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はじめに

肩を並べる結果を残している日本においても，が
ん登録事業は世界をリードしているとは言い難
く，成果としてのデータ精度をみると，アジア地

1980 年代には，根拠に基づいた医療の思想が

域では，韓国や台湾が先頭集団にいる状況だ．

世界に浸透し，医療政策，がん対策においても根

OECD 諸国から集められるデータブックでは，

拠に基づいた計画と評価が求められるようになっ

日本が提出できないデータ，算出できない数値が

た．米国の疾病対策予防センター（CDC）では，

多いことからも，がん罹患統計の整備は発展途上

1998 年より National Comprehensive Cancer Con-

であると認めざるを得ない5）．こうしたがん統計

trol Program（NCCCP）を開始し1），その根幹に

での劣勢を根本から変えるべく，がん登録関係者

がん登録に基づいた現状把握と，予防，発見，治

の間では，常々がん登録には法的整備が不可欠と

療，ケアにおける介入の評価が設定された．2002

いわれてきた．

年には世界保健機構（WHO）の提言が NCCCP

平成 18 年のがん対策基本法の成立を経て，平

を後追いする形で発表され ，先進各国は，こぞっ

成 24 年 2 月 6 日の参議院予算委員会での，民主

て総合的がん対策を打ち出すようになった．米国

党梅村聡議員（当時）の野田佳彦内閣総理大臣（当

では 1972 年になってようやく国立がん研究所が

時）および小宮山洋子厚生労働大臣（当時）への

SEER 計 画 を 編 成 す る こ と で， 地 域 が ん 登 録

質問から一気に勢いづいたがん登録の法制化は，

（Population-based Cancer Registry）が開始され

平成 25 年 12 月 6 日，がん登録等の推進に関する

たものの，NCCCP，がん登録法と医療機関単位

法律（以下「がん登録推進法」または「法」）が

で情報を収集する院内がん登録事業の発達，それ

成立することで区切りがついた6）． 平 成 28 年 1

を支える腫瘍登録士の育成が功を奏し，瞬く間に

月の本法施行を前に，本稿ではその背景と法施行

米国全土に広がるとともに，United States Can-

後の想定について説明する．

2）

cer Statistics（USCS）に代表される迅速で精度
の高いがん統計が整備されるようになった3）．

1

法制化によってのみ解決できる問題

日本の地域がん登録は，他国に比しても歴史が
長く，最初の登録事業開始からすでに 60 年を数

平成 16 年度から 25 年度にかけての第 3 次対が

える ．だが産業や研究の各分野で他の先進国と

ん 10 か年総合戦略の間に，地域がん登録を実施

4）
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する都道府県の努力と医療機関の協力，研究班と

の義務化は期限を伴うことから，即時性をも高め

厚生労働省の積極的な介入により，地域がん登録

ることになり，
「情報提出の依頼」とは一線を画

は平成 24 年にとうとう日本の人口の 100％をカ

すことは明白である．

バーすることとなった．死亡情報のみで把握され

3 点目は，県間移動する患者の把握である．日

ている症例の割合（DCO）や死亡数と罹患数の

本の医療制度の特徴は国民皆保険とフリーアクセ

比（MI）などで評価される質的，量的な精度指

スにあり，患者はよりよい医療を求めて他県の医

標も，すべてが飛躍的に向上，10 年前と比して

療機関を受診することができる．だが，この制度

状況は一変した．しかしながら，完全性，詳細性，

はがん登録を一層困難とし，特に大都市圏では患

即時性の視点で，いまだ北ヨーロッパや米国，前

者は県境を意識しないで受診するために，県単位

述の韓国や台湾にも及ばず，また地域がん登録の

での登録では県民を網羅的に把握できない．また，

現体制では，どうしても克服できない問題が五点

全国値を集計する際には複数県の地域がん登録に

あった．

重複登録された患者を個人照合によって削除しな

1 点目は，都道府県ごとの予算，人員の格差で

ければならない．NPO 法人地域がん登録全国協

ある．第 3 次対がんの研究班による標準化促進に

議会の調査によると，すでに一部の地域では他県

よって，多くの県では，研究班の開発した地域が

患者の届出について届出票の県間移送が行われて

ん登録標準データベースシステムを導入し，比較

おり，県外受診者の把握漏れは都道府県の努力に

的容易に，同作業工程に基づいた高品質なデータ

よって解消することも不可能ではない．ただし，

を継続して作成できるようになった．しかしなが

県間の個人照合となると個人情報保護の問題もあ

ら，研究班の提示する各県登録室での「必要人員」

り，現在の地域がん登録の体制では実現し得ない．

や「必要予算」には当然拘束力はなく，都道府県

最も有効な解決方法は，データベースサーバの全

の判断によらざるを得ない．平成 25 年度に同研

国一元化であり，近年のハードウェア性能とネッ

究班が実施した調査では，一件の登録に支出して

トワーク速度のめざましい進歩と全国がん登録の

いる費用が都道府県間で，220 円から 5,964 円ま

予算規模でのシステム開発を背景に，全国がん登

で大きく異なっている ．予算が多ければ多いほ

録において実現の運びとなった．

7）

ど精度や即時性が向上するわけではないが，いく

4 点目は，がん登録で二次的利用している人口

つかの県では，人手が足りずに集計作業が遅滞し

動態死亡情報の扱いである．人口動態統計は，人

たり，安定した雇用が保証できないために業務引

口動態調査令によって実施される調査に基づき作

継ぎができず，情報の質が安定しなかったりの問

成され，統計法によって管理される公的統計であ

題が実際に発生している．がん登録推進法施行後

り，地域がん登録では症例の届出漏れを把握する

も，都道府県の雇用を根底から変えるような国に

目的で毎年利用許可を得て，がん関連死亡票を参

よる大規模財政措置は期待できないものの，予算

照している．参照時に得られた情報はあくまで届

確保，人員確保について根拠が示され，標準化が

出漏れを把握した上で，遡り調査（死亡情報で確

進むだろう．

認された症例の，診断時情報の提出を医療機関に

2 点目は，悉皆性の担保である．協力医療機関

依頼する行為）を行うことにのみ使われなくては

が増し，前述の人口動態死亡情報に基づいて補完

ならず，情報をデータベース化して長期間保管す

をすれば，100％把握に近い統計を作ることがで

ることも，研究者，医療機関といった第三者に提

きるかもしれないが，こうした依頼と協力に基づ

供することもできない．すなわち，人口動態死亡

いた情報収集では悉皆性が担保できないのみなら

情報をシステムに蓄積しての生存解析や医療機関

ず，症例の偏りを生む危険性がある．がん登録推

の要請に基づく届出患者の予後情報の提供は，法

進法に基づく届出の「義務化」
（法 6 条）は実際

的には許されていない．これを解決するための策

に漏れがあったとしても，100％の把握と偏りの

が「死亡者情報票」という，人口動態死亡情報と

なさを制度的に裏打ちするものである．また届出

同様の内容の統計情報の新設であり（法 11 条），
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統計法の規定によらずに，がん登録に必要な死亡

る入念な方法が推奨されてきた．電子データへの

情報を届出漏れの把握と生存確認に活用すること

不信感は，実務者間では今でも払拭できない．取

ができるようになった．

り扱いが簡単な分，一操作で大きなミスを犯して

5 点目は，個人情報保護法との関係の整理であ

しまうリスクを研究者はよく知っている．しかし，

る．個人情報保護法の方針が定まっている以上，

こうした紙にまつわる作業を省略することができ

患者情報の第三者提供には本人の同意が必要とな

るようなシステムを設計し，同時に個人情報を含

る．平成 16 年 1 月 8 日付けの厚生労働省健康局

んだ紙資料保管のリスクをなくすことができれ

局長通知では，がん登録事業はその例外規定に相

ば，そのメリットは計り知れない．全国がん登録

当する事業なので，患者本人の同意が必要ないと

ではペーパーレス化を目指しており，保管期間が

しているが，法律によらない以上根本的な解決と

示されている情報以外の資料は，作業終了後に速

はいえない．がん登録推進法によって，登録の拒

やかに破棄することが定められている（法 27 条）．

否や削除請求，開示請求についても（法 35 条）
，

がん登録推進法に寄せられた期待の一つに公表

明確な方針が打ち出された．条例の制定などによ

の即時性向上があるため，罹患統計の公表時期は

り，都道府県ごとに対応が分かれていたこの問題

診断年からできれば 2 年内としたい．現状で 2 年 9

もようやく解決されると考えられる．

カ月内の罹患確定ができている県は，25 である8）．

2

がん登録実務面での想定される変化

上記の電子化，省力化を追求し，死亡情報照合の
作業を国と分担すれば，さらなる短縮は夢物語で
はないだろう．

現状の地域がん登録とがん登録推進法に基づく全
国がん登録との実務面での違いは，
様々である（表）
．
全国がん登録システムのサーバは国立がん研究
センターに設置され，都道府県には内部に情報を

3

 ん登録推進法におけるがん登録の
が
位置づけ

持たない，いわゆるシンクライアントと称される
操作端末がセキュリティを確保したネットワーク

届出の義務化をしていない他の先進国では，が

でサーバと接続される．都道府県は医療機関から

ん登録は一部の地域のみをカバーし，出張採録を

の届出を受け付け，情報を整理した後に県内での

採用したり，医療保険の情報，病理検査所からの

票同士の照合，情報の集約作業を完了する（法 8

情報などを最大限に活用して，詳細な情報を収集

条）
．国立がん研究センターにおいては，県間で

したりすることでがん罹患モニタリングを実現し

の個人照合，厚生労働省より提供される死亡情報

ている．最終的な目的はがん研究のための情報収

との照合と情報集約を経て（法 9 条，12 条）
，都

集であり，日本における学会主体のがん登録のア

道府県に対して届出漏れの通知をする（法 14 条）
．

プローチとも共通点がある．日本の地域がん登録

都道府県は，この通知に基づいて医療機関に対し

は，起源をひもとけば医師，研究者の篤志的な活

て遡り調査を実施して結果を端末に入力し，その

動という側面が強いが，同時にその性質は都道府

入力を持って，国立がん研究センターは最終的に

県事業であるという，ハイブリッドで，世界的に

全国データを仕上げるというように，国と都道府

みても特異な状況であった．

県が文字通り協働作業をすることで成立する仕組
みである（図）
．

がん登録には事業的側面，研究的側面があり，
どちらかが欠けるようなことがあれば存在意義が

全国がん登録のキーワードは悉皆性と即時性の

問われ，かつ両者が密接に関連していなければ有

追求であり，それを実現するための電子化と省力

用性は限定的なものとなる．がん登録は一体，事

化の推進である．地域がん登録では，紙資料は半

業なのか，研究なのかという問いはその意味では

永久的にキャビネット内に保管し，電子データは

ナンセンスである．

作業上あえて紙に打ち出して，実務者が目視をす

がん登録推進法は，がん統計の作成と利用を条

570（96）

癌の臨床
表

2014 年 10 月

新法下での全国がん登録事業と地域がん登録事業との対比

項目
法的根拠

実施体制
登録

シテ
スム

第 60 巻・第 5 号

全国がん登録
がん登録等の推進に関する法律
（がん登録推進法）

地域がん登録
健康増進法第 16 条，がん対策基本法第
17 条 2 項，付帯決議第 16 条等

罹患情報
死亡情報

実施主体

国が主体となり都道府県に法定受託事
務として協力を求める

地方自治体（都道府県，市）による事業

実施費用負担

国と都道府県

都道府県

研究班等からの支援

なし

• 全国集計用データ提供に係る厚労省科
研費による支援
• 研究班開発・国がん管理の標準 DBS 無
償提供

諮問機関等

・厚生労働審議会がん登録部会
・都道府県における審議会等

• 都道府県個人情報審議会等
• がん登録運営委員会等

データベース
システム

全国がん登録システム

都道府県による
• 研究班開発・国がん管理の標準 DBS 利
用推奨

情報源

医療機関からの届出

都道府県による
・医療機関からの届出
・医療機関への出張採録
・病理診断台帳

情報提供義務

あり
• 病院及び指定された診療所

なし

義務不履行

違反勧告、施設名公表

なし

医療機関への情報提供
に対する報酬等

新設報酬未定

• がん診療連携拠点病院の指定要件
• DPC 病院の地域医療係数
• 届出謝金（都道府県による）

医療機関からの届出の
タイミング

省令で定める期間内

任意（拠点病院は院内がん登録全国集計
と合わせることを推奨）

医療機関からの届出の
方法

紙及び電子データを郵送又はオンライ
ン提出（電子的提出推奨）

紙及び電子データを郵送又はオンライン
提出

届出先

医療機関の所在地の都道府県

都道府県による
・自県居住者分
・他県居住者分

診断症例の県間移送

不要（国にて照合・配分）

都道府県による

届出対象範囲

法律・政令に基づく
・当該医療機関の初回の診断時
・政令で定めるがんの定義

都道府県による
・研究班の推奨あり

登録項目

省令に基づく

都道府県による
• 研究班の定めた標準登録票項目推奨

情報源と利用方法

都道府県が，統計法 33 条に基づいて人口
厚生労働省が，人口動態調査死亡票と 動態調査死亡票の二次利用申請をして把
同等の全国分統計情報（死亡者情報票） 握した後に，原則として全届け出漏れ症
から一括して把握
例について遡り調査することで罹患の把
握
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入力

届出票整理

都道府県

都道府県

届出票入力作業

都道府県（手入力，インポート
及び OCR）

都道府県（手入力及びインポー
ト）

死亡情報入力作業

国（国がん）

都道府県

がんのコーディングルール

ICD-O-3

都道府県による
・研究班による ICD-O-3 推奨

個人照合

個人照合
（届出票同士）
個人照合
（届出票 - 死亡情報）

遡り調査・集約

遡り調査

（県内）都道府県
（県間）国（国がん）
国（国がん）

（県内）都道府県
（県間）未実施
都道府県

都道府県による
全届け出漏れ症例について遡り
・原則として全届け出漏れ症例
調査を実施し，医療機関はそれ
について遡り調査し，医療機関
に応じる義務
は任意で協力

予後情報

集約

（県内）都道府県
（県間）国（国がん）

（県内）都道府県
（県間）未実施

多重がんの判定ルール

統一規則
・IARC/IACR のルール

都道府県による
• IARC/IACR のルール推奨

情報源

国が，人口動態調査死亡票と同
等の全国分統計情報（死亡者情
報票）を一括して全症例と照合
（死亡しない限り生存）

• 都道府県が，統計法 33 条に基
づいて県内人口動態調査死亡
票の 2 次利用申請をし，全症例
と照合（死亡しない限り生存）
• 都道府県が，住民票照会もしく
は住基ネット利用をして照合

値
統計
全国
管期限
データ保
権利
患者の
データ利用
教育研修

追跡期間

有限

死亡票との照合は無期限

統計値

顕名個別情報をとりまとめた実
測値

匿名個別情報をとりまとめた推
計値

届出票顕名情報の保管期限

有限

永年（都道府県による）

死亡票顕名情報の保管期限

有限

全件遡り調査を実施した後，原
票を統計法に基づき破棄

登録拒否権，削除請求権，開示
請求権

認めない

都道府県による

都道府県での報告，がん対策

都道府県がん情報を利用して各
県が報告書を作成

都道府県による

医療機関への予後情報提供

届出医療機関に提供可能

予後情報が人口動態死亡情報の
みによるものは，第三者提供に
あたるため不可能

データの研究利用手続

統一した判断基準に従い，国又
は都道府県の審議

都道府県による

がん検診の精度管理

法に基づき都道府県から市町村
にデータを提供

研究利用と同様の扱い

がん登録行政担当者・実務者へ
の研修

国の定める研修，NPO 法人地
域がん登録全国協議会の提供す
る研修

国立がん研究センターの提供す
る 研 修，NPO 法 人 地 域 が ん 登
録全国協議会の提供する研修，
研究班作成の教材・資料
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全国がん登録

・インポート
・OCR｠
罹患情報

2

国（国立がん研究センター）

3

罹患情報

罹患情報

届出漏れの
がん罹患通知

死亡者情報票の作成と提出

罹患情報
罹患情報

罹患情報

罹患情報
6

4

罹患・死亡
情報の照合

①病院
（全て）
②診療所
（第６条
第2項
による
指定）

全国がん登録
システム

罹患情報
オンライン作業

都道府県

医療機関

市町村

罹患情報 入力
県内照合・整理

都道府県

県間照合・整理

情報の収集・記録

①病院
（全て）
②診療所
（第６条
第2項
による
指定）

1

罹患情報 届出

医療機関

・死亡日，死因
の付与
・届出漏れのが
ん罹患情報

5
死亡情報

厚生労働省

匿名
・顕名
データ
7

データ利用と提供
1：病院等による届出（第 6 条） 2，3：届出対象情報の審査及び整理（第 8 条）
4：都道府県整理情報の審査及び整理（第 9 条） 5：死亡者情報票の照合（第 12 条）
6：死亡者新規がん情報に関する通知（第 14 条） 7：情報の利用及び提供（第 3 節）
図 全国がん登録における情報の流れ

文上，第 2 節と第 3 節に分離し，わが国のがん登
録による統計作成は事業として整理したといえよ

4

データの利用

う．全国がん登録において，がん登録関係者は研
究をしなくて良いのかという発想は詭弁的であ

第 3 次対がん 10 か年総合戦略における標準化

り，むしろがん登録管理者にはより組織マネジメ

と精度向上の活動が象徴的でかつ活発であったた

ントに向いた広い視野を持った人材が求められ，

めに，都道府県の登録室では，その手段が目的化

医師や IT 知識にたけた専門家はより一層，その

してしまう懸念がある．膨大な時間と手間をかけ

アドバイザーとしての重要性を増し，実務者には

て作られてきたがん登録の罹患データが，その労

正確に業務をこなす資質が求められ，疫学研究者

力に見合うほど有効利用されてこなかったことは

はより一層のアイディアとプレゼン能力に基づい

問題視すべきである．

て独創的なデータ利用を進め，協力して本事業を
進めることになろう．

データ精度が十分ではなかったにしても，利用
が思うように進まなかったのはなぜだろうか．研
究者に代表される専門家にとって「フィールド」
や「データ」というのは自らの業績に直結する，
いわばアイデンティティとなるものだ．われわれ
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は，これまで端からみると「がん登録のデータは

10 年後を見据えた場合，医療機関制度はどのよ

特殊であり，知識がないものには扱えない」と主

うな根拠で継続されるのか，潤沢な研究活動予算

張せんばかりの態度を取ってきてしまったかもし

がどこにあるのか，活動予算がない中で関係者は

れない．またデータは私が集めて精査した，デー

どうやって集うのか，活動を支えてきた世代の関

タベースの仕組みは私が考えた，というような思

係者が引退をする中でどのように後継者を育てる

い込みで排他的な印象を持たせてしまったのでは

のか，を考えると，現状維持は，余り現実感のな

ないかと自省する．情報を提供する患者，費用を

いシナリオであろう．結論としては，法制化に一

捻出する国民，制度を維持する行政職員の存在を

歩踏み出すことが，風向きの良い現状を維持する

無視し，分野から人を遠ざけ，目的であるデータ

ための唯一の道であっただろうと考える．

利用を阻害してはならない．
全国がん登録のデータ利用については，厚生労

6

法施行までの準備状況

働大臣による利用等（法 17 条）
，都道府県知事に
よる利用等（法 18 条）
，市町村等への提供（法

法が施行される平成 28 年 1 月までの準備工程

19 条），病院等への提供（法 20 条）
，その他の提

は，政省令の制定，システム開発，説明と広報，

供（法 21 条）
，すべてにおいて，第三者で構成さ

都道府県の地域がん登録データ取り扱いの検討な

れる審議会によって承認される．本来利用できな

どが挙げられる．届出項目など，政省令は厚生科

いものを利用させてもらうという許可申請ではな

学審議会の下位組織としてのがん登録部会（平成

く，あくまでがん登録推進法の理念に基づく，利

26 年 6 月 4 日承認）が審議を担当し，年内に決

用申請と承認であり，関係者のみがデータ利用で

議される予定である．部会のメンバーには，医師

きるわけではなく，逆に「不都合な」データを隠

会・病院関係者，疫学研究者，医事法・行政法担

蔽することもない．同時に，第 5 節においては，

当の法律家，患者団体代表など，がん登録に係る

情報保護について，念入りに配慮がされており，

様々な分野からキーパーソンが召集されている．

柔軟な利用と厳格な情報保護を両立させる理念が
うかがえる．

5

がん登録法制化という選択肢

平成 26 年度中にメインのシステム開発，都道
府県への VPN ルーターの設置や，機能試験を含
めた全工程が終了する．端末の設置は平成 27 年
度半ばが予定されており，平成 28 年 1 月 1 日の
事業実施に向け準備が進んでいる．さらに，全

がん登録の法制化は関係者が切望してきたもの

国がん登録で遅滞なく作業が進むよう，2016 〜

であるにもかかわらず，現実のものとなるに当た

2018 年頃の全国がん登録と地域がん登録の作業

り，思い描いていた「理想像」からは乖離する部

が重複する移行期に向けて，十分に準備をする必

分が散見されたため，踏み絵を突きつけられた心

要がある．また 2016 年以降の全国がん登録デー

境となった．都道府県のがん登録は，それまで地

タは，2015 年までの地域がん登録データを参照

域で完結していた作業を国から受託して行うこと

することで，開始集計当初から，精度の高い統計

になり，その自主性や情熱を欠くことになるので

値が算出できるようにする予定である．

はないかと憂慮する者もいる．また，これを機に

都道府県の行政担当者向けの説明会が平成 26 〜

人員の削減が進められるのではないかなどの危惧

27 年度中に複数回開催され，医療機関配布用の資

もある．

料，国民向け広報媒体も作成される予定である．

この 10 年の発展をみると，現状維持は一見当
事者の負担が少なく，このまま地域がん登録は国

おわりに

際的な水準に達するのではないかとも思えたが，
この発展は医療機関支援制度，潤沢な研究資金と

先駆けて平成 18 年に成立施行したがん対策基

意欲的な関係者による成果である．さらに先の

本法において附帯決議にのみ記載され，平成 24
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年のがん対策推進基本計画の変更でも 5 年以内に
検討，とのみ書かれていたがん登録の法制化は，
患者，国会議員，医療関係者などの思いが幸運に
も一つのタイミングで重なって実現し，日本のが
ん登録は文字通りの新時代を迎えることになっ
た．平成 28 年以降のがん登録の体制は，未知の
部分が多く，誰にとっても不安は大きい．先人か
ら受け継いだ知見を活かし，変化への慎重かつ大
胆な対応をすることが，本事業の成功のカギとな
る．関係者が一丸となってというアプローチは，
元来日本の得意分野であろう．今こそ関係者は一
丸となるときであり，がん登録推進法が，信頼で
きるがん統計を整備するにとどまらず，わが国の
医療情報の真の IT 化，疾病登録の推進や，ビッ
グデータの解析，死因選定の標準化など，今後の
日本の発展に貢献することが期待される．
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