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あとがき 

 本年の日本消化吸収学会はアメリカのG. Gray教授を特別講演の演者としてお迎えした。先生は小腸

粘膜の消化酵素の研究では世界的な大家であるが、今回は消化吸収不良症候群全体の病態と診断

法の手順について講演された。その中で、セリアックスプルーの小腸生検による病理学的診断の難しさ

にふれ、小腸生検材料の取り扱い方の先生独自の方法を解説して下さった。特に興味のあった事は、

日本の病理の先生にもみられることであるが、セリアックスプルーの生検標本を病理の先生にみせても

異常なしとの返事が来るとのお話をされ、アメリカも日本と同じなのだと苦笑させられた。消化管の癌に

対する病理の専門家は多数いらっしゃられるが、消化管の良性疾患に関する病理の専門家はどこの国

でも少ないようである。しかし、本学会の演題を聞いていると、消化吸収に関する日本研究の裾も広が

って来たなと感じたのは、私一人なのであろうか。 

（H.A. 生） 

 

 

 


