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実行委員長挨拶 
 
「病理診断学の醍醐味」を主題に掲げ、第５

回 日本病理学会東北支部 病理夏の学校が、平
成 21年 8月 22日～23日、弘前市にて開催され
ました。過去最高の 70名を超える参加者を迎え、
滞りないスケジュールで無事に終了できました

ことは、大きな慶びとなりました。 
近年、臨床医学における病理診断学・細胞診

断学の重要性が唱えられ、需要が著しく増して

いるのみならず、基礎医学の進歩に伴い病理学

の診断精度や病態解析についても飛躍的な向上

がみられています。病理専門医は、専門医制度

の一つとして認められており、臨床部門の一つとしての病理診断科の標榜も厚

生労働省・医道審議会より承認されました。今後は、病理専門医の質的向上、

若手病理医の育成および臨床医との緊密なコミュニケーションが大きく必要と

されてきています。このような意味から、日本病理学会東北支部では、支部内

（東北 6県および新潟県の計７県）の病理学･病理診断学に関心のある学生に参
加を集い、病理専門医・若手病理医・臨床医などと交流を深めながら、学術的

な話題を中心に症例検討を行ない勉強し、意見交換する場として隔年ごとに「病

理夏の学校」を開催することとしており、今回の病理夏の学校（2009）in 弘前
となりました。 
東北支部の催しとはいえ、津軽・弘前まで足を運んでいただいた参加者の成

果が気になるところでした。加えて、遠路東海大学（神奈川）からも学生・若

手病理医に参加していただきました。本報告書に掲載しましたが、幸いに多く

の参加者からは異口同音で、有意義な催しであったとの感想をいただき、主幹

校として望外の喜びとなりました。 
（社）日本病理学会東北支部ならびに東北支部の各先生方のご協力により、

今回の「病理夏の学校「が無事に開催できました。特に、講師の先生方の迫力

ある講演は、「病理夏の学校」の大きな推進力となりました。改めまして大い

なる感謝を申し上げます。 
	 病理夏の学校（2009）in 弘前が、学生・若手医師が病理専門医を目指すひと
つの機会となったであろうことを祈願して、挨拶とさせていただきます。 
 

平成 22年 3月 
第５回 日本病理学会東北支部 病理夏の学校	 委員長 
弘前大学大学院医学研究科病理生命科学講座 
鬼	 島	 	 宏 



第５回 日本病理学会東北支部 病理夏の学校 (2009) in 弘前 

「病理診断学の醍醐味」 

2009年 8月 22日（土）～23日（日） 
アソベの森	 いわき荘（百沢温泉） 
青森県弘前市大字百沢字寺沢 28-29	 電話 0172-83-2215 

 
 

プログラム 

第 1日目	 8月 22日（土） 
13:30～ 13:40 開校式 鬼島	 宏・若林孝一 

（弘前大学） 
13:40～ 14:20 病理と人生 

「わが病理医への道」 
本山悌一 
（支部長･山形大学） 

14:20～ 15:00 診断病理（病院病理の現場から） 
｢病理医になりませんか｣ 

村田哲也 
（鈴鹿中央病院） 

15:00～ 15:10 （休憩）  
15:10～ 15:50 病理診断学 

（大学の現場から） 
泉	 美貴 
（東京医科大学） 

15:50～ 16:30 臨床医からみた病理 袴田健一 
（弘前大学･外科） 

16:30～ 16:40 （休憩）  
16:40～ 17:20 専門医への道 森谷卓也 

（川崎医科大学） 
17:20～ 18:00 学生 CPC（弘前大学・学生） 若林孝一 

（弘前大学） 
18:00～ 19:00 （チェックイン・入浴）  
19:00～ 21:00 （夕食・懇親会）  
21：00～  （懇親会・二次会）  
 



第５回 日本病理学会東北支部 病理夏の学校 (2009) in 弘前 
 
 

第 2日目	 8月 23日（日） 
07:30～ 08:30 （朝食）  
08:30～ 08:50 病理クイズ  
08:50～ 11:20 CPCにチャレンジ（作業） 各大学実行委員 

	 ほか 
11:20～ 12:20 CPCにチャレンジ（発表） 

（7分発表、7分質疑･コメント） 
八木橋操六・鬼島	 宏 
（弘前大学） 

12:20～ 12:30 閉校式 鬼島	 宏・八木橋操六 
（弘前大学） 

 



【講演１	 病理と人生】 

わ	が	病	理	医	へ	の	道	

 
本山 悌一 
日本病理学会東北・新潟支部長 
山形大学医学部人体病理学教室 

 
	 私は、子供のころ、新潟県の周囲を山に囲まれた小さな村で育った。あの山の向こうに

は何があるのだろう、この川を下って行くと何に出会えるのだろうということは小さなと

きから大きな関心事であった。大学生活は、縁あってここ弘前で送った。あの青春時代、

勿論恋もした、悩みもした。そして夢中になったのは、ドストエフスキーとクロスカント

リースキーであった。クロスカントリースキーの最大の魅力は、長距離レースのたび毎に

１つの人生を経験したような気持ちを味わうことができたことかもしれない。 
 
Ⅰ．初めは産婦人科医に 
	 学生時代は、将来自分が病理医になろうとは夢にも思わなかった。卒後先ず選んだ進路

は産婦人科だった。これには父の死が大きく関わっており、２つの理由があった。父は、

私が大学 3年のとき、脳出血で 49歳の若さで亡くなった。4人兄弟の長男であった私は、
予想していたよりもはるかに早く家族を支える立場を考えなければならなくなった。でき

るだけ早く医者として一人前にならなければならぬ、しかし人間の全体をもみたい、診断

から治療までの全過程にやはり関わりたい、そのためにはということが１つの理由である。

もう１つは、自信の無さというかむしろトラウマ的なものであったかもしれない。父は最

初の発作から約 1 年半後亡くなった。その間かなり回復してきた時期もあったが、あれだ
け活動的であった父から再び生きる意欲を感じさせてもらえることがないままに父は逝っ

てしまった。実の親さえ「病気になる前と同じ生き方はできなくても、新たな目的を見つ

けて生きて行こう」という気持ちにさせることができなかった自分が、ましてや赤の他人

に医者としてそのように語りかけていけるかどうか、特に大人相手の医者になることには

全く自信がなくなっていた。他方、小児科は自分の能力をはるかに超えた守備範囲の広さ

を持っているようにみえた。そして、新生児くらいしか自分は相手にできないのではない

かと考えるに至った。当時はまだ産婦人科医が新生児を診ている時代であった。後者の理

由が大きかった。 
 
Ⅱ．産婦人科医から病理へ 
	 それまで名を知らない先生方であったが、卒後研修先の国立東京第二病院で良き指導者

に恵まれたことは、今にしても幸運だったと思う。比較的短期間のうちに自分でも臨床医

としてかなりの力を身につけたと思えるようになった。生きるべき新生児は自分ならば必



ず生かすという自信めいたものも持てたし、婦人科手術に要する時間も短くなり術中出血

量も少なくなった。しかし、このままで良いのだろうかという気持ちが起こってきた。教

えられたことは確かにこなせるようになってきたが、病気の本質やその根本的対策に自ら

積極的に迫れる何の技術も持っていないことに焦りを覚えるようになった。婦人科癌患者

も多い病院だったので、悲惨の経過をたどる人を見るにつけ、自分の無力さとともに当時

の医療の無力さを感じざるを得なかった。次第に興味は新生児から癌患者に移っていった。

癌の本質に迫れる手立てを身につけたいという気持ちが膨らみ、師事する人を探し、その

結果、新潟大学の大星章一先生のもとに弟子入りすることになった。このときはまだ 3〜4
年勉強したら臨床に戻るつもりでいた。 
 
Ⅲ．腰掛け病理から専門の病理医へ 
	 実験病理学を専門とした初めの師匠より先ず訓練されたことは、極々当たり前のことで

あるが、１）目的を明確に定めること、２）その目的を果たすためにはどのような材料を

準備し、どのような方法によって可能であるかを真剣に考えること、３）結果そのものは

自分自身で信頼できるものであること、４）見る方向によって同じ結果でもいろいろな考

え方ができること、であったように今思い出される。後年教える立場になって、これが如

何に難しいことか、またこの訓練をなされていない医師が如何に多いことかを知ることと

なった。これは、単に基礎的研究のための姿勢だけではなく、臨床的研究そして臨床診療

そのものにも求められる共通の基本姿勢であると思う。 
	 わが国ではまだ病理医の数が少ないので、通常その仕事量は一般的な臨床医よりもはる

かに多い。しかし、時間設定の自由度が大きいことは、全てにおいてあまり器用ではない

自分にとってはありがたいことだった。初期訓練がきちんとなされ、普通の感性さえ持っ

ているならば、「判りたい・知りたい」という目的は、意気込んで探そうとしなくても自然

に見えてくる。自由度の大きい時間設定もそれを助けてくれる。また、病理診断という医

療に不可欠な分野を日常業務としていると、それに真摯に対応しているならば、常に病理

検体も我々に問いかけてきてくれている。「判りたい・知りたい」という目的を、自分自身

の手足や眼で明らかにしていけることに期待し興奮させられた。 
	 残念なことに最初の師匠は心筋梗塞で急逝したため、薫陶を受けたのは僅か 1 年であっ
たが、その後診断病理学の神髄を後任教授の渡辺英伸先生から教わることになった。病理

医の病理診断は、患者さんから採取された検体を病理学的に正しく診断するということに

とどまらず、臨床医の質的向上に深く深く関わることを実際に見せていただいた。「医療の

質」の時代に、病理医がなくてはならない存在であることを確信した。こうしていつしか、

わが医者人生として何の迷いもなかったかのように病理学の道を歩んでいた。 
 
	 生きる喜びの大きな１つは、人を知ることだと思う。人を知るとは、感動を心から共有

できる人と知り合う、素晴らしいと思える人と知り合うということである。病理医という

仕事は、この喜びを得るために利することはあっても阻害することない。 



【講演２	 診断病理（病院病理の現場から）】 

病理医になりませんか	

	  
村田	 哲也 

JA三重厚生連	 鈴鹿中央総合病院 
副院長	 臨床研修委員長 

日本病理学会認定病理専門医 
日本臨床検査医学会認定臨床検査専門医 
日本臨床細胞学会認定細胞診専門医 
認定 ICD 

 
・	自己紹介 

1959 年に三重県津市で生まれ，幼稚園から大学院まですべて津市内で過ごしました。
祖父母の代からの三重県人です。大学卒業後一時期新潟大学に国内留学しましたが，ま

た三重県に戻り，現在に至ります。大学卒業後 2年間は内科（一般＆消化器）で研修し
ました。その後 4年間は実験病理で生物科学の世界に浸りつつ，診断病理も囓っていま
した。卒業後 7年目で現在の病院に赴任し，この時から病理医としての道を歩んでいま
す。 
 

・	病理医の仕事 
病理医の仕事は病理診断（細胞診含む）をすることです。したがって病理医の仕事は端

的に言って「形態診断」です。病理では顕微鏡を使う頻度が高いので，「顕微鏡形態学」

のイメージがあると思われますが，実際には肉眼（マクロ）形態学の知識も大切です。 
 

・	モノを見るということ 
病理医以外で形態診断を行う科はあるでしょうか？実はほとんどの臨床科で形態診断

は重要な位置を占めています。放射線科の画像診断，外科系各科の手術時の肉眼所見な

どが代表ですが，他の科でも患者さんの様子や態度を観察することは立派な形態診断で

す。ただし，対象となっているモノは同じであっても，観察者の視点や知識，あるいは

興味の方向により，同じモノを見ているはずなのに，そのモノから得られる情報量が大

きく異なってくるのが形態診断の特徴です。実際にいろいろな写真を見てみましょう。 
 

・	病理診断とは 
上述のように病理診断の基本は形態診断です。肉眼（マクロ）と顕微鏡（ミクロ）以外

に，最近では免疫組織化学的染色や分子病理学的手法（ISH，融合蛋白検索など）も導
入されてきました。病理診断は，特に腫瘍性病変において，臨床診断のなかでも重要な



位置を占めます。逆に炎症性疾患や感染症，変性疾患などでは臨床診断における病理診

断の地位は低くなる傾向があります。いずれにせよ，病理診断は臨床診断の一部である

ことを認識することと，病理医が臨床像を把握することも大切です。また，病理診断は

自分の趣味でするのではなく，Direct userとして各科主治医がおり，End userとして
患者さんがいることを忘れてはいけません。 
 

・	病理専門医について 
全国に病理専門医は現在 2000名程度しかいません。また臨床現場における病理診断の
重要性と病理医（と病理医へ）のニーズは増すばかりです。専門医への道は，初期研修

終了後にまず病理診断科あるいは病理部に就職し，コツコツと症例を経験し，4年以上
の病理研修期間と 40 体以上の剖検数及び死体解剖資格があれば専門医試験を受験でき
ます。就職先は大学や研究所の他に市中病院が多くあり，また将来は病理医での開業も

珍しくなくなるでしょう。 
 

・	病理診断は誰がする？ 
日本の医師資格があれば病理医でなくても病理診断を行うことは可能です。しかしなが

ら現実的には病理医にお任せとなることが多いです。一部の臨床科では，臨床医の手で

病理診断が行われることもあります。この場合，全身を見る一般病理医よりも，専門的

で詳細な（マニアックな）病理診断が可能となることがありますが，一方で臨床所見や

治療方針からのバイアスがかかりやすい危険性もあります。臨床診断のチェック機構と

して，第三者である病理医が主治医とは別に病理診断をすることは，医療安全の見地か

らも有用です。また病理医には病理学総論の知識があり，全身臓器の関連を考えること

が得意です（剖検など）。これは意外と臨床研修に求められる Primary careに近い領域
でもあります。 
 

・	最後に；病理医は比較的 QOMLの良い職業です。年齢や経歴にもそれほど拘りません。
新規参入を大いに歓迎します。病理医になりましょう 



【講演３	 病理診断学（大学の現場から）】 

（女性）医師として生きるこつ	

 
泉	 美貴 
東京医科大学医学教育学講座 
E-mail：mizumi@tokyo-med.ac.jp 

 

＜要旨＞	 講演の後には下記の答えがわかるようになります． 

１．	 常勤を辞めた女医の割合 → 何％？ 
２．	 辞めた理由？ 
３．	 復職した女医の割合 → 何％？ 
４．	 女医の教授は何％？ 
５．	 医師の労働環境の現実 
６．	 医師が成功するコツ３つ 
７．	 番外編：①お見合い結婚か恋愛か？ 

②医師同士で結婚するということ 
 

＜学生ないし若手医師へのメッセージ：良い学生生活とは何か？＞ 

	 皆さんが医師を目指したからには医学に興味があったに違いありませんが，実際には試

験に追われる忙しい６年間だと思います．学問が実は面白いという事実に気付くことは本

当に難しく，それが分かった学生は大変幸せです． 
医学ではなく，数学や理科などの成績で選抜された皆さんですから，失礼ながら医師と

して必ずしも有能とは限りません．更に医学生の間に良い点数を取ったからといって優秀

な医師ではないことは，医師なら誰もが気付いています．それではなぜ医学生は勉強しな

ければならないのでしょうか？医学部の存在がもし知識の伝達だけであれば，DVDに撮っ
た授業を自宅で視聴すれば良いわけです．この情報伝達の発達した現代においてなお，学

生が毎日学校に通うという必然性をどこに求めたら良いのでしょうか？ 
「良い医学生のあり方」の定義は，（「良い教師」の定義と同じように）かくも難しいもの

です．医師になってから必要な事は，文章や絵を上手く描くこと，患者・家族・上司・同

僚・コメディカルらとコミュニケーションをとれること，時間や期日を厳守すること，挨

拶，人前での発表，不規則な生活に耐えうる体力，すぐに寝られること，，，，，etc.です．医
学生の間には習いませんよね？医師の日々の仕事は，オーダーを出すこと，検査と手技，

ムンテラ，治療，書類作成，学会，会議，，，etc. これも医学生の間にはほとんど体験しま
せんよね？残念ながら国試まで勉強した知識は，卒後はまず必要ありません．多くの知識



を暗記するには机上での勉強が効率的かもしれません．しかし，医師に重要な人間性を磨

くためには，勉強よりもしかするとクラブ活動や読書や旅行の方が向いているでしょう．

手術などの習得にはどうしても医師になった後の現場における経験が必要でしょう．そう

考えると学生時代に最も重要なことは，様々な経験をすることと，人生について考えるこ

とに他なりません．これだ！と人生を決めるような大事件に巡り合うことができれば最高

の学生生活といえます．この「夏の学校」に参加した皆さんは，その時点で医学生として

ベストの選択ができているといえます．参加の自校，他校の学生ととことん交流してくだ

さい．目の前にいるスタッフは，間違いなく教育的で，皆さんが一生を捧げるのにふさわ

しい指導者達です．この夏の学校が，人生の琴線に触れる機会であることを心より祈りま

す． 
 

 
 



【講演４	 臨床医から見た病理】 

外科から病理への恋心	

 
袴田	 健一 
弘前大学大学院医学研究科消化器外科学講座 

 
【講演の要旨】 
外科 surgery（英）は、独仏、ラテン語では Chirurgie、chirurgiaと言い、Chirurgie=Cherio

（手）+ ergon（技）に由来する。外傷に始まり、主に体表面の病巣を処置することから、
「内科」に対して外科と訳されてきた。しかし、外科は全身麻酔や感染症に対する技を得

て、腹腔、胸腔、さらには頭蓋内にまで到達するようになり、疾患の「病因」や「病態」

に関心を持つようになった。病理学への初恋である。その後、外科学は臓器別、疾患別、

治療手段別に大きな発展を遂げ、現在は手術を中心とする治療体系全般を指すようになっ

た。 
腫瘍を例に挙げる。2人に 1人が癌に罹患する時代。病理学なくしては、外科治療は成り

立たない。癌診断は二度目の恋。さらに癌治療では、3次元的な癌進展を病理学的に評価し
て手術の妥当性を検証する。病理学への三度目の恋。胃癌・大腸癌では内視鏡的切除標本

での癌の進展範囲に応じて追加手術の必要性を評価し、膵癌では複雑な浸潤形式を術中に

病理診断し、完全切除を目指す。一例として難治性膵癌に対する Pathology-guided surgery
について紹介する。 
また、外科では、癌の生物学的態度の概略を「転移」「浸潤」という要素で知り、治療後

の「再発」「生死」で評価する。病理学はその分子機構を明らかにし、癌化のメカニズムや

浸潤・転移機構の解明へとアプローチする。そんな病理学へ外科は四度目の恋。 
炎症診断も恋の対象。拒絶反応評価なくして移植外科なし。これからも恋心は絶えない。 
 

【学生諸君へのメッセージ】 
確立された技術を患者さんに提供するのも医療。そして、現在は難治な疾患の病態を解

明し、患者さんに福音をもたらすのも医療。いずれの場においても「病理学」は中心に位

置しています。是非、外科と協力いただける病理医を目指してください。 
 



弘前大学大学院医学研究科消化器外科学講座ホームページ 
「袴田健一教授挨拶」より引用 

 
	 私たちは、弘前大学医学部外科学第二講座を母体とし、 
昭和 24 年の開講以来一貫して消化器を中心とする外科
学の医学教育を担当するとともに、 常に世界最高水準の
外科診療を地域の皆様に提供することを使命としてまい

りました。 また、世界に先駆けての生体肝移植の技術開
発や直腸癌に対する肛門機能温存手術の普及など、 数多
くの研究成果を発表してきました。現在は、難治がんや

臓器移植に関する 新たな治療法の開発を中心に研究活
動を行っています。  
	 平成 19年 4月大学院医学研究科への改組・部局化に

伴い、「消化器外科学講座」と名称変更になりました。 医学部附属病院でも臓器別診療体
制へ移行し、現在は「消化器外科」「乳腺外科」 「甲状腺外科」の 3診療科を担当してい
ます。 このうち「消化器外科」は、上部消化管グループ（胃・食道）、 下部消化管グル
ープ（小腸・大腸・肛門）、肝胆膵グループに分かれ、 乳腺甲状腺グループとともに、4
診療グループ 3診療科体制で臓器別の専門的な診療を行っています。 さらに、内視鏡外科、
腹部救急外科、移植外科と幅広い分野を担当しています。  
	 私たちのもう一つの大きな使命は、若手医師の育成です。医学部学生に対しては、 医学
的知識の習得にとどまらず、医師としての社会性を持つこと、 患者さんの命をお預かりす
るだけの責任感を持つことを理解していただいています。 患者さんをわが子、わが両親と
思って扱う医師としての基本的姿勢は、 当講座の伝統として教室員に染み付いております
ので、 一緒に実習する中で体得できるのではないかと思います。 
	 社会から信頼される外科医師となるためには、医学部教育や初期研修だけで不十分です。 
私たちは、北は北海道から、南は南東北まで、多くの関連病院と連携しながら診療と外科

医教育に当たっています。 各病院には当講座出身の経験豊かな指導医を置き、全体で年間
1万件弱の手術を行っています。 このような十分な症例数と十分な指導体制をもとに、若
い優秀な外科医を数多く輩出し、 地域医療に貢献してきました。さらに腕を磨くべく、国
内の医療機関や国外へ留学する機会も数多くあります。 十分な修練を積んだ後、世界へ羽
ばたく方もいれば、地元へ帰って地域医療を守る外科医となる方もおります。 道はさまざ
まです。  
	 私は、平成 20年 8月 1日から当講座を担当させていただくこととなりました。 医師は
社会的職業です。社会とともに若手医師を育成し、 時代を少しでも前に推し進める医学研
究をし、そして、地域の皆様に信頼され、 病める患者さんの光となるよう誠心誠意診療に
取り組んで行きたいと思います。 どうぞ宜しくお願い申し上げます。  



【講演５	 専門医への道】 

専門医への道・医学教育博物館の紹介	

 
森谷	 卓也 
川崎医科大学病理学教室２ 
現代医学教育博物館 

 
東北地方の各大学医学生の皆様、こんにちは。私は以前 9 年間ほど、東北大の病理でお

世話になった者です。今回、ご縁があってタイトルのような２つの話題についてお話しさ

せていただきます。 
 
１．	専門医になるにはどうすればよいの？ 
	 皆さんの中には、すでに将来の進路を具体的に思い描いている方も、まだまだこれから

じっくりという方もおられると思います。幸い？なことに、現行のシステムでは、卒業し

国家試験合格後に臨床の道を進もうとすると、全員が初期臨床研修制度を行うことになっ

ていますので、専門家になるにはそのあとの後期研修から、ということになると思います。

しかし、卒後研修における初期研修の意味は大きく、皆さんはマッチングを使って全国の

医療機関から選択をすることが可能な状況となっています。おそらく専門医への道はそこ

から既に始まっているのでしょう。良い先輩・良い師匠・良い研修環境（自分にとってや

りがいのある環境）に恵まれることがとても重要であろうと思います。 
	 専門医になるための過程を逆算で考えてみましょう。スペシャリストの修行を行うには、

まずはジェネラルの医療を習得しておくことが大切であり、その意味では到達目標がはっ

きりしている初期研修制度は魅力的です。しかし、さらにその基礎的な知識や医の倫理に

関する基本的なことは、当然医学生の時点から培われるべきものです。一つ一つの積み重

ねが大事だろうと思います。医学部学生のうちに行われる CBT、OSCI などが重要視され
るようになってきているのも、目の前に試験があってとても辛いようには推測します（私

たちの頃にはもちろんありませんでしたの、かわいそうな気も。。）が、良い医師となるた

めにはきっと有意義な制度なのだろうと思います。医学は一生涯の勉強です。専門家にな

ったら最低現状キープ、でも学問は進歩しますからキープ＝緩やかな進歩、のはずです。

さらに高いところを目指すようになります。実際やってみて、これで満足というのはあり

ません。でも、自分にとってやりがいのある仕事であれば一生、当たり前に続けることは

可能ではないでしょうか。たまたま私はそれが病理（病理診断、細胞診断）であったとい

うことです。。。 



 
２．	川崎医科大学	 現代医学教育博物館のご紹介 
	 川崎医大（岡山県倉敷市）には医学の博物館（メディカル・ミュージアム：略称 MM）
があります。国内でも、世界的にもあまり類を見ない施設ですので、ご紹介します。 
	 この博物館は大学創設 10 年目の 1981 年に設立されたもので、大学のキャンパス内にあ
り、５階建てです。１階は職員（専任 10名）による制作フロア、２階は「健康教育博物館」
として一般向けの展示（開館：月〜土、9時〜17時、入場無料）を行っています。年間 13.000
名程度の入場者で、100弱の団体も来館されています。倉敷市の観光スポットである「チボ
リ公園」が閉園となったため、新たな観光名所となることを狙って？？います。３〜４階

は医学教育用で、医療関係者は見学可能となっています。３階は病理肉眼標本が主体で約

4.500のストックがあります。この中には実際に触ることができるものなどもあり、色調も
復元してあります。他に診療模型（聴診・採血など）、CPC 展示なども用意してあります。
４階は学内の系統講義に関する展示や、教室の特別展示を行っています。講義や実習に用

いる模型なども制作しています。５階では OSCI 関連や、患者面接の実習などを行ってい
ます。 
	 昨年は「中国四国支部病理夏の学校」を岡山で行ったため、終了後に他大学の医学生も

見学して下さり好評でした。また、この夏初めて、「かわさき夏の学校」と称して、小中学

生を対象にドクターヘリと MM 関連の一日体験会を催したところ、募集 100 名に対し 3.7
倍の応募があり、2回実施することになりました。ＭＭは、これまであまり宣伝してきませ
んでしたが、今後は積極的に広報したいとも考えています。かなり遠方ですが、是非、倉

敷（岡山、瀬戸内）旅行とともに、ＭＭにお越し下さい！！。お待ちしております。 
 
	 	 （ホームページ：http://www.kawasaki-m.ac.jp/mm/index.html） 

       

 



【臨床病理検討会】 
 

Clinicopathological conference (CPC) 
 

若林孝一 
弘前大学医学研究科脳神経病理学講座 
冨浦誠子、浅利ゆう子、横山美奈子、渡会昌広 
弘前大学医学部医学科４年	  

 
	 症	 例	  

脳梗塞で発症し、くも膜下出血を続発した１剖検例 
 
＜臨床経過＞ 
症例：７８歳	 女性 
2007年 3月 急性腎不全の疑いで A病院入院。腎癌の診断で B病院にて左腎摘出。 

4月 尿管結石にて C病院入院。治療を受け退院。 
2008年 1月 尿路結石にて C病院に再入院。 
  その後、安静目的で A病院に入院（2008.1.16～）。 

5.2 20:30頃、立ちくらみあり転倒。 
  22:50頃から左手の脱力が出現。頭部 CTでは異常なし。 
  脳梗塞と考え、グリセオール（脳浮腫の治療薬）を投与。 

5.3 頭痛、左顔面と左上肢の麻痺。 
5.4 9:00	 突然の意識障害（JCS200-300）。頭部 CTにて脳内出血。 

D病院に緊急入院。 
意識障害 JCS100（痛み刺激にて右上下肢を動かす）、左片麻痺、 
瞳孔の軽度の不同（右 3mm、左 2.5mm）。 
頭部 CT：右に強いくも膜下出血、右中大脳動脈領域の LDA（内部に出
血）。 
3D-CT angiography：明らかな動脈瘤なし。右中大脳動脈がM2にて閉
塞、先細りになっている。臨床診断：解離性脳動脈瘤の疑い。 
脳保護を目的にエダラボン（フリーラジカルスキャベンジャー）を点滴

静注。 
16:30	 意識障害 JCS100-200、瞳孔不同（右 4mm、左 2.5mm）、 
対光反射はっきりせず。 
頭部 CT：出血の増大はないが、正中線の偏位（midline shift）あり。 
マンニトール（頭蓋内圧亢進の治療薬）投与。 
家族と相談、保存的治療でゆくこととする（外減圧、人工呼吸器装着は



行わない方針）。 
5.5 JCS100-200。四肢の自動運動あり。 
5.6 17:30	 左瞳孔散大、呼吸弱くなる。 

18:30	 心拍数 70台、自発呼吸ほぼなし。 
20:35	 心停止、死亡確認。 

 
＜検査所見＞ 
  ５月４日 ５月５日  参考（正常値） 
WBC  13200  14500   3700～10000/mL 
RBC  395万  393万   370～490万/mL 
Hb  10.8  10.9   11.0～15.0g/dL 
血小板  29.9万  32.3万   15～35万/mL 
CRP  6.67  16.45   <0.3mg/dL 
GOT  23  22   10～40IU/L 
GPT  7  8   0～35IU/L 
BUN  10.7  15.0   9～21mg/dL 
Crea  0.65  0.68   0.4～1.0mg/dL 
＜画像所見＞ 

5月2日 (左片麻痺発症時)

5月4日 (意識障害発症時)

5月2日 (左片麻痺発症時)

5月4日 (意識障害発症時)

 

 



＜臨床的問題点（剖検により明らかにしたいこと）＞ 
１．くも膜下出血と梗塞（出血性梗塞）をほぼ同時に発症した原因は何か？ 
２．臨床的に解離性動脈瘤が疑われた血管の組織像は？ 
３．くも膜下出血がテント下にも認められた理由は？ 
 
ご家族の許可を得て、５月７日に頭部のみの解剖を施行。 
 
以上の臨床データからどのような病態が想定されるか？	 考えてみて下さい。 
 
 
 
＜病理所見＞ 
肉眼所見 
１．新鮮くも膜下出血 

右シルビウス裂を中心とし前頭葉に及ぶくも膜下出血 
右小脳半球上面のくも膜下出血 

２．右中大脳動脈（M2 portion）の外径が拡張（解離性動脈瘤？） 
３．右中大脳動脈領域の出血性梗塞 
４．小脳扁桃ヘルニア（脳重 1390ｇ） 
 
組織学的所見 
外径の拡張が認められた右中大脳動脈（M2の後方枝）の組織像を示す。血管壁は破綻し

（図１A）、拡大すると血管壁に好中球の浸潤が認められる（図１B）。図２は右中大脳動脈

（M2の前方枝）である。血管の解離が認められ（図２A）、内部はフィブリンを主体とする

血栓によって閉塞している（図２B）。さらに、血栓内および血管壁にグラム陽性球菌が確

認された（図２C, D）。 

 



 

図１	 右中大脳動脈（M2の後方枝）の組織像 

（A）血管壁が上方に向かって破裂（Elastica-van Gieson染色） 

（B）破裂部の近傍の血管壁には好中球が浸潤（H&E染色） 

 
図２	 右中大脳動脈（M2の前方枝）の組織像 

（A）血管壁の解離（Elastica-van Gieson染色） 

（B）フィブリン血栓による血管の閉塞（H&E染色） 



（C）血栓内部および血管壁に認められたグラム陽性の菌塊（Gram染色） 

（D）血栓内部のグラム陽性球菌（Gram染色） 

 

＜所見のまとめと考察＞ 

１）本例では右中大脳動脈がフィブリン血栓により閉塞しており、これにより梗塞を起こ

したと考えられる。 

２）上記の血栓はグラム陽性球菌を含んでおり、炎症が血管壁に波及し、血管壁が解離、

破裂し、くも膜下出血を起こしたと考えられる。 

３）テント下に認められたくも膜下出血も同様の機序によるものと推測される。 

４）上記の病態を招いた元々の原因として細菌性心内膜炎が考えられる。検査所見で白血

球数の増加と CRPの上昇が認められたことも、これを支持するものである。つまり、細菌

性心内膜炎により心臓内にできた細菌を含む血栓が中大脳動脈に塞栓を起こし、脳梗塞を

発症。その後、血栓は一部溶解または移動により梗塞の内部に血腫を形成（出血性梗塞）。

血栓内の細菌により血管炎を起こし、血管壁は破綻（細菌性動脈瘤）し、くも膜下出血を

発生という一連の病態があったと推測される。 

 
 
＜学生へのメッセージ＞ 

CPCは「臨床と病理の対話」であり、その目的は疾患の発症から死に到るまでの病態を
総合的に理解することにあります。臨床医と病理医の双方が剖検によって１例を深く理解

するとともに、その検討結果を将来に役立ててゆく重要な意味もあります。 
 
＜参考文献＞ 
鬼島	 宏、加藤博之：CPC（臨床病理検討会）. 病理と臨床. 臨時増刊号 Vol.27 
「病理学と社会」, 文光堂, 東京, 2009, p25-35 
 



【第１日目	 総括】 
若林孝一 
弘前大学医学研究科脳神経病理学講座 

 
	 「病理夏の学校」に参加したのは実は今回が初めてである。１日目に会場に行って驚い

た。学生が多い！出だしは順調である。 
	 はじめに支部長の本山悌一先生（山形大学）から「病理と人生：わが病理医への道」と

題するお話があった。少年時代から医学部への進学、そして産婦人科医へ、さらに病理医

へという先生の人生はまさに山あり谷ありである。その時々の進路の決定には不思議と「人

との出会い」がある。病理医という仕事は生きる喜びを感じさせてくれるものであると話

を締めくくられた。 
	 村田哲也先生（鈴鹿中央総合病院）はご自身の歩みを振り返りながら「病理医になりま

せんか」というテーマでお話をされた。先生は医学部卒業後、内科研修から実験研究、そ

して病理診断へと進まれた。病理診断とはモノを見ること、ではどのように見えるのか？

ということをやわらかい口調で、写真を駆使し、おもしろく語っていただいた。現在は副

院長として研修医の指導も行われているとのことである。 
泉美貴先生（東京医科大学）のお話は「（女性）医師として生きるこつ」についてであっ

た。当日、会場の半分以上は女子学生であり、タイムリーなテーマとなった。女性医師が

常勤を辞めた理由など、データを示しながらの講演には説得力があった（迫力もあった）。

しかし、本当に重要なのは卒業後の数年を必死に生きることである、とのお説には同感の

思いであった。 
袴田健一先生（弘前大学）は「外科から病理への恋心」と題し、外科と病理との関係を

臨床医の立場からわかりやすくご説明いただいた。がん診断、がん治療にいかに病理学が

貢献しているか、そして炎症性病変や移植外科も病理とは無関係ではないことが納得され

た。 
森谷卓也先生（川崎医科大学）には、前半は「専門医への道」について、後半は「医学

教育博物館」の紹介をしていただいた。医学部を卒業してから病理専門医になるためには、

どのような経歴をたどるべきなのか。先輩、師匠、研修環境が大事であると説かれた。さ

らに、川崎医科大学にある医学教育博物館の紹介があった。このような施設は世界的にも

数少ないと思われる。その規模と充実ぶりに驚き、ぜひ一度訪れてみたいと思った。 
１日目の最後は私と弘前大学医学科の４年生４名が CPCを行った。担当してくれた学生

にも、また会場の学生にも CPCの雰囲気を感じてもらえたと思う。病理診断の重要性はも
ちろんであるが、病態を考えることのおもしろさも伝わったのではないか。CPCの終了後
には多数の学生から質問を受け、１日目の学校を終えた。 
 



【CPCにチャレンジ	 症例１】 
 
Group A 
羽賀敏博（弘前６） 佐藤倫紀（岩手４） 竹村和紀（秋田４） 鈴木瑛介（東北３） 
森	 俊一（岩手４） 上原香子（山形４） 吉田美智子（東北４） 相澤見帆（新潟４） 
三浦志織（秋田３） 浅利ゆう子（弘前４）   
Tutor 工藤まどか（鶴岡）   

 
 
目標 
1) 病理組織学的診断を説明する 
2) 病態を説明する 
 
症	 例：40代、男性 
既往歴：特になし 
家族歴：特になし 
現病歴：皮膚炎が遷延し、倦怠感を感じるようになったため内科を受診した。

貧血とともに、CPK 2540を示した。筋生検と皮膚生検を行ったが、確定診
断にはいたらなかった。 
6ヵ月後、貧血と血小板減少に加え、血清IL-2 receptor値が高値となったた
め悪性リンパ腫も疑われた。骨髄生検では血球貪食症候群の合併も疑われ

たため、cyclophosphamide, cyclosporin A, predonisoloneで治療が行われ
た。 
11ヵ月後、馬尾症候群を示す。CTで腰椎に異常陰影を指摘されるが、しば
らく後に陰影は消失した。 
1年1ヵ月後、十二指腸潰瘍からの出血がコントロールできない状態となる。 
2年後、リンパ節の腫大が認めるようになったが、全身状態は不良で、家族
との相談により緩和ケア主体となる。 
2年4ヵ月後、意識障害が出現した。頭部CTでは左頭頂葉に広範囲の出血、
テント切痕ヘルニア、鈎ヘルニアと診断された。 
2年5ヵ月後、自発呼吸低下し、心停止、死亡された。 

 
検査所見 

RBC 270X104/μl 
WBC 2240/μl 
Plt 1.5X104/μl 
GOT 62 



GPT 54 
CPK 49 
BUN 29 
Creatinine 0.6 
IL2R 2910 
Ferritin 19014 
自己抗体 陰性 

 
剖検時肉眼所見 
大脳/小脳：左頭頂葉に広範囲の出血 
脊髄：特に異常所見を認めない 
下垂体：特に異常所見を認めない 
甲状腺：22.8 g 
心臓：415 g 
肺：左 300 g、右 320 g 
胃十二指腸：潰瘍はっきりせず 
小腸：発赤とびらん 
肝臓：2310 g 
膵臓：155 g 
脾臓：320 g 
副腎：左 8.5 g、右 7.8 g 
腎臓：左 175 g、右 160 g 
骨髄：正形成 
睾丸：低形成 
腹部リンパ節：腹腔動脈周囲リンパ節腫大 

 
 
ポイント 

1) 血管内に存在する異型リンパ球を見逃さない 
大脳、脊髄、下垂体、副腎に多数の異型リンパ球が見られます 

2) Intravascular large B-cell lymphomaの病態 
血管内を増殖の主体とする特異な病態のリンパ腫です。中枢神経症状や血球貪食症

候群など、ちょっと変わった症状を示します。白血病とは異なる病態であること、

異型細胞が多く見られる血管と、そうでない血管があることを観察させてください。

副腎組織の免疫染色で、CD20+、CD79a+、CD3-の B-cellであることを読ませてく
ださい。骨髄組織では、芽球の増殖のないことを読ませて下さい。血球貪食もない

わけではありませんが、難しいでしょう。 



 
想定される質問 

Q 末梢血液に異型細胞は出ていましたか？ 
A この症例では異型細胞は認められませんでした。 
 
Q LDHはどうですか？ 
A 上昇していました。 
 
Q CTの腰椎の異常陰影というのはどういう像ですか？ 
A 若干馬尾神経が浮腫状に太くなっていたそうです。 
 
Q 異型リンパ球は TdT陽性でしょうか？ 
A TdTは陰性でした。 

 
 

病理診断：	 血管内大細胞型 B細胞リンパ腫	

 



【CPCにチャレンジ	 症例２】 
 
Group B 
宮岡	 雅（福島６） 佐々木優作（岩手４） 山崎有人（東北４） 倉林賢慶（東海４） 
北野翔一（弘前３） 佐藤ルブナ（福島５） 武藤鮎美（山形５） 中山	 瞳（新潟４） 
冨浦誠子（弘前４） 千葉彰子（岩手４）   
Tutors 大江倫太郎(山形) 古川未希（福島）  

 
 
目標 
1) 病理組織学的診断と病変の広がりを説明する 
2) どのような病態なのか説明する 
 
症	 例：70代、男性 
既往歴：特記すべきことなし 
家族歴：特記すべきことなし 
生活歴：喫煙 20本/日、40年 
現病歴：突然に歩行困難となり、内科を受診した。その後、意識消失発作があ

り救急部へ搬送された。この際の検査で低ナトリウム血症が見られたた

め、入院となった。 
精査の結果、低ナトリウム血症に加え、肺の腫瘤陰影と肝臓の多発性腫

瘤が認められた。家族の希望により、積極的な治療は行わなかった。 
入院後 2 週間で急激な血小板の低下がみられるようになり、次第に呼吸
不全と心不全から多臓器不全も進行し、入院後 3週間で亡くなられた。 

 
検査所見 

 死亡 2週間前 死亡 3日前 
RBC 501 497 
Hb 16.2 15.5 
WBC 8540 4590 
Plt 15.1 0.5 
PT - 11.9 
aPTT - 24.0 
FDP - 90.0 
TP 6.8 6.4 
Albumin 3.6 3.5 
GOT 40 - 



GPT 33 - 
ALP 451 - 
LDH 266 - 
BUN 7 24 
Creat 0.5 0.6 
Na 117 142 
K 4.4 4.4 
Cl 85 107 
Ca 8.2 - 
P 1.5 - 
T.Chol 160 - 
TG 92 - 
Glucose 94 - 
 

剖検臓器肉眼所見 
胸水:なし 
腹水：なし 
甲状腺: 7.3 g 
心臓: 340 g 
肺: 左 300 g、右 750 g 
胃十二指腸・小腸・大腸: 特に所見なし 
肝臓: 1950 g 
膵臓: 120 g 
脾臓: 70 g 
副腎: 左 3.0 g、右 3.5 g 
腎臓: 左 200 g、右 200 g 
骨髄: 正形成 
睾丸: 低形成 
腹部リンパ節: 腹腔動脈周囲リンパ節腫大 

	

	

ポイント 
1) 肺癌の組織診断 
小細胞癌の診断をつける。他の主たる肺癌の組織型を思い出させてください。 

2) 腫瘍随伴症候群 
今回は SIADHを取り上げました。副腎にひっかけがあります。CTで、副腎に結節
が見られます。臨床的観点から転移と副腎原発の腺腫が鑑別、ホルモン活性の可能



性があがれば十分ですが、難しいかもしれません。組織学的には結節性過形成と考

えています。明らかなホルモン活性はないようです。腫瘍組織の RT-PCR で、
vasopressinが陽性であることを読ませてください。 

 
想定される質問 

Q 副腎のホルモンはどうでしたか？ 
A 特に正常範囲内を超える異常値は認められませんでした。 
 

Q ホルモンで、異常をきたしたものはないでしょうか 
A Vasopressinが上昇していました。 
 
Q 腫瘍マーカーで異常なものはありませんか 
A NSEが上昇していましたが、他は正常範囲内でした。 
 
Q 頭部の CTで、異常はなかったでしょうか。 
A 異常ありませんでした。 
 
Q 腫瘍組織の免疫染色はどうでしたか？ 
A NSE, chromogranin, synaptophysinなどが陽性でした。 

 
 

病理診断：	 肺小細胞癌	＋	腫瘍随伴症候群 

 
 



【CPCにチャレンジ	 症例３】 
 
Group C 
齋藤紘丈（新潟５） 向坂健秀（岩手４） 野澤孝徳（新潟４） 森山	 徹（岩手４） 
谷川	 聖（弘前３） 大森一乃（弘前５） 三浦花菜（山形５） 山田朋子（東海４） 
土田真吏奈（新潟４） 徳永花蓮（岩手４）   
Tutor 石木愛子（岩県）   

 
 
〔患者〕 60代	 女性 
〔主訴〕 下腹部痛 
〔既往歴〕 50歳：関節リウマチ	 	 54歳：右大腿骨骨折 
	 	 	 	 	 	 	 66歳：急性心筋梗塞	  68歳：脊椎圧迫骨折 
〔家族歴〕 特記すべき事項なし 
〔現病歴〕 平成 XX年 9月 3日、AM10:30頃から突然 

下痢・下腹部痛が出現、徐々に増強した 
ため、救急車で増田病院搬送、同日 15:00、 
そのまま病院へ搬送された。 

〔現症〕 体温 39℃、血圧 106/68、脈拍 100/min 
腹部は圧痛(+),筋性防御・腹膜刺激症(-) 
水様少量頻回下痢あり。 

〔検査所見〕 
WBC	 14000/μl  
	 NEUT 80.7  LYMP 13.6 
  MONO 4.3  EO 1.4 
  BASO 0    
RBC	 328万/μl 
Hb	 10.4 g/dl 
Ht 	 32.5 % 
Plt 	 15.9万/μl  
 
PT	 10.8 sec, 84% 
INR	 0.97 
APTT	 23.5 sec 

TP	 5.8 g/dl 
Alb	 2.6 g/dl 
BUN	 23.2 mg/dl 
Cr 	 1.2 mg/dl 
Na 	 145 mmol/l 
K	 3.4 mmol/l 
Cl	 108 mmol/l 
GOT	 26 U/l 
GPT	 18 U/l 
ALP	 218 U/l 
LDH	 262 U/l 
γ‐GTP	 13 U/l 

T-Bil	 0.5 mg/dl 
ChE	 139 U/l  
BS	 89 mg/dl 
T-chol	 148 mg/dl  
CRP	 6.75 mg/dl 
 

 

病理診断：	 関節リウマチ ＋ 続発性アミロイドーシス 



【CPCにチャレンジ	 症例４】 
 
Group D 
阿部達也（新潟歯５） 土川幹史（岩手４） 赤嶺逸朗（山形４） 渡会昌広（弘前４） 

高柳奈津子（福島６） 渡部茉莉（山形５） 上條祐衣（新潟４） 高 満衣（秋田３） 

鵜養 咲（岩手歯３） 肥田安紀子（岩手４）   

Tutor 吉田えり（弘）   

 
 
〔症例〕 60代	 男性 
〔主訴〕 食欲不振、全身倦怠感 
〔家族歴〕 父が AMI、母が胃癌	 	 既往歴： 
 
〔現病歴〕 発症～4か月 
平成 XX 年 1 月に胃部不快感にて近医を受診。GIS、US、CT、MRI を施行
し、膵嚢胞性腫瘍と診断された。3 月 3 日当院消化器内科紹介受診。3 月 4 日
CTにて膵尾部に62mmの嚢胞状腫瘤と肝S5に20×15mm大の転移を認めた。
3月 28日より S-1 80mg D1-14＋GEM 1400mg D8,15、３週毎として開始。4
月28日のCTでは縮小傾向であった。手術希望があり7月1日膵体尾部切除術、
胃部分切除術、結腸部分切除術、肝部分切除術、肝腫瘍ラジオ波焼灼術施行し、

肉眼的残存病変なしとなった。7月 18日より化学療法を再開したが、9月 5日
CT にて肝と腹腔内リンパ節に転移を認め、10 月中旬頃より発熱を認めるよう
になった。 
	 翌年1月30日よりPTX 90mgへ減量しつつも姑息的化学療法を外来で続け、
咳、全身状態が改善傾向あり。2月 27日 CT施行したところ、肝転移縮小、胸
水減少を認めた。全身状態は改善の傾向が認められたが、骨髄抑制や手のしび

れなどの有害事象により、2投 2休に変更して継続。5月 1日 CTではリンパ節
増大、腹水増加あり。全身倦怠感の増強、食欲低下、腹満、PS低下あり。徐々
に意識レベル低下し、尿量も減少、6月 1日未明より無尿となり、呼吸減弱、6
月 2日午前 3時 15分に永眠された。 
 



〔検査所見〕 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

病理診断：	 膵癌（浸潤性膵管癌）＋ 多発転移 

 

W B C 7 3 9 0 /μL T P 7 .8 g/d L

R B C 4 2 4 ×1 0 4 /μL A lb 4 .2 g/d L

H b 1 3 .1 g/d L B U N 1 6 m g/d L

P lt 1 6 .1 ×1 0 4 /μL C re 0 .9 m g/d L

G O T 2 4 IU /L

C E A 1 1 .5 n g/m L G P T 1 3 IU /L

C A 1 9 -9 3 9 2 3 U /m L A LP 3 2 6 IU /L

γG T P 4 1 IU /L

S -A m y 1 0 2 IU /L LD H 2 3 9 IU /L

U -A m y 6 5 8 IU /L T -B il 0 .6 m g/d L

F B S 1 4 7 m g/d L

H b A 1 c 5 .1 %

C R P 0 .2 m g/d L



【第２日目	 総括】 
八木橋操六 
弘前大学医学研究科分子病態病理学講座 

 
さわやかな高原の朝の中、賑やかな朝食を終えて 2 日目の学校が始まった。
まず、8時半から鬼島先生の司会で病理クイズが進められた。病理に関する歴史
的人物や言葉など興味深い質問で、前夜からのアルコールの残りを払拭するよ

うな、頭のリフレッシュメントとなったようである。多くの難問をクリアした

数名の学生には全問正解賞の賞品が贈られ、皆さんの賞賛を得ていた。 
	 大分、頭がこなれてきたところで、４つのグループに分かれ「CPC にチャレ
ンジ」が 9 時から始まった。それぞれのグループがそれぞれ異なった病理解剖
症例を担当し、その所見をまとめるという作業である。今回学生にまとめて貰

う症例として、1例目が悪性リンパ腫(血管内 Bリンパ腫)、2例目が肺小細胞癌
で SIADH合併例、3例目が慢性関節リウマチでアミロイドーシス、消化管穿孔
合併例、4例目が膵癌術後多発転移例、というそれぞれ複合病変をもつ複雑な例
が与えられた。それぞれのグループはいろいろな大学からの学生が混じった混

成チームであある。そこに東北・新潟各大学から参加された実行委員の先生方

がそれぞれチューターとして助言を与えて進められる。各症例の主な組織所見

は予めバーチャルスライドとして PCに取り込まれており、適宜観察できるよう
になっている。臨床所見の読み方、病理所見の見方などを、参考書などと首っ

引きで調べ、症例をまとめる勉強である。今回の作業でも、医学科の学年の差

により大きな知識の差があるとはいえ、それぞれがそれなりに理解しながら議

論に参加できていたようである。この作業は、積極的に調べるという過程が大

切であることを実感してもらうためにある。今回、それぞれのグループで臨床

研修医の先生方がチューターとして身近な助言を与えてくれ、学生にとっては

まさに生きた勉強の機会となったようである。 
やや時間が足りないようであったが、およそ２時間あまりの時間で、まとめ

るように指示がなされた。CPC まとめの発表会は鬼島、八木橋の司会で進めら
れた。発表は、病歴、臨床検査所見、病理所見など、それぞれのグループで、

それぞれ役割を分担しまとめるという共同作業がよく行われていた。たくさん

の質問に右往左往することもなく、病理を基本とした病気の考え方に大きな自

信を深めたようである。 
	 閉校式では、この学校のため長い間準備を進められてきた鬼島校長の挨拶に

参加者一同が感謝の拍手を送っていた。 
 



【病理夏の学校参加者から】 
 

（各県下の研修医の方も含めながら、秋田大学、岩手医科大学、山形大

学、東北大学、福島県立医科大学、新潟大学、東海大学、弘前大学の順

で、編集しています。） 
 

 
吉岡年明（秋田大学	 実行委員） 

	 夏の終わり向けて季節も落ち着きを取り戻そうとする中、岩木山の麓で開催

された今回の病理夏の学校は、集まった学生さん達の、病理に対する思いから

湧き起こる熱気のようなものを感じ、素直に感動を覚えた二日間でした。 
	 秋田から三名の学生さんと伴に、初めて病理夏の学校に参加させて頂きまし

た。私の感動もさることながら、参加した学生さんも、他大学から参加した学

生さん達の熱き思いに刺激され、病理に対してのみならず、いろいろな意味に

おいて、自分をもう一度見つめるきっかけになったのではないかと思い、大切

な機会を得たことに感謝していることと思います。 
	 大学で学生さん達の教育に携わり、学生さんと接する際は、個々の学生さん

の理解度に応じて、双方向性を持ちながら、基本から目標点まで到達するプロ

セスを大切にして病理の面白さを伝えるようにしています。一枚のプレパラー

ト上に表現される多くのことをできるだけ丁寧に理解することにより、病理の

持つ奥深さを少しでも感じてほしいと思うからです。 
	 病理の講義と実習が行われる３年次は、病理の面白さに興味を覚えるのは一

部の学生さんだけですが、臨床の視野が身に付いてきている 5 年次の臨床実習
では、CPC 症例を中心に１週間病理に再び接した学生さんの多くは、臓器やプ
レパラート上から、そこでおきている様々な病理を理解し、それを導く病態を

理解できるようになります。複雑に絡み合った臨床経過も、実際に目で見える

組織や細胞レベルでの動かし難い事実に接することにより、それを解きほごす

糸口を掴むことができることを知り、ほとんど全ての学生さんが病理の面白さ

に気づき、その後の臨床配属で数週間病理を選択する学生さんも多くいます。

残念ながら将来的には臨床に大部分の学生さんが進みますが、患者さんの身体

の中で次々とおきている複雑なミクロの変化を想像でき、病理を理解できる臨

床医が増えることにより、適切な治療を選択する一助になるのではないかと思

っています。	  
	 そのような、病理に興味を持った学生さん達や研修医の先生方が、大学の垣

根を超えて集う病理夏の学校は、CPC 症例を通じて病理への理解と更なる興味
を増し、また講演会において、将来病理医として働く上での大切な情報を直接

得ることができる、大変意義深いものであると思っています。今回の病理夏の



学校は、充分にその意義を達成し、少しでも多くの病理医が生まれてくる大切

な機会になったものと思っています。 
	 最後になりましたが、今回の開催に携わった弘前大学病理学教室の先生方や

学生の皆さん、またご多忙にもかかわらず、ご講演下さった先生方に心から感

謝申し上げます。 
 
 

竹村和紀（秋田大学	 ４年） 
自分が将来、病理医としての道を歩むかどうかはまだわからない。しかしなが

ら、今回の「病理夏の学校」は非常に有意義なものであった。様々な視点から

病理を語ってくれた先生方の講演、他大学の学生とともに協力した症例検討発

表会。全てのことが自分にとっては刺激になった。 
	 グループ発表では、症例が少々複雑で、なかなかゴールにたどり着くことが

できず苦労した。それでも、みんなで協力して（半分以上は先生方の力を借り

たが・・・）何とか解決できたときはとても嬉しかった。今回のグループ発表

を通して、周りの人たちのレベルの高さ、前日の飲み会とは打って変わっての

熱意、また病理に対しての熱い思いのようなものを感じた。中には、将来は病

理医になる、という固い決意を持っている人も多数いて、驚くとともに、自分

も頑張らなければ・・・と刺戟を受けることができた。 
	 そして、今回の夏の学校で何よりも自分にとって大きかったことは、他大学

の学生と食事、飲み会などを通して触れあえたことであった。実を言えば、こ

の夏の学校についての詳細は、全く聞いておらず、グループ発表はおろか、ま

してこれほどまでに他大学の学生と交流する機会があることなど全く知らなか

った。正直なところ、僕は初対面の人と話すのが苦手で、知らない人ばかりの

中で生活（？）するのが不安であり、「めんどくさいな」と思っていた。しかし

ながら、いざ話してみると先生方も含めて、どの人も気さくな人たちばかりで、

楽しく過ごすことができた。むしろ一日と言わず、もう一週間ほどみんなで勉

強できたら、とさえ思うほどであった。 
	 人見知りを克服でき（？）、楽しく過ごせたという意味においても一回り大き

くなれたような気がする夏の学校であった。 
	 最後になりましたが、今回の「病理夏の学校」の準備をして下さった先生方、

弘前大学のみなさん、本当にありがとうございました。ここで学んだことを、

今後に活かせることができるように頑張りたいと思います。 
 
 

高	 満衣（秋田大学	 ３年） 
	 8月の 22，23日に弘前で開催された病理夏の学校は，24日から後期の授業が



スタートする私にとっては夏休み最後の大きなイベントでした．参加のきっか

けは三年前期にある五週間の基礎配属で病理学を選択したことでした．基礎配

属の五週間で，術中迅速診断や病理解剖，ＣＰＣ，基礎研究などの様々な顔を

持つ病理学にすっかり魅せられてしまった私は，夏休み中も病理学教室に来て

は色々な経験をさせてもらいました．今回の夏の学校へは，病理に夢中になれ

た今年の夏の最後のイベントにしようと思い参加しました． 
	 1日目はまず，病理医の先生方による講演を聴かせていただきました．今まで，
秋田大学の病理の先生方以外の病理医の先生のお話を講義以外で聴く機会がな

かったので，どの先生のお話も始まる前からとても楽しみでした．しかし，講

演は予想以上にリアリティに溢れ，先生方それぞれの個性と生きざまを強く感

じられるようなもので，あっという間に時間が経ちました．特に，私は病理医

の先生がどういった職場で，どういったお仕事・研究をされているのか，また

人生の大先輩である先生方から自らの医師としての人生を今後どう歩んでいけ

ばいいのかといった具体的な話を聴きたかったのでとても有意義な時間を過ご

せました．講演の後は，弘前大学のＣＰＣの発表を見させて頂きました．症例

は一筋縄ではいかない複雑かつ難解なもので，発表を聴いて得られるものがた

くさんありました． 
	 ２日目は，ＣＰＣに実際に挑戦しましたが，時系列にそって得られた臨床情

報と空間を正確に読み取った病理学的診断は，互いに必要不可欠であり，真実

へと私たちを導く強力な力になることを実感しました．そして，今後臨床医学

の学習においても病理で求められる広い視野と鋭い観察眼を持って臨もうと強

く決意しました． 
	 二日間の夏の学校では，病理学という共通点を通じて，歳も出身大学もそれ

ぞれ違う先輩，もしくは大先輩と興味深く貴重な体験をすることができ，忘れ

ることの出来ない思い出になりました．また，自分の今後の将来を考える時に

は，病理学を楽しむこころと揺るぎない信念を胸に抱いて必死で悩み抜こうと

思います． 
最後になりましたが，このような場を与えて下さった弘前大学の先生方を始

め関係者の方々に心から感謝いたします．本当にありがとうございました． 
 
 

三浦志織（秋田大学	 ３年） 
秋田大学では３年次過程で基礎配属実習がありますが、私は循環器系につい

て学びたかったため、心筋細胞に関する研究をしている第一生理学講座に配属

していました。第一病理学講座に配属していた友人からのメーリングリストを

見て、「病理	 夏の学校」のことを知りました。病理の教科書をしばらく閉じて

いた私が参加して迷惑をおかけしないか心配でしたが、学生 CPCでは昨年秋田



大学の授業にいらっしゃった若林孝一先生のお話があると聞き、友人に参加申

込のお願いをしました。 
楽しみにしていた学生 CPCの症例を見ると、何と循環器系疾患でした。くも
膜下出血と脳梗塞が同時に起こった症例で、臨床診断は解離性脳動脈瘤。高血

圧や動脈硬化からの解離かな、偽腔が真空を塞いで梗塞を起こしたとすると･･･、

あれ、CRP が高いのはどうして？テント下にも出血しているのは何故？色々と
考えていると、血栓の組織像が出てきてびっくり。細菌の塊が血栓に包まれて

いました。脳血管病の背景は高血圧や心房細動だけではないのだな。CPC を通
して、限られた臨床症状からいくつもの診断選択肢を思い浮かべられるように

なるのだな。病理学的思考の経験を積む大切さを学ぶことができました。 
病理医として活躍されている先生方のバックグラウンドについてお話を聞く

ことができたことも、とても有意義な経験でした。昨年受講した基礎医学の授

業がとても興味深く、将来何らかの医学研究を通して科学の狭い範囲を追究し

たいと考えるようになりました。しかし、命の誕生に立ち会える産婦人科への

憧れや東北地方の産科医不足問題に対する思いは強く、奨学金の関係で将来臨

床医として地域医療に従事する義務があり、将来の方針を色々と考えていると

ころでした。産婦人科から病理医に転向された先生の講演、病理学的研究を専

門とする産婦人科医がいること、病理診断医の先生の講演などを聞き、医者人

生の選択肢が更に広がりました。 
「病理	 夏の学校」では、CPC を通して症例と最後まで向き合う重要性を実
感し、同じような志を持つ他大学の医学生との交流を深めモチベーションを高

めることができました。将来どのような進路を選択するにしても、一つ一つの

症例に対して客観的に振り返る姿勢を大切にし、常に自ら提供する医の質を確

実に高めていけるような医師になれるよう努めたいと思います。今後も CPCに
立ち合わせていただける機会に恵まれれば、幸いです。 
 
 

黒瀬	 顕（岩手医科大学	 実行委員） 
	 病理に光を当てるのは病理医自身ではない．臨床医(病理以外の臨床医の意)
である．優秀な臨床医療は優秀な病理を必要とする．病理の重要性を認識して

いる優秀な臨床医が増えることが，将来日本医療における病理の地位向上につ

ながる．勿論，病理医自身の反省，努力が必要なことは論を俟たず，優秀な病

理医が増えることも大事である．よって夏の学校では，将来医師歯科医師にな

る学生が病理へ理解を深め，病理の魅力，病理の重要性を少しでも認識してく

れれば，彼らが必ずしも病理の道を選ばずともそれだけで大きな収穫である． 
	 ・・・と信じている僕は決して過大広告したわけではない（多少は付加価値，

その一番は人との邂逅，そしてアルコールに温泉，を利用もしたが・・・）が



岩手医大からは 10名の学生の参加となった．感想を聞くと意外にも最も楽しく
ない(？)セッションと思われる CPC において，他大学学生と思索を深めながら
病理病態を理解していく過程に意義を見い出したとする答えが多かったことに

感激した．そう，病理の魅力とは絵合わせの如く癌組織を癌と診断することで

はない．なぜこれが癌と診断可能か，この細胞は何故この様な増殖をして今後

どうなっていくか，その過程の上からダイナミックに病態をとらえることであ

り病理標本は単なる静止画ではない．さらに，本山先生の婦人医から病理の道

を歩みつつ醸し出された哲学は未だモラトリアムから抜け出せない者にとって

勇気にもなったし「満員電車よりもすいている電車の方が景色が楽しめる」と

の言葉はいつかきっと学生達の胸に沁みる日が来るに違いない．村田先生，泉

先生，森谷先生のお話は実践的な病理の姿として映ったに違いなく．若林先生

の模擬 CPCは専門性の高い神経病理の魅力を短時間で味わえた． 
	 この学校に参加した学生のなかから将来医療の中心を担う存在が出てくるで

あろう．「優秀な臨床医や優れた医療は必ずや優秀な病理を必要とする」と信じ

る僕はこの学校の意義を疑わない．外科病理軽視の風潮は反省の時期を迎えた

が，しかし腫瘍病理診断のみに長けている病理医がこれからの医療で重要とも

思われない．良悪性を見分ける識見を持つのも重要なら，剖検症例の如き病変

の因果関係から病理病態を把握することも重要である．そのような病理の意義

を自分自身が体現しているかの自省の念にも駆られ，快晴の岩木山を仰ぎつつ，

充実した二日間に思いを馳せた． 
	 鬼島先生をはじめ弘前大学の関係方々に感謝しつつ擱筆します． 
 
 

石木愛子（岩手県立中央病院	 研修医） 
―	 学生時代に経験できる病理の面白さ	 ― 

	 みなさんのエネルギーに圧倒された 2 日間でした。初参加の夏の学校、想像
以上の人数の多さとポテンシャルの高さに驚かされました。チューター役が頼

りなくて学生の皆さんには申し訳ありませんでしたが、自分の勉強になりまし

た。 
私は大学 3 年生で病理を勉強してから、鬼島先生の講座や弘前の市中病院、
今の勤務病院の病理部でお世話になりました。3年生の頃は標本を見てもわけが
わからず、切片のどこを見るべきなのかもわからない。そんな学生をもった先

生も大変だったと思います。ですが、それから学年が上がり臨床知識が増えて

から病理標本を見ると、眼が変わっていました。標本のどこに着目すべきかが

明確になり、めくらめっぽうな検鏡が減りました。標本からの情報と臨床情報

を併せて辿り着く診断、それによって決まる治療、予後。6年生の実習では鬼島
先生の講座で診断業務（主にポリペクトミーや生検標本）も経験させて頂きま



したが、これを多くの人が体験しないと思うと残念に思います。現在も初期研

修の一環として病理部に所属しています。学生の時より理解できる臨床情報も

増え、より複雑な症例（種々の手術標本）を診断できるようになりました。 
	 夏の学校に参加するのは多くが 3・4年生。臨床の講義や実習が始まると、面
白くも忙しい日々がやってくると思います。夏の学校に参加する位やる気があ

る皆さんにとっては考えられないかもしれませんが、顕微鏡を覗くという感覚

自体がほぼなくなる時期が来ます。時期によって学ぶべきことがありますし、

それは悪いことではないと思います。ただ、身につけた知識と共に戻って来た

時、今よりもっと面白い病理、ステップアップした自分に出会えるはずです。

ぜひこれを覚えていて頂けたら、と思います。 
	 最後になりましたが、夏の学校を毎年企画・運営して下さっている先生方、

充実した 2日間を本当にありがとうございました。 
 
追伸：	 CPC で同じグループだったみなさん、関節リウマチで血管炎、心筋
梗塞、骨粗鬆症が発生する理由、わかりましたか？ 
 
 

土川幹史（岩手医科大学	 ４年） 
―	 病理と私の初恋	 	 ― 

「どうだ、行ってみないか？」「学生はみんな無料だし、お酒も飲めて楽しいぞ。」

病理学講座の黒瀬先生の甘い声での勧誘文句はこんな感じだったような気がし

ます。この一言で僕は今年の夏の一日をクラスメート及び黒瀬先生たちと過ご

すことになったのです。 
	 時は８月 22日。私達の大学では夏休みも終わり、新学期が始まってから迎え
た最初の終末。幾分休みボケも残っていたことを覚えている。しかし、病理夏

の学校２００９が始まってまもなく、そんな腑抜けた思いも一瞬で吹き飛んで

しまった。そう、皆さんも印象に強く残っているであろうあの人だ。東京医科

大学の I先生だ。私は生涯生きてきた中でこんなにもパワフルに病理学の道を熱
演する女性を見たことがなかった（一種のカルチャーショックとでも言えるだ

ろう）。その I先生の喝とも取れる講演のおかげで目が覚め、会に対する意欲及
び病理医への関心が高まったのは紛れもない事実である(笑)。（もちろん他の先
生方のありがたい講演もしっかりと聞きました！） 
多くの先生方の病理への熱い思いを肌で感じた翌日、他大学の学生との CPC
ということでガチガチの緊張で始まり・・・・といくかと思いきや、初日の飲

み会で仲良くなったことで比較的スムーズに同じ班のみんなと討論ができた。

（これも見込んでの飲み会だったと思うと、さすがは各大学で教鞭をとられて

いる講師陣だと感心してしまった。）今思うと CPC で他大学の学生と意見交換



し、学習意欲を得ることが出来たのがこの会での最も大きな収穫事であるよう

に感じる。 
正直なところ、この「病理夏の学校」を受講するまで病理医に対する興味は

決して大きなものとは言えなかった。今回多くの先生方の講演や CPCで他大学
の学生と討論した際に強く受けた刺激によって、以前まで抱くことの無かった

興味の世界に導いてくださった先生方には心から感謝しています。どうもあり

がとうございました。 
 
 

佐々木優作（岩手医科大学	 ４年） 
	 病理、夏の学校に参加しようと思ったのは無料しかも温泉にも入り放題とい

う全く病理学とは関係ない不順な動機だった。 
	 先生の講義、特に印象に残ったのは泉先生の女性医師はなぜ病院にのこらな

いかをエビデンスについてもとづいて論じて下さったものである。そこには女

性の結婚や育児問題が絡んでいる。女性が一度仕事を止めると再び医師という

仕事をしようとしたときスキルが落ちていると思われ地位の向上が難しいこと

については確かに妊娠、出産は仕方がないことだが泉先生もおっしゃったが夫

も育児に参加できる環境が必要だと感じた。でも、そこには女性医師の結婚相

手の８割は医師だという。責任ある、かつ育児休暇のとりにくい夫である男性

医師はいつ育児するのか。環境が整備されても時間がない。そこで、泉先生が

御自身のエビデンスにもとづいて考える。医師でない夫と結婚すればよいと。

そのユニーク交じりの熱弁ぶりには笑いありつつ医師不足について具体的に考

えることができた。 
	 次の日の CPCでは、症例が難しく自分はチンプンカンプンであった。他大学
の学生が順序よく論理的な考え方には驚いた。短時間にあれほど、しかも初め

て会ったものどうしであれほどまとめては発表できるとは。また、その中でい

かに病理が臨床症状と結びつき確定診断に重要か分かった。本当に力がついた。 
	 大自然の中で、病理を学ぶ、これは非常に貴重な体験である。これは、弘前

大学の方をはじめ、先生方のおかげである。本当にありがとうございました。

また、黒瀬先生にはスライドでの紹介、お誘い、本当にありがとうございます。

病理医のメリット、デメリットを知ることができ病理医に大きく関心を持つこ

とができました。また、機会があれば参加したいのでよろしくお願いします。 
 
 

佐藤倫紀（岩手医科大学	 ４年） 
僕はこの度、弘前で行われた「病理夏の学校」に参加させていただきました。

今までの４年間、他校の生徒との関わりを持つような場にいくことがなかった



僕にとって、この病理夏の学校はとても新鮮で、また、衝撃的でもありました。 
初日には講師の方々の講演を聞きました。病理は臨床ではないイメージがあ

りましたが、病理が臨床を支えているという一面を知る事ができ、その関わり

の深さに驚きました。また病理医の先生方の地域と世代を超えた深い絆に感動

しました。 
定員が少なく、各県にだいたい１つしかない医学部では卒業までメンバーは

ほとんど変わらず、また他校の医学部とはあまり関係を持てない環境になって

います。それ故に夏の学校での出会いは新鮮で、久々に「新しい友人」を作る

ことも出来ました。たった一日でしたが多くを語らいました。なぜ医学部を志

したのか、どんな医師を目指すのか、自分と近い学年であるその新しい友人達

の思いの強さに心を打たれ、自分も負けてはいられないという気持ちになりま

した。 
より僕をそう強く思わせたのは二日目のＣＰＣでした。出題の内容が難しか

ったのもありましたが、学んだはずなのにわからない！と思う事だらけで、そ

の度に教科書を確認していました。しかし自分とは違い、同班の仲間はさも当

然のように討論をしていました。衝撃的でした。今の勉強ではまだまだ足りな

い！と、落ち込みながらも、やはり負けたくない！と強く思う自分がいました。

そのためには今以上に努力をしなければと思いました。 
今回の病理夏の学校を通して、学んだこと、知ったこと、思ったことの全て

を今後の自分に活かしていきたいと思います。最後に僕達を引率してください

ました黒瀬准教授と、支援していただきました各病理教室の皆様に心より御礼

申し上げます。貴重な機会を与えていただき本当にありがとうございました。 
 

森山	 徹（岩手医科大学	 ４年） 
画家はそのカンパスに何を描く？ 
音楽家はその空間に何を紡ぐ？ 
料理人はその皿に何を創る？ 
医者は・・・？ 

楽しい夜が明け	 皆が与えられた課題について論じ合っている時、体内のア

セトアルデヒドと必死に戦いながら僕はこんなことを考えていた。 
「僕のBBBはアルコールによって既に変性しその中に守られているはずの脳
は不可逆的な傷を負ってしまっているのではないか・・・・」 
普段は絶対に考えないような事をふと考えてしまうのは昨日聴いたありがた

い講演と、周囲の学生達の熱気に当てられたせいだろう。昨日の講演と今日の

CPC	 今の自分、共通したキーワードを探ってみると一つの言葉が頭をよぎっ
た。 
「想像力」いや	 関根努風に「妄想力」といったほうが良いかもしれない。 



昨晩は酒を飲みながら実に様々な先生方、生徒の皆と医学のことから日常の

些細な楽しみのことまで大いに語り合ったが、どの先生も発想力に富んでいて

楽しい談話会となった。 
正直	 自分の持っていた研究者然としたイメージとはまるで違っていてむし

ろ歳の近い部活の先輩と話しているような感覚すら覚えた。形式や固定観念に

とらわれず、自由な視点から物事を楽しみ、わが道を行く想像を膨らませるつ

まり「妄想力」の豊かさを感じた。 
先生方のこの自由な視点の捉え方は病理医として培われていく性質なのかも

しれない。そういえば今行っている CPCも似たようなところがある。 
などと考えながら周りを見れば、右にも左にも楽しそうに想像をはばたかせ、

論じ合う学生がいる。これこそが医大生のあるべき姿なんだろうな。と思える 2
日間でした。 

物はやがて廃れ滅びる 
音はマッハで飛んでいく 
記憶は忘却の彼方へ消えていく 
それでも確かに残っていくものがある 
僕達は何をつくり残していく事が出来るだろうか 

今回知り合うことが出来た皆さん、また会えるときを楽しみにしています 
 
 

徳永花蓮（岩手医科大学	 ４年） 
参加した理由は、今回の短い夏休み、テストや部活の大会に追われ友達との

思い出がなにもできなかったので、温泉小旅行にでも行こうかという軽い気持

ちだった。 
	 参加してよかったのは他大学の方と交流できたことである。初対面で相部屋

というのは初めてのことだったが、すぐみなさんとは仲良くなり最初から笑い

が絶えない部屋であった。また、CPC では班の皆さんに教えられ本当に勉強に
なった。大学の授業でも同じようにグループで症例を話し合う時間もあるが、

いつもきまった進み方になってしまっていた。今回違う大学の方と班員の方の

症状、検査の診かた、そして病理診断して症例を鑑別することは、自分にとっ

て新しい考え方を吸収することができ本当に勉強になった。 
実際の臨床では病理あればこそ症例を鑑別、そして病状の段階を判断できる

と改めて学んだ。４年は臨床中心の授業ではであるが、病態生理、ミクロを常

に意識して勉強することが大事と感じた。 
帰りにリンゴ狩りしたのも楽しい思い出となった。 

 
 



森	 俊一（岩手医科大学	 ４年） 
	 私にとってこの二日間は病理学に対するイメージを変えるものとなりました。

立派な会場も用意していただき驚きました。岩手からは１０人近くの学生が集

まり、他の大学よりも多く感じました。一日目は先生方のお話と弘前大学の学

生による CPCがメインでした。 
CPC はよく構成されており、大変完成度の高いものだったように思います。
先生方の中で東京医科大学の泉先生のお話は非常に印象に残りました。現在の

病理医の数や収入、そして結婚は恋愛結婚がいいのか、それともお見合いがい

いのかなど多くのことを教えていただきました。これからの女性医師の進路と

して病理医が良い理由として、場合によっては自宅でも勤務が可能であること

はとても納得しました。夜の懇親会は多くの先生方や学生と交流でき、楽しい

時間を過ごしました。首都圏などとは異なり東北には大学が少ないため、情報

交換にもなりましたし、又、年齢層も予想以上に幅広くて興味深い話をたくさ

ん聞くことができました。二日目は病理クイズから始まりました。全問正解し

ようと思ったのですが、わずか二問で散ってしまいました。総合的な知識を問

うような内容でしたが、最後まで残った人たちの博学っぷりに感心しました。

続いて CPCにチャレンジしました。課題症例は最初は難解に思いましたが、デ
ィスカッションを進めるうちに全容が見えてきて楽しかったです。限られた時

間だったので皆で知識を補い合い、発表することができました。 
今回、このような交流、学習の会に参加させていただいたことは私にとって

良い刺激になりました。今後の進路の参考にもなりました。計画してくれた方々

は準備が大変だっただろうなと思いました。どうもありがとうございました。 
 
 

澤	 陽平（岩手医科大学	 ４年） 
	 人生は経験である。この言葉が好きで私はこれを座右の銘にしています。今

回の病理夏の学校でもいい経験をさせてもらいました。最終的には行って良か

ったと思えました。我が大学の黒瀬先生も私たち学生に経験の場を持たせよう

と、授業中大々的に宣伝してくださり、その心遣いに大変感謝しています。 
	 中でも強く印象に残ったのは、他大学の先生方や学生との交流でした。初日

の夕食、部屋割りから交流は始まり、２日目には CPC をみなで体験しました。
始めはどうなることかと思いましたが、いざ部屋や銭湯で喋ってみるとなかな

か会話も弾むものでそのまま夕食会場や深夜までに及んだ飲み会でも多くの友

人ができました。部活や出身の話から始まり、将来のことや今までの自分には

なかった視点の意見も聞くことができました。東海大学の山田さん！楽しかっ

たです！ 
	 ２日目の CPCではより実際の病理の現場を体験できました。実際に臨床デー



タが与えられ、プラス病理像を見て病気を判別していくので、普段授業の一環

で行われる PBL よりもリアルなものでした。この CPC の経験によってかなり
のモチベーションアップにつながりました。 
	 最後に、自然に恵まれたすばらしい環境の中で、病理を学び、多くの人と交

流をもてたこと、この会を開いてくださった日本病理学会東北支部の先生方に

大変感謝しています。 
 
 

千葉彰子（岩手医科大学	 ４年） 
「勉強道具も予習も一切要らないし、温泉旅行だと思って気楽に参加してみ

れば」いいから、という先生の言葉につられ、女子三人で温泉旅行に行くよう

な気分で参加した病理合宿でしたが、想像以上に実りの多い経験になりました。 
私が最も印象に残ったのはやはり二日目の CPCでした。周りの皆さんの熱意
と探究心に引っ張られ、また、同じグループの先輩方が丁寧に誘導してくださ

ったおかげで非常に楽しく過ごすことができました。症例の難易度も、普段学

校でやるような、自分だけでも考えればなんとか気付けるようなものではなく、

討論を重ねることでようやく「こうなのかな？」と予想が立つような複雑な症

例で、非常にやりがいがあるものでした。そしてこの、討論が必要とされてく

る症例であったからこそ、自分に足りない、自分の考えを簡潔に相手に伝える

能力や相手の話を聞くことの重要さを再認識させられました。さらに、ほぼ初

対面の方々とでも討論が成り立つことで、医学という共通の話題だけでもこん

なにたくさんの人とつながっているんだという事に気付かされました。それに

加え、同じ学校の中でのPBLではあまり感じることの出来ないような一体感や、
症例を証明できた時の達成感を味わえた今回の合宿での経験は、何者にも代え

がたいものがあったと思います。 
	 この二日間は、非常に思い出に残る経験であったと同時に、今までそんなに

興味を持たなかった病理という分野の重要性や面白さに気付くことができ、こ

れから進む道に新しい方向性を与えていただけたように思えます。このような

貴重な場を設けてくださった主幹のスタッフの方々，御講演してくださいまし

た先生方，参加してくださった教職員、学生の方々、どうもありがとうござい

ました。 
 
 

鵜養	 咲（岩手医科大学	 歯３年） 
	 大学の授業で感じる口腔病理学は、マイナーで正直よくわからない科という

イメージが私の中で大きかった。授業をなさっている先生方は、熱心に教えて

くださるのだが、どうしても私の中に響いて来ない。それを少しでもどうにか



出来、熱心に勉学に励む事が出来れば、という気持ちで参加した病理夏の学校。 
	 それは最初から目から鱗の講演ばかりであった。その中でも東京医科大学の

泉先生の講義は同じ女性として参考になる事ばかりであった。病理医としてそ

れから女性として生きるコツ。じっと座ってお聞きしても眠くならない講演…

それは泉先生の体全てを使った講演だったからであろう。 
	 １日目の部屋割りやお食事で、御一緒した方々と勉強の話から将来の話まで

した。他大学の医学生とここまで話す機会は少なく、とても新鮮であったし私

が歯学生という事もあり医学生から歯学的な質問を沢山され大学に戻ったらも

っと勉強しなきゃならないと感化された。また他大学の教授や先生方とお話す

る機会があり、さらにもっと勉強しなきゃならないと感じた。 
	 ２日目のＣＰＣは、２年生で習った組織の知識を使って頑張って周りの人と

討論してみた。しかし歯学生のため全身に関しては、医学生に比べ詳しくやっ

ていないため、わからない事が多く歯痒い気持ちで終わった。次回は、歯学生

ももっとこのセミナーに参加していただいて口腔病理の分野に取り組んでみた

いです。  
	 私の学校は、たまたま医学部もある。そのため医学生と話す機会も多い。し

かし他大学はそうでない事に気づかされ、自分がどれだけ恵まれた環境で勉学

に取り組んでいるかを思いしらされた。 
	 最後に、この夏の学校に参加出来、本当に良かったと感じています。お世話

になった同大学の黒瀬先生、先輩、それから他大学の先生方有難うございまし

た。２年後は、もっと勉強してまた参加したいと思っています。有難うござい

ました。 
 
 

岩場晶子（山形大学	 実行委員） 
	 病理の教室に来て 4 年，夏の学校という名前は聞いたことがあるものの，関
わったことはありませんでした。今回実行委員となり，鬼島先生，本山先生，

刑部先生にはいろいろと細かいことまで教えていただき，学生 5 名，研修医 2
名とともに無事に弘前へ行くことができました。ご指導いただきました先生方，

弘前大のスタッフの方々に心より感謝申し上げます。天候にも恵まれ，岩木山

の美しい緑が印象的でした。 
	 夏の学校に参加して，私が学生だった頃と同じように，今の学生も将来につ

いて悩み，情報を求めていることにあらためて気づきました。医学部を卒業し

たら，やはり患者と向き合い治療する臨床医を目指したいけれど，勤務医の過

酷な状況について報道されている。でも実際はどうなのかわからない。そんな

学生にとって，第一線で活躍する病理医の話をじかに聞ける機会はあまりない

でしょう。また産科や小児科と同様に病理医も不足していることを知れば，病



理医になりたいと思う学生はきっと少なくないと思います。1日目の講演は，そ
うした学生の疑問に答えるようにポイントを押さえた内容で，私にとっても「病

理の仕事を理解し興味を持ってもらうためには，学生にどのように説明すれば

良いのか?」という点でとても参考になりましたし，講師の先生方の熱意を感じ
ました。2日目の CPCでは，学生には難しい症例もあったものの，病理解剖で
疾患と背景の関連性を明らかにするおもしろさを多くの学生に感じてもらえた

のではないでしょうか。また，私にとって夏の学校は他大学の実行委員の先生

と情報交換する貴重な機会ともなりました。 
	 今回，参加を希望したものの試験のため断念した学生もいますので，次回に

参加できるよう声をかけていきたいと思います。最後になりますが，夏の学校

の趣旨にご賛同いただき，温かいご支援をいただきました各病院・個人・団体

の皆様に厚くお礼を申し上げます。 
 
 

大江倫太郎（山形大学	 研修医） 
	 病理の教室に出入りし始めて少し経過した時に、第 3 回夏の学校の誘いがあ
った。当時、『病理医になろう』なんて少しも思っていなかったので、丁重にお

断りした。しかし、今回の夏の学校を通して得られたものが沢山あったので、

今思えば、もったいなかったなあ。 
	 初日は、諸先生からの病理学の魅力を伝えて頂いた。それを通して感じたこ

とを 3つ： 
1. 病理医はどの地域・病院でも足りてはいないのだなあ。→自分も必要と
される人になれるかも！ 

2. 夏の学校を通し、病理医を志す人が増えればいいなあ。→うんうん、仲
間は多い方が何事も楽しいしね！ 

3. 自分もそろそろ病理医の一員となるので、熱心に仕事に取り組むのはも
ちろんのこと、未来の病理医の勧誘も頑張らなきゃ。→そうだよ！自分

の仕事減らすためにね！ 
	 二日目は、CPC チューターとして参加した。症例は、肺の小細胞癌で腫瘍随
伴症候群を伴うものであったが、現病歴を読んだだけでは疾患を特定すること

ができなかった。たまたま、国試勉強時の図が頭に残っていて、対処すること

ができたが、心中ヒヤヒヤものだった。それとは逆に、学生さん達は思いのほ

か優秀であり、私が学生の時はここまで論理的に病態を考えることはできなか

ったなと感心した。 
	 CPC は、研修制度に組み込まれていて、最近の研修医はだれもが経験するこ
とになっている。ただ、組織学や病理学など顕微鏡を用いる学問は多くの人た

ちが避けがちであるため、中には気持ちが乗り切らず発表まで終える人もいる



だろう。臨床医学は、臨床症状、検査所見、画像所見などを統合して患者の病

態を考察していることが主であり、医学部に入る人の多くは臨床医を志してい

る。しかし、病理学は組織の形態から患者の病態を解明するものであり、それ

が魅力だと思う人も 100人いれば 1人ぐらいいるはず！（私はその一人）。CPC
やこの夏の学校を通して、『病理医って探偵みたいだな、私もやりたい！』って

人が増えれば、未来は明るいなあ。 
 
 

工藤まどか（鶴岡市立荘内病院	 研修医） 
	 このたびは病理夏の学校に参加させていただき、どうもありがとうございま

した。大学までずっと関東で過ごしてきた私にとっては、ご一緒させていただ

いた山形大学の皆様を含め、ほとんど初対面の方々ばかりの集まりでしたが、

温かく迎えていただき感謝しております。 
	 1日目は多くの先生方の貴重なお話を伺うことができ、大変勉強になりました。
女性医師のはしくれとしては、やはり病理という進路の魅力を再確認できたよ

うに思います。また、夕食の会場ではもちろん、その後も夜遅くまで、多くの

方々と色々なお話をすることができ、とても楽しい時間を過ごすことができま

した。 
	 そして、2日目の CPCでは、班で担当した症例は Intravascular Large B cell 
Lymphomaという難しい疾患でしたが、限られた時間内でしっかりと病態を把
握し、プレゼンまでこなす学生の皆さんの熱意に、多くの刺激をいただきまし

た。学生時代の自分よりもずっと豊富な知識に圧倒されると同時に、研修が始

まって忙しさに流されている自分の姿勢を反省した次第です。 
	 また余談ですが、この集まりに参加していた研修医の中で、私を含めて偶然

とは思えないほど卓球経験者の割合が高かったことに驚きました（おそらく泉

先生には歯が立たないような気がしますが）。 
	 最後になりましたが、このような集まりを設けてくださった諸先生方、参加

された学生の皆さん、本当にありがとうございました。今回学んだことを、今

後の自分の勉強や進路に活かしていきたいと思います。 
 
 

渡部茉莉（山形大学	 ５年） 
	 大学での病院実習が始まり約半年たって、何度か「何か志望なの？」と聞か

れる機会があった。なんとなくとりあえずテストを乗り切り、部活三昧の日々

を暮らしていた私は、特に大好きな分野があるわけではなく、返答に困ってい

た。ある時、炎症かもしれない肺腫瘍の手術を見学したときに、迅速病理とい

うものを知り、はじめて臨床と結びついた病理があると、実感した。その時は、



迅速病理で炎症と診断され、手術室中が喜び嬉しかった記憶がある。山形大学

では、大学 2 年に初めて病理に出会う。正直、スケッチは何色を使うかわから
ないし、正常組織がわからないから、悪性もわからない。そんな感じで過ごし

た私は、病理は苦手、不向きだと思い込んだ。 
	 「病理夏の学校」の存在は友人に教えてもらい、上記の「病理ってなかなか

やるな」、というように生意気にも感心したという経緯もあり、是非参加したい、

と思った。 
ざっくりまとめると、山形→バス酔い→病理→酩酊→病理→バス酔い→山形

という体験をし、先生方には人間味を感じ、学生達には圧倒された。 
	 まず１日目正午に会場につき、山形大学の本山先生、鈴鹿中央病院の村田先

生、東京医科大学の泉先生、弘前大学の袴田先生、川崎医科大学の森谷先生、

から 40分ずつのお話があった。どの先生のお話も、とても聞きやすく、病理の
専門の話というよりは、病理に少し絡めつつその先生自身のお話や女医として

生きるには、といった興味深くおもしろい話が多かった。そういった話は、こ

れまで生きてきた人生の先輩ならでは、といったお話でとても聞きたかった話

で貴重な体験であった。そして、先生方がみな柔軟に生きている印象を受けた。

最初からきっちりとした人生計画を立てていて、その通りに生きてきました、

といった先生は少なく、とりあえず何かやってみれば次が見えてくるから、と

いった事をおっしゃっていて、色々と迷いがちな私は安心できた。せっかく、

初期臨床研修制度があるのだから、そこは猶予と考えて、気ままにインスピレ

ーションに従おうかな、と安易すぎる気もしないでもないが、とりあえず思え

た。とても楽しい気分になった。 
	 続いて、「病理夏の学校」に参加していた学生達にはただただ圧倒された。私

の周りではこんなに病理に熱い学生は見たことがない。というか、病理は苦手

という人ばかりで、2年生や 3年生のうちからこんなに病理に興味を持つなんて、
どうして、なんで、と不思議で仕方なかった。ここまで興味のある分野あるな

んて羨ましいな、と素直に思った。二日目に行ったグループごとの CPCは初め
て体験したが、おもしろくもっとじっくりとやってみたいな、と思った。分子

標的薬など開発が進む中、病理はさらに臨床からは切り離さないものとなり、

とても興味深く将来明るい分野なのではないか、と感じた。また、もっともっ

と知識が欲しいな、と実感し、色々な分野の勉強を真面目にやらないとな、と

毎度のことながら改めて反省し思った。 
	 二日間、弘前への道のりや夜の親睦会もとても楽しく、病理はもちろん、そ

れだけではない事をたくさん感じ考え学べた。思い出に残る大変貴重な体験で

あり、企画開催してくださった先生方、関わった全ての方々に感謝したい。 
 
 



赤嶺逸朗（山形大学	 ４年） 
	 今回の病理夏の学校に参加して大変良かったと思った点は大学以外の病理医

の視点からみた病理がどういったものであるかということを聞くことができた

ことだと思います。どうしても身近にいらっしゃる病理の先生は大学の講座に

いらっしゃる先生がほとんどのために、自分の頭の中で描く病理医のイメージ

も大学にいらっしゃる先生方を参考にしたものしか持てなかったのですが、今

回大学で働く病理医以外にも市中病院で働く先生や外科の先生から見た病理と

いった話を聞くことができ、病理医というものに対するイメージを新しく変え

ることができて良かったと思います。 
	 次に良かったと自分が感じたのは研修医の方々や先生も含めて自分の出身大

学とは違った大学の方々にお会いする機会が持てたことだと思います。これま

で私は自分の大学と関係がある学生や先生としかお会いする機会がなかったの

で、今回他の大学の先生や学生の皆様と色々な面についてお話や討論すること

ができたのはすごく大きな刺激になりました。 
特に二日目のＣＰＣでは私個人としては他大学の学生との他流試合のような緊

張感の中での活動で、自分の知識の不足やグループ全体の方向性を統一するこ

との難しさを感じたと同時にこれからの勉学に対する大きなモチベーションを

得ることができました。 
	 今回の夏の学校は大変有意義なものだったと思いましたが、このような他の

大学の学生や先生方と学問の形で交流する機会が半年～一年に一度あるといい

なと個人的には思いました。東北 6 県が集まらなくとも３～４校ずつからなる
グループを作って日帰りでＣＰＣなどを行う機会が定期的にできるようになる

と大変嬉しいです。 
	 最後に今回の夏の学校の運営やサポートや引率の先生など関わって下さった

方々にお礼を述べたいと思います。ありがとうございました。 
 
 

阿部佳子（山形大学	 実行委員） 
この度、病理夏の学校にははじめて出席をいたしましたが、担当先生方のご

熱心な準備と、学生の高いモチベーションに非常に感銘しました。 
1 日目の先生方のご講演は学生に聞かせるのはもったいない位かと思いまし
たが、1日目の懇親会での学生の反応、2日目の模擬ＣＰＣの取り組みの様子を
見る限り、彼らの受け入れ能力は思った以上に高いのだなあと寒心しました。

日常、学生に関わる際は授業など、比較的一方通行の付き合いが多く、夏の学

校の 2 日間で過ごしたように双方の考えを交換できる機会が少ないため、学生
がどのように考え、またどのようにとらえるかということが、分かっていなか

ったと反省しきりでした。私は、医学部に入学する以前に 4 年生大学卒後就職



をしていたのですが、当時の就職活動、就職に対する大学側の取り組みと比べ

てみると、医学部の学生は入学と同時に就職活動の大枠が終わってしまったよ

うなもので、卒後どのような仕事の選択肢があるかということについて、知る

機会に恵まれていないのかもしれません。今回のような機会をもつことは、学

生の役にたつと同時に、我々も自分の立場を再認識し、この場で得たことを今

後の学生指導に生かせるものと思います。 
最後になりますが、ご準備頂いたスタッフの方々には心より感謝を申し上げ

ます。 
 
 

熊本 裕行（東北大学	 実行委員） 
	 岩木山を間近に臨む絶好のロケーション また 青い空の広がる好天の下、”第
5回 日本病理学会東北支部 病理夏の学校 in 弘前”に参加させて頂きました。 
	 まず初日は、様々な先生より様々な立場からの病理学や病理医についてのご
講演を頂きました。病院病理医として活躍される先生や、大学で病理学を実践
される先生 また 臨床で最先端の医療を担う外科医の先生などより、病理につ
いての考え方や処し方をきかせて頂くことができました。いずれも通常の学会
や学術講演などではなかなか聴くことのできない格調高くかつ個性的なお話ば
かりで、病理に興味を持っている学生や研修医にとってとてもインパクトがあ
り興味深く感じられたと思いますし、私自身もとても貴重な経験をさせて頂い
たと思っています。また、その後に行われた弘前大学の学生による CPCはかな
り難しい症例でしたが、病理と臨床の関係の大切さや病理解剖のもつ精度の高
さや解釈の仕方の面白さが伝わったと思われます。 
	 2日目は、病理に関するクイズコーナーの後、グループに分かれて解剖症例に
ついての解析・検討に取り組みました。どのグループにも比較的わかりやすく
かつ考えることの沢山ある非常に適切な症例が選択されており、学生グループ
中でも楽しんで準備・発表ができたと思います。以上が期間中の内容とそれぞ
れに対する私のコメントです。病理に興味を持っている学生や研修医に対し、
病理の内容や面白さは十分に伝わったと思います。ただ、全体を通して病理医
としての話題が多く、基礎医学としての病理学があまり語られなかったことが
少し残念でした。 
	 2 日間の期間中、懇親会を含め、学生や研修医の方と沢山話す機会があり ま
た 他大学の教員の方からも様々な話を聞くことができ、"夏の学校"でなければ
できないようなことが多々経験できたと思います。これは、学生や研修医にと
って意義があるだけでなく、私達教員にとっても有用で楽しい催しであったと
思われます。鬼島先生をはじめとするスタッフの皆様、本当にご苦労さまでし
た。心より感謝申し上げます。 
 
 

山崎有人（東北大学	 ４年） 
今回、病理夏の学校ということで、1泊 2日の弘前での勉強会合宿に参加させ
て頂いた。昨年度の我が校の基礎医学修練において、自分は病理診断学の研究

室内で実験に携わることが多く、院内の病理部に足を運ぶ機会は少なかったた

め、病理専門医の先生方の実地に基づく体験談、及び、病理のノウハウについ



て話を聞くことが出来たのは、大変新鮮であり、また、大いに興味をそそられ

るものだった。病理という分野について、学問的に、また、将来の職業的にこ

れほどまでに深く話を聞けた事は、自分の視野を広げるうえで、大変貴重な経

験だった。 
また、今回の合宿では温泉を通じて、他大学の先生方や学生の方々との交流

を深めることができ、大変有意義だった。部活やサークルの合宿と違い、学問

的な話題を通じての情報交換やディスカッションが多く、そこから得られるも

のも多かった。特に 2日目の CPCにおけるグループワークは本合宿の醍醐味と
いってよかった。我が校のカリキュラムにおいても「症候学チュートリアル」

と銘打つ似た様なグループワークがあったが、決定的に異なる点があった。そ

れは違う大学の、しかも学年も違う学生とディスカッションする、ということ

だ。学年が上なら自分より多くの知識を持っている、学年が下でも自分と違う

鋭い見識が得られる、何より大学が違えば、経験も違うし、教育も違う。その

ような状況下でのディスカッションは宝の山だった。さらに個人的には発表す

る機会も頂き、プレゼンや質疑応答の練磨にもなり、言うこと無しだった。一

方で、ディスカッションを進めるうえで自分の未熟さ、無勉強さをやはり痛感

させられた。しかし、それと同時にモチベーションを上げるきっかけにもなり、

自堕落な我が身に鞭を打つ特効薬となった。 
学部 4 年生での参加は臨床医学に触れている状態なので、病理と臨床各科と
の繋がりの強さも理解することができ、昨年度までの朧なリアリティーさとは

違っていて、さらに興味深く感じられた。特に悪性腫瘍に関する分野は、現代

医学においても極めて重要であり、病理の担う役割の重大さを少なからず理解

できた。 
今回の合宿を通じて、病理の奥深さ、そして興味深さを再認識することとな

った。また、他大学の先生方や学生の方との交流関係を広げることが出来たの

も、今回の合宿に参加させて頂くことができたからこそである。最後になりま

したが、今回我々を引率して下さった阿部佳子先生、日本病理学会東北支部長

の本山悌一先生、本年度病理夏の学校実行委員長の鬼島宏先生をはじめ、合宿

中御指導頂いた先生方、及び、我々学生のために今回の合宿に御寄付賜りまし

た先生方、団体の方々には、深く感謝の意を示すと共に、心より御礼申し上げ

ます。今回の病理夏の学校で得た貴重な経験を今後に最大限活用すると共に、

また、活用できるよう日々精進を重ねていきたいと思います。 
 
 

鈴木瑛介（東北大学	 ３年） 
病理夏の学校に参加して、普段の大学の講義では学ぶことができない多くのこ

とを知ることができたと感じている。 



病理医として活躍されている先生方の講演は今日の病理医の在り方について

知るうえで非常に参考になり、臨床の場において病理を学んでいくことの重要

性を強く感じさせられた。 
	 また、CPC の実演は自分の知識不足から完全に病態を理解することはできな
かったが、実際の医療の現場で行われている病理診断の一端を知ることができ、

今後医療を学んでいく意欲をより掻き立てられた。 
	 最も有意義であったのは同じく医学を学ぶ他大学の友人達と出会えたことで

ある。同世代の学生の知識量やその研鑚をかさねる姿に非常に感心させられ、

刺激を与えられた。 
	 この二日間で学んだことを今後の学習に活かしていこうと強く思う。 
 
 

田中	 学（福島県立医科大学	 実行委員） 
	 月並みな表現しかできないのが恐縮ですが、夏の学校の二日間はとても有意

義な時間でした。初日の先生方の講演は、全体的にロックスターのライブのよ

うに勢いがあり、そして時に、年余を経た酒の席でほろりとこぼされる大切な

思い出話のように心に染みるものでした。こうした素敵な時間を過ごした後で

強く思うことは、夏の学校を是非、毎年開催して、一人でも多くの学生や研修

医が参加できるようになればよいなぁということです。BSL で 5,6 年生に接す
ると、「3年生の実習ではあまり興味が持てなかった病理ですが、BSLでまわっ
てみると結構面白いと思いました」という意見を少なからず耳にします。しか

し、夏の学校の開催が二年に一度では、学生が病理に興味を抱いたタイミング

（BSL で病理をまわる時期）によっては、学生時代に参加する機会がないとい
う事態に陥ってしまいます。研修医になると、ローテートする科によっては参

加する時間が取れないということは十分ありえる話です。こうした巡り合わせ

の悲劇は、学生や研修医にとっても、病理に従事する我々にとっても、お互い

に不幸であるような気がしてなりません。 
	 そして、今後の夏の学校がさらに素敵なイベントになることを期待しながら、

個人的な思いつきを 2 点ほど。夏の学校はいろんな大学から学生や教員が参加
し、交流の幅を広げられるチャンスです。しかし、誰もが初対面の人とすぐに

打ち解けられるわけではありません。交流を手助けする意味で、初日の前半の

方に、ちょっとした共同作業の場みたいなものがあれば、よりスムーズに他大

学の人たちとの交流ができたのではないかと個人的には思いました。それは

CPC のようにしっかりとした作業でなくても、小グループを組んでクイズに答
える、そんな感じでもよいのではないかと思います。2点目は、もう少し会全体
が研修医に向けたものであってもよいのかなと感じました。個人的な反省を含

めて、もう少し多くの研修医が参加できるように、宣伝なり、勧誘をもっとす



ればよかったかなと思います。また参加した研修医が将来的に病理の道を進む

ことを後押しできるような、背中をぽんと押してやれるような、そんな何か（具

体案はすぐには思い浮かびませんが）があってもよかったのかなと思います。 
	 最後に、素敵な夏の学校を企画運営していただいた鬼島先生を始め、スタッ

フの方々に、この場をかりて感謝いたします。 
 
 

古川未希（福島県立医科大学	 研修医） 
	 病理夏の学校に参加したのは、今回が初めてだ。夏の学校は、たしか 2 年ほ
ど前、福島県で行われた時のポスターを見て知った。その時は都合がつかず、

残念ながら参加することができなかった。今年はちょうど、開催される時期に

初期研修の自由選択枠で病理を選択していたこと、今後の進路選択のうえで参

考になればと思い、参加した。 
	 弘前までは新幹線とバスを乗り継いで行ったが、思ったよりも遠かった。岩

木山が宿の目前にせまり、また街を見下ろす景色も広がっており、大変環境の

いい場所で開催されることに驚いた。個性的な先生がそろい、様々な角度から

の病理のお話はとてもわかりやすく、楽しく、終わるのが惜しいほどだった。

学生や研修医に向けた、日本各地の先生方のお話を聞く機会はそうはないだろ

う。大変貴重で有意義だった。 
	 また、懇親会で他大学の先生のお話を聞けたのも大きな収穫であった。病理

医となることを選んだ理由、仕事に取り組む姿勢、様々な可能性など。進路に

ついてのアドバイスもいただくことができた。 
	 同じ立場の初期研修医と話す機会が持てたことも大きかった。私は福島医大

を卒業し、同付属病院で初期研修を行っているため、他の大学を卒業し県立病

院などで研修を行っている研修医とはほとんど話す機会がなかった。話してみ

ると基本的な悩みなどは同じだが、仕事に対する思い、病理に対する思いはそ

れぞれで、本当に真剣に、長期的な視野でこれからのことを考えていた。 
	 2日目の病理クイズはおもしろかったが、私には難度が高くすぐに着席してし
まった。学生との CPCは、都合上帰らなくてはならなかったため、参加できな
かった。1日目の様子から、かなり勉強している学生が多いようだったので、お
そらく討論が盛り上がったのではないかと想像していた。 
	 この 2 日間で貴重な経験をし、多くの情報を得ることができた。これらを今
後の進路の選択や、勉強や仕事に向かう姿勢などに反映させていきたい。 
 
 

高柳奈津子（福島県立医科大学	 ６年） 
	 私が初めに病理夏の学校の存在を知ったのは、2年程前のことです。3年生の



時から病理学に興味を持ってはいたものの、講義と試験以外で病理に関わる機

会はありませんでした。ところが、2007年度に入ってから、福島県立医科大学
の主幹で「病理夏の学校」というイベントがある、とクチコミで聞きつけたの

です。CPCを学生がやるらしいよ、という友人の言葉を聞き、CPC？聞いたこ
とあるけど何だっけ、と思いながら、ただ病理に興味があるという理由で参加

の意思を伝えたのを覚えています。CPC って何？というレベルから出発した
CPC の準備は当然容易ではなく、当日は怖々と参加したのですが、いざ行って
みると、CPCも講演も勿論懇親会も存分に楽しむことができました。次は 2009
年と聞いて、是非次回も、と思ったのは言うまでもなく、それが今回の参加に

繋がっています。 
	 今回は、CPC もオーディエンスだし、気軽に参加して楽しもう、と考えてい
ました。が、盛岡を出たあたりで、学生がその場で CPCをやる企画があるらし
いと知って慌て驚き、やはり今回も怖々と参加することになりました。実際に

「CPC にチャレンジ！」をやってみると、大学も学年も違う初対面のメンバー
と意見を出し合ってグループの結論をまとめていく、というプロセスは思いの

外難しいものだったと感じます。しかし、だからこそ達成感を得られ、10 人の
様々な観点から一症例を検討できたことで発見も多く、本当に勉強になりまし

た。また、初日には興味深い講演会が目白押しで、診断病理の現場のことから

医師として生きるコツまで、非常に幅広く面白いお話を伺うことができました。

病理医の先生方が現場でどのような活躍をされ、どのような役割を担っている

のか、やりがいや面白さはどこにあるかといったお話を通じて、「病理医」を身

近に感じるきっかけになったと思います。一歩間違えば寝て過ごしていたかも

しれない夏休みの 2 日間を、このような密度の濃いイベントに充てられたこと
は、我ながら正しい選択であったと確信しています。 
末筆ではありますが、日本病理学会東北支部病理夏の学校を企画運営してく

ださった実行委員の先生方と弘前大学の皆様に心より御礼申し上げます。貴重

な機会を本当に有難うございました。 
 
 

宮岡	 雅（福島県立医科大学	 ６年） 
	 2009年 8月 22、23日に爽やかな気候に恵まれた弘前で行われた「病理夏の
学校」では病理が医療においていかに重要な役割を果たしているか、また病理

医として医師人生を送ることがいかに有意義かを知ることができました。 
	 多くの先生方の貴重な御講演を拝聴しました。その中でも最初から病理のみ

というわけではなく、一度臨床医であった、あるいは内科の研修を受けている

などの先生方が多くいらっしゃること、御講演された先生全員の話し方が分か

りやすく、伝わりやすいことが非常に印象的でした。 



	 先日ある病院の就職試験を受けた時、面接で将来の希望の科を聞かれたので

「病理科を考えています」と答えたところ急に面接官の様子が慌ただしくなり

ました。面接官は 3 人いらっしゃいましたが 3 人とも手元にあった資料と僕の
顔を見比べて少し困った、というか不思議そうな様子でした。病理に興味があ

る人間は生きた生身の人間と接することが不得手。どうもそのような固定観念

があるようでした。卒業後最初の 2 年間は必修として内科や救急科を研修する
ことになっています。その時コミュニケーション能力が無いと患者さんとの間

に信頼関係が築けないことを面接官は恐れたのだと思います。しかし実際の病

理医はほとんど全ての科と連携を持ち、それぞれの先生方と病理診断について

議論を交さなければなりません。最近では病理の画像を患者さんに説明する病

院も増えてきています。決して人と接することが苦手な人では務まらない職種

であると思います。結局、面接の最後の質問でストレートに「君はコミュニケ

ーション能力ある？」と聞かれたので「物凄くあります」と答えました。 
	 今回の御講演をもっと各地でやって頂ければ「病理医＝暗くて人と話せない

人」という固定観念を取り払うことができると思っています。そうすれば病理

科に興味をもってくれる人が増え、終には病理医の数も増えていくのではない

かと考えています。そう思うほど、この 2009年病理夏の学校に来て頂いた先生
方の人柄や御講演の内容に感銘を受けました。 
 
 

佐藤ルブナ（福島県立医科大学	 ５年） 
	 病理夏の学校には今回が初の参加でしたが、普段触れることのできない話題

に触れたり他大学の学生との交流をしたりと、大変よい経験をすることができ

ました。 
	 1日目の講演では病理についてのみならず、女性医師の社会復帰の難しさや他
科からみた病理の魅力など多岐にわたるお話を伺うことができ、大変興味深く

感じました。特に泉先生のお話からはその内容だけでなく、聞き手に納得させ

る話し方の大事さを学びました。また、弘前大学の学生による CPCは今まで経
験の無かった症例でしたが、発表の構成のおかげで考えながら聞くことができ

ました。 
	 なにより印象に残ったのは 2日目の CPCです。いままで他大学の医学生と接
する機会がほとんど無かったのですが、皆さんのやる気に触発されて頭を使い

ながら発表できたと思います。また、このような短時間で CPCに挑戦した経験
が無く始めは戸惑いましたが、意見を出し合うことでスムーズに解決できまし

た。自分のグループだけでなく他のグループの症例についても理解が難しい部

分もありましたが考えながら発表を聞くことができました。 
	 学外でこのような会に参加するにはそれなりのやる気が必要ですし、今まで



は気が引けてしまって参加できずにいましたが、今回病理夏の学校に参加し、

短い間ではありましたが普段触れない考え方を知ることができたのは大きな収

穫でした。また、大学に入学してから大会で何度か弘前に足を運んだことはあ

ったのですが、今回のようにゆっくりと自然を見る機会は無かったので大変楽

しく過ごさせていただきました。 
	 私にとって病理はまだまだ難しい分野ですが、今回の病理夏の学校に参加し、

これからも少しずつ学んでいこうと思うことができるきっかけをいただきまし

た。この経験を生かし残された実習の期間を過ごして行きたいと思います。本

当にありがとうございました。 
 
 

斎藤紘丈（新潟大学	 ５年） 
	 「臨床医になりたいし、病理の勉強もきちんとしたいけれども、どんな進路

があるのだろうか」と漠然と考えていた私は、今年の夏ごろから第二病理の長

谷川先生の勉強会に何回か参加させていただいていました。そこで今回の夏の

学校@弘前を紹介されました。 
	 実際に何人かの病理の先生方にお話を伺って、臨床医として仕事をした後に

病理医になった先生が本山先生をはじめとして、自分が最初思っていたよりも

ずっと多くいらっしゃることに驚きました。 
	 今回の夏の学校で僕は、患者さんの病態を一つの物語として組み立てていく

ことの難しさと面白さを自分たちで体験することができました。２日目の CPC
で、僕たちのグループは関節リウマチに合併した反応性全身性アミロイドーシ

スの症例について検討、発表したのですが、個々の臓器の切片といういわば静

止画から、「慢性炎症を背景としたサイトカイン IL-6 分泌亢進により、肝細胞
で血清アミロイド A 蛋白が大量に産生されて全身のアミロイド沈着を引き起こ
し、やがて臓器障害に至る」というストーリーを再構築するという作業は、学

校の授業だけでは得られない大きな収穫になったと思います。 
	 今日、良い医師の一つの条件として全人的医療の実践があげられるようにな

っていますが、「単に症状や病変を見る」から「根本にある病態を有機的に理解

する」へ、さらに「病態を理解する」から「病態を把握した上で、患者さんの

痛みや不安に共感し、一緒に病気に立ち向かう」ことを我々は求められていま

す。 
	 もちろんこのような堅苦しい話ばかりではなく、夜は美味しい料理とお酒を

いただきながら、普段なかなか接する機会のない他大学の皆さんと大いに交流

を深め、病理の先生方とはバドミントンや卓球の話で大いに盛り上がることが

できました。また、帰り道には弘前市内、五能線、白神山地と夏の東北観光も

満喫いたしました。 



	 講演の中で、「一人の患者さんが抱えている問題点を、それぞれ専門性を有す

るスタッフ間で共有し、協力してその患者さんの治療に当たるとともに、生活

の質の向上を目指す」という意味で森谷先生がおっしゃったチーム医療の重要

性を現場で実感できるよう、残り約一年半の学生生活をより一層充実したもの

にしていきたいと思っています。 
 
 

中山	 瞳（新潟大学	 ４年） 
	 この度は病理夏の学校に参加させて頂きありがとうございました。拝聴した

数多くの講演や東北地区の学生との交流から大きな刺激を受けました。また、

臨床における病理の役割について、その重要性を再認識しただけでなく、人体

を系統的に診るのにこれほど適した学問はないと、病理診断の魅力を新たにす

るよい機会となりました。 
	 「臨床系統医学」として病理を扱うものの「病理学」としての授業時間数が

少ない本学において、私は、臨床における病理学はある疾患の最終診断、最後

の切り札といった印象を持っていました。つまり、臨床的側面、臓器的側面か

ら病理をとらえることが多かったため、疾患特異的な一臓器の組織像を診てそ

の疾患を理解する、すなわち、一つの臓器を見て疾患全体をその患者さんの病

態全体を理解するものだとするイメージを強く持っていました。しかし、特に

二日目の学生CPCを通じて、多臓器に見られた組織所見や学生同士の議論から、
一つの疾患を理解するのに一つの臓器や一つの臨床像だけにとらわれているの

では視点が狭く，危険であり、いかに全身・全体をみてその患者さんの病因や

病態を思い描けるのかが重要であると感じました。問題点を抽出し、その答え

を組織像に求める姿勢を興味深く思いました。病理学の人体をシステムとして

みる俯瞰的、マクロ的視点を身を以て体感した瞬間でした。 
	 加えてそのミクロ的な魅力を再認識した機会にもなりました。組織レベル、

細胞レベル、蛋白レベル…とミクロの視点に立つ程、細胞における病態生理の

理解が進み、先述した「人体を系統的に診る」だけでなく、「疾患を系統的に理

解する」ことが可能なのではないかと考えました。 
	 この夏の学校では、多くの先生方、学生と交流させて頂きました。多くの方

とお話しすることで自分の価値観をみつめ、また自分の将来を考えるきっかけ

となりました。二日間という短い期間ではありましたが、とても有意義な時間

を過ごさせて頂きました。ありがとうございました。 
 

相澤見帆（新潟大学	 ４年） 
今回、長谷川先生のお声掛けにより夜行列車に揺られて弘前夏の学校に参加

しました。どういったイベントなのか全く見当もつかないまま、わくわくしな



がら第一日目を迎えました。東西各地からいらっしゃった先生方の話をお聞き

でき、病理学という分野に対する情熱がダイレクトに伝わる良い機会でした。

また、弘前大学の学生さんのプレゼンテーションをお聞きし、以前習ったはず

の知識が薄れている自分を再確認できました。その後の懇親会及び二次会では、

他大学の先生方・学生さん方と共に語り合うことができ、本当に有意義な時間

を過ごさせていただきました。第二日目は病理クイズと CPCにチャレンジとい
うことで、前日のプレゼンテーションからどれだけ難しいものが出るのだろう

かとやや緊張しながら参加しました。実際どの症例も一筋縄ではいかないもの

でしたが、一つの症例に対して単に診断を下すのではなく、病態生理学的にど

うしてそのようになったのかを情報を集め病理組織を観察し、推理・考察をす

ることで、立体的にその症例を理解することができるということを体験できま

した。免疫染色で組織のどの部位が特異的に染まったか、HEで見たときに病変
はどの組織に出現しているか、あるいは出現していないかを探し、症例に還元

したときにそれがどう病態に関わってゆくのかを知ることは学問的に非常に楽

しいことだと思います。 
改めて病理学は、将来様々な病気を診るのであろう私たち医学生にとって本

質でありかつ重要であることを知りました。検査ではある病気を推測すること

ができますが、生検にしろ、細胞診にしろ、剖検させていただいた組織標本に

しろ、スライドグラス上の像が病気そのものを物語っていると言えます。また、

組織形態におけるその病気の特性から、きっとこんな像も見られるのではない

かと予測することも可能になります。病気の診断とは推理に似て情報を集め統

合して下すものですが、その過程で病理学が大きなウェイトを占めています。

将来私が病理とどう関わりを持つのかは、はっきりとは解りませんが、ある患

者さんの病気を診る上で病理像がイメージでき、或いは責任を持ってその病理

組織の診断や説明をできるような医師になりたいと思いました。 
最後に、本当に為になる病理学校を開いて下さりありがとうございました。

ただ単に病理学に迫るだけでなく、それに携わる方々のことや将来の自分につ

いて改めて考える良い機会となりました。 
 
 

阿部達也（新潟大学	 歯５年） 
今回の病理夏の学校に参加することができて、大いに病理学への興味を刺激

されることになりました。 
私の病理学への興味は、3年・4年次に病理学の講義を受けたことに始まりま
す。歯学部ではどうして歯やその修復・補綴を対象とした講義・実習が多い中、

病理学の生物学的・科学的な面に非常に魅力を感じました。それ以来、新潟大

学口腔病理分野に入り浸ることとなり、今に至ります。学部での本業に加えて、



病理の勉強の日々を送っています。 
歯学部の特性上、口腔病理学を志そうという人はマイノリティーのようで、

日頃学部生同士で病理に関する議論を行うことも少ないです（したいとは思う

のですが…）。夏の学校ではCPCを体験し、同年代の人と議論を交わすことが
できてなんと有意義だったことか！医科と歯科という違いはあっても共通の基

礎をもって議論することができたということは、これからさらに病理を勉強し

ていきたい、という意欲を刺激してくれるものとなりました。また、数々のご

講演も大変興味深くこのような機会がまたあればまた参加したいというのが率

直な感想です。 
最後に、このような機会を設けていただいた諸先生方に厚く感謝いたします。 

 
 

平林健一（東海大学	 教員） 
	 今回弘前大学鬼島教授のお誘いを受け、東海大学から 4 年生の学生 2 人およ
び引率として平林が東北支部会夏の学校に参加いたしました。若くて元気な学

生 2人は夜行バスで東海大学のある神奈川県伊勢原市から弘前まで約 12時間か
けて移動。引率の私はそんな元気はないので早朝（深夜？）3時半に起床し、朝
一番の羽田発の飛行機で青森入りをいたしました。午前中に学生らと弘前駅で

落ち合い広大な弘前城見学後、弘前市郊外の会場へ移動。初日はバラエティに

富んだ講演の数々と、2日目は学生参加の CPCを中心とした充実した内容であ
りました。東北各県から多数参加した学生達は、長い講演ではややお疲れ気味

な感じでしたが、CPC では二日酔いにも負けずチューターの研修医とともに、
予想以上？に活発な議論を展開していました。残念ながら、関東支部会ではこ

のような学生を対象とした「夏の学校」は行われていません。関東支部は施設

数が多く、なかなか施設間の交流が取りづらいのが原因かもしれません。神奈

川県４大学（聖マリアンナ医科大学、横浜市立大学、北里大学、東海大学）で

は、1日だけの「夏の学校」が 2-3年前から行われています。講演と顕微鏡を使
ったレクチャーが行われています（今年の腎疾患でした）。しかし 1日だけのイ
ベントでは学生間および学生教員間の交流は十分にできないのが現状かと思い

ます（夜の懇親会が大切です！）。東北支部で行われているような「夏の学校」

は、病理医の仕事の理解、学生との交流、将来の病理医をリクルートするため

にも、非常に有意義なイベントだと思います。運営は大変かもしれませんが、

全国レベルで開催してもおもしろいかと思います。講演・CPC の内容、ロケー
ション、運営、とてもまとまりのある素晴らしいイベントでした！今後も東北

支部会「夏の学校」が発展継続していくこと期待いたします。来年以降もアウ

ェーですが（お誘いがあれば）是非参加させてください。 
 



 
山田朋子（東海大学	 ４年） 

私が病理学に興味を持ったのは、3年生の授業で、組織像から癌の良性か悪性
かを判断できることを知ったことがきっかけでした。数センチ四方の小さなプ

レートから、全身の状態がわかるなんて、何とスケールの大きな話だろうと思

いました。以来、授業だけでなく個人的に病理学を勉強する機会に恵まれ、今

回「病理夏の学校」に参加させていただくに至りました。 
1 日目の講演会では、本山先生がおっしゃっていた、「病理に関わる人が少な
いからこそ、その醍醐味が味わえる」という話が非常に印象的でした。「人がや

らないことを敢えてやる」という発想は、今までの私にはないものでした。さ

らに臨床の先生の講演では、「臨床から見た病理」の観点でお話を伺うことがで

き、病理と臨床の連携が、いかに重要であるかを痛感しました。 
2日目の症例検討会では、関節リウマチの症例を扱いました。関節リウマチや
心筋梗塞の既往がある 60歳代女性が、下痢と下腹部痛を主訴に来院された症例
でした。私はまず、下部消化管炎症をきたす疾患を列挙し、鑑別診断を検討し

ていたのですが、絞りきれませんでした。しかし病理像を見たところ、腎や消

化管など多臓器にアミロイドの沈着が見られ、それが突破口となり、関節リウ

マチに続発したアミロイドーシスであることがわかりました。病理診断は時に、

診断や治療方針を決定する上で、鍵となる情報をもたらしてくれます。そのよ

うな情報を提供すべく、直接患者さんに接することはなくとも、「縁の下の力持

ち」として日々尽力されている病理の先生方の存在があってこその臨床だと思

いました。 
二日間という限られた時間でしたが、第一線で活躍されている先生方の貴重

な講演を拝聴しただけでなく、他大学の学生や臨床研修医の先輩方との交流も

持て、夏休み最後の、充実した有意義な時間を過ごせました。私が将来臨床の

医師になっても、身体所見や検査所見だけでなく、病理所見も考慮した多方面

からのアプローチを心がけ、より質の高い医療を提供する医師になりたいと思

いました。 
 
 

倉林賢慶（東海大学	 ４年） 
今回の病理夏の学校に参加させて頂いて病理医の現状と重要性を知ることが

でき、病理がより身近に感じられるようになりました。また他大学の学生の皆

様と症例問題を解き、交流を深めることで自分自身にとって足りない部分を認

識し、これからの医学部における学生生活のモチベーションを高める良い機会

となりました。 
以前まで病理とは臓器の細胞を顕微鏡を用いて検査し、診断をするという漠



然としたイメージを持っていました。病理診断は患者さんの最終診断や治療に

関わっていて非常に責任のある仕事ですが、標本に対して病理医の数が少ない

ということなので一人の病理医がそれだけ多くの患者さんの運命を握っている

ことを知りました。また病理診断は臨床医の業務にとっても必要不可欠である

ことを感じました。自分自身学生生活あるいはその後の実務の中で膨大な知識

を習得したとしてもはたしてその知識からこれからめぐり合うであろう全ての

患者さんに正しい診断をつけることができるだろうか、誤診をしないだろうか

と常日頃から疑問に感じていました。診断の向上、医療の質を高める意味で病

理診断あるいは臨床医と病理医との相互のコミュニケーションは非常に重要で

あると感じました。臨床症状から思い込んでしまったり、また逆に他の病気の

可能性を見落とす事を防ぐ手段であると感じました。 
また病理医は時間設定が自由であるというので、家庭を持って離職をしてしま

う女性医師にとっては重要な選択肢の一つとなりえるし、それによって病理医

が増えることで医療の質の向上につながるのではないかと感じました。 
今回病理医として各地で活躍されている先生方の生の声を聞けたのは自分のこ

れからの人生において非常に重要になってくると思います。以前より病理医と

いう仕事が身近に感じられるようになり、選択肢の一つとして意識をするよう

になりました。病理夏の学校という場を提供して下さった先生方に感謝申し上

げます。 
 
 

吉田えり（弘前大学	 研修医） 
	 今回初めて参加した。考えるということに真剣に取り組んだ 2 日間だったと
思う。臨床の現場に新入りの研修医としては毎日必死で、どうしてそのように

なるのかについて深く考えたり、その仕組みをゆっくり考察したりという作業

に慣れていなかった。 
今回、学生さんと一緒に即席の CPCをしてみようという企画があり、私はチ
ューターとして参加した。症例は膵癌の肝転移、腹膜播種など全身転移を来た

しているものだった。私は特に深いことは考えずに、原発は膵臓で、肝臓はほ

ぼ腫瘍で置換されていて、多発結節なので、腹膜播種も認めるので、もちろん

肝臓の血行性転移であろうと考えていた。しかし、学生はそこについて膵癌の

肝転移の可能性と、膵癌、肝細胞癌の重複癌の可能性について同様の事前確立

を持ってミクロの病変を見始めた。病歴や膵尾部腫瘤、肝多発結節なので、重

複癌ではなく、膵臓原発を疑っていなかったが、そうだ、それだけでは憶測の

域を出ず未熟だ。学生さんと一緒にミクロを見て、教科書と見比べて、どのよ

うなストーリーだと今自分たちが考えていることを合理的に説明できるのかを

検討した。私たちには膨大すぎる資料の中から必要となる情報のみをセレクト



してストーリーを決めていく。臨床では、経過や病理を踏まえた画像上の特徴、

検査などとみて、実際からだの中ではどのようなことが起こっているかを考察

している。病理を見るまで、完全に確定はできない。だからといって全員に剖

検するわけに行かないので、事前確立を見込んで検査、画像をみて実際に起こ

っていることを限りなく高い推測に押し上げているのだ。そのベースには病理

があることを切に考えさせられた。 
学生のときには、病理もいろいろな授業の中の１つでしかなかった。しかし、

臨床を進めていく上で必要不可欠であると痛感している。夏の学校の参加者は

皆モチベーションの高い人ばかりで、なぜという疑問に対してさまざまなツー

ルで考えて、ディスカッションをして、非常に刺激的だった。これからのいい

指標となる 2日間となり、このような機会に参加できたことを光栄に思った。 
 
 

羽賀敏博（弘前大学	 ６年） 
私は「病理夏の学校」に参加するのは 2回目でした。2年前の福島で開催され
た「病理夏の学校」では、今でもたまに連絡を取る友達ができとても良い思い

出として残っています。もちろん、病理の大切さと面白さも勉強しました。 
あれから２年。病院実習で実際の臨床を垣間見てきて改めて痛感する事は、

病理学は大切だということです。少し成長した（？）私の視線からこの２日間

を振り返ってみたいと思います。 
今回私は、「病理夏の学校」が地元弘前で開催されるということもあり、鬼島

先生のお誘いを頂き参加させてもらいました。残念なことにマッチング試験の

ため途中からの参加になってしまいました。 
今回も夜の宴は言わずもがな、盛り上がっていたと思います。普段交流する

ことがあまりない他大学の先生方にも色々なお話を伺えとても勉強になりまし

た。そして他大学の学生と交流を持てた事はとても刺激になり良かったと思い

ます。２年前と変わらず、和気藹藹と楽しいひと時が過ごせました。 
２日目のＣＰＣは、実際に標本を検鏡しグループで色々相談し合いながら、

病態生理を考えパワーポイントにまとめて発表するというものでした。前回と

はまた一味違ったＣＰＣで、（一歩ひいて見渡しても）面白いものでした。色々

考えまとめていくうちにグループ内で仲良くなっていくのも分かり、とても良

い病理の勉強になりました。そして、発表する各グループの代表を見ると凄い

なと思いました。２年前果たして自分には出来たであろうか…、と。更なる努

力をしなければならないと自省する機会にもなりました。 
２年前、私はこの「病理夏の学校」に参加し、素敵な思い出と共に病理学へ

の関心が湧きました。今回参加した４、５年生の方々も同じように感じてくれ

たらいいなと思っています。 



最後となりますが、多くの病理に関わる先生方、企業の方々のおかげでこの

素敵な「病理夏の学校」に参加できたことを心から感謝申し上げたいと思いま

す。 
 
 

大森一乃（弘前大学	 ５年） 
今回は地元弘前の開催ということで、病理夏の学校に 2 度目の参加をさせて
頂きました。前回は当時 3 年生ということで前期の授業で病理の初歩をかじっ
ただけの段階で不安でしたが、後期からの研究室研修の配属先が分子病態病理

講座に決まったということもあり、思い切って参加させて頂きました。一緒に

参加していた弘前大学の当時 4年生の先輩方は学生 CPCで積極的に発言し、的
確な質問で寄生虫疾患による肉芽腫をずばり見抜くなど活躍されていました。

そのような先輩方の姿を当時の私はまぶしく感じ、弘前大学の病理のレベルは

かなり高いのだと自信がついたのを覚えています。 
今回は病理の授業過程も無事終了し、少しは学生 CPCのディスカッションに
も参加できるのではないかと期待に胸を膨らませていました。2日目の CPCで
担当になった症例は、突然の下腹部痛を訴えた 60歳代の女性でした。当初は高
齢者、女性、突然の下腹部痛というキーワードから虚血性大腸炎を真っ先に疑

いましたが、水溶性下痢が頻回、標本は小腸、心臓、腎の組織、しかも関節リ

ウマチ、AMI、大腿骨・脊椎圧迫骨折と既往歴も全身にわたっていて一筋縄で
はいきませんでした。実際に標本を顕微鏡で見ながら教科書と格闘し同じグル

ープの学生達で議論した結果、研修医の先生や教職員の先生方の助言もあり、

何とかアミロイドーシスにたどりついたものの、自分の勉強不足と病理の奥深

さを改めて感じました。幅広い鑑別疾患の中から標本の所見とデータを頼りに

原因疾患に迫っていく、まさに「病理診断学の醍醐味」を体験でき、授業とは

また違った病理診断の面白さに触れることができたと思います。 
将来の進路について決めかねている 5 年生の自分にとっては全国の病理の分
野でご活躍されている先生方の話を伺うことができたのも大変勉強になりまし

た。病理を後期研修から専攻していなくても、臨床の現場で病理の重要性を実

感し大学院入学などを機に病理の道を志される先生方も多く、そして以前の臨

床医としての経験も病理のサブスペシャリティとして生きるという言葉はとて

も励みになりました。そして講演全体を通して病理医は時間の自由度が比較的

高く、何よりも今必要とされているということを改めて強く感じました。 
	 夏の学校の楽しみは何といっても他校の生徒や先生方との交流会です。今回

も多数の学生や先生方が参加され、病理をはじめとした授業のカリキュラムの

こと、実習のこと、将来の進路のこと、部活やサークルのことといった学生生

活にわたるまで夜遅くまで語り合いました。参加された他校の先生方からも普



段では聞くことができない、例えばどうして病理医を志した経緯や先生方の学

生時代の話など貴重な話を伺うことができました。このように多くの他校の医

学部の学生や先生方との交流の機会はあまりないため、東北を中心とした様々

な大学の方と知り合うことができ、参加した意義があったと感じました。前回

参加した時の私のように低学年の皆さんも病理学に少しでも興味がある方がい

ましたら是非参加されることをおすすめします。CPC で病理の面白さを体験で
き、他大学の学生達と議論することはとてもいい刺激になることと思います。

最後になりましたがこのような素晴らしい機会を与えてくださった鬼島先生を

はじめ弘前大学病理生命科学講座、分子病態病理学講座、脳神経病理学講座の

皆様、日本病理学会東北支部の皆様に深く御礼を申し上げたいと思います。 
 
 

冨浦誠子（弘前大学	 ４年） 
	 端的に表現してしまえば、とても面白く楽しい二日間でした。テスト期間が

始まる直前の日程でしたが、そんなことはなんのマイナスにも思えないほど、

とにかく盛りだくさんで価値ある時間でした。 
	 私は三年次で病理学を勉強し始めたとき「どうせ病理医になるつもりないし

……」という程度に思って臨んでいました。本当に失礼極まりませんでした。

申し訳なく思っています。それが一年間経つうちに「なんだか面白いかも。好

きかもしれない」と思うようになり、今では病理医は私の将来の選択肢の一つ

に入っています。夏の病理の学校にいけば、たぶんもっとおもしろさがわかる

だろう、と私は参加を決めました。そしてそれは大正解でした。 
	 一日目では、泉美貴先生が強烈でした。（この表現がとても語弊があるのは承

知で使っています）自分の生活を今後どのように作り上げていけばいいのか不

安な中で、堂々と強く生きている先生の姿はとても心強く思えました。泉先生

が教えてくださった「医師として生きるコツ」を思い返して、「ああそういう方

法があるんだ」と不安が軽減しました。 
	 二日目の“CPCにチャレンジ”がとても楽しかったです。いくら講義中に CPC
というものを説明され、その意義を教えられても、今回の経験ほどにはよく理

解できなかったと思います。 
	 この CPCはすでに、病理標本、病歴などが準備万端に整えられており、周り
にも助け船を出してくださる病理医の先生方や、研修医の先生がいるという状

況でした。「本番」よりかなり簡単なのはわかっています。ですが、謎解き、問

題の根源に迫っていく病理というものの面白さを一番よく味わえたように思い

ます。 
時間がかなり限られていただけに、物事をいかに手早く順序よく運ぶかの手

腕も問われました。大学の講義は全く問われない能力ですが、仕事を行う上で



は絶対に必要な能力だと思います。ですから普段の講義でも一度くらい“CPC
にチャレンジ”があってもいいような気がします。（研修医になってからで十分

なのでしょうか？） 
コミュニケーション能力も問われました。出会って間もない他大学の医学生

たちとチームワークよく……と言えるかわかりませんが、比較的よく協力して

行えたと思っています。その中で自分の知識の不確かさも痛感しました。 
やはりペーパーテストよりも、このような実践練習のような機会があった方

が、知識が体に馴染むように思います。私はとてもペーパーテストが苦手なの

で、病理という分野でそれができとても楽しかったです。 
	 貴重なご講演あり、豪華な夕食、きれいな温泉、他大学の方との交流に、病

理の面白さが味わえる、というなんともお得で楽しい二日間でした。二年後に

後輩たちが、テスト前だからと参加するかを迷っていたら、その背中を押して

あげようと思っています。絶対損はないから、と。 
	 楽しい二日間をありがとうございました。 
 
 

浅利ゆう子（弘前大学	 ４年） 
「病理夏の学校 ２００９」は、私にとってこの夏一番の、とても楽しく有意
義な二日間でした。 
	 何より印象に残ったのは、ＣＰＣ（臨床病理検討会）を二回体験できたこと

です。ＣＰＣは、一人の患者さんが死に至った病態を、臨床経過と病理解剖を

もとに深く知るために行われるもので、私にとっては初めての経験でしたが、

みなで症例に対する疑問を出し合い、考察をし、結論を出すというプロセスは

とても発見の多いものだと実感できました。若林先生のご指導のもとで行った

初日のＣＰＣ発表は、多くの人の前での発表ということもあって、とにかく緊

張はしましたが。 
	 その翌日、他大学の学生と一緒に行う「学生ＣＰＣ」に参加できたのも、得

がたい経験でした。この「学生ＣＰＣ」では、疾患名のわからない症例に関す

る資料と病理標本が渡され、いったいどんな病気なのか、なぜそのような臨床

経過をたどるのかをグループ一丸となって検討し、パワーポイントにまとめて

発表します。そのさい、自分なりにあらためて感じたのは、グループのメンバ

ーはそれぞれ別々の大学で学んでいる学生どうしですが、医学という知識を共

有しあう‘仲間’であるという実感です。だからこそ、限られた時間のなかで、

その共通の知識をもとに症例を検討し、結論を導くという共同作業ができたの

だと思います。とても達成感を得られたＣＰＣでした。また、グループをリー

ドする研修医の先生が的確なアドバイスを下さるのをみて、「私も何年後かには

こんなふうになっているのだろうか（心配だなあ……）」などと考えたりもしま



した。 
	 この病理夏の学校では、夜は夜で懇親会という名の飲み会があったり、温泉

に入ったりできるなど、いろんな楽しみがありました。同じ部屋で宿泊した人

たちとはもちろん仲良くなりましたが、私たちの部屋では深夜まで飲み会に参

加したあと、誰からともなく、「明日のＣＰＣの予習をしよう！」ということに

なり、夜も更けてからちょっとした勉強会が始まりました。驚くべき勉強熱心

さです（笑）。もちろん、夏の合宿ならではの「怪談話」で盛り上がったりもし、

にぎやかな夜でした。 
	 二日間という日程でしたが、他大学の先生方や学生からたくさんの刺激を得

られ、学ぶ楽しさをあらためて感じました。とくに、今回のＣＰＣ体験で時間

をかけて検討した「脳梗塞にくも膜下出血を続発した症例」と「血管内にリン

パ腫ができた症例」という、ともに謎めいた（？）症例は忘れがたいものにな

ると思います。 
 
 

横山美奈子（弘前大学	 ４年） 
私がこの学校の開催を知ったのは、弘前大学の若林教授が 1日目の学生 CPC
の参加者を募集したことでした。病理学は奥が深くて難しいと日々感じながら

も非常に興味を持っている私にとって、地元弘前で「夏の学校」という楽しそ

うなイベントの開催は魅力的で、是非参加したいと思いました。 
私の個人的な都合により初日のみの参加となりましたが、夏の学校に出会え

たことを感謝しています。その理由は、本山先生、村田先生、泉先生、森川先

生という全国で活躍される病理医の方々の貴重なご講演を聞けたことです。特

に本山先生の「わが病理医への道」と題したご講演は先生の人生観がにじみあ

ふれる内容で最も心に響きました。加えて、産婦人科医を目指して大学に入学

した自分にとって、色々な意味で将来を考えるきっかけにもなったような気が

します。また泉先生の「（女性）医師として生きるこつ」と題したご講演は、内

容も先生のトークもパワフルで説得力がありとても印象的でした。先生のお陰

で将来、育児との両立に決して悩むことなく医師を続けられる気がしました。

そしてたとえ悩んだとしても（私が勝手に感じたことですが）泉先生に相談す

れば人生の先輩として適切なアドバイスをいただけるような気がして、なんだ

か心強かったです。 
私が参加させていただいた学生 CPCについては、発表にあたって私自身が緊
張してしまい辿々しい感じになってしまいましたが、発表にいたるまでの勉強

会などを通じ、1つの症例について深く検討する姿勢を学ぶことができ、非常に
有意義でした。 
心残りは、各地から集まった諸先生方、そして学生の皆さんと懇親会の場で



ゆっくりお話しができなかったことです。1日目のセミナーは内容が盛りだくさ
んで、合間に先生に質問したいと思っていたのですが、時間がありませんでし

た。温泉につかり、おいしいお酒が飲みながら色々な先生の楽しいお話しが聞

ける機会は少ないのに、この機会を逃してしまったことは本当に残念でしかた

ありません。しかしその分、2年後の「夏の学校」には絶対に参加したいという
思いが生まれ、今から開催地がどこで、どのような内容なのか楽しみにしてい

ます。 
最後になりましたが、このようなすばらしいセミナーを開いてくださった先

生方、そして貴重なご講演をくださいました先生方に心から感謝申し上げます。

ありがとうございました。 
 
 

渡会昌広（弘前大学	 ４年） 
―	 苦手克服？	 ― 

	 「病気」のことを学びたくて医学部に入ったはずなのに，「病理学」に対して

は苦手意識があります．今回はその苦手意識を少しでも変えられるように，と

いう思いから「病理夏の学校」に参加させて頂きました．結論から申し上げま

すと，やっぱり病理は難しくて苦手意識はまだまだあります．しかしそんな中

でも，今回参加したことにより得られたこともたくさんあったと思います．ま

ず，いろいろな立場の先生方から病理への思いを伺うことができました．今ま

では講義からしか病理学のことを知ることができませんでしたが，臨床との関

わり，なぜ病理医になったのかなど，普段の講義からは想像できない部分を知

ることができました．また，他大学の先生方，学生の人たちと接することで自

分の大学とは違う部分も見ることができました．特に CPCのワークショップで
は臨床所見を読み取り，組織所見を指摘するところなどは自分の勉強不足を感

じましたし，病理学が苦手なのではなく知識が少ないことが壁を感じさせてい

るのだということもわかりました．そして，今回参加したことで一番収穫であ

ったと思うのは，実際の CPC を見てみたいと思えたことです．臨床現場での
CPC は原因究明ということだけではなく，今後の症例に活かしたり，教育的な
意味を持っていたり，学生でも勉強になるのではないかと思いました．実際，

CPC の開催を学生にもお知らせが来ることがありましたが，まだ学生が参加す
るものではないと思っていました．でも，学生だからこそ勉強になることもあ

るのではないかと思います． 
	 今回，病理に対する苦手意識を完全に克服することはできませんでしたが，

まだほんの入り口に立っているだけで苦手だと思い込んでいる自分を知ること

ができました．もっと積極的に中に入っていけば，病理の面白さを体感できる

のではないかと思います．自分で壁を作っていただけなのだと感じました．そ



ういう意味では，苦手意識を克服する糸口が見付かったのではないかと思いま

す．どのような道に進んだとしても，病理学的に追究することの面白さをどこ

かに留めておきたいです．今回，参加させて頂いた若林先生，鬼島先生に感謝

いたします．ありがとうございました． 
 
 
 



 
第５回 日本病理学会東北支部 病理夏の学校 の開催に際し、 
多数の団体・個人の方々より、寄付ならびに協賛をいただきました。 
心から御礼を申し上げます。 
 
秋田厚生連平鹿総合病院 高橋	 さつき 
荒井	 茂  
岩場	 晶子  
岩間	 憲行  
岩手医科大学病理病態学分野 増田	 友之 
岩手医科大学分子診断病理学分野 菅井	 有 
岩手医科大学先進機能病理学分野 澤井	 高志 
岩手医科大学口腔病理学講座 武田	 泰典 
エーザイ(株）  
三陸病院 三浦	 正彦 
手塚	 文明  
東北化学薬品（株）  
東北大学病理診断学分野 笹野	 公伸 
東北大学病理形態学分野 小野	 栄夫 
中通総合病院 小野	 巌 
鍋林フジサイエンス（株)  
日本海総合病院 栗田	 義樹 
福島県立医科大学病理診断学講座 阿部	 正文 
福島県立医科大学基礎病理学講座 杉野	 隆 
山形済生病院 濱崎	 允 
山形大学医学部人体病理学講座 本山	 悌一 
山形大学医学部病理診断学講座  
 (敬称略・五十音順) 
  
弘前大学分子病態病理学講座 八木橋	 操六 
弘前大学脳神経病理学講座 若林	 孝一 
弘前大学病理生命科学講座 鬼島	 宏 
弘前大学病理生命科学（２病理）同窓会 傍島	 行雄 

 



広	 告	 掲	 載 
 
中外製薬 

ヤクルト 

第一三共（株） 
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シバタ医理科 

東北化学薬品 

協和発酵 

アステラス製薬 

ファイザー（株） 

大鵬薬品 

ニチレイバイオサイエンス 

ブリストル・マイヤーズ（株） 

シバタインテック 

ノバルティスファーマ（株） 

エーザイ 
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