
がん予防学術大会 2022 京都（第 5 報） 

第 29 回日本がん予防学会・第 45 回日本がん疫学•分子疫学研究会 

 

開催のご案内 

 

この度、第 29 回日本がん予防学会・第 45 回日本がん疫学•分子疫学研究会の合同

大会を「がん予防学術大会 2022 京都」と題し、下記日程で開催致すことになりました。 

 本会が実り多く、かつ有意義なものとなりますよう、多数のご参加をお願い申し上げます。 

 

 令和 4 年 1 月吉日 

第 29 回日本がん予防学会 

会 長  武藤 倫弘  (京都府立医科大学大学院) 

 
 

第 45 回日本がん疫学•分子疫学研究会 

会 長  渡邉 昌俊  (三重大学大学院) 
 

 

開 催 概 要                                           
■会 期：   令和 4 年(2022 年)7 月 1 日(金)～2 日(土) 

■会 場：   京都学・歴彩館（京都市左京区下鴨半木町 1-29） 

■テーマ：   強力な疫学のエビデンスを柱にがん予防のプライドをかけた挑戦 

■開催形式：  対面（ハイブリッドになるかは未定） 

■プログラム(予定)： 

7 月 1日(金) 

9:00－ 9:20  受付 

9:20－ 9:30  開会の辞（武藤倫弘、渡邉昌俊） 

9:30－11:00  シンポジウム１ 

「がん疫学研究における大規模研究リソース：使い方と課題」 

日本疫学会共催 

座長：松田浩一、伊藤ゆり 

演者：松田浩一（東京大学） 

川嶋実苗（科学技術振興機構） 

松尾恵太郎（愛知県がんセンター） 

澤田典絵（国立がん研究センター） 



藤下真奈美（国立がん研究センター） 

11:05－12:05 一般口演 1（予防） 

座長：内木 綾、堀中真野 

法山康太（京都薬科大学） 

井筒瑠奈（鳥取大） 

井上博之（京都府立医科大学） 

孔 穎怡（名古屋大学） 

周韜（静岡県立大学） 

内藤裕二（京都府立医科大学） 

12:05－13:30  昼休み 

13:30－14:40  ポスター１ 

14:45－15:45  教育セミナー 

座長：武藤倫弘（京都府立医科大学大学院） 

演者：今井俊夫（国立がん研究センター 研究所） 

島津太一（国立がん研究センター がん対策研究所） 

吉田直久（京都府立医科大学 消化器内科学） 

15:50－17:50  合同シンポジウム「集団と個、システムと分子のがん予防」 

座長：椙村春彦、石川俊平 

演者：垣内伸之（京都大学） 

岩下雄二（浜松医科大学） 

丸 喜明（千葉県がんセンター研究所） 

渡邉元樹（京都府立医科大学大学院） 

18:10－19:40  懇親会 → 中止 

 

7 月 2 日(土) 

9:00－ 9:30  受付 

9:30－11:00  シンポジウム２ 

「ゲノムを踏まえた次世代がん予防」 

   座長：高橋智、曽和義広 

演者：山下 聡（前橋工科大学） 

志村貴也（名古屋市立大学大学院） 

髙木陽光（ヤクルト中央研究所） 

増田光治（京都府立医科大学大学院） 

 

11:05－12:05 一般口演２（疫学） 

座長：片野田耕太、和田恵子  



杉山裕美 (放射線影響研究所) 

福井敬祐 (広島大学大学院) 

成井信博 (大阪大学大学院) 

前田絢子 (東京理科大学) 

太田将仁 (大阪医科薬科大学) 

片岡 葵 (大阪医科薬科大学) 

12:05－13:20  昼休み 

13:20－14:10  ポスター２（学生プログラムを含む） 

14:15－16:30  会長特別企画「がん予防京都円卓会議：提言に向けて」 

座長：渡邉昌俊、武藤倫弘 

ご登壇者： 

中釜 斉（国立がん研究センター 理事長） 

垣添忠生（日本対がん協会 会長） 

羽鳥 裕（日本医師会 常任理事） 

竹中 洋（京都府立医科大学 学長） 

酒井敏行（京都府立医科大学 創薬センター長） 

田島和雄（元愛知県がんセンター研究所 所長） 

梅澤明弘（国立成育医療研究センター研究所 所長） 

小川朋子（三重大学 乳腺センター 教授） 

小林祖承(延暦寺一山 止観院住職) 

 

16:35－16:45   若手研究者優秀演題賞表彰式 

次年度会長挨拶 

閉会の辞（渡邉昌俊、武藤倫弘） 

 

■関連会合(予定) 

6 月 30 日(木) 17:00－19:40 日本がん疫学・分子疫学研究会 幹事会 

（場所：京都府立医科大学基礎医学舎 3F 第３会議室） 

6 月 30 日(木) 19:00－21:00 日本がん予防学会 理事会 

7 月 1 日(金) 12:10－12:40 日本がん疫学・分子疫学研究会 総会  

(場所：メインホール) 

7 月 2 日(土) 12:05－12:50 日本がん予防学会 評議員会 

（場所：稲盛記念会館 1F 105 講義室） 

7 月 2 日(土) 13:00－13:20 日本がん予防学会 総会 

(場所：メインホール) 

 



演題募集要項                                          
1. 発表形式 

 一般演題は口演またはポスター発表とさせていただきます。 

(対面実施予定、一般口演：７分発表、２分質疑) 

 口演はパソコンのみ使用可能、ポスターパネルは横 90cm、縦 210cm の予定です。

（Windows 対応ですので、Mac でスライドを作成された先生は PC本体と接続コネクタを 

ご持参ください） 

 

2. 演題受領・採択の通知 

 演題を受領いたしましたら、E-mail でご連絡致します。 

 申し込み後、2 週間を過ぎても連絡がない場合には、事務局にご確認下さい。 

 採択、発表形式、発表日時についてもプログラム委員会で決定後、E-mail にてお知ら 

せ致します。 

 

3. 受付締切日 終了 

 

参加登録要項                                           
1.学会参加費 
  当日登録  8,000 円 

      （事前登録 7,000 円。事前登録の締切日 5 月 31 日。 

大学院生を含む学生の参加費は無料。学生証をご提示ください。） 

・当日、抄録集をお渡し致します。演者の先生には、開催日までに、メールにてプログラムを

お送りさせて頂きます。 

・支払い方法は銀行振込となります。振込先の銀行口座は、参加申込後のメール文中に

記載しております。ご確認ください。 

 

2.参加登録期間 

 事前参加登録期間：2022 年 5 月 2 日（月）10：00～5 月 31 日（火）17：00 

 入金締切日：2022 年 6 月 2 日（木）17：00 

 

3.事前参加登録方法（登録・確認・変更） 
・下記の「事前参加登録」ボタンよりお手続き下さい。事前参加登録のお手続き完了後

に、自動配信メールをお送りします。 

 

 
事前参加登録はこちらから 

https://a-youme.net/jacp/entry/c_register/enter.php


・パソコンで確認できるメールアドレスを登録されることを強く推奨しますが、携帯電話のメー

ルアドレスを登録する際は、運営事務局 （jacp2022@a-youme.jp）からのメールを必ず受

信できるよう設定して下さい（ただしメールの文章が長いため携帯電話のメールアドレスの

場合は届かないことがあります）。 

 

・メールが届かない場合は、迷惑フォルダに入っている場合もございますので、ご確認下さ

い。それでも見当たらない場合は、お手数ですが運営事務局までお問い合わせ下さい。 

・新規登録時に、ご自身でパスワードを設定して頂きます。このパスワードは、登録内容の

確認・変更手続きの際に必要となりますので、必ずお控え頂くようお願い致します。 

 

・5 月 31 日（火）17:00 までは、下記の「事前参加登録」ボタンよりご自身で確認・変更が

出来ます。新規登録時の自動配信メールに記載された①事前参加受付番号と、ご自

身で設定された②パスワードでログインしてください。 

 

・①事前参加受付番号が不明な場合は、運営事務局までお問い合わせ下さい。 

・②パスワードが不明な場合は、下記の「事前参加登録」画面の、ピンクのボタン「登録内

容の確認・変更」を押し、「パスワード送信ページ」からお手続き下さい。 

 

4.事前参加登録をされた方の参加証明書、領収書について 
・参加証明書、領収書は下記の「事前参加登録」ボタンからログインをし、ご自身で印刷し

てください（入金の確認がとれた後に印刷ができるようになります）。 

・参加証明書・領収書の印刷期限は 8 月 1 日（月）までです。その後は発行できなくなり

ますのでご注意下さい。 

 

5.キャンセルについて 
・決済完了後のお取消し及びご返金は理由の如何に関わらずお受けいたしかねます。ま

た、決済完了後の参加区分の変更やキャンセルもお受けいたしかねますので、十分にご

注意ください。 

 

6.抄録について 
・事前登録のお手続きが済んだ方には、会期当日、抄録集をお渡し致しますので、受

付で事前参加受付番号をお申し出ください。 

 

7.注意事項など 
・会期終了後のオンデマンド配信の予定はございませんので、ご注意ください。 

・当日はアンケートにご協力くださいますようお願い申し上げます。 



・お弁当などの飲食可能なスペースとして＜1 日目＞稲盛記念会館 2F 会議室（〜

14:00）、＜2 日目＞稲盛記念会館 2F 208 講義室を用意しております。 

・クロークは＜1 日目＞メインホール横のホワイエ、＜2 日目＞稲盛記念会館 1F 106 講

義室を用意しております。(17:30 までお預かりいたします) 

 

その他                                                 

・交通・宿泊につきましては各自ご手配下さい。 

 

 

 

 

がん予防学術大会 2022京都 

大会運営事務局 

 
〒550-0001 大阪市西区土佐堀 1丁目 4番 8号 日栄ビル 703A 

あゆみコーポレーション 
 

Tel：06-6131-6605  Fax：06-6441-2055  
e-mail：jacp2022@a-youme.jp 


