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要旨：病理学的検査は，化学物質のリスク評価を行う上で重大な役割を果しているが，担当

者個々の観察と評価に依拠する定性的な性格を持つが故に，その精度と信頼性を維持するた

め，何よりも担当者の高度な技術と深い経験が要求される．したがって，毒性病理学的な教

育を質量共に十分なレベルで行うことは化学物質のリスク評価・管理にとってきわめて重要

であるが，この点で我が国の現状は必ずしも十分でない．財団法人 佐々木研究所の前川 昭

彦 研究所長は，このことを憂えられ，前任地在職時に既に行っておられた教育事業を発展的

に継承する形で立ち上げられた佐々木研実験動物標本検討会において，1992 年から 2005 年

まで 13 年間にわたって，研究機関や企業において病理学的検査に携わる若手・中堅の実務者

を対象とした毒性病理学的教育を行ってこられた．本項は，その全期間にわたって多大な御

協力をいただき，御自身も若手の教育に尽力しておられる奈良間 功 摂南大学 教授に，同

検討会の足跡を通して，化学物質のリスク評価・管理における毒性病理学的教育の重要性に

ついて御執筆いただいた． 

＜要旨文責：本特集 企画担当，中江 大（財団法人 佐々木研究所 病理部）＞ 

キーワード：佐々木研実験動物標本検討会，毒性病理学，化学物質のリスク評価における病

理学的検査，教育・訓練 

＜キーワード文責：本特集 企画担当，中江 大（財団法人 佐々木研究所 病理部）＞ 

 

Abstract:  A pathological assessment plays an essential role in the risk assessment of 
chemicals.  Because such an assessment depends on the observation-based evaluation by 
individual researchers, high skill and sufficient experience of the researchers are 
requested to maintain the accuracy and reliability of the assessment.  Education and 
training for toxicologic pathologists are thus very important but has not been sufficiently 
being performed in Japan.  In order to overcome this, Dr. Akihiko Maekawa, Director of 
the Sasaki Institute, Sasaki Foundation, established the Sasaki Institute Education 
Meeting Series for Toxicologic Pathology of Laboratory Animal in 1993.  The series 
continued for 15 years to educate and train early- and mid-carrier toxicologic pathologists 
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of academia, industry and regulatory agencies up to year 2005.  This article was written 
by Dr. Isao Narama, Professor of Pathology, Setsunan University who contributed to the 
series and is by himself educating and training young people, to introduce the importance 
of the education and training of toxicologic pathologists for the risk assessment/ 
management of chemicals. 
<Abstract written by Dr. Dai Nakae (Department of Pathology, Sasaki Institute, Sasaki 
Foundation), the organizer of this special program of the journal> 
Key words:  The Sasaki Institute Education Meeting Series for Toxicologic Pathology of 
Laboratory Animals， toxicologic pathology， pathological assessment in the risk 
assessment of chemicals， education and training 
<Key word selected by Dr. Dai Nakae (Department of Pathology, Sasaki Institute, Sasaki 
Foundation), the organizer of this special program of the journal> 
 

 

１．はじめに 

 

財団法人 佐々木研究所の所長でおられる前川昭彦先生にはじめてお目にかかったのは，私が

薬物の安全性受託試験の仕事を始めて15年目の頃で，先生が勤務されていた国立衛生試験所（現 

国立医薬品食品衛生研究所）の病理部で開催されていたミクロゼミに参加させて頂いた時が最

初である．ミクロゼミは国立衛生試験所（国立衛試）で実施された発癌性試験や毒性試験の病

理切片の中から，珍しい腫瘍例，示唆に富む所見を含む病変，難解な症例などに関する組織標

本を，その頃試験所に在籍していた研究生や周囲の研究所から参加した病

理担当者にあらかじめ鏡検させて，標本の見方の教示や診断についての論議を行う勉強会で

あった．実際には先生に指名された１人が，参加者の前でスクリーンに投影された標本につい

ての診断と診断の根拠となる所見を説明するのであるが，的をはずした解答をした場合には先

生からたっぷりとお灸をすえられる会であった．特に所見の取り方がいい加減あるいは不十分

であった場合や，的はずれな診断の場合には手厳しいお叱りを受けることになり，こんな時に

は大の男も先生の前で小さくなるのが常であった．前川先生のミクロゼミの参加者には，当時

から毒性病理担当者として最も多い獣医系大学出身者のほか，薬学，畜産学などの出身者も多

数おり，それまでに病理組織学の訓練を充分に受けている者だけでは無かったが，この訓練に

よって病理学研究者としての基礎を築いた研究者が現在でも毒性病理学の最前線で活躍してお

られる．私も実験動物を対象とした病理組織診断の基礎は大学院卒業後に独学で身に付けた者

であり，大部分の対象が比較的若い動物を使用する一般毒性試験であったため，このゼミで経

験させて頂いた長期飼育ラットの自然発生腫瘍の症例は，その後のラット・マウスの腫瘍診断

の基礎を作るのに大きな力となった． 

その後，先生は財団法人 佐々木研究所に移られたが，更に対象者を拡げて薬品会社に勤務す

る若手の病理担当者あるいは病理屋の卵の人達の育成を目的に佐々木研実験動物標本検討会を

立ち上げ，1992 年７月の第１回検討会から 2005 年３月の第 51 回検討会まで 113 例の標本を通

してこの教育活動を続けられた．毎年，若くて経験の足りない病理屋さんの卵を育てるための

検討会の開催は，１年に４回とはいえ対象標本の選定から作成までにかかる労力はもちろん，

面倒で根気のいる仕事であっただろうと推察される．多数の参加者の前で，時には大恥をかく

ことになりかねないこの研究会に，いつも若手の病理研究者が多数でかけた理由は色々あるの
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であろうが，前川先生と佐々木研・病理部の先生方やスタッフの皆様の熱意と若手育成にかけ

る情熱がその根本の要因であったことは明らかである．この佐々木研実験動物標本検討会が育

てた毒性病理研究者は，現在多くの薬品会社で病理研究のスタッフあるいは他の分野でそれぞ

れが毒性病理の教育を活かして活躍されている．本項ではこの研究会でお世話になった参加者

を代表して改めて謝意を表するとともに，本会が果たした役割について簡単ながら紹介するこ

ととする． 

なお，本特集において私に与えられたタイトルは「化学物質のリスク評価・管理における毒

性病理学的研究と教育の重要性．佐々木研究所が果した役割」である．前川先生，中江先生，

吉田先生をはじめ財団法人 佐々木研究所 病理部の諸先生が，研究所の伝統である発癌メカニ

ズムに関する毒性病理学的な研究と教育に重要な役割を果たした功績が多大であることは衆知

のことであり，本特集にも最近の代表的な研究が紹介されている．そこで，私はもっぱら佐々

木研実験動物標本検討会がリスク評価のための毒性試験やスクリーニング試験での毒性病理学

的検査担当者，すなわち，学問では無く実践的な業務としてのリスク評価にかかわる担当者，

すなわち，日本における化学物質のリスク評価の最前線に立っている毒性病理研究者の育成に

果たした役割とその意義について考えてみたい． 

 

２．リスク評価における病理学的検査の特殊性 

 

化学物質のリスク評価について十分な知識を持った方々には，極めて当たり前で常識的に認

識されている事実であるかも知れないが，最初にリスク評価のための毒性試験における病理学

的検査は，他の検査方法とは可成り性格が異なることについて説明を加えておきたい．化学物

質のリスク評価で最も一般的に使われる方法は，マウス，ラットなどの実験動物を用いた毒性

試験，発癌性試験，生殖毒性試験などである．対象となる化学物質は医薬品，農薬，食品添加

物，一般工業化学品，果ては環境汚染物質まで多岐に及ぶ．試験の結果をヒトに外挿する場合

に様々な問題が存在することは当然であるが，これらの試験ではいずれも一定の期間動物にこ

れらの化学物質を暴露して，先ずこれらの化学品が動物に与える影響を洗い出すことが最初の

目標となる．動物に対する影響を調べるために，症状観察，体重測定，血液学的検査，血清生

化学的検査，尿検査，眼科学的検査，心電図検査などの機能検査，等々を実施し，最後に動物

を殺処分して臓器重量測定，臓器の剖検による肉眼検査とその後の組織学的検査を行うが，こ

のうち臓器の肉眼的検査と組織学的検査（時には電子顕微鏡的検査）が一般的な病理学的検査

である． 

それではこれらの諸検査のうち，病理学的な検査は何故特殊なのであろうか．第一に多くの

検査項目が測定機器によって検査され，結果は数値化された測定値として示されるのに対して，

病理学的検査は測定者の目で見た画像の質と量を測定者の判断によって記入する観察記録が結

果となることである．また，測定機器による測定値の多くは連続的な数値（統計学的な用語で

言う計量値）であるのに対して，病理学的検査による所見はこれとは全く異なっている．病理

学的な検査結果はあくまでも病理検査担当者の判定による所見なのである．病理学的な所見は

その病理担当者の鏡検能力によって大きく左右されるばかりでなく，他の測定機器の様に定期

的または測定前 calibration によって個人の精度を較正することも，一般の測定機器と同一レ

ベルでは出来ないのが常である．一般的な検査項目では測定値の結果から評価を行うが，病理

学的検査では評価の結果として測定値（所見）が記録される性格をもつ．言い換えれば，血液

学的検査や血清生化学的検査では最初から検査する項目とそれらの測定結果を表す単位が決め
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られるのに対して，病理検査担当者の病変を正確に記述する能力，その程度を客観的に表現す

る能力，そして，なによりも現れた組織・細胞の形態的な変化を病変として認識する能力の差

によって，個々の測定結果が異なってしまう傾向を持つ．したがって，病理検査担当者には正

常動物の臓器の肉眼像や組織学的な構造だけでなく，加齢に伴ってそれらがどの様に変動する

のか，などについての極めて多岐にわたる知識の集積（バックグラウンド）が必要とされる．

また，鏡検者の先入観や予見が，所見（測定結果）の判定と解釈を大きく誤らせる可能性を内

在している．投与した被験物質の作用を前もって知ることによって，通常では見逃してしまう

軽度な変化にも注意を払うことが出来るようになり，より正確な鏡検結果が得られるのは極め

て当然である．反対に前もって与えられた情報に所見が引っ張られてしまうことも少なくない．

実例を挙げれば，ラットの自然発生病変である進行性腎症を構成する諸変化が，鏡検者に腎臓

に影響を及ぼす薬物を投与したと言う情報を与えることによって，薬物誘発性病変として記録

された事例はこれまで多数経験されている．稟告に引っ張られて診断を誤るのは病理学に限っ

たことではないが，多数の細胞，組織における多彩な変化のうちから目的とする所見を正確に

見極めることが病理診断には不可欠である．病理学が少なからず経験を必要とする学問である

のは，この様な背景によるのであろう．最近（2005 年７月７日）の朝日新聞に「ヒトの子宮内

膜症の原因としてダイオキシンは殆ど問題にならない」というかねてから私が周囲の人達に

語っていた確信に一致する記事が掲載された．ダイオキシンが子宮内膜症の原因となるという

根拠は，2.5 ng および 5 ng を混餌投与したサルの７頭中４および３頭に中等度以上の子宮内膜

症が見られたのに対して，対照群の３頭では中等度の以上の病変は見られなかったという 1993

年にアメリカで実施されたサルを用いた４年間の長期毒性試験(Rier et al, 1993)の結果から示
された．しかし，高齢のカニクイザルやアカゲザルでは子宮内膜症が高率に発生することは，

少なくともこの種の動物を使用した経験をもつ病理研究者には周知の事実である．ダイオキシ

ンと子宮内膜症の因果関係を示唆した毒性試験のテータにおいても，病理検査担当者に対照群

の背景病変に関する正しい知識があれば，短絡した単純な推論は導かれなかったと思われる． 

GLP 基準の準拠の徹底化とコンピュータによるデータ処理の日常化に伴い，最近はあらかじ

め決められた背景病変（化学物質の投与によって起こされた薬物誘発病変に対して実験に用い

た動物が通常持っている自然発生病変）の項目を並べた所見表に-，+，++，+++のグレード評価

値を記入することが病理学的検査であると錯覚する輩が多いが，毒性試験における病理検査の

本来の目的は薬物誘発病変を確実に検出してその本質を正確に表現することであり，薬物誘発

病変の正確な把握と適切な表現は 100 項目の背景病変に関する正確な記録よりも遙かに重要で

ある．また，どんなに正確な定量化を試みたところで，人間の目で検出する病変の完全な定量

化は極めて困難である．病理学的所見ことに病理組織学的所見を絶対的なグレードを加味して

評価せよと言う要求に，医薬品の安全性試験に長く従事した病理屋は少なからず直面する経験

を持つ．この様な要求が出される最大の原因は，毒性試験で発生する重要なデータの大部分が

数値化された定量的データであり，病理組織学的検査の結果もそれらに準じたデータであるべ

きという視点にある．しかし，本来病理学的検査は定性的な検査であり，結果である所見は定

量的な解析にはなじまないのである．それでも，例えば用量に相関して病変の程度が増強する

とか，休薬によって投与終了時よりは軽減するとかを客観的に示すデータを示そうとすれば，

各用量間あるいは投与時期で対象となる病変の程度がどの様に異なるかを示すための定量的な

表現が必要となる．この様な場合には，定量化が必要となる対象の病変だけについて，改めて

グレードをより客観的に表現する方法（再鏡検だけでなく，時には特殊染色による染色強度の

比較や，コンピュータの画像解析装置によるモルホメトリー解析等もとり入れた方法）でグレー
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ドに関する所見を取り直した方が賢明である．機械と異なり人間は多数の病変に関して，その

グレードの評価基準を頭に入れて，しかも毎日同じ尺度で鏡検する能力は高くないからである．

残念ながら従来から安全性を評価する毒性学の分野には本当の病理学専門家は数少ないので，

毒性試験における病理学的検査の特性が充分に理解されていない．加えて GLP 基準の準拠によ

るデータのコンピュータ入力化，QA 等によるデータ査察は，他の検査項目と同様に病理組織学

的所見を定量的な検査と錯覚する傾向を強めているように思えてならない．なによりもスク

リーニング試験の病理組織学的検査に際して，鏡検者が充分に納得できない労力を使うことを

強いられることになる．この種の毒性病理検査の現状は，若い研究者にとって毒性病理学が魅

力的な学問分野に映らない原因の１つである． 

病理学的検査のもう１つの特徴は，これまで蓄積された多くの疾患や毒性試験における病変

との比較によって，病変の形態学的な特徴から投与された化学物質の毒性の性格や病変の成り

立ちを推測できることにある．また，血液学的検査や血清生化学的検査の各項目が，極めて限

定された範囲あるいは時期（病期）の異常あるいは影響しか検出できないのに対して，細胞レ

ベルまたは組織レベルでの形態的な変化に反映する影響である限り，生体に及ぼされる影響を

確実に把握することが可能な解析方法である． すなわち，病理学的な検査方法はカミソリの様

な切れ味は持たないけれども，大木が生い茂ったジャングルでも少しずつ切り開いて行くナタ

の様な道具となりうる．また，様々なバイオマーカーが新しい毒性検出の手段として採用され

てきたが，これらが真のマーカーとなりうるか否かを判定してきたのは病理組織学的な検査

だったのも事実である．この様な事情から血液学的検査や血清生化学的検査では検出できない

レベルの毒性的影響でも，細胞あるいは組織の形態の変化によって生体反応が検出可能であり，

毒性試験において毒性を検出するための最後の砦として位置づけられる．  

日本で実施される医薬品の安全性試験に対して 1983年に制定された Good Laboratory 
Practice (GLP)基準は，安全性試験において発生するデータの信頼性を高めるために適切な測
定機器の選定，測定機器の定期的かつ日常的較正，測定手順の標準化をはじめ様々な規制を課

した．精度の高い測定機器の使用と日々の較正によって，多くのデータの正確性は大幅に向上

したが，病理学的検査だけは多少事情が異なっていた．前述した様に病理学的な検査はヒトが

自らの目で観察する方法でデータをとるために，簡単に精度の高い測定機器に変更することが

できないからである．そこで病理学的検査，特に病理組織学的検査の担当者は，鏡検を実施す

るのにふさわしい能力と経験を備えることが必然的な要求となり，日本毒性病理学会は毒性病

理専門家としての認定試験を実施することとなった．認定試験では毒性病理学の最新の知見を

問う筆記試験に加えて，様々な毒性試験実施機関から集められた肉眼病変の写真の所見記述，

病変の組織スライドの鏡検試験によって毒性病理専門家としてふさわしい能力を持つことが確

認された者だけが毒性病理専門家として認定されるに至った．現時点では必ずしも総ての毒性

試験が毒性病理専門家によって検査されている訳では無いが，将来的に総ての毒性試験の病理

学的検査は認定された専門家によってのみ実施されることによって本来の意味で GLP に相応し

い検査データとして扱われる様になると思われる． 

 

３．我が国の毒性病理学教育の現状 

 

毒性病理学が化学物質のリスク評価に果す役割が重大であり，この分野の専門家の育成が切

望されている割には，毒性病理学の教育に関する現在の我が国のシステムは充分に機能してい

ない．理由は色々あるが，第一に形態病理学を専攻する学生の数が極めて少数である．この理
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由は良く解らないが，他の分野に比較すると方法論に斬新さを欠くこと，基礎を修得するのに

時間がかかること，長時間に亘って顕微鏡による観察をすること自身に対する嫌悪感，なども

最近の学生が敬遠する要因の１つであろう．さらに，病理組織学的検査を担当する能力を育成

するために主に医学部と獣医学部で開講されている形態病理学の講義・実習は，その内容がほ

ぼ 100%ヒトおよび家畜の疾患に関するものであり，毒性に関連する標本の見方について指導す

る大学は殆ど無いと言って良い状況にある．もちろん，病理組織学の基礎だけでなく，毒性病

理学の教育に関するプログラムを正式なカリキュラムとして採用している大学もほとんど無い．

近年，医薬品や農薬の開発のみならず，生活様式の近代化に伴い環境汚染物質など我々の日常

生活を取り巻く化学物質の種類と量は飛躍的に増大し，同時にそれらを充分にコントロールす

るための知識や技術に対する要求も年々高まっている．私が卒業する頃には無かった毒性学教

室が多くの獣医系大学に創設され，獣医学の分野でも卒業後にトキシコロジーに携わる人材の

育成が試みられている．しかし，残念ながらこれらの研究室で教育されるカリキュラムも，毒

性学一般に関する教育が主体であり，既に存在していた薬学部の毒性学講座と同様のトキシコ

ロジーを研究テーマとしており，将来毒性病理学を担当する能力を養成する教育は行われてい

ない．毒性学に関する病理学どころか獣医病理学自体を専攻する学生の育成も難しい現在の状

況では，毒性病理学の専門家を養成する教育を大学で実施するにはほど遠いのかも知れない．

ただ，製薬企業の試験開発部門において，獣医学出身者が最も従事する可能性が高いのは安全

性試験の病理担当であり，現実にこの分野の中核は獣医学出身者であることを考慮すると，獣

医系大学の毒性学研究室に毒性病理研究者を育成する研究室の比率がもっと高くなるべきだと

思うのは私だけであろうか． 

私が社会に出て毒性病理の仕事に就いた 1973（昭和 48）年頃にも，日本の製薬企業において

安全性試験の病理部門の担当者は獣医系大学の出身者が多数をしめていた．しかし，その大部

分は卒業後にたまたま病理検査を担当することになり，その頃医薬品の安全性試験に関する毒

性試験に携わっていた医学部の研究室，あるいは発癌性試験や他の動物実験で実験動物を扱っ

ていた研究室に研究生として勉強にでかけて，毒性病理学の基礎を身につけた者が大多数で

あった．したがって，担当者の大部分が研究者としての経歴も浅く，同時に一般の毒性試験に

関しては企業秘密という壁の存在もあって，学会や研究会での発表の機会は殆ど無い状態で

あった．また，現在では豊富に出版されている実験動物の病理組織学に関するアトラスも殆ど

無く，この分野の研究者の大部分は経験と独学以外に知識の集積をはかる手段を持たなかった．

この様な状況のなかで毒性病理学に関する様々な研究会，学会，標本検討会が組織され，これ

らの会が毒性病理研究者の育成に大きな役割を果たすようになった． 

加えて，前述した GLP 基準は毒性病理学（特に病理組織学的検査）の担当者がそれを担当す

るにふさわしい能力を備えていることを要求しており，日本毒性病理学会が実施する毒性病理

専門家認定試験がこの能力を判定する最も妥当な制度であると位置づけられた．日本毒性病理

学会の専門家認定試験制度発足の当初から学会の中心的メンバーであった前川先生は，試験委

員として病理組織標本の試験問題出題に中心的な役割を果たすとともに，理事，後に理事長と

して学会におけるスライドカンファレンスの開催など，教育プログラムの充実をはかって来ら

れた．多くの研究者の協力によりスライドカンファレンスの内容は年々向上し，毒性病理担当

者の教育手段として大きな位置を占めるようになった．10 年前に比較すると難解な標本に遭遇

したときに，病理担当者が参考にすることが出来る組織病変のアトラスや画像の量が飛躍的に

増えたのは確実である．しかし，代表的な病変のアトラスや画像をいくら豊富に持っていても，

それだけでは正確な病理組織検査が可能になるわけではないことは，病理組織検査の経験者に
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確実に実感されている．形態病理学・組織病理学は医学の総ての分野で古くから用いられた診

断方法であり，これまで毒性病理学以外の様々な分野において個々の疾患や腫瘍に関する膨大

な病理組織像が提供されているが，それだけでは病理組織学的検査が出来る訳ではないことは

周知の事実である．実際の鏡検経験とそれに関する適切なディスカッションを通してこそ鏡検

能力が向上することを病理屋さん達はよく知っているからである． 

ところで製薬企業は１人の病理組織学的検査担当者を育成するのにどのくらいのコストを必

要としているのであろうか．様々なセミナー，スライドセミナー，標本検討会への出席に加え

て学会等が１年に数回開催されるが，担当者をその大部分に参加させたとすれば参加費ばかり

でなく旅費・滞在費などを含めて可成りの費用を必要とする，その上でこれらに参加させた社

員が必ずしも参加に見合った技術の向上を示すわけでは無く，折角の研修が無駄に終わること

もままあるからである，製薬企業には外資系が多いせいか，終身雇用が特徴であった日本の他

の企業に比較すると昔から社員の途中採用が盛んであった．現在の様な社会事情になれば，ま

すます自社で担当者を育成するよりは既に能力を備えた人材を中途採用する傾向が強まると思

われる，この様な状況では大学に限らず，企業においても病理組織学的検査を実施する能力を

備えた者を育成するための教育がおろそかになることが予想され，今後どの機関がどの様なか

たちで鏡検能力を向上させるための教育プログラムを実施していくのかを策定することが日本

の毒性病理の分野で急務である， 

 

４．佐々木研実験動物標本検討会が毒性病理研究者の育成に果たした役割 

 

佐々木研実験動物標本検討会が最初に開催されたのは，前述したように 1992 年７月であった．

既に紹介したように前川先生はこの検討会を始める前に，国立衛試・病理部でベテランの毒性

病理担当者の標本検討会および初心者に対する研修の場として，長年にわたってミクロゼミを

開催しておられた．先生の所属変更に伴ってミクロゼミは終了することになったが，多くの人

達からこの検討会の継続が望まれ，佐々木研実験動物標本検討会として再出発することになっ

た．検討会の発足当時には各地に毒性病理あるいは実験動物に関する病理標本検討会が設立さ

れており，前川先生ご自身から新たな検討会の設立の意義および運営の仕方などについて私自

身も意見を求められたと記憶している．新しく検討会が設立される財団法人 佐々木研究所では，

国立衛試の様に常に多数の研修生がいる訳ではないので，参加者としては主に製薬企業，受託

機関，その他安全性試験に携わる企業で実際に病理組織学的検査を担当する者が対象であった．

日本の製薬企業が進んで研究者を送り込むことを望んだ国立衛試に比較して，財団法人 佐々木

研究所が主催する研究会への病理担当者の参加に積極的な支援が得られるのか，既に存在して

いた幾つかの標本検討会の活動と重複しないのか，標本検討会の本来の目的である難解な症例

に関する高度な議論ができるレベルの高い研究者の参加を期待できるのか，等々の心配は第１

回の検討会に参集した多数の熱心な参加者によって払拭された．病理担当者の育成の手段を模

索していた多くの製薬企業や他の安全性試験実施機関の多くが，新人および中堅の病理担当者

の育成に多大な期待を寄せて参加したからである．他の検討会との活動の重複に関しても全く

問題は無かった．この時期に活動していたその他の標本検討会とこの研究会の最も大きな違い

は標本の出題方法と検討会の進め方であった．他の標本検討会では各自（或いは各研究機関）

がそれぞれの立場から出題に相応しいと思われる標本を出題しているのに対して，佐々木研で

は一貫して前川先生自身が吟味された標本が使われたからである．標本を選択する眼が一定で，

レベルがぶれることなく一貫した視点から様々な病変が選ばれたことにより，教育用のプログ
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ラムとして極めて優れた標本選択が本会の特徴であった． 

佐々木研の標本検討会では前もって基本的な情報（動物種，週齢，性別，途中死亡例，瀕死

期屠殺例，計画屠殺例，投与検体の種類・投与量・投与期間）だけが知らされた動物に関して

様々な臓器の組織切片を鏡検し，指名された３，４名が１人ずつその診断，診断の根拠となる

所見について全参加者の前で画像を見ながら述べる方式がとられた．既に配布されている標本

の重要な所見を最初から説明するのでは無く，先ず本人がどの様な所見をどの様な理由からど

の様に診断したのかについて発表させるこの方式は，病理組織学の基礎を教えるのに必須の方

法である．曖昧な所見の取り方や間違った診断に対して参加者から質問されるばかりでなく，

本人が問題としていない画像についての見解が求められたり，診断根拠が不十分な場合には矢

継ぎ早の質問が浴びせられる事になり，少なからず苦痛を感じた参加者もいたであろう．また，

時には適切な結論に至っているにも関わらず，前に指名された者の意見に影響されて所見や診

断が変わったり，本人の所見に対する質問が重ねられて行くことにより，最初の正しい診断を

変更してしまう発表者が出ることも少なくなかった．一見「意地悪」に思えるこの様な質問が

された理由は，これらの質問が本人の診断に至る過程でも当然自問自答したはず，或いは考慮

に入れるべき事項であり，これを明確に否定することも診断のための重要なステップだからで

ある．また，他人の意見によって簡単に診断が変更されるような鏡検内容では無く，確固とし

た診断基準を身につけて欲しいとの思いやりも厳しい質問が飛ばされる理由であった．何より

も大勢の参加者の前で自分の所見と診断を述べることを前提に鏡検して検討会に臨んだ経験は，

初心者の病理担当者にとって代え難い成長の糧となったはずである．さらに，ひとつの臓器・

組織の病変診断だけでなく，同一動物の複数の臓器・組織の病変を鏡検し，病変相互の関連の

有無など，総合的な診断能力を問うケースも多々あり，また，同じような病変でありながらそ

れぞれタイプの異なる病変（たとえば白血病の症例など）を提示などは，病変の真の理解の上

で若い人達にきわめて有用であったと思われる． 

この様な標本検討会は各企業内でも実施可能である．ただし，新人の鏡検者に対して適切（意

地悪？）な質問を浴びせたり，最終的にどの様な診断を下すべきなのかを正確に説明する為に

は可成り病理診断に精通した指導者を必要とする．併せて，質問をする病理屋同士に人間的な

信頼関係が必要である．折角本人を育てる積もりで意地悪い質問や所見の訂正をしても，逆に

この質問によって本人がいじけたり，質問者に対して悪意を持つようになるならば逆効果だか

らである．画像から判断する病理組織診断はどの様な達人によるものでも絶対的ではなく，経

験を積んだ病理屋の診断が間違いで，殆ど初心者のような新人の診断が正しいことも少なくな

い．また，病理組織診断のセンスは必ずしも経験年数とは比例しないのである．病理組織学的

な診断に際して，教授が誤診して大学院生が正解することもままあるのがこの世界の常識であ

る．標本検討会での診断はベテランの病理屋にとっても，少なからず緊張を必要とするのであ

る．一般的な傾向であるが，日本では企業においても大学などの研究室においても上司や先輩

に遠慮無く意見を言うこの様な風潮を好まない．上位の者の指導力が疑われる要因やグループ

の和を乱す原因になりかねないからであろう．標本の見方に対する質の高いディスカッション

が鏡検能力を高めることは充分に理解されているにも関わらず，一部の製薬企業や研究機関を

除くとなかなか理想的な標本検討会を実施できない理由は，この様な事情によるのであろう．

佐々木研実験動物標本鏡検会においては，前川先生という毒性病理学者としての絶対的な存在

がこれを可能にする最大の要因であった．加えて，検討の対象となる組織標本はすべて研究所

で吟味された上で選ばれたものであったので，病変の背景となる各個体の細かい状態について

も把握されていたのであろう．検討会を実り多いものにするもう１つの要因は，参加者同士の
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活発な意見の交換であった．厳しい質問や意見の交換はとかく日本の社会では敬遠されがちで

あるが，毎年熱川や湯河原で行われた泊まりの検討会は，参加者同士の親近感を高めることと

なり，各自の自由で活発な論議を可能にする人間関係の形成に大いに役だった． 

この検討会が化学物質のリスク評価の最前線に立つ病理研究者の育成に果たした役割が極め

て大きいことは，日本毒性病理学会の認定専門家の合格者の多くがこの検討会への参加を経験

した者であったことからも明らかである．しばらくの間，参加者の多くが初心者であったため

論議の内容が低迷したこともあるとお聞きしたが，前川先生が招請したベテランの病理研究者

の参加によって本来の標本検討会の目的である難解な標本の検討も可能ならしめた．また，長

期飼育例における増殖性病変に関する出題例が多数を占めた中，参加者への教育的な配慮から

代表的な肝毒性，腎毒性物質を投与して誘発した病変に関する検討なども積極的に加えて，単

なる難解例の検討ばかりでなく，化学物質の短・中期投与毒性に従事する研究者の育成を視野

に入れた標本選択も行われた．難解な症例については免疫組織化学的方法を含む最新の手法を

使っての解析等を含めて，中江 病理部長，吉田 主任研究員をはじめとするスタッフの皆様の

病理担当者育成にかける熱い情熱がこの検討会を支える大きな力となっていたことも当然で

あった．項を終えるに当たり，改めて前川先生をはじめ，財団法人 佐々木研究所 病理部のス

タッフの皆様に感謝の意を表したい． 

実験動物標本検討会の開催を通して，化学物質のリスク評価，管理に関する病理学的研究に

関わる担当者の教育と育成に果たした佐々木研究所の役割は多大であった，近い将来，特に初

心者を対象とした鏡検技術を指導できる体制が再び作られることを願って項を終えることとす

る， 
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