


JACR Monograph No.21

ご挨拶

地域がん登録全国協議会第 24 回学術集会会長　猿木信裕

　平成 27 年 6 月 10 日（水）と 11 日（木）の 2 日間、群馬県前橋市で、地域がん登録全
国協議会第 24 回学術集会ならびに実務者研修会を開催することになりました。梅雨の時
期の開催となり、天気を心配していましたが、皆様の日頃の行いが良いお陰で、晴れました。
　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。その半年前の学術集会の開催ということで、
今回のテーマを「がん登録の新たな展開」とさせていただきました。
　6 月 10 日は、行政担当者、実務担当者の研修会を組みました。行政担当の研修は厚生
労働省健康局がん対策・健康増進課課長補佐　藤下真奈美先生、国立がん研究センター松
田智大先生、実務担当者の研修は柴田亜希子先生が担当して下さいます。そこでの議論を
踏まえ、国立がん研究センターの西本寛先生に、「全国がん登録の最新事情」をテーマに、
ご講演をお願いしました。残念ながら政省令は間に合いませんでしたが、是非、皆様に全
国がん登録を理解していただいて、スムーズなスタートができることを期待しています。
　11 日の学術集会では招請講演として群馬大学重粒子線医学センター大野達也先生に「こ
れからのがん医療における重粒子治療の役割」のご講演をお願いしました。国立がん研究
センター松田智大先生に、日本を含めた世界 67 カ国のがん登録を用いた国際共同研究に
ついてのご講演、さらに「新法に合わせた院内がん登録の深化と活用」をテーマに学術委
員会企画シンポジウムを開催します。ポスター演題では、学術 22 題、登録室紹介 11 題の
応募がありました。皆様のご協力に感謝いたします。
　がん登録関係者は長年がん登録の法制化を望んできました。この法律に命を吹き込むの
は皆様です。皆で力を合わせて、有効ながん対策立案に結び付く「がん登録」を目指して、
頑張っていきたいと思います。この学術集会がそのきっかけとなれば幸いです。
　また、この学術集会の開催に当たり、多くの皆様にお世話になりました。この場をお借
りして御礼申し上げます。
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6 月 10 日(水) 前橋テルサ(2 階ホール・8階けやきの間) 

13:00 受付開始 

14:00 – 14：10 

2 階ホール 

 

14:15 -16:00 

8 階けやきの間 

 

 

2 階ホール 

会長挨拶 

事務局代表挨拶 

 

がん登録担当者研修会① 

行政担当者「全国がん登録での課題と対策」 

 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 「全国がん登録での実務の流れと実際(仮題)」 

柴田 亜希子先生(国立がん研究センター) 
16:15 - 17:45 

2 階ホール 

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 

8 階けやきの間 

情報交換会 
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6 月 11 日(木) 前橋テルサ（２階ホール） 

8:30 受付開始 

9:00 -  9:15 開会式 

会長挨拶・県来賓及びに県医師会長挨拶 

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） 
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