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第10回秋の病理学校開催にあたって
日本病理学会九州沖縄支部長
2022年秋の病理学校 学校長

産業医科大学医学部第1病理学 教授
久岡 正典 先生略歴：

1988年 産業医科大学医学部第１病理学入局
1989年 同上 助手
1994年 同上 講師
1997年 同上 助教授
1998年 スウェーデン イェーテボリ大学

病理学留学
2012年 現職

今年の「秋の病理学校」の校長を務めます支部長の久岡と申します。若手病理医のリ
クルートを主な目的としたこの企画は、九州沖縄支部では今回で10回目の開催となり
ます。昨年そして一昨年とコロナ禍のために計画がやむなく中止となりましたが、兼ねて
からの要望も強く今年こそはとの意気込みで開催することにいたしました。といっても社
会状況を考慮してWEBでの開催となったことは少し残念ではありますが、特に制限な
くどなたでも視聴参加できますので、モニターの前でどうぞ気楽にご視聴ください。
さて、今回の企画としては、まず病理の世界の歴史的変遷をざっと振り返った後、最
近話題となっている人工知能（AI）の病理分野における影響と今後の展望について触
れてみたいと思います。次いで、日常の病理業務のあれこれや就職後のキャリア形成、
女性病理医のライフプランについて、最前線の現場で現在活躍中の先生方に実情を
踏まえつつお話ししていただく予定です。特に米国留学中の病理医にはリアルタイムで
現地の状況を伝えていただく予定ですので、果たしてどのような話が聞けるかどうぞご
期待ください。ちなみに九州沖縄以外の支部ではWEBであっても病理学校の開催を
躊躇しているところもあるようなので、今回の企画が有意義なものとなって、他の支部
での今後の開催に向けた良い感触が得られればと思うところです。もちろん限られた時
間でのWEBを介したやり取りでは、参加者の満足は得られないものと承知しています
ので、その点を補完するべくどうぞ忌憚のないご意見や素朴なご質問などを個別にお
寄せください。もちろんその宛先は地元の病理医であっても、私共主催者でも構いませ
ん。お寄せ頂いたものについてはきちんとお返事させていただくつもりです。さらに企画
の最後には皆さんの勉強にも役立つ(?)病理クイズを用意していますし、視聴者アン
ケートを実施してその回答者には些少ですが景品もお渡しいたします。どうか最後まで
我々にお付き合い頂き、この病理学校で見聞きしたことを将来の進路を決める上での
参考として頂きたいと思います。
今後皆さんが一人でも多くこの分野・業界に入っていただくことで、九州沖縄支部を
さらに盛り上げていただくと共に、日本の医療レベルの維持向上に貢献されることを切
に願っています。
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第10回 秋の病理学校 プログラム
2022年10月8日（土）13:00-18:00

13:00-13:05 開会の辞 日本病理学会九州沖縄支部長 久岡 正典先生

～第１部：病理学の歴史と最近のトピックス～
13:05-14:00 病理学の歴史と変遷・肉眼解剖から遺伝子診断に至るまで
P.3         演者 産業医科大学医学部第1病理学 柴 瑛介 先生

14:00-14:40 人工知能による革新的病理画像解析テクノロジー
P.4        座長 産業医科大学医学部第1病理学 久岡 正典 先生

演者 メドメイン株式会社 代表取締役 飯塚 統 様
取 締 役 常木 雅之 様

14:40-15:00 休憩

～第２部：病理医の業務・キャリア形成について知ろう～
15:00-15:40 海外留学を体験して
P.6        座長 原三信病院病理診断科 林 博之 先生

演者 Department of Inflammation and Immunity, 
Lerner Research Institute, Cleveland Clinic. 
Postdoctoral Fellow. 野口 紘嗣 先生

15:40-16:20 若手病理医の日常
P.7        演者 産業医科大学第1病理学 岩村 隆二 先生

16:20-16:40 休憩

16:40～17:20 女性病理医のライフプラン・キャリア形成
P.8        座長 鹿児島大学病理部・病理診断科 北薗 育美 先生

演者 久留米大学病理学講座 森坪 麻友子 先生

～第３部：参加型企画：病理医を体験してみよう～
17:20～17:55 病理クイズ～病理解剖症例を一緒に考えてみよう～
P.10 演者 産業医科大学医学部第1病理学 名和田 彩 先生

17:55～18:00 閉会の辞 産業医科大学医学部第1病理学 柴 瑛介 先生
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演題1 病理学の歴史と変遷・肉眼解剖から遺伝子診断に
至るまで

演者：産業医科大学医学部第1病理学 柴 瑛介先生

略歴
2011年産業医科大学医学部卒業
2011-2013年諏訪赤十字病院(長野県) 初期臨床研修医
2013年産業医科大学病院病理診断科後期修練医
2017年同 修練指導医
2018年-2020年 セイコーエプソン株式会社広丘事業所 専属産業医
2020年- 産業医科大学医学部第1病理学助教

参加者へのメッセージ：
病理医になってから10年近くが経ちますが、日々新たな学びの連続で、まるで趣味のよう
に楽しめています。病理、オススメです。

「病理って何？」と聞かれた時、皆さんはどのように答えるでしょうか？病理学
(Pathology)は、その文字通りに解釈すると、悲哀・悲痛(pathos)を対象と
した学問(logos)ということになります。すなわち、病める人を苦しみから助け
るための最も根源的な学問であり、もともとは医学そのものが病理学であっ
たといっても過言ではないかもしれません。やがて医学の専門化・細分化とと
もに、病理学は主として“形態”に基づいた学問へと先鋭化し、その時々の機
器や技術の進歩を取り入れながら、現在の形へと変化してきました。そうした
病理の歴史的変遷を振り返りながら、病理医の役割について改めて考えて
みます。また、現在の病理を語る上でなくてはならない“分子病理学”につい
て、解析の具体例や専門医制度などを紹介します。

〜第1部〜 病理学の歴史と最近のトピックス
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演題2.人工知能による革新的病理画像解析テクノロジー
座長： 産業医科大学医学部第1病理学 久岡正典 先生
演者： メドメイン株式会社代表取締役 飯塚統 様

取締役 常木雅之様

九州大学医学部在学中に、AI・Webを
中心とした多くのソフトウェア開発を行
う。 Webエンジニアとしてベンチャー企
業勤務、シリコンバレーのピッチコンテス
ト優勝を経て、2018年にメドメイン株式
会社を設立。

参加者へのメッセージ：
ソフトウェアの力で医療への貢献を目
指しています。

メドメインでは、デジタルパソロジーを推進する取り組みとして、病理ガラス標本
のデジタル化サービスの提供に加え、デジタル病理を支援するAI搭載クラウド
システム「PidPort」の開発提供を行っています。PidPortを通した弊社の取り
組みと事例、今後の展望についてご紹介いたします。
私たちは、病理における深層学習型数理モデルを研究開発しています。これま
で、胃・大腸、肺、乳腺、前立腺、子宮頸部細胞診などにおける分類モデルを開
発・実装するとともに、効率的な転移学習のための基礎研究や、画像処理と自
然言語処理を融合させる研究開発を行ってきました。これらの研究成果を起
点とし、個別化医療を実践する基盤となる数理モデルの開発へ展開していきた
いと考えております。

〜第1部〜 病理学の歴史と最近のトピックス

2012-2014年：イェール大学医学部
病理学分野 研究員

2013年：新潟大学大学院医歯学総合
研究科博士課程修了

2014-2017：国立がん研究センター
研究所 研究員

参加者へのメッセージ：
数理モデルにより統合的に生命現象を
理解したい。

代表取締役 飯塚 統 様 取締役 常木 雅之 様
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演題1. 海外留学を体験して
座長： 原三信病院病理診断科 林 博之 先生
演者： Department of Inflammation and Immunity,   

Lerner Research Institute, Cleveland Clinic.  
Postdoctoral Fellow.   野口紘嗣先生

略歴 2012年 産業医科大学大学院
2016年 産業医科大学医学部第2病理学
2019年 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 病理学分野
2021年 現職

病理学校への御参加ありがとうございます。僕も11年
前の研修医の時に病理学校へ参加し、楽しかった思い
出があります。あまり知られていない病理の仕事も病理
学校で学んでくれればうれしいです。
最近はコロナの流行もあり、海外へ行くこと自体が難しく
なっており、海外留学へのハードルが高くなっていると感
じているのではないでしょうか。しかし、研究機関や研究
者が増減しているわけではなく、むしろ医学的な研究は
活発になっており、皆さんが望むなら留学先は必ず見つ
かります。初めから留学への強い思いがあったわけでは
なく、英会話もできなかった自分ですが、留学してみると
毎日楽しく過ごせており、いい経験ができています。病理
医として留学することのメリットを気軽に聞いて、今後の
参考にしていただければ嬉しいです。

〜第2部〜 病理医の業務・キャリア形成について知ろう

略歴
2005年 福岡大学大学院医学研究科博士課程
2009年 福岡大学病院 病理部
2014年 Indiana University School of Medicine, 

Pathology of Laboratory and Medicine 
2015年 国立病院機構 九州医療センター 病理診断科
2017年 福岡大学医学部 病理学講座
2022年 現職
参加者へのメッセージ：
病理を身近に感じたい、医師としてのこれからのプランを明確に
したい、他大学の学生・医師と交友関係をひろげたい、皆さん興
味あることがいろいろあるのではないでしょうか。今回海外留学
について、そのリアルを米国から野口先生にお話いただきます。
是非楽しんでください。

野口 紘嗣 先生

林 博之 先生
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演題2. 若手病理医の日常
演者： 産業医科大学医学部第1病理学 岩村 隆二 先生

病理医の仕事は臨床医ほどメディアに取り上げられることも少なく、一般
的に認識されていません。皆様の中には病理医の存在を病理学の講義を
通して初めて知ったという方も多いと思います。病理医の仕事は顕微鏡を
見ながら診断を行うという漠然とした認識はあるかもしれませんが、具体
的にどのようなスケジュールでどんな仕事をしているのかなど特に若手に
聞く機会はあまりありません。本講演では若手病理医がどのようなタイム
スケジュールでどのような仕事をしているのか、勤務時間はどうなってい
るのかなどの勤務内容をはじめ、休日はどのくらいとれるのか、どのように
過ごしているかなど仕事以外で知りたいけれどイメージの沸きにくい部分
も紹介します。また、私は大学から派遣という形で他2施設での勤務経験
があり、大学との勤務内容や雰囲気の違いなども交えてお話したいと思
います。

〜第2部〜 病理医の業務・キャリア形成について知ろう

略歴
2015年産業医科大学医学部卒業
2015年北九州総合病院 初期臨床研修
2017年産業医科大学病院病理診断科
2018年大阪母子医療センター 病理診断科
2019年産業医科大学病院病理診断科（第1病理学）
2022年九州労災病院病理診断科

参加者へのメッセージ：
病理学校を通して病理に興味を持ってくれた方、気軽に大
学の病理部へ行ってみてください。きっと皆さん歓迎して
色々教えてくださいますよ！

岩村 隆二先生
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演題3 女性病理医のライフプラン・キャリア形成
座長： 鹿児島大学病理部・病理診断科北薗育美先生
演者： 久留米大学病理学講座 森坪麻友子先生

正規雇用で働く女性医師は全体の約16％ですが、女性医師の割合は40歳以
下では約30％と今後も増加が予想されます。様々な形で仕事と育児・介護など
のライフイベントとの両立を目指すことが直近の課題であります。
本講演では現在の勤務スケジュールや一日の流れを通じて女性病理医の日常
を紹介します。また妊娠出産と専門医試験を同時並行で行う上で困難な点や
対処方法を提示します。女性研究者支援のための本学の取り組みについても触
れたいと思います。

〜第2部〜 病理医の業務・キャリア形成について知ろう

2015年3月 佐賀大学医学部卒業
2017年4月 初期研修 久留米大学
2018年4月 久留米大学病理学講座 入局

久留米大学大学院医学研究科 入学
2018年9月 育児休業
2019年4月 復職
2021年10月 病理専門医試験 合格
2022年3月 第56回福岡がん研究助成金受賞
2023年4月 久留米大学大学院医学研究科

卒業見込み
参加者へのメッセージ：
勤務時間の調節ができる業務があり自分のペー
スで仕事ができます。日々勉強が必要でやりがい
があります。特に当講座では家族を大事にしてい
る先生が多く理解のある職場だと感じています。
興味を持った方はお気軽にご連絡ください。

2005年 高知大学卒業
2005~2007年6月 鹿児島医療

センター研修医
2007年6月～2008年9月 産休・育休
2008年10月 鹿児島大学病理学入局
2012年4月～2013年9月 産休・育休
2013年10月 復帰
2017年8月 病理専門医取得
2017年10月～2018年3月
国立成育医療研究センター国内留学
2020年12月 学位取得
2021年4月～ 現職

参加者へのメッセージ：
病理学に興味を持っていただけて
嬉しいです。
キャリア形成についてお悩みの方の
一助になればいいなと思います。
お気軽にご質問、ご意見ください。

森坪麻友子 先生 北薗 育美先生
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病理クイズ〜病理解剖症例を一緒に考えてみよう〜
演者： 産業医科大学医学部第1病理学 名和田 彩 先生

病理解剖は、種々の疾患で不幸にしてお亡くなりになられた患者さんのご
遺体の解剖のことです。患者さんに実際に起こっていた病態の肉眼・組織
学的な解明のみならず、臨床診断や行われた治療が適切であったかに
ついても、臨床医と病理医が合同で検討することができ、医療の質向上
に繋がる病理医の大切な業務です。本企画では、臨床的に死因が不明
であり、病理解剖を行なったことでその原因疾患や病態が明らかとなった
解剖例を紹介し、一緒にその診断の進め方について考えていきましょう。
今回提示予定の症例の簡単な臨床経過は下記の通りです。

〜第3部〜 病理医の業務を体験してみよう

2009年 産業医科大学医学部卒
2009年 九州医療センター臨床研修医
2011年 産業医科大学第一内科
2014年 産業医科大学大学院医学研究科
2018年 産業医科大学病院病理診断科

修練指導医
2019年 日本製鉄（株）九州製鉄所 産業医
2021年 現職
参加者へのメッセージ：
内科で働いている時に病理学に興味を持ち、
病理の大学院に進学し、病理の魅力に引き寄
せられてそのまま病理医になりました。この病理
学校を通じて病理に親しみを持っていただける
と嬉しいです。

名和田 彩 先生

症例は60歳代男性、生来健康。約2年前に慢性心不全を指摘されたが、゙医療機関受診を自己中
断、201X年4月に慢性心不全の増悪で循環器内科に入院となった.
精査の結果，非虚血性心筋症と判断され，心不全に対する薬物加療にて症状は改善し、生活指
導にて退院後は安定していた。
201X年x月14時玄関で倒れている状態を通行人に発見された。
14時10分救急隊到着時は無脈性電気活動の状態であり心肺蘇生を開始し、14時18分の自己
心拍再開後、救急外来へ搬送された。治療が効せず、徐々に状態が悪化し死亡した。

【既往歴】冠動脈硬化症(左冠動脈前下行枝 #6 50%狭窄) 、潜在性甲状腺機能低下症
【生活歴】喫煙:20〜35歳(10本/日)，飲酒:機会飲酒
【家族歴】突然死・心疾患の家族歴なし。
【内服薬】 抗血小板薬、利尿薬、脂質異常症治療薬、甲状腺ホルモン剤
【搬送時のバイタルサイン・身体所見】血圧157/114mmHg（左右差なし）、酸素15L投与
呼吸音で両側にcoarse cracklesを聴取する。

【血液検査】 軽度の貧血(Hb 10.2 g/dl )、 軽度の炎症反応 CRP 0.97 mg/dl のほか
特記所見なし。
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各大学病理学教室の
紹介

九州大学
福岡大学
久留米大学
佐賀大学
長崎大学
大分大学
熊本大学

宮崎大学構造機能病態学分野
宮崎大学腫瘍・再生病態学分野

鹿児島大学
琉球大学

産業医科大学第2病理
産業医科大学第1病理



九州大学形態機能病理学・九州大学病院病理診断科

病理診断科・病理部は、組織や細胞の顕微鏡的観察により、病気を診断する部門です。

正確な診断によって、よりよい治療に貢献できるよう業務を行っています。

❖業務内容❖

主な業務は、病理組織診断(術中迅速診断含む)、細胞診断(術中迅速診断含む)、病理解剖で、年間にそれぞれ

19,403件、16,968件、17,280件、98件の診断を行っています(2021年)。 病理組織診断は、生検や手術によって

採取、摘出された組織・臓器を肉眼的、そして顕微鏡レベルで詳細に観察し、診断がなされます。 必要に応じて

特殊染色や免疫染色を加え、診断を確定します。　治療の標的分子を組織切片上で検索する検査も盛んに行われて

います。 がんゲノム医療の実践にあたって遺伝子パネル検査に最適な病理検体の管理と選別も行って

います。 術中迅速組織診断では、手術中に病変の質や広がりをリアルタイムで診断し、手術方針の決定に

役立てられます。　細胞診断では尿、喀痰、擦過や穿刺吸引（乳腺、甲状腺等）によって得られた細胞で、

悪性細胞の有無、炎症性変化等のスクリーニングと診断を行っています。 病理解剖は、不幸にも患者さんが

死亡された場合、病気の原因・進行度や死因を解明するために行われます。剖検症例の全例が主治医を

含めた臨床医と病理医が参加して行われる臨床・病理検討会（CPC）において討議されています。

❖週間スケジュール❖

午　前 午　後 夜　間

8:30-CPC 11:30-病理部切出し 手術標本診断

生検診断 14:00-カンファレンス 15:00-臓器切り出し

11:30-病理部切出し 手術標本診断

生検診断 14:00-臓器切り出し

8:30-CPC 11:30-病理部切出し 手術標本診断

生検診断 14:00-臓器切り出し

11:30-病理部切出し 手術標本診断

生検診断 14:00-臓器切り出し

8:30-CPC 11:30-病理部切出し 手術標本診断

生検診断 14:00-臓器切り出し

月～金の空き時間で、切出した臓器（手術標本）の診断を行います。

土日の日当直、当番はありません。

❖関連病院及び協力施設❖

❖診療科へのアクセス❖

見学等の受入担当 医局長　　岩崎　健

連絡先 TEL： 092-642-6061

e-mail： iwasaki.takeshi.666@m.kyushu-u.ac.jp

HP： http://www.surgpath.med.kyushu-u.ac.jp

教室スタッフです.

大学院生もたくさんいて賑やかですよ.

九州がんセンター、九州医療センター、福岡赤十字病院、浜の町病院、九州中央病院、福岡山王病院、

福岡東医療センター、北九州市立医療センター、JCHO九州病院、製鉄記念八幡病院、飯塚病院、

四国がんセンター、松山赤十字病院、大分赤十字病院、九大別府病院、別府医療センター、

中津市民病院、下関市立市民病院、小倉記念病院、福岡徳洲会病院

月

火

水

木

金

土
日

　その他









 



大分大学 診断病理学講座・病理部

• 豊富な症例を経験出来ます

大学病院では年間約3万例(院内 6500例，院外23500例)の診断．

ジェネラルな病理診断能力が身に付きます．

希少例は邦文，英文で論文報告を積極的に行っています．

• 大分県で病理医は求められています！

病理専門医＋病理専攻医=23名

関連病院 (大分県立病院，アルメイダ病院，鶴見病院，大分医療センター，野口病院等)

大学病院，市中病院に勤務可能です→絶賛募集中！！！

問い合わせ先 TEL：097-586-5683，Mail：nharuto@oita-u.ac.jp
教室見学は随時行っています。気軽にご連絡ください．

教室の紹介





 

急性⼼筋梗塞症例の⾮責任⾎管のプ
ラーク破綻と冠動脈⾎栓（⽮印）。無症
状で⾎栓が⽣じている様⼦。
(Gi T, et al. Pathol Int 2022) 

教室について 

宮崎⼤学医学部 
病理学講座 構造機能病態学分野 

2 0 2 2 秋

教室紹介 

私たちの教室には病院病理部を含めて 7 名の病理医が

在籍して、病理学の教育、診療、研究を⾏っています。 

診療では、全診療科の病理診断・病理解剖を隣の腫瘍

再⽣病態学分野の皆さんと隔週で分担しています。近年で

は２⼈が病理専⾨医を取得し、1 名が来年度の取得を⽬

指しています。 

循環器病理を専⾨とする⽇本でも数少ない教室です。⽇

本⼈の死因の 10%を占める⼼筋梗塞や脳梗塞の原因とな

る動脈硬化症や、静脈⾎栓塞栓症、周産期疾患などの研

究を⾏っています。病理解剖においては急変症例の多くが循

環器疾患を発症しており、とても重要な分野となっています。 

発表論⽂など、詳細はホームページを参照してください。 

  教授 

⼭下 篤 

連絡先 
atsushi_yamashita@ 
med.miyazaki-u.ac.jp 

tel: 0985-85-2810 

ホームページ

http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/pathophysiology/ 



宮崎⼤学医学部
病理学講座腫瘍・再⽣病態学分野

（旧第2病理）

構造・機能病態学分野（旧第1病理）と協⼒して、病理診断と病
理解剖とを隔週交代で担当しています。

開講以来、癌の浸潤・転移分⼦機構の解明に取り組み、特にプロテアー
ゼによる癌微⼩環境の制御を研究してきました。それを軸に、臓器・腫瘍
の種類は、各⼈の興味のある分野、（臨床講座からの⼤学院⽣の場合は）
専⾨分野に対象を広げてきました。現在は、腸管上⽪におけるプロテアー
ゼ活性調節とその発癌との関わり、扁平上⽪癌の浸潤機構、脳腫瘍（膠芽
腫）や膵管癌など難治性腫瘍の新規機能遺伝⼦の探索が研究の中⼼になっ
ています。

教室連絡先
oncopathology@med.miyazaki-u.ac.jp
(0985)-85-2809

ご相談がありましたらなんでも
福島
fukuchan@med.miyazaki-u.ac.jp
までどうぞ

HP: http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/patho2/index.html

研究

診断

スタッフ

教授：⽚岡寛章（昭和57年卒）
准教授：福島剛（平成8年卒）
助教：⽊脇拓道（平成27年卒）
⼤学院⽣・医員：梅北佳⼦（平成16年卒）
病理診断科助教：⽥中弘之（平成6年卒）
臨床検査科助教：⻑安真由美（平成10年卒）
病理診断科医員：都築諒（平成30年卒）

助教：川⼝真紀⼦
客員研究員：⼭本晃⼠、内野広⽂
留学⽣（中国から）：梁瑋婷
技術職員：⿊⽊淳⼦
技能補佐員：蓑⽥みやび、⻄⽥彩⾹

病理診断医

臨床と基礎の橋渡し領域であることを意識し、病理学を志す若者を⼀⼈でも
増やせる魅⼒的な教室でありたいと願っています。
実践的な外科病理診断と、病態を追求する研究とを両⽴するべく頑張ってい
ますが、いずれを志向する⼊局者も歓迎です。

Ø 地⽅⼤学なので、偏りなく広く症例に当たることが出来ます。
Ø 構造・機能病態学分野との⾵通しが良いので、どちらの分野に属し
ていても、それぞれの専⾨の先⽣に相談し、指導してもらえます。

特徴





 
＜琉球⼤学病院 病理診断科のご紹介＞ 
概要：琉球⼤学病院は沖縄県の中部に位置する県内唯⼀の⼤学病院で、病床数 600 床、年間の診断件数は、組織
診・細胞診がそれぞれ 6000〜7000 件台です。現在、専⾨医（指導医）4 名、専攻医 3 名で診断業務を⾏なって
います。 
剖検：病理専⾨医取得のために必須となる剖検（病理解剖）に関しては、⼤学病院では年間 15 例前後ですが、
関連病院に出向して⾏う症例も年間 15 例前後あり、専攻医⼀⼈当たり年間 10 例のペースで執⼑することが可能
です。 
給与：医員としての給与に加え、外勤（バイト）先として、県内の看護学校などでの病理学講義や、関連病院で
の切り出し・診断があり、関連病院での剖検には外勤としての報酬があります。 
 
＜専攻医の⼀⽇のスケジュール（例）＞ 
8:30〜  ⼿術材料の切り出し（10 件前後/⽇を 2 ⼈で分担） 
12:30〜  昼⾷ 
13:00〜 ⽣検の診断（20〜30 件/⽇を 2 ⼈で分担） 
15:00〜 術材の診断（10 件前後/⽇を 2 ⼈で分担） 
〜18:00 終業 
 
＜専攻医からのメッセージ＞ 
病理専攻医２年の新城沙彩です。初期研修時代の私の同期は全員病理以
外の道へ進みましたが、最近の様⼦を聞くと、患者さんの急変の対応や
夜勤、⻑時間の⼿術などで、なかなか⼤変そうです。病理はそういった
拘束が少なく、仕事を⾃分で調整できるのが魅⼒だと思います。病理に
興味を持っていただいて、将来の選択肢の⼀つに考えていただけたら、
とても嬉しいです。 
 
＜病理診断科医局⻑からのメッセージ＞ 
私は病理専⾨研修を開始後に第 1 ⼦を妊娠し、育児と両⽴しながらスト
レートで専⾨医を取得しました。現在は 2 児の⺟・専⾨医・指導医とし
て育児診断教育研究に勤しんでいます。これから専⾨研修を始める⽅だ
けでなく、結婚・妊娠・出産などを機に転科を考えている⽅にも病理診断
科 はお勧め で す 。 ご 興 味 の あ る⽅は 、⽟城  智⼦ tamakit@med.u-
ryukyu.ac.jpまでお気軽にご連絡下さい。 
 
 

病理診断科カンファレンス（週 1 回）で難しい症例を相談・共有します。 

 

専攻医が各⾃で⼀次診断を⾏い、指導医のチェックを受けます。 

 

指導医と⼀緒に検鏡し、フィードバックを受けます。 

 





免疫組織化学 電⼦顕微鏡的観察光学顕微鏡的観察

RT-PCR法 シークエンス解析 FISH法

産業医科大学医学部
第1病理学講座
教授 久岡 正典

スタッフ3名、修練医 3名
1名九州労災病院・2名産業医派遣中

毎朝ディスカッション顕微鏡で
和気藹々と若手と専門医が一緒
に診断しています。骨軟部腫瘍の
コンサルテーションを全国より受
けています。

研究内容
骨軟部腫瘍の遺伝子学的
研究や膠原病病理の研究
を行っています。

入局者、大学院生を募集して
います！お気軽にご連絡くださ
い。

連絡先：
産業医科大学医学部
第1病理学
北九州市八幡西区医生ヶ丘
1-1
柴 瑛介（助教）
e-shiba@clnc.uoeh-
u.ac.jp

ホームページは
こちら→



各大学の病理学校担当
の先生方

九州大学 宮本拓海 先生
福岡大学 武藤礼治 先生
久留米大学 森坪麻友子 先生
佐賀大学 井樋有紗先生
長崎大学 黒濱大和先生
大分大学 小山雄三 先生
熊本大学 大園一隆先生
宮崎大学 福島剛 先生
鹿児島大学 霧島茉莉先生
琉球大学 玉城智子 先生

本病理学校の運営・開催にご協力いただき
この場を借りて厚く御礼申し上げます。



協賛病院・企業名（順不同)

九州鉄道記念病院

済生会熊本病院

九州労災病院

健和会大手町病院

医療法人原三信病院

飯塚病院

池友会新小文字病院

株式会社アビオス

株式会社キューリン・パーセル

CRCグループ

白井松器械株式会社

















編集後記
この度は、第10回秋の病理学校にご参加いただき、有難うござ
います。私が病理学校に初めて参加したのは、病理医になってか
らで、チューターとして熊本県の芦北での病理学校でした。他大
学の学生さんや病理医の先生方と泊まりがけで一緒に勉強し、お
酒を飲みながら(私は飲めませんが)交流を深められる大変貴重
な機会だと感じました。病理学校で仲良くなった先生方や学生さ
んとは今でも交流させて頂いております。今回の病理学校は
COVID-19の影響で、初めてのWeb開催となり、対面での交流
ができず、残念には思います。一方でWeb開催の利点として、自
宅から気軽に聞ける、より多くの方々が参加できるといった点もあ
ると思われ、少しでも皆様にお楽しみいただけると嬉しいです。
準備など至らない点も多々あったと思いますが、支部の皆様方、
及びご参加の皆様方のご協力で無事開催することが出来そう
で、感謝申し上げます。
今後のご参加の方々のご活躍並びに各病理学講座の更なるご

発展を心より願っております。今後ともよろしくお願いいたします。
（名和田 彩）

主催：日本病理学会九州・沖縄支部
事務局：
産業医科大学医学部第1病理学
久岡正典・柴 瑛介・名和田 彩
白石理沙
北九州市八幡西区医生ヶ丘1-1  
TEL:093-691-7425
Mail: pathology.school2022@gmail.com

ハンドアウト 表紙絵 産業医科大学第1病理学 宮﨑由希


