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会長挨拶
第 21 回日本婦人科がん検診学会総会・学術集会
会 長 今野
良（自治医科大学附属さいたま医療センター産婦人科）
最近の婦人科がんの検診を巡る話題には、いくつかの重要な検討すべき課題があります。とくに、子宮
頸がん検診においてはこの数年におきた様々な変化を確実にとらえ、近い将来を見据えた包括的な予防
対策を的確にたてる必要があります。子宮頸癌ほど、検診（二次予防）とワクチン（一次予防）の重要性・
有効性が確立されている癌は他にありません。一方で、検診やワクチンは公に行われる部分が多く、医療
だけではなく行政・財政の関連や個人と集団の便益と弊害を考慮するアカデミアとしての医学研究が必
要です。
今年の学術集会では、子宮頸癌の予防に焦点を当てて、国内外の演者を交えて充実した議論を行いたい
と考えています。具体的には、日本における子宮頸がん検診における液状処理細胞診や HPV テストの行
政導入の試み、海外での子宮頸がん検診の最新の動き、子宮頸癌予防 HPV ワクチンを含む包括的な子宮
頸癌予防の現在と将来について講演と討議を予定しています。また、海外で展開されている市民へのアド
ボカシー活動（Women against cervical cancer：WACC）の日本版をめざして、学会・自治体・検診機
関・啓発団体の交流を図ります。
産婦人科医や検診に従事する医師のみではなく、国や自治体保健担当者、議員、対がん協会活動や人間
ドックの従事者、細胞検査士、保健師、看護師、助産師や一般市民、あるいは、メデイアの方々などの広
い参加を募ります。海外演者の講演には同時通訳をつけて、日本にいながら直接に世界のリーダーの最新
情報に耳を傾け、討議が出来るようにします。
子宮頸がんで苦しむ日本の女性たちが少しでも減ることを希望して、多くの皆様の知恵と力を結集す
ることを期待いたします。本会の開催にあたり多くの方々のご指導ご支援をいただいております。心から
御礼申し上げます。引き続きのご援助をよろしくお願い申し上げます。
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交通のご案内

ケ

ケ

ケ

東京メトロ丸ノ内線
東京メトロ日比谷線
東京メトロ東西線
東京メトロ千代田線
東京メトロ有楽町線
東京メトロ半蔵門線
東京メトロ銀座線
都営三田線
地下通路
JR 山手線
JR 京浜東北線・根岸線
JR 東海道新幹線

※首都高速 霞が関 IC より 2 分
（
飯野ビル駐車場出入口

【利用可能路線】
■ 東京メトロ 日比谷線・千代田線「霞ケ関」駅
C3 出口 徒歩 1 分
■ 東京メトロ 丸ノ内線「霞ケ関」駅
B2 出口 徒歩 5 分
■ 東京メトロ 銀座線「虎ノ門」駅
10 出口 徒歩 3 分
■ 東京メトロ 有楽町線「桜田門」駅
4 出口 徒歩 10 分
■ JR 山手線・京浜東北線・東海道線・横須賀線、
都営地下鉄浅草線、ゆりかもめ「新橋」駅
徒歩 10 分
■ 都営地下鉄 三田線「内幸町」駅
A6 出口より日比谷シティ経由で直結

池袋
Ikebukuro

22min.

大手町
Otemachi

6min.

日本橋
Nihombashi

東京

6min.

Tokyo

新宿

2min.

Kasumigaseki

4min.

溜池山王

内幸町

Tameike-sanno

Uchisaiwaicho

7min.

虎ノ門

新橋
銀座

Shimbashi

Toranomon

浜松町

Shibuya

13min.

Hibiya

霞ケ関

Akasaka-mitsuke

渋谷

5min.

日比谷

赤坂見附

Shinjuku

16min.

【空港へのアクセス】
■ 成田空港
成田エクスプレス
（東京駅〜）……………………… 約 47 分
リムジンバス
（東京駅丸の内北口／八重州口〜）… 約 80 分
■ 羽田空港
JR＋モノレール（東京駅〜） ……………………… 約 34 分
リムジンバス
（東京駅八重洲口〜）………………… 約 40 分
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一方通行）

2min.

Ginza

3min.

Hamamatsucho

田町・三田

恵比寿
Ebisu

11min.

Tamachi/Mita

品川
Shinagawa

9min.

6min.

4min.

ゆりかもめ
Yurikamome

成田エクスプレス
Narita Express (NʼEX)

東京モノレール
Tokyo Monorail

羽田空港
Haneda Airport

30min.

成田空港
Narita Int ʼl Airport

59min.
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会場案内

参加受付
PC 受付

イイノホール

エスカレーター
1F より

Room C

Room A
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第 21 回日本婦人科がん検診学会総会・学術集会
プログラム
「HPV ワクチン時代の子宮頸がん検診」
会場：
「イイノホール」

9：25〜11：15

9：25〜 9：30 開会挨拶

学術集会長

今野

良

（自治医科大学附属さいたま医療センター産科婦人科）
9：30〜10：30 ワークショップ 1 子宮頸がん行政検診における液状検体細胞診の導入
座長：東京慈恵会医科大学付属柏病院産婦人科

佐々木

公益財団法人東京都予防医学協会

寛

長谷川壽彦

1．細胞診の従来法と液状検体法
演者：慶應義塾大学医学部産婦人科

藤井多久磨

2．小山地区子宮頸がん行政検診における液状検体細胞診の導入
演者：自治医科大学産科婦人科学講座

藤原

寛行

児玉

省二

3．新潟県の行政検診における液状検体細胞診の導入
演者：新潟県立がんセンター新潟病院婦人科
10：30〜11：15 特別講演 1 Cervical cancer prevention strategies in the UK
（共催：ジャパンワクチン株式会社、グラクソ・スミスクライン株式会社）
座長：熊本大学大学院生命科学研究部産科婦人科学分野
大阪がん循環器病予防センター婦人科検診部

片渕

秀隆

植田

政嗣

演者：Cancer Research UK Centre for Epidemiology, Mathematics and
Statistics, Wolfson Institute of Preventive Medicine, Queen Mary
University of London, UK．

会場：
「RoomA」

Anne Szarewski

11：20〜13：30

Women Against Cervical Cancer in Japan ランチョンワークショップ
「最新の子宮頸がん検診、知っていますか？」
（共催：株式会社サードウェイブジャパン、子宮頸がん征圧をめざす専門家会議
協力：日本子宮頸がん予防・啓発連絡会議、株式会社明治）
11：20〜11：50 1．アメリカの子宮頸がん検診リコメンデーション
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最新情報

座長：東京女子医科大学産婦人科

平井

康夫

演者：自治医科大学附属さいたま医療センター産科婦人科

林

由梨
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11：50〜13：30 2．市民へのアドボカシーに取り組む学会・自治体・検診機関・啓発団体の交流
座長：公益財団法人日本対がん協会
横浜市立大学附属病院化学療法センター

小西

宏

宮城

悦子

小西

宏

1．子宮頸がん検診受診率を高めるには…対象を絞る、
それぞれの対象に応じたメッセージを発信する、
参加型にする、ひとり一人に発信者になってもらう…
様々な団体と連携した活動の試み
演者：公益財団法人日本対がん協会マネジャー

2．Effective Communication Strategies for Cervical Cancer Prevention
演者：北海道大学医学研究科生殖内分泌・腫瘍学分野、
日本赤十字北海道看護大学

Sharon Hanley

3．地域・コミュニティーからの子宮頸がん予防
〜横浜・神奈川子宮頸がん予防プロジェクト〜
演者：横浜市立大学附属病院化学療法センター長

宮城

悦子

3．検診へ行こう―子宮頸がん啓発団体の紹介
1．認定 NPO 法人
演者：代表

女性特有のガンのサポートグループ
河村

オレンジティ

裕美

2．行政・議員へのアプローチ
演者：特定非営利活動法人

子宮頸がんを考える市民の会事務局長
渡部

享宏

新井

涼子

和代・堀内

吉久

若尾

直子

3．豊島区・横浜市の事例から
演者：女子大生リボンムーブメント
4．子宮頸がん検診受診率を高めるには？
―当会議が行っているさまざまな試み
演者：子宮頸がん征圧をめざす専門家会議
中村
5．

演者：山梨まんまくらぶ

6．

演者：一般社団法人ティール＆ホワイトリボンプロジェクト
川上

7．

演者：卵巣がん・子宮頸がんの患者会

祥子

＊らんきゅう＊
穴田佐和子

8．

演者：NPO 法人子宮頸がん啓発協会

9．

演者：Stand for Mothers

10．

Think Pearl

難波ミチヲ
松田

陽子

演者：NPO 法人ラサーナ（産科婦人科舘出張佐藤病院）
福田小百合
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会場：
「イイノホール」

13：00〜18：00

13：00〜13：50 評議員会・総会、次期集会長挨拶
14：00〜15：00 特 別 講 演 2 The novel epidemiolgy of HPV and cancer & the opportunities for
prevention
（共催：MSD 株式会社）
座長：自治医科大学附属さいたま医療センター産科婦人科
今野
良
演者：Cancer Epidemiology Research Program IDIBELL, Institut Català
dʼOncologia, LʼHospitalet del Llobregat, Barcelona, Spain
F. Xavier Bosch
15：00〜15：40 特別講演 3 The Practice of Cervical Cancer Screening : Present and Future
座長：慶應義塾大学医学部産婦人科
青木 大輔
演者：Department of Gynaecology, The Whittington Hospital, London,
UK．

Albert Singer

15：40〜16：00 Coffee break
16：00〜16：40 ワークショップ 2 子宮頸がん検診―日本の実情に合わせた HPV 検査導入
座長：自治医科大学産科婦人科
鈴木 光明
藤田保健衛生大学医学部産婦人科
宇田川康博
1．島根県における HPV 検査・細胞診併用検診
演者：島根県立中央病院産婦人科
岩成
治
2．子宮頸がん検診における HPV-DNA 検査の経済的意義について
演者：帝京平成大学薬学部薬学科
荒川 一郎
16：40〜18：00 パネルディスカッション これからの包括的子宮頸がん予防―日本への提言
座長：近畿大学
野田起一郎
自治医科大学附属さいたま医療センター産科婦人科
今野
良
基調講演
新たながん対策推進基本計画における子宮頸がん予防
演者：岡田 就将（厚生労働省健康局がん対策・健康増進課がん対策推進官）
パネラー
青木 大輔、F. Xavier Bosch、岩成
治、小西
宏、
Albert Singer、鈴木 光明、Anne Szarewski （アルファベット順）
18：00〜

閉会挨拶

会場：
「RoomC」
10：00〜11：00 常務理事会
11：30〜13：00 理事会
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参加者の皆様へ
Ⅰ．受付・参加費
・事前登録はございませんので、参加受付にて当日お支払いください。
・参加章に所属・氏名をご記入のうえ、会場では必ずご着用ください。
1．受付時間
・10 月 20 日（土）8：30〜18：00
2．受付場所
・4 階

イイノホールロビー

3．参加費
・6,000 円（現金受付のみ）
4．抄録集
・当日、1,000 円で販売いたします。
（会員には事前発送済みです）
5．参加単位
・日産婦研修シール、日本産婦人科医会研修参加証
臨床細胞学会細胞検査士単位認定

Ⅱ．座長、演者の方へのご案内
1．座長の方へ
・担当セッションの開始 10 分前に、会場内前方の「次座長席」にご着席ください。
・担当セッションの進行は、 時間内に終了するよう、 円滑な運営にご協力をお願いいたします。
2．演者の方へ
（1）発表形式は PC 発表です。
スライドやビデオは使用できませんので、ご注意ください。
（2）会場へは、1．
USB メモリ、2．CD-R、3．パソコン本体、以上 1〜3 のうち、いずれかの形で
発表データをお持ち込みください。
（3）講演開始 30 分前迄に PC 受付にて発表データの試写と受付を済ませてください。
PC 持ち込みの方も、30 分前迄に PC 受付へお越しください。
（4）パワーポイントの「発表者ツール」機能は使用できません。
（5）PC 受付のパソコンは台数が限られております。
受付パソコンを独占しての長時間のデータ修正はご遠慮願います。
学会場ではレイアウト修正のみとし、データ修正等は事前に済ませてから学会場へお越し
ください。
★ご発表 10 分前には、会場内前方の「次演者席」に着席し、待機してください。
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【発表データについて】
■USB メモリ、または CD-R（RW 不可）をお持ち込みの方への注意事項
（1）ソフトは、以下のものをご使用ください。
Windows 版 PowerPoint 2003!
2007!
2010
※Macintosh をご使用の方は、PC をお持ち込みください。
※動画ファイルをご使用の方は、PC をお持ち込みください。
（2）フォントは OS 標準のもののみご使用ください。
（3）画面の解像度は、XGA（1024×768）でお願いいたします。
（4）CD-R（RW 不可）への書き込みは、ISO 9660 方式をお使いください。
※パケット方式ですと、会場 PC で読み込めない恐れがあります。
■ノート PC をお持ち込みの方への注意事項
（1）バックアップとして、必ずメディアもご持参ください。
（2）画面の解像度は、XGA（1024×768）でお願いいたします。
（3）PC 受付の液晶モニターに接続し、映像の出力チェックを行ってください。
※PC の機種や OS によって、出力設定方法が異なります。
（4）プロジェクターとの接続ケーブル端子は、ミニ Dsub15 ピンです。
PC によっては専用のコネクタが必要になりますので、必ずお持ちください。
※特に VAIO、MacBook 等小型 PC は、別途付属コネクタが必要な場合がありますので、く
れぐれもご注意ください。
（5）スクリーンセーバー、省電力設定は事前に解除願います。
（6）コンセント用電源アダプタを必ずご持参ください。
※内蔵バッテリー駆動ですと、ご発表中に映像が切れる恐れがあります。

Ⅲ．関連会議・行事
1．常務理事会
日時：10 月 20 日（土）10：00〜11：00
会場：「RoomC」
2．理事会
日時：10 月 20 日（土）11：30〜13：00
会場：「RoomC」
3．評議員会・総会
日時：10 月 20 日（土）13：00〜13：50
会場：「イイノホール」

Ⅳ．その他
呼出
会場内での呼び出しは行いません。
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