講演を 2題用意しています。 
 
	 病理夏の学校は、医学部生や研修医に病理学の大切さや病理医の仕事内容を伝え、少し

でも病理分野を理解してもらいたいと開催されています。その本音は日本の病理医不足を

解消したいというところにあります。実際、夏の学校に参加して病理医を目指した病理医

もいます。しかし、未だにその数は少なく、必要とされている人数に達するまでには至っ

ていません。この学校で、病理学の最先端のお話を聞いて学問的な刺激を受け、若い病理

が語る病理学の醍醐味に触れて欲しいと願っています。 
 
	 医療情勢は日々変化し、患者さんのニーズも多様化しています。様々な医療技術が進歩

して、病気の診断技術は向上しています。その中で、一時期、病理は必要がなくなると言

われたこともありました。しかし、学問が進み、さまざまな情報が積み上げられるほど、

病気の本態をとらえることは難しいことが分かってきました。診断力が向上すればするほ

ど、病気がどのような状態にあるかを最終的に確認する必要が生じています。そこで本領

を発揮するのが病理です。診断技術が進化し多様化しているとはいえ、病理組織像を越え

る技術を探すのはむずかしいと思います。このような視点から、チーム医療の中で病理が

果たす役割をお伝えできると思います。今回参加される皆さんには基礎的な学問としての

病理、実際の医療現場で活躍する病理を肌で感じていただけるでしょう。 
 
	 秋田県田沢湖高原温泉郷で開催される「病理夏の学校」は日々の厳しい勉強、忙しい日

常を忘れさせてくれそうです。後藤教授と秋田大学器官病態学講座の皆様が熱のこもった

素晴らしいカリキュラムを企画しています。是非病理の学問としてのおもしろさ、診療と

しての病理を堪能してください。そして皆で頭も身体もリフレッシュして、日本の医療を

しっかり支えられる医師を目指しましょう。秋田大学器官病態学講座の皆様本当にありが

とうございます。 
  



日本病理学会東北支部	 第９回“病理夏の学校”実行委員長挨拶 
秋田大学器官病態学講座 

後藤明輝 
 
病理夏の学校へようこそ。 
病理夏の学校は東北新潟の 7県で、２年に一度開催されております。秋田県では前回もこ
こ田沢湖でおこなわれて以来、１４年ぶりの開催となります。“病理”の認知度は世間的

にも少しずつ高まっておりますが、まだ十分とはいえません。また、医学部の学生さんで

も病理は医学部で学習するものであって、それを将来自分の職業にする、ということはな

かなか思い至らないのではないでしょうか。そうした状況にあって、医学部、病院の外で

実際に病理を仕事にしているひとと接し、その普段の表情や考えから何か汲み取ってもら

えれば、との趣旨で夏の学校は企画されています。病理の魅力は多くあります。臨床その

ものと言ってよい病理診断、医療の検証につながる病理解剖、診断の向上や病態の解明に

つながる病理研究や、最近ではＡＩ（人工知能）なども画像解析で病理との接点が形成さ

れてきています。しかし、そういったもろもろ以上に、病理の魅力として私が挙げたいの

は、病理をやっている人には国内、国外問わず“いい人、正直な人が多い”、ということ

です。病理診断や病理解剖はごまかしの効かない仕事ですので、自然とそのようなキャラ

クターが形成されてくるのだと思います。繰り返しになりますが、そうした素顔の病理医、

とでも言うべき部分を夏の学校でぜひ知っていただきたいと思います。そして、将来、病

理の世界に皆さんも参加するきっかけになればこれ以上のことはありません。また、近い

ようで遠い、他学の学生さんとの交流の場にもなれば幸いです。 
ともあれ、夏の一時をともに充実させ、楽しみましょう。 
ご参加いただいた各大学学生の皆さん、引率の諸先生方、講師としてご参加いただく先生

方、また、日本病理学会東北支部の各位および夏の学校にご寄付をいただいた各位には実

行委員および秋田大学病理スタッフを代表して感謝申し上げます。 
  



タイムテーブル 
 
1 日目	 平成 27 年 8 月 19 日（土）	

13:40〜13:45 

2Fロイヤルホール 

開校式の挨拶 後藤明輝（実行委員長） 

13:45〜13:50 日本病理学会東北支部長挨拶 長沼	 廣 先生 

13:50〜14:10 夏の学校	 各大学からの参加者紹介 実行委員 

14:10〜14:50 特別講演 1 

「病理学はどうしておもしろいの

か？」 

東京医科歯科大学ゲノム病理学分野 

加藤洋人 先生 

14:50〜15:30 特別講演２ 

「病理診断と病理学的研究」 

がん研究所	 病理部 

稲村健太郎 先生 

15:30〜15:40 休憩  

15:40〜16:00 病理医になるためには 福島県立医科大学	 	 	 喜古雄一郎 先生 

16:00〜16:20 講演「病理医からのメッセージ 1」 弘前大学	 	 	 	 	 	 	 	 小川	 薫 先生 

16:20〜16:50 講演「病理医からのメッセージ 2」 福島県立医科大学	 	 	 	 山田匠希 先生 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 小林靖幸 先生 

16:50〜17:20 講演「病理医からのメッセージ 3」 東北大学	 	 	 	 	 	 	 	 渡辺みか 先生 

17:20〜17:30 CPC症例の内容紹介および発表の説明 

（学生、研修医のみ） 

実行委員 

17:30〜19:00 自由（入浴、休憩） 実行委員 

19:00〜20:30 

1F大宴会場 

駒ヶ岳 

夕食・懇親会 

病理ビンゴ大会（賞品あり） 

乾杯 

21:00以降 

1F中宴会場 

田沢湖 

二次会（自由参加） 

 

実行委員 

   

 
  



タイムテーブル 
 
2 日目	 平成 27 年 8 月 20 日（日）	

7:30〜8:30 朝食  

8:30〜9:50 

1F 大宴会場 

駒ヶ岳 

学生・研修医のみ 

症例検討・病理診断 

各グループで発表資料の作成 

オブザーバー：病理医 

9:50〜10:00 休憩  

10:00〜11:00 学生 CPC発表•討論 

 

進行：実行委員 

11:00〜11:20 休憩  

11:20〜11:30 第 9回 病理夏の学校 総評と閉校式 

日本病理学会東北支部長より 

長沼	 廣 先生 

11:30〜11:40 

玄関（雨天時大宴

会場） 

写真撮影  

 アンケート回収後 解散  

 
  



特別講演（１）	

「病理学はどうしておもしろいのか？」	

	

東京医科歯科大学難治疾患研究所ゲノム病理学分野	助教	

加藤洋人	

	

みなさんは「病理学」と聞いてどのようなことをイメージされますか？		

赤と青のプレパラート、黙々と顕微鏡をのぞく人たち、芦田愛菜にフラジャイル、、、	

どれも正しいと思いますが、それだけではありません。今日は、病理学とはどういう学

問なのか、これから病理学がどのように進化していくのか、僕のこれまでの経験を踏まえ

てお話したいと思います。	

	 顕微鏡を使った近代的意味の病理学に限っても 200 年の歴史があります。そのような歴

史に根差した「細胞を観察する組織病理学」によって、ヒトの疾患についてさまざまなこ

とが分かってきました。腫瘍も炎症も変性疾患も代謝疾患も、細胞や組織をみることで疾

患の状態や原因について思いを馳せることができます。診断学的側面の病理学は、先人た

ちの努力によって、すでに洗練された学問分野として臨床医学の不可欠な一翼となってい

ます。	

ところで、みなさんも実習などで疾患の組織を顕微鏡でみると、いろんな疑問が湧いて

くるはずです。この細胞はどうして癌細胞になったんだろう、ここにいるリンパ球は何を

しているんだろう、この疾患を治すにはどうしたいいんだろう。	

そういった疑問に対して答えを追求していくのが、研究的側面の病理学です。病理学は

いろいろな研究分野を融合させながら分野横断的に疾患の謎に迫ります。そんな病理学が、

いままさに革新的な進化の時代を迎えようとしています。全ゲノムを一網打尽に解読する

次世代シーケンスの汎用化やコンピューターによる AI(人工知能)診断の台頭など、病理

学という学問自体が大きく変わろうとしています。さらに近年では、研究によって明らか

になった新しい知見が、ものすごいスピードで病理診断実務へ応用されることも多く、診

断学的側面の病理学も研究と歩調を合わせて進化を遂げています。	

みなさんはとても幸運な時代に生きています。これから病理学を目指す人たちは、先端

的ツールを使って多彩な角度から疾患の謎に迫ることが可能になります。病理学は今後ま

すますおもしろくなっていきます。顕微鏡からみえた疑問に自分で答えを出すことができ

るでしょう。進化し続ける病理学によって、新しい疾患概念が生まれ、新しい治療法が出

てくるでしょう。みなさんと一緒にそのような病理学を展開していけたら良いと思います。	

  



特別講演（２） 

「病理診断と病理学的研究」  
  がん研究所病理部 

稲村健太郎 
	

	 病理医の業務としては、病理診断と病理学的研究がある。そこで、病理診断・病理学的

研究の例を紹介するとともに、自己の経験に基づいて病理医のメリット・ディメリットに

ついて考えてみたい。	

	

	

  



病理医になるためには  
福島県立医科大学	 病理診断学講座	 助教 

喜古雄一郎 
 
	 昨今の専門医制度の変更点も含め、病理専門医になるまでの step をお話しします。学

生、研修医のみなさん、この度はご参加いただき誠にありがとうございます。	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
病理医からのメッセージ１ 
「病理医を目指して～初期臨床研修を終えて思うこと～」  

弘前大学附属病院病理部 
小川	 薫 

	 学生時代の 6年間、授業を受け、試験を何とか合格し、実習を経験し、色々と考えて、
病理医になろうと決めた私。 
病理医になるためには、どのような病院で初期臨床研修を行えば良いか、どの科をどれ

くらい選択すれば良いかなどを考えて、研修病院、選択する科を決め、2年間の初期研修
を無事に終えた今、どういった理由でその病院、プログラムを選んだのか、実際にやって

みてどうだったか、うまくいったこと、うまくいかなかったことなど振り返ります。 
経験して分かった理想と現実、後期研修を開始した今思うことを、余談も交えてお伝え

したいと思います。病理医になりたいと思う人も、そうでない人も、聞いていただければ

幸いです。 
  



病理医からのメッセージ２ 
内科研修を通して	 病理と内科の関わり  

福島県立医科大学	 病理病態診断学講座 
山田匠希 

 
私は初期研修後の 1年間、総合内科と血液内科で研修しておりました。本年度から福島県
立医科大学病理病態診断学講座に入局し、病理医として勤務しています。臨床の現場に出

て、病理診断の重要さ、重大さを改めて実感しました。皆様より少しだけ長く内科研修を

した立場から、病理と内科の関わり、初期研修のことについてお話したいと思います。 
 
 
 
 
 
 
 
病理医のワークライフバランス  

福島県立医科大学	 病理病態診断学講座 
小林靖幸 

 
これから医師として働き始める学生や働き始めたばかりの研修医へ向けて、ワークライフ

バランスの実現のための当科の取り組みをお話します。 
 
 
 
 
 
  



病理医からのメッセージ３ 
病理医の仕事は大変・・・・だけどとても面白い！ 
～26年間の病理医人生を送ってきて 

東北大学病院	 病理部	 教授 
渡辺みか 

 
 “病理”という仕事は患者さんに直接接することがほとんどないため、一般の人には
なかなか知られていない仕事です。医学部学生さんや研修医の方たちからみても、“暗い”

“目立たない”“裏方”というイメージを持っている人が多いのではないかと思います。

でも実際にはとても面白い“華やかな”仕事なんです。	

	 我々病理医はただ顕微鏡を眺めているだけではありません。顕微鏡で組織を“見ている”

のではなく“読んで”判断しているのです。その中でうまれてくる疑問を、色々な所見や

蓄積された知識を組み合わせて、解決し真実を見いだしていく、そんな推理小説を解いて

いくような面白さがあります。日常の何気ない疾患の中に新しい発見があったり、臨床医

と対話してく中から新しい知識が広がったり、日々“知る”ことの楽しさや喜びを味える

仕事です。	

	 また病理は病変部“そのもの”を“直接”目の当たりにすることができます。様々な検

査データから病変が何かを“間接的に”“推測する”ことができますが、最終的に決定で

きるのは“直接”“判断できる”病理診断なのです。病理診断が『最終診断』とか『確定

診断』と言われるゆえんです。	

	 病理の仕事には生きている患者さんに対する病理組織診断や細胞診断、手術中に行われ

る術中迅速診断、亡くなった患者さんに対して死因を解明するため行われる病理解剖があ

ります。病理組織診断には、治療する前に行われる生検と、手術で摘出された検体の病理

診断があり、生検は治療方針の決定のため、手術検体は追加治療の必要性や予後判定など

のために行われます。術中迅速診断はその後の手術の方向性を決めるためのものです。こ

のように病理の仕事というのは、臨床医の治療方針決定の上でキーポイントとなっていま

す。とても重要で責任の重い仕事ですが、とてもやりがいのある仕事です。“裏方”なの

ではなく“縁の下の力持ち”であって、“Doctor’s	Doctor	(医者の医者)”とも称され

る花形ともいえる職業なのです。	

	 病理医になって 26 年、もう病理医としてはベテランと称される立場になりましたが、

まだまだ勉強することはたくさんあって、日々成長しています。そして病理の仕事は面白

い、病理医になってよかった、と思える毎日を送っています。私の話を通して、少しでも

皆さんに病理の面白さが伝わればいいな、と思っています。	

	 	



ＣＰＣ症例 
【症例】 ５８歳	 男性 
【主訴】 動悸 
【既往歴】 発作性心房細動、発作性上室性頻拍、糖尿病（境界型） 
【生活歴】 非喫煙者、アルコールは機会飲酒程度、常用薬物なし 
【現病歴】 
20XX年 1月 動悸を主訴にＡ病院受診。頻拍発作と胸膜炎を認め膠原病が疑われ、精

査加療の目的で入院となる。ＣＴにて両側胸水と心嚢液を指摘。 
同年 4月 ＣＴで縦隔リンパ節の腫大を認めた。肺野は問題なし。悪性リンパ腫、

サルコイドーシスを疑うも診断に至らず。その後症状軽快し、受診せず。 
同年 11月 5日 全身倦怠感を主訴に受診。血液検査にて異常を指摘され、ＣＴ検査施行。

ＣＴにて肺の浸潤影、右の結節影を認め、肺炎、肺癌疑いで再び入院となる。 
同年 11月 30日 急な全身状態悪化を受け、Ｂ病院に転院。 
同年 12月 1日 右肺全体の無気肺をきたし、挿管管理となる。吸引喀痰の細胞診検査に

て非小細胞肺癌と診断。 
同年 12月 2日 全身管理および化学療法目的に秋田大学附属病院呼吸器内科に転院と

なる。ゲフィチニブ（イレッサ）投与開始。投与後にＥＧＦＲ変異陽性と判明。 
同年 12月 7日 喀痰抗塗抹検査にて抗酸菌陽性、PCR 陽性で結核と診断。多剤併用抗
菌療法開始（INH, RFB, EB, PZM）するも肺炎の改善見られず。 
12月 11日 頻脈から血行動態悪化。 
12月 12日 左下肢の色調不良から左下肢症血栓を疑われた。 
12月 14日 下肢エコー検査中 SpO2低下を来たし、肺血栓塞栓症が疑われた。低酸
素の改善ないまま血圧も次第に低下し、死亡した。 
【身体所見】 
身長 178cm, 体重 80kg, るいそうなし。 
【入院時血液データ】（１２月１４日） 
RBC 268万/μL, WBC 18000/μL(好中球 94%), Hb 7.5g/dL, Plt 21.4万/μL, CRP mg/dL 
Na 146mEq/L, K 5.6mEq/L, Cl 110mEq/L, Ca 6.9mEq/L, P 6.2 mEq/L 
LDH 449IU/L, CPK 2955IU/L 
プロトロンビン時間 9.5sec, フィブリノーゲン 284.0, FDP 65.2, 
T-Bil 0.3mg/dL, AST 102IU/L, ALT 38IU/L, LDH 449IU/L, CPK 2955IU/L 
BUN 84.9mg/dL, Cre 3.67mg/dL, TP 4.1g/dLAlb 1.4g/dL 
  



【入院後経過】 
同年 12月 2日 ゲフィチニブ（イレッサ）投与開始。投与後にＥＧＦＲ変異陽性と判明。 
同年 12月 7日 喀痰抗塗抹検査にて抗酸菌陽性、PCR 陽性で結核と診断。多剤併用抗
菌療法開始（INH, RFB, EB, PZM）するも肺炎の改善見られず。 
12月 11日 頻脈から血行動態悪化。 
12月 12日 左下肢の色調不良から左下肢症血栓を疑われた。 
12月 14日 下肢エコー検査中 SpO2低下を来たし、肺血栓塞栓症が疑われた。低酸
素の改善ないまま血圧も次第に低下し、死亡した。 
 
【臨床上の問題点および剖検による検索希望事項】 
(1) 肺癌の状態と拡がり 
(2) ゲフィチニブの効果 
(3) 肺炎の原因 
(4) 直接死因（血栓塞栓の有無） 
(5) リンパ節腫大の原因（肺癌の転移か結核か） 
(6) 貧血の原因 
(7) 腎不全の原因 



 



 



 



Note 
  



 
広告企業一覧 

 
株式会社	 南部医理科 

株式会社	 アオバサイエンス 
北林商事株式会社 

秋田県厚生農業協同組合連合会 
市立横手病院 

株式会社秋田病理組織細胞診研究センター 
株式会社インテック 

サクラファインテックジャパン株式会社 
ロシュダイアグノスティックス株式会社 

 
協賛一覧 

 
秋田厚生連農業協同組合連合会 

株式会社秋田病理組織細胞診研究センター 
 

（順不同・敬称略） 
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