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御挨拶

第27回日本がん検診・診断学会総会会長を拝命致しました神奈川県立がんセンターの
山田と申します。この学会は四半世紀を経過し、いろんな臓器のがん検診についてその有
用性や今後の課題についての情報の共有を進めてまいりました。今回この学会を開催させ
ていただくことを大変光栄に存じます。会期は、2019年8月31日（土）、9月1日（日）の
2日間であり、歴史とロマンのある横浜において開催します。
私は呼吸器内科医であり、この25年地元の先生方と肺がん検診の実践と普及を進めて
まいりました。日本は今後2人に1人が「がん」になる時代だと言われています。肺がん
のみならず幅広い領域において、がんを早期発見し治療すること、また高齢者にも優しい
低侵襲手術や副作用の少ない局所放射線治療、有効性の高い免疫治療を取り入れた薬物治
療に対する要望や期待も高くなっています。一方、がん検診においても、次々と新しいモ
ダリティー技術やゲノム診断に関するトピックスが報告されました。特に、がん患者の遺
伝情報を調べて最適な治療法を選択する「がんゲノム医療」について、厚生労働省は患者
への説明や治療を行う「がんゲノム医療連携病院」に全国の100病院を指定しました。こ
れでがんゲノム医療の診療体制が日本においても整ったことになり、個々の患者に応じた
治療方針を決める「がんの個別医療」が国内で本格始動することになりました。
一方、がん検診の精度管理や過剰診断・過剰治療の課題についても数多くの議論もなさ

れてきています。我々は個別化検診に向けたこれまで以上に質の高い検診を行うとともに、
科学的根拠に基づいたがん検診を提供し、また新しい診断技術の開発や、癌の存在診断に
おける「ゲノム診断と画像診断の融合」についての正しい情報を提供し、より多くの方が
適切かつ有効ながん検診を受けられるよう推進するための討論ができる有意義な学術集会
にしたいと思います。今回の総会のテーマを「癌の存在診断におけるリキッド診断と画像
診断の融合」とさせていただき、例年通り特別講演、教育講演、シンポジウム等も含めて
「ゲノム診断」と従来の画像による「がん検診」との融合を討議するようにしました。一般
演題を募集し、数多くの会員の皆様が演題を発表していただけるようにいたします。より
社会に貢献できるがん検診の近未来像について討議しましょう。
どうか一人でも多くの方が積極的にご参集されますよう、心よりお願い申し上げます。

平成30年11月吉日

第27回 日本がん検診・診断学会総会 会長
地方独立行政法人神奈川県立病院機構神奈川県立がんセンター
医療技術部兼呼吸器内科部長
山田　耕三
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1. 名　称： 第27回 日本がん検診・診断学会総会
  テーマ「癌の存在診断におけるリキッド診断と画像診断の融合」　　

2. 会　期： 2019年8月31日・9月1日

3. 会　場： 新横浜プリンスホテル（神奈川県横浜市港北区新横浜3-4）

4. 主　催： NPO法人 日本がん検診・診断学会

5. 会　長： 山田　耕三 
  （地方独立行政法人神奈川県立病院機構神奈川県立がんセンター 
  医療技術部兼呼吸器内科部長）

6. 参加予定者数： 250～ 350名

7. 参加費： 医師・一般（会員） 10,000円
  医師・一般（非会員）（抄録集代込み） 11,000円
  研修医・コメディカル・薬剤師 5,000円
  学生（学部生・研修学生のみ。博士課程は含まず） 無料

8. 学会の概要（未定）
 （1）特別講演 2題（リキッド診断、AIの応用）
 （2）教育講演 2～ 4題（有効ながん検診年齢、がん検診における過剰診断とは？）
 （3）シンポジウム 2件（高齢化社会におけるがん検診、リキッド診断の展望）
 （4）パネルディスカッション 2件
 （5）ワークショップ 2件（AIはどこまで使えるか？、より有効ながん検診と 
   　　年齢について）
 （6）ランチョンセミナー 4題（免疫チェックポイント薬、内視鏡を使ったがん検診）
 （7）イブニングセミナー 2題（がん検診の将来展望）
 （8）一般演題 全て口演発表予定
 （9）企業展示 最大4社予定

9. 事務局： 第27回 日本がん検診・診断学会総会事務局
  〒102-0072　東京都千代田区飯田橋3-11-15
  株式会社クバプロ内　
  Tel  03-3238-1689 / Fax  03-3238-1837
  E-mail  27th-meeting@jacdd.org
  HP  http://npo.jacdd.org/soukai27/

開催概要
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1. 掲載媒体： 第27回 日本がん検診・診断学会総会抄録集

2. 発行部数： 900部（予定）

3. 配布対象： 日本がん検診・診断学会会員および当日参加者

4. 掲載料金： A4版
  　表4表紙： 200,000円　（税別）　1社
  　表3表紙： 100,000円　（税別）　1社
  　表2表紙： 150,000円　（税別）　1社
  　中項（全面）：   80,000円　（税別）　5社
  　中項（半面）：   50,000円　（税別）　7社

5. 申込締切日： 2019年4月30日

6. 原稿締切日： 2019年6月30日

7. 入稿形態： 完全データ（PDF）入稿
  ＊）必ずデータの出力紙をご提出下さい。
  【サイズ：（全面）天地：255 mm、左右：175 mm／
  　　　　  （反面）天地：123 mm、左右：175 mm】

8. お振込先： 銀 行 名：ゆうちょ銀行（店番008）
  口座番号：9595438
  口座種類：普通
  口座名義：特定非営利活動法人日本がん検診・診断学会
  　　　　　ﾄｸﾋ )ﾆﾎﾝｶﾞﾝｹﾝｼﾝ ｼﾝﾀﾞﾝｶﾞｯｶｲ

講演抄録集・広告掲載募集要項
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1. 展示会場： 新横浜プリンスホテル　4F ロビー　

2. 展示料金： 1小間200,000円（消費税含まず）
  但し、書籍販売の小間につきましては1小間50,000円（背面パネル 
  なし、長机4台）

3. 基礎小間： 学会側で用意する基礎小間（1小間）は下記の通りです
  間口　W1800 mm×D900 mm×H2100 mm
  長机1台 W1800 mm×D600 mm×H700 mm）、
  背面パネル板2枚（H2100 mm×W1800 mm）
  社名板1枚

※お申込により電気配線を行い、ワット数のバランスにより、ブ
レーカー端子またはコンセントを取り付けますが、1 kWにつき
10,000円、以降500 Wごとに5,000円の電気工事費と電気使用料
のご負担をいただきます（電気工事費および使用料は会期終了後、
別途ご請求申し上げます）。

4. 申し込み締切日： 2019年5月末

5. 搬入・搬出： 搬入；2019年8月30日（金）17：00頃 予定
  搬出；2019年9月1日（日）16：00頃 予定

6. 御請求・お支払いについて：
お申し込み確定後、請求書をお送りいたします。
請求書に記載いたします支払日までに指定口座へお振込下さい。
また、振込手数料は貴社にてご負担下さい。貴社事情により支払い
日までにお振込みできない場合は、必ずご連絡下さい。

7. お申し込み解約について：
申込書受領後の解約は原則お受けできません。なお、申込解約を書
面にてお送りいただいた主催者が解約を認めた場合は、以下の解約
料金をお支払いいただきます。
解約料金　解約書面をお送りいただいた日を基準として、
平成2019年5月末日までに受領………請求書の50％
平成2019年6月1日以降……請求書の全額をお支払いいただきます。

8. お振込先： 銀 行 名：ゆうちょ銀行（店番008）
  口座番号：9595438
  口座種類：普通
  口座名義：特定非営利活動法人日本がん検診・診断学会
  　　　　　ﾄｸﾋ )ﾆﾎﾝｶﾞﾝｹﾝｼﾝ ｼﾝﾀﾞﾝｶﾞｯｶｲ

企業展示募集要項
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　　　年　　　月　　　日

□ 講演抄録集に広告掲載を申し込みます。
　　□ 表4表紙： 200,000円　（税別）
　　□ 表3表紙： 100,000円　（税別）
　　□ 表2表紙： 150,000円　（税別）
　　□ 中項（全面）： 80,000円　（税別）
　　□ 中項（半面）： 50,000円　（税別）

□ 企業展示に申し込みます。　　　　　　　小間
　　　　　　　　　　　　　（※1小間200,000円（税別））

□ 書籍販売に申し込みます。　　　　　　　小間
　　　　　　　　　　　　　（※1小間50,000円（税別））

貴社名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ご担当者名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ご担当部署：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　〒

ご連絡先住所：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

TEL：　　　　　　　　　　　　　　　　FAX：　　　　　　　　　　　　　　　　　

E-mail：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

講演抄録集広告申込書・展示申込書

申込先： 第27回日本がん検診・診断学会総会事務局
 〒102-0072　東京都千代田区飯田橋3-11-15
 株式会社クバプロ内　
 Tel  03-3238-1689 / Fax  03-3238-1837
 E-mail  27th-meeting@jacdd.org
 HP  http://npo.jacdd.org/soukai27/
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1. 開催日程： 2019年8月31日・9月1日　

2. 会　場： 新横浜プリンスホテル　4階　「若菜」、「桜川」

3. 講演形式： PCプレゼンテーション形式で最大60分。
＊） プログラムの都合により、時間帯が多少変更になる場合もあり
ますのでご承知下さい。

＊） 講演内容・司会・演者の選定については貴社と学会事務局との
合意のうえで決定させていただきます。特に司会選定は必ず事
務局にご相談ください。

4. ランチョンセミナー、イブニングセミナー、共催セミナー

5. 参加費： 1,400,000円（消費税含まず）
参加費には会場費、映像・音響機材費及びスタッフ人件費（PCオペ
レータ、照明係、進行係）を含んでいます。
＊） 参加費には講演者、参加者への昼食または軽食の費用、講演者、
座長・司会等の謝金、旅費交通費、宿泊費、講演関連資料費、
運営要員等人件費は含まれておりません。

6. 申込締切日： 2019年3月31日

7. その他： 演題・講演概要を抄録集に掲載いたしますので6月下旬までにお知
らせください。
・版型：A4版
・印刷方法：モノクロ1色印刷
・原稿締切日：2019年6月31日
・入稿方法：PDFにてお送り下さい。
＊）申込締切日以降、プログラムが確定後に詳細を連絡します。

8. お振込先： 銀 行 名：ゆうちょ銀行（店番008）
  口座番号：9595438
  口座種類：普通
  口座名義：特定非営利活動法人日本がん検診・診断学会
  　　　　　ﾄｸﾋ )ﾆﾎﾝｶﾞﾝｹﾝｼﾝ ｼﾝﾀﾞﾝｶﾞｯｶｲ

共催セミナー（ランチョンセミナー、 
イブニングセミナー）等募集要項
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9. 透明性ガイドラインについて：
本会は日本製薬工業協会および日本ジェネリック製薬協会「企業活動
と医療機関等の関係の透明性ガイドライン」、日本医療機器産業連合
会「医療機器業界における医療機器等との透明性ガイドライン」に基づ
き、「企業活動と医療機関及び医療関係者との関係の透明性に関する
指針」に従い、貴社が本会へ支払う寄付金、共催費等、貴社のウェブ
サイト等を通じて公開されることについて、承諾いたします。
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　　　年　　　月　　　日

□ 共催セミナー参加を申し込みます。

　　□ ランチョンセミナー　1,400,000円　（税別）

　　□ イブニングセミナー　1,400,000円　（税別）

　　□ その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

貴社名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ご担当者名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ご担当部署：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　〒

ご連絡先住所：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

TEL：　　　　　　　　　　　　　　　　FAX：　　　　　　　　　　　　　　　　　

E-mail：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

共催セミナー等申込書

申込先： 第27回日本がん検診・診断学会総会事務局
 〒102-0072　東京都千代田区飯田橋3-11-15
 株式会社クバプロ内　
 Tel  03-3238-1689 / Fax  03-3238-1837
 E-mail  27th-meeting@jacdd.org
 HP  http://npo.jacdd.org/soukai27/
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（単位；円）

第27回日本がん検診・診断学会総会　収支予算（案）

項目 予算額 内訳・備考

1. 会費 2,500,000 参加費10,000円×参加者250名　予定

250,000 参加費5,000円×参加者50名　予定

2. 学会援助金 600,000

3. セミナー共催費 8,400,000 1,400,000円×6社

4. 機器展示費 800,000 200,000×4社

5. 広告掲載費 1,200,000

6. 抄録販売費 10,000

7. 企業寄付金 800,000

収入合計 14,560,000

支出の部

収入の部

項目 予算額 内訳・備考

1. 会場関連経費 8,000,000

2. プログラム抄録印刷費 1,200,000

3. 機材設備費 1,200,000

4. 看板装飾費 600,000

5. その他制作費 600,000

6. 講師・招待者招聘費 500,000

7. 運営人件費 1,000,000

8. 会議費 400,000

9. 運営費 900,000

10. 予備費 160,000

支出合計 14,560,000




