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3．アジアがん登録ネットワーク（Asian Cancer 

Registry Network）キックオフミーティング 

 世界に占める人口の割合や、近年のアジア諸国の急

速な発展に基づいた、アジアのプレゼンスは大きく、

これは、がん登録の分野でも同じことです。欧米諸国

に遅れを取っているデータの品質やインフラを改善

すべく、標準化や情報交換、共同研究を通じて、お互

いに発展しようというコンセンサスのもと、本協議会

理事長の津熊先生を中心に、アジアがん登録ネットワ

ークが設立されます。14日（木）午後にキックオフミ

ーティングを開催致します。参加は無料、興味のある

方はどなたでも歓迎ですので、足をお運びください。 

4．広報と募金活動 

 企業や関連団体には、寄付金のご協力をお願いして

おり、ご要望に応じて、企業ブース及び抄録集への広

告掲載も寄付の形態として準備しております。お問い

合わせ、ご質問、ご要望等、IACR2010 事務局 

（iacr32@accessbrain.co.jp）までお願いいたします。 

5．ソーシャルイベント 

 本会前夜（11 日）から会期中、最終日まで、楽しい

ソーシャルイベントを企画しています。IACR2010 は

ちょっと高かったけど、会費の元を取った！と思わせ

るようなものになるよう、今から準備を頑張っていま

す。ご期待下さい。 

 

地域がん登録全国協議会 
第 19 回学術集会・公開講座のご案内 

（第二報） 
岡本 直幸 

第 19回学術集会 会長 

 地域がん登録全国協議会第 19 回学術集会を下記の

ように開催いたしますので、多くの方々のご参加をお

願いいたします。今回の開催は、第 32 回の国際がん

登録協議会学術集会に合わせての開催を計画してい

ます関係で、例年の 9 月初旬ではなく 10 月に国際学

会と合わせて開催をすることになりました。今回は、

ポスター発表のみの開催となります。また、地域がん

登録の理解を深めてもらうことを目的として公開講

座の形で地域がん登録のアピールをしたいと思って

います。世界の地域がん登録事情を見聞するまたとな

い機会となっておりますので、皆様のご参加を心より

お待ち申し上げております。 

日 時：平成22年10月15日（金）9：30～16：00 

会 場：横浜赤レンガ倉庫1号館（神奈川県・横浜市） 

主 題：『がん登録と社会の調和  

~Society and Cancer Registration : towards Harmonization~』

参加費：無料 

プログラム： 

（9：30～10：00 ポスター演題受付） 

10：00～11：20 ポスターセッション 

  1. 学術部門 2. 登録室紹介部門 

  ポスター賞表彰式も行います。 

11：20～12：00  （平成22年度第二回総会） 

12：00～13：00 昼食 

13：00～16：00 公開講座 

 公開講座はメインテーマ「がん登録と社会との調

和」、サブテーマ「がん対策とがん登録」として実施

いたします。演者および講演の内容は以下の通りです。

同時通訳があります。 
演者 講演内容 

ブレンダ・K・エドワーズ（米国） 
国際がん登録協議会  
米国国立がん研究所   

開会の挨拶 

デビッド・フォアマン（英国） 
国際がん研究機関 がん情報部 

世界のがんモニタリン

グとがん対策事情 

ソヒー・パク（韓国） 
国立がんセンター がん登録・生

物統計部門 

積極的なモニタリング

から有効ながん対策へ

～韓国の実例より～ 

メイシュ・ライ（台湾） 
国立台湾大学公共衛生学院  
予防医学研究所 

積極的なモニタリング

から有効ながん対策へ

～台湾の実例より～ 

祖父江 友孝（日本） 
国立ガン研究センター がん対策

情報センター がん情報・統計部 

積極的なモニタリング

から有効ながん対策へ

～日本の実例より～ 

岡本 直幸（日本） 
神奈川県立がんセンター 
地域がん登録全国協議会  
前理事長 

積極的なモニタリング

から有効ながん対策へ

～神奈川県の実例より

～ 
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 ポスター演題募集： 

 ポスター演題は、①学術演題、②登録室紹介の2部

門で募集します。投票により優秀なポスターを選び、

当日表彰をいたします。 

 

抄録提出期限：平成22年7月30日（金） 

演題抄録送付先：19yokohama@jacr.info 

※抄録作成要領に沿って抄録を作成し、期日内に指定

の送付先に電子メールにて送信してください。 

 

連絡先： JACR第 19回学術集会事務局 

〒113-0034 

東京都文京区湯島3-31-5YUSHIMA ビル 3階 

アクセスブレイン内 担当者：佐竹 朋子  

TEL:03-3839-5037 FAX:03-3839-5035 

 
平成 22 年度特定非営利活動法人地域がん

登録全国協議会第一回総会・担当者集会 

報告 
成澤 麻子  尾崎 恭子 

特定非営利活動法人地域がん登録全国協議会 

事務局 

平成 22 年度特定非営利活動法人地域がん登録全国

協議会第一回総会を、2010 年 6 月 4日（金）、神奈川

県横浜市開港記念会館にて開催いたしました。当協議

会 NPO 法人化に伴い、例年と異なり 6 月初旬での総

会開催となりましたが、代理出席も含め多くの正会員

の皆様にご出席いただきましたことをこの場を借り

て御礼申し上げます。また、NPO 法人化後初めての

総会ということで、不慣れな為至らぬ点もありました

ことを、お詫び申し上げます。今後、より一層の協議

会活動並びに地域がん登録事業の充実と発展のため

に尽力してまいります。 

当日は総会に合わせて担当者集会を開催し、がん登

録に関する講演も実施いたしました。以下、総会決議

事項、講演プログラムをご報告いたします。 

平成 22 年度第一回総会 

出席者 23名 内、代理出席者へ表決委任 15名 

欠席者 12名 内、理事長表決委任 12名 合計 35名 
第一号

議案 
議事録署名人2名の選任 
三上春夫氏、大木いずみ氏を選任。（承認） 

第二号

議案 
平成 21 年度の事業報告と収支決算の報告、監査報

告、議決（承認） 

第三号

議案 
平成22年度の事業計画案（変更）と収支予算案（補

正）の議決（承認） 

第四号

議案 
平成 23 年度の事業計画案と収支予算案の議決（承

認） 

第五号

議案 
第 32 回国際がん登録協議会学術総会共催準備状況

の報告 

第六号

議案 
第19回学術集会（公開講座）開催準備状況の報告 

第七号

議案 
第 20 回学術集会会長の承認 三上春夫氏を選任。

（承認） 

第八号

議案 
会員異動の報告、名誉会員の承認 7 月 1 日より現

顧問の花井彩氏および大島明氏を名誉会員に選任。

（承認） 

第九号

議案 
理事、監事の選任（以下承認） 
6月30日任期満了：岡本理事、岸本理事、祖父江理

事 
7 月 1 日重任：西田理事、柴田理事、田中理事、津

熊理事（理事長就任）、早田理事（副理事長就任）

7月1日就任：三上理事、大木監事 

第十号

議案 
顧問任免の報告 
花井彩氏、大島明氏、広橋説雄氏は顧問退任。後任

に岡本直幸氏が就任。笹井康典氏は留任。 

第十一

号議案 
事務局長および職員任免の報告 
味木事務局長、松田主事、丸亀主事、成澤職員、尾

崎職員以上 

担当者集会（参加者：50 名余） 

14：30～14：40 開会の挨拶 

14：40～15：10 わが国のがん対策について 

祖父江友孝（国立がん研究センター） 

15：10～15：40 院内がん登録に関する最新情報 

西本寛（国立がん研究センター） 

15：40～16：10 地域がん登録に関する最新情報 

味木和喜子（国立がん研究センター） 

16：10～16：30 質疑応答 

16：30     閉会 


