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研究要旨 

 スウェーデンにおけるがん登録に関する法制度について、文献および実態調査によっ

て検討した。スウェーデンでは、1958 年から全国規模のがん登録が行われてきた。近

年、がん登録を含むヘルスデータ登録に関する法が整備されている。医療従事者は、政

府令によって、がん登録について届出義務を課されている。がん登録について患者に説

明する義務もなく、患者の意思と関係なく、登録が行われる。社会庁によるがん登録に関

する政府令の下、社会庁疫学センターは、全国規模のがん登録を行っている。 

実態調査では、がん登録制度が、実際に、機能しており、法的・倫理的問題が生じて

いないことが分かった。

 

Ａ．研究目的 

 2004 年 1 月 8 日、厚生労働省は、地域がん登

録事業が、個人情報保護法の適用外であると通

知した。多くの医療従事者が、地域がん登録の

重要性を認識している一方で、地域がん登録制

度が、医療機関による個人情報保護法への過剰

反応のために、協力を得られない事態が生じ、深

刻な問題となっている。 

 そのため、わが国でも地域がん登録事業にお

ける法整備の必要性が議論されはじめている。 

 北欧では、全国規模のがん登録制度があり、そ

れらの研究利用も行われ特に、近年、スウェーデ

ンでは、がん登録を含む、医療情報全般に関わ

る法整備が進んでおり、注目に値する。 

そこで、本稿では、スウェーデンにおけるがん

登録の法制度について概観し、スウェーデンの

がん登録制度からわが国への示唆を得たい。 

 

Ｂ．研究方法 

 研究は、文献によるほか、甲斐克則教授の北

欧調査に同行し、スウェーデン社会庁、ウプサラ

地域腫瘍センターとストックホルム地域腫瘍セン

ターにおいて、がん登録制度の実態について調

査を行った。 

デンマークでは、北欧がん登録協会会議（が

ん登録、登録方法と研究）iや北欧がん登録協

会・北欧がん連合会議（がん疫学におけるバイオ

バンク）iiに参加し、北欧各国のがん登録制度に

ついての知見を得た。 

 

Ｃ．研究結果 

 北欧には、健康情報を登録する習慣があり、

1950 年代以降、研究で利用されるサンプルが蓄

積されてきたため、世界的に見ても、医学研究を

行う上での基盤が整っていると言われる。 

これらの背景には、人口規模の違いや国民意

識の違いもあるだろうが、医学研究に関する法・

ガイドラインの整備を挙げることができる。がん登

録についても例外ではない。スウェーデンでは、

がん登録をはじめとする健康情報を利用した研

究がすでに行われている。 

 



1．がん登録制度 

 北欧 5 カ国では、1940 年代前半から 1950 年代

後半にかけて、全国規模のがん登録制度が整備

され、1 国 1 中央登録室によるがん登録が行われ

ているiii。 

スウェーデンも、1958 年に、全国的がん登録

制度が開始されているiv。コンピューターを利用し

た個人情報のデータ化が初めて試みられたのが

がん登録であると言われている。 

 

2．がん登録に関する法状況 

(1)．前提となる法的枠組 

 スウェーデンのがん登録に関する法制度につ

いて検討する前にその前提となる法的枠組みに

ついて概観する。 

 スウェーデンにおけるがん登録に関する法制度

を概観する前に、（a）公文書の情報公開、（b）パ

ーソナル・ナンバー、（c）データ法から個人情報

保護法へ、（d）秘密保持法について検討すること

は不可欠である。 

 

（a）.公文書の情報公開 

 スウェーデンでは、1766 年から、著述と出版の

自由に関する法律によって、言論の自由と公文

書公開の原則が行われてきたv。その後、公文書

の情報公開が一時廃止されたものの、1810 年に、

スウェーデン憲法の一部を形成する出版の自由

に関する法律が制定され、1949 年大改正後もし

ばしば改正され、現在にいたっているvi。 

大学および公的医療機関内の医療記録、ヘ

ルスデータ登録は、出版の自由に関する法 2 章

に従う公文書となる。スウェーデンでは、公的機

関によって保有された全ての情報は、国有財産

であり、原則として、市民への情報開示が認めら

れる。 

しかし、個人識別可能なセンシティブ情報など、

その開示が、当事者や関係者に害を与えるであ

ろう場合には、これらの基本ルールに対するいく

つかの例外が認められる。それらは、秘密保持法

によって開示から保護される。これについては、

後述する。 

 

（b）．パーソナル・ナンバー 

スウェーデンは、他の北欧諸国と同様、1974

年から国民総背番号制（10 桁の番号）を採用し

ている。そのため、社会保障サービスを受ける際

等には必ず、パーソナル・ナンバーが必要になる

vii。がん登録などの医療における登録について検

討する場合にも、パーソナル・ナンバーによって

管理されており、死因登録や出生登録といった

医療における登録データ間の連結が、一定の条

件下で可能になる。そのため、これまで、多くの

疫学研究がスウェーデンにおいて行われてきた。 

 

（c）．データ法から個人情報保護法へ 

(ⅰ)．データ法 

 1960 年代半ばから急速に個人情報のデータ化

が進み、データ化された個人情報の公開と個人

のプライバシーの保護の問題が立法における課

題となったviii。 

 そのため、1973 年、個人情報の包括的保護を

目的とした法が整備された。スウェーデンのデー

タ法は、個人情報の包括的保護を目的とした世

界で初の国レベルの法律であるix。 

 同法において、データ検査院が設置され、個人

情報をデータ化したり、データ化された個人情報

の記録を保有する場合に検査院による許可が必

要になった。 

 

(ⅱ)．個人情報保護法 

 1989 年 5 月、データ法改正のための特別審議

会が設置されx、1995 年、スウェーデンが EU に

加盟し、EU 指令を国内法化するためにxi、個人

情報保護法が制定された。 

同法は、データ法と同様、個人情報の包括的

保護を目的とした法律であり、コンピューターを用



いて個人情報をデータ化するために収集する場

合、データ化された個人情報を保有・利用する場

合に適用される。 

 同法によって、データ検査院による許認可シス

テムは原則として廃止され、データ検査院は監督

官庁になった。個人情報をデータ化する場合、ま

たは、データ化された個人情報記録を保有する

場合、原則として、データ検査院によって発行さ

れたライセンスを保持していなければならないxii。 

同法は、原則としてセンシティブデータの取り

扱いを禁止しているxiii。 

例外規定があり、①本人の同意がある場合xiv、

②予防医学およびヘルスケア、医学診断、治療、

または健康管理と病院のケア・サービスにとって

必要な場合xv、③学術研究、統計のために行わ

れる個人情報の取り扱いxviにおけるセンシティブ

データの保有を認めているxvii。センシティブ情報

などの場合には、原則として、ライセンスとともに、

データ検査院の許可を受けなければならない。 

 しかし、例外として、一定の場合には、データ検

査院の許可が不要となる。センシティブ情報であ

っても、①国会または政府によって個人情報の

データ化が決定されている場合、②公文書保管

官庁が保存のために個人情報をデータ化する場

合、③社会庁が治療または保護のために患者の

病気、健康状態をデータ化する場合、⑥医師、

歯科医師が患者の病状、健康状態をデータ化す

る等一定の場合には、データ検査院の許可は不

要となる。 

 がん登録も、個人識別可能なセンシティブ情報

であるが、上述③および④に該当するため、がん

登録を行う場合には、データ検査院の許可は不

要と思われる。 

 

（d）．秘密保持法 

秘密保持法はxviii、上述の公文書の情報公開

への制限についての法律である。同法は、公的

機関における健康情報に関する専門家の守秘

義務について定めxix、センシティブ情報などの一

定の公文書が市民に公開されてはならないと規

定する。秘密保持は、絶対的なものであり、情報

は与えられてはならない。 

 しかし、同法は、絶対的守秘義務からの例外を

認めており、法によって、公的機関に対する情報

の開示が規定される場合、専門家の守秘義務は

免除されるxx。 

同法は、公的機関における個人の健康情報が、

統計または研究目的で開示されることを認める。

そのような場合、開示が、当事者またはその近親

者らに対し何も損失や害を与えないことが明確で

ない限り、開示されてはならないxxi。 

秘密保持に関するルールは、それほど厳格に

適用されておらず、目的が研究である場合にはと

りわけそうである。 

がん登録についても、医療者の守秘義務はは

免除され、公的機関に対する情報の開示が認め

られる。 

 

 (2)．がん登録に関する法制度 

個人情報保護法が施行された 1998 年に、新し

い２つの特別法がヘルスケアと疫学研究領域で

制定された。医療ケア登録に関する法xxiiとヘルス

ケアデータ登録に関する法xxiiiである。双方の法

は、一定のタイプのデータ化された健康情報の

取扱いについて定める。  

ヘルスデータ登録に関する法は、①入院患者

登録、②出生登録、③がん登録といった一定の

タイプのデータ化された処理を排他的に扱いxxiv、

ヘルスデータ登録に関する個人情報の取り扱い

の一定の側面を規制している。同法は、個人情

報保護法と一般法と特別法の関係にあり、ヘルス

データ登録に関する法に規定がない場合には、

個人情報保護法の一般規定が適用されることに

なるxxv。 

ヘルスデータ登録に関する法は、上述 3 つの

健康情報の登録について、社会庁に個人識別



可能な健康情報の登録を認める。それらのヘル

スケア登録は、社会庁の独立した部局である疫

学センターで保有されているxxvi。社会庁は、健康

および医療ケアにおいて登録された全国レベル

の情報を収集している。 

それぞれのトピックに関する政府令があり、そ

れらは、患者登録、がん登録および出生登録と

いった全国的ヘルスデータ登録に関するより詳

細な規制を定める。 

がん登録については、社会庁によるがん登録

に関する政府令が、そして、執行機関である社会

庁によってがん登録への届出義務に関する規則

および一般的助言が公布されている。 

 以下では、それらを概観し、後述（3）がん登録

に関する基本原則でその内容について検討す

る。 

 

（a）.ヘルスデータ登録に関する法 

個人識別可能な健康情報は、一般的には、本

人への明示のインフォームド・コンセント後にのみ、

収集され、保有される。しかし、ヘルスデータ登

録に関する法では、本人の意思と関係なしにが

ん登録を含む個人識別可能な健康情報の登録

を認めている。 

ヘルスデータ登録に関する法は、それらを取り

扱うための根本的要件と同様に、ヘルスデータの

収集と利用を規制するための基本ルールについ

て定めている。 

同法では、個人識別可能な健康情報は、研究、

統計およびヘルスケアデータの追跡調査のため

にのみその利用が認められているxxvii。その目的

は、病気を予防し、治療する可能性を改善するこ

とである。 

健康データ登録における個人情報の取り扱い

に責任がある者（社会庁）は、これらの目的のた

めに、個人情報を収集し、連結し、登録すること

ができるxxviii。 

 

（b）．社会庁によるがん登録に関する政府令 

社会庁によるがん登録に関する政府令第 1 条

はxxix、「社会庁は、ヘルスデータ登録に関する法

第 1 条に従い、がん登録の形式で健康情報登録

を行うことができる。」と定める。 同法第１条に従

い、社会庁は個人情報の取り扱いに対する個人

情報責任を有することになるxxx。 

 

（c） ．社会庁におけるがん登録への届出義務に

関する規則および一般的助言 

社会庁は、社会庁によるがん登録に関する政

府令第 6 条に従い、社会庁におけるがん登録へ

の届出義務に関する規則および一般的助言を

定めるxxxi。 

規則および一般的助言は、執行機関が定める

ルールである。法律により執行機関である社会庁

にルールの策定が委ねられているxxxii。 

 
 

 (3)．がん登録に関する基本原則 

 以下では、がん登録に関わる法を下に、スウェ

ーデンにおけるがん登録の基本原則について明

らかにする。 

 

(a).登録機関によるがん罹患情報の把握につい

ての権利・義務関係 

上述のように、ヘルスデータ登録に関する法に

基づき、社会庁・疫学センターは、ヘルスケアデ

ータ登録における情報を収集することができる

xxxiii。政府令は、社会庁・疫学センターに、がん登

録の形式によるヘルスデータ登録、個人情報の

取り扱いを認めるxxxiv。 

医療従事者には、ヘルスデータ登録法第 3 条

で定められる目的のために、がん登録について

の届出義務がありxxxv、中央統計局は、個人識別

情報の提供義務を課せられているxxxvi。 

 
(b).説明の要否 

社会庁によるがん登録に関する政府令では、



医療従事者による患者に対してがん登録につい

て、説明する義務については定めていない。 

しかし、政府令により、社会庁は、市民に対し

てがん登録について、適切な方法で、説明する

義務を有する。 

そのため、社会庁は、パンフレットやホームペ

ージの作成、新聞広告によって国民に広くがん

登録を含むヘルスケア登録について分かりやす

い情報提供を行っているxxxvii。その他、スウェー

デンがんソサイエティと協力し、理解しやすい報

告書「数字におけるがん」 を作成しているxxxviii。 

 

(c).患者の同意の要否 

上述のように、がん登録は、患者の意思に関

わらず行われるxxxix。患者には拒否権も認められ

ておらず、削除請求権も認められていない。 

 

(d).情報入手の方式 

医療従事者は、6 つの地域腫瘍センターに、

がん登録情報の届出を行わなければならず、そ

れぞれの腫瘍センターが、毎年、それらを社会

庁・疫学センターに報告するxl。詳細については、

後述の実態調査で述べる。 

個人識別情報については、地域腫瘍センター

が中央統計局、税務当局から収集する。 

 

(e).登録情報 

がん登録において取り扱われる個人情報はxli、

患者のデータとして、①氏名、②パーソナル・ナ

ンバー、③性別、④年齢、⑤住所、⑥出生地・場

所、⑦両親、⑧既婚か未婚か、⑨国籍、医療デ

ータとして、①腫瘍の部位xlii、②組織のタイプxliii、

③ステージxliv、④診断とその根拠、⑤診断日、⑥

届出した病院と部局、⑦届出した病理部局また

は細胞学の部局、⑧プレパラート・ナンバー、予

後情報として、①死亡日、死因、②移出入日であ

る。 

 

(f).予後情報の把握方法 

スウェーデンでは、1749 年から死因登録が行

われ、1952 年からデータ化されている。死因登録

に関する特別法はないが、社会庁・疫学センター

は、死因登録を管轄している。 

 

(g).登録された情報の顕名・匿名 

顕名である。他の健康情報の登録と同様、が

ん登録も 顕名で行われている。 

 
(h).開示・削除請求権 

社会庁は、患者本人から個人情報の開示が求

められた場合、保有する個人情報記録の中から

その者に関する個人情報を開示しなければなら

ない。国民は、何時でもがん登録について質問

を行うことができるが、削除請求権は有していな

い。 

開示された個人情報に誤りがある場合、もしく

は必要な情報が含まれていない場合、請求者は、

記録の訂正、補完を求めることができるxlv。 

 

(i).がん登録の研究利用 

研究者らが、がん登録に関するデータの研究

利用を申し込む場合、研究倫理審査会議による

研究の承認を得て、必要なデータについて説明

しなければならない。 

地域腫瘍センターでの調査によると、研究者が、

地域腫瘍センターにて申込み、センターが法や

慣行に基づき、どのデータを使えるか等も含めて

判断しているようである。 

社会庁での調査によると、登録情報の利用に

対し研究倫理審査会議からの承認が得られると、

社会庁・疫学センターは、秘密保持法に基づき、

個人識別可能な健康情報の開示が個人に害を

与えるかどうかについて審査し、その利用につい

て判断しているようである。 

 

3． 実態調査 



(1)．地域腫瘍センター 

(a). 任務 

1970 年代後半から 80 年代にかけて、スウェー

デンの 6 つの医療区に地域腫瘍学センターが設

立されたxlvi。地域腫瘍学センターは、独自に任

務を遂行しているが、相互に強固なネットワーク

があるxlvii。 

 同センターの任務は、①がん登録、報告書作

成の他、②がんケアプログラムづくりxlviii、報告書

作成、③医療の質の登録であるが、主要な任務

はがん登録である。   

 職員数は、ストックホルム腫瘍センターが、15 名、

ウプサラ腫瘍センターが、21名、それぞれ医療研

究者、看護婦、統計の専門家、エンジニア、プロ

グラマーなどが任務に従事している。 

 

(b)．がん登録の実態 

 病理医、細胞診断医は、イントラネットにより、臨

床医は、郵便により、それぞれが、それぞれの地

域腫瘍センターに届出を行っているxlix。 

そこで、収集、照合、入力、暗号化および訂正

作業が行われる。がんには全て番号が付される。 

大部分は、病理医と臨床医から、2 つ届出があ

るため、重複チェックを行う必要がある。職員は、

病理からきたデータと臨床医からきたデータを、

パーソナル・ナンバーにより照合し、入力し、コン

ピューター室に送るl。 

 医療従事者と地域腫瘍センターは、常に密接

なコンタクトをとっている。 

 個人識別情報については、職員が、中央統計

局や税務当局に直接出向き、情報を収集してい

る。中央統計局では、人口統計などの情報を入

手し、税務当局で、住民登録などの個人情報を

入手する。予後情報については、社会庁から、死

因登録の情報を提供してもらうものと思われる。 

 地域腫瘍センターは、1 年に 1 度、10 月末日に、

毎年新しく登録されたケースと以前に報告された

ケースに関する訂正についての情報を社会庁に

報告する。 

 

 (2)．社会庁・疫学センター 

(a)．任務 

社会庁・疫学センターはli、1992 年に設立され

た。様々な個人識別情報を含むヘルスケア登録

が、社会庁独立した部局である、同疫学センター

で保有されている。同センターのスタッフの少数

だけがそれらの登録情報にアクセスすることがで

きる。 

社会庁・疫学センターの主要な任務は、①ヘ

ルスデータ統計の作成、②ヘルスケアの追跡調

査、評価および質の保証、③研究および疫学研

究である。55 名のフルタイムの職員がこれらの任

務に従事している。 

（b）．がん登録の実態 

 社会庁・疫学センターは、毎年 10 月 31 日まで

に、地域腫瘍センターからがん登録情報につい

ての報告を受け、全国規模のがん登録の統計を

作成し、統計報告書「スウェーデンにおけるがん

罹患」を毎年出版しており、インターネットで公表

されるlii。予算の問題はない。 

 

Ｄ．考察 

スウェーデンにおける調査によると、がん登録

制度は、十分に機能しており、がん登録に関わる

実務家は、がん登録に関しては、法的・倫理的に

は、何ら問題がないと述べた。 

なぜスウェーデンでは、患者の同意なしにがん

登録を含む健康情報の登録が積極的に行われ、

それらの研究利用も進んでいるのであろうか。 

それらの背景として、①人口が約 900 万人であ

ること、②国民総背番号制であること、③医療が

ほとんどランスティングによって提供されているこ

と、④がん登録を含む健康情報に関する法・ガイ

ドラインが整備されていること、⑤医療者・研究者



と市民の信頼関係が構築されていることliii、が考

えられる。 

現在、スウェーデンでは、社会省に医療情報

全体に関わる法整備のための委員会が設立され

ている。これらの法整備には、がん登録といった

健康情報の登録も含まれる。今後も、これらの動

向に注目していかなければならない。 

 

Ｅ．結論 

 わが国は、スウェーデンと比較して、人口規模も

大きく、国民総背番号制が採用されているわけで

はない。しかし、スウェーデンにおけるがん登録

に関わる法整備や医療者・研究者と市民の信頼

関係が構築から学べるものは大きい。 

わが国でも地域がん登録事業における法整備

が必要であり、それと同時に、医療者・研究者と

市民の信頼関係が構築のための制度づくりが重

要なのではなかと考える。 

本年度は、甲斐教授がデンマークについての

がん登録に関わる法制度について、筆者がスウ

ェーデンについて検討したが、フィンランド、ノル

ウェーおよびアイスランドのがん登録に関する法

制度については調査できなかった。それらにつ

いては、来年度の課題にしたい。 

 

Ｆ．健康危険情報 

 該当なし。 

 

Ｇ．研究発表 

１．論文発表 

拙稿「北欧におけるバイオバンクに関する法制度

－スウェーデン法を中心に」年報医事法学第 21

号（2006 年出版予定）。 

 

２．学会発表 

 なし。 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

 なし。 

 

[スウェーデンにおける調査では、社会庁疫学セ

ンター長 Lotti Barlo 氏、ウプサラ地域腫瘍センタ

ーLars Holmberg 教授、ストックホルム地域腫瘍

センターJan Adolfsson 助教授に大変お世話にな

った。本稿は、それらの調査で入手した情報を下

に執筆した。] 

 

                                                        
i ANCR Conference Cancer Registries 

Registration methods and methods and Resarch 

(31 Aug.2005), Denmark． 
ii NCU/ANCR Conference Biobanks in Cancer 

Epidemiology(30 Aug.2005), Denmark． 
iii 北欧がん登録協会（Association of Nordic 

Cancer Registries:ANCR)が結成されており、がん

統計のデータブックが出版されている。 
iv OECD 統計によれば、スウェーデンの人口は

2004 年で 899 万人である（Statistics, Data and 

Indicators(1),OECD Labour Force Statistics, 

2005 ed.）。 
v Tryckfrihetsf�rordning(1766). 
vi Tryckfrihetsf�rordning (�94 9:�0 5 )．  
vii個人情報保護法第 22 条（Personuppgiftslag 

(1998:204)）は、パーソナル・ナンバーの取り扱い

について定める。 
viii スウェーデンにおいてプライバシーが議論さ

れたのは、他の北欧諸国と比較すると早くはなく、

長い間、プライバシー侵害に対する一般的保護

規定がなく、急速に発展した。その背景には、出

版の自由に関する法律と出版会の抵抗があった

と言われる。 
ix Datalag (1973:289). 
xDatalagsutredningen Dir（1989:26）． 
xiEU 指令 95／46 号（Directive 95/46/EC on the 

protection of individuals with regard to the 

processing of personal data and on the free 

movement of such data）．  
xii 個人情報保護法第 36 条。 
xiii 同法第 13 条 
xiv 同法第 15 条。 
xv 同法第 18 条。 
xvi 同法第 19 条。研究倫理審査会議による承認



                                                                                                                                                                   
がある場合には、センシティブ情報の利用の要件

が満たされたものとみなされる。 
xvii 同法第 14 条 
xviii Sekretesslagen(1980：100)。 
xix 秘密保持法第 9 章第 4 条。 
xx 同法第 14 章第 1 条。 
xxi 同法第 7 章第 1 条。 
xxii L ag (�99�:5 4 4 ) om vårdregister． 
xxiii L ag(�99�:5 4 3) om h�lsodataregister． 
xxiv 入院患者登録は、1964 年から、行われている

が、同法によって法整備された。入院患者登録

では、パーソナル・ナンバー（年齢・性別）、1 次

診断、2 次診断、治療方法、入院日、退院日、退

院時の転帰（死亡、帰宅など）が登録される。出

生登録も、同法によって整備されたが、1973 年か

ら行われている。全ての出生は、母親と子どもに

関する情報が含まれる。 
xxv ヘルスデータ登録に関する法第 2 条。 
xxvi 同センターのスタッフの少数しか個人識別可

能なデータにアクセスできない。 
xxvii ヘルスデータ登録法第 3 条。 
xxviii 同法第 5 条。健康情報の登録は、全てパー

ソナル・ナンバーにより管理されているため、他の

健康情報の登録との連結が可能になる。 
xxixSocialdepartementet F�rordning(2001：709))om 
cancerregister hos Socialstyrelsentrader）．政府
令は、政府が定めるルールである。スウェーデン
では、政府は一体で行動するのが原則であり、わ
が国のように各省庁が出す省令はない。 
xxx 社会庁によるがん登録に関する政府令第 2

条。 
xxxi Socialstyrelsens f�reskrifter och allm�nna råd 
(SOSFS2003:13) om uppgiftsskyldighet till 

cancerregistret vid Socialstyrelsen．  
xxxii 規則および一般的助言も、裁判所や国民を

拘束する法源である。 
xxxiii ヘルスデータ登録法第 8 条。 
xxxiv 社会庁によるがん登録に関する政府令第 1

条、第 2 条。 
xxxv ヘルスケア登録法第 6 条。法は、医療提供
者の届出義務について定めているだけである。
そのため、地域腫瘍センターは、原則的には、法
の範囲外にあり、個人情報保護法が適用され、
上記規則および一般的原則が適用されるにすぎ
ない。 

 
xxxvi 社会庁によるがん登録に関する政府令第 6

条。中央統計局は、同政府令 4 条の 2 で定めら

れる名前および個人情報をがん登録に与えなけ

ればならない。 

xxxvii 病院内の患者情報センター、患者図書館、

待合室にそれらのパンフレットが置かれていた。 
xxxviii Cancer i Siffror, EpC, Cancerfonden 

p�pul�rvetemskapliga fakta om cancer-dess 

f�rekomst, bot och d�dlighet, Epidemiologiskt 

Centrum Socialstyrelsen och Cancerfonden, 

2005． 
xxxix ヘルスケア登録に関する法第 11 条。 
xl 地域腫瘍センターは、毎年 10 月 31 日までに、

がん登録に関する情報を報告なければならず、

以前報告したデータの修正や補完についても報

告されなければならない（社会庁におけるがん登

録への届出義務に関する規則および一般的助

言第 5 条、同第 9 条）。 
xli 社会庁によるがん登録に関する政府令第 4

条。 
xlii  北 欧 で は 、 1996 年 か ら 、 北 欧 独 自 の

Nord-DRG が 採 用 さ れ て い る 。 こ れ は 、

HCFA-DRG の グ ル ー ピ ン グ 化 を 元 に し た

ICD-10 コ ー ド 及 び NCSP(The Normesco 

Classification of Surgical Procedure)による診断群

分類である。 

xliii 1993 年から ICD-O/2 に従って暗号化されて

いる。 

xliv ステージは、2003 年から収集されている。婦

人科の腫瘍は、FIGO に従い、暗号化され、残り

は、ＴＮＭに従って暗号化される。 
xlv社会庁によるがん登録に関する政府令第7条。 
xlvi ６つの地域がん登録所は、①ストックホルム・

ゴットランド、②ウプサラ・オレブロー、③リンショッ

ピング、④ルンド・マルメ、⑤ヨーテボリ、⑥ウメオ

にある。筆者は、①ストックホルム・ゴットランド、②

ウプサラ・オレブローの地域がん登録所で調査を

行った。調査によると、がん登録所の任務は、が

ん登録、報告書作成の他、がんのケアプログラム

の作成、報告書の作成や医療の質に関する登録

等幅広い。職員数は、①ストックホルム・ゴットラン



                                                                                  
ドが 15 名、②ウプサラ・オレブロー、ストックホル

ムが 21 名であった。それぞれ、医療系研究者、

看護婦、統計の専門家、エンジニア、プログラマ

ー等の専門スタッフが職務に従事している。 
xlvii 6 つの地域腫瘍センターは、相互の結束が

固く、各センターが同じデータベースで登録する

よう整備中であり、社会庁・疫学センターと別に、

全国がん統計の作成を行っている。その他、がん

に関する共同研究プロジェトも行われている。 
xlviii プロジェクトにより内外の研究者と協力し、が

んケアについて様々なガイドラインを作成し、アッ

プデートしている。   
xlix カルテにがん登録したことが付される。カルテ

開示が法制化されているため、患者は、自身の

カルテを入手すれば、自身ががん登録されてい

ることが分かる。 
l コンピューター室は厳重に管理されており、スト

ックホルム腫瘍センターの場合、この部屋に入る

ことができるのは 2 人だけであり、入室コードが必

要である。入室にはコードは毎月変更されてい

る。 
li 社会庁は、社会省の下にあり、医療サービスや

社会サービスなどを管轄する中央官庁である。社

会省が政策部門であるのに対し、社会庁は執行

部門である。医療機関は、公的機関、民間機関

に関わらず、全て社会庁の監督下にある。 
lii Cancer Incidence in Sweden,Centre for 

Epidemiology, Socialstyrelsen． 
liii 市民・社会への科学教育・啓発活動が重要で

ある。スウェーデンでは、市民・社会への科学教

育 ・ 啓 発 活 動 に つ い て は 、 「 科 学 と 市 民

(V etenskap&Allm�nhet)」という非営利団体が、積

極的な活動を行っているほか、大学においても

市民への科学教育・啓発活動が定期的に行われ

ている。 
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協力研究報告書 

 

地域がん登録事業と個人情報保護の法的枠組み  

 

研究協力者 安冨  潔 慶應義塾大学法務研究科・法学部 

 

研究要旨  

 わが国における地域がん登録事業については，これを定める法律がなく，

地域がん登録事業と個人情報保護との法的整理が輻輳した状況にある。  

地域がん登録事業において必要な個人情報をどのように取り扱うかに関す

る法的な問題点について，地域がん登録事業の実施主体が個人情報を収集す

ることの適否，協力医療機関が地域がん登録を実施する機関に個人情報を提

供することの適否について，現行の法律及び条例に照らして整理検討するも

のである。 

 

 

１ はじめに 

 一定地域に居住する人口集団において発生した全

てのがん患者を把握し，その診断，治療に関する情

報，ならびに予後情報を集め，保管，整理，解析す

る地域がん登録事業は，わが国では道府県市が実施

する事業として行われている。 

 地域がん登録事業においては，がん患者本人から

直接にがん登録に必要な情報を取得するのではな

く，協力医療機関からがん患者の診断，治療に関す

る情報が提供され，これを地域がん登録事業の実施

主体（以下，「地域がん登録機関」という。）が収

集，保管，整理，解析を行うことになる。 

 このような地域がん登録事業にあって，個人情報

保護との関係で法的な問題点として，（１）地域が

ん登録に必要な情報について，①地域がん登録機関

が取得することの適否，②協力医療機関が地域がん

登録機関に提供することの適否，さらに（２）本人

からの開示請求等を認めることの当否1，（３）登録

がん患者の予後情報について，①地域がん登録機関

が取得することの適否，②届出医療機関への予後情

報の提供の適否2，（４）疫学研究等への登録データ

の提供の適否3などがあげられる。 

 本稿は，これらの問題点のうち（１）について整

理検討を行うものである。 

 

２ 個人情報とプライバシー情報の違い 

 地域がん登録事業においては，がん患者の診断・

治療に関する情報及びその予後情報が利用される

が，これらの情報は，氏名，生年月日等の個人情報

だけでなく，診断・治療に関するプライバシー情報

が含まれている。 

 そこで，個人情報とプライバシー情報とは，重な

り合うものではあるが，両者は相違するものである

ことをまず確認しておきたい。 

 個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第

57 号，以下「個人情報保護法」という。）では，「個

人情報」とは，「生存する個人に関する情報であっ

て，当該情報に含まれる氏名，生年月日その他の記

述等により特定の個人を識別することができるもの

（他の情報と容易に照合することができ，それによ

り特定の個人を識別することができることとなるも

のを含む。）をいう。」（第２条第 1 項）と定義し



ている。 

 このように個人情報保護法では，個人情報とは，

①生存する個人に関する情報であること4，②特定の

個人を識別することができるもの（個人識別可能情

報）であること，ということになる。 

 また，都道府県の個人情報保護条例においても，

個人情報とは，おおむね「個人に関する情報であっ

て，特定の個人が識別され，又は識別され得るもの

をいう。」と定義されている5。 

 一般に，個人情報は，その内容について二つに大

別される。一つは，基本情報と言われるものであり，

氏名，住所，電話番号，性別，生年月日，職業等が

該当する。もう一つはセンシティブ情報，機微な個

人情報などと言われるもので，具体的には思想信条

及び宗教に関する事項，人種，民族，門地，本籍地，

身体や精神障害，犯罪歴その他社会的差別の原因と

なる事項，勤労者の団結権や団体交渉及びその他団

体行動の行為に関する事項，集団示威行為（いわゆ

るデモ）への参加，請願権の行使及びその他の政治

的権利の行使に関する事項，保健医療及び性生活な

どがある6。 

 このような「個人情報」という概念は，1960 年代

にヨーロッパにおいて，情報の保護を立法する過程

で，プライバシーの定義が容易でないことから，定

義が容易であり明確な個人情報（personal data）とい

う定義がなされるようになったものである。 

 これに対して，プライバシー情報という場合の，

プライバシーは，その概念の外延が必ずしも一義的

ではなく，古典的には，いわゆる「一人で放ってお

いてもらう」権利として主張された7。いわば他人か

ら干渉を受けないというところに，人格権としての

プライバシーをとらえるという考えである。これは，

新聞等のジャーナリズムで名誉棄損に当たるような

ことが報道されるなかで，自分の領域に無断で侵入

することを禁止することを意図して登場した。その

後，1960 年代になって，自己の情報は自分でコント

ロールするべきだという考え方が登場し，プライバ

シーも，自己情報コントロール権としてとらえられ

るようになった。 

 わが国でも，私生活をみだりに公開されない法的

保障ないし権利というものがあるという古典的プラ

イバシー概念を確認した裁判例（東京地判 39.9.28 

判例時報 385 号 12 頁）があり，その後，自己情報

コントロール権としてのプライバシー概念について

氏名，住所および電話番号は，プライバシーに係る

情報として法的保護の対象となり，本人らの同意を

得る手続をとることなく無断で警察に開示した場合

には，プライバシーの侵害として不法行為を構成す

るとの判例（最判平 15･9･12 民集 57 巻 8 号 973 頁）

がある。両者は性格の違うものであるが，古典的な

概念が排斥されて，新しい概念に移り変わったとい

うことではない。 

 このように個人情報とプライバシー情報とは必ず

しも同じものではない。ただ，古典的な意味でのプ

ライバシー概念である一人にしておいてもらう権利

というとらえ方からすると，個人情報のうちの氏名

等の基本情報は，プライバシーに含まず，個人情報

よりもプライバシーの範囲の方が狭くなる。一方，

新しい概念，自己情報コントロール権から見ていく

と，氏名等もプライバシーに属する事項と考えられ

るので，保護される範囲は同じと考えられる。その

意味では，新しい概念から見れば，個人情報とプラ

イバシーは同じ法の範囲にあると言ってよい。また，

権利の救済あるいは権利の保護の仕方についてもプ

ライバシーと個人情報とでは違いがある。プライバ

シーの場合，とくに古典的な意味でのプライバシー

という場合には，権利侵害があった場合，これを不

法行為（民法 709・710 条）という民法上の権利侵害

として，それに対する救済措置が想定される。刑事

的に言えば，プライバシーの侵害ということであれ

ば名誉棄損罪（刑法 230 条）という犯罪に当たるこ

とがある。しかし，新しい概念として積極的に自己

情報コントロール権というとらえ方をすると，上記

の側面よりも自己情報の開示，訂正，削除請求がで

きるという，行政法上の規制になじむとらえ方にな

る。プライバシーをどう守るか，侵害されたときに

 



どのように救済するかということは，以上のように

整理できる。一方，個人情報の保護では，むしろ予

防的な措置というか，事前の保護策というか，その

ための仕組みとして個人情報保護制度ができ上がっ

ている。 

 

３ 個人情報の法的保護 

 わが国において，個人情報保護法が制定されるに

いたった直接の契機は，住民基本台帳のネットワー

ク化に伴う個人情報保護への懸念から政府として個

人情報保護に関する法整備を検討することにあっ

た。しかし，個人情報漏洩やプライバシー保護への

関心が IT 社会の進展とともに広く意識されるよう

になったことも法律制定の背景事情としてある。 

 わが国の個人情報保護制度の規範的構造は，憲法

13 条のもとに，個人情報保護に関する法律（個人情

報保護法の他，行政機関の保有する個人情報保護に

関する法律（平成 15 年法律第 58 号，以下，「行政

機関個人情報保護法」という。），独立行政法人等

の保有する個人情報保護に関する法律（平成 15 年法

律第 59 号，以下，「独立行政法人等個人情報保護法」

という。）があり，また，地方公共団体における個

人情報保護条例があるという仕組みになっている。 

 個人情報保護に関するわが国の歴史は，1981 年の

プライバシー保護研究会の開催に始まる。そして，

1988 年に民間行政部門の個人情報保護ガイドライ

ンが作られた。法律としては行政機関について，行

政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の

保護に関する法律が制定された。その後，1994 年に

高度情報通信社会推進本部が設置され，2000 年に個

人情報保護基本法制の大綱ができた。そして 2003

年に個人情報の保護に関する法律が制定されたのを

受けて，具体的な運用について 2004 年に個人情報の

保護に関する基本方針が出されたのである。従前は

個人情報保護について，（旧）通産省や郵政省等の

分野でのガイドラインが存在した。また，1998 年に

当時の通産省の外郭団体である日本情報処理開発協

会がプライバシーマーク制度を設けた。しかし，そ

れはあくまでもガイドラインであり，法律よりも下

のレベルであった。そこで法律のレベルで個人情報

保護が必要ではないかという認識のもと，個人情報

保護法の制定へと向かっていったのである。国民が

安心して情報通信技術（IT）社会の便益が受けられ

るように，個人情報の適正な取り扱いのルールを定

め，国民の権利利益の侵害を未然に防止しようとい

う考え方で，個人情報保護法制定が検討された。 

 その背景には，情報通信技術の発達によるコンピ

ューターネットワークを利用した多量の個人情報が

処理される中で，個人情報の漏洩などに対する社会

的な不安が拡大している。個人情報の適正な取り扱

いのルールを定め，国民の権利利益の侵害を未然に

防ぐ必要があるという考えがあった。 

 具体的な立法の経緯を見ると，2001 年に個人情報

保護に関する法律案が提出されたが，メディアから

の反対で廃案に追い込まれた。その後行政機関等を

対象とした個人情報保護法が提案され，色々な議論

を経て継続審議となり，2003 年再提出され，5 月

23 日，第 156 国会で成立した。 

 個人情報保護法の仕組みは，民間部門と公的部門

とに共通する形で，基本法となる基本理念がある。

国や地方の責務あるいは基本方針の策定等が，基本

法となるものである。そして，民間部門については

個人情報保護法の中のいわば一般法的なものとし

て，個人情報取扱事業者の義務を定めている。 

 個人情報保護法は第 1 条で，「高度情報通信社会

の進展に伴い，個人情報の利用が著しく拡大するこ

とに鑑み，個人情報の適正な取り扱いに関し基本と

なる事項を定め，国及び地方公共団体の責務等を明

らかにするとともに，個人情報を取り扱う事業者の

遵守すべき義務等を定めることにより，個人情報の

有益性に配慮しつつ，個人の権利利益を保護するこ

とを目的とする」という目的規定を置いた。第 2 条

で定義規定を置いて，様々な概念の整理が行われて

いる。コンピューターで処理される情報に限らず，

マニュアル情報でもきちんと体系的に検索できる扱

い方になっているものも個人情報データベースと称

 



することにした。そして，個人情報データベースで

取り扱われている個人情報を個人データと定義し

た。さらに，その個人データのうち，個人情報取扱

業者の義務として開示や訂正などに応じなければな

らない性質のデータのことを保有個人データと定義

した。すなわち，個人情報とは，データベース化さ

れていない雑然としたものを広く言う。そして，そ

れを検索できる（コンピューター情報でもマニュア

ル情報でも）ようにしたものを個人情報データベー

スとする。そこに載っているものが個人データであ

る。そして，その開示・訂正・追加・削除に関する

義務を事業者が負わされるものを保有個人データと

した。個人情報保護の観点から言うと，個人情報取

扱事業者として，国，地方公共団体，独立行政法人，

その他に政令で 5,000 件以下となっているが，これ

を除くものを個人情報取扱事業者とするわけである
8。 

 各地方公共団体では個人情報保護条例あるいは情

報セキュリティーポリシーを設けて，個人情報保護

に取り組んでいる。すべての都道府県で個人情報保

護条例が制定され，情報セキュリティーポリシーに

ついても，1 団体を除く 46 都道府県が定めている。

市区町村でも 3,199 団体のうち 2,521 団体（78.8%）

が個人情報保護条例を制定し，1,802 団体（56.3%）

が情報セキュリティーポリシーを定めている。 

 

４ 地域がん登録事業と個人情報の取扱い 

（１）地域がん登録事業を行う機関及び情報を提供

する協力医療機関の法的地位 

 地域がん登録事業では，各医療機関からの届出を

地域がん登録事業の実施機関が収集して処理される

が，地域がん登録機関は，34 道府県市（2004 年）で

あり，わが国において地域がん登録事業に関する法

律がない現状では，がん登録に必要な情報について，

地域がん登録機関が取得することの適否は，それぞ

れの地方公共団体における個人情報保護条例に照ら

して判断されることになる。 

 また，がん登録に必要な情報を提供する協力医療

機関には，その設立形態によって民間の医療機関だ

けでなく，国または独立行政法人や地方公共団体の

医療機関もある。そこで，がん登録に必要な情報に

ついて，協力医療機関が地域がん登録機関に提供す

ることの適否については，適用される法律や条例に

照らして判断されることになる。すなわち，民間の

医療機関であれば個人情報保護法が，国の医療機関

であれば行政機関個人情報保護法が，独立行政法人

等の医療機関であれば独立行政法人等個人情報保護

法が，そして，地方公共団体の医療機関であれば個

人情報保護条例が，それぞれ適用される。 

（２）個人情報の利用目的及び利用目的による制限 

 地域がん登録機関ががん登録に必要な情報を収集

することは，それぞれの地方公共団体における個人

情報保護条例の解釈運用に委ねられる。 

 多くの地方公共団体の個人情報保護条例では，個

人情報の収集について「実施機関は，個人情報を収

集するときは，あらかじめ個人情報を取り扱う目的

を具体的に明らかにし，当該目的の達成のために必

要な範囲内で収集しなければならない。」（大阪府

個人情報保護条例第 7 条第 1 項）9として，「実施機

関は，個人情報を収集するときは，本人から収集し

なければならない。」（同第 7 条第 3 項本文）との

原則を定めるとともに，例外として「個人情報保護

審議会の意見を聴いた上で，本人から収集すること

により，個人情報取扱事務の目的の達成に支障が生

じ，又はその円滑な実施を困難にするおそれがある

ことその他本人以外のものから収集することに相当

の理由があると実施機関が認めるとき。」とする（同

第 7 条第 3 項但書，同項 6 号）10。 

 このような条例の枠組みにおいて，地域がん登録

機関は，個人情報保護審議会（審査会）に実施機関

から個人情報の収集について諮問を行い，その答申

を得て，がん登録に必要な情報を収集することにな

る。 

 多くの地方公共団体では地域がん登録事業につい

て個人情報保護条例に照らし，地域がん登録機関に

がん登録に必要な情報を収集することを認めている

 



11。しかし，個人情報保護審議会（審査会）におけ

る答申内容によっては，がん登録に必要な情報の収

集に制限が加えられることもある。 

 平成 17 年 2 月 24 日に答申がなされた宮城県個人

情報保護審査会答申（答申甲第 17 号）12では，「宮

城県知事から平成 16 年 1 月 26 日付けで諮問があっ

た宮城県がん登録管理事業における個人情報の収集

については，がんの罹患の実態の正確な把握，がん

予防対策の効果的な推進及び対がん医療の向上とい

った，その事務の目的を達成するためにやむを得な

いものと認められる。 ただし，宮城県がん登録管理

事業があくまでもがん罹患者及び医療機関の任意の

協力の下に行われるものであることから，がん登録

事業の趣旨，個人情報の取扱い等について，県民及

びがん罹患者本人又はその家族等関係者の十分な周

知と理解の下に，事業を実施して，個人情報の収集

を行うよう後記の第 4.1（個人情報の収集について）

に掲げる措置をとるとともに，がんに関する情報は，

その罹患者本人あるいはその家族にとって極めて重

大でかつ機微にわたる個人情報に当たるのであるか

ら，その保管・管理，第三者提供などに当たっては，

後記第 4.2（個人情報の保管・管理について），同 3

（個人情報の提供について）に掲げる措置をとり，

個人の権利利益が侵害されることがないように個人

情報の適正な取扱いの確保を図る必要がある。」13と

された14。 

（３）個人情報の第三者提供 

 地域がん登録機関に対して協力医療機関からがん

登録に必要な情報を提供するのは個人情報の第三者

提供（外部提供）にあたる。 

 個人情報保護法第 15 条第 1 項は，「個人情報取扱

事業者は，個人情報を取り扱うに当たっては，その

利用の目的（以下「利用目的」という。）をできる

限り特定しなければならない。」と定める。 

 また，個人情報保護条例においても「実施機関は，

個人情報を収集するときは，あらかじめ個人情報を

取り扱う目的を具体的に明らかにし，当該目的の達

成のために必要な範囲内で収集しなければならな

い。」と定めるところが一般的である。 

 地域がん登録事業は，①当該地域におけるがん医

療・対策の評価に資すること，②がん検診の有効性

評価と制度管理に資すること，③疫学研究等への登

録データの提供などの目的を達成するために行われ

るものであり，その利用目的は具体的に特定された

ものである15。 

 そして，個人情報保護法第 16 条第 1 項は，「個人

情報取扱事業者は，あらかじめ本人の同意を得ない

で，前条の規定により特定された利用目的の達成に

必要な範囲を超えて，個人情報を取り扱ってはなら

ない。」として，利用目的の達成に必要な範囲を超

えて個人情報を取り扱うことを禁止し，個人情報が

みだりに取り扱われることを制限することを通じ

て，本人の権利利益の侵害を未然に防止しようとす

る。 

 しかし，本人同意を原則としつつ，個人情報保護

法第 16 条第 3 項第 3 号は，「公衆衛生の向上又は児

童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合

であって，本人の同意を得ることが困難であると

き。」には第 16 条第 1 項及び第 2 項の適用除外とす

る16。 

 また，個人情報保護法第 23 条第 1 項は，「個人情

報取扱事業者は，次に掲げる場合を除くほか，あら

かじめ本人の同意を得ないで，個人データを第三者

に提供してはならない。」としつつ，同条第 3 号に

おいて，「公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の

推進のために特に必要がある場合であって，本人の

同意を得ることが困難であるとき。」を適用除外と

して定める。 

 個人情報保護法第 16 条第 3 項第 3 号は，公衆衛生

の向上のように，個人情報の利用が不可欠であって，

社会全体の利益となる場合について，第 16 条第 1

項及び第 2 項の適用を除外するものである。 

 また，個人情報保護法第 23 条第 1 項第 3 号は，第

16 条の特則として，個人情報の有用性に配慮して，

社会公共の利益を図るため，本人の意思にかかわら

ず個人データを第三者に提供が認められる場合のひ

 



とつとして定めるものである。 

 ここで「本人の同意を得ることが困難であるとき」

というのは，本人に同意を求めても同意しない場合，

本人に同意を求めるまでもなく本人の同意を得るこ

とが物理的にできない場合，個人情報の性質，利用

目的等が本人に知られる等により支障が生じるおそ

れがある場合が考えられるとされている。 

 個人情報保護法第 16 条第 3 項第 3 号及び第 23 条

第 1 項第 3 号にいう「公衆衛生の向上」のために特

に必要である場合であって，「本人の同意をとるこ

とが困難であるとき」の解釈について，厚生労働省

は，健康増進法（平成 14 年法律第 103 号）第 16 条

は，「国及び地方公共団体は，（中略）国民の生活

習慣とがん，循環器病その他の政令で定める生活習

慣病の発生の状況の把握に努めなければならない。」

と国および府県等の努力義務を定めているが17，地

域がん登録事業がそれにあたるとして（厚生労働省

健康局長・厚生労働省医務局食品衛生法保険部長通

知 2003 年 4 月 30 日），地域がん登録事業において

民間の医療機関が国又は地方公共団体へ診療情報を

提供する場合は，個人情報保護法第 16 条第 3 項第

3 号及び第 23 条第 1 項第 3 号にいう「公衆衛生の向

上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要で

ある場合であって，本人の同意をとることが困難で

あるとき」に規定する「利用目的による制限」及び

「第三者提供による制限」の適用除外の事例に該当

すると解している18。 

 また，地域がん登録事業において，行政機関の保

有する個人情報保護に関する法律第2 条第1項に規

定する行政機関に該当する医療機関が，国又は地方

公共団体へ診療情報を提供する場合は，同法第 8 条

第 2 項第 3 号「他の行政機関，独立行政法人等又は

地方公共団体に保有個人情報を提供する場合におい

て，保有個人情報の提供を受ける者が法令の定めの

ある事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る

個人情報を利用し，かつ，当該個人情報を利用する

ことについて相当の理由のあるとき」に規定する「利

用及び提供の制限」の適用除外の事例に該当すると

解される。 

 つぎに，地域がん登録事業において，独立行政法

人等の保有する個人情報保護に関する法律第 2 条第

1 項に規定する独立行政法人等に該当する医療機関

が，国又は地方公共団体へ診療情報を提供する場合

は，同法第 9 条第 2 項第 3 号「他の行政機関，独立

行政法人等又は地方公共団体に保有個人情報を提供

する場合において，保有個人情報の提供を受ける者

が法令の定めのある事務又は業務の遂行に必要な限

度で提供に係る個人情報を利用し，かつ，当該個人

情報を利用することについて相当の理由のあると

き」に規定する「利用及び提供の制限」の適用除外

の事例に該当すると解される。 

 さらに，個人情報保護条例における第三者提供（外

部提供）について，「実施機関は，個人情報取扱事

務の目的以外に個人情報を，当該実施機関内におい

て利用し，又は当該実施機関以外のものに提供して

はならない。」（大阪府個人情報保護条例第 8 条第

1 項本文）としつつ「審議会の意見を聴いた上で，

公益上の必要その他相当な理由があると実施機関が

認めるとき。」と第三者提供（外部提供）の例外を

認めている（同第 8 条第 1 項但書，同項第 6 号）19。 

 地方公共団体の設置する医療機関から地域がん登

録機関に対して，がん登録に必要な情報を外部提供

することの適否について，本人同意の原則を重視し

た答申も出されている。例えば，平成 15 年 4 月 30

日に答申がなされた川崎市個人情報保護運営審議会

答申「神奈川県悪性新生物登録事業の実施に伴う患

者の個人情報の記録の外部提供について」（諮問

107 号平成 15 年 2 月 27 日）は，「川崎市個人情報

保護条例の規定により患者本人に必ず同意を得る

必要があると考えます。がん告知の問題から患者本

人に同意を得られない場合は，個人情報を識別でき

ない統計数値に留め，個人情報の保護のため厳正に

管理し，慎重な運用を図られるよう願います。」と

する20。 

 

 

 



５ 検討 

 わが国においては，地域がん登録事業に関する法

律が制定されていないことから，地域がん登録事業

に関する法状況は，きわめて輻輳しており，地域が

ん登録事業の目的を損なうような事態が生じている

といっても過言ではない。すなわち，地域がん登録

機関は地方公共団体の設置する機関であることか

ら，個人情報保護条例の適用を受けることになるが，

地域がん登録に必要な個人情報を提供する協力医療

機関はその設置形態において民間，国，独立行政法

人等，地方公共団体とさまざまであり，それぞれに

適用される法律や条例が異なっている。そのために

統一的な解釈運用がなされていない状況にある。 

 地域がん登録機関が地域がん登録に必要な個人情

報を収集する場合，個人情報保護条例においては，

一般に，本人からの収集を原則としている（宮城県

個人情報保護条例第 7 条第 3 項本文）。しかし，「本

人の同意があるとき」（同項第 1 号）や「法令 法令

（条例を含む。以下同じ。）に定めのあるとき」（同

項第 2 号），また「前各号に掲げる場合のほか，審

査会の意見を聴いた上で，個人情報を取り扱う事務

の目的を達成するため相当な理由があると実施機関

が認めるとき」（同項第 8 号）には，本人からの収

集の例外とされている21。 

 そこで，地域がん登録事業に関する法律が制定さ

れ本人以外の収集（協力医療機関からの収集）が認

められれば問題は解決されることになろうが，そう

した法律が制定されていない現状では，本人の同意

がある場合か，審査会（審議会）の意見を聴いて相

当と認められる場合に収集ができることになる。 

 たしかに自己情報コントロール権という観点から

は，「収集」について，本人から直接収集すること

を原則とし，本人の同意がある場合にはその例外と

して取り扱われることになるが，そもそも地域がん

登録に必要な情報を本人から収集することは不合理

である。したがって，本人以外のものからの収集が

認められなければならない。この場合，「審査会の

意見を聴いた上で，本人以外のものから収集するこ

とに相当の理由があると実施機関が認めるとき」に

あたるといえるという個人情報保護条例の解釈運用

の問題となろう。 

 そこで，個人情報保護審議会においては，地域が

ん登録事業の意義と目的を正しく理解して，個人情

報保護制度の本旨に照らして，本人以外のもの（協

力医療機関）から個人情報を収集することに相当な

理由があるかを審議することになる。この点につい

て，宮城県の答申や川崎市の答申は，本人の同意を

前提とした答申となっているが，条例解釈運用にお

いて個人情報保護の趣旨に添うようにもみえるが，

地域がん登録制度の意義や目的を十分理解しないも

のと評価できる。また，個人情報保護条例の解釈運

用上は，「本人の同意があるとき」と「審議会の意

見を聴いた上で，個人情報を取り扱う事務の目的を

達成するため相当な理由があると実施機関が認める

とき。」とは規定上も異なり，審議会の答申を求め

る場合には必ずしも本人同意の問題とする必要はな

い。 

 また，個人情報保護条例においては，本人同意の

原則について，いわゆるオプトアウトの制度を設け

てはいない。 

 多くの自治体においてがん登録事業にあたって協

力医療機関からの個人情報の提供を受けて地域がん

登録室が個人情報を収集することを審議会等の答申

において認めているのはこのような理解にたつもの

といえる。 

 がん登録事業においては，がん告知が一般的でな

いわが国において，本人同意になじまない性質の情

報を取り扱うものであり，本人の同意を前提とする

議論は説得的でないと考える22。 

 そして，この問題は，地方公共団体が設置する医

療機関からの第三者提供（外部提供）の場合にも妥

当すると考える。 

 また，個人情報保護法においては，すでに述べた

ように，個人情報保護法第 16 条第 3 項第 3 号及び第

23 条第 1 項第 3 号にいう「公衆衛生の向上」のため

に特に必要である場合であって，「本人の同意をと

 



ることが困難であるとき」には「利用目的による制

限」及び「第三者提供による制限」の適用除外を認

めており，地域がん登録事業がそれにあたることは

行政解釈において示されただけでなく，立法過程で

の議論においても議論されていたところである。こ

のような法律の解釈運用に照らしても，個人情報保

護条例の解釈運用も同様に考えるべきである。 

 

 
                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1 本人への個人情報の開示については，収集した地

域がん登録機関が地方公共団体の設置した機関であ

るので，個人情報保護条例の適用により解決される

ことになる。そこで，個人情報保護条例で規定され

た非開示事由に該当しない限り，開示されることに

なる。例えば，大阪府個人情報保護条例においては，

「個人の診断等の事務に関する個人情報であって，

開示することにより，当該若しくは同種の事務の目

的が達成できなくなり，又はこれらの事務の公正か

つ適切な執行に著しい支障を及ぼすおそれのあるも

の」については，開示しないことができる（14 条 5

号）とされている。なお，個人情報保護条例では，

情報主体である患者（本人）と医療機関や医療従事

者（第三者）との信頼関係維持のために，開示決定

にあたって実施機関は開示について第三者の意見聴

取に関する規定を設けているのが一般であり（例え

ば，大阪府個人情報保護条例第 20 条第 1 項参照），

これにより開示がなされないこともある。この場合

には，行政不服審査法に基づく不服申し立てが認め

られることから，具体的には，本人から個人情報保

護審査会の審査請求がなされることになり，さらに，

行政訴訟での救済手続が認められる。 
2 この問題点についての検討は，今後の課題とした

いが，地域がん登録機関が予後情報を把握すること

は，その地域のがんの医療水準を評価するなどにお

いて必要といえるし，届出医療機関に対して予後情

報を提供することはその医療機関にとって患者の診

療方針を決定するうえでの支援に資するものといえ

る。 

 予後情報の収集については，生者については，本

文で述べた問題点が妥当する。これに対して，死者

の情報については，地方公共団体での個人情報保護

条例で明示的に個人情報を「生者の個人情報」に限

定しているところは必ずしも多くなく，地方公共団

体によってはむしろ死者の個人情報を条例の対象に

含むとする場合もある（この場合には，生者と同様

の問題がある）。そこで，協力医療機関が民間，国，

独立行政法人等であれば，死者の個人情報は対象と

されないので，地域がん登録機関が死者の予後情報

を収集することは法的には問題がない。 

 また，予後情報を届出医療機関に提供する場合に

は，第三者提供（外部提供）の問題として，本文で

述べたところがあてはまる。 
3 個人情報保護法第 50 条第 1 項第 3 号参照。 
4 死者の情報は個人情報保護法における個人に関す

る情報に含まれない。もっとも死者の情報であって

も、生者に関する情報でもある場合がある。例えば，

相続に関わる情報は、死者の情報である一方、相続

という点では遺族等の情報でもある。このような場

合は生者である相続人等の情報であるという観点か

ら死者の情報を取り扱う仕組みとなっている。 
5 大阪府個人情報保護条例（平成 8 年 3 月 29 日大阪

府条例第 2 号）第 2 条第 1 号，京都府個人情報保護

条例（平成 8 年 1 月 9 日京都府条例第 1 号），神奈

川県個人情報保護条例（平成 2 年 3 月 30 日神奈川県

条例第 6 号）第 2 条第 1 号（なお，ここでは，「個

人が営む事業に関して記録された情報に含まれる当

該個人に関する情報及び法人その他の団体に関して

記録された情報に含まれる当該法人その他の団体の

役員に関する情報」が除かれている），宮城県個人

情報保護条例（平成 8 年 10 月 14 日宮城県条例 27

号）第 2 条第 1 号（なお，ここでは，「事業を営む

個人の当該事業に関する情報及び法人その他の団体

（国，独立行政法人等（独立行政法人等の保有する

個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 59

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
号）第２条第１項に規定する独立行政法人等をいう。

以下同じ。），地方公共団体及び地方独立行政法人

（地方独立行政法人法（平成 15 年法律第 118 号）第

２条第１項に規定する地方独立行政法人をいう。以

下同じ。）を除く。以下「法人等」という。）に関

する情報に含まれる当該法人等の役員に関する情

報」が除かれている）など。 

 個人情報保護に関するコンプライアンス・プログ

ラムの要求事項（JISQ15001）では、個人情報を定義

するに当たって、「個人に関する情報であって、当

該記述に含まれる氏名、生年月日その他の記述また

は個人に別に付された番号、記号その他の符号、画

像もしくは音声によって当該個人を識別できるもの

をいう」としている。この定義は，法律よりも広い

内容となっている。 
6個人情報保護法はこうした基本情報とセンシティ

ブ情報とを区別していない。 
7 Warren & Brandeis, The Right to Privacy, Harv. L. Rev. 

195:1890 
8 個人情報保護法は，個人情報データベースに対し

て個人情報の取扱事業者の責務を定めて，守らせる

という仕組みとなっている。個人情報は，個人の人

格尊重の理念のもとに慎重に取り扱われるべきもの

であり，適正な取り扱いを図らなければならないと

いうことが基本理念である。これを受けて最初の法

律案では，OECDの原則に沿うように，基本原則を

うたっていた。 
9 宮城県個人情報保護条例第 7 条第 1 項，京都府個

人情報保護条例第 4 条第 1 項，神奈川県個人情報保

護条例第 8 条第 1 項など 
10 宮城県条例第 7 条第 3 項第 8 号は，「審査会の意

見を聴いた上で，個人情報を取り扱う事務の目的を

達成するため相当な理由があると実施機関が認める

とき。」とする。 
11 大阪府では，平成 8 年 9 月 17 日に個人情報保護

審議会答申において「諮問の内容を適当と認める」

としている。新潟県では，健康診査管理指導等事業

実施のための指針H10.3.31）に基づいて実施してい

る新潟県がん登録事業は、新潟県個人情報保護条例

第 9 条第１項第１号「法令等の規定又は主務大臣等

の指示に基づくとき」に規定する「利用及び提供の

制限」の適用除外に該当する。 
12http://www.pref.miyagi.jp/jyohokokai/toshin/kojin/kou1

7.pdf 

 一般的には，個人情報保護審査会は，不服申立に

対する審査機関とされていることが多いが，宮城県

の場合は，個人情報の取り扱いについての審議を行

う機関とされている。 
13 宮城県の審査会が求めている措置は以下の通り

である。 

4.1 個人情報の収集について  

⑴ がん登録事業の趣旨，内容等について，県民の十

分な理解を得るために，実施機関は，がん登録事業

の趣旨及びその効果，当該事業における個人情報の

取扱い等について可能な限りの広報媒体により県民

に広く周知すること。また，併せて，がんという疾

病についての正しい理解を得られるよう県民に対し

普及啓発を図ること。  

⑵ がん登録事業における個人情報の利用目的，事業

の概要等を協力医療機関内に掲示するよう，協力医

療機関に対して要請すること。  

⑶ がん登録事業における個人情報の利用及び事業

の概要等について，協力医療機関からがん罹患者本

人又はその家族等関係者に個別に説明を行うよう，

協力医療機関に対して要請すること。  

⑷ がん登録事業の周知や説明を行うことにより，が

ん罹患者又はその家族等関係者から実施機関や協力

医療機関に対し，個人情報の利用について明確に拒

否の意思表示がなされた場合にあっては，その意思

を尊重する仕組みを構築すること。  

２ 個人情報の保管・管理について  

⑴ ガイドライン第４章２．４では「地域がん登録事

業に携わる者は，個人情報の取扱いのいずれの過程

においても，これを保護するため細心の注意を払わ

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
なければならない。そのためには，個人情報を保護

するための文章化された規定を持つこと，及びその

規定に基づいて，業務に従事すること，を確実に履

行しなければならない。」とされ，「その規定には，

データ管理者等が負うべき責任の内容，具体的な安

全保護措置，個人の情報を利用する場合における諸

条件等を含んでいなければならない」と規定されて

いるが，がん登録事業に係る本県独自の明文規程が

ないことが認められることから，本県のがん登録事

業の実状に応じた独自の個人情報の取扱いに関する

規程を定めること。また，当該規程に基づき，従事

者等に対する指導教育の徹底を図るとともに，当該

規程を広く周知すること。  

⑵ 情報化社会の急速な進展等の社会情勢の変化に

対応し，将来にわたっても収集した個人情報を適切

に管理することができるよう定期的にその管理体制

等を確認し，随時，必要に応じた安全確保措置等を

講じること。  

３ 個人情報の提供について  

⑴ 個人情報を提供する場合にあっては，個人情報の

安全管理が図られるよう 提供先に対して，個人情報

の必要かつ適切な措置を講じさせること。  

⑵ 提供先に対して個人情報の管理体制等の報告を

求めるなど提供先における安全管理措置の状況の把

握に努めること。  

⑶ 提供先において個人情報の不適切な取扱いが認

められたときには，提供した個人情報の利用停止や

返還を命じるとともに，その後の提供を停止する等

の厳格な対応をとること。  

⑷ 個人情報の提供に当たっては，提供先に対して上

記３点を予め明らかにし，必要に応じて契約書等に

より明文化しておくこと。  
14 宮城県個人情報保護審査会から答申が出された

時点では，すでに個人情報保護法の適用に関する「健

康局長通知」や「医療・介護事業関係者における個

人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」が発

せられた後であるが，審議の過程で十分これらにつ

いて検討されたのか明らかではない。実施機関から

の諮問に対する説明において，法律やガイドライン

いついて言及がなされていないとすれば問題であ

る。 
15 田中英夫「米国がん登録修正法の特徴からみた日

本の地域がん登録事業の法的現状と課題」日本公衆

衛生雑誌第 53 巻 9 頁参照。 
16 園部逸夫編『個人情報保護法の解説』117 頁参照。 
17 2004 年 12 月に厚生労働省が作成した「医療・介

護事業関係者における個人情報の適切な取扱いのた

めのガイドライン」において「健康増進法に基づく

地域がん登録事業による国又は地方公共団体への情

報提供」は「本人の同意を得る必要はない」と明示

された。 
18 各都道府県知事、政令市長、特別区長宛てに「地

域がん登録事業に関する『個人情報法の保護に関す

る法律』、『行政機関の保有する個人情報の保護に

関する法律』及び『独立行政法人等の保有する個人

情報の保護に関する法律』の取扱いについて」とす

る厚生労働省健康局長通知（健発第 0108003 号，2004

年 1 月 8 日付）。 
19 宮城県条例第 8 条は，「実施機関は，前条第１項

の目的以外の目的で個人情報を利用し，又は提供し

てはならない。」として，第 8 号で「審査会の意見

を聴いた上で，個人情報を使用することに相当な理

由があると実施機関が認めるとき。」とする。 
20 審議会の委員のなかに「患者の同意がなければ絶

対だめだと思います。それから提供情報は氏名は必

要ですか。男女差、年齢は関係し、職業によっても

がんが多いとか、研究で仕様がないと思います。住

所も何番地まで必要ではなく、川崎市何区までで氏

名は必要ないと思います。まず患者本人の同意をと

って、情報提供する場合に必要最小限にした方が良

いと思います。」という地域がん登録事業を理解し

ていない発言がある。 
21 大阪府個人情報保護条例第 7条第 1項第 1号及び

第 2 号，第 6 号参照。 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
22 このような「同意原則」の枠組みにおいて，がん

登録において，患者や家族等が個人情報の利用拒否

について明確な意思表明をした場合，どのような取

り扱いをすべきかについて，宮城県審査会答申にお

いて，「がん登録事業の周知や説明を行うことによ

り，がん罹患者又はその家族等関係者から実施機関

や協力医療機関に対し，個人情報の利用について明

確に拒否の意思表示がなされた場合にあっては，そ

の意思を尊重する仕組みを構築すること。」とされ，

これにより宮城県においてはいわゆるオプトアウト

を導入した運用がなされることが構想されている

が，県条例においてオプトアウトが規定されている

わけではないし，オプトアウトをがん登録事業に導

入することが条例上の要求であるわけではない。そ

の意味で，運用の混乱を招くおそれがある。 
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研究要旨 

 【目的】個人情報保護法制定に伴い、保健、衛生分野における個人情報の第三者

提供のあり方に対する関心が高まっている。地域がん登録事業におけるがん患者の

登録拒否に関し、法的、実務的および倫理的側面から検討する。【方法】個人情報

保護法の内容を医療・介護関係事業者用のルールとしてまとめられた「医療・介護

ガイドライン」を、法的検討の対象とする。次に、地域がん登録事業に関わる当事

者間で扱う個人情報の流れを踏まえ、もし同事業に患者の登録拒否の意思表明を反

映させる（以下、オプトアウトと言う）とすると、実務面でどのような状況が起き

るかを検討する。また、登録拒否という行為を、複数の倫理的価値の対立面から考

察する。【結果】「医療・介護ガイドライン」が示す個人情報の第三者提供に際して

の本人同意原則の除外事例（地域がん登録でのがん患者、がん検診の精度管理での

要精検者、児童虐待での親、医療事故調査での被害患者）は、いずれも共通してオ

プトアウトの容認と事業目的の遂行が両立し難い性質のものであると考えられる

ことから、ガイドラインの意図に沿えば、同意認定手段としてのがん患者の拒否の

有無の確認の効力は、発生していないと考えられた。オプトアウトを地域がん登録

事業に導入すると、その実効性の確保のためには拒否者の個人識別情報を登録する

必要が生じ、また、拒否の内容、範囲によって、医療現場に情報の取り扱いに関す

る相当の負担を強いることが予測された。倫理的価値の対立としては、①オプトア

ウトの権利を行使した患者の自律性と、事業成果の減損およびオプトアウト制度の

維持にかかるコストの負担とのバランス、②オプトアウトの権利を行使する患者と

行使しない患者の間に生じる受益と負担のバランスの不平等、が考えられた。【結

論】地域がん登録事業におけるオプトアウトの容認は、現行法の枠内では予定され

ない考えであると思われた。また、もし実行に移した場合、実務面での障害が相当

程度生じることが予測された。また、新たな倫理的価値の対立を生むことが予想さ

れた。 
 

Ａ．はじめに 

地域がん登録は、「一定地域に居住する人口

集団において発生した全てのがん患者を把握

し、その診断、治療に関する情報、ならびに

予後情報を収集し、保管、整理、解析するこ

と」と定義されている 1)。わが国の地域がん登

 



録事業は、2004 年度には 34 の道府県において

実施されている 2)。2003 年 5 月から施行され

た健康増進法の第 16 条において、「国及び地

方公共団体は、（中略）国民の生活習慣とがん、

循環器病その他の政令で定める生活習慣病の

発生の状況の把握に努めなければならない」

とされ、その具体的な内容は、「地域がん登録

事業及び脳卒中登録事業であること」が示さ

れた（厚生労働省健康局長・厚生労働省医薬

局食品保健部長通知 2003 年 4 月 30 日）。 

地域がん登録室へのがん患者情報の届出に

際して、主治医・医療機関は患者から同意を

取る行為を行っていない。これについては厚

生労働省が平成16年12月24日に公表した「医

療・介護関係事業者における個人情報の適切

な取扱いのためのガイドライン」3)（以下、医

療・介護ガイドラインと略す）で、個人情報

保護法第 16 条(利用目的による制限)の③三お

よび同第 23 条(第三者提供の制限)の①三に掲

げる場合については、「本人の同意を得る必要

はない。具体的な例としては、以下のとおり

である。（中略）③公衆衛生の向上又は児童の

健全な育成の推進のために特に必要がある場

合であって、本人の同意を得ることが困難で

ある時（例）健康増進法に基く地域がん登録

事業による国又は地方公共団体への情報提供

(以下省略)」と、本人同意原則の例外に当たる

ものとの判断を示した。この点について、ガ

イドラインの判断は、患者の登録拒否も当然

認められないと解されるという見解がある一

方、拒否の権利までを制限したものではなく、

拒否する権利は認められても良いとする意見

もある。 

また、地域がん登録事業は都道府県が実施

主体であるため、この事業における個人情報

の取り扱いについては各都道府県の個人情報

保護条例に基く個人情報保護審査会に諮られ

ることになる。平成 17 年 2 月 24 日に宮城県

個人情報保護審査会は、宮城県に対し、「（中

略）がん罹患者又はその家族等関係者から実

施機関や協力医療機関に対し、個人情報の利

用について明確に拒否の意思表示がなされた

場合にあっては、その意思を尊重する仕組み

を構築すること。」との答申を行った。これを

受けて宮城県は、対象となる患者が登録事業

に非協力の意思を示した場合の仕組みを用意

することとなった。 

地域がん登録事業は医療モニタリングであ

る性質上、設定された地域内で発生するがん

の全数把握を前提としている。このため、患

者（家族）の登録拒否の意思表明を事業に反

映させること（以下、オプトアウトと言う）

は、事業の主旨の根幹に関わる事柄となる。

また、個人情報保護法の施行に伴って、保健、

衛生分野における個人情報の第三者提供のあ

り方に対する関心が高まっている。そこで本

稿では、地域がん登録事業における患者（家

族）のオプトアウトに関し、まず医療・介護

ガイドラインを柱とする法的考察を行う。次

に、もし地域がん登録事業にオプトアウトを

導入するとなると、がん患者、医師（医療機

関）およびがん登録室の間で、情報の取り扱

いに関してどのような仕組みを用意すること

になるのかを概説するとともに、宮城県での

オプトアウトの仕組みを例示しながら、オプ

トアウトを実際に導入した場合に実務面でど

のような状況が起きるかを検討する。次に、

地域がん登録事業における患者（家族）のオ

プトアウトをめぐる倫理的問題について言及

する。最後にこの問題に関する筆者の提言を

行う。 

 

Ｂ．医療・介護ガイドラインから類推したオ

プトアウトの考え方 

（１）本ガイドラインの位置付け 

平成 17 年 4 月に全面施行された個人情報保

 



護法では、表札からカルテまで保護の必要度

が異なる情報が、同じように「個人情報」と

して扱われるため、情報の種類、質、用途に

応じた詳細な取扱いのルールが必要になった。

このため各省庁が各分野の有識者の意見を聴

き、金融など 21 分野で 33 の指針（ガイドラ

イン）が作成された。医療・介護ガイドライ

ンはその中の１つである。 

このガイドラインが対象としている医療関

係事業者の範囲は、「病院、診療所、助産所、

薬局、訪問者護ステーション等の患者に対し

直接医療を提供する事業者」とされ、「個人情

報保護に関する他の法律や条例が適用される、

国、地方公共団体、独立行政法人等が設置す

るものを除く」とされているが、この文章に

加えて「医療・介護分野における個人情報保

護の精神は同一であることから、これらの事

業者も本ガイドラインに十分配慮することが

望ましい」と記載されている 3)。このため、設

立主体の如何にかかわらず、医療関係事業者

は、個人情報の取り扱いについてはこのガイ

ドラインに法的権威があるものと見なして判

断し、行動することが求められる。 

（２）本ガイドラインにおける「本人の同意

を得ることが困難」の意味 

ガイドラインは①健康増進法に基く地域が

ん登録事業は、公衆衛生の向上に特に必要であ

ること、②地域がん登録所への患者情報の提供

に際して、患者からの同意を得ることは困難で

あること、から、医師（医療機関）が患者本人

の同意を取る必要はない 3)、としている。 

ここで、ガイドラインはどのような状況を

もって、患者から同意を得ることが「困難」

と判断したのであろうか。医療現場でがん患

者の一部にがん登録について説明し、説明で

きた患者の中の、さらにその一部の人から同

意を得る作業は、その方法の如何によっては、

必ずしもそれほど困難であるとは言えない。

例えば、説明を院内掲示と文書で行い、同意

を署名入り同意書で回収する方法によれば、

一部のがん患者からは確実に同意を得ること

が期待できる。したがって、ガイドラインが

想定した主な「困難」とは、個々のがん患者

から同意を得ることは、対象となる大部分の

患者で物理的に常に困難となるということを

意味するものではない。また、物理的に困難

とは言えない場合であっても本人の同意を得

る必要はなく、情報提供して良い、とされて

いるということは、同意を得ることが「困難」

な状況がこの事業における医療の現場におい

ては広く存在し、このため個々のケースにつ

いて説明と同意の取得が容易か困難かを医師

側(医療機関側)が判断することなく、全ての場

合において本人の同意を得る必要はなく、患

者の情報を地域がん登録室に提供して良いと

いうことを意味していると考えられる。 

ガイドラインでは、公衆衛生の向上又は児

童の健全な育成の推進のための情報提供の例

示として、地域がん登録事業のほかに、①が

ん検診の精度管理のための地方公共団体又は

地方公共団体から委託を受けた検診機関に対

する精密検査結果の情報提供、②児童虐待事

例についての関係機関との情報交換、③医療

安全の向上のため、院内で発生した医療事故

等に関する国、地方公共団体又は第三者機関

等への情報提供のうち、氏名等の情報が含ま

れる場合、の計４つの例示がある 3)。ガイドラ

インは「困難」な状況を具体的に説明しては

いないが、ここで取り上げられた４つの例示

には、共通の「困難」が存在している。それ

は、対象者のうちで同意が得られた者だけを

情報提供の対象にすると、事業・活動が成り

立たなくなるばかりでなく、オプトアウトを

容認し、拒否の意思を表明した者の情報提供

を控えることを原則に据えたとすると、いず

れの事業もその目的の達成に支障をきたす状

 



況になることである。地域がん登録は本来悉

皆登録であり、健康増進法第 16 条の「国及び

地方公共団体は(中略)生活習慣病の発生の状

況の把握に努めなければならない」ことと、

その把握を阻害する対象者のオプトアウトの

容認は、制度的に矛盾している。次に、がん

検診の精度管理には、正確な精密検診受診率

の計測や、偏りのない精密検査結果の把握を

要する。オプトアウトによる一部の患者情報

の欠落は、精度管理に支障をきたす。また、

子供の虐待に直接・間接的に関わる親に、情

報提供に際してオプトアウトを容認すると、

これを積極的に行使することが予測でき、こ

れによって子供の保護ができなくなるばかり

でなく、全国的な被害の実態の把握に支障を

きたす。また、医療事故の原因を、事故が起

きた病院外部の機関が公正な立場で調査しよ

うとする時に、被害を受けた患者がオプトア

ウトすることによって氏名等の個人識別情報

が把握できなくなると、外部データと照合し

て行う原因究明や、経過の把握のための調査

ができなくなり、事故防止対策の立案に支障

をきたす。ガイドラインは、対象者の自己情

報コントロール権を保証することと、本来の

目的に沿って事業・活動を実施することが制

度的に両立できない医療・介護関係事業者が

関わる事業・活動について、その例を示し、

事業者が個人情報の保護に努めながら、円滑

に各現場での活動ができるようにすることを

意図したものと考えられる。 

（３）ガイドラインから類推したオプトアウ

トの考え方 

オプトアウトとは、同意原則を前提とした

場合の対象者の意思表示とその確認の手段の

１つであると考えられる。すなわち、拒否の

意思を表明した者は、同意しない意思を示し

たとし、拒否を表明しなかった者は、同意の

意思を示したとみなす、とするものである。

ガイドラインの意図は、４つの事業はいずれ

も同意原則を前提にしては実施に支障をきた

すことを示していると解されることから、ガ

イドラインの意図を類推すると、同意認定手

段としての患者の拒否という意思表示と、そ

の意思の確認に効力を発生させる前提が成り

立っていないものと考えられよう。 

 

Ｃ．オプトアウトを導入した場合の実務面で

の諸問題 

（１）地域がん登録事業の仕組み 

はじめに情報伝達面から見た地域がん登録

事業の仕組みについて第３次対がん総合戦略

研究事業「がん予防対策のためのがん罹患・

死亡動向の実態把握」研究班が、全国の都道

府県がん対策事業担当部局を対象に 2004年に

実施した調査結果 2)に基き、一般化して概説す

る（図）。 

地域がん登録室は道府県立病院などの関連

施設に設置されているところが多く、当該県

内の医療機関からがん患者の予め定められた

情報項目を収集する（図の①）。その方法には、

医療機関が患者単位の情報を登録票に記入す

るか、電子媒体でがん登録室に提出する方法

（届出）と、がん登録室の職員が、各医療機

関を訪れ、カルテ等を閲覧して必要な情報を

収集する方法（出張採録）とがある。がん登

録室は情報提供のあった医療機関からの要請

に応じて、当該がん患者の予後情報を提供し

たり、集計データを提供することがある（図

の②）。次に、がん登録室は、道府県から人口

動態死亡票の転写票を所定の事務手続きを経

た後に提供を受ける（図の③）。これによって、

医療機関からの情報収集だけでは把握できな

かったがん患者を把握するとともに、それま

でに登録されたがん患者の中で死亡していた

者の死亡年月日を把握する。がん登録室は道

府県に対して、事業報告書を提出する（図の

 



④）。また、がん登録室は、登録されたがん患

者の住所地の市区町村に対し、生死確認をす

る目的で、住民票照会を行う（図の⑤）。がん

登録室は、一般住民に対してインターネット

等を使ってがんの罹患率や生存率などの集計

データを公表している（図の⑦）。また、研究

者から集計データや個人単位のデータの研究

利用の申請があった場合は、所定の審査、事

務手続きを経た後に、要件を満たした者に対

してこれを提供している（図の⑨）。 

 

（２）拒否の意思の把握に際し、医療機関の

側で考慮する必要のある事項 

オプトアウトを制度的に認め、これを確実

に保証することになった場合、主に医療機関

が患者の拒否の意思を把握するに際し、実務

面で考慮することになる事項を表に記した。

まず、拒否の意思を示す者を、患者本人に限

定するか、家族など、本人以外の者に広げる

かが問題となる（表中ⅠとⅡ）。患者ががん告

知を受けていない場合や小児の場合、特に問

題となる。宮城県個人情報保護審査会の答申

では、拒否の意思表示の客体を「がん罹患者

又はその家族等関係者」とした。 

次に、拒否の内容は、概念的に、①匿名登

録であっても拒否、②連結可能匿名登録によ

る罹患集計だけなら可、③顕名登録による罹

患、生存率集計参加までなら可。研究利用は

不可、と、３つに分けられる（表中 A,B,C）。

しかしこれらの点を医療現場で主治医（医療

機関）ががん患者に説明し、かつ理解を得る

ことは、実際にはかなり困難であることが予

想される。宮城県の事例では、拒否の意思が

示された場合、②であると一律にみなして対

応することになった（正確には罹患率と、宮

城県庁での死亡情報把握による生存率集計に

利用）。 

次に、患者の意思の表明が、口頭であって

も文書であっても、病院内の誰に対してなさ

地域がん登録室

市区町村

医療機関

一般住民

研究者

道
府
県

①登録情報の収集
（届出、出張採録）

②情報還元
（集計デー
タ、予後情
報など）

③死亡小票の転写票

④報告書等

⑤住民票照会 ⑥回答

⑦集計

データ公表

⑧情報利用

申請

⑨提供

死亡小票使用
許可申請

死亡小票
使用許可

図　情報伝達面から見た地域がん登録事業の仕組み

厚生労働省
統計情報部



れるか（主治医、看護師、医事課職員等）、ま

たは、直接がん登録室へ電話や郵便でなされ

る場合によって、拒否の意思の確認方法と取

扱い方をそれぞれ決めるか、もしくはどれか

１つに定めておく必要がある（表中 1,2,3）。 

次に、拒否の意思を表明した患者がいた場

合、その後その患者の情報が別の医療機関等

からがん登録室に入ったときに、その情報の

登録を停止する等の作業をするために、その

患者の氏名等の個人識別情報をがん登録室に

知らせておく必要がある(拒否者の通告)。病院

からがん登録室にこれを知らせる方法は、そ

の病院の従前からのがん登録室に対する情報

提供の方式に依存することになると思われる。

すなわち、届出方式では拒否者カードまたは

電子媒体による拒否者リストの提出（表中 a,b）、

出張採録方式では、カルテ内に所定の欄を作

り、拒否の意思を表示しておき、これを出張

採録に訪れたがん登録室の職員が把握する方

法が考えられる（表中 c）。医療機関内におい

て実際にこの作業をもれなく確実に実行する

仕組みを作ることは、相応の負担を生むと予

想する。 

次に、拒否の意思のタイミングが、通常の

登録の作業の前になされる場合と、登録され

た後でなされる場合が考えられる（表中ｱ,ｲ）。

後者の場合は登録の削除請求と同じことにな

る。この場合、これに応じたとすると、登録

データの偏りが生じるというオプトアウト一

般が持つ登録精度上の問題に加えて、削除す

る前と後で、集計結果に違いが生じるという

不合理も生じることになる。 

（３）がん登録室が拒否者を把握した後、拒

否者の意思に応じた対応をするための

作業 

１）匿名登録であっても拒否の場合 

(表中の A) 

まず、拒否者登録リスト（またはファイル）

を作成する。新規拒否者が現れる毎にこれを

追加更新する（第１行程）。次に、新規登録候

補者ファイルを作成する（第２行程）。次に第

１と第２の行程のファイルどうしを照合し、

マッチした者は、その者の新規登録候補者フ

ァイル内のレコード全てを削除する（第３行

程）。次に、第３行程でできた新規登録候補者

ファイルをマスターファイルと照合し、適宜

データをマスターファイルに追加する（第４

行程）。そして第２から第４行程を１年に１回

程度の頻度で毎年くり返す。この時、第１と

第３行程は、がん登録室の職員ではない者が、

これにあたることが期待される。なぜなら、

拒否者の氏名をがん登録室の職員に見られな

くするためである。 

２）連結可能匿名登録なら可の場合 

（表中の B）。 

第１、第２行程までは１）と同じである。

第３行程の作業中でマッチした者に、任意の

番号を発生させ、それを拒否者登録リストに

追加し、同じく新規登録候補者ファイルに追

加し、新規登録候補者ファイル上のその者の

個人識別情報のみを削除（連結可能匿名登録）

する（第３行程）。第４行程は１）のそれと同

じである。第１と第３行程は、がん登録室の

職員ではない者が、これにあたることが期待

される。なお、宮城県では、拒否者の氏名を

がん登録室の職員に見られなくするため、県

庁の保健福祉部健康対策課職員がこれを担当

することになった。 

３）研究利用のみ不可の場合（表中の C）。 

顕名で登録するまでは通常の登録作業と同

じ作業を行う。その後で拒否者情報を元にし

て、表中 C に相当する拒否者か否かを識別す

る項目を全件に対して発生させる。研究利用

の際に該当拒否者を対象データから削除する。 

４）拒否を認めた場合の当該患者の死亡情

報の取り扱い 

 



地域がん登録事業では図に示すように、人

口動態死亡票の中のがん死亡者を把握し、そ

の中で未登録であったがん患者の補完登録を

行っている。該当がん死亡者の死亡診断書作

成医療機関に対して、がん罹患時の情報の届

出を依頼している。死亡情報から遡って罹患

時の情報を把握する行為について、オプトア

ウトした患者については、次の３通りの対応

が考えられる。第１は、死亡者の個人情報は

個人情報保護法の対象外であるから、生前拒

否した者であっても、遡及調査は行って良い

とするものである。第２は、故人の意思を尊

重して、死亡票から得た死亡事実も含めて一

切の情報の登録、利用を行わないとするもの

である。第３は、死亡票から得た死亡事実の

把握による罹患および死亡率の集計には用い

るが、生前の医療情報をがん登録室が遡及し

て把握することは控えるとするものである。 

第２の場合、地域がん登録室（または部外

のマッチング担当者）は、死亡事実の把握に

よる登録を停止するため、死亡事実で把握さ

れた新規登録候補者を拒否者ファイルと照合

する必要が生じる。また、第３の場合でかつ

拒否の内容が表３のＡの場合、該当者を死亡

診断書作成医療機関に対する遡及調査のリス

トから外すために、やはり拒否者ファイルと

照合する必要がある。また、第１または第３

の場合であって拒否の内容が表３のＢまたは

Ｃの場合、既登録情報（Ｂは匿名、Ｃは顕名）

と死亡情報だけの新規登録レコードとの重複

登録を避けるために、やはり拒否者ファイル

と照合する必要がある。 

（４）実務面での諸問題 

オプトアウトを制度化する場合の実務上の

問題点は、第１に上記に示すように、拒否者

登録をしなければならないことである。この

点に関し、拒否の意思を形成する者の多くは、

自己情報の病院外への移動を控えてもらいた

いとの思いから拒否の意思の表明に至ると推

察する。しかし、実際には意思の動機と意思

を反映した結果が相反してしまうのである。 

第２に、宮城県の対応がそうであるように、

拒否者リストの更新や保管および新規登録候

補者ファイルとの照合作業と、連結可能匿名

化登録の場合の連結ＩＤ番号の発行管理は、

がん登録室以外の機関の者がこれを行うこと

になる点である。これにより、個人情報取り

扱いの安全性およびデータプロセッシング上

表 がん患者のオプトアウトを制度的に認める場合、拒否の意思の把握に際して医療機関が 
考慮することになる事項 

拒否の意思

を示す人 
拒否の内容 拒否の意思の最初

の把握場所、人 
拒否の意思のがん登録

所への伝達・把握 
拒否の意思の

タイミング 

Ⅰ患者本人 A.匿名登録で 
あっても拒否 

1.主治医 
(外来/病棟) 

a.届出票方式では、拒否

者カードの送達 
ｱ .登録される

前 

Ⅱ家族など、

本人以外 
B.連結可能匿名登

録による罹患集

計だけなら可 

C.顕名登録による

罹患、生存集計ま

でなら可。研究利

用は不可。 

2.看護師 
(外来/病棟) 

3.医事課へ 

4.直接がん登録所

へ 

b.院内がん登録からの

移送では、拒否者リス

トの移送 

c.出張採録方式では、カ

ルテ内の拒否記載患

者の把握 

ｲ .登録された

後(削除請求

と同じこと) 

 



の正確性の危険度が、通常のがん登録業務の

時に比べて増加する恐れがあることである。 

この対立の構図において、自己情報コント

ロール権の行使によっても拒否者登録の必要

性から（がんに罹患した個人であるとの）個

人情報が院外に提供されることを止められな

いので、その正の価値があるとしても、その

正の価値は、行使できるコントロール権、こ

の場合、がん登録事業に自己情報を使わせな

い権利を行使したこと以外に、ほとんど見出

せないと思われる。次に、上記①に関して、

拒否する者が少数に止まるなら、登録精度は

たいして低下しないので、負の価値に数える

ほどのことはない、とする意見がある。これ

に対しては、いわゆるがん患者に占める拒否

者率は、その病院でのがん登録事業やオプト

アウト制度に関する患者への説明方法、説明

にかける時間と、拒否の意思の表明方法およ

びその意思の確認方法の如何により、相当程

度規定されることが予測できる。また、たと

え拒否者が少数に止まったとしても、その者

のがんが例えば悪性中皮腫のような稀な腫瘍

である場合は、罹患率の集計結果等に無視で

きない影響を及ぼすことが予測される。よっ

て、①の事柄は、上記対立の中で負の価値に

止まるものと思われる。また、上記②に関し

て、負担を軽減する目的で表に示したオプト

アウトの制度化に伴う医療機関内の作業を大

幅に簡素化することも考えられる。しかしそ

うなれば、オプトアウト制度を知らないため

に、この制度を使わなかったり、内容理解が

不十分なため本心とは異なった拒否内容の意

思表示をしたり、意思の把握漏れが生じたり

することが予測される。これによって、オプ

トアウト制度が生む正の価値も同時に減損す

るという構図になるものと思われる。 

第３に、医療現場の負担は無視できないほ

ど大きくなると思われることである。地域が

ん登録事業の病院内での患者への周知方法は、

ポスターやリーフレットなどの広報媒体を通

じて行われているが、オプトアウトを導入す

ることになると、拒否する場合の内容や、そ

の後の拒否者登録等の情報の取り扱いまでき

ちんと説明しなければならなくなる可能性が

生じる。また、拒否の意思表明の主体、内容、

客体、手段、時期により、表に示した様々な

バリエーションが生じ、日常診療の中でこれ

らを確実に情報処理する院内体制を作ること

は、相当の負担になると予想する。この場合、

これらの診療外業務に要するコストを誰が負

担するのかも問題となる。 

 

Ｄ．地域がん登録事業における患者のオプト

アウトをめぐる倫理的問題 

一般に、ある事柄において倫理が問題にな

るのは、その事柄をめぐり、複数の倫理的価

値が対立する構図になっていることによる 4)。

今回の場合、どのような価値がどのように対

立しているのかを具体的に記述する。 

第１の構図は、登録の拒否の意思を形成し

た患者の自己情報コントロール権の行使によ

る自律性に関する正の価値と、これを保証し

た場合に生じることが予想される、①がん登

録事業における全数把握原則の崩壊による登

録精度の低下の危険性、これによる事業成果

の損傷が生む公益性に関する負の価値、およ

び②制度を保証するために医療機関にかかる

相当程度の負担との対立である。社会におけ

るこの正の価値の総和が、この負の価値の総

和の絶対値を上回るとなれば、オプトアウト

は社会に受け入れられる必要条件の１つを満

たすことになると考えられる。 

第２の構図は、拒否の意思を表明するがん

患者と表明しないがん患者との間の受益（正

の価値）と負担（負の価値）のバランスにつ

いてである。この関係の中で、がんと診断さ

 



れ、診療を受けることになったとき、両者（拒

否する患者としない患者）が平等に得られる

正の価値は、等しくがん医療を受け、等しく

直接・間接的にがん登録データから得られた

生存率情報などを利用してがん医療に関する

自己決定をし得る立場を保持できることであ

る。両者が平等に受ける負の価値は、オプト

アウト制度の維持に係る医療従事者の診療行

為外の負担増に伴う診療への制約がもたらす

影響である。拒否する患者のみに生じる正の

価値は、自己情報コントロール権の行使によ

る当該個人の満足感（安心感）であろう。他

方、拒否の意思を表明しなかった患者の中で、

拒否の意思表明を自制した患者に生じる負の

価値は、自己情報コントロール権の放棄によ

る当該個人の不満感（不安感）であろう。こ

の構図では、拒否の意思を表明する患者と表

明しない患者の間で、受益と負担のバランス

に不平等が生じている。 

 

Ｅ．考察 

「医療・介護ガイドライン」3）が示す地域

がん登録室に対する患者情報の提供に係る個

人情報保護法第 16 条（利用目的による制限）

および同第 23 条（第三者提供の制限）の除外

規定に共通して持つ事業の性質から類推して、

地域がん登録事業におけるオプトアウトの容

認は、現行法の枠内では予定されない考えで

あると思われた。次に、この制度を仕組みと

して成り立たせるためには、実務面で医療機

関とがん登録室側に様々な問題が生じ、これ

らは双方に無視できない負担をもたらすこと

が考えられた。また、この制度を導入した場

合、社会にもたらす価値と損失のバランスを

実際に考えると、観念論的に自己情報コント

ロール権は保証されなければならないという

だけでは済まされない様々な影響を医療、公

衆衛生の現場にもたらすことが考えられた。

また、がん患者間に新たに生じる不平等につ

いても、平等の価値を犠牲にするだけのどの

ような価値を社会に生み出すのかについて、

筆者は明確な解答を用意できない。以上の点

を総合的に考えると、地域がん登録事業にお

いては、オプトアウトを制度的に認めるべき

ではないと結論する。 

しかしながら、冒頭で述べたように、地域

がん登録事業は道府県が実施主体であるため、

この事業における個人情報の取り扱いは各府

県の個人情報保護審査会が判断することにな

る。この場合、ある県の審議会で国が示した

ガイドラインの趣旨とは異なった答申が示さ

れたとしても、その県は宮城県で起きたよう

にその内容に拘束されてしまう。この状況を

回避し、事業の基盤を安定させるためには、

米国などのように地域がん登録事業法を制定

し、その中で医療機関からのがん患者情報の

届出を義務化するとともに、地域がん登録室

の職員が、管轄内の医療機関の患者情報にア

クセスし、登録に必要な情報を採録する行為

に法的保証を与えることが、唯一の解決策で

あると考える 5)。 

厚生労働大臣の私的諮問機関である「がん

医療水準均てん化の推進に関する検討会」は、

平成 17 年 4 月に報告書を提出した 6)。この報

告書は、がん医療水準を均てん化するために

は、がん医療の実態把握と地域較差の検証機

能を持つ地域がん登録事業の強化が重要であ

ることを指摘した上で、国の果たすべき役割

として、①がん登録制度の法律上の位置付け

のあり方の検討、②国による地域がん登録事

業に対する支援強化、③登録方式の標準化、

④院内がん登録の整備促進を提言した。我が

国で毎年 50 万人以上が罹患するがん 7)を征圧

するための有力な情報インフラである地域が

ん登録の強化を目指して、その法的基盤を早

急に整えることが求められる。 
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研究要旨 
 がん患者の予後情報を有する地域がん登録資料は、当該地域のがんの医療水準の

評価・モニタリング、生存率較差の分析、がん有病者数の推計に、必須の情報イン

フラとなる。また、届出医療機関に地域がん登録室が精度の高い予後情報を提供す

ることにより、各病院が正確ながん患者の生存率を算出し、患者が診療方針を自己

決定することを間接的に支援することができる。しかしながら、登録がん患者の予

後調査を実施しているところは、登録事業実施 34 道府県のうち 18 府県に止まっ

ており、その中で、届出医療機関に予後情報を提供するための利用規定が用意され

ていることころは、8 府県に限られている（平成 17 年時点）。 
 地域がん登録室が行う予後調査方法は、人口動態死亡票の目的外使用（統計法

15 条 2 項）と、住民基本台帳法に基く住民票照会または台帳の閲覧がある。人口

動態死亡票の目的外使用は、その承認申請手続きや登録がん患者との照合作業に、

実務面で相当の負担が生じている。また、住民票閲覧に関しては、本人の同意を得

ることが困難であることから、この方法は今後法的に不安定な状況になる可能性が

否定できない。 
 登録されたがん患者の予後情報を活用し、これを当該地域のがん対策や患者の自

己決定に役立てられる体制を整えるためには、地域がん登録事業法の制定と、その

中での予後調査に関する法的位置付けを明確にした上で、関連する法律との調整を

図る必要がある。 
 

Ａ．地域においてがん患者の予後情報を把握

する意義 

がん医療の評価のための重要な指標として、

がん患者が診断・治療を受け、一定期間経過

した後に生存していた者の、観察当初患者数

に占める割合（生存率）が用いられている。

がん患者の生存率は、臓器別に各医学会や、

がん専門診療施設を単位として集計、公表さ

れている1）。また、臓器毎のがんの生存率を、

インターネット等で公開している病院もある。

しかし、地域全体のがんの医療水準を評価・

モニタリングしたり、地域内の生存率較差を

分析したり、その地域のがんの有病者数（が

んに罹患してから一定期間生存している患者

の数）を推計するためには、その地域で罹患

した全てのがん患者を対象とした精度の高い

生存率を継続的に算出することが望ましい。

そのため、いくつかの府県の地域がん登録事

 



業では、登録されたがん患者について、診断

後の生死の状況を把握することに精力を注い

でおり、この情報を用いて目的に応じた生存

率値の算出を行っている2-10）。最近の事例で

は、地域がん登録資料に基く病院群間の生存

率較差のデータが元となってがん医療の均て

ん化に関する認識が高まり、平成 16 年度から

始まった国の第３次対がん総合戦略研究事業

の具体的目標が定められたことが挙げられる。 

 

Ｂ．届出医療機関に予後情報を提供する意義 

地域でがん医療の中核となる病院が正確な

がん患者の生存率を集計し、これを公表する

ことは、がん医療の均てん化に極めて重要11）

であるばかりでなく、がん患者が病院を選択

する際の判断材料ともなり得る。また、診療

の場において患者への予後や診療方針を説明

し、患者が診療方針を自己決定する際の資料

としても有用となる。 

がん患者の生存率は、診断から５年後の時

点の生存割合である、５年生存率が一般に用

いられている。各病院が、そこで診療を受け

た全てのがん患者の診断から５年後の生死の

状況を自力で把握することは、転居等の消息

不明者が発生することから、通常容易なこと

ではない。対象患者における消息不明者の割

合が 5％を超えると、算出された生存率は、真

の値よりも高めに出ることが知られている12）。

地域がん登録室では、通常、人口動態死亡票

の目的外使用や、住民票照会などの方法によ

り、精度の高い予後情報を把握している13）。

そこで、こうして得られた精度の高い登録患

者の予後情報を、地域がん登録室が届出元の

医療機関の求めに応じて提供することができ

れば、上記問題の解決につながり、正確な情

報に基くがん患者の自己決定権の行使を、よ

り確実なものにすることができる。さらに、

医療機関にとって、届出た患者の予後調査を

がん登録室が代行してくれることになれば、

がん患者の情報をがん登録室に届け出るイン

センティブにもなると思われる。 

 

Ｃ．予後調査を行っている道府県 

地域がん登録事業において登録されたがん

患者に対して、予後調査を実施している道府

県については、第３次対がん総合戦略研究事

業「がん予防対策のためのがん罹患・死亡動

向の実態把握の研究」班が報告した、地域が

ん登録実施状況調査結果報告書14）の中で示さ

れている。これによると、平成 16 年の時点で

同事業を実施していた 34道府県のうち、岩手、

宮城、山形、千葉、神奈川、富山、福井、愛

知、滋賀、大阪、鳥取、広島、山口、高知、

長崎、熊本の 16 府県（47％）が予後調査を行

っていると回答した14）。この中で、予後調査

の方法に関する自由記載内容から、人口動態

死亡票のみを用いていると判断できるところ

が 10 県、住民票照会または台帳の閲覧のみに

よるところが 3 県、両方行っているところが 2

府県と推定され、自由記載がなく、内容不明

が 1 県であった14）。また、この回答の他に、

県内の全死亡票との照合により、登録がん患

者の予後を把握している県は、栃木と佐賀の 2

県であることを、電話調査により筆者が確認

した。これらを合計しても、予後調査を実施

している県は、地域がん登録事業を実施して

いる府県の中で半分に過ぎず、47 都道府県の

中では約３分の１に止まっているのが現状で

ある。なお、人口動態死亡票のうち、死因が

がんであるか、がんと記載のある死亡票につ

いての死亡情報だけを同事業に用いている府

県は、予後情報の把握精度が十分ではないた

め、上記に含めていない。 

 

Ｄ．予後調査をめぐる法的・実務的課題 

 (1) 人口動態死亡票を用いた予後調査 

 



人口動態死亡票は統計法第２条の指定統計

であり、これをがん登録患者の予後の把握を

目的として使用するためには、同法 15 条 2 項

に基き、総務大臣の承認を得なければならな

い（指定統計の目的外使用）。事務手続きは、

登録作業実施施設長の決裁を経て、知事、厚

労省大臣官房統計情報部、総務省へと渡る。

筆者はこれまで大阪府がん登録資料のための

人口動態死亡票の目的外使用の承認申請の事

務手続きを複数回経験した。いずれの回も申

請から承認まで、約２年を要した。これに対

し、１回の承認申請で総務省が認める死亡票

の使用期間は５年である。統計法は戦後間も

ない昭和 22 年に施行されたが、指定統計の活

用については、施行当初から実質的には厳し

い制約がかけられていたと言えよう。34 道府

県中、人口動態死亡票を用いた予後調査を実

施している府県が 14府県に止まっている理由

の１つは、目的外使用の承認申請手続きのハ

ードルの高さにあると推察する。 

人口動態死亡票を用いた登録がん患者の予

後調査を実施する府県を増やすためには、現

行の承認申請手続きの簡素化を図る必要があ

る。これを可能にする手段として第１に、統

計法を改正し、情報化が進む社会の要請に応

じて指定統計の使用目的の範囲を拡大するこ

とが考えられる。地域がん登録事業の他にも、

指定統計を効率的に活用して公衆衛生の向上

に役立てられる保健・医療分野は、多く存在

する。公衆衛生分野の有識者が厚労省と協力

し、統計法改正に向けた協議を開始すること

が期待される。 

また、個人情報保護法においては、死亡者

の個人情報は、同法の適用外となっている（第

２条の①）。そこで、死亡票の使用による行政

事務の効率化と、使用が生み出す公衆衛生的

な価値を考えると、第２の手段として、人口

動態死亡票をがん患者の予後の把握のために

「目的内」使用できる道を開くため、その法

的根拠となる「地域がん登録事業法」の制定

と、その中に事業目的の１つとして、生存率

の算定を明記しておく方法が考えられる15）。 

次に、実務面から見ると、登録されたがん

患者ファイルと、その県の人口動態死亡票を

照合し、その中から該当する死亡者を把握す

るという作業は、照合に使う双方の対象件数

が膨大である上、照合の結果、複数の類似者

の中から該当する同一人を確定する作業は手

作業となるため、職員数の少ない各登録室に

とって相当負担のかかる実務となっている。

また、日本のがん登録は総じて登録精度が先

進諸国のそれに比べて低いため、登録精度の

向上が実務的な優先課題となっている14）。こ

のことも、この作業を行う登録室が全体の半

数に止まっている理由の１つであると推察す

る。これに関し、現在、人口動態調査オンラ

インシステムが広がりつつある。がん登録者

ファイルとこのシステムを有効に活用すれば、

上記作業は大幅に軽減できる可能性がある。

具体的には、国（国立がんセンター）が各県

のがん登録者ファイルを集約し、同オンライ

ンシステムを用いてがん登録患者の死亡情報

を一括把握し、これを各県に還元する方法が

考えられる。こうすれば他府県に転出した患

者の死亡をも把握することができる。この作

業を可能にするためには、一時的にせよ個人

識別情報を国に提出することになるので、や

はり同事業の予後調査に関する法的位置付け

があることが望ましいと思われる15）。 

(2) 住民基本台帳を用いた予後調査 

住民基本台帳を用いた予後調査方法には、

がん登録室で死亡が確認されていない患者の

リストをがん登録室が患者の住所地の市区町

村毎に作成し、これを市区町村に送付し、担

当職員に除票となった死亡者の情報を返送し

てもらう方法（住民票照会）と、がん登録室

 



または保健所の職員が市区町村に出向き、台

帳を閲覧して死亡者を確認する方法とがある。

現状において他府県に転出した患者の予後を

もれなく把握するにはこれらの方法を用いる

ことが通常必要となる。 

住民基本台帳の閲覧に関し、個人情報保護

の観点から住民基本台帳法を改正する動きが

現在進んでいる。平成 17 年 10 月 20 日、総務

省は「住民基本台帳の閲覧制度等のあり方に

関する検討会報告書」16）を公表した。これに

よると、住民基本台帳法第 1 条が示している

「国及び地方公共団体の行政の合理化」を図

るための閲覧は、国及び地方公共団体の職員

による職務上の利用（公用）であれば、必要

な限度で情報を利用・提供できるもの、とさ

れている16）。このことから、地方公共団体の

職員が行うがん登録患者の予後把握のための

住民票閲覧は、同法の改正後も、可能となる

見通しを筆者は持つ。 

しかしながら、個人情報保護の風潮が強ま

ると、市町村の担当職員の中には、登録がん

患者本人の同意がないことを理由に、上記の

ような法的解釈だけでは納得せず、独自の判

断でその閲覧に制約をかける場合が出てくる

ことが予想される。そうなると、消息不明者

の増加による精度の低下をまねくことにもな

りかねない。このような予見し得る事態を回

避するためには、住民基本台帳法 30 条の 7 項

の、本人確認情報の提供に関する規定により、

がん登録室（知事）への情報提供を同法の別

表に例示しておく等の措置が必要になるであ

ろう。そのための法的根拠として、やはり「地

域がん登録事業法」の制定と、その中に事業

目的の１つとして、生存率の算定を明記して

おくことが必要になると考える15）。 

 

Ｅ．手続き面から見た、予後情報の提供に関

する地域がん登録室の現状 

がん登録室に対する届出医療機関からの届

出患者に関する予後情報の提供依頼に関して、

いくつかのがん登録室は、所定の手続きを経

て、死亡事実を把握している患者の死亡年月

日を提供しているのが現状である。地域がん

登録実施状況調査結果報告書14）に掲載された

各府県の実施要綱を筆者が通覧したところ、

予後調査を行っていると回答した（電話調査

による栃木、佐賀を含む）18 府県のうち、①

届出医療機関に対する予後情報の提供のため

の規定を持つ府県は、岩手、宮城、栃木、神

奈川、大阪、佐賀、長崎、熊本の 8 府県しか

ない。その他は、②予後情報の提供のための

規定がなく、登録情報の研究的利用などの別

の利用規定を準用することになると思われる

6 県（山形、福井、滋賀、鳥取、山口、高知）、

③登録情報の提供の条件から個人情報は除か

れることが明記されていることから、予後情

報の提供が手続き上困難であると思われる 1

県（愛知）、④情報の提供に関する規定が見当

たらない 3 県（千葉、富山、広島）に分類さ

れた（表 1,2）。 

②の場合で、届出医療機関の予後情報の入

手が登録情報の研究的利用であると手続き上

見なされる場合は、事前に倫理審査委員会の

承認を得ておく等の手間が医療機関側にかか

る。このため、その提供の申請は、①の場合

による比較的簡便な申込み手続に比べると、

抑制されることが予想される。 

 

Ｆ．予後情報の届出医療機関への提供をめぐ

る法的解釈と課題 

がん登録室に対する届出医療機関からの届

出患者に関する予後情報の提供依頼に関して、

当該患者が生前このような方法での情報提供

に同意していないことを理由に、その情報提

供に慎重な態度を取るべきであるとの意見が

ある。この点に関する法的解釈としては、死

 



亡者の個人情報は、個人情報保護法の適用外

である(第２条の①)。よって、生存している者

の個人情報の提供を行わない死亡年月日等の

死亡情報の提供は、個人情報保護法の制約を

受けないと考えることができよう。 

他方、医療に関する情報においては、死亡

者の個人情報についても、生存者のそれと同

等に扱うべきであるとする立場がある。また、

住民票照会などによって得た生存がん患者の

最終生存確認日を提供する場合は、生存者の

個人情報の提供に当たる。このような場合は、

地域がん登録事業の実施主体である道府県の

個人情報保護条例の適用を受けることになる。

例えば、大阪府個人情報保護条例第８条（利

用及び提供の制限）では、実施機関（この場

合地域がん登録室）が保有する個人情報を、

当該実施機関以外の者に提供できる場合とし

て、同条第６項「専ら統計の作成又は学術研

究の目的のために利用し、又は提供する場合

で、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害

するおそれがないと認められるとき。」とある。

この条項を根拠として大阪府では生存者の最

終生存確認日を含む予後情報を届出医療機関

に提供するための事務手続を用意し、実際に

提供されている。 

しかしながら、このような法的解釈や各自

治体の条例だけで現状の運用を維持すること

は、自己情報コントロール権に関する国民の

意識の高まりを予想すると、次第に困難にな

ることも予想される。現時点においてさえ、

予後調査を実施している府県のうちで届出医

療機関に対する予後情報の提供のための要綱

上の規定を持つ府県が 8府県しかないことは、

予後情報を提供する行為が法的に不安定であ

ると認識している府県の方が多いことによる

のかもしれない。現在、法律で規定されてい

る地域がん登録の事業目的は、健康増進法第

16 条が示すがんの発生の状況の把握だけであ

る（これについても、がん有病者数の把握の

ための予後調査は、がんの発生の状況把握の

手段の一つであるとも考えられる）。そこで、

同事業において予後情報を届出医療機関へ提

供する行為に法的安定性を持たせるためには、

地域がん登録事業法の中で明確な位置付けが

なされ、その上で各府県が予後情報の提供に

係る共通の事務手続きを持つことが必要であ

る15）。 

最後に、各府県が行う人口動態死亡票の目

的外使用の申請手続においては、各がん登録

室が届出医療機関に対して死亡票から得た死

亡情報を提供する行為は、死亡票から得た情

報の「又貸し」に当たるとして、目的外使用

の範囲に含まれていないという解釈を指摘し

たい。これにより、人口動態死亡票のみから

予後情報を得ている栃木県や千葉県がん登録

では、せっかく予後調査をしていながら、現

状ではこれを届出医療機関に提供する道を閉

ざしている（平成 17 年時点）。他方、病院が

算出するがんの正確な生存率値は、がん患者

およびその家族にとって、最も知りたい情報

の１つとなっている。そこで、第３次対がん

総合戦略研究事業「がん予防対策のためのが

ん罹患・死亡動向の実態把握の研究」班では、

この手続面での不合理を解決すべく、その方

策が検討されている。この課題が解決される

よう期待したい。また、「地域がん登録事業法」

が制定され、予後調査と予後情報に係る法的

基盤が整うよう、さらに、関連法規との調整

が図られるよう、日本のがん対策を推進する

厚生労働省がリーダーシップを発揮すること

を願う。 
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表 1．届出医師・医療機関に対する届出患者の予後情報の提供に係る手続きの規定等（第３次(事前調査)結果報告書 050901 より抜粋，編集） 

道府県 提供の根拠となる規定 利用の条件等 手続面から

みた利用の

可否 

申請先 審査機関※ 備考 

岩手県 利用規定第 8 条 
予後情報の利用申請 

届出医療機関または届出医師 可能 県地域がん登

録運営委員長

記載なし  

宮城県 実施要領 2(3) 
医療機関への情報提供 

医療機関 可能 宮城県新生物

レジストリー

委員会 

記載なし  

栃木県 管理要領第 10 
予後情報利用の手続き 

過去に届出をした主治医また

はその医療機関 
可能 栃木県地域が

ん登録室 
記載なし 2005年時点で

は提供を停止

中 

神奈川県 業務処理及び利用に関する規定

3.(2)ｲ 
予後情報サービス 

届出医療機関 可能 神奈川県地域

が ん 登 録 室

（申込み） 

記載なし  

大阪府 利用に関する取扱要領 届出医師・医療機関への予後

情報の提供は、業務の一環と

して届出医師・医療機関から

の申込みにより行う。 

可能 府立成人病セ

ンター調査部

調査課（申込

み） 

記載なし  

佐賀県 業務処理および資料の利用に 
関する規定第 7 条 
予後情報サービス 

届出医療機関の医師 可能 県健康増進課 記載なし  

長崎県 事務取扱い要領第 6(2) 
届出医療機関等への予後情報の

提供 

届出医療機関等 可能 県福祉保健 
部長 

記載なし  

熊本県 情報の提供に関する規定 2(2) 
予後情報利用の手続き 

届出医療機関等 可能 県健康づくり

推進課長 
記載なし  

各道府県の事業実施要綱、実施要領による。 
※予後情報の提供に関する事務手続が定まっている府県では、届出医療機関から提供の申込みと担当部署での受付という比較的簡易な手続によ

るため、審査機関を要綱中に明記する必要性が低かったものと推察される。 

 



表 2．届出医師・医療機関に対する届出患者の予後情報の提供に係る手続きの規定等（第３次(事前調査)結果報告書 050901 より抜粋，編集）

＜続き＞ 

道府県 提供の根拠となる規定 利用の条件等 手続面から

みた利用の

可否＊

申請先 審査機関 備考 

山形県 実施要領第 8 の 3 
統計資料及び登録資料の利用と

提供 

事業目的の達成に寄与すると

認められた場合 
可能と 
思われる 

山形県がん・

生活習慣病セ

ンター所長 

同左 個人情報の研

究利用の時の

手続きを準用 

福井県 取扱規約第 5(1) 
データ利用の定義 

利用とは、がん登録事業を日

常業務にしていない者が、臨

床目的や…事業が本来目指し

ている目的のために…外部に

持ち出すこと 

可能と 
思われる 

福井県医師会

がん登録委員

会 

同左および福

井県健康増進

課長 

研究利用の際

の手続きを準

用 

滋賀県 取扱要領 5(2) 
がん登録資料の利用申請 

使用できる情報の形態が、統

計出力帳票及び個人を規定し

うる可能性のある情報を含ま

ない患者（腫瘍）単位の資料＃

可能と 
思われる 

県健康福祉 
部長 

同左 統計資料、予

後、研究的個

人単位の情報

提供、は全て

同じ手続き 

鳥取県 実施要綱第 11 条 
利用及び提供の制限 

疫学研究への活用等提供する

ことに公益上の必要、その他

相当な理由があると県が認め

る時 

可能と 
思われる 

県 県 研究利用時の

手続きを準用 

山口県 利用手続要領第 3 条 
利用の基準 

がん予防対策及びがん医療水

準の向上に寄与 
可能と 
思われる 

県知事 県成人病検診

管理指導協議

会がん登録・評

価部会 

研究利用の際

の手続きを準

用 

高知県 データ利用の内容・ 
許可手続き 

明文化されていない 可能と 
思われる 

高知県医師会

内がん登録室

記載なし 研究利用時の

の手続きを準

用 

愛知県 要綱第 6 
統計資料の利用 

個人情報を除く 不可能と 
思われる 

不明 不明 死亡年月日は

統計資料では

ない 

千葉県 利用規定がない  不明 不明 不明 2005年時点で

は提供を停止

中 

富山県 利用規定がない  不明 不明 不明  

広島県 利用規定がない  不明 不明 不明  
各道府県の事業実施要綱、実施要領による。要綱、要領に明記されず、内規等の形で手続きが定められている場合もあると推察される。 
＊手続面から見た利用の可否は、各府県の要綱、要領から筆者が判断した。判断の根拠を備考に示した。 
＃届出医療機関からの予後情報提供依頼に際し、届出医療機関からは、通常、対象患者の氏名等の個人識別情報リストが提出され、がん登録室

はそのリストに対して、保有する死亡情報を付加し、提供する。したがって、がん登録室から当該届出医療機関に対して、新たに個人識別情報

の付いた医療情報が移送されることは、ない。よって、この条件では、予後情報の提供は排除されないと考えられる。 

 



厚生労働科学研究費補助金（第３次対がん総合戦略研究事業） 
分担研究報告書 

 
            地域がん登録事業に求められるもの 

  ――登録データをさらに有効活用するために 
 

分担研究者 増成 直美 財団法人放射線影響研究所臨床研究部研修教育科 
 

研究要旨 
 個人情報保護法の全面施行 1 年を迎える中、多くの分野で、法の趣旨が的確に理

解されず、問題が山積している状況にある。地域がん登録事業においても、患者の

同意なく、さらに拒否権さえも与えず登録を行うことの正当化を訴える議論が溢れ

ている。しかしながら、個人情報保護法は、本来、「個人情報の有用性に配慮しつ

つ、個人の権利利益を保護すること」を目的とする法律であり（1 条）、医療現場

においてはインフォームド・コンセントが定着しつつある中、何を根拠にがん登録

だけを優遇するのかについての説得的見解はまだ見つからないように思える。 
がんは生活習慣病の一つとして位置づけられていることから、その調査・研究に

は患者の関与が不可欠である。したがって、患者とともに、患者を巻き込んで機能

する事業であるべきではないだろうか。患者に何も知らせず登録を行うことは、患

者にも、登録事業にも、そんなに利益があるとは思えない。罹患率、死亡率、生存

率といったこれまでのルーチン業務にかぎらず、新たな研究計画とそれにより期待

される成果を提示し、患者の要望に応えられる事業を目指すべきである。 

 
Ａ．研究目的 
わが国において、個人情報保護法が完全施

行されてまもなく 1 年を迎えるが、医療分野

にかぎらず様々な領域で、問題は山積してい

るようである。本来、個人の自己情報コント

ロール権を保障することが、個人情報保護法

の目的であるはずだが、その義務を負う「個

人情報取扱事業者」は、自己防衛方策に奔走

している様子である。そのような状況の中で、

本研究班の目的とするところは、主任研究者

の丸山英二教授によれば、「がんの予防や治療

などの対がん活動の評価に不可欠な地域がん

登録の役割を踏まえつつ、情報の収集・開示，

成果の公開について現状を把握し、精度向上

の観点と、個人情報保護やインフォームド・

コンセントの理念などの法的倫理的観点から、

そのあり方を指針のかたちで提示することに

よって、国民の理解と信頼のもとで実施され

るがん登録事業を推進することである」。 
地域がん登録事業は、現在、「一定地域に居

住する人口集団において発生したすべてのが

ん患者を把握し，その診断、治療に関する情

報、ならびに予後情報を集め、保管、整理、

解析すること1」とされているが、その最終的

な目標は、がんという疾患の予防、治療、撲

滅であり、本来、地域がん登録事業と患者の

利益は、相反するものではなく、一致すべき

ものである。それなら、患者も積極的に協力

するはずであるから、現状のような協力を拒

否する患者の出現ばかりをおそれる議論があ



ふれている事態には、疑問を抱かざるを得な

い。地域がん登録事業と患者の利益が一致し

ていれば、患者も積極的に協力するはずであ

り、したがって患者から登録に関する同意を

得ることは困難であるとはいえなくなる。 
そして、がんという疾患が生活習慣病の一

つと位置づけられることから（健康増進法 16
条）、がん撲滅を最終目標とする調査・研究に

は、患者の生活習慣に関する情報が不可欠と

なる。しかし、現在わが国で行われている地

域がん登録事業において収集されている情報

の中には、それに関するものは見受けられな

い。また、どんな名医であっても、患者の生

活習慣を言い当てることは難しいと思われる。

したがって、当該調査・研究には、患者の関

与が不可欠となる。現在、総合病院などでは、

医療過誤、医療事故を予防する見地からも、

がん告知を積極的に行うようになっており、

患者側も、自己の病状を正確に知り、積極的

に治療に関与したいと考えている場合も多い

ようである。そこで、当該事業に登録される

ことに対する同意を患者から取得すること、

そして、患者本人から生活習慣に関する事項

等、より詳細な情報を収集することも可能と

なる。これらの情報を総合的に評価し、がん

の予防、治療に役立てることが、地域がん登

録事業の真に目指す目標であるとも思われる。

現状のような、罹患率、死亡率、生存率を求

めるといったルーチン業務に留まるのでは、

コスト・パフォーマンスの面からも問題があ

る。 
今日では、多くの場合、がん患者に対する

病理学上の情報を得て確定診断が下されてお

り、その情報も地域がん登録機関に登録され

ていることから、登録機関の有する情報の医

学研究データとしての価値はすこぶる高いも

のと評価できる。現在でも、コホートを持つ

研究者たちは、地域がん登録機関が有するデ

ータを利用して研究を進めているようである

が、コホートを有しない他の優れた研究者た

ちにもその利用の道が開かれるべきである。

これは、公益性を主張できる一要因にもなり

得る。的確にデータ解析をしてもらえるシス

テムの構築は、また、患者の求めるものであ

る。そのとき、コホートを有しない研究者た

ちにとっては、やはり登録されている人々の

協力により、その個人情報の収集が必要とな

る。 
地域がん登録事業の利益は、直接的には被

登録者には返せない、という議論がある。し

かし、新しい研究方法として、被登録者に新

規の研究計画に参加してもらい、地域がん登

録がこれまで蓄積してきたがんに関するデー

タと、新たに患者から収集するデータを用い

て、データ解析を行うことも可能と思われる。

研究の目標、方法、研究者によっては、すぐ

に患者の利益につながる研究結果を期待する

ことも、まったく不可能とも思えない。実際、

ドイツでは、いくつかの州で、このタイプの

研究が開始されており、連邦がん登録法もこ

れを予定している。そこで、ドイツの連邦が

ん登録法および各州の地域がん登録法を参照

しつつ、地域がん登録機関の有する情報のさ

らなる有効活用の可能性を探求し、患者が積

極的にかかわれるような新しい地域がん登録

事業の展開の模索を試みることにしたい。 
 
Ｂ．研究方法 
平成 16 年度に、ドイツ連邦共和国のいくつ

かの地域がん登録関係機関を訪問・調査した。

そこで、これらの結果と、現地で収集した資

料をも参照して、ドイツ連邦がん登録法およ

び 16 州の各々のがん登録法、さらにそれによ

り運営されている地域がん登録事業の状況を

参照しつつ、わが国の地域がん登録事業のあ

り方について、検討する。 

 



（倫理面への配慮） 
本研究は、ドイツの登録機関の職員に対す

るシステム全体に関する聴き取り調査の結果、

および文献を検討したものである。したがっ

て、研究の対象として、個人情報や身体・精

神に直接関わる研究方法を用いていないので、

倫理的問題はほとんどないと考える。また、

調査の過程で偶然に接することになった個人

情報に関しては、守秘を尽くした。  
 
Ｃ．研究結果 
1 ドイツがん登録データの研究への利用 
 連邦がん登録法 8 条（後掲資料参照）は、

保健施策上の措置のために、および重要で他

の方法では遂行できない公益を有する管轄官

庁の認可のある研究計画において、個人識別

データをがん登録機関のデータと必要な範囲

内で照合し、必要な識別データを解読し、お

よびこれを必要な範囲内で第三者に送付でき

る可能性を地域がん登録機関の一部である信

用機関2に与えている。信用機関は、解読され

た識別データ、もしくは受取人により特定の

個人が識別されうるデータの送付に先立って、

届出医を経由して患者の書面による同意を取

得しなければならない、としている。患者が

すでに死亡しているときは、信用機関は、不

相応な費用を伴うことなく可能なかぎりで、

近親者の書面による同意を取得しなければな

らない。近親者については、8 条 2 項に定義

されている。同意が拒否されれば、8 条 1 項

により補充されたデータは、抹消される（8
条 4 項）。データが研究計画の遂行のためにも

はや必要でなくなったとき、遅くとも課題が

終了したときには、データは抹消されなけれ

ばならない、と規定されている。 
今日の高度情報化社会では、大きなデータ

統合により迫りくる危険を推測しうることは、

少なくない。それで、がん登録機関のデータ

は、研究目的のための特別な附帯条件の下で

のみ、第三者に提供されうる。すなわち、州

によっては、州医師会の倫理委員会が介入す

べきことを規定している。倫理委員会は、特

定の研究計画にとって再識別が必要であれば、

それを承認することになる。これに関して、

そのための追加的なデータ収集は、主に、主

治医を経由して信用機関によってのみ行われ

うる。 
 患者の同意の取得時期およびその対象とい

った研究のための要件に関して、個々の研究

ごとに書面での同意を要求するのは、連邦法 8
条 2 項をはじめとして、バイエルン州（州法

11 条 2 項）、ラインラント＝プファルツ州（州

法 9 条 2 項）、ヘッセン州（州法 9 条 3 項）、

ブレーメン州（州法 7 条 3 項）、ニーダーザク

セン州（州法 10 条 2 項）、ザールラント州（新

州法 13 条 2 項）である。事前の包括的同意で

足りるとするのは、シュレースヴィヒ＝ホル

シュタイン州（州法 4 条 4 項）、ノルトライン

＝ヴェストファーレン州（州法 16 条 4 項）で

ある。 
 ドイツにおいてはまだ登録経験の浅い州が

多く、登録の完全性が 90 パーセントを超えて

いない州、もしくは部位では、研究は開始さ

れていないのが実情である。それで、現状で

は、識別データを含み患者へのアクセスを要

する研究は、まだこれから、といったところ

である。 
連邦法が提示するシステムとは別に、患者

に対して研究参加への要請の組織化を行って

いる州もある。研究への参加要請は、通常、

連邦法では、主治医を通じて行われる。この

とき、患者がすでに入院中でないとき等、医

師の直接的管轄にないとき、どのような頻度

で要請が行われるかが重要である。たとえば

ハンブルク州では、既存の提供条項に基づい

て登録データが研究のために匿名の形態で利

 



用されうるにもかかわらず、ここでも研究の

枠内で、患者に対する研究計画参加への要請

の問題が存在した。ある研究では、患者の研

究への参加に対する拒否率は 6%以下であっ

たにもかかわらず、患者の約 20 パーセントは

参加要請がなかったので、患者の研究への参

加率は 80 パーセント以下となった。これに対

して、シュレースヴィヒ＝ホルシュタイン州

では、研究への患者の同意の取得に主治医が

関与しないことから、研究参加への患者に対

する要請において、約 80 パーセントが参加す

るという（図）。ここで、参加を拒んだ 20 パ

ーセントは、高齢と疾病による身体の不自由

を理由とするものであった。 
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シュレースヴィヒ＝ホルシュタイン州がん

登録法 9 条（後掲資料参照）は、重要で公共

の利益を有する研究計画を遂行するために、

州登録局の許可があるときは、個人識別デー

タをがん登録機関のデータと必要な範囲内で

照合し、必要な識別データを解読し、および

これを必要な範囲内で第三者に送付できる可

能性を信用機関に与えている。ただ、シュレ

ースヴィヒ＝ホルシュタイン州において特長

的なのは、州がん登録法の 4条 4項において、

届出人は、患者に、届出義務または届出権を

有することについて、がんに罹っていること

の説明が行われているかぎりで、知らせなけ

ればならず、この場合、患者に、届出の内容

が開示し、識別データに基づき記名での届出

が第三者によっても研究においてデータとし

て利用されうることについて、がん登録の際

に患者の同意が取りつけていることである。 
 
2 わが国の状況 
現在、わが国においては、個人情報の保護

に関する法律（平成 15 年 5 月 30 日法律第 57
号）（以下、「個人情報保護法」という。）

16 条 3 項 3 号、23 条 1 項 3 号に基づくガイ 

ドラインの規定や2004年1月の厚生労働省健

康局長通知3があることから、地域がん登録事

業においてその登録に対する患者の同意は不

要と解されているが、本研究班の議論におい

て、実際には、地域がん登録の事業主体は道

府県市であるから、それぞれの地方公共団体

の個人情報保護条例が適用されることが示さ

れた。しかしながら、道府県市の各々条例に

は差異があるため、ここでは、個人情報保護

法を例として、検討することにしたい。 
 個人情報保護法は、その第 1 条で、「この

法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人

情報の利用が著しく拡大していることにかん

がみ、個人情報の適正な取扱いに関し、基本

理念及び政府による 基本方針の作成その他

の個人情報の保護に関する施策の基本となる

事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を

明らかにするとともに、個人情報を取り扱う

事業者の遵守すべき義務等を定めることによ

り、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の

権利利益を保護することを目的とする」と規

定する。それで、目的外利用や第三者提供が

制限される。ただし、16 条 3 項 3 号は、「公

衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進の

ために特に必要がある場合であって、本人の

問合せ

登録

図 研究における同意の取得方法 

 



同意を得ることが困難であるとき」、利用目的

による制限が免除されると規定する。そして、

23 条 1 項 3 号も、「公衆衛生の向上又は児童

の健全な育成の推進のために特に必要がある

場合であって、本人の同意を得ることが困難

であるとき」、第三者提供の制限が免除される

ことを規定している。  
 そして、厚生労働省健康局長通知は、「増

進法（平成 14 年法律第 103 号）第 16 条に基

づく地域がん登録事業において、民間の医療

機関が国又は地方公共団体へ診療情報を提供

する場合は、個人情報の保護に関する法律（平

成 15 年法律第 57 号）第 16 条第 3 項第 3 号

及び第 23 条第 1 項第 3 号に規定する「利用目

的による制限」及び「第三者提供の制限」の

適用除外の事例に該当する」と明示している。 
これを根拠に、現在わが国では、34 道府県市

で地域がん登録事業が行われている4。 
 それにもかかわらず、2006 年 2 月 10 日付

の読売新聞によれば5、「厚生労働省は『がん

登録は個人情報保護法の適用外』と通知して

いるが、実施する 35 道府県市のうち 10 県が

読売新聞の調査に、病院などからデータ提供

を拒否された経験があると答えた」という。

そして、川崎市では、2003 年 4 月、市の審議

会が、「同意のない患者情報の提供は市の個人

情報保護条例違反」との答申を出したため、

現在、市立病院から神奈川県へのがん登録が

中止されている。兵庫県も 2000 年度末で登録

を休止、千葉県でも県の審議会で検討中だと

も報じている。 
 
Ｄ．考察 
 偏在はしているが、わが国の地域がん登録

機関が有する登録情報は、登録情報の精度の

高さ、登録数の多さ、予後の追跡の程度等か

らみると、これまでの罹患率、死亡率、生存

率等を求めるというルーチン業務に利用され

るだけでは、もったいないの一言である。 
 疫学は、がんの原因を見つけ出すための唯

一の学問ではなく、量的手法による証明の疫

学的過程には、多くの費用も時間もかかり、

疫学研究の結果による証言力には制限もある。

このような限界の中でも、疫学的知識は、全

住民と各個人としての住民の健康に役立つ予

防施策の有効性の展開と調査のために貢献す

ることができる。このような利益に、さらに

新たな研究計画を登録データの中から企画で

きることになれば、その公益性は一層大きな

ものになると思われる。そして、このような

展開は、がん患者自身が希望するものでもあ

る。 
わが国の法律・指針・条例との関係で、個

人情報保護法 16 条 1 項・3 項 3 号および 23
条 1 項 3 号により，地域がん登録について同

意は必要ではないことになるとの解釈がある。

しかし、近時の地域がん登録事業の状況は、

この解釈の上に胡座をかいていれば良いよう

なものとは思えない。一方で、登録に患者の

同意が不要なのは当然だが、それに加えて拒

否権まで排除しようとする議論もある。拒否

権を排除することで全数調査を目指す必要が

あるとの主張である。 
地域がん登録への同意を患者に求めると、

おそらく 9 割以上の患者が同意するであろう

と予測される状況にあるにもかかわらず、地

域がん登録事業は、個人情報保護法 16 条 1
項・3 項 3 号および 23 条 1 項 3 号の掲げる「公

衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進の

ために特に必要がある場合であって、本人の

同意を得ることが困難であるとき」に該当す

るのだろうか。 
地域がん登録は、全数調査でなければなら

ない、1 例でも拒否事例が出ると、調査・研究

にバイアスが生じるといわれるが、それでは、

現在行われている地域がん登録のデータを使

 



った調査・研究にはバイアスがふんだんにか

かっているとの理解が必要になるのだろうか。 
近時、医療現場では、やっとインフォーム

ド・コンセントが定着しつつある。地域がん

登録事業の公益性を理由に、登録に対するイ

ンフォームド・コンセントを免除し得るか。 

なぜ、がん登録だけが許されるのか。他の生

活習慣病も、今後、インフォームド・コンセ

ントなしに登録されることが許されるか。   
現状のままで、地域がん登録に対する患者

の同意不要論を是認することは、長年の努力

によりやっと根づいてきた医療現場における

インフォームド・コンセント、少しは認めら

れはじめた患者の権利を根底から覆すものに

なるおそれを含むものである。 
 また、そもそも公益性を主張して個人情報

保護法制の要求を免れ得るのか、という問題

も存在する。英国では、英国厚生省が2000年9
月27日に公表した英国のがん医療計画のなか

で、「公衆衛生上の利益は、地域がん登録の精

度の高さに依存している。政府は、地域がん

登録の将来を保障し、そのために必要な行動

を取る。」と述べている6。 
わが国の現状で、がん登録事業には公益性

があって、患者の同意がなくてもデータ収集

が許されると安易に考えることはできない。

地域がん登録事業が、公益性を有するがゆえ

に患者の自己情報コントロール権に優越し、

医師の正当業務として守秘義務を免除される

ためには、精度の高さを保障できる地域がん

登録事業の改善、将来像、目標達成のための

方策等を国民に提示し、賛同を得る必要があ

る。現在のように、やりたい地方公共団体だ

けが登録を行うという姿勢や、同一の登録地

域で重なって登録を行っているようでは、国

民の賛同を得ることは難しいように思われる。 
さらに、公益性を主張することが難しくなれ

ば、正当業務だとして医師等の守秘義務を免

除することも困難になってくる。 
公益性が満たされるとき、すなわち、優越

する公的利益が存在するときにだけ、自己情

報コントロール権の制限は許容される。自己

情報コントロール権の制限は、個人関連デー

タの収集と処理を明瞭に規定する法律の授権

が必要である。その法律は、比例原則を満た

さねばならず、さらに、個人関連データの保

護のための組織・手続法上の予防措置を備え

なければならない。現行の個人情報保護法、

あるいは個人情報保護条例が、それを満たす

ものであろうか。 
がん患者の話ではないが、被爆者および被

爆 2 世の健康追跡調査を行っている放射線影

響研究所の研究対象者の方々の意向を知るも

のとして、読売新聞 2006 年 2 月 8 日付「語り

たい伝えたいヒロシマ」の記事を紹介したい。

放射線影響研究所の藤原佐枝子臨床研究部長

が、当研究所の研究に対して、被爆者や被爆 2

世の多くの方々が、「快く健康診断を受けてく

れて、『調査に役立つことができてうれしい』

と言ってくれることが、とても心に響きます」

と語っている。また、当研究所の対象者との

コンタクトを業務とする職員の話では、「自分

は、高齢のため何といってボランティア活動

をすることができんが、ここに来るのがボラ

ンティア活動だと思っとる」と対象者の方が

話されて涙が出たという。 
 現在、個人情報保護法の全面施行にあたり、

個人情報を収集される情報主体の権利を制限

しようとする動きが遍在する。しかし、地域

がん登録事業においては、被登録者である患

者は、自己のデータも含めた診療情報の有効

活用を切望している。登録事業機関とがん患

者が、相互理解を深め、協力を強化すること

で、充実した地域がん登録事業が実施され、

患者と登録機関がともに目標とするがん撲滅

の日を迎えることができるよう、視点を変え

 



てみることも必要だと思う。 
 
Ｅ．結論 
地域がん登録事業の目的は、患者のがんデ

ータの収集にとどまらず、その利用による研

究により、最終的にはがんの治療、予防、そ

して撲滅である。患者のプライバシーが保護

され、がん研究の進展が約束されれば、わが

国のがん患者も、そのための協力を惜しむと

は思われない。 
したがって、法的整備を含めた地域がん登

録事業のための環境整備が急務である。また、

罹患率、死亡率、生存率を求めるだけの現状

の地域がん登録事業では、国民の求める事業

としては不十分であるように思われる。コホ

ート研究のみにかぎらず、広く登録データを

活用し、がんの予防・治療に役立てていくこ

とが望まれる。社会的支持を得た登録システ

ムは、堅固なものになるにちがいない。 
 
【資料】 
1 連邦がん登録法（1994 年 11 月 4 日のがん

登録の実施に関する法律） 
第 8 条 （個人を識別するデータの照合、解

読および送付） 
(1) 1保健施策上の措置のために、かつ重要で

しかも他の方法では遂行しえない公共の利益

を有する研究計画について、管轄官庁は、信

用機関に対して、 
1. 個人識別データとがん登録機関のデータ

との照合 
2. 7 条 1 項により暗号化された識別データ

の必要な解読 
および、必要な範囲内でのその送付を、許可

することができる。2それ以外の場合には、個

人を識別するデータを照合することはできず、

また暗号化された個人識別データを解読し、

送付することもできない。 

(2) 1信用機関は、1 項によるデータの送付に

先立ち、届出もしくは治療を行う医師もしく

は歯科医師を通じて、解読された識別データ

もしくは受領機関が特定の個人に帰属させる

ことのできるデータの他人への提供が予定さ

れているときには、患者の書面による同意を

取りつけなければならない。2患者が死亡して

いるときは、信用機関は、不相応な費用を伴

うことなく可能であるかぎりで、データの送

付に先立ち、最近親者の書面による同意を得

なければならない。3その際、配偶者、子ども、

両親、兄弟姉妹が、この順序で、最近親者と

みなされる。4同一順位の近親者間で、同意す

るか否かにつき意見が異なっており、かつが

ん登録機関がこのことを認識しているときは、

同意は得られなかったものとみなされる。5故

人が 3 文による近親者を有しないときは、そ

の地位は、故人と婚姻類似の共同生活をして

いた成人に移る。 
(3) 1データが 1 項による照合の後に、データ

受領機関により特定の個人に帰属させること

のできないような方法で送付されるときは、2
項による同意の取得は必要でない。21 項によ

り許可された研究計画が、ある患者に 2 条 2
項9号ないし12号に掲げられたデータについ

て追加の届出を必要とし、かつこの届出事項

が受領機関により特定の個人に帰属させるこ

とができないときは、信用機関は、患者の同

意を得ることなく、必要とされるデータを届

出機関に問い合わせ、かつ受領機関に転送す

ることができる。3届出機関は、この届出事項

を知らせることができる。4データ受領機関は、

がん登録機関によって送付されたデータと結

びつけられることによって患者の識別を可能

にするであろう届出事項を、第三者から得て

はならない。 
(4) 必要な同意が得られないときは、1 項に

基づいて送付されたデータは、抹消されなけ

 



ればならない。 
(5) 1識別データの解読のために不可欠なコ

ンピュータ、およびこれに必要なコンピュー

タプログラムは、州政府によって、がん登録

機関以外の特定の場所に保管されなければな

らない。21 項により解読が許可された場合は、

コンピュータと、適切な技術上の安全措置に

よりとくに濫用に対して保護されたコンピュ

ータプログラムが、許可された範囲内での使

用のために、信用機関に提供されなければな

らない。 
(6) 1送付されたデータは、受領機関によって、

書面で申請されかつ許可された目的のために

のみ、処理され利用されることができる。2デ

ータが 2 年以上保管されるときは、患者は、

このことについて、信用機関を通じて指摘さ

れなければならない。3データは、計画の遂行

のためにもはや必要でなくなったとき、遅く

とも計画が完了したときには、抹消されなけ

ればならない。 
(7) 受領機関が非公的機関であるときは、こ

の規定違反を示す十分な手がかりが存在しな

いときにも、監督官庁がデータ保護に関する

法規の施行を監視するという条件で、連邦デ

ータ保護法 38 条が適用される。 
 
2 シュレースヴィヒ＝ホルシュタイン州が

ん登録法 
1999年10月28日のがん登録の実施に関する

シュレースヴィヒ＝ホルシュタイン州法 
第 9 条 （データの照合） 
(1) 1照合が、重要で、かつ公共の利益を有す

る研究計画の遂行のために必要であるときは、

州登録局は、申請に基づいて、個人関連デー

タと疫学データの照合を許可することができ

る。2申請には、理由が付されなければならな

い。3研究計画に対して意見の表明が規定され

もしくは要請されているときは、倫理委員会

もしくはがん登録機関諮問委員会の意見が、

申請に付されなければならない。 
(2) 11 項に従った申請が許可されれば、信用

機関は、4 条 4 項により同意を与えた者の氏

名と住所を確定し、これらのデータを登録機

関から送付される疫学データと暫定的に照合

する。2申請者が、データの処理を州データ保

護監察官を通じて州データ保護法 27 条に従

って管理させ、かつこのために生じる費用を

負担する義務を負うときは、必要な範囲で、

申請者がデータを自由に使用できるようにし

ておかなければならない。3非公的機関に対す

る管理業務に対して、100 マルク以上 20000
マルク以下の手数料を徴収することができる。

41974 年 1 月 17 日のシュレースヴィヒ＝ホル

シュタイン州の管理費法（シュレースヴィヒ

＝ホルシュタイン州法令集、37 頁）は、法律

の 4 条によって、1998 年 12 月 21 日に最終修

正され（シュレースヴィヒ＝ホルシュタイン

州法令集、460 頁）、準用される。 
(3) 1信用機関は、2 項による送付において、 
1. データの受領機関、および計画責任者 
2. 送付された個人関連データが専らそのた

めに使用されうる計画 
3. 送付されたデータが保管されうる期日 
を定めなければならない。23 号による期間が

2 年以上にわたるときは、患者は、信用機関に

よってその旨を知らされなければならない。3

受領機関へのデータの送付については、事後

的にも、附随的規定を設けることができる。 
(4) 1データの受領機関が送付されたデータ

を第三者にさらに送付することは、許されな

い。2受領機関は、州登録局に、申請の決定に

とって本質的であったすべての事情の変化を、

遅滞なく、届け出なければならない。3送付の

ための前提が欠落した場合、州登録局は、受

領機関がデータを抹消しなければならないか、

それとも信用機関へ返却しなければならない

 



かを決定する。4それによって、もしくは 3 項

3 号により必要となる蓄積されていたデータ

の抹消を、信用機関へ通知しなければならな

い。 
第 4 条 （届出） 
（略） 
(4) 1届出人は、患者に、届出義務または届出

権を有することについて、がんに罹っている

ことの説明が行われているかぎりで、知らせ

なければならない。2この場合、患者に、届出

の内容が開示されるべきであり、識別データ

に基づき記名での届出が第三者によっても研

究においてデータとして利用されうることに

ついて、患者の同意が取りつけられなければ

ならない。3この同意が得られないときは、9
条 1 項の要件の下で氏名および住所を送付の

ために自由に使用させるよう、患者に求める

ものとする。4届出人は、適切な要請があった

ときは、同意を得た後に、これらのデータを

送付する義務を負う。 
（略） 
 
3 ハンブルク州がん登録法 
1984 年 6 月 27 日のハンブルク州がん登録法 
第 9 条 （個人関連データの送付） 
(1) 個人関連データは、がん登録機関から、

大学、学術施設および他の公的機関に、その

申請に基づき、がん研究の特定の課題の遂行

のために送付されうる。 
(2) 1申請については、個々の場合に、教会団

体の代表司祭もしくは管轄官庁の枢密院がハ

ンブルク州データ保護監察官およびハンブル

ク州医師会の聴聞会を経て決定する。2送付は、

研究計画がその個人関連データなしに遂行さ

れえず、患者の保護に値する利益が損われな

いときにだけ許可されうる。3がん登録機関か

らの個人識別データの送付を要請することは

許されない。 

(3) 1送付が許可されれば、以下の事項の決定

が詳細に記載されなければならない。 
1. データの受取人および研究計画

の責任者 
2. 送付する個人関連データの種類

および患者の範囲 
3. 送付された個人関連データが使

用されうる研究方法を含めた研

究計画 
4. 送付された個人関連データが保

管されうる期限 
2決定は、特別な指示がなくても、附帯義務の

事後的な開始、変更もしくは補足の下にある。 
(4) データの受取人は、管轄官庁に、申請に

関する決定にとって本質的である事情の各変

更を遅滞なく知らせなければならない。 
(5) 1送付された個人関連データは、決定書に

示された受取人によってだけ、そこに示され

た目的のためにだけ処理もしくは利用されう

る。2送付された個人関連データは、第三者に

再送付されることは許されない。3送付された

個人関連データは、3 項 1 文 4 号に掲げられ

た期日までに、破棄されなければならない。4

その破棄は、ハンブルク州がん登録機関に報

告され、要請に基づいて疎明されなければな

らない。 
(6) 1データの受取人の委託による個人関連

データの処理は、公的機関によってだけ、デ

ータ保護が受任者のところで委任者に適用さ

れる要求を満たすときにだけ許される。2受任

者は、データ処理のために委ねられたデータ

を、他に使用することは許されず、委任者が

定めた期間より長く保管することも許されな

い。 
 
第 10 条 （患者への問合せ） 
(1) がん登録機関から送付された個人関連デ

ータを使用する研究計画の遂行のために、質

 



問は、ハンブルク州がん登録機関への届出に

同意した患者に対してだけ向けられることが

できる。 
(2) 問合せに先立って、主治医のところへ、

もしくはそれが不明のときには届出機関、ま

たは診察もしくは治療が行われた施設に、患

者への問合せに対して、現在、ためらいがあ

るか否か尋ねられるべきである。   
(3) 1口頭での問合せは、患者に前もって書面

で通知されなければならない。2その際、患者

は、研究計画の目的について知らされ、問合

せへの患者の協力は自由意思であることを指

摘されなければならない。3書面での問合せの

場合には、この指摘は、質問に先立ってなさ

れるか、もしくは同封されなければならない。 
 
Ｆ．健康危険情報 
   該当なし。 
 
Ｇ．研究発表 
１．論文発表 

「医療における患者の個人情報保護シス

テムの法理論的検討  ――ドイツがん

登録法を素材として――」法の理論 24
（2005 年）95-116 頁。 

２．学会発表 
   なし。  
 
Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 
   なし。 
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