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深澤恵治 

P1～P5 第57回大韓臨床病理士協会総合学術大会参加報告 
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＝ Summary = 
 第57回大韓臨床病理士協会総合学術大会が、令和元年８月30日（金）～31日（土）を会期とし、韓国 平

昌（ピョンチャン）のアルペンシアコンベンションセンターで開催されました。 

 海外からは日本をはじめ、台湾、シンガポール、フィリピンなどが参加しました。学会前日の29日には、韓

日代表者会議と韓日40周年記念祝賀会が開催され、その他、30日のガラディナ―等の行事に参加し、全員無事

に帰国しました。 
 

総参加者数：3,024名（韓国2,930名、他国94名）、日本からは51名が参加 

日臨技代表団：宮島会長、椙山副会長、片山執行理事 

日韓功労者会：村瀬光春、小沼利光、朝山均、長沢光章（韓日交流功労賞受賞者） 

CONFERENCE（オーラルセッション） 

 ・韓日共同シンポジウムシンポジスト：長沢光章、坂本秀生 

 ・学生フォーラム発表者：倉橋仁美、古川僚子 

 ・国際カンファレンス：小松京子、片山博徳 

（敬称略） 

＝ Conference report ＝ 
 

 当会からの参加者は８月29日（木）に羽田空港、中

部空港、関西空港、福岡空港よりそれぞれ出発し、ソ

ウルの仁川空港、金浦空港で合流、学会場である平昌

へ移動しました。また、日臨技代表団は代表者会議出

席のため金浦空港から平昌へ向かいました。参加者は

全員、韓日40周年記念祝賀会に出席し、初日を終えま

した。なお、学会広報として、山口県臨床検査技師会

より２名（第68回日本医学検査学会）、福島県臨床検

査技師会より４名（第69回日本医学検査学会）と事務

局員２名が同行しました。 

※ 

 ８月29日（木）17時30分より代表団３名（宮島会

長、椙山副会長、片山執行理事）と随行者（長沢副会

長）は韓日代表者会議に出席しました。代表者会議で

は、張仁鎬協会長より「第57回大韓臨床病理士協会

（以下、KAMT）総合学術大会」への歓迎の挨拶と「第

68回日本医学検査学会」のお礼を、宮島会長からは招

聘へのお礼の挨拶が述べられました。議題は、①2019

年8月に合意した日韓協定書の締結を、ここ平昌で開 

日韓代表者会議 

催されるKAMT総合学術大会期間中の調印式で行うこ

と、②共同シンポジウムのガイドラインの内容を確認

し、来年からガイドラインに沿って実施すること、③

日韓交流40周年記念特別企画として行われた若手臨床

検査技師国際フォーラムは継続しないこと、④学生

フォーラムは今までと同様に日韓両国で行うこと、以

上が協議され決定しました。最後に第58回KAMT総合学

術大会が済州島において2020年10月９日～10日に開催

旨がKAMTより報告されました。また、第69回日本医学

検査学会が仙台市において、2020年４月25日～26日に

開催される旨、当会より報告しました。 
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日韓共同シンポジウム、学生フォーラム、ポスター発表

それぞれの参加者から多くの報告をいただきました。以

下に紹介いたします。 

坂本 秀生(神戸常盤大学保健科学部医療検査学科) 

 初日の午前にPoint-of-Care Testing(POCT)に関し、

KAMT-JAMT Joint Symposiumが開催されました。 

 最初の発表は韓国のAsan Medical Center(AMC)から、

同院におけるPOCTマネジメントに関する紹介でした。具

体的には外部精度管理及び内部精度管理の重要性を述

べ、AMCでのPOCT管理運営を詳しく紹介されました。 

 ２演題目が私で、日本におけるPOCT管理に関する啓発

活動として、日本の各種学会で行っている内容のダイ

ジェスト版として発表を行いました。具体的にはPOC

コーディネーターの有用性、組織的にPOCTの管理を行う

理想形の紹介でした。 

 ３演題目は韓国の企業からPOCTでの新たな技術とし

て、病理組織や血液塗抹標本の画像化に関する原理と

製品の紹介でした。具体的には、液体を用いず染色ま

たは免疫染色と同等な結果を示すことが可能な、Next 

日韓共同シンポジウム     

 学会１日目の８月30日（金）、朝食後にアルペンシ

アコンベンションセンターへ移動、学会登録を終え

て、９時からのKAMT-JAMT共同シンポジウムを全員が

聴講しました。今回のテーマは「Point-of-Care Test-

ing(POCT)」です。坂本秀生氏（神戸常盤大学）は

「Enlightenment activity for management of Point

-of-Care Testing in Japan」について、長沢光章氏

（当会副会長、国際医療福祉大学）は「Usefulness 

of Point-Of-Care Testing at the time of the dis-

aster occurs」について発表を行いました。13時から

は、国際カンファレンスが行われ、小松京子氏（がん

研究会有明病院）が「Molecular Pathology for New 

Era」について、片山博徳氏（当会執行理事、日本医

科大学永山病院）が「Japanese Biomedical Labora-

tory Scientists at Current situation」について発

表を行いました。また、並行して韓日交流功労者会も

開催されました。15時に行われたテープカットには宮

島会長が参列しました。その後、展示ブースを見学

し、16時からのオープニングセレモニーには、日本か

らの全員が参加し、宮島会長の祝辞、交流功労賞の表

彰（長沢光章氏）などが行われました。ガラディナ―

は、諸外国の参加者とKAMTの参加者及びスタッフが参

加し、大いに盛り上がりました。 

 学会２日目の８月31日（土）は、９時より学生

フォーラムが開催され、古川僚子氏(純真学園大学）

が「The Significance of Researching from an In-

ternational  Perspective」について、倉橋仁美氏

（藤田医科大学）が「What I would like to do as a 

biomedical laboratory scientist in the future」

について発表を行いました。また、10時30分より２階

のフロアにてデジタルサイネージを使用したポスター

発表が行われ、日本からの32演題を発表しました。 

 学会期間中には、両国の若い技師の交流や意見交換

が活発に行われ、参加者全員が有意義な時間を過ごす

ことができました。 

 最終日は、朝食後ホテルのチェックアウトを終え、

KAMT役員の皆さんのお見送りの中、仁川空港、金浦空

港に向かい、それぞれの空港へ帰国し、無事日程を終

えました。 

（副会長 椙山 広美） 

写真左：筆者 写真右：長沢副会長 

各国参加者と記念写真 

Generation Staining and Immunoassay (NGSI)の紹介で

将来性を感じる発表でした。 

 最終演題は日本から、日臨技副会長 国際医療福祉大

学成田保健医療学部の長沢教授の講演でした。 

 当日は英語でのスライド発表でしたが、日本語と韓

国語へ訳したハンドアウトが配布されるなど、配慮を

随所に感じた学会で気持ちよく訪韓できました。 

日韓交流功労者会 
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菊地 良介（名古屋大学医学部附病院） 

 今年５月に下関で開催された第68回医学検査学会で

のInternational Young BLS Forum参加へのお礼がし

たく、その開催概要と今後の展望についてPoster発表

を行ってきました。学会会期中は、このForumに参加

してくれたKAMTメンバーにも会うことができ、充実し

た国際交流を行うことできました。そしてそれ以上

に、KAMTがこの取り組みを評価してくれたのか、

Poster Awardに選出してくださいました。なんとも言

学生フォーラム     

倉橋 仁美（参加学生 藤田医科大学） 

 今回、初めて学会で発表させていただきました。今

まで大勢の人の前で発表するということがなかったの

で戸惑いはありましたが、将来につながる良い経験に

なると思い参加を決心しました。同世代の方々が発表

している姿にとても刺激を受けたのと同時に、将来に

対する視野が広がりました。また、海外の方々と交流

する機会が多くあり、充実した期間となりました。今

回の経験をこれからの自分自身の成長につなげ、今後

浦 みどり(引率 純真学園大学) 

 日韓関係が難しさを増す中、KAMT関係者の皆様が

温かく迎え入れて下さったことを大変嬉しく思いまし

た。 

 学生フォーラムへの応募は、私自身教員として初め

ての試みで、全てが手探り状態でしたが、古川さんの

堂々たる発表を目の当たりにし、その努力と成長を誇

りに思います。今後も若い力が貴重な経験を通して世

界で活躍できるよう、教育や環境作りに力を尽くして

いく所存です。 

 JAMT関係者の皆様には多方面において手厚いご支援

を賜りましたこと、また今回の出張をご快諾下さいま

した職場の皆様に、この場をお借りして心より感謝申

し上げます。  

古川 僚子(参加学生 純真学園大学) 

今回、韓国の平昌で行われた国際学生フォーラムに

参加させていただきました。 

 初めて学会に参加させていただいたのでとても緊張

しましたが、多くのことを学ばせていただきとても有

意義な時間を過ごすことができました。 

その中でも最も印象に残っているのは、英語の重要

性を感じたことです。私は、あまり英語が得意ではな

いので伝えたいことを言葉に表すことがうまくでき

ず、コミュニケーションを取ることが思うようにでき

ませんでした。この経験を今後に活かしていきたいと

考えています。 

最後にこのような機会を与えてくださった多くの

方々に感謝申し上げます。ありがとうございました。 

藤垣 英嗣（引率及びポスター発表 藤田医科大学） 

 今回、本学の学生が学生フォーラムで発表させてい

ただきました。JAMTの皆様や技師の方々にあたたかい

お言葉を掛けていただき、無事に発表することができ

ました。この経験は本人の将来の成長に繋がると確信

しております。また、International Poster Presen-

tationでは、若い技師の方々が英語で堂々と発表し、

積極的に海外の方々と交流する姿に感銘を受けまし

た。私も大変貴重な経験をさせていただきました。出

発から帰国まで丁寧にサポートしていただいた事務局

の方々、会期中にお世話になったJAMTの皆様に深く感

謝申し上げます。 

写真左：古川僚子さん 写真右：倉橋仁美さん 

ポスター発表    

の検査業界に貢献できるよう日々精進していこうと思

います。最後に、丁寧にご指導して下さった先生方を

はじめ、サポートして下さった方々に感謝申し上げま

す。 

岩田 英紘（名古屋第二赤十字病院） 

 私は『EGFR mutation is associated with protein 

expressions which assessed for the diagnosis in 

lung cancer』という演題名でポスター発表をしまし

た。非小細胞癌におけるEGFR遺伝子変異はアジア人に

多く、韓国でも日本と同様に重要視されている検査項

目であり、有用な情報を提供できたと思います。ま

た、国際学会ならではの、韓国や台湾の検査技師と情

報交換することができ、非常に有意義な時間を過ごす

ことができました。今回の貴重な経験を、今後の業務

や学術活動に活かして参りたいと思います。本学会で

大変お世話になりました、日臨技事務局および関係者

の皆様に心より深謝いたします。 

日本からの参加者４名

がポスターアワードを

受賞 

えない達成感と国際交流の成果を感じることができま

した。 

 これもひとえに日臨技の支援事業の賜物であり、宮

島会長はじめ日臨技の関係各位ならびに職場の皆様に、

この場をお借りして心より御礼申し上げます。 
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岡田 光貴 (京都橘大学)  

この度、「第57回大韓臨床病理士協会総合学術大会

及び国際カンファレンス」に、ポスター発表者として

参加しました。当日は韓国の方々を中心として参加者

が非常に多く、大変活気に溢れた学会でありました。

発表も何とか乗り切れて良かったのですが、振り返る

と、高い志と研究意欲を持った多くの研究者の方々と

出会えたことが何よりの思い出であり、とても充実し

た学会参加であったと感じております。最後に、本会

への参加にご尽力いただきました日本臨床衛生検査技

師会並びに大韓臨床病理士協会の関係者の方々には心

より御礼申し上げます。 

鈴木 敦夫（名古屋大学医学部附属病院） 

 KAMT Congressに参加させていただくことが決ま

り、会場に向かうバスの中で、ふと名古屋大学大学院

時代に開催された韓国 Yonsei  University との

Exchange  Meeting を 思 い 出 し て い ま し た。

International Symposiumが始まり、ふとchairmanを

見ると、何となく記憶にある先生が座っていることに

気がつきました。Yonsei Univ.のProf. Rheeとの邂逅

でした。Symposiumが終わりすぐに声をかけました。

Prof. Rheeは当時PhD studentであった私と、指導教

官の小嶋先生を覚えていらっしゃいました。GALA 

dinnerでは当時の思い出と現在の近況報告に話が膨ら

み、再会を約束しました。これまでに参加した専門国

際学会とはまた違う雰囲気を味わうことができ、非常

に思い出に残る学会でした。宮島会長はじめ日臨技の

関係者各位ならびに職場の皆様に、この場をお借りし

て心より御礼申し上げます。 

大沼 健一郎（神戸大学医学部附属病院） 

 この度、第57回大韓臨床病理士協会総合学術大会国

際カンファレンスに参加させていただきました。口演

３分間、質疑応答２分間と、私自身初めての英語での

演題発表となりました。原稿を何度も読み返しながら

練習し、簡単な質問をいただけたおかげで、何とか無

事に発表を終えることができました。シンポジウムで

は韓国ASAN Medical CenterでのPOCTについての取り

組みを学び、他職種へのe-leaningを用いた研修方法

は大変参考になりました。韓国の技師の方々の熱意や

高い英語力に触れ、また、参加の皆様とも素晴らしい

時間を過ごすことができ、とても良い思い出となりま

した。今後も臨床検査医学に加え、語学にも励んでい

きたいと思います。貴重な機会をいただき、ありがと

うございました。 

井上 直輝（川口工業総合病院）  

この度は日臨技をはじめ理解ある職場と職員の多大

な支援をいただきましてKAMT学会に参加してまいりま

した。他のポスター演題と見比べると恥ずかしい内容

ではありましたが、練習の甲斐もあり、緊張の中なん

とか発表を無事に終えることができました。この経験

を無駄にしないためにも今後も精進してまいります。

また初の海外学会で何かと不安のある中でしたが、韓

国の現地学会スタッフには温かく迎えていただき感謝

申し上げます。 

小野 翔平（がん研究会 有明病院） 

 はじめに、第57回大韓臨床病理士協会総合学術大会

に参加させていただきましたことを深く感謝申し上げ

ます。今回の学会期間中、韓国や台湾の方とお話する

たびに、自分の英語力の拙さを痛感し、英語の必要性

を強く認識しました。学会に参加したことで、視野を

広く持ち、語学に力を入れ、向上心を持ち続けようと

改めて思いました。貴重な経験をさせていただきまし

たKAMTおよび大会関係者の方々、JAMTの方々に御礼申

し上げます。 

池田 栞奈（順天堂大学医学部附属病院 順天堂医院）  

 この度は発表と交流の機会をくださいました先生

方、関係者の方々に心より感謝申し上げます。またベ

ストポスターアワードに選出いただき、恐れ多くも大

変光栄でございます。 

 今回国内外でご活躍される皆様と交流できたこと

で、これからも精進し続けなければと刺激を受けまし

た。医学も語学もまだまだ未熟ではございますが、

様々な場で活躍できる臨床検査技師に成長できますよ

う、この経験をいかして参りたいと存じます。 

太田 悠介（浜松医科大学医学部附属病院） 

 第57回大韓臨床病理士協会総合学術大会では多くの

先生のご厚情にあずかり、私にとって感謝の尽きない

４日間でありました。本大会を通じて、これからの医

療人に求められる能力を認識でき、そのスキルを修得

するための明確な目標を設定することができました。

このような機会を与えてくださった大会関係者の

方々、多大なご配慮をいただいたJAMTの方々、貴重か

つ刺激的な時間を共有できた先生方、並びに発表の準

備にご協力いただいた職場の先生方に、この場をお借

りして深謝いたします。 

ポスター発表会場 



永田 悠起（JA愛知厚生連 豊田厚生病院） 

 本学会は2017年の第５回アジア医学検査学会に引き

続き２回目の国際学会への参加でした。慣れない国際

学会でしたが事務局の方に様々なサポートをしていた

だいたため、安心して参加することができました。学

会、懇親会では他の国の検査技師とディスカッション

することができ、全世界共通の検査技師の検査に対す

る熱い「passion」を感じることができました。今後

も全世界の検査技師が協力し、より良い臨床検査を患

者に提供していく必要があると強く思いました。最後

に関係者の皆様に心より感謝申し上げます。 

武村 和哉（大阪市立大学医学部附属病院）  

 真夏とは思えない気持ちの良い気候の中で、国際的

な臨床検査に触れる大変貴重な経験をさせていただき

ました。日本からの参加者は同年代の技師が多かった

こともあり、交流を深めるとともに多くの刺激をいた

だきました。この経験を今後に活かしていきたいと考

えています。 

 最後になりますが、本学会で大変お世話になった

JAMT・KAMTの方々、また快く送り出していただいた大

阪市大病院中央臨床検査部の皆様に厚く御礼申し上げ

ます。 

松村 悠衣（がん研究会 有明病院） 

 初めて国際学会への参加で不安がある中でのポス

ター発表でしたが、座長の方がやさしくわかりやすく

受け答えしてくださったお陰で、無事終えることがで

きました。 

 外国の方々と英語でコミュニケーションをとる楽し

さや難しさを改めて体感しました。他の参加者の発表

を聞く機会にも恵まれ、分かりやすく伝える工夫や表

現方法等とても勉強になりました。貴重な経験の機会

をくださいました小松技師長をはじめ、スタッフの皆

様に心より御礼申し上げます。 

北 睦実（関西医科大学附属病院） 

 私は、海外での学会参加は今回が初めてでした。拙

い英語でしたが、積極的に話すことで、韓国や台湾の

方々との交流の輪を広げることができたと感じていま

す。この学会参加は、私の検査技師としての人生にお

いて大きなターニングポイントとなる経験でした。自

分の視野の狭さを痛感し、今後は知識・技術のさらな

る向上はもちろんのこと、ASCPiの取得の勉強に励

み、国際的な視野を持つ検査技師になれるよう努力し

ます。この度は大変貴重な経験をさせていただき、あ

りがとうございました。  

永倉 優（大阪市立大学医学部附属病院） 

今回、韓国の平昌で開催されたThe 57th Congress 

of the Korean Association of Medical Technolo-

gists and International Conferenceに参加させてい

ただきました。学会期間中は、英語でのポスター発

表、韓国や台湾の方々との国際的な交流があり、とて

も刺激的な経験となりました。この経験から、英語の

重要性を再度、認識することができ、今後も英語を含

めた臨床検査技師としての多様性を養っていきたいと

感じました。最後になりますが、このような貴重な経

験をさせていただきましたJAMTの方々に深く感謝申し

上げます。ありがとうございました。 
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石井 脩平（がん研究会 がん研究所）  

 韓国 平昌にて開催された国際学会にポスター発表

者として参加いたしました。日本や海外からの学会参

加者に刺激を受け、学術活動に対するモチベーション

を維持するとともに英語力に磨きをかける大変有意義

な時間となりました。今後もチャンスがあれば積極的

に参加していきたいと考えております。最後に、本企

画を支えてくださいました日本臨床衛生検査技師会 

事務局の加藤様、李様、ならびに国際学会に参加する

ことを許可してくださった小松技師長をはじめ職場ス

タッフの皆様に、心より御礼申し上げます。 

（編集後記）先日、玄関を出るとキンモクセイの香りがほのかに漂ってきました。庭のキンモクセイを見ると、少

しだけ小さな花が咲いていました。もう、10月なんだなあと思いつつも、この日中の暑さはいつまで?と感じてい

ます。 

 さて、10月、11月には、支部学会が開催されます。今年も各支部、工夫されたテーマのもと、すばらしい学会が

開催できるようお祈りいたします。                               （宮川） 

ポスター発表会場 


