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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 27 回学術集会を下記要領で開催いたします。 

ご存知のように、「がん登録等の推進に関する法律」が 2016 年から施行され、国内の全ての病

院および都道府県が指定した診療所は、全国がん登録を行うことが義務となりました。また、厚

生労働大臣には全国がん登録データベースを構築することが義務付けられ、今後は“集めるがん

登録から、使えるがん登録”に変化していくと思われます。 

そこで、第 27 回学術集会ではテーマを『患者・地域に解決をもたらすデータサイエンスへの進

化』としました。 

学会は、関連する多くの立場の方々と交流を深める絶好の機会です。ここ沖縄は、お互いの立

場を超えて議論ができる“場”としては、最高の場所です。普段言えないことも、沖縄では発信

できます。ぜひ、沖縄で『がん登録』について、熱く語りましょう！ 

 

敬具 

 

記 

 

日本がん登録協議会第日本がん登録協議会第日本がん登録協議会第日本がん登録協議会第 27272727 回学術集会開催要領回学術集会開催要領回学術集会開催要領回学術集会開催要領    

    

1.1.1.1. テーマテーマテーマテーマ    

「患者・地域に解決をもたらすデータサイエンスへの進化」 

 

2.2.2.2. 日時日時日時日時    

がん登録担当者研修会 

（全国がん登録研修会・ 

院内がん登録研修会） 

平成 30 年 6 月 13 日（水）・15 日（金） 

学術集会 
平成 30 年 6 月 13 日（水） 

～平成 30 年 6 月 15 日（金） 

情報交換会 平成 30 年 6 月 14 日（木） 



3.3.3.3. 会場会場会場会場    

【がん登録担当者研修会・学術集会・情報交換会】 

 沖縄県市町村自治会館 

 〒900-0029 沖縄県那覇市旭町 116-37 電話 098-862-8181 

 

■施設割引のある駐車場 

駐車場名 住所 収容台数 料金 

自治会館駐車場【24H】 那覇市旭橋 116-37 48 台 
100 円／1h 

時間毎：100 円 

 

■会場に近い駐車場 

駐車場名 住所 収容台数 料金 

カフーナ旭橋 

パーキング（E 街区） 

【24H】 

那覇市旭橋 116-37 70 台 

最初の 30 分：150 円 

以降 30 分毎：100 円 

最大料金：1,300 円 

★駐車場は満車になる場合もございますので、交通公共機関のご利用をおすすめいたし

ます。 

 

 

4.4.4.4. 参加申込参加申込参加申込参加申込    

第 27 回学術集会 HP の申し込みサイトよりお申込みください。

（http://www.okinawa-congre.co.jp/jacr2018/registration.html） 

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

                                                                        5555 月月月月 21212121 日（月日（月日（月日（月））））（※延長致しま（※延長致しま（※延長致しま（※延長致しましししした）た）た）た）    

事事事事前参加登録前参加登録前参加登録前参加登録期間：期間：期間：期間：2018201820182018 年年年年 3333 月月月月 1111 日（木）日（木）日（木）日（木）    ～～～～    5555 月月月月 11111111 日（金）日（金）日（金）日（金） 

 

 

5.5.5.5. 参加費参加費参加費参加費    

参加種別 事前参加登録 

会員 5,000 円 

非会員 6,000 円 

がん登録担当者研修会 

（全国がん登録研修会・院内がん登録研修会） 

2,000 円 

情報交換会 4,000 円 

※原則、全ての参加種別に関して、事前参加登録のみとなっておりますが、事前参加登録

締切日以降の参加希望に関しましては、運営事務局にご相談ください。 

 

 



6.6.6.6. 昼食昼食昼食昼食    

6 月 14 日（木）のみ、ランチョンセミナーを予定しております。 

※詳細は改めてご案内いたします。 

6 月 15 日（金）は、各自でご手配お願いいたします。 

 

7.7.7.7. 演題申込み演題申込み演題申込み演題申込み    

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」、「口

演」、「どちらの形式でもよい」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。） 

 

<発表分野 > 

№ 項目 

1 地域がん登録・全国がん登録（がん対策全般含む） 研究 

2 地域がん登録・全国がん登録（がん対策全般含む）活動報告など（登録室紹介含む） 

3 院内がん登録 研究 

4 院内がん登録 活動報告など（登録室紹介含む） 

5 その他のデータ（レセプト、リンケージなど）研究 

6 その他のデータ（レセプト、リンケージなど）活動報告など 

7 患者・地域に役立つ情報提供・アイデア 研究 

8 患者・地域に役立つ情報提供・アイデア 活動報告など 

 

上記の各分野で募集します。本学術集会ホームページのオンライン登録方法に従って、必

要事項を入力いただき、ご登録ください。詳しくはホームページをご覧ください。 

（http://www.okinawa-congre.co.jp/jacr2018/call-for-papers.html） 

    

4444 月月月月２３日（月２３日（月２３日（月２３日（月）正午）正午）正午）正午（※延長致しました）（※延長致しました）（※延長致しました）（※延長致しました）    

演題募集演題募集演題募集演題募集期間：平成期間：平成期間：平成期間：平成 30303030 年年年年 2222 月月月月 14141414 日（水）日（水）日（水）日（水）15151515 時～平成時～平成時～平成時～平成 30303030 年年年年 4444 月月月月 12121212 日（木）正午日（木）正午日（木）正午日（木）正午    

※座長をお願いする先生方には、後日日本がん登録協議会第 27 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。 

 

 

 

 

 

 



8.8.8.8. プログラムプログラムプログラムプログラム                    

（※（※（※（※5555 月月月月 8888 日時点）日時点）日時点）日時点）    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

6月13日（水）6月13日（水）6月13日（水）6月13日（水）

13:00 受付開始

14:00 ～ 15:30 がん登録担当者研修会(全国がん登録)

 座長：杉山裕美先生（放射線影響研究所）

１．全国がん登録の基礎：

　　がん登録の手引き（がん登録の原理と方法）から
　講師：柴田亜希子先生（国立がん研究センター）

２．全国がん登録における安全管理措置の現状

　講師：西野善一先生（金沢医科大学）

３．都道府県による届出支援の取り組み：

　　宮城県からの報告

　講師：金村政輝先生（宮城県立がんセンター）

15:30 ～ 15:40 休憩

15:40 ～ 18:00 J-CIP　シンポジウム

『がん登録の現在と未来』

　座長：松本陽子氏（全国がん患者団体連合会）、

　　　　祖父江友孝先生（大阪大学）

１．J-CIPとがん登録のこれから

　演者：猿木信裕先生（日本がん登録協議会）

２．がん登録の現在
　演者：東尚弘先生（国立がん研究センター）

３．がん登録の未来

　―『患者・地域に解決をもたらすデータサイエンスへの

　進化』のために―

（１）国ができること

　演者：片野田耕太先生（国立がん研究センター）
（２）地域ができること

　演者：伊藤ゆり先生（大阪医科大学）

（３）医療・研究ができること

　演者：伊藤秀美先生（愛知県がんセンター）

４．患者・地域のためのがん登録とは

　演者：天野慎介氏（全国がん患者団体連合会）
５．全体討論

　シンポジスト：猿木信裕先生、東尚弘先生、片野田耕太

　先生、伊藤ゆり先生、伊藤秀美先生、天野慎介氏

18:00 学術集会1日目終了

18:30 ～ 19:30 JACR理事会



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

6月14日（木）6月14日（木）6月14日（木）6月14日（木）

8:45 受付開始

9:00 ～ 9:20 開会式

9:20 ～ 9:30 休憩

9:30 ～ 12:00 学術集会シンポジウム１

『自県のがん登録を活用した都道府県がん計画

　―患者・地域のためにがん登録ができること―　』

 座長：天野慎介氏（一般社団法人グループ・ネクサス・ジャ

パン理事長）、糸数公先生（沖縄県保健医療部）

１．がん登録の利活用からみた国と都道府県がん計画

　演者：埴岡健一先生（国際医療福祉大学）

２．がん登録とがん計画；専門家の立場から

　演者１：青森県　松坂方士先生（弘前大学）

　演者２：秋田県　井岡亜希子先生（秋田大学）

３．がん登録とがん計画；行政の立場から

　演者：奈良県　大井久美子氏（奈良県福祉医療部）

４．がん登録とがん計画；患者の立場から

　演者：愛媛県　松本陽子氏（愛媛がんサポートおれんじ

　の会）

５．全体討論

　シンポジスト：埴岡健一先生、松坂方士先生、井岡亜希

　子先生、大井久美子氏、松本陽子氏

12:00 ～ 13:00 休憩（ランチョンセミナー有）

13:00 ～ 14:00 JACR総会

14:00 ～ 14:20 学術奨励賞・がん登録実務功労者表彰式

14:20 ～ 15:10 会長講演

15:10 ～ 15:20 休憩

15:20 ～ 15:40 藤本伊三郎賞受賞講演

15:40 ～ 16:20 学術奨励賞受賞講演

16:20 ～ 16:30 休憩

16:30 ～ 17:30 一般演題（ポスター）

17:30 ～ 18:00 学術集会2日目終了・情報交換会受付

18:00 ～ 19:30 情報交換会



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

6月15日（金）6月15日（金）6月15日（金）6月15日（金）

8:45 受付開始

9:00 ～ 10:00 一般演題（口演）

10:00 ～ 12:30 学術集会シンポジウム２

『院内がん登録の利活用；院内がん登録報告書を例として
　―患者・地域のためにがん登録ができること―』
　座長：折岡健太郎氏（久留米大学）、寺本典弘先生（四

　国がんセンター）、東尚弘先生（国立がん研究セン
　ター）
１．「がん診療連携拠点病院等院内がん登録全国集計」を
通したがん登録の利活用
　演者：奥山絢子先生（国立がん研究センター）
２．「院内がん登録報告書」を通したがん登録の利活用
　演者１：山下夏美先生（四国がんセンター）
　演者２：伊佐奈々氏（琉球大学）
３．医療機関の管理者の立場からみたがん登録の利活用
　演者：清水秀昭先生（栃木県立がんセンター)
４．患者の立場からみたがん登録の利活用
　演者：安里香代子氏（沖縄県がん患者会連合会）
５．全体討論
　シンポジスト：奥山絢子先生、山下夏美先生、伊佐奈々

　氏、清水秀昭先生、安里香代子氏

12:30 ～ 13:30 休憩

13:30 ～ 15:00 がん登録担当者研修会(院内がん登録)

 座長：福留寿生先生（三重大学）
１．標準登録様式up to date
　　講師：江森佳子先生（国立がん研究センター）
２．SEERの多重がんルール
　　講師：海崎泰治先生（福井県立病院）

15:00 ～ 15:15 優秀口演・ポスター賞授賞式

15:15 ～ 15:30 閉会式　学術集会閉会



9.9.9.9. 各各各各事務局事務局事務局事務局    

【事務局】 

琉球大学医学部附属病院 がんセンター 

〒903-0215 沖縄県中頭郡西原町字上原 207 番地 

TEL：098-895-1369 FAX：098-895-1497 

E-mail：mail@ryukyucc.jp 

 

【運営事務局】 

株式会社 沖縄コングレ 

〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地 3-1-1 日本生命那覇ビル 

TEL：098-869-4220 FAX：098-869-4252 

E-mail：27jacr@okicongre.jp 

 

 

 

学術集会会場への交通アクセス案内学術集会会場への交通アクセス案内学術集会会場への交通アクセス案内学術集会会場への交通アクセス案内    

    

●那覇空港から●那覇空港から●那覇空港から●那覇空港から    

・モノレールご利用の場合・モノレールご利用の場合・モノレールご利用の場合・モノレールご利用の場合    

 「那覇空港駅」 

↓約 11 分 260 円 

 「旭橋駅」下車 

↓徒歩 5 分 

 沖縄県市町村自治会館 

 

・タクシーをご利用の場合・タクシーをご利用の場合・タクシーをご利用の場合・タクシーをご利用の場合    

    乗車区間：那覇空港〜沖縄県市町村自治会館        

    所要時間：約 10 分    

    料 金：約 1,400 円    

 

 


