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日本がん登録協議会第 31回学術集会のご案内（第２報） 

 

 拝啓 

時下皆さまにおかれましては、益々ご清祥のこと、お慶び申し上げます。 

さて、日本がん登録協議会第 31回学術集会を下記要領で開催いたします。 

新型コロナウィルス感染症(COVID-19)の拡大により、開催方法を Web開催へ変更いたしま

した。参加登録していただいた方に「参加 ID」と「パスワード」を配布し、2022年 6月 2日

(木)～6月 4日(土)はライブ配信いたしますのでご視聴・閲覧ください。なお、オンデマンド

配信は学術集会のみ、６月 13日(月)～６月 26日(日)を予定しています。 

がん登録は、がん情報を収集・整理し、分析することによって科学的にがん対策・がん医

療を実行・評価するもので、今回の学術集会では、がん登録に係るすべての方の資質向上や

情報共有を図るとともに、「利活用を目指すがん登録」をテーマに、がん登録情報の収集・整

理・分析を通して、がん対策やがん医療を科学的にどう評価していくか、どう実行していく

かを考えていければと思います。 

敬具 

記 

 

日本がん登録協議会第 31回学術集会開催要領 

 

１．テーマ 

「利活用を目指すがん登録」 

 

２．日時 

がん登録 

担当者研修会 

(全国・院内) 

LIVE 

配信 

2022年６月２日(木)14:00～17:00 

がん登録担当者研修会に参加登録いただいた方 

学術集会 

LIVE 

配信 

2022年６月３日(金)9:30～６月４日(土)12:30 

学術集会に参加登録いただいた方 

オンデマン

ド配信 

2022年６月 13日(月)10:00～６月 26日(日)17:00 

学術集会に参加登録いただいた方 

 

３．参加申し込み 

第 31回学術集会ホームページの参加登録より申し込みください。 



http://jacr2022.umin.jp/ 

（参加登録フォームより申し込みができない方は、株式会社 klarまでお知らせくださ

い。） 

事前参加登録期間：2022 年１月 17日(月)～５月 13日(金) 

５月 13日までにお申し込みいただいた方には、学術集会開催までに参加申し込み時に登録

いただいた住所に抄録集を郵送いたします。 

 

４．参加費 

区分 事前参加費 

会員 5,000 円 

非会員 6,000 円 

がん登録担当者研修会 2,000 円 

 

５．参加方法 

専用ページを設けますので、参加 IDとパスワードを入れて視聴をお願いします。 

ライブ配信期間：６月２日(木)14:00～６月４日(土)12:30 

オンデマンド配信期間：６月 13日(月)10:00～６月 26日(日)17:00（学術集会のみ） 

※参加 IDとパスワードは参加証明証兼領収書に記載しメールで送付します。 

 

６．ポスター閲覧方法 

専用ページを設けますので、参加 IDとパスワードを入れて閲覧をお願いします。 

 

７．演題申し込み 

本学会のホームページのオンライン登録方法に従って必要事項を入力し、ご登録くださ

い。演題の分類は、「研究発表」と「活動報告」のどちらかを選択してください。 

発表の区分を「全国・地域がん登録」、「院内がん登録」、「その他」よりお選びください。 

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「口頭発表」およ

び「ポスター発表」となります。発表形式については、会場および時間配分等から、ご希望

に添えないこともありますのでご了承ください。 

なお、従来の登録室紹介は募集いたしません。 

詳しくはホームページをご覧ください。http://jacr2022.umin.jp/  

演題募集期間：2022 年１月 17日(月)～３月 31日(木) 

４月 14日（木）まで延長いたしました。 

演題募集を締め切りました。たくさんの応募をいただきありがとうございました。 

 

８．演題申し込みをされた方へ 

・口演する方で、来場可能な方は学術集会開催地 信州大学医学部附属病院(長野県松本市)に

お越しいただき、LIVE配信を行います。 



現地にお越しいただけない方は、ご自身の都合のつく場所より、Webexで LIVE配信をしてい

ただきます。 

・ポスターは Web発表になりました。ポスター作成のテンプレートをホームページ上に掲載

いたしました。掲載は PDFとなり、印刷禁止等の制限を設けます。 

・詳細はホームページでご確認ください。 

 

９．プログラムライブ配信時間割（2022年４月 28日現在）  

 

 

１０．プログラム内容(案) 

（１）がん登録担当者研修会 

座長：寺本 典弘 (四国がんセンター病理科・臨床研究センターがん予防疫学研究部) 

雑賀 公美子 （JA長野厚生連佐久総合病院 佐久医療センター総合医療情報センター） 

伊藤 秀美 （愛知県がんセンター研究所がん情報・対策研究分野） 

西本 寛 （JA 長野厚生連佐久総合病院総合医療情報センター） 

（２）＜教育研修委員会企画＞ 「がん登録実務者情報交換会 実務で GO!」 

監修：大木 いずみ (埼玉県立大学健康開発学科/栃木県立がんセンター疫学研究課) 

座長：中林 愛恵 （島根大学医学部医療サービス課がん登録室) 

松本 吉史 (大阪医科薬科大学附属病院) 

（３）開会式 

開会の辞：猿木 信裕 (群馬県衛生環境研究所) 

来賓の挨拶： 

6月3日(金) 6月4日(土)

9:30~10:00 9:30~10:30

(3)開会式 (10)一般口演２

10:00~12:00 10:40~11:30

(4)シンポジウム (11)特別講演

11:30~12:30

(12)学術集会表彰式

がん登録実務功労者表彰式

(13)次期会長挨拶

(14)閉会式

13:00~14:00

(5)総会

14:00~14:40

(6)会長講演

14:45~15:45

(7)一般口演１

15:50~16:30

17:20~18:20 17:30~18:30 (8)セッション

理事会 16:30~17:00

(9)J-CIP委員会企画

(2)がん登録実務

者情報交換会

6月2日(木)

14:00~17:00

(1)がん登録担当者研修会



（４）シンポジウム：「利活用を目指すがん登録」 

座長：宮代 勲 (大阪国際がんセンター がん対策センター) 

    奥山 絢子 (聖路加国際大学看護学研究科/国立がん研究センター) 

１） 「全国がん登録情報の利活用における課題について－がん登録推進法の改正に向けて-」 

藤下 真奈美 （国立がん研究センター がん対策研究所 がん登録センター全国がん登録室)  

２） 「大阪府がん登録室における全国・地域がん登録データの利活用」 

中田 佳世 (大阪国際がんセンター がん対策センター) 

３） 「がん対策の施策立案と評価における既存資料とロジックモデルの活用－沖縄県と秋田県での取り組み」 

井岡 亜希子 （まるレディースクリニック) 

４） 「院内がん登録の利活用における現状と課題」 

奥山 絢子 (聖路加国際大学看護学研究科/国立がん研究センター) 

５） 「北信がんプロ がんデータベースによる地域医療評価の取り組み」 

西野 善一 （金沢医科大学医学部公衆衛生学） 

（５）総会 

（６）会長講演：「がん診療にかかわる医師からみたがん登録とは」 

小泉 知展 （信州大学医学部血液・腫瘍内科学教室/同附属病院信州がんセンター） 

（７）一般口演１ 

座長：祖父江 友孝 （大阪大学大学院医学系研究科社会医学講座環境医学） 

宮代 勲 (大阪国際がんセンター がん対策センター) 

演者:5 名  

（８） セッション：「がん登録情報の利活用に向けた課題（仮）」 

座長：祖父江 友孝 （大阪大学大学院医学系研究科社会医学講座環境医学） 

１）「がん登録情報の提供に関する実態調査報告」 

田仲 百合子 （長野県がん登録室/信州大学医学部附属病院） 

２）「予後調査のこれまでの実際と今後の課題」 

中林 愛恵 （島根大学医学部医療サービス課がん登録室) 

３）「今後のがん登録利活用にむけて-JACR（日本がん登録協議会）からの活動報告-」 

大木 いずみ (埼玉県立大学健康開発学科/栃木県立がんセンター疫学研究課) 

（９）J-CIP委員会企画 

座長：2 名 

演者：3 名 

（１０）一般口演２ 

座長：西野 善一 （金沢医科大学医学部公衆衛生学） 

田仲 百合子 （長野県がん登録室/信州大学医学部附属病院） 

演者:5 名  

（１１）特別講演：「長野県における低線量肺がん CT検診の現状と展望」 

座長：小泉 知展 （信州大学医学部血液・腫瘍内科学教室/同附属病院信州がんセンター） 

演者：丸山 雄一郎 (JA長野厚生連浅間南麓こもろ医療センター 放射線科)  

（１２）学術集会表彰式、がん登録実務功労者表彰式 

（１３）次期会長挨拶 

斎藤 博 （青森県立中央病院） 



（１４）閉会式 

閉会の辞：猿木 信裕 (群馬県衛生環境研究所) 

 

１１．抄録集・参加証明書兼領収書 

参加証明書兼領収書はメールにて送付いたします。 

抄録集は学術集会開催までに参加申し込み時に登録いただいた住所に郵送いたします。ま

た、がん登録担当者研修会に申し込みいただいた方は研修資料もあわせて郵送いたします。 

 

１２．事務局 

 【大会事務局】 

 国立大学法人信州大学医学部附属病院 長野県がん登録室 

〒390-0802長野県松本市旭 2-11-30長野県松本旭町庁舎 2階 

TEL：0263-37-2052 

E-mail：2022jacr@shinshu-u.ac.jp 

 

  参加登録、演題登録システムについて 

株式会社 klar(クラール) 

〒371-0805群馬県前橋市南町 2-65-1 

TEL：027-260-9525 FAX：027-260-9322 

E-mail：jacr-admin@umin.ac.jp 


