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地域がん登録全国協議会	 

関係各位	 

地域がん登録全国協議会第 24 回学術集会	 

	 	 会長	 猿木	 信裕	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 （群馬県衛生環境研究所	 所長）	 

	 

地域がん登録全国協議会第 24 回学術集会のご案内(最終報)	 

	 

拝啓	 	 

時下、皆さまにおかれましてはご精勤のことと存じます。	 

さて、地域がん登録全国協議会第 24 回学術集会を、「がん登録の新たな展開」をテー
マとして下記要領で開催いたします。平成 25 年 12 月 6 日に「がん登録等の推進に関する
法律」が成立し、いよいよ平成 28年 1月から「全国がん登録」がスタートします。皆さま
にこのことを改めて認識していただきたいという願いをこめてテーマを選定し、プログラ

ムを企画いたしました。がん登録の未来について討論したいと思います。 
梅雨の時期の開催で恐縮ですが、多数ご参加下さいますようお願い申し上げます。	 

敬具	 

記	 

 
地域がん登録全国協議会第 24 回学術集会開催要領	 

	 

１．テーマ	 「がん登録の新たな展開」	 

	 

２．日	 時	 

がん登録担当者研修会	 平成 27 年 6 月 10 日(水)	 14:00	 -	 17:45	 

情報交換会	 平成 27 年 6 月 10 日(水)	 18:15	 -	 19:45	 

学術集会	 平成 27 年 6 月 11 日(木)	 9:00	 -	 17:00	 

	 

３．会	 場	 

	 前橋テルサ（主会場：ホール）	 

〒371-0022	 前橋市千代田町 2 丁目 5 番 1 号	 

	 	 電話	 027-231-3211	 fax	 027-231-3955	 

	 	 ホームページ：「http://maebashi-ppc.or.jp/terrsa/」	 

交通のご案内	 

(JR 上越線前橋駅、両毛線前橋駅北口よりバスまたはタクシー5 分	 徒歩約 20 分)	 

バス：群馬バス・関越交通・群馬中央バス・上信電鉄・永井バス等	 

JR 前橋駅北口バスのりば…①②⑤	 

前橋駅より最寄りのバス停	 国道 17 号「千代田町 2 丁目」下車、1 分	 

	 	 国道 50 号「本町」下車、3 分	 

４．参加申込み	 

下記の第 24 回学術集会公式ホームページよりお申し込みください。	 

なお、ホームページが見られない等の不都合や不明な点ありましたら現地事務局へご

連絡ください。「http://gc-support.jp/jacr2015/」	 

現地事務局：群馬県健康づくり財団	 がん登録室	 027-269-7811(内線 132)	 

締め切り：3 月 19 日(木)～5 月 15 日(金)	 17:00	 



５．ポスター演題申込み	 

①学術演題	 ②登録室紹介	 の 2 部門で募集します。	 

演題申込および抄録の提出は下記電子メールにてお願いします。	 

メール文中に①筆頭演者の氏名②所属③演題名④学術演題 or 登録室紹介のいずれか

⑤連絡先電話番号を記載してください。	 

抄録原稿は作成「抄録ポスターの作成要領」に従って	 作成し、添付ファイルとして

送信してください。	 

発表用ポスターは参加当日ご持参ください。 
演題申込および抄録の提出締め切り：3 月 19 日(木)～5 月 13 日(水)	 	 

ポスター演題の申込みは締切りました。たくさんの方のご参加ありがとうございまし	 

た。	 

	 

プログラム	 

6 月 10 日(水)	 

13:00	 受付開始	 

14:00	 -	 16:00	 

	 

	 

開会の辞	 

	 

がん登録担当者研修会①	 

行政担当者	 藤下真奈美先生（厚生労働省健康局がん対策・健康増進課）	 

松田智大先生(国立がん研究センター)	 
実務担当者	 柴田亜希子先生(国立がん研究センター)	 

16:15	 -	 17:45	 

	 

がん登録担当者研修会②	 座長	 猿木信裕先生(群馬県衛生環境研究所)	 

「全国がん登録の最新情報」	 

	 	 	 西本	 寛先生(国立がん研究センター)	 

18:15	 -	 19:45	 情報交換会	 

	 

6 月	 11 日(木)	 

8:30	 受付開始	 

9:00	 -	 	 9:15	 開会式	 

会長挨拶・来賓挨拶	 

9:15	 –	 	 9:30	 会長講演	 	 	 	 座長	 岡本	 直幸先生(顧問	 名誉会員)	 

「がん登録の進化」	 

会長	 猿木	 信裕先生(群馬県衛生環境研究所)	 

9:30	 -	 10:20	 招請講演	 	 	 	 座長	 小山	 洋先生（群馬大学大学院）	 

「これからのがん医療における重粒子治療の役割」	 

	 	 	 大野	 達也先生（群馬大学重粒子線医学センター）	 	 

10:20	 -	 11:20	 総会（学術奨励賞表彰、実務優秀者表彰を含む）	 

11:20	 -	 12:20	 ポスター発表	 

12:20	 -	 13:20	 昼食休憩	 

13:20	 -	 13:40	 学術奨励賞受賞講演	 

「地域がん登録資料を用いたがん患者の生存率に関する研究」	 

伊藤	 ゆり先生(大阪府立成人病センター)	 

	 

	 



13:40－14:30	 

	 

	 

	 

教育講演	 	 	 	 座長	 茂木	 文孝先生(群馬県健康づくり財団)	 

「世界６７か国のがんの生存率」	 

松田	 智大先生(国立がん研究センター)	 

14:30	 -	 16:55	 

	 

	 

学術委員会企画シンポジウム	 

「新法に合わせた院内がん登録の深化と活用」	 

座長：西野	 善一先生(金沢医科大学)	 

安田	 誠史先生（高知大学）	 

	 

シンポジスト	 

「がん対策推進法施行後の院内がん登録の充実」	 

西本	 寛先生(国立がん研究センター)	 

「院内がん登録の支援と活用」	 

井岡	 亜希子先生(琉球大学医学部附属病院)	 

「診療情報管理士からみた新法施行後の院内がん登録の課題と期待」	 

田中	 一史先生(滋賀県立成人病センター)	 

「院内がん登録データを活用した QI 等の情報活用・発信」	 

東	 尚弘先生((国立がん研究センター)	 

「地域がん登録と院内がん登録の連携と課題」	 

寺本	 典弘先生(四国がんセンター)	 

16:55-	 	 閉会式（優秀ポスター表彰、次期学術集会長挨拶を含む）	 

	 

	 

７．参加費	 

がん登録担当者研修会	 1,000 円	 

情報交換会	 4,000 円	 

学術集会	 3,000 円(協議会加盟県)、4,000 円(非加盟県)	 

公式ホームページ：掲載してある郵便口座へ振込でお支払いをお願いいたします。

お振込み手数料は、ご負担ください	 

ご領収書は当日お渡しいたします。	 

	 

8．昼食・宿泊	 

	 昼食は下記公式ホームページにて、お弁当の予約を受けています。	 

必要な方は参加登録時に申し込みください。代金は参加費と共に事前振込でお願いし

ます。	 

	 宿泊については各自でご手配をお願いいたします。	 

下記公式ホームページに情報を掲載していますので参考にしてください	 

	 

第 24 回学術集会参加登録公式ホームページ：「http://gc-support.jp/jacr2015/」	 

	 

9.事務局	 

公益財団法人群馬県健康づくり財団	 総務部	 がん登録室（担当：松永・河内）	 

〒371-0005	 前橋市堀之下町 16-1	 

TEL:	 027-269-7811(内線 132)	 

FAX:	 027-269-8928	 

E-mail：gantouroku@gunma-hf.jp	 


