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研究趣旨 
  地域がん登録は、悉皆登録であることによって、その所期の目的を達成しうる。他方

で、地域がん登録に関しては、個人情報保護との関連をどのように考えるかという現実

的な論点が提起されている。本研究では、がん診療の特徴、地域がん登録制度の意義、

また受益と負担の関係という倫理的観点から、悉皆登録としての地域がん登録は、個人

情報保護制度とは矛盾するものでないとの結論を得た。 

 
Ａ．研究目的 
  地域がん登録に関しては、個人情報保

護制度とどのように関連させるかが、大

きな問題となっている。昨年度の研究で

は、本人同意原則について、その法哲学

的・法理論的考察を行い、地域がん登録

制度との関係でなぜ論点となっているの

かについて考察した。本年度は、考察を

さらに進め、がん診療の抱える課題を検

討し、悉皆登録としての地域がん登録は、

その諸課題を解決するためにも必要不可

欠の役割を担うとの結論を得ることを目

的とした。 
 
Ｂ．研究方法 
  個人情報保護制度に関しては、主とし

て邦語文献を調査した。地域がん登録制

度に関しては、２００５年９月２日、３

日に国立がんセンターにて開催された第

１４回地域がん登録全国協議会、２００

５年１０月１３日に国立がんセンターで

開催された第３次対がん総合戦略シンポ

ジウム、また、２００６年２月２１日に

大阪府立成人病センターで開催された地

域がん登録実務者との意見交換会に出席

し、現場からの問題提起を受ける形での

知識・情報の収集に努めた。また、やは

り個人情報保護との関連で議論されてい

る住民基本台帳ネットワークに関する判

決文を全て入手し、判決の趣旨の分析を

行うと同時に、そこから地域がん登録に

関して得られる示唆について考察した。 
（倫理面への配慮） 
  がん患者のへの直接の接触は行わず、

また、がん登録情報へもアクセスはしな

い。国立がんセンターおよび大阪府立成

人病センター内では、指定された会議ス

ペース以外には、決して立ち入らない。

先行研究からの引用については、必ず出

典を注に示して、著作権の保護に努める。 
 
Ｃ．研究結果 および Ｄ．考察 
１．個人情報保護と地域がん登録 
  個人情報保護と地域がん登録との関係



を論ずる上では、憲法第１３条に根拠を

有し、個人情報保護法令・条例で保護さ

れている自己情報コントロール権と地域

がん登録の有する意義・必要性との関係

が最も大きな論点である。地域がん登録

は、その地域のがん患者の全数が把握さ

れることによって、はじめてその所期の

目的を達成しうる。他方、自己情報コン

トロール権を尊重する立場に立つなら、

登録するか否かについては、患者本人の

同意が必要ということになる。両者の立

場を折衷する方法として、がん登録に関

して opting out、すなわち、患者本人が

登録拒否の意思を明確に示した場合にの

み、当該患者のがん情報を登録しないと

いうものがありうる。この三つの選択肢

のうち、どれを選択することが最も適切

なのであろうか。 
  このうち、本人同意原則を採用した場

合、当然のことながら、患者に地域がん

登録への登録の意思を確認する上では、

がん告知がなされていることが前提とな

る。しかし、日本の現状では、必ずしも、

すべてのがん患者本人に告知がなされて

いるわけではない。特に、予後不良のが

んについては患者本人への告知をしない

場合もあると広く認識されている。この

ような状況下で本人同意原則を採用した

場合、予後不良のがんについての登録割

合が他のがんに比べて際立って減少する

こととなり、登録情報に大きなバイアス

が発生してしまうのである。したがって、

この方法を採用した場合、地域がん登録

は客観的で信頼に足る情報基盤とはなり

えない。 
  それでは、opting out 方式を採用する

ことは適切であろうか。がん患者と地域

がん登録の関係は、地域がん登録機関へ

の登録という負担のみを負う側面のみで

はない。がん患者にとって、自分の罹患

したがんに関してその予後等あらゆるが

ん情報が得られることは、がん治療にお

ける自己決定権の前提である。また、が

んに罹患していない国民にとっても、地

域がん登録に基づくがん情報から得られ

る利益は決して小さくない。例えば、あ

る地域で特定のがんの罹患が多ければ、

当然、その地域に特有の生活習慣や環境

要因等のリスクファクターの解明が試み

られる。国民は、その情報を得ることに

よって、がんのリスクを低減させた生活

を送ることが可能となるのである。この

ように、がん患者・国民と地域がん登録

との関係は、負担と受益という両方の側

面から構成されるのである。 
  それでは、がん患者が診療の場面にお

いて、地域がん登録に基づいた情報提供

を拒否する代わりに登録も拒否するので

あれば、負担と受益のバランスは均衡が

保たれるのであろうか。今日、健康・医

療に関する情報は、マスメデイア、イン

ターネットにあふれている。それらにお

けるがん情報には、極めて専門性の高い

ものも豊富にあり、中には地域がん登録

に基づいた情報も少ないながら見受けら

れる（注１）。そうすると、仮にがん診療

の場面において地域がん登録に基づいた

情報提供を拒否したとしても、マスメデ

イア、インターネットを通して患者は地

域がん登録の受益者となりうるのである。

したがって、負担と受益とのバランスと

いう観点に立つ場合、opting out という



選択をした場合には、その両者は均衡の

とれた関係には立たないのである。 
  以上の考察によると、地域がん登録は、

患者本人の意思には関係なく全数が登録

される制度として設計・運用されること

が倫理的に正当化されるといえよう。憲

法の基本的人権尊重の理念に立脚するな

ら、患者の自己情報コントロール権は何

にもまして優先的地位が与えられるべき

との解釈もありえよう。しかし、基本的

人権尊重および社会的平等を理念とする

現代リベラリズム論の大家である John 
Rawls は、リベラリズムとは、合理的か

つ理性的な市民間の相互協力的な枠組み

である主張している（注２）。地域がん登

録の受益者であるがん患者には、その地

域がん登録に自らのがん情報も登録する

相互協力性が要請される。本人同意なし、

そして opting out も認めない地域がん登

録は、現代リベラリズムの哲学からも正

当化されると考えられる。また、後述５

でみるとおり、住基ネットに関する日本

の判例理論に照らしても、正当化される

と理解することができる。 
  以上は、悉皆登録（全数把握）制度と

しての地域がん登録の倫理的考察である。

以下に、今日の日本が抱えるがん診療の

特徴と課題を検討し、悉皆登録制度とし

ての地域がん登録の意義についてさらに

考察を進めて行きたい。 
 
（注１）「がん医療水準均てん化の推進に関

する検討会」報告書<がん医療水準の均て

ん 化 に 向 け て >  平 成 １ ７ 年 ４ 月  

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/04/s
0419-6a.html 

（注２）John Rawls Political Liberalism 
Columbia University Press,1993, 
esp.pp.48-54 

 
２．がん診療の特徴 
（１）厳しい予後 
  がんの特徴として、罹患判明から死亡

までの時間が平均して他の疾患に比べて

顕著に短いことが挙げられる。今日の日

本人の三大死亡原因は、悪性新生物、心

臓疾患、脳血管疾患の順となっている。

このうち、心臓疾患では、急性心筋梗塞

は致死率が極めて高いものの、他の多く

の心臓疾患は、慢性疾患としての経過を

たどる。また、脳血管疾患は、クモ膜下

出血は致死率が高いが、他の多くの疾患

はやはり慢性症状を呈する。ただし、脳

血管疾患については、急性期の治療に成

功しても、いわゆる後遺症の残る場合が

多く、リハビリテーションおよび介護に

多くのコストが必要であるという特徴を

指摘することができるが、脳血管疾患の

罹患は非常に多くの場合決して死期が近

づいたことを意味しない。これに対して、

がんでは、死亡率は若干低下傾向がある

ものの、約半分の症例が、罹患から数年

以内に死を迎える。 
（２）特有の苦痛・苦悩 
  がんには、がん性疼痛という特有の苦

痛がある。そのため、がん性疼痛には、

専門的なペインコントロールの手法が開

発されてきた。この疼痛とは、主として

身体的疼痛を意味しているが、それ以外

にも、がん診療の苦痛として、がんの罹

患・闘病にまつわる苦悩である精神的苦

痛、がん診療に伴う経済的問題や職業、

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/04/s0419-6a.html
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/04/s0419-6a.html


家族に関わる社会的苦痛、そして、なぜ、

自分ががんに罹患しなければいけないの

かという苦悩、いわゆる霊的苦痛が指摘

されている。 
  このように、がんには、致死率が高さ

と同時に、特有の苦痛が伴うことは、が

んに関する国民・患者の大きな恐怖とな

っている。その恐怖の大きさは、しばし

ば悪徳商法や悪徳宗教の材料として、が

んが用いられていることによく現れてい

るといえよう。 
（３）国民・患者の関心の高さ 
  がんの有する以上のような特徴ゆえに、

国民・患者は、あらゆる疾病中でがんに

最も大きな関心を寄せている。その関心

の対象は、治療方法のみならず、がんの

予防方法、予後・生存率、施設ごとの治

療成績など極めて広範囲に及んでいる。

報道機関も、国民・患者のこのような関

心の広さと高さをよく知っており、報道

や特集、ドラマやノン・フィクションな

どさまざまな形態で取り上げているのが、

今日の日本社会である。 
  しかし、そのような形態で報道機関が

取り上げているがん情報は、決して質の

高いものではない。しばしば、極めて適

応の限られている治療方法を、あたかも

そのがんに広く有効であるかのように報

じたり、学会・専門家集団からは支持さ

れていない治療方法を有効性が高いと報

じたりすることがその具体例として挙げ

ることができる。また、最近、がん診療

に関して医療施設のランク付けをする報

道も目立つが、専門家からは、その根拠

が科学的妥当性を大きく欠いており、し

たがって、ランクそのもののも信頼性は

決して高いものではないとの指摘がなさ

れている。 
 
３．がん診療の課題 
  以上のような特徴をもつがん診療に関

しては、次の課題が提起されている。 
（１）がん診療の均てん化 
  がん診療には、他の疾病にもまして高

い専門性が要求される。また、がん診療

は、しばしば単一の診療科内で完結せず、

化学療法や放射線療法を組み合わせた集

学的治療が必要となる。このような高い

専門性を有した医療機関が全国に遍く存

在しているわけではなく、地域毎および

地域毎の診療内容におおきなバラつきが

存在しているのが、今日の日本のがん診

療の大きな特徴なのである。このため、

がん患者が自分が診療を受けている施設

の水準に疑問を持ち、インターネットや

マス・メデイアで得た情報を参考にして

さまざまな医療施設を渡り歩く、いわゆ

る「がん難民」化現象に直面しているの

が、日本の今日のがん診療なのである。 
  そこで、このような地域間・施設間の

ばらつきをなくそうという政策が、いわ

ゆるがん医療水準の均てん化である。具

体的には、地域ごとにがん診療拠病院を

整備すると同時に、がん診療拠点病院間

の全国的なネットワーク、そして、地域

内ではがん診療拠点病院を中心とした医

療施設間の連携体制を構築することによ

り、全国のどこにおいても一定水準のが

ん診療をうけられるようにするべきとの

提言がなされている。 
（２）がん診療専門家の育成 
  がん診療拠点病院においてがん診療の



担い手となるのが、がん診療専門家であ

る。特に日本では、化学療法専門医、放

射線療法専門医の層の薄さが問題として

指摘されている。また、米国では、がん

診療については、臨床腫瘍専門医がコー

デイネーター役を務めているが、日本で

は臨床腫瘍専門医は、ごく少数にとどま

っている。こうしたがん診療専門医を必

要な数を育成し、がん診療拠点病院に配

置してゆく政策がとられなければならな

い。 
  また、がん診療専門家は、医師のみに

限られるわけでは全くなく、看護師、薬

剤師、臨床心理士、医療ソーシャルワー

カーの職種においても、がん診療の専門

スタッフが育成されなければならない。

このうち、看護師については、日本看護

協会が、専門看護師としてがん専門看護

師、認定看護師として、がん性疼痛看護

師、ホスピスケア看護師、がん化学療法

看護師という資格を設けて養成に努めて

いるところである。このような専門看護

師、認定看護師は、新しい制度ではある

が、がん診療の現場が必要としている数

には遠く及ばないのが現状である。また、

厚生労働省が、２００６年から、がん専

門薬剤師の養成に着手することとなった。

がん診療拠点病院においては、自院に勤

務する看護師、薬剤師を積極的にこのよ

うな専門資格を取得させるように務めな

ければならない。 
 
（参考） 
  日 本 看 護 協 会 URL: 

http://www.nurse.or.jp/nintei/index.ht
ml 

 
（３）国民・患者への情報提供 
  前述のとおり、国民・患者は、がんに

強い関心を寄せているが、前述のとおり

現在報道機関やインターネットサイトを

通して受け取っているがん情報は、必ず

しも質は高くない。そこで、国民・患者

の関心に応えるためには、がん診療専門

サイドにて、質の高い情報を積極的に発

信する必要がある。現在は、国立がんセ

ンターのホームページにおいて信頼でき

る情報が提供されている。今後は、情報

提供部門を独立したセンターとして機能

させてゆくことが構想されている。現在、

がん診療に関しては非常に多くのサイト

が開設されているが、国民・患者に対し

ては、現在の国立がんセンター、将来の

がん診療情報センターにおいて提供され

ている情報が最も信頼に足りるものであ

ることを認識してもらう必要があるとい

えよう。それと並んで、地域のがん診療

拠点病院に相談対応セクションを設け、

患者から寄せられた質問に関して、専門

的・客観的見地から助言することが有効

であろう。このように専門家サイドから

の情報提供を充実させることは、がんを

脅しに使った悪徳商法や悪徳布教という

社会問題の予防にも大きく貢献すること

になるであろう。 
 
（参考） 
  国 立 が ん セ ン タ ー URL: 

http://www.ncc.go.jp/jp/ 
 
４．地域がん登録・院内がん登録の意義 
  以上に考察したがん診療の課題を克服

http://www.ncc.go.jp/jp/


する上では、がん診療に関する情報を正

確にもれなく収集することは必要不可欠

の要請である。がん診療の水準は、５年

生存率、死亡率、罹患率という指標によ

って評価される。したがって、がん診療

の地域間格差を是正する出発点として、

まずはこの３つの指標が全国でもれなく

把握されていなければならないのである。

これらの情報は、地域間の診療レベルの

比較や格差是正のためにのみ有用である

にとどまらない。ある地域で特定のがん

の罹患率が高ければ、それはその地域に

特徴的な食生活などの生活習慣や地域特

性との関連について調べることができる。

その結果、ある特定のがんとある生活習

慣・地域特性との相関関係が明確にされ

れば、そのがんにとってのリスクファク

ターが明らかにされることとなり、全国

の国民がその情報を基にその特定のがん

に関するリスクを低減させた生活を送る

ことができるという大きなメリットをも

たらすのである。 
また、施設間格差を是正する上では、

地域単位ではなく、施設単位でこれらの

指標が把握されていなければならない。

そのためには、施設単位での院内がん登

録が実施されていなければならないので

ある。 
このうち、日本では、死亡率は統計法

に基づいて厚生労働省が実施している人

口動態統計により、全国規模でほぼもれ

なく把握されている。しかし、５年生存

率、罹患率は、大阪府などごく限られた

地域でした把握されていないのが、日本

の現状なのである。また、院内がん登録

も全く普及しておらず、２００５年から

厚生労働省が指定し始めているがん診療

拠点病院でやっと始まったばかりという

のが日本の現状なのである。したがって、

現状では、がん診療においては、地域間

格差、施設間格差が存在していることは

ほぼ間違いなく、がん診療が均てん化さ

れているとはいい難い。これを患者サイ

ドからみると、がん難民現象は、今後短

期間のうちに解消する見込みはないので

ある。 
  以上から、地域がん登録および院内が

ん登録を推進することは、今日の日本の

がん診療が直面している問題を解決する

うえで必要不可欠の意義を担うのである。 
 
（参考） 
  「がん医療水準均てん化の推進に関す

る検討会」報告書<がん医療水準の均て

ん化に向けて >  平成１７年４月 

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/0
4/s0419-6a.html 

 
５．住民基本台帳ネットワーク関連判決 
（１）住民基本台帳ネットワークと地域が

ん登録 
  住民基本台帳ネットワーク（以下、住

基ネット）は、住民基本台帳法第４章の

２に基づいて、２００３年８月より稼動

している。この住基ネットとは、地方公

共団体の共同のシステムとして、住民基

本台帳のネットワーク化を図り、特定情

報を共有し、全国的に特定の個人情報の

確認ができる仕組みを構築することによ

り、市町村の区域を越えた住民基本台帳

に関する事務処理を行う電子情報網のこ

とである。具体的には、市町村長が本人

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/04/s0419-6a.html
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/04/s0419-6a.html


確認情報（氏名、生年月日、性別住所及

び住民票コードならびにこれらの変更情

報）を都道府県知事に通知し、同法第３

０条の１０第３所定の委任都道府県知事

及び指定情報処理機関が本人確認情報の

記録、保存及び提供を行うためのコンピ

ューターネットワークシステムであって、

各市町村に設置されたコミュニケーショ

ンサーバ、指定情報処理機関に設置され

たサーバ、端末機、電気通信関係装置、

電気通信回線、プログラム等により構成

されている。 
  他方、地域がん登録とは、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、解析する事業のことである。 
  したがって、両者は基本的な仕組みに

おいて違いを有する。住基ネットは、全

国規模の電子情報網に個人識別情報を載

せる仕組みであるのに対して、地域がん

登録は、都道府県レベルで個人情報と併

せてがん罹患情報を収集する仕組みであ

る。地域がん登録においては、全国レベ

ルでの情報活用方法としては、都道府県

ごとに収集されたがんの罹患情報を比較

検討することはあるが、それはあくまで

もがん罹患情報にとどまり、患者の個人

情報が全国レベルでの情報網に登録され

るわけでは決してない。 
  このように、両者は基本的には異なる

仕組みである。しかし、住基ネットに関

する裁判例では、住基ネットの意義・公

益性と憲法第１３条に基づく住民の自己

情報コントロール権との関係が争われて

おり、この論点は、地域がん登録と患者

の自己情報コントロール権を考える上で

参考となる。また、その中には住基ネッ

トに関する違憲判決も下されており、そ

の判決理由に地域がん登録が耐えうるか

についても検討の意義は十分存する。以

下に、検討を加えて行こう。 
（２）住基ネットに関する裁判状況 
  住基ネットに関しては、別表のとおり、

２００６年３月現在、６件の判決が下さ

れている。このうち、住基ネットに合憲

判決を下したものが５件、違憲判決を下

したものが１件となっている。 
 

 
別表 住基ネット判例一覧 

判決 訴訟類型 判決結果 住基ﾈｯﾄの意義 違法性 
① 大 阪 地 判

2004.2.27 
被告：豊中市 

人格権侵害に基

づく損害賠償請

求 

棄却 
（控訴） 

 ・住民票ｺｰﾄﾞか

らは個人情報推

知されず、・氏

名、生年月日、

男女の区別。住

所は現行法上も

閲覧可能、・目的



外使用の事実な

い、・ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰ侵

害するような危

険なｼｽﾃﾑではな

い、・何人にも開

示・訂正認めら

れている 
 

② 富 山 地 判

2004.6.30 
被告：富山市 

11 桁の番号を付

した行為（処分）

の取消訴訟 

却下  ・11 桁の番号付

与はもともと市

町村が実施して

いた公証行為の

延長線上、直接

新たに国民の権

利 義 務 を 形 成

し、その範囲を

確定するもので

ない 
③ 名 古 屋 地 判

2005.4.28 
被告：名古屋市 

・地自法 242 の

２ I①に基づく

違法公金支出行

為の差止 
・同項④に基づ

く公金 2000 万

円の損害賠償請

求（住民訴訟） 

棄却 ・共同社会にあ

っては他人とま

ったく無関係に

存在すること不

可能、ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰ

の客観的・外形

的事項は絶対的

は保護対象外、

住基ﾈｯﾄ４情報

は客観的・外形

的事項、・住基ﾈｯ

ﾄを通した本人

確 認 情 報 の 管

理・利用は目的

も正当、取得態

様も社会通念上

相当 

・目的外利用が

法律上禁止され

ているため、名

寄せは違法、・運

用関係者による

情報漏えいの可

能性高いとはい

えない、・原告の

主張は事実上の

危惧の指摘、住

基法に対する制

度的批判 



④ 名 古 屋 地 判

2005.5.31 
被告：愛知県 
 
 
 
 
 
 
 

・住基ﾈｯﾄ差止請

求 
・損害賠償請求 

棄却 ・事務効率の湖

上、窓口業務の

簡素化、住民の

利便性の増進 

・本人確認とい

う目的以外に使

用されたり個人

のﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰに係

る法的利益侵害

の危険性ない 
・公権力による

国民個人情報の

一元的管理不可

能 
⑤福岡地判 
2005.10.14 
被告：国、福岡

県、センター 
 
 
 
 
 

国：損害賠償請

求 
福岡県：本人確

認情報処理事務

委任等の差止請

求 

棄却 ・行政ｻｰﾋﾞｽの向

上と行政事務の

効率化という立

法目的には十分

な合理性 
・ﾈｯﾄﾜｰｸ社会に

おける本人確認

手段としての住

基ﾈｯﾄは電子政

府・電子自治体

の基盤として不

可欠 
・法において個

別選択制を導入

するかどうかは

立法裁量の問題 
・住基ﾈｯﾄの施行

は憲法に適合す

る法令に基づく

適法な施行 

・住民票ｺｰﾄﾞを

付する行為によ

る氏名権侵害せ

ず 
・公権力による

包括的管理は法

で禁止 
・本人確認情報

は個人の内心に

関する情報では

ない 
・無作為に作成

された数字の住

民票ｺｰﾄﾞからは

個人情報が推知

されない 
・法の講じてい

る個人情報保護

措置は十分 



⑥ 金 沢 地 裁

2005.5.30 
被告：国、石川

県、財団法人地

方自治情報ｾﾝﾀｰ 

原告個々人に関

する住民基本台

帳ﾈｯﾄﾜｰｸ差し止

め請求 
損害賠償請求：

県・ｾﾝﾀｰには各

原告に 11 万円

（連帯）、国には

各原告に 11 万

円 

原告個々人に関

する差し止め請

求・削除請求は

認容 
県・国に対する

国家賠償請求、

ｾﾝﾀｰに対する損

害賠償請求は棄

却 

・自己情報ｺﾝﾄﾛｰ

ﾙ権も公共の福

祉のため必要あ

る場合には相当

の制限受ける 
 

・自己情報ｺﾝﾄﾛｰ

ﾙ権としてのﾌﾟﾗ

ｲﾊﾞｼｰ権は憲法

第 13 条により

保障 
・本人確認情報

が漏洩する具体

的な危険性は存

在しない 
・名寄せの危険

性飛躍的に高ま

る 
・目的としての

住民の便益は個

人的利益である

から、ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰ

権とどちらを優

先するかは個人

が決めるべき事

項 
・行政事務の効

率化はﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰ

権を犠牲にして

まで達成するべ

き高度の必要性

はない 
 判決文は、LEX/DB インターネット TKC 法律情報テータベースより入手した。 
 
 
（３）住基ネットに関する判例からみた地

域がん登録 
  住基ネットと自己情報コントロール権

との関係については、以下の３つの論点

について、議論が闘わされ、裁判所の判

断が下されている。 
  第一は、住基ネットと憲法第１３条に

基づく自己情報コントロール権との関係

に関する憲法判断である。住基ネットに

関する裁判は、原告住民側が住基ネット

の違憲性・違法性を争うという形式であ

るため、主張・立証責任は原告側が負っ

ている。したがって、裁判所が積極的に

合憲性について判断を下すという構成に



はなっておらず、原告住民側の主張に合

理性があるか否かの判断が中心を占める。

ただ、判決⑥では、裁判所が積極的に憲

法判断を下している。それによると、一

般論として、憲法第１３条に基づく自己

情報コントロール権も公共の福祉のため

必要ある場合には相当の制限を受けると

している。また、⑤は、住基ネットの施

行は、憲法に適合する法令に基づく適法

な施行であると判示している。 
  地域がん登録と国民あるいは患者個人

との関係については、上記Ｃ１．で考察

したとおり、地域がん登録の持つ公益性

と個人の自己情報コントロール権とは相

反する関係では捉えることができない。

このため、この論点に関する判例の傾向

は、地域がん登録の合憲性の有力な論拠

としては援用しにくい。 
  第二の論点は、住基ネットの安全性で

ある。この点について判例は、住基ネッ

トは個人情報を保護するうえで、ハード

およびソフト両面において万全の措置が

講ぜられているとしている。原告住民側

は、住基ネット稼動によって公権力によ

り個人のあらゆる情報が一元的に管理さ

れる、いわゆる「名寄せ」が行われる具

体的危険性が高まったと主張している。

これに関して判例は、住民基本台帳法は

利用目的を限定しており、しかも目的外

利用した場合には罰則を科することにな

っているため、法を遵守している限り「名

寄せ」は起こり得ないと判示している。

この点は、地域がん登録の制度設計をす

る上で大きな示唆を与えてくれる。すな

わち、判例理論に照らしても地域がん登

録の合憲性・合法性が根拠づけられるた

めには、ハードおよびソフトの両面での

安全対策が必要不可欠なのである。 
このうちソフト面の安全性を保障する

法的制度としては、個人情報関連法およ

び各都道府県の個人情報保護条例上の罰

則規定がこれにあたる。住基ネットのハ

ード面の安全性確認方法とて、各種テス

トが実施され、判例はその結果をもって

安全性が確保されていると判断した。地

域がん登録においても、その安全性につ

き広く国民の理解を得るためには、安全

基準が公開され、各地域の登録機関がそ

の安全基準を満たしていることについて

の確認手段が講ぜられることが望ましい。 
第三の論点は、⑥の違憲判決の判断理

由に、地域がん登録が耐えうるか否かで

ある。判決⑥は、住基ネットそのものに

つき違憲判断を下しているわけではなく、

原告個々人との関係でのみ違憲であると

判断している。その理由は、自己情報コ

ントロール権は憲法上保障された基本的

人権であり、住民本人が住基ネットによ

る利便性の享受を放棄するのであれば、

住基ネットからの離脱は容認されるとい

うのである。したがって、この判決は、

住基ネットからの opting out を容認した

ものであると理解しうる。 
これを地域がん登録にあてはめると、

上記Ｃ１．でみたとおり、国民・患者は

地域がん登録との関係では、受益者であ

るという立場を捨てることは非現実的で

ある。したがって、国民・患者は地域が

ん登録の利便性の享受を放棄しえない以

上、判決の論理に立脚したとしても、地

域がん登録へのがん患者個人の情報の登

録は、違憲と判断されることにはならな



い。地域がん登録は、⑥の違憲判決の論

理による批判に、十分耐えうると結論づ

けることができよう。 
 
Ｅ．結論 
１．地域がん登録の意義・倫理的地位 
  地域がん登録の事業としての意義・役

割については、地域がん登録全国協議会

による解説（注１）が最も簡潔かつ的確

であり、大きな参考となる。他方、現代

の医療の倫理的側面について論ずる際に

は、患者の自律の尊重には最大限の配慮

がなされなければならない。本報告では、

地域がん登録のもつがん患者の治療にお

ける自己決定権の前提としての役割に着

目して考察した。また、本報告では、負

担と受益のバランスという観点から、国

民・がん患者と地域がん登録との関係を

考察した。その結果、本人同意不要かつ

opting out を容認しない全数把握として

の地域がん登録は、倫理的に正当化され

るとの結論を得た。 
 
２．法的基盤の整備 
  地域がん登録の法的根拠についての最

も詳しい解説については、地域がん登録

全国協議会による解説（注１）を挙げる

ことができる。詳しくはその解説に譲る

が、今日、地域がん登録の直接的な法的

根拠としては、健康増進法（２００２年

８月２日法律１０３）第１６条「国及び

地方公共団体は、国民の健康の増進の総

合的な推進を図るための基礎資料として、

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との相関関係

を明らかにするため、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。」

が挙げられる。これ以外には、個人情報

保護関連法令･ガイドラインや「疫学研究

の関する倫理指針」の通知別添え３「『疫

学研究に関する倫理指針』とがん登録事

業の取り扱いについて」が法的根拠とし

て引き合いに出される。 
  しかし、健康増進法第１６条以外は、

いずれも地域がん登録に例外的地位を与

えることによって患者本人の同意なしの

登録事業を容認するという内容になって

いる。他方で個人情報保護の重要性に関

する社会的認識は顕著に増大しており、

この社会的背景の下では、上述の法令上

の根拠のみでは地域がん登録への参加を

躊躇する医療機関が存在することも容易

に想像のつくところである。特に、患者

本人の同意なしに登録することは上記の

法令及びガイドラインにより正当化され

るとしても、患者本人が積極的に登録拒

否や登録削除の意思を表明した場合の院

内がん登録および地域がん登録サイドの

対応が明確ではないのが現状である。こ

のような現状では、かりに患者が登録拒

否の意思を表明した場合、その意思に反

して登録することにより、当該医療機関

は、患者による民事訴訟の提訴という法

的リスク、また、報道機関による批判的

報道という社会的リスクを覚悟しなけれ

ばならなのである。 
  したがって、地域がん登録およびその

前提としての院内がん登録については、

立法措置による積極的な法的根拠が必要

であるといえよう。同旨の主張は、がん

診療および地域がん登録の専門家によっ

てもなされている。その立法の名称とし



ては、「地域がん登録事業法」がまず考え

られよう。他方で、日本のがん診療が今

日抱えている課題は、地域がん登録の法

的根拠には限られない。がん診療水準の

均てん化、そのために欠かすことのでき

ないがん診療拠点病院の整備も大きな課

題である。現在、がん診療連携拠点病院

の整備に関しては、厚生労働省健康局長

通知（健発第０２０１００４、平成１８

年２月１日）が根拠となっている。その

内容は、がん診療拠点病院の指定要件や

医療計画におけるがん対策など、医療法

で規定されている事項が多く含まれてい

る。がん対策に関しては、予防から検診・

診断、治療の全ての段階に至るまで有機

的･総合的な取り組みがなされなければ

ならない（注２）。したがって、地域がん

登録に支えられるがん診療を推進する上

では、健康増進法、医療法、立法措置が

待たれている地域がん登録事業法のよう

に個別の法律毎に規定されるよりは、「が

ん対策基本法」という一つの立法にまと

められることが極めて適切であろう。 
  結論として、悉皆（全数）登録として

の地域がん登録は、現行法令・ガイドラ

イン上違法ではない。しかし、積極的に

合法的性格を付与し、医療現場が躊躇な

く院内がん登録および地域がん登録を推

進することができ、さらにがん登録に支

えられたがん診療の均てん化を進めるう

えでは、「がん対策基本法」の立法が最も

有効な法的対応であるといえよう。 

 
（注１）「地域がん登録における機密保持に

関するガイドライン」地域がん登録

全国協議会、２００５年９月 
（注２）がん対策全般を総合的に推進する

ため、２００５（平成１７）年５月、

厚生労働省に「がん対策推進本部」が

設 置 さ れ た

（ http://www.mhlw.go.jp/houdou/200
5/05/h0511-3.html）。 このがん対策

推進本部から、同年８月に「今後のが

ん対策の推進について『がん対策推進

アクションプラン２００５』が発表さ

れた。がん対策に関しては、行政組織

の面では有機的・総合的な体制が整備

されつつある。法的側面においても、

総合化されることが望ましい。 
 
Ｆ．健康危険情報 
   なし。 
 
Ｇ．研究発表 
 １．論文発表 
   なし。 
 ２．学会発表 
   なし。 
 
Ｈ．知的財産権の出願・発表状況（予定を

含む。） 
   なし。 
 

 

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/05/h0511-3.html
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/05/h0511-3.html


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おける生命倫理的諸問題の検討 
－同意および拒否権の取扱いのあり方について－ 

 
分担研究者 掛江 直子 国立成育医療センター研究所成育政策科学研究部 

 

研究要旨 
 地域がん登録事業の適正な推進に際して、個人のプライバシー権等の制限が生じ

る。本分担研究では、生命倫理の視点から、地域がん登録のあり方について検討を

することを目的とした。 
 本研究では国内外の地域がん登録事業の実態把握に加え、米国の生命倫理研究者

らによる Public Health Ethicsという考え方を参照することにより、本邦での地域

がん登録事業の倫理性について検討したものである。 

 
Ａ．研究目的 
 地域がん登録事業の適正な推進に際して、

個人の自律性ならびにプライバシー権等の制

限が生じる。本分担研究では、生命倫理の視

点から、地域がん登録の倫理性について検討

をすることを目的とする。 

 
Ｂ．研究方法 
 研究は，文献研究に加え，班会議での議論

や地域がん登録全国協議会総会研究会・実務

者研修会への参加，国内外のがん登録実務者

からの聴き取りを基に，わが国の地域がん登

録の倫理性について検討をした。 
 特に当該事業における同意のあり方ならび

に実名登録の是非に関して生命倫理の観点か

ら理論的検討を行った。 
（倫理面への配慮） 
 研究の対象となる者の個人情報や身体・精

神に直接関わる研究方法を用いていないので，

倫理的問題はない。また，調査の過程で偶然

に接した個人情報に関しては，守秘を尽くし

ている。 

 
Ｃ．研究結果・考察・結論 
 以下に本分担研究の結果を論文形式でまと

める。 

 
1. 地域がん登録を取り巻く状況 
 地域がん登録とは「特定の人口集団におけ

るがん患者のすべてを把握し，罹患から治癒

もしくは死亡に至る全経過の情報を集め，保

管，整理，解析すること」と定義されている。

（大島明，2004）これにより、がん医療評価

のための重要な情報が得られ、国（行政）の

みならず一般国民もがん治療に関する意思決

定の際の重要な情報を得ることができると考

えられる。 
 しかしながら，一方で、地域がん登録がそ

の役割を十分に果たす（期待される公益を生

む）には、悉皆性と精度の高さを確保しなけ

ればならない。このため、登録方法としては、

個々人の同意の有無に関わらずがん患者の情

報を登録し、また情報の制度を上げるために

医療機関の診療情報や死亡小票や住民票等の



公的情報との照合を繰り返す必要がある。 

 地域がん登録制度は、1983 年から施行され

た老人保健法による保健事業であるがん検診

が国庫補助事業とされたのを受けて開始され

たのが 初であると言われている（地域がん 

登録全国協議会，2005）。この当時、まだ本邦

では、がんの告知も一般的にはなっておらず、

また医療者間での患者情報の取扱いについて

も特別なルールは定められていなかったこと

から、地域がん登録へ患者情報を提供・登録

することについて、個々の患者に対してイン

フォームド・コンセントの手続きが保障され

る状況にはなかったと推察できる。しかしな

がら、2004 年 4 月に「個人情報の保護に関す

る法律」（以下、個人情報保護法）が施行され

る等，個人情報の取扱いに対する社会情勢の

変化もあり、今後、地域がん登録をどのよう

に推進していくべきであるかについて検討が

求められるようになった。 
 本分担研究では、こういった社会的背景を

踏まえ、生命倫理の一般的な考え方を用いて、

地域がん登録のあり方について検討するもの

である。 

 
2. 一般的な生命倫理の考え方 
 人を対象としたあらゆる医科学研究の実施

に関しては、国際的に承認された倫理原則が

ある(表 1)。これらは、第二次世界大戦中に行

われた生体実験への反省として定められたニ

ュルンベルク綱領  (1947) を起源として、後の

世界医師会総会によるヘルシンキ宣言(1964)、
国際医科学評議会(Council  of  International 
Organizations of Medical Sciences: CIOMS、
以下 CIOMS とする) による人被験者を対象

とする生物医学研究についての国際ガイドラ

イン  (International Guidelines  for  Biomedical 
Research  Involving Human  Subjects,  1982) 等
の議論の中でさらに整理されてきたものであ

り、バイオエシックスの基本的倫理原則とも

重なるものである。これらの倫理原則におい

ては、その基礎として被験者の「人権の保護」

の理念があり、これはすべての人が平等に有

している「人間の尊厳」の尊重という基本理

念に支えられるものである。 
 地域がん登録は患者の情報のみを取り扱う

ものではあるが、疫学研究のひとつであり、

疫学研究も人を対象とした医科学研究の一領

域であることから、上記の基本原則の精神を

遵守しなければならないといえる。しかしな

がら、これらの倫理原則は臨床医学研究や治

験といった身体的侵襲度の高い研究を主に対

象として検討されてきたものであることから、

前述したように、患者情報のみを取り扱う地

域がん登録のあり方を考える際には、枠組み

の見直しが必要となると考える。 

 

表 1. 基本的倫理原則   

1.  自律性の尊重  (respect for the autonomy of persons) 
   自律的な個人の自己決定を尊重するとともに、自律性が十分でない個人を護ること

2.  無危害  (non‐maleficence) 
   人に対する危害を回避する、もしくは 小化すること 

3.  善行  (beneficence) 
   人の善を優先し、 善の利益を追求し、 大化すること 

4.  公正  (justice) 
   リスクとベネフィットの配分、ならびに手続きにおける公正さが保たれること 



3. 公衆衛生における倫理 
 地域がん登録の目的は、がんの実態把握（が

ん罹患率とがん患者の生存率の測定等）、対が

ん活動の評価、疫学研究への応用、がん検診

の有効性評価と精度管理等の役割を果たすこ

とにより、がん予防・がん診療レベルの向上

に資する等、国民の公衆衛生の向上に貢献す

ることとされている（地域がん登録全国協議

会，2005）。したがって、公衆衛生における倫

理という枠組みで検討することが必要となる。 
 公衆衛生における倫理という枠組みを考え

るについては、L.  O.  Gostin が提唱した

Micro‐Ethics  と   Macro‐Ethics との考え方

（Gostin, 1991）が有用であると考える。 
 Micro‐Ethics とは、被験者である個人の権

利保護に焦点をあてた考え方で、前述の表 1 
の倫理的基本原則をいう。これに対し、

Macro‐Ethics とは、集団（集団を構成してい

るすべての個々人）の尊厳の尊重に焦点をあ

てた考え方で、次の５つの原則によって支え

られるとされている。すなわち、(1) 集団の

個々人の健康と福祉を護ることを 優先の義

務とすること、(2) 集団の個々人の尊重と彼ら

の自己決定権の尊重、(3) 弱い立場の個々人の

保護と研究実施の正当な理由の必要性、(4) 集
団の個々人のプライバシーやインテグリティ、

自尊感情の保護、(5) 集団の個々人に対する 
恩恵の公正な配分とインフラ構築の必要性、

の５つの原則である。 

 Macro‐Ethics の基礎をなす原則は、被験者

集団に害を与えないこと  (First Do No Harm) 
である。これが集団の個々人の尊重という

Macro‐Ethics の原理を導いている。しかしな

がら、Macro‐Ethics において集団のベネフィ

ットの確保が個人にとって害を与えるような

場合、すなわち集団の利益を守るために個人

の諸権利を制限するといった状況について、

Macro‐Ethics  の考え方がどのように正当化

されるのか、Micro‐Ethics から Macro‐Ethics
へのつながりと整合性という点から、さらな

る検討が必要であると考える。 

 このような Gostin の考え方を基礎に、

Gostin を含む複数の生命倫理学者らにてまと

められたのが Public  Health  Ethics である

（James F. Childress, Ruth R. Faden, Ruth D. 
Gaare,  Lawrence  O.  Gostin,  Jeffrey  Kahn, 

表 2. the relevant general moral considerations include: 

・producing benefits 
・avoiding, preventing, and removing harms 
・producing the maximal balance of benefits over harms and other costs (often called utility) 
・ distributing  benefits  and  burdens  fairly  (distributive  justice)  and  ensuring  public 

participation, including the participation of affected parties (procedural justice) 
・respecting autonomous choices and actions, including liberty of action 
・protecting privacy and confidentiality 
・keeping promises and commitments 
・disclosing  information  as well  as  speaking  honestly  and  truthfully  (often  grouped under 

transparency) 
・building and maintaining trust 

※出典:  James F. Childress; Ruth R. Faden; et al, “Public health ethics: Mapping  the  terrain” The 
Journal of Law, Medicine & Ethics; 2002; 30,2. 



Richard  J.  Bonnie, Nancy  E.  Kass,  Anne  C. 
Mastroianni, Jonathan D. Moreno, and Phillip 
Nieburg, 2002）。この Public Health Ethicsで
は、一般的道徳概念として、表 2 に示した 9
項目を挙げているが、その中でも、とりわけ

ベネフィットの生産や、危害を避け、防ぎ、

取り除くこと、producing benefits, preventing 
harms, maximizing  utility が公衆衛生行為の

主要な根拠となるとしている。 

 さらに、有効性（Effectiveness）、均衡

（Proportionality）、必要性（Necessity）、制

限の 小化（Least  infringement）、公的正当

性（Public  justification）の５つの正当化要件

（five  justificatory conditions）を提案してい

る（表 3）。 
 「有効性」とは、一般的道徳概念の一部も

しくはいくつかを制限することにより公益が

守られ得るであろうことを示さなければなら

ないことであり、つまり公衆衛生の名のもと

に政策により一般的道徳概念が制限される場

合、目標到達の実現可能性が低ければ倫理的

に正当化できないと判断することになる。 
 「均衡」とは、得られるであろう公益が、

制限される一般的道徳概念よりも重要である

ことを示さなければならないことをさす。つ

まり、公衆衛生政策が個人の自律性やプライ

バシーの侵害をするかもしれないが、すべて

のポジティブな事柄や利益はネガティブな事

柄や影響とのバランスが取れてなければなら

ないということを意味する。 
 「必要性」とは、有効性と均衡が保たれて

いる政策のすべてが公衆衛生を実現できると

は限らないことを踏まえ、政策というものが

一般道徳概念の一部を制限するかもしれない

という事実は道徳的により問題の少ない代替

案を探すことの強い根拠となるとしている。

つまり、一般道徳概念を制限する強制案を提

唱する者は、その道徳的根拠を示す荷を負う

のである。 
 「制限の 小化」とは、前述のいずれの要

件を満たしたとしても、一般道徳概念の制限

の 小化を求めなければならないということ

である。つまり、強制的な方法を用いるなら

ば、その程度と種類の必要性を考えなければ

ならないのである。 
 後に「公的正当性」であるが、これは公

衆衛生活動を行なう者は我々社会がその正当

性を判断するための説明を行なう責任

（accountability）を有し、透明性を確保し、

public trustの構築と維持が不可欠であるとい

う考え方である。 

  
4. 地域がん登録事業の倫理性 
 地域がん登録事業の倫理性の検討のひとつ

の方法として、この５つの正当化の要件との

関係を見ていくことにする。 

 

表 3. Five justificatory conditions: 

1) Effectiveness 
2) Proportionality 
3) Necessity 
4) Least infringement 
5) Public justification 

 
※出典:  James  F. Childress; Ruth R.  Faden;  et  al,  “Public  health  ethics: Mapping  the  terrain”  The 
Journal of Law, Medicine & Ethics; 2002; 30,2.



4‐1. 有効性（Effectiveness） 
 「有効性」要件については、地域がん登録

事業では、一般的道徳概念のうちの自律的選

択と行動の尊重（ respecting  autonomous 
choices and actions）およびプライバシーと守

秘 性 の 保 護 （ protecting  privacy  and 
confidentiality）について制限することになる

といえる。これは、地域がん登録事業では、

個々人に情報登録の選択の余地を与えること

なく悉皆登録を行なうことが、その目的上重

要であることを示しており、まさにこの制限

をかけることにより当該事業によるデータの

精度が高まり、国民の健康（特にがん医療）

における情報提供ならびに適切な政策対応が

可能になるという公益が守られると説明でき

るのである。 
 さらに、目標到達の実現可能性については、

これらの道徳概念の制限を許容し、制度とし

て地域がん登録を位置づけることが叶えば、

諸外国での状況などを鑑み、十分に実現可能

であると推察できる。言い方を換えると、こ

れらの道徳概念の制限をせず自律的選択に基

づく登録方式とした場合、当該事業において

得られるデータが偏り、集団の代表性を欠い

てしまうため、目標到達の可能性がなくなる

（目標の一部が全く達成できなくなる）ため、

倫理的に正当化できなくなるとも考えられる。 

4‐2. 均衡（Proportionality） 
次に「均衡」要件であるが、地域がん登録

事業から得られるであろう公益が、制限され

る一般的道徳概念よりも重要であることを示

さなければならない。つまり、地域がん登録

事業を公衆衛生事業として制度化するにあた

っては、個人の自律性やプライバシーの侵害

を生じてしまうが、これらのネガティブな事

柄や影響としては、当該事業においては診療

や行政の資料として既に存在している情報を

集積するのみであることから、情報漏えいの

リスクを 小化することにより登録された患

者の実害はほとんど認められず、ネガティブ

な事柄や影響とポジティブな事柄や利益のバ

ランスの点では大きな問題はないと解釈でき

る。しかしながら、自律性やプライバシーの

侵害について、登録時に opt‐in 方式とする場

合と opt‐out方式にする場合とで、どのように

バランスが異なるかについては検討が必要で

あると考える。これについては、後（5‐2）で

検討をすることとする。 

4‐3. 必要性（Necessity） 
 続いて「必要性」要件であるが、道徳的に

より問題の少ない、つまりより制限が少ない

他の方法があるのかという点については、当

該事業を同意取得を前提とした自発的登録制

度とした場合、治療成績の良し悪しや様々な

理由に基づき登録の同意を拒否する者がでる

ことも考えられる。その場合、そのことによ

って生じる偏りが集団の代表性を損ない、当

該事業の目的である「集団におけるすべての

がん患者を把握し、がんの罹患から治癒もし

くは死亡に至る全経過の情報を集め、保管、

整理、解析することにより、がん医療評価の

ための重要な情報を得る」という公益を損な

うこととなるだろう。したがって、他の方法

で代替することは、当該事業の場合には困難

であると考えられ、当該方法での必要性とい

う要件は満たされていると考えられる。 

4‐4. 制限の 小化（Least infringement） 
さらに、「制限の 小化」要件については、

前述のいずれの要件を満たしたとしても、一

般道徳概念の制限の 小化を求めなければな

らないということであるが、同意なく強制的

に制度としてがん患者の情報収集を行なうこ

とを必要としていることから、その取り扱う

情報の種類は目的によって限定されていなけ

ればならない。 
当該事業において取り扱われる情報は、患 



 

表 4. 地域がん登録における標準登録項目 

1)  医療機関名 

2)  カルテ番号 

3)  氏名（姓・名） 

4)  性別 

5)  生年月日 

6)  診断時住所 

7)  診断結果 

8)  初回診断日 

9)  自施設診断日 

10)  発見経緯 

11)  診断名 

12)  側性 

13)  進展度 

14)  組織診断名 

15)  診断根拠 

16)  外科的治療の有無 

17)  体腔鏡的治療の有無 

18)  内視鏡的治療の有無 

19)  外科的・体腔鏡的・内視鏡的治療の結果 

20)  放射線治療の有無 

21)  化学療法の有無 

22)  免疫療法・BRMの有無 
23)  内分泌療法の有無 

24)  その他の治療の有無 

25)  死亡日 
 
※出典: 地域がん登録全国協議会．地域がん登録における機密保持

に関するガイドライン．11‐12（2005） 



者の氏名、性別、生年月日、診断時住所、医

療機関名、カルテ番号などの個人識別情報に

加え、がんの診断・治療情報の約 25項目（表

4）であり、これらは各項目について収集の根

拠もしくは目的を明示できることから、目的

の達成のための必要 小限の情報であると判

断でき、プライバシーの侵害を 小化するよ

う努めていると理解できる。また、強制的な

方法を用いる場合のその程度という点からは、

実名を登録する方法だけでなく、匿名化をし

て一目で個人が特定できないようにした上で

の登録方法についても検討の必要があるだろ

う。この点については、後（5‐1）で検討した

いと考える。 

4‐5. 公的正当性（Public justification） 
 後に「公的正当性」要件であるが、これ

は社会が当該事業の正当性を判断するために、

当該事業の実施者らが、正当性を判断できる

だけの説明を行なう責任（accountability）が

あるということであるが、これについては、

HP 等を通してつねに情報提供をしているよ

うである。 
 また、事業の目的、仕組み等についても透

明性を保ち、public trustの構築に努めている

といえるであろう。一方、がん診療の現場で、

患者やその家族に対して、当該事業の理解を

求めるための努力をしているかという点につ

いては、現時点では当該事業が個別法等で公

衆衛生政策として位置づけられているわけで

はないこともあり、必ずしもすべての医療現

場で周知の努力がされているとはいえないよ

うである。 

4‐6. 当該事業の倫理性について 
 以上、地域がん登録事業が公共の公衆衛生

事業としての倫理性を満たすものであるかに

ついて、若干の検討を試みたのであるが、本

稿で示したPublic Health Ethicsの考え方に基

づき検討した結果としては、倫理的に許容で

きると考えられる。したがって、公的な公衆

衛生事業として、事業の遂行にあたって侵害

される個々人の諸権利もしくは制限される道

徳的概念に対する事業の権限等について、す

なわち制度の法的根拠と運営上のルールにつ

いて明確化する必要があると考える。 

 
5. クリアにすべき課題 
 地域がん登録事業において、その倫理性を

検討してきたが、その過程で当該事業の特殊

性によるわかりにくさがあるように感じた。

以下にそれらの課題と考えられる点について

検討を加える。 

5‐1. 実名と匿名 
 当該事業においては、実名による登録を前

提として倫理性の検討を行なってきた。しか

しながら、実名による登録と匿名化による登

録では、情報漏えいのリスクが異なり、また

個人同定性が低くなるためプライバシー侵害

の度合いも異なってくると推察される。 
 ドイツの地域がん登録では、ハッシュ関数

を用いて一方向的匿名化を行なっている州が

あった。ハッシュ関数では、スペルと発音の

双方を用いて暗号化するため、同じ患者であ

ればほぼ同じ匿名化番号に置き換えられる。

しかし、匿名化した情報を実名に戻す作業は

理論上できないとされており、情報の保護性

は高く、かつ情報の照合ならびに情報の追加

の点でも問題はあまりないと考えられる（ド

イツ地域がん登録視察の際の担当者談より）。

しかしながら、アルファベットを用いた名前

の場合はハッシュ関数も有効であるが、日本

語（特に漢字）表記を匿名化する場合、同様

にはいかない。漢字は省略の程度も含め、無

数に存在し、かつ読み方も地域によりかなり

異なる。またローマ字表記に変換する場合に

も変換方法の統一が難しく、実務的にはほぼ

不可能であるとの見方もある。地域がん登録



のデータは、一医療機関からのみではなく、

複数の医療機関ならびに行政機関であること

が想定されるため、データを提供機関にて匿

名化する際には、すべての機関で同じ匿名化

番号が付けられる必要がある。しかしながら、

一人の患者について複数の匿名化番号が付い

てしまう恐れのあるわが国では、匿名化を行

なうことによって、そもそもの事業の目標が

達成されなくなる可能性が高い。こういった

状況を考慮すると、本邦においては匿名化に

よる登録方式は選択肢としては挙げられない

だろう。つまり、実名を含む個人識別情報を

直接取り扱う形の登録を前提として、その倫

理的意義を検討する必要があるのである。 

5‐2. 同意と拒否について 
 次に、同意を得ないことについての倫理性

についてである。前項（4‐1）では、同意を得

ることにより目的達成の可能性がなくなる

（目標の一部はまったく達成されなくなる）

ことを根拠に、同意を得る方法で地域がん登

録を行なうことの倫理性は担保されないとし

た。 

 一方、均衡の項目（4‐2）で保留とした課題

として、自律性やプライバシーの侵害につい

て、opt‐in 方式と呼んでいる同意に基づく登

録方法と、opt‐out方式と呼んでいる拒否の意

思がある者がその意思表明をするという登録

方法との間に、どのような違いがあるかにつ

いて検討したい。つまり、opt‐in 方式につい

ては、地域がん登録事業としての倫理性が担

保できないとしたが、opt‐out方式であれば目

標到達の可能性が否定されず倫理性が担保で

きるか？もしくはポジティブな事項とネガテ

ィブな事項のバランスが取れるか？といった

検討である。では、まず実務的に opt‐out方式

の場合はどのような手続きになるかであるが、

登録時（もしくはそれ以前）に地域がん登録

について患者（もしくは社会全体）に周知が

されていると仮定し、患者ががんとの診断を

受けた場合に、患者が自ら「自分は地域がん

登録には登録されることを希望しない（登録

を拒否する）」と意思表明をすることにより、

登録をしないという対応をすることになる。

この場合、受診機関では患者の登録拒否の意

思は表明されるが、他の医療機関や行政機関

においてはこの患者が拒否の意思を表明した

という情報は必ずしも共有されない。したが

って、登録拒否の意思を尊重するためには、

登録拒否者リストに登録し、地域がん登録に

提供された情報の中に当該患者の情報が含ま

れていないことを確認する（もしくは含まれ

ていた場合にはその情報を外す）作業をしな

ければならない。つまり、実質的には登録拒

否者のリストに登録されることが必要なので

ある。したがって、opt‐in方式と opt‐out方式

の間では、自律性尊重という道徳的概念の制

限において差異が生じるかもしれない。しか

し、プライバシーの侵害という点でどれ程の

違いがあるか、一般に登録されるかされない

かの二者択一と考えてしまいがちではあるが、

実際は異なっているという点が、バランスや

正当性を評価する際に非常にわかりにくいと

いえる。また、opt‐out方式の前提として仮定

した事前の情報の周知であるが、フランスの

例を見ても、ドイツの例を見ても、なかなか

実質的には社会に対する十分な周知というの

は困難である。その意味では、opt‐out方式と

いうよりも、同意の撤回の機会を保障するこ

との方が現実的であろう。ただし、同意の撤

回の場合であっても、同意撤回者のリストが

なければ、追加情報に対して登録漏れなのか、

同意の撤回による登録削除であるのかが判断

できない。したがって、いずれにしろ同じ状

況になるだろう。 

 このような現状から、opt‐in方式と opt‐out
方式、そして同意に基づかない方式の三者で



考えると、自律性およびプライバシーの侵害

という観点では、その道徳的概念の制限の程

度に差が生じることが推察されるが、実質的

には地域がん登録を行なう以上はいずれかの

方法にて登録されてしまうため、その差は期

待するほど大きくはないと考えられる。これ

に対して、患者の自律的選択という概念を導

入することによって、当該事業のデータの精

度が低下し、本来の目的が達成できなくなる

ならば、この事業の倫理性は担保できなくな

ると考えられる。したがって、公衆衛生上の

必要性が認められるのであれば、同意に基づ

かない方式での登録を実施することが合理的

なのではないかと考える。 

5‐3. 利益の評価について 
 公衆衛生上の必要性、すなわち公共性が認

められるかどうかの判断であるが、これもな

かなかクリアにならない問題である。個人の

中でのリスクとベネフィットの比較考量と、

集団におけるリスクとベネフィットの比較考

量を同じ土俵で行なうことは困難である。で

は、個人内でのリスクとベネフィットである

が、個人にとっては自律性ならびにプライバ

シーが侵害され、情報漏えいの可能性という

リスクを負うことになるが、ベネフィットと

しては集団におけるがんの正確な情報が自己

決定の際の判断材料として有用であるという

点が挙げられる。しかしながら、登録に協力

しなくてもベネフィットは目の前に存在する。

つまり、登録への協力の有無に関らずベネフ

ィットは享受できるが、登録に協力した場合

はリスクや、人によっては自分の情報を自分

以外の者が管理しているという抵抗感（気持

ち悪さ）が生じてしまうのである。これは、

通常の医療において、治療を受ける受けない、

もしくは臨床研究に参加するしないといった

判断に伴うリスクとベネフィットとは異なる

点であり、裏表の関係として理解することが

難しい。 
 また、そもそも集団におけるデータが目的

であり、集団におけるベネフィットを目標と

している地域がん登録では、集団の構成員と

してのベネフィットが保障されるだけであり、

個別の患者の直接的なベネフィットを生み出

すところまでは利益の評価に含まれていない

と考えるべきなのではないか。だからこそ、

公衆衛生であり、Macro‐ethicsやpublic health 
ethics という枠組みを必要としているのだと

考える。 

5‐4. 法制化について 
 公衆衛生事業の場合、central playerは国（政

府）である。したがって、公益性の評価に関

しても、今まで地域がん登録の情報を国が国

民の健康維持のためにどのように利用してき

たのか、今後どのような情報をどのように利

活用していく予定であるのかという点が重要

となる。昨年 2005年に報道されたアスベスト

による健康被害（中皮腫罹患）の把握ならび

に対策の遅れについての被害者ならびに国民

への責任等を考えると、精度の高い地域がん

登録の必要性ならびに公益性は認められるの

ではないかと考える。 

 さらに、健康増進法第 16 条には、「国及び

地方公共団体は、国民の健康の増進の総合的

な推進を図るための基礎資料として、国民の

生活習慣とがん、循環器病その他の政令で定

める生活習慣病との相関関係を明らかにする

ため、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。」とあり、公衆衛生事業の

central playerとしての責務を国と地方公共団

体に課している。したがって、地域がん登録

は、本法のもと公衆衛生事業としての公益性

ならびに必要性を認められていると考えられ

る。そうであるならば、地域がん登録の運営

方法の妥当性、すなわち同意取得を前提にし

ないことや実名登録であることなどの妥当性



の検討が課題となるが、これらについては、

前項にて地域がん登録の倫理性の検討を行な

った結果、倫理性を担保するためにも自律的

選択といった一般的道徳概念を制限して悉皆

性を維持し、実名で登録されることが必要で

あると判断される。このような公益的な事業

に対し、共に責務を課されている国と地方公

共団体の判断が食い違い、そのことにより全

体の利益が損なわれる（地域がん登録は一部

の患者の登録ではその本来的な目標を達成で

きないため、全体の利益が損なわれると考え

る）ような状況には問題があり、これについ

ては、国が必要に応じて個別法を定めるなど

して、事業の根幹に関わる運営方法の保障を

行なうべきではないだろうか。 

  
6. 結びにかえて 
 地域がん登録事業の公益性、すなわち社会

における必要性について、倫理的な視点から

検討を行なった。その過程で、地域がん登録

のような集団の利益を目指した公衆衛生事業

の評価をするに際し、通常の個人の問題の倫

理性評価の枠組み、つまり医療倫理における

基本的倫理原則を用いた従来の自律性尊重の

倫理原則を優位においた倫理的枠組みで検討

してきた点に問題があったのではないかと考

えた。 
 本稿では、公衆衛生についての議論の歴史

の古い米国の研究者らの提唱した Public 
Health Ethicsという枠組みに基づき、本邦に

おける地域がん登録事業の倫理的妥当性を検

討してきた。結果、地域がん登録の重要性は

十分に理解でき、また本邦でも健康増進法第

16条を根拠に、その公益性ならびに必要性は、

既に認められていると考えられる。 
 したがって、残る課題は、地域がん登録の

公益性を損なわない適切な情報の集積方法・

手続きを定め、その運営方法に対する法的裏

づけを示すことであり、そしてそれはまさに

いま国に求められていることではないかと考

える。 
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【資料・1971 年全米がん対策法】 

 

 合衆国のがん対策事業をより効果的に遂行することを目的として，国立がん研究所

（National Cancer Institute）及び国立衛生研究所（National Institutes of Health）を強化する

ため公衆衛生総局法（Public Health Service Act）を改正する法律 

 

 アメリカ合衆国の上院及び下院は，連邦議会において次の内容を制定する。 

 

（法律の略称） 

第 1 条  

 この法律は「1971 年全米がん対策法（National Cancer Act of 1971）」として引用するこ

とができる。 

 

（事実確認及び目的の宣言） 

第 2 条  

(a) 連邦議会は次の事項を確認し宣言する。 

(1) がんの発症は増加しており，がんは今日，アメリカ人にとって健康に関する重大

な関心事である疾病であること 

(2) 新しい科学的手掛かりは，それを総合的かつ精力的に活用するならば，がんに対

抗するためのより適切な予防・治療手段が利用可能な時代の到来をかなりの程度早め

ることができること 

(3) がんは合衆国において主要な死亡原因であること 

(4) がんに関する我々の現在の知識は，生物医学のすべての範囲にわたる，幅広い進

歩の結果であること 

(5) 近年における，この恐るべき疾病に関する知識の進歩の結果，がんに対する全米

的事業を精力的に実施するよい機会が与えられていること 

(6) がんに対して最も有効な対策を講じるためには，国立衛生研究所の生物医学資源

のすべてを活用することが重要であること， 

(7) 国立衛生研究所を構成する各研究機関の事業は，史上最大の生産性を持つ，健康

及び疾病に焦点を定めた科学的コミュニティの誕生を可能にしてきたこと 

(b) この法律は，合衆国のがん対策事業を推進するため，国立がん研究所及び国立衛生

研究所の権限を拡大させることを目的とする。 

 

（全米がん対策事業（National Cancer Program）） 

第 3 条 

(a) 公衆衛生総局法第 4 編 A 節を改正し，第 406 条の次に，次の新しい条項を加える。 

 

（全米がん対策事業） 

 



 

第 407 条 

(a) 国立がん研究所長は，国立衛生研究所におけるがん関連のすべての活動を全米が

ん対策事業と調整するものとする。 

(b) 全米がん対策事業を遂行するにあたり，国立がん研究所長は，次の事項を行うも

のとする。 

(1) 全米がん対策諮問委員会（National Cancer Advisory Board）の助言に基づき，国

立がん研究所の事業，他の研究機関の関連事業，及びその他の連邦政府又は連邦政

府外の事業を包含する拡大，強化，調整されたがん研究事業を立案し策定すること。 

(2) 特に有望な領域における機会探索の迅速化のために，国立衛生研究所の既存の

研究機関・職員を能率的に活用すること。 

(3) がん研究について特別の能力を示す企業によるがん研究を奨励し調整すること。 

(4) がんの予防，診断及び治療において有益なすべてのデータを収集し，分析し，

提供すること。その中には，あらゆる国のがん研究者の利用に供するために，あら

ゆる国で実施されたがん研究の結果を，可能な範囲で収集，目録作成，保管，提供

する，国際的がん研究データバンクの設立も含まれる。 

(5) 研究に用いる特定生体試料（specialized biological materials）及び他の治療用物

質の大規模な製造又は分配を行うか又は支援するとともに，これらの試料を使用す

る人の安全及び注意に関する基準を設定すること。 

(6) 高度な能力を有する外国人による合衆国外でのがん研究で，アメリカ人の利益

に貢献することが期待できるもの，アメリカ人参加者と外国人参加者を対象とする

共同研究，アメリカ人研究者の海外での研修及び外国人研究者の合衆国における研

修，を各々支援すること。 

(7) がん関連の臨床的及び基礎的研究及び治療の事業に参加するのに適格な研究者，

医師，関連医療従事者を供給するための大規模かつ継続的な人材ベースの構築を目

的とする，基礎科学及び臨床諸学における適切な人材訓練開発事業を支援すること

（必要に応じて，研修費用支給（training stipends），研究助成金（fellowships），及

びキャリア・アウォード（career awards――研究者として独立するための給与・研究

費給付）の方法を含む）。 

(8) 国立がん研究所長が，意見や助言を求める目的で，又は，新しい科学的又は技

術的発見から最大限の利益を得るために遅滞なく実施されるべきプロジェクトや事

業，及びその他の活動について承認を得る目的で，必要があると考える日時・場所

において，全米がん対策諮問委員会の特別会議を招集すること。 

(9)(A) 全米がん対策事業のための年間予算の概算要求を作成し，厚生長官，国立衛

生研究所長，及び全米がん対策諮問委員会の意見を聴く（ただし変更はしない）相

当な機会を経た後，審査及び連邦議会への報告のため，大統領に直接提出すること。 

 (B) 国立がん研究所の責務及び経費のために連邦議会により配分されたすべての

資金を，大統領及び行政管理予算局（Office of Management and Budget）から直接受

領すること。 

 



 

(c)(1) 大統領対がん評価委員会（President`s Cancer Panel）（以下，本条において「委

員会」という）を設置する。委員会は，教育，経験，及び経歴の点で，全米がん対策

事業を評価することに格段の資格を有する者で，大統領が任命する 3 名をもって構成

するものとする。委員会の構成員のうち少なくとも 2 名は，卓越した科学者又は医師

がなるものとする。 

(2)(A) 委員会の構成員の任期は 3 年とする。ただし，(i)当初任命される構成員のうち

2 名については，任命時の大統領の指定により，うち１名の任期は 1 年，もう１名の任

期は 2 年とする。また，(ii)前任者の任期満了前の欠員を補充するために任命された構

成員の任期は，その前任者の任期の残余の期間とする。 

 (B) 大統領は，構成員のうち１名を，1 年の任期をもって議長に指名するものとす

る。 

 (C) 委員会の各構成員は，委員会に帰属する職務の現実の履行に従事する日数毎に

（移動日を含む），一般職給与表 GS-18 等級の年間基本給の一日相当額を受ける権利

を有する。また，合衆国法典第 5 編 5703 条(b)項に基づく旅費（日当を含む）を支給さ

れるものとする。 

(3) 委員会は，議長の招集により開催される。ただし，その回数は，1 年当たり 12 回

以上とする。委員会の各会合の議事について速記録が作成され，議長は，その速記録

を公開するものとする。 

(4) 委員会は，本条に基づく全米がん対策事業の策定及び執行のモニタリングを行い，

直接大統領に報告するものとする。当事業の迅速な執行に遅滞及び障害がある場合に

は，直ちにそれを大統領に報告するものとする。委員会は，当事業に関する定期的な

進捗状況報告書，当事業の効果に関する年次評価，及び改善のために提案を大統領に

提出するとともに，大統領の指示に応じた他の報告書を提出するものとする。委員会

は，大統領の求めに応じて，国立がん研究所長任命の候補者のリストを，大統領の考

慮のために提出するものとする。 

 

（国立がん研究・実証センター（National Cancer Research and Demonstration Centers）） 

第 408 条 

(a) 国立がん研究所長は，がん関連の先進的診断・治療方法に関する臨床的な研究，

教育訓練，及び実証のための，新しい 15 のセンターの設置を定める権限を与えられる。

それらのセンターは，本条(b)項又は適用される他の法律の規定に基づいて支援を受け

ることができる。 

(b) 国立がん研究所長は，国立衛生研究所長の定める方針に従い，全米がん対策諮問

委員会との協議の後，公的又は民間の非営利団体・機関との間で，がん関連の先進的

診断・治療方法に関する臨床的な研究，教育訓練，及び実証のための，既存又は新設

のセンター（本条(a)項に基づいて設置されるセンターを含むがそれに限らない）の計

画，設置，強化，及び基本的運営維持，のための費用の全部又は一部を負担する内容

の協同契約（cooperative agreements）を締結する権限を与えられる。この協同契約を支

 



 

持するために本項に定める連邦政府の支出は，(1)建設（405 条に基づく制限は適用さ

れない），(2)人件費等の基本運営経費（研究に必要とされる患者の医療費を含む），

(3)教育訓練（関連医療従事者のための教育訓練を含む），(4)実証目的，のために用い

ることができる。ただし，（建設のための支援以外の）本項に基づく支援は，センタ

ー当たり年 500 万ドル以下とする。本条に基づくセンターに対する支援は，3 年以下の

期間で行うことができる。さらに，国立がん研究所長は，国立がん研究所長が設置す

る適切な科学的審査組織によるセンター運営の審査の後，3 年以下の期間に限りこの支

援を延長することができる。 

 

（がん対策事業（Cancer Control Program）） 

第 409 条 

(a) 国立がん研究所長は，がんの診断，予防及び治療において，州等の衛生部局と協

力するために必要とされる事業を策定するものとする。 

(b) 本条を実施するため，1972 年 6 月 30 日に終わる会計年度について 2 千万ドル，

1973 年 6 月 30 日に終わる会計年度について 3 千万ドル，1974 年 6 月 30 日に終わる会

計年度について 4 千万ドルの予算配分が認められる。 

 

（国立がん研究所長の権限） 

第 410 条 

 国立がん研究所長は，（全米がん対策諮問委員会との協議の後）全米がん対策事業

の実施におけるその職務の遂行のために，この法律の他の規定に関わらず，次の権限

を与えられる。 

(1) 全米がん対策諮問委員会の承認を条件として，科学又は医療に学識経験を有す

る専門家又はコンサルタントを，50 人を限度として，雇用すること（合衆国法典第

5 編 3109 条に従う。ただし，雇用の日数又は期間に関する同条の制約は受けない）。 

(2) がんセンター，研究所，研究等に必要な施設・設備，及び関連する必要設備，

及び他の財産（特許権を含み，物的財産・人的財産を問わない）で研究所長が必要

と考えるもの，を取得，建設，改良，修理，運営，維持すること。1877 年 3 月 3 日

の法律（Act of March 3, 1877 (40 U.S.C. 34)）に関わらず，共通役務庁長官

（Administrator of General Services）を通じて，コロンビア特別区又は同区に隣接す

る地域の建造物又は建造物の一部を，10 年を限度として，国立がん研究所の使用の

ために，賃借その他の方法により取得すること。 

(3) 研究所長がその職務に関して助言を受けるのが望ましいと考える，民間人及び

連邦，州及び地方公共団体の公務員から構成される諮問委員会を設置すること。 

(4) 対価支払いの有無に関わらず，他の連邦，州又は地方の公的機関の役務，設備，

職員，情報及び施設を，その同意を得て使用すること。 

(5) 自発的かつ無償の役務を受けること。 

(6) 役務，金銭又は財産（物的財産，人的財産，複合財産，有体財産，無体財産を

 



 

問わない）の無条件贈与又は寄付を受けること。 

(7) その職務の遂行に必要な限り，合衆国現行制定法集（Revised Statutes of the 

United States）3648 条及び 3709 条（31 U.S.C. 529, 41 U.S.C. 5）に関わらず，公的機

関，個人，企業，社団，法人，教育機関と，契約，賃貸借，協同契約又はその他の

取引を結ぶこと。 

(8) 全米的及び国際的に，国立がん研究所と，他の科学，医学，及び生物医学の学

界・学会との間における，科学的知識・情報の流通及び交換のためのすべての経路

が維持されることを確保するよう必要な措置を講じること。 

 

（科学的審査；報告書） 

第 410A 条 

(a) 国立がん研究所長は，規則により，その権限下のすべての研究補助金及び研究事

業に対する適正な科学的審査を，(1)国立衛生研究所内に設置され，連邦の職員でない

科学・疾病の分野の科学者・専門家を主たる構成員とする，可能な限りの適正性を有

する同僚審査グループ（peer review groups）を用いることにより，及び，(2)適切な場合

には，全米がん対策諮問委員会及び国立衛生研究所長の承認を得て，必要とされる他

の公的な同僚審査グループを設置することによって，規定するものとする。 

(b) 国立がん研究所長は，各暦年の終了後できるかぎり速やかに，全米がん対策諮問

委員会と協議の上で，前年の全米がん対策事業の活動内容，進捗状況，及び成果に関

する報告書，及び次の 5 年間の事業の計画書を作成し，連邦議会への報告のため，大

統領に提出するものとする。 

 

（全米がん対策諮問委員会（National Cancer Advisory Board）） 

第 410B 条 

(a) 国立がん研究所内に，次の 23 名により構成される全米がん対策諮問委員会（以下，

本条において「委員会」という）を設置する。 

(1) 厚生長官，科学技術庁長官（Director of the Office of Science and Technology），

国立衛生研究所長，退役軍人局（Veterans` Administration）医務官長（又はその指名

する者），及び，国防長官（Secretary of Defense）により指名された医務官は，職務

上当然に委員会の構成員になるものとする。 

(2) 大統領が任命する 18 人の構成員。 

 任命による委員会構成員のうち，科学者又は医師は 12 名以下とし，一般を代表する

者は 8 名以下とする。委員会に任命される科学者及び医師は，がんの研究，診断，治

療，又はその関連領域において著名な科学又は医学の代表的権威者の中から任命され

るものとする。任命による委員会構成員は，すべて，その教育，経験，経歴に基づい

て，国立がん研究所の事業の評価に特に適任の者から任命されるものとする。 

(b) 

(1) 任命による構成員の任期は 6 年とする。ただし，任命時の大統領の指定により，

 



 

当初任命された構成員のうち，6 名の任期は 2 年，別の 6 名の任期は 4 年とする。 

(2) 前任者の任期満了前の欠員を補充するために任命された構成員の任期は，その前

任者の任期の残余の期間とする。任命による構成員は再任の資格があり，また，その

後任者が就任するまでの間，任期の満了後も職にとどまることができる。 

(3) 委員会における欠員はその活動に影響しない。また，委員会の定足数は 12 名とす

る。 

(4) 委員会の設置により，既存の全米がん諮問評議会は廃止される。任命による評議

会構成員で本条の施行日に在任する者は，その時点での任期の残余期間，又は大統領

が定めるより短い期間，委員会の追加構成員として職にとどまるものとする。 

(c) 大統領は，任命による構成員のうち 1 名を，2 年の任期をもって議長に指名する

ものとする。 

(d) 委員会は，国立がん研究所長又は議長の招集により開催される。ただし，その回

数は，1 年当たり 4 回以上とする。委員会は，国立がん研究所長に対し，全米がん対策

事業に関する助言及び援助を行うものとする。 

(e) 国立がん研究所長は，研究所の職員 1 名を，委員会の事務局長（Executive 

Secretary）の職に指名するものとする。 

(f) 委員会は，委員会が全米がん対策事業の計画及び活動を調査するために適切と考

える公聴会を開催し，証言を録取し，適切と考える日時場所において会議を開き議決

することができる。 

(g) 委員会は，毎年 1 月 31 日までに，全米がん対策事業の目標達成に向けての進捗状

況に関する報告書を，連邦議会への報告のため，大統領に提出するものとする。 

(h) 委員会の構成員のうち，合衆国の職員又は被用者以外の者は，委員会の職務の履

行に従事する日数（移動日を含む）毎に，一般職給与表 GS-18 等級の現行年間給与の

一日相当額を超えない額での報酬を受けるものとする。また，すべての構成員に対し，

自宅又は通常の勤務地から離れて従事する期間について，合衆国法典第 5 編 5703 条に

より連邦政府に非常勤で雇用される者に認められるのと同様の旅費（実費に代わる日

当を含む）の支給を認めることができる。 

(i) 国立がん研究所長は，委員会がその活動を行うために必要とする職員，情報，そ

の他の援助を，委員会に提供するものとする。 

 

（歳出の承認） 

第 410C 条 

 本節（第 409 条を除く）を実施するため，1972 年 6 月 30 日に終わる会計年度につい

て 4 億ドル，1973 年 6 月 30 日に終わる会計年度について 5 億ドル，1974 年 6 月 30 日

に終わる会計年度について 6 億ドルの予算配分が認められる。 

 

(b)(1) 公衆衛生総局法第 402 条を改正し，その末尾の次に，次を加える。 

(b) 国立がん研究所長は，国立衛生研究所長が承認した手続きに従い，がんの研究又

 



 

は教育訓練のために，この法律に基づく次の金額の補助金を承認することができる。 

(1) 科学的価値についての適切な審査の後（第 403 条(c)項が規定する全米がん対策

諮問委員会による審査及び推薦は必要としない），3 万 5 千ドル以下の金額 

(2) 科学的価値についての適切な審査，及び，第 403 条(c)項が規定するがん対策諮

問委員会による承認の推薦を受けた後，3 万 5 千ドルを超える金額。 

(2) 同法第 402 条を，さらに次のように改正する。 

(A) 「第 402 条」のすぐ後に「(a)項」を挿入する。 

(B) 各(a)，(b)，(c)，(d)，(e)，(f)，(g)号を，各(1)，(2)，(3)，(4)，(5)，(6)，(7)号と表記

を変える。 

(3) 同法 403 条(c)項を改正し，「実施する場合には」を，「第 402 条(b)項の規定に基づ

く場合を除き，実施する場合には」に改める。 

 

（連邦議会への報告） 

第 4 条 

(a) 大統領は，公衆衛生総局法第 4 編 A 節により設置される全米がん対策事業の目的の

最も迅速な達成を確保するために，本事業実施（諮問評議会及び同僚グループ審査の手続

を含む）の執行過程すべての評価を行うものとする。大統領は，この法律の施行日から 1

年以内に，同評価の結果，同事業の実施を推進するためにとられた措置，必要とされる法

改正の勧告，を内容とする報告書を，連邦議会に提出するものとする。 

(b) 大統領は，全米がん対策事業において，即座・迅速な支援を必要とするが，通常の

予算配分による歳出を利用できない研究開発を速やかに実施するため必要とされる追加的

予算配分（権限の追加を含む）を，連邦議会に対し，遅滞なく要求するものとする。 

 

（大統領による任命） 

第 5 条 公衆衛生総局法第 4 編を改正し，F 節の次に，次の新しい節を加える。 

 

G 節 行政組織関連規定 

（研究所の所長） 

第 454 条 国立衛生研究所長及び国立がん研究所長は，大統領により任命されるものとす

る。第 407 条(b)項(9)号の規定に基づく場合を除き，国立がん研究所長は，国立衛生研究

所長に対し直接報告をするものとする。 

 

（関係法律の改正） 

第 6 条 

(a)(1) 公衆衛生総局法第 217 条を改正し，(A) (a)項中の「全米がん諮問評議会」をすべ

て削除し，(B) (a)項及び(b)項中の「がん」を削除する。 

(2) 同法第 301 条(d)項，第 301 条(i)項，第 402 条及び第 403 条(c)項を改正し，各々の

「全米がん諮問評議会」を「全米がん対策諮問委員会」に改める。 

 



 

 

(3) 同法第 403 条(b)項を改正し，「全米がん諮問評議会」を「全米がん対策諮問委員

会」に改める。 

(4) 同法第 404 条を改正し， 

(A) (a)項の前の「評議会」を「全米がん対策諮問委員会」に改め， 

(B) 同条の見出しの「評議会」を「委員会」に改める。 

 

（施行期日） 

第 7 条 

(a) この法律及びこの法律による法律改正は，この法律の成立の日から 60 日後，又は，

大統領が定め連邦政府官報に告示するこの法律の成立の日の後のより早い日から施行する。 

(b) （この法律の第 5 条により追加される）公衆衛生総局法第 454 条の前段は，（(a)項

が定める）この法律の施行の日の後になされる任命に関するものに限って適用する。 

(c) (a)項の規定に関わらず，（この法律により追加される公衆衛生総局法第 410B 条によ

り承認された）全米がん対策諮問委員会の構成員は，この法律の成立の日の後いつでも，

同条の規定に従って任命することができる。これらの構成員は，その就任の最初の日から，

第 410B 条が定める金額の報酬を受けるものとする。 

 

 1971 年 12 月 23 日承認。 

 

（翻訳＝藤原 淳美・丸山 英二） 
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