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和歌山県立医科大学人体病理学　覚 道　健 一

2010年11月21日、22日に神戸ポートピアホテルと神戸国際展示場3号館にて開催いたしました第49回日本臨
床細胞学会秋期大会も、無事終了いたしました。おかげさまで一般演題（ポスター発表）390演題、参加者
3595名（学生参加者、運営スタッフ、ご招待者など252名を加え、総参加数3847名）と、多くの皆様に参加い
ただきました。これも一重に、参加者、座長、講演者、プログラム委員、運営スタッフの皆様方のご協力とご
支援の賜物と、心より御礼申し上げます。スタッフの皆様のご協力に感謝し、第49回臨床細胞学会秋期大会の
記録写真集を作成いたしましたのでお届けいたします。スタッフに配布する目的で作成いたしましたので、学
術講演会場の風景は少なくし、スタッフたちの仕事をしている顔、笑っている顔、総懇親会での参加者皆様方
が、楽しく踊っている顔を中心に多数掲載しています。皆様方の仕事ぶりを、青春の１ページを記録したもの
です。どうぞ自分の顔を見つけてください。
お気づきのごとく、大会運営スタッフは近畿連合会の各県支部会員によるものです。可能な限り参加者がア

ットホームに学会参加/研修ができるよう、お楽しみいただけるように、運営スタッフ一同が心がけて運営い
たしました。学会会場を抜け出すことなく、会場内で楽しんでいただけるように、多くの工夫をいたしました。
いかがだったでしょうか？
会長招宴は、名誉会員、功労会員、学会役員の方々を中心とし、総懇親会は、細胞検査士さんを中心として、
学会参加を楽しんでいただくことを主眼といたしました。総懇親会前にはロビーにて、ホルンアンサンブルを、
懇親会の出し物は歌とサンバでした。サンババンドは和歌山県立医大病理学教室で学んだ細胞検査士が構成員
です。歌唱は和歌山医大病理学教室に5年間在籍した在米中国人病理研究者です。細胞学会仲間の知られざる
顔を発見いただきたく企画しました。サンバダンスはプロのダンスチームです。サンバチームは、神戸祭りの
中心メンバーであり、神戸市の紹介として参加いただきました。ダンスが予想以上に盛り上がり、踊りの輪が
会場全体に広がった時には、主催者として感動いたしました。
学術集会も、手作りの学会から、徐々に華美になり、大きな予算を必要とする学術集会となっています。第

49回秋期大会では、『あれば便利』的なものをできるだけ省き、必須のものだけ、必要最低限のものだけに削
り込む試みをいたしました。これからの学会運営にとって参考になる運営を目指しました。手造りによる学術
集会の原点に帰ることを目指しました。削減対象と考えた項目は、１）コンベンション業者、２）垂れ幕、３）
サイドスライド、４）表示灯、５）感謝状、６）同時通訳、７）学会ポスター、８）講演録画、９）事前打ち
合わせ、10）壇上での討論、11）顕微鏡室、12）ランチョン、13）早朝セミナー、14）装飾/盛り花、15）市
民公開講座、16）ハンドアウト、17）ドリンクサービス、18）総懇親会、19）会長招宴、20）託児所、21）記
念品、22）プログラム委員会などの会議、23）コングレスバッグ、24）会場数の削減、25）記録写真などであ
りました。最終的に1―10をカットすることで運営したいと計画、努力したのですが、これらがあることに慣
れた方々から、あったほうがいいとのご意見が多数ありました。無償でできるものでないこと、『なくても運
営できることを示したい』という当方の意図が皆様に十分伝わらず、当方の配慮不足、準備不足のように受け
取られたのは残念でした。会場数の削減は多くの方々からの優れた企画提案の前に、抵抗できず、もろくも崩
れてしまいました。中途半端な改革に終わったため、皆様方にとってご不満、不手際も多々あったかとは存じ
ますが、コンベンション業者の助けなく、手作りで運営したスタッフの獅子奮迅の努力に免じてお許しいただ
きたく存じます。
私覚道は、2011年３月に和歌山県立医科大学を退職し、４月より神戸常盤大学教授として赴任することとい

たしました。そのため私の和歌山県立医科大学病理学教室在職20年間の記録も、後半に合わせて掲載させてい
ただきました。多くの場合、すぐにゴミ箱に捨てられる教授退職記念冊子としたくないためでもあります。ど
うぞ写真とともに大切に本箱の隅に置いていただけることを願っています。
学会を無事盛会裏に終了できたこと、和歌山県立医科大学病理学教授在任20年間を、無事全うできたことを

誇りとするとともに、この冊子をご覧いただいた皆様方の日ごろのご協力とご支援に対しまして、心より御礼
申し上げます。

平成23年2月吉日
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プログラム委員長、奈良県立医科大学名誉教授　中　村　　　忍

新しい試みが盛り込まれた本大会は、多くの会員に強い印象を与えました。これは覚道会長
の卓越した企画力と実行力によるものであり、正しく「覚道大会」であったと言えます。
プログラム委員長を仰せつかりましたが、会長から提示された盛り沢山の内容に、2日間で実

行出来るか心配でした。その後プログラムが出来上がりましたが、寄木細工のように綿密に組
まれていました。会長および教室の皆様のご苦労がひしひしと伝わり、会長の意気込み、学術
への熱い思いが感じられました。
従来の大会では、1日目の午前中は会議が行われるために、学術集会は午後から開始されるの

が慣例になっていましたが、本大会では並行して行われ、半日分勉強の機会が増えました。会
議と発表が重なり忙しい思いをされた方もいますが、これが却って秋期大会のあり方を見直す
きっかけになり、次回からは秋期大会中には原則として会議は行わないことになりました。新
しい一歩です。
手造りの暖かさの残る「覚道大会」は、永く記憶に残ることでしょう。

京都医療センター　病理診断科　南　口　早智子

第49回日本臨床細胞学会秋期大会のご成功、おめでとうございました。非常に教育的な内容
が詰まった学会で、あの分厚いハンドアウトは立派な本です。今後も学生、新人技師、医師の
教育に使わせて頂きます。また、覚道先生がまもなく御退官とお聞きし、いつも若々しいお姿
なので信じられない気持ちの一方、私が病理医になった時から既に、非常にご高名な先生でい
らっしゃり、長きに亘り、第一線で活躍されていたことに、敬服致しております。
今回の学会で、バーチャルスライド講習会を企画し、座長、講師もさせて頂きました。企画

に覚道先生が目を留めて下さり、福岡の秋の学会で30分ほどお話する中、すぐにバーチャルス
ライドを使うこと、構成についてのご指示を頂きました。スピーディな覚道先生の御決断力と
森一郎先生、座長・講師の先生方のご尽力で、参加者の評判も良い講習会になりました。貴重
な機会を与えて頂き、有り難うございました。

済生会滋賀県病院　病理診断科　小　林　忠　男

覚道健一教授のご退官の日を迎えられましたことをお慶び申し上げます。 長年のご功労に敬
意を表し、衷心より感謝申し上げます。覚道教授は2010年11月21日―22日に神戸市で開催され
ました、第49回日本臨床細胞学会秋期大会会長として学会を成功裏に終了されました。丁度、
われわれ細胞検査士会はこの秋期大会にあわせて、市民公開講座の開催の可能性を模索してい
たところでしたが、覚道会長よりご協力の快諾を得ることが出来たお陰で、秋期大会と共催で
臨床細胞学会の前日に市民公開フォーラムin神戸「愛は子宮を救う：子宮頸がんにならないた
めに」を無事に終了出来たことを嬉しく思います。世界の子宮頸癌の検診をめぐる話題は、大
きな変化の波の中に突入したと言えます、それは子宮頸癌予防ワクチンの登場で「子宮頸癌の
絶滅」が期待されていることであります。その意味で、この癌の予防の対策として政府・民間
を含む国家的な総合戦略がいま問われようとしている。このタイムリーな時期に、パネリスト
として錚々たるメンバーにご参集いただきました。本テーマを議論するにはうってつけの先生
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方でもあることは言うに及びません。各パネリストは植田政嗣氏（大阪がん予防検診センター）、
宮城悦子氏（横浜市立大学）、田渕朱里氏（ダコ・ジャパン）、松本明子氏（タレント）、臼井あ
かね氏（リボンムブメント）、福原麻希氏（医療ジャーナリスト）と小宮山洋子氏（厚生副大臣）
で司会は小林と松本陽子氏（愛媛がんサポートおれんじの会）が担当させてもらいました。議
論の内容は：検索「愛は子宮を救う」YouTubeで閲覧いただきたい。この場を通し感謝申し上
げるとともに、素晴らしい市民フォーラムと思い出を提供していただいた、覚道教授に重ねて
厚く謝意を申し上げます。

奈良市総合医療検査センター　安　達　博　成

和歌山医大第２病理学教授､覚道 健一教授の学会長のもと、平成22年11月21日、22日神戸ポ
ートピアホテル、国際展示場３号館で開催された第49回日本臨床細胞学会秋期大会は、私にと
って心に残った手作り学会であり、多くの先生方と、一期一会を心おきなく、感じる学会であ
ったと思います。また秋期大会において3500名を超える参加者があったということは､やはりす
ばらしい内容と充実した学会であったと言えるのではないでしょうか！　　私は尾崎先生、辻
先生の下で、展示会場の運営スタッフに参加させていただきましたが、不慣れで心もとないス
タッフで、失敗の連続で､多くの参加者にご迷惑をおかけした点を反省しております。でも尾崎
先生の心に染みるやさしいお言葉の連続で、大変救われました。このことも心に残ったひとつ
として申し添えておきます。
覚道先生、及び、スタッフの皆さん、本当にご苦労様でした。またすばらしい学会の場に参

加させていただき、本当にありがとうございました。重ねて御礼申し上げます。

49

兵庫県支部　小　川　隆　文（協同病理）

会場の地元ということもあり、兵庫県支部からは2日間でのべ69名（35班）が参加して初日の
会場案内と示説発表のサポートを担当しました。会場案内については、参加者が迷いそうな地
点を事前に確認するなど、相当綿密な段取りをしていたのですが、一般のホテル利用者も含め
て想定外の質問を浴びるなど、最初は大変な思いをしたようです。しかし、1時間もすると慣れ
てきて、それぞれが「口伝マニュアル」を作るなど、各斑の引継ぎもスムーズになっていまし
た。
示説会場の方も、会場が離れているせいか、直前まで座長が現れずに気を揉むこともありま

したが、冷静で適切な指示をして下さった会場責任者の尾崎先生、稲垣先生、困ったときの神
様（？）役を快く務めて下さった辻先生、安達先生をはじめ奈良県支部の皆様や中山氏らイン
ターグループの方々のお陰で無事に責任を果たすことができ、終了後には尾崎先生を囲んで皆
で円陣を組み、一本締めで最後を飾りました。爽やかな気分で終えられて本当に良かったと思
います。
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大阪警察病院付属臨床検査センター　黒　川　和　男

覚道教授ご退官お祝い申し上げます。第49回日本臨床細胞学会秋期大会ご成功おめでとうご
ざいます。
今回、覚道会長の秋期大会は、担当県以外での開催や運営を自分たちで行なう手作りの学会

という思い切った手法が取り入れられました。蓋を開けてみると3500人を超える多くの参加者
があり、大成功に終わりました。これも覚道教授のこれまでの業績やお人柄また細やかなご配
慮と発案の賜物と思われます。
会長の下に200人を超える運営スタッフが一致団結し、私も委員の一人として写真記録係りを

担当させていただきました。後で記念誌を作成すると伺い学会の流れと、座長、演者、運営ス
タッフを出来る限り記録することを心がけました。7人のカメラマンが集まり皆さん気合充分で、
これを機会にと一眼レフを購入された方もいるほどです。当日は会場、受付等の担当を決め機
材をかかえて二日間走り回りました。私を含め年長組には少し堪えましたが良い思い出となり
ました。我々の撮った記録写真で退官記念誌を飾ることが出来れば光栄です。覚道教授ご退官
おめでとうございます。

隈病院　病理診断科　廣　川　満　良

私の職場である隈病院は神戸にあります。私が神戸で働くようになって5年が経ちますが、こ
の町は国際的で、いつでもどこでも外国の人と友人になる機会があり、その奇遇さにしばしば
驚かされています。今回は、私の友人（オランダ人）の母国であるオランダに関する二つの奇
遇を紹介することにします。
レーウェンフックはオランダ人で、自ら顕微鏡を作成し、歴史上初めて水たまりや口腔内に

細菌がいるのを発見した人として知られており、医学史の講義のなかで「顕微鏡の父」として
必ず教えられている人物です。私の大好きな画家、フェルメールがレーウェンフックと同じ年
（1632年）、同じ町（デルフト）に生まれていることは驚きです。フェルメールの有名な絵画で
ある「真珠の耳飾りの少女」はオランダのデン・ハーグにあるマウリッツハイス王立美術館で
みることができます。もう一つの奇遇は、病理医にとって有名なレンブラントの「テュルプ博
士の解剖学講義」が同じ美術館に収蔵されており、この絵画の製作年が、フェルメールとレー
ウェンフックが生まれた1632年なのです。オランダに旅行した際には、ぜひデン・ハーグにも
足をのばして、この二つの名画を鑑賞することをお奨めした
い。
さて、オランダの食べ物のなかで私の好物はゴーダチーズ

とワッフルです。アムステルダムのスキポール空港でトラン
ジットする場合、必ずこの二つをお土産に買います。ゴーダ
チーズは日本でも有名なチーズの一つで、オランダで生産さ
れているチーズの半分以上を占め、名前はロッテルダム近郊
の町、ゴーダで作られたことに由来します。ワンタン揚げに
して、赤ワインと一緒に食べると最高です。一方、ワッフル
と言えばベルギーワッフルが有名で、オランダのワッフル
（ストロープワッフル）はまだまだ日本では馴染みがありませ
ん。ストロープワッフルはオランダの伝統的な焼き菓子で、
直径10cmほどの円板形をして、中にキャラメルシロップが入
っています。食べ方がユニークで、温かいコーヒーや紅茶の
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コップの上にふたをするようにワッフルを置いて2‐3分待ち、中のシロップがとろりとなって
シナモンの香りがふんわり漂い始めると食べ頃です。驚くことに、このストロープワッフルの
発祥地がゴーダチーズと同じゴーダなのです。
昨年、覚道先生から、第49回日本臨床細胞学会秋期大会にて参加者に提供できる神戸らしい

食べ物を世話してほしいと依頼され、一番にストロープワッフルが頭に浮かびました。日本で
唯一ストロープワッフルのお店が神戸にあります。真面目なオランダ人が厳選された材料を使
って手作りで作っています。この素朴で美味しいワッフルを会場にて焼きたてで提供しようと
1000枚用意しましたが、瞬く間になくなりました。オランダの小さな町で生まれたワッフルを、
国際的な神戸の町で開かれた細胞学会で紹介できたこと、覚道先生に感謝しています。そして、
このイベントが新たな奇遇を生み出すことを期待したいと思います。

滋賀医科大学医学部附属病院　岩　井　宗　男
覚道先生のめざす「手作り学会」を合言葉のもと、第６会場に京都府支部から4名、滋賀県支

部から3名の計7名が集合した。学会前日のシェラトンホテルでの前夜祭（食事）や当日の朝で
のミーティングで結束を強め、本番に会場係に臨んだ。各自が会場係の担当をお互いがカバー
しながら進めていった。少し反省点もあったが、会場を巡回されていた覚道先生の「ご苦労さ
ま」「過ぎたことは忘れましょう」のことばで活力を入れ、また、会場を通り過ぎる先生、先輩、
後輩、初めて会う多くの方々からのねぎらいのことばでも再活力をいただき、2日間を有意義に
過ごせた。スタッフの多くが懇親会でもサンバを踊る一員として参加し、圧巻は参加者全員の
会場内いっぱいを使った踊りは最高であった。この時の異常な盛り上がり、どうたとえたらよ
いのか言葉ではあらわせない。本学会は学術面以外に人の輪、つながりを感じる2日間であった。
すばらしい「手作り学会」を経験させていただいた覚道会長をはじめ全スタッフの皆様、参加
者の皆様に感謝いたします。
学会成功、万歳。

大阪府立成人病センター　竹　中　明　美
総合受付という責任あるお手伝いをさせていただき、本番、当日始まるまで、お金の動きが
心配でしたが、谷口さんはじめ、スタッフの方々のアイデアーもあり無事終了することが出来、
ほっとすると共に感謝申し上げます。
日・月の日程で、最初の一日に集中しましたが、長蛇の列が出来ることも無く、スムーズに
進み、総合受付のスタッフにも感謝します。（私はウロウロしていただけなので）
スタッフが一番困ったことは、お金ではなく、覚道先生肝いりのハンドアウトでした。プロ
グラムと表紙が一緒なので、受け取ってくれない人が多く、内容説明にオロオロ。内容をみる
と「いらない」と去った人も「やっぱりください」と帰ってこられる方も多く、先生の力の入
れようを感じました。（ちょっと重過ぎ・・・。）
いっぱいの食べ物や飲み物、それに、忘れてはならない講演内容も充実していて「いい学会
でしたね。」「評判いいですよ」の声を終了後、聞きますが、私ほそのほとんどを経験できなか
った事が残念です。
覚道先生のいっぱいアイデアーの詰まった学会、盛会で本当におめでとうございました。
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釧路協立病院　斎　藤　優　子

皆さん、はるばる北海道からやってきた「チーム・まりもっこり」です。私の「指導医」が
覚道先生というご縁で、今回、釧路の仲間を集いお手伝いさせて頂きました。何の前準備にも
参加せず（地理的に無理！）、突然現れて、おいしい所を持って行きました感は否めませんが、
一応、大量のみかんと格闘したのもまりもっこりのメンバーです。釧路にいるとこのような全
国規模のお仕事をする機会はありませんが、今回貴重な経験をさせて頂き、本当に楽しく充実
した4日間でした。総懇親会で走り踊り回った事も忘れられません。ワインも美味しかったです。
また、どこかの学会などでお会いする機会があると思います。ネームにまりもっこり付けてい
るかも知れません。気軽に声をかけて下さい。皆様大変お世話になりました。本当にありがと
うございました。

49

学会事務　中　峯　早　苗

2年前の9月に新しく教室員となった頃は、学会の内容も運営に関しても全く知識がなく、春
期大会、秋期大会を見学させていただくところから始まりました。こんなに何の知識も経験も
ない自分に学会準備ができるのだろうかと不安もあり、何度完成しても修正されて戻ってくる
プログラム案や展示場案に閉口したこともありましたが、覚道先生の頭の中に描かれていた49
回秋期大会が、実際に会場で形になった時には、一種の感動さえ覚えました。
終わってしまえば、たった３日間の短い学会でしたが、何度もスタッフ会議を重ね、準備に

駆け回り、教室内の結束がさらに強くなったことや、当日ボランティアで運営のお手伝いをし
てくださったスタッフの方々が「これは自分たちの学会なんだ」と一致団結し、運営にあたっ
てくださったことが非常にうれしく、心より感謝しております。
無事に山を登り終えた朝、ホテルから見えた朝陽が本当に清々しく、いまだに忘れることが

できません。まだ事務処理が残っていますが、あとは来た道を降りるだけです。到着地点もす
ぐそこに見えています。もう少しだけ、この登山を楽しんでいきたいと思っています。

和歌山市医師会成人病センター　鍵　弥　朋　子

１日目は総合受付の裏方係でした。参加費を受付から集めてついたて裏へ運び、おつりや参
加証、分厚く重いハンドアウトを補充します。なかなかの力仕事です。ハンドアウトの分厚さ
に受け取りを拒否する人、「ショックだな～」を連発しショックを隠さない人、抄録集を「捨て
てください」と持ってくる人など。同情の半笑いを浮かべつつ対応。
おつりは千円札だけでした。ある受付嬢は５枚ずつクリップで止めたものが便利と言い、つ

いたて裏で小田井君と内職。100枚を５枚×20束に。割とたくさん作りました。
「メディアの者ですが、総合受付で申し出るように」言われたという人が来ました。担当者

がわからず、谷口さんに「メディアの人がっ」と伝えると、「PC受付じゃないの」。違うのでは
…と思いつつ断言できないので確認。やはり報道関係の方。カタカナ日本語って難しい。
みかんが展示場からどっさり届けられ、さばけ！とのこと。10個ずつメーカー様の紙袋に入

れ持ち帰りやすいようにする。みかんはS、Mから３Lまで大きさいろいろ。10個って難しい…。
味を知っている方は小さいのを選んでおられました。小さい方がおいしいし、軽いですからね。



78

武田さんの声かけが素晴らしく、全てなくなりました。「和歌山のみかんです。よろしければお
持ちください！」JA職員か！
２日目は第５会場の座長受付で座り仕事。末本さんと二人だったので、交代で演題をきいた

り、会議のときは二人で展示場を回ったりできました（会議は細胞学会の人が担当でした）。展
示場で焼きたてワッフルを楊先生とおしゃべりしながら頂きました。座長受付にわざわざ声を
かけてくれる先生は少なく、座長席にいらっしゃった先生をシンポ終了後に追いかけてコング
レスバッグを渡す！というような仕事ぶりでした。ごめんなさい。
私が第２病理にいたころ一緒に仕事をした人たちと再び仕事ができて楽しかったです。良い

思い出になりました。

49

さくらい乳腺クリニック　佐　藤　小百合

2010年秋の日本臨床細胞学会にて、私はスタッフとして参加致しました。
学会にスタッフとして参加するのは、覚道先生が和歌山にて病理学会を主催した時とあわせ

て２回目でした。病理学会の時は800人規模でありこの時にも事前の準備などすごく忙しかった
のを覚えています。しかし今回の学会は3000人規模とのこと。正直、この学会が決まったよっ
て聞いた時にはびっくりしました。今回私は事前の準備として、懇親会での余興や物産販売に
携わらせて頂きました。余興に関しては私が所属するラテンバンド(オルケスタ・デ・タスケル
オ)にお声をかけて頂き参加することになり、メンバー一同とても楽しみにしていて当日も参加
者の皆さんも楽しんでいただけて大変よかったです。物産に関しては、和歌山のお酒やみかん
ジュースを担当し酒屋さんとの話し合いなど何度も足を運び相談し大変でしたが、こちらもと
ても喜んで頂けました。
学会当日は、私は本部を担当していたのですが、病理学会の際にも思いましたが、些細な事

ですが、当日は色々とハプニングが出るものです。そのたびに走る走る。この３日間本当によ
く走りました。最終、学会が終わった時には本当に無事終わりほっとしたのを覚えています。
学会スタッフとして参加することは大変な事もありますが、なかなかできる経験ではないの

で、覚道先生の教室に在籍していた事によってこのような経験をさせて頂き大変よかったと感
じています。
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２５歳で和歌山県立医科大学を卒業した時、私の退職がいつか来るとは思いもせずに、興味
の赴くまま、自由奔放に研究活動、教育活動を過ごしてきました。私にとって未来が、時間が、
永遠に続くような錯覚にとらわれて37年間を過ごしてきました。一つの区切りの日がこのよう
に来るとは驚きです。大したことを成し遂げたとは思っていないのですが、人が職を得て、多
くの方々と継続して取り組む時、この業績集のごとく、小さくとも何らかの結果が生み出され
ると実感し感無量であります。その間お世話になった皆様、仕事を一緒にさせていただいた皆
様に、わがままを聞いてくれた教室員に、一緒に人生を歩いてくれた妻と子供に感謝いたしま
す。
私が２５歳で医学部を卒業した年、私の父覚道米三が、大阪市職員を５５歳という若さで定
年退職を迎えたことを覚えています。第２次世界大戦で７年間も兵士として中国大陸で戦った
父は、帰国後廃墟の中で、肺結核との闘病、結婚、子供の誕生、家族を養うという苦労を重ね
たのちに５５歳で定年を迎えました。関西６大学で６００と８００メートルの記録を持ってい
たスポーツマンの父でしたが、結核治療の後遺症で、肺機能低下症に苦しみ、階段を上るのも
立ち止まりながらの状態でした。衰えた５５歳の父の姿を覚えている私が、その父の年齢を超
え、健康で、余力を残した状態で、和歌山県立医科大学を辞することができたのは幸せと感じ
ています。何年残っているか分からないこの後の人生ですが、この後も社会への役割を企画し、
余力を持って新たな人生設計をし、後輩たちにとって一つのexampleになることできればと考
えています。
和歌山県立医科大学卒業生で、他大学での研修、研究活動を経て、和歌山県立医科大学の教
授として迎えられた者は大変少なく、私がほとんど最初かと存じます。その後、近藤智善教授、
赤坂教授、岡村教授などが帰ってこられましたが、できるだけ多くの卒業生が、（内向きでなく）
学外、海外で多くの経験を積み、外聞を広め、人脈を作り、和歌山県立医科大学の賢明な未来
設計に参画されることを願っています。母校、和歌山県立医科大学の発展を願うとともに、こ
れから舵とりの困難が予想される地方医科大学の発展のために、異文化交流と変化が必須要素
と考えているからです。
末筆ではありますが、皆様方の健康と、ご発展を祈念し、この第49回日本臨床細胞学会記念
写真集と覚道健一退官記念業績集をお届けいたします。

２０１１年１月２４日　　　　　　　　覚　道　健　一
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