
 

 

平成 29年 5月吉日 

関係各位 

日本がん登録協議会第 26回学術集会 

  会長 寺本 典弘 

       （四国がんセンター） 

 

日本がん登録協議会第 26 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、日本がん登録協議会第 26回学術集会「THE NEW MISSION」を下記要領で開催いたします。

2016 年がん登録推進法施行を機に、本会は地域がん登録全国協議会から日本がん登録協議会として

リニューアルしました。 

新しい 2 つのビジョンと 3 つのミッションのもと、全てのがん登録の推進と地域の住民患者を含

めた全国民への情報提供へ向け、日本がん登録協議会は何を期待されているか、また何が出来るか

を考える機会になれば幸いです。 

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 

 

日本がん登録協議会第 26回学術集会開催要領 

 

１．テーマ 「 THE NEW MISSION 」 

 

２．日 時 

がん登録担当者研修会 平成 29年 6月  8日(木) 14:00 - 17:00 

学術集会 平成 29年 6月  9日(金)  9:00 - 17:15 

平成 29年 6月 10日(土)  9:00 - 12:00 

情報交換会 平成 29年 6月  8日(木) 18:00 - 20:00 

 

３．会 場 

 【がん登録担当者研修会・学術集会】 

  愛媛県医師会館（会場：4-6階） 

   〒790-8585 愛媛県松山市三番町 4丁目 5-3    電話 089-943-7582 

   ※愛媛県医師会館自体の駐車場は利用できませんので、お車でお越しの方はご宿泊施設に駐

車していただくか、近隣の有料駐車場をご利用ください。 

 【情報交換会】 

  いよてつ高島屋 9階 ローズホール 

   〒790-8587 愛媛県松山市湊町 5丁目 1番地 1   電話 089-948-2111（代表） 

 

４．参加申込み 

第 26回学術集会 HPの申し込みサイト（http://jacr2017.umin.jp/）よりお申し込みください。 

申し込みサイトからのお申し込みができない方は、学術集会事務局までお知らせください。 

FAX申込用紙をご送付させていただきます。 

申し込み受付期間：平成 29年 3月 1日（水）－ 5月 2 日(火) 17：00 15日（月）17：00 

               締め切りました。たくさんのお申込ありがとうございました。 



５．演題申込み 

今回の学術集会では一般口演のセッションを設けますので、発表形式は「ポスター」あるいは

「口演」を選んでください。なお会場の都合上、口演演題数は限られております。口演をご希望さ

れても、ポスター発表をしていただくことがありますのでご了承ください。 

またポスタービューイングでは座長を置き、ポスターについての質問や感想などを自由に意見

交換していただく時間を設けます。（順次個別発表する形式ではありません。） 

＜ 部 門 ＞ 

① 学術演題       a.地域、全国がん登録 b.院内がん登録 c.その他 

② 登録室・自施設紹介  a.地域、全国がん登録 b.院内がん登録 c.その他 

③ その他（上記に分類出来ないときに選択してください。） 

④ 指定講演（シンポジスト、講師の皆様はこちらよりご登録ください。） 

上記の各部門で募集します。同封の「演題抄録の作成要領」に沿って抄録原稿を作成し、抄録登

録フォーム（第 26回学術集会 HP http://jacr2017.umin.jp/）よりお申し込みください。詳しくは

ホームページをご覧ください。 

申し込み受付期間：平成 29年 3月 1日（水）－ 4月 4 日(火) 17:00 14日(金) 17:00 

               締め切りました。多くの演題登録ありがとうございました。 

※例年より締切が早くなっております。演題申込みをご検討いただいている方は締め切りにお気

をつけください。 

※意見交換の活発化のため、座長を置かせていただきます。座長をお願いする先生方には、のち

ほど第 26 回学術集会事務局から正式にご依頼させていただきますのでご協力よろしくお願い

いたします。 

６．プログラム 

6月 8日(木) 

13:30 受付開始 

14:00 - 16:00 がん登録担当者研修会 

司会   杉山 裕美（放射線影響研究所） 

「世界のがん登録、がん登録の世界」 

松田 智大（国立がん研究センター） 

「がん登録実務のための病理総論」 

        福留 寿生（三重大学医学部附属病院） 

「データ蓄積の浅い県でもできるがん登録の解析を中心に」 

        大木 いずみ（栃木県立がんセンター） 

「がん登録実務者のための新しい UICC-TNM（8th）概論」 

        海崎 泰治（福井県立病院） 

16:00 – 16:05 日本がん登録協議会第 26回学術集会・会長挨拶 

16:05 – 16:20 会長講演       寺本 典弘（四国がんセンター） 

「これにがん登録を使いたい －ある病理医ががん登録とであう」 

16:20 - 17:00 ポスタービューイング part1 

17:30 - 18:00 情報交換会受付 （いよてつ高島屋 9階 ローズホール） 

18:00 - 20:00 情報交換会 

6月 9日(金) 

8:30  受付開始 

9:00 - 9:20 開会式 来賓挨拶 

9:30 – 10:10 ポスタービューイング part2 

http://jacr2017.umin.jp/）よりお申し込みください


10:20 - 10:50 学術奨励賞受賞講演 田淵 貴大（大阪国際がんセンター） 

10:50 - 11:20 特別講演    座長：井上 武（愛媛県立中央病院） 

「子規 ― 病牀六尺の革新」 

        竹田 美喜（子規記念博物館 館長） 

11:25 - 12:00 藤本伊三郎賞 受賞講演 

「青森県における胃がん罹患率・死亡率の推移」 

        松坂 方士（弘前大学医学部附属病院） 

「日本人における大腸がん部位別罹患率の経年変化の検討 

：1978年〜2004年」 

        中川 弘子（愛知県がんセンター研究所） 

12:00 - 13:00 昼食休憩 

13:00 - 14:00 総会 

14:00 - 14:10 優秀ポスター発表 

14:20 - 17:00 学術委員会シンポジウム『 new missions, a new hope 』 

座長    西野 善一（金沢医科大学） 

          山下 夏美（四国がんセンター） 

1．JACRの新しいミッション 

西野 善一（金沢医科大学） 

2．都道府県がん登録実務者からの期待  

中林 愛恵（島根大学医学部附属病院） 

3．行政・がん対策立案側からの期待 

  鉾之原 健太郎（厚生労働省）  

4．患者・住民側からの期待 

  天野 慎介（全国がん患者団体連合会）  

5．JACRによる教育的サポート－教育研修委員から 

  伊藤 秀美（愛知県がんセンター研究所） 

 6．JACRの中でこんな活躍をしてみたい－院内がん登録側の視点で 

         増田 昌人（琉球大学医学部附属病院） 

 7．JACRにおける患者目線の情報発信プロジェクト（J-CIP） 

        猿木 信裕（群馬県衛生環境研究所） 

 8．がん登録データで研究しよう！ 

        伊藤 ゆり（大阪国際がんセンター） 

 9．総合討論 

6月 10日（土） 

8:30 受付開始 

9:00 -  9:50 一般口演 

10:10 - 10:40 教育講演「全国がん登録、院内がん登録アップデート」 

        柴田 亜希子（国立がん研究センター） 

10:40 - 10:50 休憩 

10:50 - 11:20 開催県企画 愛媛県のがん登録 

        松本 陽子（おれんじの会） 

        寺本 典弘（四国がんセンター） 

11:20 - 11:50 一般口演 

11:50 - 12:00 閉会式・次期会長挨拶・閉会の辞 

 



７．参加費 

学術集会 会員 4,000円、非会員 5,000円→4,000円 ※1 

がん登録担当者研修会 1,000円 

情報交換会 4,000円 

 ※1 会員は非会員より 1,000円分学会費をお安くご案内できます。 

ただし、今学会が全てのがん登録の学会になったのを記念して、今回は事前申込のあった 

非会員に限り、学術集会参加費を特別に 1,000円減額いたします。なお、会員・非会員の 

登録については、第 26回学術集会事務局では管理しておりません。 

 

８．昼食・宿泊 

各自でご手配をお願いいたします。 

 

９．学術集会事前アンケートのお願い 

  地域がん登録全国協議会から引き続きご参加いただいている皆様や、今回から新たにご参加い

ただく皆様が、日本がん登録協議会へ何を求めているかを知るために事前アンケートを行います。

第 26 回学術集会 HP（http://jacr2017.umin.jp/）にアンケートページへのリンクが掲載されており

ますので、ご回答よろしくお願いいたします。（自由記載欄をのぞけば、２〜３分程度の内容です。）

集計内容は学術集会で報告させていただきます。 

 アンケート回答期間：平成 29 年 3月 1日（水）－ 3月 31日（金） 5月 15日（月） 

                    締め切りました。ご協力ありがとうございました。 

１０.事務局 

【第 26回学術集会事務局】 担当：新居田 あおい 

四国がんセンター 愛媛県地域がん登録室   〒791-0280 愛媛県松山市南梅本町甲 160   

TEL：089-999-1123   FAX：089-999-1173   E-mail：jacr@shikoku-cc.go.jp 

 

 

学術集会会場への交通アクセス案内 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 松山観光港から 

・伊予鉄道 リムジンバス 

      ↓ 約 36分 620円 

「松山市駅」下車 

      ↓ 徒歩 6分 

愛媛県医師会館 

   

  ・タクシーで約 20分 

 松山空港から 

・空港リムジンバス 「松山市駅前行」 

※リムジンバスは予約制ではありません。 

   ↓ 約 27分 410円 

 「松山市駅」下車 

   ↓ 徒歩 6分 

  愛媛県医師会館 

 

・タクシーで約 20分 

 ＪＲ松山駅から 

・伊予鉄道（市内電車） 

「JR松山駅前」2番環状線に乗車 

     ↓ 約 11分 160円 

「松山市駅」下車 

     ↓ 徒歩 6分 

愛媛県医師会館 

 

・タクシーで約 10分 

 

皆さんがおいでるん、 

待ちよるけんねー 

 お車でお越しの方 

・松山自動車道「松山インター」から約 20分 

 


