


















可能性を秘めた最新の凍結切片作製法である．

しかし， 従来の凍結切片作製法と材料（従来法

の）を川本法に混在して使用したり， 間接情報

による古い方法・材料を利用したりすることに

より， 川本法本来の性能が十分に発揮されてい

ないのが現状である． トラブルや最適材料（最

新材料）などについては材料供給元のSEC

TION-LAB社に直接相談し， 正しい情報のも

とに最新の川本法を利用することで素晴らしい

成果を生み出すことを願っている．

川本法の問い合わせについて

下記URL初期画面の問い合わせページより質問をす
ることができる ．

http:/ /www.section-lab.jp 
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皮膚付属器腫瘍は 、 症例数が限られていることや、 同じ疾
患であってもバリエーションのある病理組織像を呈するた
め、 しばしば診断に苦慮すると言われている。 本書は 、 選
りすぐりの病理組織写真を多数掲載し、 臨床上の悩みに応
える1冊となっている。 皮震科医や皮膚疾患の病理診断に
携わる病理医必読のアトラス。

検査と技術 vol. 46 no. 11 2018年11月 1259 

川本法で作製された切片の写真は
これ以後のページに掲載しています。
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using the CryofilmNo Cryofilm
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Fig. 12 The figures show a picture of 3 μm thick frozen section (A) prepared from a fresh pregnant mouse and
the enlarged pictures (B, C, D, and E) of the section. Staining: hematoxylin and eosin, embedding medium:
SCEM, mounting medium: SCMM-R2, blade: SL-T30UF, adhesive film: Cryofilm type 4D(16UF). Ft: fetus
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Fig. 13 The figure shows a 3 μm thick frozen section prepared from an undecalcified hindlimb of a 7-week-old
rat. The pictures (B, C, and E) were taken with an oil immersion lens. Staining: hematoxylin and eosin (A, B,
and C), and TRAP staining (D, E), embedding medium: SCEM-L1, mounting medium: SCMM-R2, blade:
SL-T30UF, adhesive film: Cryofilm type 4D(16UF). Bn bone, Bm bone marrow, Oc osteoclast, Cc chondrocyte,
and arrows in the panel C: osteoblasts
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Fig. 14 The figures show a 3 μm thick frozen section prepared from an undecalcified 7-week-old rat foot.
Staining: hematoxylin and eosin, embedding medium: SCEM-L1, mounting medium: SCMM-R2, blade:
SL-T30UF, adhesive film: Cryofilm type 4D(16UF). Bn bone and arrow in the panel C: nail

Fig. 15 The figure shows a 3 μm thick frozen section prepared from an undecalcified human molar tooth.
Embedding: Embedding medium: SCEM, blade: SL-T30UF, adhesive film: Cryofilm type 4D(16UF), (A) the cut
surface, (B) the section on cutting, and (C) the cut section
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Fig. 16 The figure shows a 3 μm thick frozen section prepared from an undecalcified 10-week-old rat head.
Staining: hematoxylin, embedding medium: SCEM-L1, mounting medium: SCMM-R2, blade: SL-T30UF,
adhesive film: Cryofilm type 4D(16UF). Bn bone
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