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15:50-16:10 休憩

1. 地域がん登録行政担当着任説明会開催
初めての試みとして、新年度に地域がん登録の担

2. 検診の精度管理（16:10-17:30）

当に着任された都道府県の職員の方を対象に、5 月
司会

小越和栄

1）精度管理の評価方法
宮城県立がんセンター 西野善一
2）検診データ精度管理の実際
新潟ブレスト検診センター 佐野宗明

に説明会を開催しました。地域がん登録の実施・未
実施県含めて、19 県から 40 名弱の参加がありまし
た。中には、冒頭の新型インフルエンザ対応に追わ
れて出席を断念された方、直前まで参加できるかど
うかわからないと御連絡をくださった方もいらっ
しゃいましたが、結果的には、5 月 12 日に無事に

18:30- 情報交換会 オークラホテル新潟 4 階
参加費：3,000 円

説明会を終えることができました。
がん登録の行政担当者は、2～3 年での異動が多
いので、互いに顔を覚え、情報交換をし、これから
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と意気込んでいたところで、
「お別れ」となること

会長：小松原 秀一

が多々あり、せっかくの縁を長期に継続できないこ
とがとても残念です。とはいえ、短い期間であって
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も担当になられた方同士、協力して地域がん登録事
業がより発展するような体制を築いていくしかあ
りません。新規着任の方も、引き続き御担当の方も、
皆様どうぞよろしくお願いします。
2. 第 31 回国際がん登録協議会学術総会参加
6 月は、アメリカで行われた第 31 回国際がん登

参加申し込みについて：

録協議会学術総会に、がん情報・統計部から部長以

協議会会員様宛にお送りしました申込用紙と郵便振

下 4 名が参加致しました（写真 1）
。研究活動の発

込用紙をご利用の上、7 月 31 日〆切で事前申し込み、

表とともに、来年 10 月に横浜で開催される第 32

会費前納をお願いします。領収書は後日郵送します。

回学術総会について意見交換をしてまいりました。

国立がんセンターがん対策情報センター
がん情報・統計部地域がん登録室便り
松田 智大

丸亀 知美

味木 和喜子

国立がんセンター がん対策情報センター
がん情報・統計部

また暑い夏が近づいてきました。前号の No. 24
の「地域がん登録室便り」を執筆したのは冬。暖か
くなってから新型インフルエンザが流行するとは
全く予想もしていないころでした。
写真 1. 学術総会会場の様子
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査です。これまでの調査結果から、日本の地域がん

3. MCIJ2003 報告書について
道府県がん登録室の皆様のご協力により、昨年度

登録現状が明らかになっており、研究班および国立

末に全国がん罹患モニタリング集計の報告書を刊

がんセンターでは、活動の見直し、活動目標の設定

行することができました。地域がん登録事業実施全

等の資料としてきました。本年 9 月に調査実施予定

道府県の罹患データを集計し、2003 年がん罹患

です。

数・率の全国値を推計したものです。冊子と併せ、

5. 地域がん登録実務者講習会の開催予定

国立がんセンターがん対策情報センターのウェブ

12 月には、国立がんセンターにて、地域がん登

サイトから PDF ファイルをダウンロードすること

録実務者講習会および行政担当者講習会を開催す

が 可 能 で す 。（ http://ganjoho.ncc.go.jp/professional

る予定です。昨年のアンケート結果を踏まえ、今回

/registration/monita.html）

はグループでの演習を実施いたします。募集要項は、

4. 第 3 期事前調査実施予定

10 月頃に都道府県がん対策担当課宛に送付されま

現在、研究班による「第 3 期事前調査」の準備を

すが、国立がんセンターがん対策情報センターのウ

すすめています。これは平成 16 年 7 月、平成 18

ェブサイトもご確認ください。

年 8 月にそれぞれ実施した、
「第 3 次対がん総合戦

6. 最後に

略研究事業開始時点における地域がん登録実施状

がん対策情報センター、研究班、協議会の活動は

況調査（事前調査）
」及び「地域がん登録の標準化

皆様に支えられております。今後も明るく楽しく活

と精度向上に関する第 2 期事前調査」に続く、地域

動をしていきたいと考えております。どうぞよろし

がん登録の標準化と精度向上の進捗についての調

くお願いいたします。

編 集 後 記
今号も、たくさんの方に、たくさんの無理を申し上げて完成しました。短い執筆時間で寄稿していただき
ありがとうございした。掲載するネタが足りないと考えていたときに、過去の号で Q&A があったことに気
づき、復活させました。今号は、私も苦手な血液がんのコードを特集しましたが、取り上げてほしいテーマ
がございましたら事務局までお寄せください。
（A.S.） 多忙な先生方が原稿執筆を受けてくださったこと
に改めて感謝致します。本号の巻頭 2 稿は、地域がん登録やがん対策を取りまく政策的な堅い話が続きまし
たが、会員の皆様の日々の活動との「つながり」を感じていただければ、と思います。
（T.S.）
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