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理事一覧

特定非営利活動法人 
がんの早期診断・治療に必要な病理診断の
総合力を向上させる会

※オフィスにスタッフは常駐しておりません。
恐れ入りますがお問い合わせはメールにてお願い致します。

●病理診断の大切な仕事を、より多くの一般市民、医学生に分りやすく説明する機会を設け、病理診断の
社会での認知向上と仕事としての魅力を伝えます。

●病理診断の質の向上につながるような「双方向コミュニケーションによるコンサルテーション」や一人
病理医のためのeラーニングを実施し病理医の学ぶ機会を創出します。

●病理医の指導によるコンパニオン診断を中心とした診断薬や治療薬などの臨床試験のコンサルティング
やコーディネイトを行います。

●病理診断が診療報酬上で正しい評価をされるように関係する団体、行政機関などに積極的な働きか
けを行います。

「NPO法人病理診断の総合力を向上させる会」では現在、当会の趣旨や活動の内容にご賛同いただけ
る会員の皆様を募集しております。皆様のご入会をお待ちしております。
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当会の目的に賛同し、会が行う事業に有形・無形の協力をする為に入会した個人

●定期活動報告・意見交換会
  （各種委員会）参加
●季刊報（ニュースレター）

●総会参加
●総会議案書・議事録
●季刊報（ニュースレター）

●季刊報（ニュースレター）

1,000円入会金

お申し込み方法

ホームページ

無料年会費 随時入会時期

当会の目的に賛同された個人
5,000円入会金 10,000円年会費
随時・但し次年度以降の年会費の徴収は毎年6～7月入会時期

当会の目的に賛同し、賛助する為に入会した個人及び団体
30,000円入会金 1口 100,000円（１口以上）年会費
随時・但し次年度以降の年会費の徴収は毎年6～7月入会時期

当会の目的に賛同し、会が行う事業に有形・無形の協力をする為に入会した個人で
入会時医学生・研修医であること

無料入会金 無料年会費 随時入会時期

会員種別 内　容 特   典

協力会員・学生会員

▲

当会ホームページからお願いいたします。
正会員・賛助会員

▲

当会ホームページからダウンロードした申込書を 050-3737-3234 までFAXでお送りください。
http://www.pathcare.jp
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広尾学園高校の生徒たちが、病理医の仕事を体験しました。2時間のレク
チャーで理解できたのか不安でしたが、皆さんが夢中になる姿を見てホッと
しました。終了予定時間を大きくオーバーしましたが、生徒たちから「あー、
楽しかった」と声が漏れたので、思わずガッツポーズが出ました。

（五十音順）
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第53回日本臨床細胞学会秋期大会でＮＰＯの想い伝える
Seminar Report

　NPO法人がんの早期診断・治療に必要な病理診断の
総合力を向上させる会（以下、当会）は2014年11月9日、
山口県下関市の生涯学習プラザで開かれた第53回日本
臨床細胞学会秋期大会で、セミナーを開催した。東京慈
恵会医科大学附属柏病院教授（産婦人科）の佐々木 
寛先生が座長を務め、横浜市立大学附属市民総合医
療センター病理診断科・病理部教授の稲山嘉明先生と、
当会理事で国際医療福祉大学病理診断センター
センター長の長村義之先生が講演した。
　稲山先生は「現在の日本の病理診断を支える土台と
なっているのが診療報酬だ。この診療報酬では、まだまだ

病理専門医が報われていないと感じている。複雑で分かり
にくい面があるが、一人でも多くの人たちが病理診断に
関する診療報酬に関心を持ってほしい」と訴えた。
　長村先生は「米国の病理医にアンケートをすると、ほと
んどが『Very Happy』『Happy』と答えている。国内の
病理医や病理診断に携わる技師などが同じことを言える
ためには、病理診断の社会的意義や魅力を訴えていか
なければならない」と、設立の意義について説明した。
　当講演の内容は、当会のホームページから動画で
視聴できる。

http: //www.pathcare.jp/ホームページ
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　高校生たちは、1グループ3～4名に分かれて診断を行った。
最終のプレゼンテーションでは、次のような発表をしている。
「摘出検体の大きさは17センチ長、径50ミリのS状結腸。肉眼形態
は、潰瘍限局型2タイプ。組織所見は高分化型もしくは中分化型の
管状腺がんで、深達度はSS。固有筋層を突き抜けて漿膜まで浸潤
していますが、突き破っていないようです」。
　これに対し、参加した病理医からは「リンパ節転移はあるのか？」
「リンパ節転移か血行転移か？」「切除断端からはがんは発見でき
たか？」「多臓器への転移の可能性は？」と専門的な質問が相次い
だ。高校生たちは、質問の回答に苦しみながらも、チームで相談し
つつ「断端が陽性なので、がんが取り切れていない可能性があり
ます」「大腸がんで静脈侵襲があり、肺に転移した可能性が高いで
す」などと発表した。生徒たちのサポート役として参加した病理医
たちは「たかだか2時間のレクチャーで、ここまでテクニカルタームを
使いながら診断することに驚いた」と漏らす。

高校生が本格的な病理診断

NPO法人病理診断の総合力を向上させる会は2014年10月12日（日）、
東京都港区南麻布の広尾学園高校で「病理医による病理診断体験セミナー」を開催した。
広尾学園医進・サイエンスコースの高校1～3年生19名が参加し、病理医がどのような診断を
行っているのかを学ぶとともに、実際に顕微鏡を使って病理組織を見て診断する体験を行った。

　今回のセミナーに参加した高校生たちは、将来、医学部やサイエ
ンス分野への進学を希望する「医進・サイエンスコース」に所属して
いる。医進・サイエンスコースでは数年前から、生徒たちが実際の
医師や科学者、研究者と会う機会を設けてきた。例えばノーベル賞
を受賞した山中伸弥教授のラボに出向いたり、心臓外科医の須磨
久善医師とディスカッションするなどだ。いずれも、医学やサイエンス
の第一線で活躍する顔ぶれ。通常であれば、高校生のレベルに

病理診断に夢中

合わせた体験授業を計画するところだが、広尾学園高校教諭の
木村健太先生の考えは違う。「実際の仕事内容を、なるべくリアルに
伝えてほしいとお願いしています。現実は華やかな部分だけでなく
辛いことも多いでしょう。それらを省いて楽しいところだけを伝えて
しまったら、生徒たちは将来、かえって現実とのギャップに苦しむかも
しれません。楽しい部分と辛い部分を同時に体験することで、真剣
に進路を選択してほしいと考えています」と話す。そのため、今回の
病理診断体験セミナーも「研修医に教えていることとほぼ同じ内容
で進めてほしい」（木村先生）との依頼があった。
　午前中に2時間ほどのレクチャーを受けた生徒たちは、検体を受け
取り病理診断に入った。グループに配られた検体は各々異なるため、
隣のグループの診断は参考にならない。配布された病理診断の
ための手引書を片手に、メンバーが交代で顕微鏡をのぞきながら、
「この部分ってがんじゃない？」「がんかどうかを診断するのが、こんな
難しいとは思わなかったよ」とグループで話し合いを続けていた。

　今回の病理診断セミナーには、生徒たちのサポート役として多くの
病理医が参加した。セミナー企画を立案した順天堂大学病理診断
科准教授の小倉加奈子先生は「高校生たちは、病理医が使うテク
ニカルタームも、たどたどしくも使ってくれました。『よく（病理診断に）
ついてきてくれた！』という印象です。総じてやる気のある生徒が多く、
生き生きと取り組んでくれたことが印象的でした」と話した。また、
病理診断セミナーで講演した国際医療福祉大学病理診断センター 
センター長の長村義之先生は「生徒たちが真剣に取り組んでくれて
いることは、よく理解できました。『病理医は案外簡単だ。こんなもの
か』という印象を与えると、かえって生徒のためにならない。本気には
本気で返そうと、病理医に質問するつもりで臨みました」と話した。
　このほか順天堂大学医学部腫瘍・病理学講座助教の佐伯晴美
先生、同大医学部附属浦安病院病理診断科助教の橋爪茜先生、
同大医学部附属練馬病院病理診断科の青木裕志 細胞検査士
らが参加し、生徒たちの病理診断を支援していた。

生徒の本気に「本気で返す」

　高校生たちは夢中になるあまり、昼食休憩の時間を押して診断する
ケースが多かった。中には「ランチよりも診断に集中したい」と、昼食を
取らずに顕微鏡を覗き込む姿もあった。生徒たちは「顕微鏡をのぞく
だけかと思ったが、意外に楽しい」「（夢中になるので）時間が経つの
が早く感じる」と感想を漏らしていた。木村先生は「医学やサイエンス
の分野は『かっこいいから』『今後、必要性が高いから』というだけで
続けられるほど甘くないと思っています。本物の病理診断に触れること
で、高校生なりに『今の自分にはこれが足りないから頑張ろう』と感じて
くれると信じています。憧れだけではなく、当事者意識をもって取り組む
姿勢こそ、生徒たちから引き出したいことの本質です」と話していた。
　高校生たちのプレゼンテーションは、各グループの代表者が検体の
スライドを解説するカンファレンス形式で行われた。発表後は、生徒
から病理医に対する質問も相次いだ。「中分化型と高分化型を分
類した結果、今後の治療がどう変わるのか？」「リンパ節転移と血行
転移の違いは、検体を見ただけでわかるものなのか？」などだ。この
質問からも、生徒たちが真剣に診断していたことが伝わってくる。

　今回のセミナーに参加した広尾学園高校3年生の笹原崇生さ
んは「医学部への進学を希望していたので、病理診断体験セミ
ナーに参加しました。がん細胞はもっとわかりやすいものかと思って
いましたが、全然違いました。「がん」かそうでないかをはっきりと
診断できないうえに、模範解答がないところが難しかったですね。
将来は外科医になりたいと思っていますが、病理医の先生方の
意見を聞くことができてとても参考になりました」と話していた。

高校生が本格病理診断
広尾学園医進・サイエンスコースで
セミナー開催


