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研 究 要 旨  

本 稿 は、サスカチェワン、ノバスコチア、ヌナブト･ノースウエストテリトリーの各 州 ･準 州 のが

ん登 録 の法 状 況 および、カナダ全 体 をまとめる連 邦 におけるがん登 録 について、報 告 す

る。まず、連 邦 は、統 計 省 にがん登 録 を置 き、各 州 との協 約 に基 づき、データを収 集 、統

計 を作 成 する。データの所 有 と責 任 は、各 州 ･準 州 にあり、各 がん登 録 からの提 出 によ

り、データの変 更 や削 除 を行 うと同 時 に、重 複 のチェックを行 う。各 州 については、届 出

義 務 を医 療 従 事 者 等 が負 うことは全 体 的 に認 められているが、届 出 の実 施 内 容 や対 象

となるがんの種 類 は一 定 でない。がん登 録 について、患 者 への説 明 ･同 意 は、各 州 ･準

州 では問 題 としていないと考 えられる。情 報 および予 後 情 報 入 手 は、州 ･準 州 の医 療 従

事 者 等 が届 出 義 務 を負 う場 合 は、これによるが、その他 に、死 亡 証 明 書 による。機 密 保

持 ･開 示 について、がん登 録 情 報 は、機 密 保 持 の対 象 であり、各 州 ･準 州 とも、一 定 の範

囲 に開 示 を制 限 している。 

 
（１） はじめに 
 カナダは、10 州と 3 準州からなり、各州・準州

は州民の衛生に関して立法権限を有している。が

ん登録についても、各州・準州の独自性にゆだね

られ、連邦は、州・準州からがん罹患率に関する

データを収集し、全体的な統計を作成する。カナ

ダのがん登録・サーベイランスの法状況は、複雑

かつ多様であり、各州間での一貫性に欠けているi。

また、がんデータの収集・管理システムiiも、その

収集方法や分析方法も多様であり、それぞれが独

自に行っている。この多様性を克服するため、が

ん サ ー ベ イ ラ ン ス カ ナ ダ 連 合 CCOCS(the 
Canadian Coalition on Cancer Surveillance)が創

設され、NGO や連邦・州・準州の担当部局、そし

て、研究者、医師、消費者にいたるまでのがんに

ついての一連の利害関係者と強い連携を保ちなが

ら、一貫性のあるがんサーベイランスシステムを

発展させようとしているがiii、そのための法制度は

用意されていない。 
がん登録にかかわる法規範としては、コモンロー

や大陸法における民法規定などの一般法のほかに、

がんに関する法規定、保健衛生に関する法規定、

プライバシー保護に関する法規定、保健衛生行政

に関する法規定、人口統計等に関する法規定があ

る。がんに関する特別法、または、公衆衛生関連

法規など、何らかの法規定を有している州として

は、マニトバ、アルバータ、オンタリオ、ブリテ

ィッシュコロンビア、プリンスエドワードアイラ

ンド、サスカチェワン、ノバスコチア、ニューフ

ァウンドランド・ラブラドル、ノースウエストテ

リトリー・ヌナブトがありiv 、そのうち、マニト

バ、アルバータ、オンタリオ、ブリティッシュコ

ロンビアについては、横野報告が特別法も含めた

法状況と現実の運用状況の整理を行い、本田報告

が特別法を持たず、また、大陸法の下にあるケベ

ックについての状況を整理する。本報告は、まず、

州・準州からデータを収集、統計を作成する連邦

についての紹介を行ったうえで、サスカチェワン、

ノバスコチア、ノースウエストテリトリー・ヌナ

ブトについての法状況を整理する。 
 
 １連邦 
１ 法状況 

  連邦衛生大臣は、カナダ国民の健康の増進と維

持を図るための権限と義務を有し (衛生省法

Department of Health Act 4(1))、疾病モニタリン

グを含む公衆衛生の調査や研究についての権限と

義務を有している(衛生省法 4(2)(c))。 
 カナダがん登録は、連邦統計省の衛生統計部に

置かれており、統計法によって規律される。すな

わち、統計局は、国民の全体的な活動や状態など

に関する統計情報を収集、編集、分析、一般化、

公表する義務を負い、政府省庁で収集された情報



が重複することを避けるようにする義務を負う(統
計法 Statistics Act 3(a)(d))。また、統計大臣が、

情報の交換や移転等について、州政府と協約

agreement を交わすことができる(統計法 11)v。 
２ カナダがん登録 

Canadian Cancer Registry(CCR) 
連邦では、統計省が先述のように、各州との協

約に基づいて、データを収集し、統計を作成するvi。 
 ｲ 沿革 
1969 年に、NCIRS(National Cancer Incidence 
Reporting System) が、カナダ国家がん協会

National Cancer Institute of Canada と 9 がん登

録の協力のもとにカナダ統計省に設置された。

（1981 年に、オンタリオがこのシステムに参加し、

現在、10 がん登録がある。）1992 年、カナダ国家

全体のがん情報を収集するために、CCR がカナダ

統計局の傘下で NCIRS から改組される。全カナダ

州および準州がん登録のデータはCCRに報告され

る。 
ﾛ 概要 
CCR はカナダがん罹患率に関する州および準州

のカナダがん登録から情報を収集する行政調査で

ある。CCR は 13 の州および準州のがん登録とカ

ナダ統計局衛生統計部(ここにデータが蓄積され

る)の間の共同作業の成果である。データの質とカ

バーの程度についての最終的権限と責任は州と準

州にある。1992 年から、州・準州によって収集さ

れた情報は、CCR に報告されている。CCR に来る

データは、がんに罹患する個人および当該がんの

特徴の両方についてである。 
CCR の本来の目的は、がんの型と傾向を研究し、

種々の母集団の中でのがんのリスクの相違をチェ

ックするための大きなデータベースを備えること

である。カナダにおけるがん罹患率と生存率につ

いての情報は、CCR によって作成される。その情

報は、次のような記述的および分析的疫学研究に

利用される。 
１がんのリスク要因を明らかにし、広範囲のが

んコントロールプログラムを計画し、モニターし、

そして、評価する。 
２衛生サービスと経済における研究を行う。 
CCR は、先述のように、カナダ統計省のもとに

ある、がんと診断された全カナダの(死亡・生存の)
居住者の動的なデータベースである。 

CCR の機能は、新しく診断された原発がんの標

準化され、相対化されたがん罹患率データを作成

することである。CCR は、患者ベースのシステム

であり、そこでは、死亡までの年月を超えて各個

人に診断された原発がんの種類と数(罹患率)が記

録されている。このシステムの利点は、長期的な

データが各がん患者に利用可能であるということ

である。元がん患者に生じた新しい原発がんが確

認される。患者データは定期的に死亡データにリ

ンクするので、全がん患者の死亡日と原因が最終

的には認識される。 
がん罹患率に関する情報に加えて、データは、

単発および多発腫瘍に罹患する患者の特徴につい

ても利用可能であり、また、これらの腫瘍の性質

と頻度についても利用可能である。患者の記録が

患者の死亡確認までCCRに生きたまま残っている

ので、がんの多様な形についての生存率が計算さ

れることができる。さらに、CCR は重複報告を明

らかにして削除する能力を有している。 
CCR は、また、重複記録を見つけ出すための特

別な内部記録リンケージコンピュータプログラム、

および、死亡記録を削除するための特別な内部記

録リンケージコンピュータプログラムを採用して

いる。これらの手続きは毎年おこなわれる。情報

やほかの問題とこれらの毎年の処理でカバーされ

ていないデータと衝突する場合は報告している州

および準州との協議のうえで解決される。 
CCR のデータは、カナダ衛生省、NAACCR、カ

ナダ国家がん協会 the National Cancer Institute 
of Canada、カナダがん組織 Canadian Cancer 
Society 、 IARCthe International Agency for 
Research in Cancer、州および準州の衛生省、製

薬会社、医学・衛生研究者、および、一般市民 the 
general public によって利用される。 

CCR データベースの概念的母集団は、通常の居

住地がカナダである人か、または、非永住者であ

る人である。通常の居住地とは、｢人が殆どの時間

を生きているカナダの住居｣である。居住は、診断

されたときにどこにいるかにかかわらず、居住の

通常の場所である。多発腫瘍に罹患する患者につ

いては、住所は、それぞれの原発癌に付き別々で

ありうる。 
  ﾊ データソース 
データは行政ファイルから抜き出される。 
各州･準州がん登録は、標準の先に編集されたフ

ォーマットでの、がん患者および腫瘍に関するデ

ータを、ディスケットまたは CDROM の形で供給

する。毎年、約 14 万 5 千の新しいがん腫瘍記録が、

CCR 患者本位のデータベースに搭載され、カナダ

統計局に置かれて保存される。 
エラーまたは欠落による登録事項の変更もまた、

カナダ統計局に知らせられる。がん記録は CCR デ

ータベースに搭載される。そして、各データ領域

の合法性を確保し、記録の中に種々のデータ要素

の適合性をチェックする。問題があれば、検証と



訂正のために当該州に戻される。各州･準州がん登

録は、記録の(州による)所有 ownership に加え、更

新、削除、変更する権能を有している。CCR は、

カナダ統計局に各登録からの定期的な提出の一部

として、前の記録から新しい記録または変更で更

新されることが出来る。内部記録リンケージ、お

よび、1992 年以来診断されたがん腫瘍の、死亡に

よる記録削除は、毎年行われる。 
 ﾆ データ 
 患者記録と腫瘍記録に関するCCRデータの要素

となるリストは次のとおりである（２００５年８

月現在）。 
患者記録： 
 患者が報告される州・準州 
 患者認識番号 
 CCR 認識番号 
 患者記録タイプ Patient Record Type 
 現在の姓の患者タイプ Patient Type 
 患者の現在の姓 
 患者の名 
 患者の第 2 の名 

患者の第 3 の名 
 患者の性 
 患者の誕生日 
 患者の生まれた州・準州または国 
 患者の生まれたときの姓 
 患者の死亡日 
 患者の死亡した州・準州または国 
 患者の死亡登録番号 
 患者の根本的な死亡原因 
 患者の解剖により確認された死亡原因 
 患者の情報の伝達された日 Patient Date 
of Transmission 
 
腫瘍記録： 
 腫瘍が報告される州・準州 
 患者認識番号 
 腫瘍参照番号 
 CCR 認識番号 
 腫瘍記録タイプ 
 診断時の居住地名 
 郵便番号(診断時)  
 診断時の居住地の SGC(the Standard 
Geographical Classification) 
 人口調査の地域 
 健康保険番号 
    診断方法(1992 年から 2003 年までのデー

タ) 
 診断日 
 ICD‐9 

 ソース分類標識 
 ICD‐O-2/3‐topography 
 ICD‐O-2‐Morphology 
 ICD‐O-2‐M Behaviour Code 
 ICD‐10 
 左右差 laterality 
 ICD‐O-3‐Morphology 

ICD‐O-3‐M Behaviour  Code 
診断日を確立するために使われる方法

(2004 年につき)  
 確定診断(2004 年につき) 
 情報伝達日 
 ﾎ 開示の管理 
 カナダ統計局は、同意なく、または、前もって

知らされることなく、統計法に基づき獲得された

記名情報を公表することを、法律によって禁じら

れている。多様な機密保持ルールが、公表される

すべてのデータに適用され、機密性があると考え

られる情報の公表や開示を妨げる。必要ならば、

身元の確認できるデータの開示を直接妨げるため

に、データは削除される。 
ﾍ カバーしている範囲 
すべての原発悪性腫瘍(側頭鱗細胞皮膚がんおよ

び基礎細胞皮膚がんを除く)は、ＣＣＲに報告され

る。各州・準州のがん登録は、次のようなソース

からの情報によって、その州・準州におけるがん

を記録する。すなわち、そのソースは、がんクリ

ニックのファイルやレントゲン届出、すなわち入

院患者からの記録、通院患者クリニックや私的病

院からの記録、そして、病理学や他の実験・解剖

届出、レントゲンやスクリーニングプログラムの

届出、私的な行為における一般医からの届出、動

態統計登録官 Vital Statistics registrars からのが

ん死亡に関する届出などである（一部の州・準州

の詳細については、後述、または、横野報告、本

田報告を参照されたい)。 
重複のチェックをするために、ＣＣＲは、報告

する州と準州のがん登録が、がん患者の住所の州

または準州と同じである場合にのみ、腫瘍記録を

受け入れる。各州・準州のがん登録は、他の州・

準州の居住者の記録を、適切な州・準州のがん登

録に戻すことを要求される。 
重複よりもより憂慮されるのは、十分にカバー

できていない場合があることである。すなわち、

いくつかの州と準州のがん登録が、がん罹患率の

ソースとして死亡証明書を利用しない、または利

用しなかった期間が過去にあった。また、州・準

州がん登録間でのがんの定義か異なっていたり、

悪性新生物 neoplasm の定義がことなっていたり、

いくつかのがんは身体の発生位置のため診断が困



難であったり、コード化作業、データ入力、処理

手続きにおける州・準州がん登録間での違いがあ

ったり、そして、居住州・準州以外の州・準州・

国で治療されたがん症例を報告できないことがあ

る。 
 
 ２ サスカチェワン 
１ ９ ７ ９ 年 に が ん 基 金 法 The Cancer 

Foundation Act により、がん委員会を設置するた

めの基金が設立されたvii。基金は、その義務として、

がん診断・予防・治療のためのプログラムを指揮

する（がん基金法１１）。そして、がん症例の報告

およびがんに関するデータの報告と収集をおこな

い、登録を中心的な役務とする二つのがんクリニ

ックを擁している。クリニックは、診断、放射線

治療、化学療法、および、そのフォローアップを

行う。基金は、各規定を実行するために、政府、

サスカチェワン大学、レジナ大学、病院経営者や

医師等と協約を結ぶことができる。基金はサスカ

チェワン Saskatchewan がん委員会 Cancer 
Commission（がん管理法 the Cancer Control Act
によって患者として登録されたすべての人(がん管

理法に基づいて入院したまたは入院するまたはさ

せられたと考えられる人)の姓名を明記した患者の

登録簿を保有する（がん基金法１５）。 
がん基金法における「がん」は、全ての悪性およ

び前がん症状の腫瘍をいう。 
なお、医療情報ネットワーク Saskatchewan 

Health information Network（医療情報保護法

Health Information Protection Act１８．１）等は

２以上の受託者(例えば、がん基金)から提供された

個人医療情報からなる包括的医療記録を作成し、

保存･管理を行う。包括的医療記録には、個人の完

全な医療履歴が記入され、受託者に対して、記録

の主体となる者の書面によるアクセス許可の同意

があるなどの要件のもとに、この医療履歴へのア

クセスを提供する。 
 
１ 届出義務 
一般に、歯科医、病院の経営者は、がん基金に

対して、基金が要求する情報につき、届出義務を

負う(がん基金法１６viii)。がん基金は、記名情報を

管理する。また、医師は届出をしても守秘義務違

反に問われない（がん基金法１６(２)ix）。 
医療情報保護法 Health information protection 

ActⅡ(個人の同意権、説明を受ける権利等)，Ⅳ(が
ん基金による個人医療情報の収集、利用、開示に

関する制限)，Ⅴ（個人医療情報への個人のアクセ

ス）は、がん基金法の１６条において獲得された

個人医療情報に適用されないx。 

２ 説明 
登録については規定が見当たらず、不要である

と解される。 
３ 患者の同意 
登録については個人の同意は必要ない。医療情

報保護法 4(4)(c)では、先述のように、がん基金法

１６条(個人の医療情報の収集:医師の届出義務)は、

医療情報保護法における個人の同意権、説明を受

ける権利等，がん基金による個人医療情報の収集、

利用、開示に関する制限、個人医療情報への個人

のアクセスについての規定の適用はないとしてい

る。 
４ 情報入手 
病院(基金ががん専門クリニックを２つ擁してい

る ) 、 健 康 保 険 、 Ｄ Ｃ Ｎ （ death certificate 
notification）、州間のデータ交換である。すなわち、

州が、全体的包括的健康保険によってカバーされ

ており、医師が同保険により治療費を受けるため

には、すべての新しくがんと診断したものを、が

ん登録を管理する Saskatchewan Cancer Agency
（＝Foundation）に届出しなければならない。こ

れに加えて、すべての悪性腫瘍の届出書が、適切

ながんクリニックに送付される。この二つの届出

により、州で診断された全原発ケースのほとんど

がカバーされている。後は、ＤＣＮ（death 
certificate notification）等によることになる。Ｄ

ＣＮは、２週間ごとに衛生省人口動態統計局から

送られる。 
サスカチェワンでは、公的資金を拠出による医

療プログラムが充実しており、これを利用する居

住者には、健康サービス番号（HSN Health 
service number）がふられる。がん登録、病院が

保管するカルテ、死亡登録のデータのリンケージ

に信頼性を持たせるために、この HSN が役に立っ

ているxi。 
５ 予後情報の把握 

（ノンメラノーマ皮膚がんを除く）各ケースは少

なくとも年１回、関係医師または家庭医への手紙、

または、クリニックの検査により、再調査される。

州の死亡に関する情報は、２週間ごとに人口動態

統計局から直接に入手され、ファイルと照合され

るxii。 
６ 開示関係 
医療情報保護法による。すなわち、本人は、自

分への開示請求の権利を有している（１２・３２）。

訂正権もあるが（１３・４０）、書面による。訂正

請求も出来るが、がん基金はこれを拒絶できる。

しかし、間違い･削除・訂正されなければそのこと

の注記を請求できる。 
第三者への開示については、説明が必要である。



すなわち、合理人がその同じ状況で決定を行うた

めに必要であるならば、説明されなければならな

いと規定されている（６（２））。 
医療情報利用･開示に際してのがん基金(受託者)

の義務として、情報主体となる者の同意を得なけ

ればならない(５・２６・２７) 。これは、いつで

も撤回可能である（７)。利用開示を許可する本法

の規定による場合もある(例えば２７（４）本人死

亡)。 
出来る限り、匿名データを使用し、記名につい

ては、必要最小限でなければならない。 
研究のための利用･開示（２９）の場合、がん基

金(などの受託者)は、情報主体となる者の明示の同

意があれば、研究目的での個人医療情報を利用･開

示できる。この場合、当該研究目的が公益に反し

ていないこと、研究倫理委員会によって研究計画

が承認されていること、研究者(医療情報を受ける

べき者)が利用･開示･安全および機密保持･廃棄等

についての合意をすることが要請される。 
情報主体となる者の同意を得ることが事実上困

難であれば、一定の場合には、研究目的での利用･

開示が可能である。一定の場合とは、匿名化され

た医療情報では、合理的に研究目的の達成が出来

ない、研究目的に不要な情報を全て除去すること

により、情報主体となる者のプライバシーを保護

するために合理的な手順が踏まれている、研究倫

理委員会の意見では、研究計画の潜在利益が、情

報主体となる者のプライバシーに対する潜在リス

クに勝っている場合である。 
なお、開示についての義務違反は、５万ドル以

下の罰金、または、１年以下の禁固、または、そ

の両方である。 
 
 ３ ノバスコチア 
 がん登録は、１９６４年に創設され、州衛生省

が運営するがんケアのもとにある。アルバータ、

マニトバ、サスカチェワン等のように、がん基金

や担当の機関ががん登録を設立、維持するという

特別法はない。 
 1 届出義務 
 医師等は、ルーチンワークとして届出義務を負

う。なお、義務の対象となるがんについては定義

されていない。義務違反は、犯した日ごとに数え

られ、違反すれば、100 ドル以下 500 ドル以上の

罰金を課されるxiii。 
 2 説明 
 公衆衛生としてのがんの重要性が患者個人の同

意の必要性に優先するとして、インフォームド・

コンセント方式を採用していないxiv。 
 3 患者の同意 

患者に関する医療記録は、秘密情報で、患者や

後見人等の同意がなければ利用は認められないが

（病院法 Hospital Act７１（１）(２)）、法律によ

って承認された人または機関、衛生大臣 the 
Minister of Health and Fitness、大臣によって指

名され承認された人または機関は同意を得ずに医

療記録を利用できる（病院法 71 条(5))。なお、同

州にも情報の自由とプライバシー保護法があるが、

同法と衛生法 Health Act が衝突する場合は、衛生

法が優先する。 
 4 情報入手 
医師等の届出以外に、死亡情報が承認された人

への伝達が認められている(人口動態統計法 37 条

(8))。 
 ５ 守秘・個人情報保護 
医師等から届け出られた届出は、機密保持され、

これの運用に携わる者（衛生法 101 条(1)xv）は、

職務による場合を除いて、報告またはその内容を

開示してはならない。違反は、犯した日ごとに数

えられ、違反すれば、100 ドル以下 500 ドル以上

の罰金を課されることは、届出義務の場合と同じ

である(衛生法 128 条)。 
 なお、 統計の業務に携わる者は、守秘義務を

負わされ（統計法 Statistics Act6 条(1)）、個人を同

定できる情報は、カナダ統計局との協約（統計法

11 条)に基づいて、統計大臣がカナダ統計局に伝え

ることを認めた者以外は開示されることはできな

い(統計法 9 条(2)(a))。 
 もっとも、情報を提供した医師に対しては、全

ての情報をシェアするのが通常で、したがって、

患者の予後情報は提供されるxvi。 
 ６ 開示関係 
情報主体である患者は、自分のデータにアクセ

スする権利はあるが、間違った情報（例えばがん

ではなかったというような情報）であることを明

らかにする以外は、データの削除･訂正を請求する

権利はないxvii。 
 患者とコンタクトを取ることが必要な研究や記

名情報が必要な研究の場合、医師または患者のど

ちらかの同意を得ると同時に、倫理委員会の審査

を受けなければならない。現実には、例えばがん

登録が、医師にコンタクトをとり、患者にコンタ

クトをとってもよいかどうかを尋ねたり、患者に

直接コンタクトをとって、患者とコンタクトをと

ることを望んでいる研究者に情報を利用させるこ

とを認めるかどうかを尋ねたりしている。また、

記名情報が必要であるが、患者にコンタクトをと

らない場合がある。このタイプの研究ががん登録

を運営している機関であるノバスコチアがんケア

事務局によって承認され、がん管理に利するもの



であり、そして、倫理委員会の審査を通過したな

らば、患者本人または医師の承認を得ずに、デー

タを渡している。 
 
 ４ ヌナブト、ノースウエストテリトリーズ 
 ノースウエストテリトリーズでは、１９８４年、

がん登録が創設され、衛生社会サービス省

Department of Health and Social Services のもと

で活動しているxviii。登録については、１９９０年

施行の疾病登録法 Disease Registries Act に規定

されている。ヌナブトは、ノースウエストテリト

リーズにおけるがん登録の設立の後、１９９９年

に準州となり、がん登録は、ヌナブト衛生社会サ

ービス省 Department of Health and Social 
Services のもとで運営されている。ヌナブトはわ

ずかな例外を除いて、ノースウエストテリトリー

ズと同じ法規定を採用しているので、ヌナブトも

ノースウエストテリトリーズも本質的には同じ法

規定によっていると考えてよい。 
なお、これらの準州もカナダ政府と登録情報の

開示に関して協約を結んでいるが、そのほかに、

ユーコン準州とも開示の協約を結んでいる（疾病

登録法１６、１７）。 
  １届出義務 
 検査、診断、治療を行った医療専門家(一般医、

歯科医、看護師など)は、大臣によって指名された

疾病登録の登録官(疾病登録法２２)に、がんに罹患

した人およびがんの届出をしなければならず(疾病

登録法３xix)、登録官に情報提供することにより、

訴訟を起こされることはない(疾病登録法８条)。 
 疾病登録法の違反は、５００ドルを越えない罰

金もしくは３０日を超えない期間の禁固、または、

そ の 両 方 の 略 式 手 続 き に よ る 有 罪 の 決 定

summary convictionを受ける（疾病登録法２３）。 
 収集される情報は、悪性新生物、上皮内癌、性

状不祥の新生物または性質の明示されない新生物

に関するものであり、ICDO に従ってコード化され

ている。これは、１９９０年に発せられた「届出

可能な疾病の命令２条」によるxx。 
 ２ 説明、同意 
規定は見当たらない。もっとも、疾病登録法で、

届出が義務付けられていることを考えると、説明･

同意の範囲外になるとされていると解することも

できる。 
 ３ 情報入手 
  医師等からの疾病登録官への届け出のほかに、

先述のように他のがん登録からの相互に行う情報

の通知等により、情報を入手するxxi。また、統計官

は、死亡証明書および医療証明書を統計省から主

任医療衛生官等 the Chief Medical Health Officer

を通して入手することができる（疾病登録法１１）。

なお、主任医療衛生官は、衛生委員会委員長によ

って指名された医師で(公衆衛生法 Public Health 
Act２)、ノースウエストテリトリーズにおける公衆

衛生のための職務に応じた権限を有しており、公

衆衛生目的で統計を収集するために人口動態記録

にアクセスするか、コピーを入手するか、または、

記録からの情報を入手することを承認されている

(人口動態統計法 Vital Statistics Act 記録アクセス

規則 Access to Records Regulations１)。 
 ４ 機密保持 
登録官は、守秘義務をおい(疾病登録法１２)、承

認された人以外は登録や登録官に提供された情報

にアクセスすることはできない(疾病登録法１３
xxii)。先述のように、疾病登録法の違反は、５００

ドルを越えない罰金もしくは３０日を超えない期

間の禁固、または、その両方の略式手続きによる

有罪の決定 summary conviction を受ける（疾病登

録法２３条）。 
 なお、がん登録について直接の言及はないが、

医療法や病院保健サービス法に機密保持について

の規定が見られる。すなわち、医療保険の管理に

従事する人は、医療保険で付保されたサービスに

関する情報を守秘しなければならない (医療法

Medical Care Act１５（１）)。例外として、医療

保険の長は、科学目的の誠実な研究を行う人に、

医療保険の長の承認を得て、個人名を明らかにし

ない形でなら、医療法や規則のもとに得られた情

報を提供することができる(同１５(５))。また、通

院、入院患者についての病院の医療記録は、病院

の財産であり、守秘されなければならないとされ

ている。ただし、治療等に必要とされる場合の主

治医に対して、総合病院におけるがんクリニック

の医療責任者等の要求で、病院の医師等による学

問上または指導上の目的で、そして、患者本人の

署名がある書面での請求に基づく人に対してなど、

医療記録が開示されることのできる例外がある(テ
リトリアル病院保険サービス法 Territorial 
Hospital Insurance Services Act 病院水準規則

Hospital Standard Regulations７４条(１))xxiii。 
 ５ 開示関係 
 登録は、種々の公衆衛生上の目的のために(１

４xxiv)、治療上の必要のために(疾病登録法１５)、
そして、一定の要件を充足すれば研究目的でも(疾
病登録法１８)開示される。 

なお、科学者法 Scientists Act が、環境破壊に配

慮した法律としてではあるが、野生生物や考古学

以外の科学研究を行う、または、科学研究のため

に試料を収集する人にはライセンスが必要である

と規定している(２)。 



アクセスを認められた人は、申請書に記載した

目的以外にことに登録から得た情報を利用したり、

伝えたりしてはならないし、情報主体である人を

同定できる名前や手段を開示してはならない。ま

た、医療施設の責任者の開示に同意する書面がな

ければ、届出可能な疾病に罹患する人が検査や治

療を受けた医療施設を同定できる名前や手段を開

示してはならないし、登録官に情報提供した医療

専門家の書面での同意がなければ、その医療専門

家の同定できる手段や名前を開示してはならない

(疾病登録法１９)。 
研究目的で登録にアクセスすることを認められ

た人が、当該情報に基づいた内容を公表しようと

する場合は、事前に登録官にコピーを渡す(疾病登

録法２０)。 
大臣は、病院保険と衛生･社会サービス管理法

Hospital Insurance and Health and Social 
Services Administration Act および規則に基づい

て、調査や研究プログラムを行い、そのために統

計を得る包括的な権限を有している(５(g))。 
先述のとおり、協約に基づいてカナダ政府や他

の準州にも開示される。これらについて、情報主

体への同意･説明は規定がないので、不要と解され

る。 
 
（３）まとめ 
 カナダの州･準州のうち、９州を調査した結果(４
州:横野報告、１州:本田報告、３州:寺沢報告)、は

じめに述べたとおり、各州･準州は全く多種多様な

法規定のもとに、がん登録が行われている。例え

ば、アルバータ、マニトバ、サスカチェワン、ブ

リティッシュコロンビア、オンタリオでは、法律

により特別な実施機関･基金が設置されているが、

実施のための個別の規定には一貫性がない。それ

にもかかわらず、各州･準州から提供された情報に

よって、カナダの連邦がん登録が行われているこ

とが明らかになった。このような一貫性の欠如は、

データの交換、比較、さらには統合するための障

壁となるので、立法、コード化、標準策定、協定

などによる調和の必要性が指摘されているxxv。 
法状況の概要については、横野報告の一覧表に

記載されているが、届出義務、本人の同意等につ

いてのみ、概略をまとめると次の通りである。 
まず、届出義務について、ケベック、オンタリ

オを除いて、届出義務が課されている。ただし、

届出の実施内容や対象となるがんの種類は一定で

ない（ICD による―アルバータ、ヌナブト･ノース

ウエストテリトリー、がん悪性新生物―マニトバ、

規定なし―ノバスコチアなど）。罰則規定によるバ

ックアップの有無は、ノバスコチアやヌナブト･ノ

ースウエストテリトリーにはあるが、サスカチェ

ワンにはない。ケベックでは、強く推奨されてい

たり、届けることによる特典があったりするが、

義務は負わない。また、オンタリオも届出が法的

に義務付けられてはいない。 
説明、患者の同意について、規定がないか、そ

れとも、一般法によれば、インフォームド・コン

セントに基づくことになるが、収集、開示規定に

従えば、その例外となるとされていたり（サスカ

チェワン、ノバスコチア）、必要がないとされてい

たりする(ケベック)。規定がない州は、届出義務が

負わされているので、同意は問題とならないと解

すると、がん登録について、患者への説明･同意は

カナダでは問題としていないと考えられる。 
情報および予後情報入手は、医療従事者等が届

出義務を負う場合は、これによるが、その他に、

死亡証明書による。予後情報についても、人口動

態統計による場合が多いが(アルバータ、ブリティ

ッシュコロンビア、サスカチェワン)、医師からの

書類、集疾病保険制度の登録ファイルによる修正

や(ケベック)、医師への手紙などによるフォローア

ップもされている(サスカチェワン)。 
機密保持･開示について、がん登録情報は、機密

保持の対象であり、各州･準州とも、一定の範囲に

開示を制限している。本人･代理人の開示請求権は、

認められる場合(アルバータ、サスカチェワン)、訂

正は認められない場合(ケベック)、または、訂正請

求があったことを注記できるに過ぎない場合（サ

スカチェワン）、子宮頸がん検査について本人の削

除請求が認められる場合（マニトバ）など、多様

である。いずれにせよ、情報主体である患者の同

意は、一般には必要であるが、研究倫理委員会や

情報アクセス委員会の意見などに基づき、同意を

得られずとも研究のための利用･開示が可能とさ

れるなど（サスカチェワン、ノバスコチア、ケベ

ック）、必要不可欠とはされていない。 
 
                                                  
i Barbara von Tigerstrom, Mylene Deschenes, 
Bartha Maria Knoppers and Timothy 
Caulfield, ”Legal Regulation of Cancer 
Surveillance :Canadian and International 
Perspectives”, Health Law Journal Vol8, Health 
Law Institute, Univ. of Alberta, 2000, 1-94.  
同論文は、2000 年現在におけるカナダを中心とし

たがん登録等を調査分析している。この一貫性に

書ける法状況は、データの収集・交換・比較、ひ

いては、各州間における理解や協力体制を立てる

上での障害となるとされている(同論文は、以

下、”Legal Regulation”と略)。 



                                                                                                                                                                   
ii 例えば、the Canadian Association of Provincial 
Cancer Agencies やカナダ衛生省によって行われ

ている the National Health Surbeillance 
InfoStructure、カナダ統計省と衛生情報カナダ研

究所 the Canadian Institute for Health 
Information によって行われている the Road Map 
Initiative など。Canadian Coalition on Cancer 
Surveillance Status Report を参照

（http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cdic-mcc/2
1-1/e_e.html）。 
iii Supra no2. ”Legal Regulation",supra note 1 
at45 によると、CCOCS は、多様な実施基準に一

貫性をもたせるために、次のような｢実施指標｣を

だしているが、州・準州の法律はこれに十分に適

合していない状態であると評価されている。 
 
<CCOCS により推奨される実施指標> 
A 届出義務 reporting requirements 
１ 法律は、指名された担当機関に（例えば、ガ

ン情報の保管者）、一定地域の全住民にかかるガン

サーベイランスシステムを実行し、維持し、そし

て、利用する明確な権限を与えなければならない。

－これは、患者の情報・記録および組織並びに生

物標本を収集、蓄積および利用をする権限を含ん

でいる。 
２ 法律および規則は、 
（a） 届出義務のある要件と手続を明らかにする

べきである。例えば、例えば、届出義務の

あるガンは、（国際疾病分類 International 
Classification of DiseasesＩＣＤ－９また

は国際腫瘍疾病分類ＩＣＤＯ－２に規定さ

れているような）すべての悪性かつ原発の

腫瘍を含む。例外として、皮膚の基底およ

び扁平上皮細胞の悪性腫瘍 basal and 
squamous cell carcinomas of the skin は

届出義務はないが、CNS の良性で不確定な

腫瘍 benign and uncertain behaviour 
neoplasms of the CNS については可能で

あるならば届出義務がある。 
（b） 届出義務ある諸事項につき、照合をはじめ

る日を明らかにするべきである。すなわち、

照合した日に、または、その日以後、診断

された症例は届出されなければならない。 
（c） 届出義務ある諸事項につき、居住について

の要求事項を明らかにするべきである。理

想的には、これはその一定地域の全住民の

うちの全居住者と非居住者を含むべきであ

る。－このことは、症例を他の登録とシェ

アすることなどを促進する。 

 
（d） 当該資料を届出するにつき、次の場合に、

誰が責任を負うかを明らかにするべきであ

る。すなわち、 
―ガンに関する、スクリーニング、診断、

および・または、治療役務を提供する、す

べての病院と他の指名された医療施設。こ

れは、巡回外科センター、放射線療法セン

ターを含む 
―ガンに関する診断役務を提供する、全病

理学、細胞学、および、血液学研究所 
―死亡報告、健康保険データベースからの

記名情報、および、可能であればその地域

の住民についての他のファイルにつき責任

を負う政府の担当機関（例えば、登録長官

Registered General） 
 (e)  どれくらいの迅速性で届出しなければな

らないかを明らかにするべきである。 
―病院および他の施設の場合、退院から

１ヶ月以内、または、入院から３ヶ月以

内(より少ない方) 
―研究所の場合、診断から１ヶ月以内 
―登録長官 Registered General の場合、

死亡から３ヶ月以内 
(f) 届出に関するさらなる詳細な資料

documents に言及するべきである。例えば、 
 ―ＩＣＤ－９およびＩＣＤＯ－２ 

―各情報ソースによって届出されるため

の資料を構成する要素とフォーマット

（電子書面か紙面か） 
    ―特別の資料収集の問題とコード化の 

マニュアル 
(g) 指名された機関は、誰に対して、および、

いかなる環境の下で、その資料を知らせ

る権限 authority を有するのかについて、

明らかにするべきである。 
Ｂ 患者の記録への（登録を目的とする）特別の

アクセス 
１ 法律または規則は、届出できる要件または手

続を確認するであろう、または、届出があいまい

であれば、この意味を明らかにするであろう、権

限を付与された人が、医療提供者および医療施設

の記録へのアクセスを認めることを規定するべき

である。または、病状（例えば、診断の根拠、治

療、疾病の進行の程度）、患者（例えば、医療・生

死の状態、居住、医療番号）、医療手順（例えば、

テストの理由、テスト結果）に付加される指標が

あればこれらを確認するするであろう、権限を付

与された人が、医療提供者および医療施設の記録

へのアクセスを認めることを規定するべきである。



                                                                                                                                                                   
これらは、確認し、誤った届出を訂正し、届出で

きるデータの要素を収集し、または、その他にデ

ータの質を保証するといった、いずれかの場合を

目的として、アクセスを認める規定をおくべきで

ある。 
２ 法律または規則は、提供者または施設が要求

された資料を届出できない場合に、権限付与され

た職員はその資料にアクセスし、これを指名され

た機関に届出することができることを、規定する

べきである。 
Ｃ 届出を怠ることによる罰則規定 
１ 法律または規則は、要求された資料を届出し

ない、または、前述の目的のために、すべての関

連する記録へのアクセスを許可しないことによる

罰則を規定するべきである。 
（ａ）罰則は次のものを含む、 

―アクセスが拒絶される日単位での科料 
―開業医または施設の免許の取消または停止 

Ｄ 受容できる質のデータの届出 
１ 法律または規則は、指名された機関に届出さ

れたデータが、当該機関によって開発され公表さ

れた正確さと完全さの標準に適合していることを

規定するべきである。 
Ｅ 届出されたデータの機密保持および開示 
１ 法律は、登録室における資料の機密保持性を

明記し、全ガン患者のデータの機密保持につき規

定しなければならない。 
２ 法律または規則は、データが、どのように、

誰に対して、そして、どのような目的で、知らさ

れることになるかを述べなくてはならない。 
（ａ）ガン発生率、罹患率、治療、生存率、そし

て、死亡率を記述する集計されたデータは、公表

される報告書を通して、そして、指名された機関

によって開発され公表されたデータへのアクセス

のポリシーを通して、一般市民が利用することが

できるべきである。 
（ｂ）機密性の高いデータへのアクセスは制限さ

れる。しかし、承認された研究計画の研究者がア

クセスを拒否されるほどには厳格な制限ではない。 
―研究者は、次の要件が充足されるという条件で、

個々のガン患者、一般医または施設に関する機密

情報へのアクセスを許可されることができる。 
（ａ）企画された研究の科学的利点およ

び倫理が、指名された機関の基準に適合

する、 
（ｂ）企画された研究が、要求された機

密情報の開示がなければ合理的に達成さ

れることができない、そして、 
（ｃ）機密情報が開示されるであろう人

 
（々）は、指名された機関によって規定

された安全性と機密保持に関する条件に

従うことに、同意しなければならない。 
（ｃ）指名された機関は、登録を完全にするのに

必要な情報を獲得するという目的で、届出する施

設または他のガン治療施設と、この施設が指名さ

れた機関の機密保持の方針に従うという条件で、

その患者の個別のデータを交換することができる。 
（ｄ）指名された機関は、機密保持規定を有して

いるデータ相互シェアリングをする協約が履行さ

れるならば、その患者の個別のデータを他のガン

サーベイランス機関と交換することができる。 
（ｅ）機密保持規定の故意の違反は、同法律に基

づき、罰せられるべきである。 
Ｆ ライアビリティ 
１ 法律は、法律に従う個人および施設の保護を

規定しなければならない。この規定には、いかな

る人または施設も、指名された機関にガン患者の

データを届出したことにつき、民事訴訟で責任を

負わされないことを明記する規定を有していなけ

ればならない。 
２ ガン患者のデータを発表する権限を与えられ

た職員もまた、同機関によって規定された安全性

と機密保持に関するすべての要求事項に合意する

者への、ガン患者のデータのリリースにおける責

任 liability から保護されなければならない。 
Ｇ 資金源の明確化 
１ 法律または規則は、指名された機関によるサ

ーベイランスシステムの運営についての資金源を

明記することができる。この規定においては、集

計された、または、制限されたガン患者のデータ

へのアクセスについての要求に応じる目的のため、

一般市民または研究者に対して、同機関による合

理的料金徴収を含めることができる。 
（ａ）法律または規則は、徴収された料金がどこ

に預けられるべきかを明記することができる。 
iv 詳しくは、横野報告に添付の表を参照。 
v ”Legal Regulation",supra note 1 at45 は、カナ

ダ統計局とマニトバ衛生省との間の情報のシェア

についての「がん登録データに関する協約」を紹

介している。協約は、マニトバの基金によるカナ

ダ統計省への情報の提供、カナダ統計省による情

報の利活用、機密保持と保護、他州との協約およ

び諮問委員会の設立を含む国の要求、データの遺

憾に関する双方の義務、カナダ統計省による情報

の発表やデータへのアクセスに対する規定を含ん

でいる。 
vi以下は、CCR ウェッブサイトからの情報を紹介

するものである。



                                                                                                                                                                   
(http://www.statcan.ca/cgi-bin/imdb/p2SV.pl?Fun
ction=getSurvey&SDDS=3207&l...) 
vii サスカチェワンがん基金(Heather Stuart 氏)か
らのメールでの情報によると、同法は、２００６

年３月５日現在、改正作業が進行中であり、今夏

か今秋にも改正される予定である。 
viii The Cancer Foundation Act がん基金法１６

（１）（届出義務）患者を検査診断治療するすべて

の一般医または歯科医、もしくは患者が検査診断

治療を受ける病院の経営者は、基金当局が要求す

る検査診断治療の情報を基金当局に提供しなけれ

ばならない。 
サスカチェワン医療法 Saskatchewan Medical 
Care Act３７（１）（守秘）本法の管理業務に従事

する者は、業務上知りえた次の情報を、次の例外

を除いて、誰にも伝えてはならない。 
ix The Cancer Foundation Act がん基金法１６

（２）（守秘義務）当該一般医・歯科医によって、

または、病院で検査診断治療されたがんに関する

情報または報告書の基金への提供に関して、当該

一般に・歯科医・病院経営者に対しては、損害賠

償訴訟または手続きを起こされない。 
x もっとも、先述の包括的医療情報（医療情報保護

法１８・１）については、情報主体である本人は、

医療情報保護法８に基づいて、アクセスを拒絶で

きるなど、がん基金法１６が適用されない。すな

わち、法８は、個人は自分の個人医療情報の包括

的な医療記録へのアクセスを妨げる権利を有して

おり、記録の主体となる者は、Saskatchewan 
Health information Network に、定められた形式

の文書による指示を与えるなどにより、当ネット

ワークが作成管理している包括的医療記録をがん

基金に開示されないことを要求できることなどを

規定している。 
xi Nigel S. B. Rawson, Phd., Diane L. Robson, 
BA，Concordance on the Recording of Cancer in 
the Saskatchewan Cancer Agency Registry, 
Hospital Charts and Death Registration,Revue 
Canadienne de Sante Publique Vol.91, No.5, 
390-393,2000; 
xiiSaskatchewan’s Health Services 
databases:Information Document，ｐ５

(http://www.qp.gov.sk.ca/documents/English/stat
utes)によると、州外に転居した患者は、カナダ内

の患者が転院をした適切な州のがんクリニックと

連絡を取って、継続サーヴェイランスを受ける。 
ノンメラノーマ皮膚がんを除くすべての悪性がん

は、最低１０年間フォローアップされる。 
xiii Health Act 衛生法１０１(Ⅰ) がんに罹患した

人を看護または治療したすべての医療従事者、患

 
者が診断または治療されている病院・施設の長、

および、書面で衛生大臣によって要請された人ま

たは機関は、いかなる形でもがんの診断が確定さ

れた後 10 日のうちに、ノバスコチアがん治療研究

基金 Foundation の最高責任者に、衛生大臣によっ

て指示された形式で、そのことを届出しなければ

ならない。 
Health Act 衛生法１２８ 本法の規定またはほか

の罰金が規定されていない規則に従うことをしな

い、または、できない人は、略式手続きによる有

罪の決定 summary conviction を受け、100 ドル以

上 500 ドル以下の罰金に処せられる。 
xiv Cancer Care Nova Scotia への質問に対する回

答。 
xv Health Act衛生法１０１(２)本章(7 章)に基づい

てなされたすべての届出は、機密保持されなけれ

ばならない。本章の業務に携わるいかなる者も義

務の履行における場合を除いていかなる届出また

はその内容のどの部分も開示してはならない。 
Health Act 衛生法１２７ 本法または規則の下で

違反を犯す場合、その日ごとに別個の違反を構成

する。 
xvi サスカチェワンがん基金からのメールによる情

報。 
xviiもっとも、このような間違いはいまだ起こった

ことはないとの Cancer Care Nova Scotia からの

回答を得ている。 
xviii カナダ北部には多くの地方 regions があり、こ

れらの地方を一貫性を持たせて全部カバーしたイ

ヌイットに特化したがん登録の必要性が認識され、

計画がすすめられているようである。

http://www.itk.ca/health/cancer-registry.php 
xix 疾病登録法 Disease Registries Act ３ 
届出可能な疾病に関して、人を検査、診断、治療

する医療専門家は、登録官によって承認された形

式で、登録官に次のことを提供しなければならな

い。 
(a) 検査、診断、治療を行った医療専門家の氏名、

住所、職業 
(b) 届出可能な疾病に罹患する人の名前、住所、

性別、年齢 
(c)  届出可能な疾病に罹患する人の状態、当該人

に関して届出可能な疾病の性質と状態の記述 
(d)  次のことにつき、登録官が必要と考えるその

他の情報   
 (ⅰ)検査、診断、または、治療 
 (ⅱ) 届出可能な疾病に罹患する人 
xx届出可能な疾病命令 Reportable Diseases Order 
２条 疾病登録法２条(a)により、次のものが届出



                                                                                                                                                                   
可能な疾病である。 
(a)悪性新生物 Malignant Neoplasms(ICD nos. 
140-208); 
(b)上皮内癌Carcinoma in situ(ICD nos. 230-234); 
(c)性状不詳の新生物または性質の明示されない新

生物 Neoplasms of uncertain behavior or 
unspecified nature(ICD nos.235-239). 
なお、ヌナブトがん登録のウェブサイトにおけ

るプロファイルによると、２０００年までは、

ICDO2 で、２００１年に ICDO3 になったようで

ある。

http://www.gov.nu.ca/hsssite/Cancer_NunavutE
ng.pdf#search=’nunavut%20cancer%20registry’ 
xxi ヌナブトでは、がん罹患率が、がん登録のデー

タベースから引き出されるが、これには軽度の腫

瘍罹患率は含まない。 
xxii疾病登録法１２ 
法１４から法１８により、登録官は、本法に基づ

いて登録官に提供された情報が機密保持され、ノ

ースウエストテリトリーズ政府の被用者または係

員を含めて、いかなる人にも開示されないことを

確実にしなければならない。 
同１３ 
いかなる人も、その人が法１４から法１８による

情報または登録にアクセスすることを承認されて

いない限り、本法に基づいて登録官に提供された

情報または登録を調べたり、または、調査したり

してはならない。 
xxiii これらの規定によると、医師等は、刑事罰を伴

う疾病登録官への届出義務を負うのであって、守

秘義務は問題とならないとされていると解せられ

る。 
xxiv疾病登録法１４ 
（１）大臣、登録官、本法の管理に責任を負う部

署の副大臣、および、大臣によって指名された一

人または複数の人は、登録を調べることができる。 
登録の目的 
（２）（１）に掲げられた人は、次の目的で登録に

含まれた情報を利用できる。 
 (a) 届出可能な疾病に罹患するノースウエスト

テリトリーズの準州民の数につき正確な概算を準

備するため; 
  (b) 届出可能な疾病の型を明確にするため; 
  (c) ノースウエストテリトリーズにおける届出

可能な疾病の罹患率の減少に決定的な影響を与え

る方法に寄与するため; 
  (d) ノースウエストテリトリーズの住民の健康

の向上のために企図されたプログラムや政策の展

開に寄与するため。 

 
 
同１５ 
登録官は、登録官の見解で、開示が情報の主体で

ある人の治療に必要である場合、医療専門家に登

録の情報を開示することができる。 
同１８ 
（１） １７(１)(準州政府と開示の協約を結んでい

ない州で、登録官と同様の権能を有してい

る人なら登録の情報の提供を登録官に申し

込めば全般的な統計の形で（１７（２））情

報開示を受けることができる。･･･筆者注)
に言及された以外の人が医療、疫学または

他の研究目的で、登録に含まれた情報にア

クセスしたい場合、その人は、登録官に承

認された形式で、そのアクセスを申し込む

ことができる。 
申請の内容 
（２） 申請において、申請者は、(ａ)研究を行う

ために資格付与されていることを述べ、

（ｂ）その情報が利用されることになる目

的を述べ、そして、（ｃ）登録官が必要と考

えるその他の情報を示さなければならない。 
開示 
（３） 登録官は、次の場合に登録へのアクセスを

申請者に認めることができる。(ａ)登録官

が申請者が研究をする資格があり、かつ、

その研究がノースウエストテリトリーズの

住民の利益になると考える、および、(b)
申請者が規則によって定められた料金を支

払う場合。 
xxv Ibid.no.1. ”Legal Regulation”p.90. 
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研究協力者 本田 まり 上智大学法学部 

 

研究要旨 

カナダ・ケベック州においては、保健福祉省によるケベック州腫瘍ファイルが、

がん登録の中心的な制度となっている。短期の入院および外来外科における腫瘍の

診断が、Med-Écho という情報収集システムにより集められ、死亡ファイルや疾病

保険の登録ファイルにより補足される。登録の際に患者の同意は必要とされておら

ず、拒否権および開示・訂正請求権も認められていない。第三者は情報にアクセス

できるが、「公共機関文書へのアクセスおよび個人情報保護に関する法律」とその

運用を担う「情報へのアクセスに関する委員会」により規制がなされる。カナダが

ん登録や北米がん登録における連携の下、「人権および自由に関する憲章」、「私的

領域における個人情報保護法」、さらに「ケベック州民法典」における人格権に基

づき、患者の同意および個人情報の保護が保障されている。 

 

Ａ．研究目的 

本報告は、がん対策の推進に関し、カナダ・

ケベック州(le Québec, Quebec)から示唆を得る

ことを目的とする。ケベック州は、英米法圏

とされるカナダに属しながらもフランス法を

継承しており、法制度構築にあたり比較法的

な作業を行うわが国にとって、有益な示唆を

もたらすものと思われる。 

ケベック州はカナダ東部に位置する。人口

約 754 万人（2004 年）のうち約 80％が都市（主

としてセント・ローレンス川流域）に住む。

行政区画としては 17 の地域に、社会保健的に

は 18 の地域に分割される。フランス語を母語

とする人々は人口の約 80％、英語を母語とす

る人々は約 15％である。平均寿命は男性 76.8

歳、女性 82.1 歳であり（2001-2003 年）、高齢

化が進んでいる1。 

 

Ｂ．研究方法 

本研究は、文献および州保健福祉省

(Ministère de la Santé et des Services sociaux, 

MSSS)のホームページ上の情報、ならびに質

問状送付により行った（保健福祉省のミシェ

ル・ボープレ(Michel BEAUPRÉ)氏から詳細な

回答および資料が寄せられた）。調査項目は研

究班で挙げられたものに基づく。カナダ全体

の調査結果としては寺沢報告で概要が、横野

報告で表が掲げられている。 

 

Ｃ．研究結果 

ケベック州においては、保健福祉省による

「ケベック州腫瘍ファイル(Fichier des tumeurs 

du Québec, FiTQ)」が、がん登録の中心的な制

度となっている。FiTQ は、州民を対象とし、

死亡率(mortalité)によって補足され、がんの事

例数（発生率(incidence)）、生存率(survie)の表

（生命表）作成、および罹患率(prévalence)の

評価に役立つものとされている。 



以下では、FiTQ の現状（Ⅰ）、データの質

（Ⅱ）、疾病保険登録との関連（Ⅲ）、および

現在進行中の作業（Ⅳ）について検討する。 

 

Ⅰ FiTQの現状 

FiTQは、カナダ国立がん研究所 (Institut 

national du cancer du Canada)の提言により 1961

年に創設されたが、1981 年 4 月になり、がん

の診断による州内の入院の事例をすべて届出

なければならないということが確認された

〔保健福祉省はこのように主張するが、法的

な義務ではないと思われる。詳しくは後掲Ⅰ

-1.参照 ―― 筆者注〕。1983 年 9 月に、外来

外科における事例が情報源として追加された。

1990 年までは州の医療センターのみが情報を

提供しており、1975-81 年は自主的に、1981

年以降はMed-Écho(Maintenance et Exploitation 

des Données pour Étude de la Clientèle 

Hospitalière)2という情報収集システムにより

強制的に、情報の提供が行われていたという。

FiTQの電子処理版は、1975 年度から入手可能

である3。 

 

1. 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 
ケベック州には、がん監視を特化して扱う

法律はなく4、届出をする法的義務は課せられ

ていない5。しかし、「公衆衛生に関する法律

(Loi sur la santé publique, L.R.Q., chapitre 

S-2.2)」（2001 年に公衆衛生保護法から改正）

33 条および 44 条により、保健担当相は州民の

健康状態を監視する措置を講じるよう要請さ

れている。 

各医師（主治医、専門医または病理医）お

よび細胞検査士は、届出を行うことができる。 

 

【公衆衛生に関する法律】 

33 条：州民の健康状態およびその決定要因に

関する継続的監視は、以下のために行わ

れなければならない。 

1°州民の健康状態の全体像を描き出すため 

2°時間的空間的な傾向および変化を観察す

るため 

3°発現している問題を検出するため 

4°優先課題を識別するため 

5°州民の健康状態に関する予測計画を作成

するため 

6°州民の健康およびその決定要因に関する

特定の問題について、進展を遂げるため 

44 条：担当相は、特に住民の健康状態に関す

る継続的な監視のために、出生、死産お

よび死亡に関して、社会保健的または個

人的であるか否かを問わず、情報収集シ

ステムを設立しかつ維持しなければなら

ない。その実現方式は、規則によって定

められる。 

 

2. がん登録制度に関する患者への説明

制度について患者に説明することは必要と

されていない。刊行物およびホームページ上6

で、FiTQの活動が紹介されている。 

患者に対するがんの告知は完全に行われて

いるという。主治医の裁量も認められている

が、一般的には告知をするほうがよいと考え

られているようである7。 

 

3. 患者の同意の要否と拒否権

登録の際に患者の同意を得ることは必要と

されていない。患者が登録を拒否することは

できない。 

保健福祉省のボープレ氏は、「個人情報の機

密性と患者の同意に関する制約とは、がん登

録の有効性と利用にとって最も重要な要因で

あるが、幸いにもFiTQはこのような制約を免

れる法的支持を得ている。ケベック州におい

ても個人の同意に基づく登録の制度（早期発



見のプログラム、予防接種のシステム等）は

あるが、同意に関する制約によって登録の利

用が大幅に妨げられている。したがって、機

密性の尊重を確保できるならば、登録の質を

一貫して守るために、（同意の必要性を回避す

るという）重要な一歩を踏み出すことになる

だろう8」と述べる。 

 

4. 情報入手の方式

情報入手は届出による。主な情報源は短期

の入院および外来外科における（良性のもの

を除く）腫瘍の診断であり、情報収集は

Med-Échoというシステムを通して行われる9。 

1975-93 年は、良性の腫瘍、進行の予測がで

きない腫瘍、および不明確な性質の腫瘍は除

かれていた。1994 年度から後者 2 つがシステ

ムに統合され、脳における特定の良性腫瘍を

データ収集に含むことが検討されている10。 

 

登録情報11

（受）：受益者つまり患者の情報 

（腫）：連結の条件により修正された情報 

（診）：診断に関する Med-Écho からの情報 

 * ：1999 年の時点で入手不可能な情報 

 ☆ ：必須情報 

1 FiTQ への最初の登録情報の移行、またはデ

ータの更新を行った機関のコード（診）☆ 

2 最初の情報提供またはデータの更新を行っ

た、看護ケア部署のコード（診）☆ 

3 RAMQ により付与される疾病保険番号（受） 

4 生年月日（受）新生児、ケベック州住民で

はない場合、および在住 3 ヶ月未満の場合

を除き☆ 

5 性別（男性／女性／不確定）（受）☆ 

6 出生時の姓（受）☆ 

7 出生時の名（受）ケベック州住民の場合、

頭文字は☆ 

8 出生時の父の姓（受） 

9 出生時の父の名（受） 

10 出生時の母の姓（受） 

11 出生時の母の名（受） 

12 出生地（受）☆ 

13 登録の際に自動的に付与される、個人に固

有の識別番号（受）☆ 

14 死亡年月日（受） 

15 死亡地*（受） 

16 死亡登録番号*（受） 

17 ケベック州統計研究所の定義による、隠れ

た死因*（受） 

18 死因を証明する解剖（受） 

19 死亡に関する情報源（受） 

20 カ ナ ダが ん 登録 (Registre Canadien du 

Cancer, RCC)の個人識別番号（受）☆ 

21 カナダ統計局への移送状況（受）（腫） 

22 カナダ統計局への移送日（受）（腫） 

23 診断時における居住地の市町村コード

（診）☆ 

24 診断時における居住地の郵便番号（診） 

25 診断時における居住地の共同体福祉地域

セ ン タ ー (Centre local de services 

communautaires, CLSC)の地域コード（診）

FiTQ により記載 

26 居住状況（腫）FiTQ により記載 

27 「患者」ファイル作成日、すなわちその患

者の腫瘍に関する最初の届出日（診）☆ 

28 腫瘍の診断日（届出）（腫）☆ 

29 局所解剖学すなわち CIM(Classification 

Internationale des Maladies, ICD)-9(9ième 

révision)に基づく腫瘍の部位（腫）☆ 

30 CIM-O-2(Oncologie 2ième édition)に基づく新

生物の組織学的形態（腫）☆ 

31 新生物の組織学的動態（コード）（腫）☆ 

32 診断方法（腫）☆ 

33 組織診断による腫瘍の確認日（腫） 

34 組織病理学的な、またはリンパ腫および白

血病の T 細胞および B 細胞の分化ならびに



指定に関する段階*（腫）☆ 

35 腫瘍部位の左右の確定*（腫）☆ 

36 多病巣性の腫瘍（腫） 

37 腫瘍の初期段階（腫） 

38 腫瘍の初期段階の日付*（腫）37 が記入さ

れていた場合は☆ 

39 腫瘍の状態（腫）FiTQ により記載 

40 腫瘍の整理番号（腫）☆ 

41 Med-Écho 等からの移行日（受）☆ 

42 診療録番号（診）☆ 

43 診断施設に入った日（診）☆ 

44 診断施設を出た日（診）☆ 

45 機関の地域コード（診）☆ 

46 診断の整理番号（診）☆ 

47 最後の入院日（診）☆ 

48 診断に関する更新日（診） 

49 腫瘍の発生に関する更新日（腫）☆ 

50 手動連結における確認のための利用者コ

ード（腫）☆ 

51 連結状況に関するコード（腫）☆ 

 

届出は徹底しておらず、早急に他の情報源

を利用することが予定されている（研究所、

死亡ファイル、およびケベック州疾病保険公

社 (Régie de l’assurance maladie du Québec, 

RAMQ)の登録ファイル）12。あらゆる入院の

記名情報は、「患者」ファイル作成のために連

結され、最初の届出データに補足がなされる。 

 

5. 予後情報の把握方法

死亡診断書に基づく死亡証明書、緩和ケア

施設からの報告、住所変更の事例に関する州

際間の協調、およびRAMQの登録ファイルが

利用される13。RAMQのファイルは、登録され

た個人の識別に関する最新のデータを保管す

るものとなっている〔後述〕。また、死亡時を

除き患者の生存状況を知るための予後調査を

行わないという、患者の「消極的追跡調査(suivi 

passif)」への取組みがなされている14。ケベッ

ク州のDCO(Death Certificate Only)については、

その最初の結果が 2006 年の 5 月または 6 月に

期待されている。 

 

6. 守秘・個人情報保護

登録情報は顕名であり15、個人を特定できる

（ある人の同じがんが重複して届け出られた

事例を確認するため）。姓は必須、名は任意で

あり、ケベック州住民の場合、少なくとも頭

文字は必須となっている。 

第三者は情報へのアクセスを請求すること

ができる。「公共機関文書へのアクセスおよび

個人情報保護に関する法律(Loi sur l'accès aux 

documents des organismes publics et sur la 

protection des renseignements personnels, L.R.Q., 

chapitre A-2.1)」125 条により、運用を担う委員

会（情報へのアクセスに関する委員会

(Commission d’accès à l’information du Québec, 

CAIQ)）の役割とアクセスの要件が規定されて

いる。 

 

【公共機関文書へのアクセスおよび個人情報

保護に関する法律】 

125 条〔同意が得られていない場合〕：委員会

は以下の見解を示す場合に、当事者の同

意を得ることなく、個人情報ファイルに

含まれる記名情報の伝達を、調査、研究

もしくは統計のために個人または組織が

受けることを、書面での請求に基づき許

可する。 

1 その利用が正当なものであること、目的

が記名情報によらなければ達成しえない

こと 

2 その記名情報が機密性を保持する方法で

利用されること 

 

プライヴァシーに関するその他の法規範と



しては、連邦の憲章とは別にケベック州が独

自に有する「人の権利および自由に関する憲

章(Charte des droits et libertés de la personne, 

L.R.Q., chapitre C-12)」4 条、5 条および 9 条、

「私的領域における個人情報保護法(Loi sur la 

protection des renseignements personnels dans le 

secteur privé, L.R.Q., chapitre P-39.1)」、ならび

に「ケベック州民法典(Code Civil du Québec)」

23 条、24 条および 35 条が挙げられる。 

カナダにおいては大部分の州が、政府また

はその機関が有する個人情報を保護するため

の法律を制定し、さらに 4 つの州（マニトバ、

サスカチュワン、アルバータおよびオンタリ

オ）は、医療情報に関する特別法を有する。

これらに対し、「私的領域における個人情報保

護法」をもつ州はケベックのみとなっている16。 

 

【人の権利および自由に関する憲章】 

4 条：すべての人は、尊厳、名誉および評判を

保護される権利を有する。 

5 条：すべての人は、私的生活を尊重される権

利を有する。 

9 条：各人は、職業上の秘密を尊重される権利

を有する。〔以下略〕 

 

【私的領域における個人情報保護法】 

1 条：この法律は、個人情報保護に関し、ケベ

ック州民法典 35～40 条により認められ

た権利を行使するために、民法典 1525 条

における計画の利用の場合に、ある者が

収集、保持、利用または第三者へ伝達す

る他者の情報に関し、特別規定を設ける

ことを目的とする。〔以下略〕 

2 条：個人情報とは、自然人に関するものであ

り、その個人を識別できるあらゆる情報

をいう。 

3 条：この法律は、「公共機関文書へのアクセ

スおよび個人情報保護に関する法律」に

おける公共機関、およびそれ以外の人が

代わりに保持する情報には適用されない。 

 

【ケベック州民法典】 

第 1 巻（人）第 2 編（人格権） 

第 1 章（人の統合性）第 1 節（治療） 

23 条：治療または体の一部の譲渡に関する許

可の請求について判断を下す裁判所は、

専門家、親権者、受任者、後見人または

保佐人および後見監督人の意見を聴取す

る。〔中略〕 

裁判所はまた、不可能である場合を除き、

当事者の意見を聞き入れなければならず、

本人の健康状態により必要とされる治療

に問題がないかぎり、当事者の拒否を尊

重しなければならない。 

24 条：健康状態により必要とされていない治

療、体の一部の譲渡、または実験に対す

る同意は、書面により与えられなければ

ならない。 

この同意はいつでも、口頭でも撤回する

ことができる。 

第 3 章（名誉および私的生活の尊重） 

35 条：すべての人は、名誉および私的生活を

尊重される権利を有する。 

本人が同意した場合または法律により許

可された場合を除き、いかなる侵害も、

個人の私的生活に及ぼされることはない。 

 

「ケベック州民法典」と「保健および社会

福祉に関する法律(Loi sur les services de santé 

et les services sociaux, L.R.Q., chapitre S-4.2)」に

おける患者の同意が一定期間内にのみ有効で

あること、ならびに患者の同意がない場合の

「公共機関文書へのアクセスおよび個人情報

保護に関する法律」125 条の 2 要件は、Maziade 

v. Parentという判決17を経て2000年1月に採択

された。 



 

Maziade v. Parent 判決 

こ の 事 件 は 、 精 神 科 医 で あ る Michel 
MAZIADE（被控訴人）が、精神疾患の遺伝的

な研究のために（その目的の一つは、躁鬱病お

よび統合失調症による感受性の原因を探ること

だった18）、精神保健施設に保管されている記録

（病歴ファイル）にアクセスする許可を前任の

施設長から得ており、数年後にその研究の継続

を望んだというものである。これに対し、2 つの

病院の合併により新たな施設長となった

Bernard PARENT（控訴人）は、自分は前任者

の許可には拘束されておらず、研究所のプロト

コルによればその許可は期間限定的であり無効

であると主張した。精神科医MAZIADEは、記

録の持ち主である患者からの同意は得られてい

ると主張した。 

原審は、許可は期間限定的なものではなく、

法律の規定に適い有効なものとなるために期間

制限が要求されるものでもないとした。これに

対し施設長 PARENT は、いくつかの記録を

MAZIADE に開示するよう自分に求める命令に

ついて控訴した。 

控訴院は控訴を棄却し、PARENTによるアクセ

ス許可の撤回には法的根拠がないとした。当初

の許可は期間制限に関するいかなる要件も含ん

でおらず、期間制限の存在を要求する制定法上

の規定もない以上、MAZIADEの研究にそのよう

な制限を課すことは論理的でないという。患者

自身が開示に同意したファイルへのアクセスを

拒否する権限をPARENTはもたず、「ケベック州

民法典」20 条および 21 条（費用対効果の分析、

利益衡量）により同意の撤回が正当化されるわ

けではない、と判示された。控訴院は、ファイ

ルの開示に同意するという患者の権利は、記録

の機密性を要求する病院側の権利に勝るとす

る。この判断については、「機密性は“相対的”

であり、患者の利益のために存在する19」と説明

されている。 

 

【ケベック州民法典】 

20 条：同意能力ある成年者は、晒される危険が

合理的に期待しうる利益との均衡を崩すも

のでなければ、実験に服することができる。 

21 条：未成年者または同意能力のない成年者は、

本人の健康に重大な危険をもたらす実験、

または本人がその性質および結果を理解し

ながら反対している実験に、服することは

できない。 

さらに、未成年者または同意能力のない成

年者は、実験が本人のみを対象とする場合

には本人の健康にとっての利益を、グルー

プを対象とする場合にはそのグループのメ

ンバーと同じ年齢、疾患または障害という

特徴を持つ人々にとっての利益となる結果

を、その実験が期待させるという条件でな

ければ実験に服することはできない。 

〔以下略〕 

 

7. 開示関係（個別の患者による登録情報の開示

および訂正請求等） 
患者は、自己の情報を修正または削除する

ことはできない（RCC へデータが移行される

際も同様）。情報の修正は、医師により補足さ

れた略式書類、手術要領および解剖病理学上

の報告による。 

データへのアクセスは、機密性のレベルに

より異なる。年次統計報告やインターネット

上の内容等は公開されているが、詳細なデー

タは公衆衛生部局に、記名情報は操作責任者、

システム維持責任者、保健福祉省へのデータ

供給の責任者、RCC、および CAIQ による許

可を受けた研究者のみに開示される。 

 



8. 協力医療機関に対する予後情報の提供

患者の情報を提供した医療センターが、そ

の予後情報を要求することはできない20。 

 

Ⅱ FiTQのデータの質 

デ ー タ の 質 に つ い て は 、「 網 羅 性

(exhaustivité)」、「収集されたデータの現存

(présence)および有効性(validité)の割合」、「デ

ータへのアクセスの迅速性」、ならびに「デー

タを利用できる範囲の多様性」が挙げられる。

網羅性については部位により差が見られ、前

立腺（67.9%）、膀胱（86.0%）、および黒色腫

（65.4%）の届出率の低さが指摘されている21。 

北米がん登録(North American Association of 

Central Cancer Registries, NAACCR)は、一定の

基準を満たしたがん登録制度に金または銀の

等級を付与しているが、2004 年の認証ではケ

ベック州は金にも銀にも該当していない（詳

しくは横野報告を参照）22。2001 年の段階で

は、届出率（金：95％以上、銀：90％以上）、

および重複（金：99％以上、銀：95％以上）

について銀となっているが、死亡事例の収集

率（金：3％以下、銀：5％以下）およびデー

タの有効性（金：99％以上、銀：95％以上）

については不明となっており、作成期間（金

および銀：24 ヶ月）も 36 ヶ月であり改善が必

要とされている。 

ケベック州では、NAACCRおよびカナダが

ん登録評議会(Conseil du RCC)の基準に基づき、

データバンクの画一化が試みられている23。 

 

Ⅲ 疾病保険登録との関連 

RAMQの登録ファイルは、医療情報ではな

く行政情報であり、疾病保険証の交付、支払

または償還請求への対応等に役立つとされて

いる。FiTQにおいて、RAMQのファイルは個

人に固有の識別番号に基づき、情報のアップ

デートを行うために用いられる。この個人識

別番号は出生の際、ケベック州疾病保険計画

の登録証明書の発行に伴い付与され、証明書

の紛失または盗難の場合を除き、生涯にわた

り保管される24。 

FiTQ と RAMQ のファイルとの相違は、と

りわけ個人情報保護（開示関係および情報提

供）に関して、次のようなものである。 

まず開示関係について、FiTQ では、患者は

情報を修正または削除することはできない。

これに対し RAMQ では、登録された人（被保

険者）はすべて、自己の情報を知ることがで

きる（保健福祉に関する情報へのアクセスは、

「疾病保険に関する法律(Loi sur l'assurance 

maladieL.R.Q., chapitre A-29)」により制限され

る）。情報に誤り、不備または不明瞭な点があ

る場合には、被保険者は訂正を請求できる。 

次に情報提供について、FiTQに登録された

情報は、ケベック州内においては保健福祉省

による対がん戦略、公的または患者支援団体

の健康情報ネットワーク、公衆衛生研究所や

大学そして病院内研究班による研究に提供さ

れ、カナダ連邦においてはRCCを通してカナ

ダがん協会等の機関に、さらにはカナダ対が

ん戦略へと送られる。また、国際機関として

はNAACCRおよび国際がん研究所 (Agence 

internationale pour la recherche sur le cancer, 

AIRC)に情報の供給が行われる25。これに対し

RAMQでは、①当事者の同意がある場合には

保険会社および自動車保険会社（州外で事故

に遭った場合）に、②当事者の同意がない場

合には、いくつかの要件に基づき、「疾病保険

に関する法律」に規定される機関（選挙管理

局長や教育省）ならびに保健および労働保障

に関する委員会に、さらに③保健および社会

福祉の分野における研究目的での利用のため

CAIQによる許可を受けた個人に対して、情報

の提供がなされる26。 

 



Ⅳ 進行中の作業 

進行中の作業としては、まず①RAMQ にお

ける情報システムの技術革新が挙げられる。

次に②実行可能性の研究(étude de faisabilité)と

して、RAMQ の医療サービス消費ファイル、

研究所および放射線治療センターならびに地

域登録からの報告、そしてモントリオール市

における地域がん登録に関するものがある。

医療サービス消費ファイルは医療行為に対す

る医師らへの報酬に関するものであり、その

研究結果は 2006 年 5 月に予定されている。病

理学研究所からの報告によりすべての事例が

収集できると考えられているが、電子化され

たフォーマットですべてを入手するのは不可

能であり、腫瘍学に関する登録側での大変な

コード化作業が必要となるといわれている

（研究成果は 2006 年 6 月に期待されている）。

モントリオール市の地域がん登録は 2006 年 3

月現在、頓挫しているとのことである。また

③コンコルド(Concord)計画と呼ばれる、乳が

んおよび結腸－直腸がんの段階ごとの生存率

算出が着手されている（2007 年 3 月報告予定）。

これは、診断時の進行段階により生命表を作

成する大規模な国際的研究である。FiTQでは、

ケベック州乳がん検診プログラム(Programme 

québecois de Dépistage du Cancer du Sein, 

PQDCS)という、50-69 歳のすべての女性を対

象とする早期検診および予防のマンモグラフ

ィー計画が実施されている。さらに④FiTQ 利

用者による諮問委員会の設置が、2006 年春に

予定されている。ここでは、FiTQ の活動に関

する情報提供、利用者の必要に応じた表現の

簡易化、および望ましい発展や改善の優先化

等が検討されることになる。 

 

Ｄ．考察 

ケベック州においては、登録の際に患者の

同意は必要とされておらず、患者の拒否権お

よび開示・訂正請求権も認められていない。

第三者は個人識別情報にアクセスできるが、

「公共機関文書へのアクセスおよび個人情報

保護に関する法律」とその運用を担う CAIQ

により規制される。RCC や NAACCR におけ

る連携の下、ケベック州が独自に有する「人

権および自由に関する憲章」、「私的領域にお

ける個人情報保護法」、さらに「ケベック州民

法典」における人格権に基づき、患者の同意

および個人情報の保護が保障されている。 

 

Ｅ．結論 

がん登録においては、がんの診断結果を患

者に知らせるかという告知の問題と、登録に

際して拒否権を認めるかという問題（がん登

録の悉皆性との矛盾）がある。がん告知が完

全に行われているといわれ、拒否権が認めら

れていないケベック州において、届出が徹底

しておらず、NAACCR の評価によってもデー

タの質が良くないとされている理由とその解

決策を探ることが、今後の検討課題となる。 

 

Ｆ．健康危険情報 

該当なし 

 

Ｇ．研究発表 

１．論文発表 

なし 

２．学会発表 

〔ポスター発表〕在日フランス大使館・フ

ランス国立科学研究センター主催「フラン

ス語による科学シンポジウム JOURNEES 

SCIENTIFIQUES FRANCOPHONES(JSF) 

2005」（東京、2005 年 11 月 11-12 日） 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

なし 



二次的な情報源 

ケア（短期の入院

および外来外科） 

医療センターに

おけるコード化 

地域的な自立 

(Autonomie locale) 

[Med-Écho] 

死亡ファイル 

カナダがん登録(RCC) 

・ 悪性腫瘍(CIM-9 140-208, ただし

196, 197, 198, 199 を除く) 

・ 転 移 し て い な い 腫 瘍 (CIM-9 

230-234) 

・疾病保険公社(RAMQ) 

・研究所（病理学、細胞学、

血液学等に関する報告）

主たる情報源 

〔MSSS へのがんの届出〕 

ケベック州腫瘍ファイル(FiTQ) 

・悪性腫瘍(CIM-9 140-208) 

・転移していない腫瘍(CIM-9 230-234)

・進行の予測ができない腫瘍(CIM-9 

235-238) 

・不明確な性質の腫瘍(CIM-9 239) 

[Med-Écho] 

保健福祉省(MSSS)

中央データバンク

全データ 

DRG ファイル 

（管理のための

診断の再編成） 

精神衛生ファイル

がんに関するデータのみ

・他州 

・緩和ケア・センター

その他の情報源

将来的に

医療に関する記名情報 

施設

地域区分

設置コード 

郵便番号 

住所コード 

ケベック州腫瘍ファイル(FiTQ)に関する医療情報の流れ 

（MSSS, Guide d’utilisation, 1998, révisé en 2003, pp.3-4 等をもとに作成） 

 
 



 

                                                        

                                                                                 

〔インターネット上のサイトは、すべて 2006 年

3 月 3 日時点のもの〕 
1 ケベック州の概要については、ケベック州政府 
http://www.gouv.qc.ca/wps/portal/pgs?lang=fr およ

び州政府在日事務所 
http://www.mri.gouv.qc.ca/tokyo/fr/ のホームペー

ジ、ならびに長部重康ほか編『現代ケベック ― 
北米のフランス系文化』勁草書房（1989 年）を

参照。 
2 「患者に関する調査のためのデータの保持およ

び活用」と訳すことができ、その規範的枠組み

において、医療センターから保健福祉省へのデ

ータの移行方法が規定されている。MSSS, Guide 
d’utilisation, 1998 révisé en 2003, avan-propos. 
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/docume
ntation/fichiertumeurs/j65francais.pdf 
3 MSSS, Guide, préc. note(2) révisé en 2000, p.1.  
4 Barbara von TIGERSTROM, et al., Legal 
Regulation of Cancer Surveillance: Canadian and 
International Perspectives, Health Law Journal, vol.8, 
Univ. of Alberta, 2000, p.35. 
5 IARC, Cancer Incidence in Five Continents, vol.8, 
2002, p.148. 
6 
http://www.msss.gouv.qc.ca/statistiques/tumeurs.htm
l 
7 ボープレ氏の回答による（2005 年 11 月 5 日お

よび 2006 年 2 月 2 日）。 
8 ボープレ氏の回答による（2005 年 11 月 24 日）。 
9 MSSS, Guide, préc. note(2) avan-propos.  
10 MSSS, Guide, préc. note(2) p.1.  
11 MSSS, Guide, préc. note(2) révisé en 1999, 
pp.15-16. 
12 MSSS, Guide, préc. note(2) révisé en 2002, p.2. 
13 MSSS, Sources de données,  
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/santpub/tumeurs.nsf/6
1a4a0842e5cbd34852568d500653357/bea4e41a3066
f163852568d900660b4b?OpenDocument 
14 ボープレ氏の回答による（2005 年 11 月 5 日

および 2006 年 2 月 2 日）。 
15 MSSS, Guide, préc. note(2) révisé en 2000, p.11. 
16 von TIGERSTROM, préc. note(4) pp.21-22. 
17 Maziade v. Parent, 80 A.C.W.S. (3d) 649 (Quebec 
CA, 1998). 
18 von TIGERSTROM, préc. note(4) pp.36-37. 
19 von TIGERSTROM, préc. note(4) p.36. 
20 MSSS, Guide, préc. note(2) p.2. 
21 ボープレ氏からの資料による（2005 年 11 月 5
日）。 
22 NAACCRの基準については下記を参照。
http://www.naaccr.org/filesystem/pdf/Criteria%20an
d%20Standards%20for%20Eligibility.pdf 

 
23 ボープレ氏の回答による（2006 年 2 月 2 日）。 
24 ボープレ氏の回答による（2006 年 2 月 2 日）。 
25 MSSS, Diffusion des données 
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/santpub/tumeurs.nsf/6
1a4a0842e5cbd34852568d500653357/f83b36d1cc8b
da4f852568d900648344?OpenDocument 
26 
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/publications/docume
nts/depliantscitoyens/prp_fr.pdf 
▼RAMQ による個人情報保護に関するパンフレット 
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オーストラリアにおける地域がん登録に関する調査研究 

 
分担研究者 佐藤 雄一郎 横浜市立大学医学部 

 
研究要旨 
オーストラリアにおいては、かつては地域がん登録に関して制定法の規定がない

州があり、その精度に問題があることが指摘されていた。現在では、すべての州・

地域において、地域がん登録に関して報告義務が定められている（ただし義務者の

範囲は異なる）。また、上院の報告書をうけ、各州の地域がん登録所は患者向けの

パンフレットを作成している。

 
Ａ．研究目的 
 わが国においては、地域がん登録について

規定する特別法は存在しない。そのため、地

域がん登録の運営、患者情報の取り扱い、患

者の権利、などの法的諸点については、病院

については、がん登録所への情報提供（第三

者開示）という点から、個人情報保護法、行

政機関個人情報保護法、独立行政法人個人情

報保護法、各自治体の個人情報保護条例など

の問題となり、がん登録所については、本人

以外からの情報の入手および同意のない利用、

さらには予後情報の提供（第三者開示）とい

う点から、主に条例の問題となる。しかし、

さまざまなピースの制定法は必ずしも整合的

でないため、実務上の取り扱いに混乱を来た

しているものと思われる。 
 このような問題は一朝一夕に解決ができる

ものではないが、今後の制定法化の議論に資

するために、あるいは当座の扱いの参考とし

て、オーストラリアにおける地域がん登録の

法的状況を調査、報告する。 
 
Ｂ．研究方法 
 基本的には刊行物やウェブサイト上の情報

を基に制定法の条文の把握を行った。このほ

か、２００６年２月に行った海外視察におけ

るインタビューにおいて得られた情報も用い

た。 
（倫理面への配慮） 
 刊行物やウェブサイト上の情報は公知のも

のであり、研究の対象となる者の個人情報や

身体・精神に直接関わる情報はないので、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 
（１）要旨 
 オーストラリアにおいては、かつては地域

がん登録に関して制定法の規定がない州・地

域（以下まとめて「州」という）があり、そ

の精度に問題があることが指摘されていた。

現在では、すべての州において、地域がん登

録に関して報告義務が定められている（ただ

し義務者の範囲は異なる）。また、上院の報告

書をうけ、各州の地域がん登録所は患者向け

のパンフレットを作成している。 
（２）法状況 



 オーストラリアは連邦制をとり、制定法も

判例法も連邦－州の二段構造である。がん登

録に関係する、個人情報に関する法状況の概

要はおよそ次のようになっている（CAROLYN 
DOYLE AND MIRKO BAGARIC, PRIVACY LAW 
IN AUSTRALIA 99-102, 157-161 (2005)）。 
 まず、個人情報保護一般についてであるが、

連邦政府および民間部門に関しては、連邦法

である Privacy Act 1988 および Privacy 
Amendment (Private Sector) Act 2000 が適

用になる。一方、州政府に関しては各州の法

律 （ Privacy and Personal Information 
Protection Act 1998 (NSW), Information 
Privacy Act 2000 (Vic), Information Act 
2002 (NT)。クイーンズランド州、南オースト

ラリア州、タスマニア州には特別法はなく、

首都特別地域の政府機関は連邦法が適用にな

る）が適用になる。 
 一方で、かつて連邦最高裁判所が、コモン

ロー上は、患者が自分の医療記録にアクセス

す る 権 利は な い と判 示 し た（ Breen v 
Williams (1996) 186 CLR 71）ため、３州が、

医療記録に関する患者の権利を制定法により

規定した。Health Records and Information 
Privacy Act 2002 (NSW), Health Records 
Act 2001 (Vic), Health Records (Privacy and 
Access) Act 1997 (ACT)である。よってこの３

州においては、民間セクタにある医療記録に

関して、連邦法である Privacy Amendment 
(Private Sector) Act 2000 と各州の医療記録

特別法との両方が適用になることになる。 
（３）がん登録に関する各州の状況 
 オーストラリアにおいては、地域がん登録

は州ごとに行われ（ただし、ACT がん登録所

は NSW がん登録所に、NT がん登録所は SA
がん登録所に、一部作業を委託している）、州

法によって規定されている。このうち、ニュ

ーサウスウェールズおよびタスマニア州はが

ん登録事業を民間に委託している（NSW にお

いてはがん対策などを行う Cancer Institute 
NSW（ただし制定法によって設立された法

人）が、タスマニアにおいてはタスマニア大

学付属の研究所がそれぞれがん登録事業を行

っている）。それ以外の州においては州保健省

内の部局ががん登録事業を行っている。 
 各州ごとの地域がん登録の現状を別表１に

まとめた。タスマニア、首都特別地域、北部

準州においては、地域がん登録の実務が制定

法上の根拠なく始まったことが分かる。しか

し、たとえば、首都特別地域については、任

意の報告制度がとられていたために１病院と

いくつかの病理検査所が報告をせず、がん登

録が完全なものではないことが指摘されてい

た （ 6 CANCER INCIDENCE IN FIVE 
CONTINENTS 830 (D.M. PARKIN et al. 
eds.,1992）。また、北部準州においては、オー

ストラリア全体から予測されるがん発生率よ

りも低率な報告しか寄せられていなかった

（Fig.1）。 
 

 
 



 現在では、各州とも報告義務を定める規定

を有している。ただし別表１のように、報告

義務者の範囲は州ごとに異なっている。 
（３）各州の規定の特徴 
 以下、いくつかの特徴的な規定をみていく。 
 ① NSW ニューサウスウェールズ州に

おいては、がんは報告対象疾病のひとつとさ

れている（Public Health Act 1991 Schedule 
1 の Category 3 medical condition および

Schedule 3 の notifiable diseases の１つとし

て挙げられている）。Category 3 は、病理検査

所の届出義務に関するものであり、開業医

（medical practitioner）が検査を依頼し、そ

の検査結果が陽性であった場合、その結果を

出した（certifies）者はその検査に関して所定

の書式によって Director-General に届け出な

ければならない（１６条。ただし患者の氏名

および住所は届け出なくともよい）。一方、

notifiable diseases は、病院からの届け出に関

するものであり、病院において治療に当たる

者が、当該病院内の患者が対象疾病を有する

と信ずる場合、その者は当該病院の CEO にそ

のことを知らせる義務および権限があり、さ

らに CEO は規則により規定されている情報

を Director-General に報告しなければならな

いというものである（６９条）。１６条も６９

条も、違反は５０ペナルティユニット（PU）

以下の罰金とされている。NSW においては、

子宮がん検診に関してはその詳細および匿名

化要求が規定されているが、一般のがん登録

については、このように、感染症などと同じ

ように、報告義務が規定されているに留まる。 
 また、NSW においては、特別法（Cancer 
Institute (NSW) act 2003）により設立された

Cancer Institute NSW という団体が州保健

省と契約を締結し、地域がん登録作業を行っ

ている。同団体の根拠法の中には、報告が不

十分な場合の問いあわせを念頭に置いた規定

と読める条文（１３条。がん対策に関するい

かなる情報の提供を求めることができる The 
Cancer Institute may request any person or 
body to provide the Cancer Institute with 
any information about cancer control that is 
held by the person or body とする）があるが、



プライバシー上の問題から、２００２年から

は開業医にコンタクトをとらない方針がとら

れている（インタビューの際には、報告で十

分な情報が上がってきているからとの説明で

あった。なお、コンタクトをとらないことに

より原発が不明である率は、それ以前の５％

から７～８％に上昇したとの由）。 
 ② WA 西オーストラリア州においては、

がんに特化した報告の規則が制定されている

（ Health (Notification of Cancer) 
Regulations 1981。Health (Notification of 
Cancer) Amendment Regulations 1996 によ

って修正）。これによると、病理学的および生

化 学 的 検 査 を 行 う 開 業 医 （ medical 
practitioner、実際には病理検査所の責任医師

であろうか）、および、電離放射線（ionising 
radiation）および粒子線（accelerated atomic 
particles）治療を行う施設の責任者は、がん

患者の氏名、住所、性別、誕生日などを

Executive Director of Public Health に報告

しなければならない（５条、６条）が、これ

に際して、報告者には４オーストラリアドル

が支払われることができると規定されている

（７条）。また、この報告を受けた Executive 
Director から問いあわせを受けた医師も報告

義務を負う（８条）が、こちらの報告につい

ては報奨金の規定はない。報告義務に関する

違反は１００ドル以上１０００ドル以下の罰

金である（９条）。 
 もっとも、訪豪の際に NSW および NT に

おいて聞いたところ（残念ながら WA には訪

問できなかった）、この報奨金が実際に支払わ

れているとは思わない（そんな規定があるこ

とすら知らず、また、４ドルでは十分なイン

センティブにはならないと思う）とのことで

あった。 
 ③ NT 北部準州においては、がん登録に

関する特別法が制定されている（Cancer 

Registration Act 1988、１９９１年３月施行）。

この中では、病理学的検査のために人由来試

料が受け取られる施設の責任者および出生、

死亡および婚姻登録官に報告義務が規定され

ている（４条、違反は１００オーストラリア

ドル以下の罰金）。がん登録所は、病理医以外

の医師に対してさらなる報告を求めることが

あるが、このための規定は存在しない。その

ため、病理医以外が報告を「できる」規定を

設けたいとのことであった（NT がん登録所

John Condon 氏。現状では、出張採録や問い

あわせの際に主治医から情報を得ることには

制定法上の根拠がなく、患者の同意も得てい

ないとのことであった）。 
（４）患者への周知方法について 
① 背景 
オーストラリアにおいては、前述のように、

連邦最高裁判所が、患者の医療記録に対する

アクセス権を否定した。この判決に対応した

連邦上院の報告書 Report on Access to 
Medical Records および同報告書に関する議

会での討論において、（本人にはアクセス権が

ないのに）本人や主治医以外の第三者が医療

記録にアクセスできることが問題となり、が

ん登録が議論の俎上に上った。１９９７年４

月 ７ 日 の Senate Community Affairs 
References Committee における Knowles 上

院議員と Carter 氏とのやり取りの中で、

Carter 氏は、自分の記録ががん登録に送られ

たというがん患者からの不服を受けていると

し、多くの人々は、このような情報の利用に

ついても、自分に関するどのような情報がが

ん登録所に送られているかも知っていないと

述べた。ただし同氏は、がん登録や他の疾病

登録において、個人識別可能な形でのアクセ

ス権は公共の利益上正当化されるとも述べて

いる。 
 報告書においては、勧告事項にはなってい



ないものの、プライバシー問題を扱う第４章

の医療記録の電子化の箇所においてこの問題

を扱っている。ここでは、旧連邦プライバシ

ーコミッショナー（ the former Federal 
Privacy Commissioner）の報告書 Privacy 
Issues Arising As “I.T. Happens”をひく形で、

個人の保健情報の利用とその医学および疫学

研究者への開示に関して、「関係する患者個人

が、自分に関するどのような情報が保有され、

自分以外の誰がその情報へのアクセスを望ん

でいるのかを知っている限り」（as long as the 
individual patients involved know what 
information is held about them, and who 
wishes to access that information, beyond 
themselves）正当であるとした。 
（２）この報告書を受け、各がん登録所は患

者への説明文書の作成を始めた。 
説明文書のうち、NT のものと WA のもの

を入手したが、中身はほぼ同じであるので、

ここでは NT のものを添付した。 
その内容は、がん登録に関する概要として

その歴史、法律上の根拠、収集される情報の

項目（名前および住所、性別、生年月日、先

住民族かどうか、出生国、がんの部位とタイ

プ、情報提供者）、重複登録を避けるためにこ

れらの情報が必要なこと、報告で不足がある

場合には病院や主治医から追加で情報を受け

ること、これら情報は法律により厳密に守秘

されること、情報利用（報告書、州政府内部

での利用、医療職の教育・治療および研究利

用、州をまたいだ情報の転送）、がんについて

のさらなる情報を得たい場合の連絡先および

がん登録について情報を得たい場合の連絡先、

となっている。 
 
Ｄ．考察 
（１）オーストラリアと日本との類似性 
 オーストラリアと日本について、連邦－州、

中央政府－地方自治体 を同視できるとする

と、以下の二つの点において類似性が認めら

れる。 
 ① がん登録事業の主体 日本においては、

中央政府ではなく、地方自治体によってがん

登録事業が行われている。オーストラリアに

おいては、連邦政府ではなく州において行わ

れている。インタビューにおいても、NSW の

がん登録所の実務者達は、がん登録事業にお

いて連邦政府がプレイヤーとして活動してい

ないことを強調していた。 
 ② 法令（とりわけ個人情報保護に関して）

上の類似 オーストラリアにおいては、個人

情報保護に関する連邦法は連邦政府および民

間事業者に適用になり、州政府には適用にな

らない。州政府の情報取り扱いについては別

途州法がおかれている。日本においても同様

であり、国法は、行政機関および独立行政法

人と、民間事業者を対象としており、地方自

治体には国法の効力はおよばない。地方自治

体の情報取り扱いについてはそれぞれの自治

体の条例によることとなる。 
（２）その限界 
 一方で、オーストラリアとは以下のような

違いがある。 
 ① 権限の違い 当然のように、連邦制を

とるオーストラリアにおいては、憲法上も、

事実上も、州の権限が強い。一方でわが国に

おいては、条例は「法律の範囲内で」（日本国

憲法９４条、ただし地方自治法１４条によれ

ば「法令に違反しない限りにおいて第二条第

二項の事務に関し」）しか認められず、その範

囲は当然連邦制をとるオーストラリアに比べ

て狭いものと解さざるを得ない。たとえば、

地方自治体が「がん登録条例」のようなもの

を制定したとしても、その効力は法律に劣後

するから、個人情報保護法の第三者提供の制

限に関する規定を override することはできな



い。 
 ② 自主財源および事実上の能力 
 さらに、わが国の多くの地方自治体は（か

つて３割自治といわれたように）自主財源に

乏しく、さらに、（改善されつつあるが）登録

されるがんの種類、情報など、がん登録事業

のやり方についても、がん登録所によりまち

まちであるようである（２００６年２月１１

日読売新聞東京朝刊３５面（秋田地方欄）に

よると、秋田県は、それまで胃がんと大腸が

んのみであった地域がん登録の対象を、すべ

てのがんに拡大するとのことである）。そのた

め、がん登録事業を自治体の事務として残す

にしても、全国的な精度向上および統一を図

るためには、中央政府の積極的な働きかけが

必要であるように思われる。たとえば、国の

行政機関（この場合には厚生労働省）が、普

通地方公共団体に対して「助言又は勧告」の

ための「普通地方公共団体に対する国・・・

の関与」（地方自治法２４５条以下）を行うと

いった形がありうるであろう。 
（３）制定法による報告義務の明確化 
オーストラリアにおいて、仮にがん登録事

業に制定法上の根拠がないとしても、本人の

同意のない情報提供および利用が連邦個人情

報保護法（および州法）に反するわけではな

い。たとえば、民間事業者に適用される連邦

法上の National Privacy Principles において

は、法律の規定による場合以外であっても、

公衆衛生または公衆の安全に関連する研究あ

るいは統計分析のためであって、同意を求め

るのが実行的でなく、当局の同意のあるガイ

ドラインに沿って行われ、かつ開示先が再開

示をしないと合理的に信ずる場合には、本人

の同意のない第三者開示が認められている

（2.1 (d)）。しかし、（このような個人情報保

護法がなかった当時であっても）制定法上の

報告義務が整備されていなかったいくつかの

州においてがん登録の制度に問題があること

が指摘されていたのであり、また、その後報

告義務が整備されるや、その制度が著しく向

上していることが認められるのである。この

ように、個人情報保護法上の情報の取り扱い

の例外規定（一般的な義務解除規定）ではな

く、がん登録に特化した明文の規定があるこ

とにより、がん登録の精度が上がることが期

待できるものと思われる。 
（４）報告のしやすさおよび体制整備 
 上述のように、オーストラリアの各州にお

いては、一定の報告義務が規定されている。

しかし、インタビューによれば、義務違反の

罰則は現実にはまったく使われていないとの

ことであった。むしろ、病理検査所や病院の

病理医との緊密な連携によって、あるいは電

子カルテ化などによる報告のしやすさによっ

て、これに対処しているようであった。 
 たとえば、NSW 州においては、公立病院

（Public Hospitals）は共通の電子カルテを有

し、がん登録も自動的に行われているとのこ

とであった。私立病院（Private Hospitals）
からは紙ベースで報告が来、それをスキャナ

で取り込んだ上でコンピュータに入力してい

た。 
 わが国においては、自由開業制を前提とし

ているから、カルテの電子化を共有のプラッ

トフォーム上で行うことは困難であり、また、

医療現場の情報化のインフラ整備が貧弱な中、

各病院においては院内がん登録が整備されな

いのが現状であり、地域がん登録ががん患者

の追跡について各病院を手助けしているよう

である。本来であれば、医療現場における情

報の整理および統計作成がきちんと行われ、

それが地域がん登録所に登録されることがあ

るべき姿であろう。このためには、単に地域

がん登録所の活動を整備するのみならず、が

ん医療の現場そのものの底上げが必要となる



ものであろう。がん拠点病院における院内が

ん登録の整備は、このひとつの取り組みとし

て評価できるものと思われる。 
（５）公衆への周知 
 報告義務を法定し、患者の同意を得ないが

ん登録を制度化したとしても、がん登録につ

いて広く周知を図ることが望まれよう。この

方法としてパンフレットを作成するという方

法が考えられ、この場合、がん登録の意義、

がん登録所において患者情報がどのように扱

われ（情報管理の仕方など）、どのような場合

に誰に開示されるのか、などについて説明が

なされることになろう。なお、わが国の宮城

県での動きやフランスなどにおいて問題とな

っている、患者の拒否権や訂正・削除請求権

をどの程度パンフレットに記載するかについ

ては、オーストラリアの現状は参考とはなら

ない。そもそもオーストラリアにおいてはこ

のような患者の権利が認められていないから

である。 
 また、このようなパンフレットが医療現場

でどのように利用されているか、あるいは、

診療の場面において、医師やその他の医療職

が患者にどのように説明するかについては、

がん登録所が直接の責任を負う問題ではない。

患者の福祉という観点から、基本的には医療

職の裁量に任されるべき事柄なのであろう

（NT がん登録所 John Condon 氏同旨）。 
 
Ｅ．結論 
 上述のように、オーストラリアのがん登録

のうち、報告の義務化、地方自治体の役割、

患者への周知、については、彼の国の経験を

参考にできるように思われる。一方で、現状

としてはそのような報告義務を有さないわが

国において、特別法がない状況で患者の権利

をどのように考えるか、地方自治体の権限、

がん医療の現場、などについては、制度や前

提が異なることから直接適用することはでき

ないように思われる（が、たとえば医療現場

の問題は、がん医療の均てん化の観点などか

ら、現状を前提とせずに今後のあり方を検討

していくべきであろう）。また、オーストラリ

アが報告義務を強く打ち出し、患者の拒否権

を認めていないことは、わが国においてある

べきがん登録のしくみ方を考えていくときに、

公衆衛生を重視する考え方のひとつとして参

考になるものと思われる（一方でオーストラ

リアにおいては患者の自己情報コントロール

権という意識は希薄であるようであり、この

点はフランスやドイツにおける議論を参考に

すべきであろう）。 
 
Ｆ．健康危険情報 
 該当なし。 
 
Ｇ．研究発表 
１．論文発表 
 特になし。 
２．学会発表 
 特になし。 
 
Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 
 なし。 



（別表１）

 

ニューサウスウェールズ州：NSW Central Cancer Registry 
ヴィクトリア州：Victorian Cancer Registry 
クィーンズランド州：Queensland Cancer Registry 
西オーストラリア州：Western Australian Cancer Registry 
南オーストラリア州：South Australian Cancer Registry 
首都特別地域：Australian Capital Territory Cancer Registry 
タスマニア州：Tasmanian Cancer Registry 
北部準州：Northern Territory Cancer Registry 

States and Territories  NSW  Vic  Qld  WA  SA  Tas  ACT  ＮＴ 

Total population (2001) 6,575,217 4,804,726 3,628,946 1,901,159 1,511,728 471,795 319,317 197,768 

Per cent of Australian 

population  
33.9 24.7 18.7 9.8 7.8 2.4 1.6 1.0 

Per cent of population 

older than age 65  
13.1 13.0 11.6 11.0 14.6 13.8 8.6 3.7 

No. new cancers 

(1997-2001)* 
28,659 21,183 15,918 7,095 7,426 2,172 1,066 417 

First year of population 

registration  
1972 1982 1982 1982 1977 1978 1972 1981 

Year of legislation  1972 1982 1982 1981 1977 1992 1994 1991 

Funding source  Pvte-Govt  Pvte-Govt  Govt  Govt  Govt  Pvte-Govt  Govt  Govt  

ICD site coding  ICD-O-3  ICD-O-2  ICD-O-2 ICD-O-3 ICD-O-2 ICD-O-3 ICD-O-3 ICD-O-2  

Morphology coding  ICD-O-3  ICD-O-2  ICD-O-2  ICD-O-3  ICD-O-2  ICD-O-3 ICD-O-3  ICD-O-2  

Reporting sources          

Public hospitals  Yes  Yes  Yes  No**  Yes  Yes  Yes  Yes  

Private hospitals  Yes  Yes  Yes  No**  Yes  Yes  Yes  No  

Repatriation hospitals  Yes  Yes  Yes  No**  Yes  Yes  Yes  No  

Pathology laboratories  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  

Radiotherapy units  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  No  

Nursing homes  Yes  No  Yes  No  No  No**  Yes  No  

Registrar of Births, 

Deaths and Marriages  
Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  

Doctors  No**  No**  No**  No**  No**  No**  No**  No**  

* Refers to the average number of new cases over the 5-year period 1997–2001. 

** Data are provided on special request only. 
    

Cancer in Australia 2001(http://www.aihw.gov.au/publications/index.cfm/title/10083)(15 Dec. 2004) 
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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 

 
英国の地域がん登録におけるデータ利用手続き 

 
分担研究者 小笹晃太郎 京都府立医科大学大学院医学研究科地域保健医療疫学 

 
研究要旨 
 わが国におけるがん登録データの利用方法を確立するために、英国の地域が

ん登録におけるデータ利用の手続きを明らかにすることを目的とした。英国の

地域がん登録のデータは、がん登録事業関係者間でがん登録事業やがん診療活

動に用いられる場合には、2001 年保健・社会ケア法第 60 条の規定に基づいて、

患者情報諮問委員会（PIAG）の審議に基づく包括的承認によって、地域がん

登録責任者の判断で開示される。一方、研究目的の使用に関しては、がん登録

事業関係者および外部の研究者のいずれでも、その研究計画について該当する

研究倫理審査委員会の承認を得たのち、2001 年保健・社会ケア法第 60 条の規

定に基づいて PIAG で審査承認された上で許可される。地域がん登録のデータ

は、がん診療の改善はもとより、がんの発生要因を明らかにして予防可能とす

るための疫学研究にとっても欠かすことのできないものである。わが国におい

ても、一定の手続きの下に、地域がん登録データを利用することを制度的に保

障することが必要である。 

 
A. 研究目的 
 地域がん登録に集積されたデータは、国民保

健の向上のために疫学研究や公衆衛生活動に

積極的に利用する必要がある。しかし、もとよ

りその際には、それらの研究や活動の目的の正

当性やデータの取り扱いにおける個人情報の

守秘が確保されることが必要であり、そのため

に一定の手続きが必要である。 
 本研究では英国の地域がん登録におけるデ

ータ利用の手続きを明らかにすることによっ

て、わが国におけるがん登録の法的環境整備に

資することを目的とする。まず、2001 年保健・

社会ケア法第 60 条（Section 60 of the Health 
and Social Care Act 2001）に基づく、患者同

定可能情報の開示および利用の要件および手

続きについて述べる。次いで、地域がん登録の

保有する患者同定可能情報の開示および利用

の要件を、1)がん登録事業の関係者間でがん登

録事業やがん診療活動に使用される場合の手

続き、および 2)がん登録事業関係者または外

部研究者によって、コホート研究のアウトカム

などの研究目的のために用いられる場合の手

続きについて述べる。そして、それらがわが国

においてどのように応用可能かについて考察

する。 
 なお、英国の地域がん登録データの本人への

開示については、2003 年データ保護法（Data 
Protection Act 2003）によって請求することに

より可能であるが、本稿では割愛する。 
 
B. 研究方法 
 資料は、英国テムズがん登録（Themes 
Cancer Registry）への訪問による面談および

資料の交付、並びに英国がん登録協会（United 
Kingdom Association of Cancer Registry: 
UKACR）、英国保健省等のホームページ情報



などに依拠した。 
 
C. 研究結果 
1. データ利用の法的根拠 
 患者の同意が得られていない状況で、患者の

同定可能な情報の開示を受けて利用すること

の法廷根拠が他にない場合には、2001 年保

健・社会ケア法第 60 条（Section 60 of the 
Health and Social Care Act 2001）に基づく手

続きによって、許可を受けなければならない。

保健大臣（Secretary of Health）は第 60 条に

より、患者または公共の利益にかなう患者の秘

密情報の利用に法的根拠を与え、これを規制す

ることができる。第 60 条により定められた規

則によって、病院等は、患者同定可能情報を特

定の目的のためにがん登録機関などの特定団

体に提供する法的根拠が与えられる。これらの

規則は保健大臣の諮問機関である患者情報諮

問委員会（Patient Information Advisory 
Group: PIAG）の助言に基づく議会の承認によ

り発効し、毎年見直しが行われる。目的が限定

的で比較的異議のない場合には「包括的承認

（class support）」として PIAG が適切と判断

した上で保健大臣が承認し（あるいは PIAG に

承認が委任され）、複雑なものや異論のあるも

のは「特別承認（special support）」を申請し、

議会の審議を経て規則が制定される。 
 第 60 条は、データ保護法令の規定を変更す

るものではないが、守秘義務を留保する。この

義務に代えて、患者情報の利用により患者が不

利益を受けないことを確保するための広範な

保護策を規定している。したがって、情報を得

た者が、第 60 条および第 60 に基づく規則、

並びに保健大臣の課す承認条件を遵守する限

り、第 60 条に基づく患者同定可能情報の開示

は合法的であるとされる。 
 第 60 条により法的根拠が得られる場合は、

まず、その目的が、1) 予防医学、2) 医学的診

断、3) 医療・医学研究、4) 治療・ケアの提供、

5) 保健・社会福祉サービスの管理、6) 身体的

精神的健康や状態、それらに関する診断、ケア

や治療に関して個人に通知することでなけれ

ばならない。さらに、目的を達成するためには

現時点で第 60 条の規定による以外に合理的方

法がなく、特に、患者の同意を得ることや、匿

名化されたデータでは作業を進めることがで

きない場合である。 
 第 60 条によって患者同定可能情報の取り扱

いを許可された者は、1) その利用を患者また

は公共の利益となる医療医学目的に限ること、

2) 実現可能な他の合理的方法が存在するかど

うか検討すること、3) 情報にアクセス可能な

すべての要員が懲戒のある守秘義務を負うこ

と、4)目的のために必要最小限の範囲で患者を

同定すること、5)定められた場合以外には患者

同定可能情報を開示しないことを契約で義務

づけること等の条件を遵守しなければならな

い。 
 （本項目は主とし参考文献 1 に依拠する） 
 
2. 第 60 条による申請方法 
 申請者は、保証人（通常は申請者の雇用組織）

の推薦書を受ける必要がある。医療・医学研究

の申請者は、研究計画についてあらかじめ研究

倫理委員会（research ethics committee: 
REC）の承認を受けなければならない。これ

ら、および医療・医学研究の研究計画書は、第

60 条に基づく申請書とともに提出しなければ

ならない。申請は PIAG で慎重に検討され、場

合により申請者の説明を求め、可否が決定され

る。 
 第 60 条による承認基準として、下記の点が

示されている。 
・ 

・ 

・ 

Health and Social Care Act 2001 第 60 条

に定める医療・医学目的の活動か 
活動が患者のケアまたは公共の利益をいか

に向上させるのか、明確で認容できる記載

があるか 
承認対象活動が研究である場合、適切な倫

理委員会の承認を得ているか？ 



・ データが匿名化または偽名化

（pseudonymised）できない正当な理由が

あるか 
・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

所属する組織または当該情報を持つ組織が

患者の同意を得られない、または得るべき

でない正当な理由があるか 
他の現実的な合理的方法では目的を達成で

きない明確な理由があるか 
承認を求める組織が守秘について最善の努

力をしていることを示す証拠があるか

（Caldicott Guardian の設置、国の指針の

遵守など） 
承認を求める組織が Information 
Management & Technology (IM&T) セキ

ュリティーについて最善の努力をしている

ことを示す証拠があるか 
複数の組織が承認を求めている場合、主／

保証組織（lead/sponsor organisation）は、

他の組織が同じ IT セキュリティー基準を

遵守することを確保するための十分な手順

を講じているか 
承認を求める組織が 1998 年データ保護法

を遵守していることを示す明確な証拠があ

るか 
実現可能な場合に、改善を行う意思は明確

か 
前回の申請書提出以後、その組織が患者の

同意を得るための改善を行ったことを示す

明確な証拠があるか 
 なお、第 60 条の申請書には記載すべき項目

を後出の補追 1 に示す。 
（本項目は主とし参考文献 1 に依拠する） 
 
3. Caldicott Guardian 
 英国国民保健サービス（National Health 
Service: NHS）の中で流通する患者情報の守

秘への関心の高まりや、情報技術の発達による

漏洩等の危険性に対して、1996 年に患者情報

の保護と使用に関する指針が公布され、NHS
のあらゆるレベルでの注意喚起が促された。

Dame Fiona Caldicott を委員長とする

Caldicott 委員会が組織され、直接のケア、医

療・医学研究、あるいは法令に依拠する場合以

外の目的による、NHS の組織と NHS または

非NHS組織との間でやりとりされるすべての

患者同定可能情報を見直して、1997 年に

Caldicott 報告を公表し、患者情報の保護シス

テムとその運用に関して、16 の勧告と 6 つの

原則を示した。その第 3 勧告において、各保健

医療機関において上級職員（保健医療専門職が

望ましい）が患者情報守秘の責任者として指名

されるべきであるとした（Caldicott 
Guardian）。 
 Caldicott GuardianはCalidcott報告の 6つ

の原則が当該組織において確実に履行される

ことの責任を負う。6 つの原則とは、1) 目的

の正当性、2) 絶対的に必要でない限り、患者

同定可能情報は用いないこと、3) 必要最小限

の患者同定可能情報を用いること、4) 患者同

定可能情報へのアクセスを必要とする人のみ

が、必要とする情報のみにアクセスするという

原則を厳密に守るべきこと、5) 患者同定可能

情報にアクセスするすべての人が自己の責任

をよく知っているべきこと、6) 法を理解し遵

守すること、である。Caldicott Guardian は、

当該組織の状況について 18 項目の監査を行い、

その結果は組織の理事会（trust board）示さ

れ、保健省に報告される。 
 Caldicott Guardian は、当該組織の個人や

倫理委員会、各部門に対して助言を行い、当該

組織の秘密保護に関する指針を起草する。例え

ば、多くの職員は患者家族に対して情報を提供

する際の問題点に気づいていない。多くの医師

は、患者情報にアクセスできるのは患者ケアの

観点からであって、研究目的ではないというこ

とを認識することがむずかしい。傷害部門の職

員は、警察が知る権利のある情報に関する助言

を必要とする、ことなどがある。 
（本項目は主とし参考文献 2 に依拠する） 
 



4. 地域がん登録による患者同定可能情報の開

示 
 守秘に関する 2002 年命令（Statutory 
Instrument: SI）No.1438、保健サービス（患

者情報の規制）規則（Health Service (Control 
of patient Information) Regulations）2 は、

地域がん登録が、患者同定可能データを患者の

同意なしに収集し、規則 2 に規定される医療医

学目的のために当該データを加工することを

許可している。しかし、これらでは、地域がん

登録が、その保有する患者同定可能データを第

三者へ開示することに関しては不確定である

3)。 
 そこで、UKACR はデータの外部への開示に

関する指針を定め、それらは PIAG の承認を受

けている。患者同定可能データは、地域がん登

録間では共有され、当該患者のケアを行ってい

る組織（病院、プライマリ・ケア・トラスト、

がんネットワーク）や個人（医師）には、当該

地域がん登録の判断によって開示されうる。ま

た、これらのデータは、患者同定可能データを

使用する正当な理由があって申請をし、関連す

る医学研究倫理委員会の承認と PIAG の承認

を受けた、真正な（bona fide）医療医学研究

者に対して開示される 4)。なお、前者の組織で

も研究目的の場合には、研究倫理委員会および

PIAG の承認が必要である 5)。 
 地域がん登録の判断によって患者同定可能

データが開示されうる対象は下記のとおりで

ある3)。 
1) 合法的第三者組織の代表者（または

UKACR 指針付録 2（附表）に示される、他の

職名の指名された個人）であって、これらは、 
 a) SI 2002 No.1438 の規則 2 によって承認

された団体（注 1）、 
 b) 内部監査のための単独の組織（ここでは、

NHS トラストを指す）（PIAG の包括的承認

による）、 
 c) 臨床遺伝サービス（UKACR 指針の観点

より（生存者ではインフォームド・コンセント）、

SI 2002 No.1438 の規則 2 の規定より（死亡

者））、 
 d) 地域がん登録が現在患者同定可能データ

を開示している組織（SI 2002 No.1438 の規則

5 および予定より）、 
 e) 地域公衆保健部長、計画保健局の公衆保

健部長、または計画保健局の医療部長（サービ

スの質に関する特定の公衆保健事項の調査の

目的のため）である。 
 このうち d の詳細として、i) がんの経過に

おいて患者ケアを行う組織（注 2）、ii) 監査、

公衆保健サーベイランスやモニタリングのた

めに、恒常的にデータ交換を必要とする組織

（注 3）が示されている。 
 
注 1：UKACR 指針付録 1 として、各地域がん

登録組織と、小児がんに関する疾病登録組織や

研究組織が示されている。 
注 2：UKACR 指針付録 3 として、一般医、プ

ライマリ・ケア・トラスト、NHS 急性期トラ

スト（病院）、他の NHS トラスト（病院）、私

立病院、NHS 病理検査所、私立病理検査所、

ホスピスが挙げられている。これらは、がん登

録へのデータ提供者でもある。 
注 3：UKACR 指針付録 4 として、該当組織と

開示されるべき使用目的とが示されている。 
 がんネットワークでは、ネットワークに基づ

く臨床およびサービスの監査、ネットワークに

基づく質および完全性のチェック、死亡患者の

データ更新。 
 NHS がん検診プログラムの質保証照会セン

ターでは、がん検診の質や効果を評価するため

に、がん登録データと検診受診者データとを個

人ごとに照合して、検診間に発見されたがんや、

検診非受診者や非対象者等から発見されたが

んの患者を同定すること。 
 
5. 地域がん登録組織による患者同定可能情報

の開示の手続き 5) 
 地域がん登録組織の保有する患者同定可能



情報は、PIAG の承認を受けた機関の指定され

た職の者に（表 1）開示される。患者同定可能

情報とは、氏名、住所、郵便番号、生年月日、

死亡年月日または死因、NHS 番号、病院番号

のいずれかを含む。 
 地域がん登録組織は各請求を注意深く是々

非々で評価し、患者同定可能データが真に必要

かどうか確認しなければならない。もしそうで

なければ、関連するUKACRの指針に沿って、

匿名化されたデータを提供しなければならな

い。これは、たとえ過去に同様の請求に対して

患者同定可能データが提供されていたとして

も、地域がん登録が遵守しなければならない重

要な原則である。 
 患者同定可能データの開示は、以下の要件に

基づく： 
・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

データの使用目的を明示しなければなら

ない 
データの使用には正当な理由がなければ

ならない。その他の目的のためにデータ

を使用してはならない。 
登録機関は当該目的を満たすために必要

とされる以上のデータを開示してはなら

ない。 
データは第三者に渡したり、公開*しては

ならない。 
データは、明示された目的により正当と

認められる期間は安全に保管し、その後

は廃棄しなければならない。 
特定の個人に関わる情報を同定したり、

個人に連絡したりしようとしてはならな

い（患者の担当医経由で患者の同意が得

られた場合を除く）。 
データ提供者の同意を得ることなく、デ

ータを他のデータと関連づけようとして

はならない。 
提供されたデータの分析に由来する公開

用*の報告書や論文は、発表前に、情報を

提供したがん登録組織に通知しなければ

ならない。 

データを受け取る者はその責任を認識し、

登録機関がデータを開示する前にその旨

を記した合意書に署名しなければならな

い。 

*ウエブサイトでのデータの公開およびデー

タを含む論文または記事の無制限の配布は、

公開と見なす 
 英国内の各地域がん登録組織への個人同定

可能情報開示申請書の記載内容を補追 2 に示

す。 
 
D. 考察 
 がん登録活動をはじめとした保健医療活動

および医学医療研究では、生存者および死亡者

の保健医療情報を扱う。今日私たちの享受する

医療・医学が、過去の膨大な人々の保健医療情

報の賜物であることはいうまでもない。これら

の情報を、未来の人々のために医療・医学を発

展させていくために、情報の由来する個人のプ

ライバシー権を尊重しながら、どのように利用

するかのルールづくりが重要な課題である。本

報告では、英国のがん登録に保管されている個

人同定情報を含むがん罹患に関する保健情報

が、がん診療およびがん登録に関連する組織や、

その他の研究利用を行う組織に対して、どのよ

うに開示されうるのかの検討を行った。 
 患者の同意を得ずに患者同定可能情報を開

示する法的根拠である 2001 年保健・社会ケア

法第 60 条では、その目的が保健医療福祉活動、

医療医学研究等に限られている。利用形態とし

ては、大きく分けて 1)がん登録事業やがん診

療活動における利用と 2)研究目的による利用

がある。前者では個々の具体的状況に対して

PIAG の同意の下に保健大臣が開示の包括的

承認を与えており、実務的には各がん登録の責

任者の判断で情報が開示される。これらの具体

的内容としては、個々の患者の診療結果の評価、

施設としての診療能力の評価、がん検診の精度

管理など、特定の組織で定型的に繰り返し行わ

れる作業で、それゆえに事前に包括的承認が与



えられていると考えられる。研究目的による利

用の場合には、医学研究倫理委員会の承認を受

けた上で、個別に上記第 60 条に基づく申請を

行い、PIAG での承認を受けることが必要とさ

れる。この場合、通常、研究主体と当該情報を

保有するがん登録組織との間で事前に調整が

なされた上で、研究倫理審査委員会や PIAG へ

の申請が行われるようである。第 60 条の承認

基準に「データを匿名化や偽名化して利用でき

ない正当な理由」とあるが、英国の疫学研究の

内容やがん登録担当者との面談より、コホート

研究のエンドポイントとしての利用など通常

の疫学研究には、情報の漏洩に対する厳重な管

理を前提として、利用が承認されていると思わ

れる。 
 英国のがん登録では、偽名化（NHS 番号の

使用等による pseudonymisation）や hash 関

数による匿名化が行われていない。偽名化や匿

名化が行われた場合には、関連組織間での事業

目的による利用には障害にならないかもしれ

ないが、全く異なった形式でデータを保持して

いるような外部研究組織からの利用にはかな

りの障害になると思われる。ただ、生涯変わら

ないような、あるいは変わっても変更履歴の追

跡可能な個人同定番号による偽名化であれば、

かえって、氏名や住所の変更による同定もれに

対応しやすいという利点は考えられる。この場

合、研究者側が、対象者の研究参加承諾時に個

人同定番号を得ておく必要がある。 
 Caldicott Guardian は、保健医療機関にお

ける個人情報の守秘責任者で、Caldicott 委員

会の報告に基づいて設置されたためこの名前

で呼ばれる。日本で相当する職は、個人情報保

護法（平成 15 年法律第 57 号）や「医療・介

護関係事業者における個人情報の適切な取り

扱いのためのガイドライン」（平成 16 年 12 月

24 日厚生労働省通達）、および、医学研究のた

めの各指針では規定されていない。がん登録組

織の保有する個人同定可能情報の開示対象組

織にこのような職が必要かどうかだけでなく、

医療機関での個人情報保護のために必要かど

うかの検討が必要であろう。 
 
 現在、日本におけるがん登録の個人同定可能

情報の開示に関しては、がん登録が都道府県事

業として行われている現在の体制では、各都道

府県の個人情報保護条例に基づくと考えられ

る。この場合、前述の 1)がん登録事業関係者

に対する登録事業およびがん診療活動のため

の開示と 2)研究目的による開示とが条例上の

取り扱いとして区別されていないことが多い

と思われるが、前者に関する定型的な作業は、

都道府県の個人情報保護審議会で包括的に承

認しておき、後者については個別審査ののち承

認するなど、あるいは、後者に関しても定型的

な研究による申請に関しては地域がん登録内

での審査で承認可能とするようにあらかじめ

包括的承認を与えておくなどの方策が考えら

れる。 
 このがん登録データを本人以外の他者に開

示することができる根拠となる条項は、それぞ

れの条例においておおむね、個人情報を収集保

持する実施機関に課せられている「利用および

提供の制限」の条項の例外規定として定められ

ている。例えば、「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」（大阪府）、「専

ら学術研究等の目的のために利用し，又は提供

する場合で，本人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」（宮城県）な

どの規定があり、これらの規定では、この項目

に該当すれば審議会の意見を聞くことなく実

施機関の判断で提供可能であると解せられる。 
 一方、例外規定の中に学術研究の項目がなく、

「（５）前各号に掲げる場合のほか、個人情報

を利用し、又は提供することに相当の理由があ

り、かつ、当該利用又は提供によって本人又は

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。」に依拠せざるをえず、



その場合には「実施機関は、個人情報を利用し、

又は提供するときは、あらかじめ、審議会の意

見を聴かなければならない」（京都府）のよう

に、学術研究目的の場合には審議会の審査が必

要となるところもある。しかし、このような場

合でも、定型的な研究に関しては包括的承認を

与えておくことも可能であろう。 
 このように、学術研究に対する開示に関して

は、各都道府県の条例により取り扱いが異なっ

ているが、地域がん登録事業の実施方式を標準

化することと相まって、都道府県による取り扱

いも一定化することが望ましいであろう。なお、

現時点での都道府県格差を象徴する例として、

研究者が地域がん登録データの開示を求めた

ところ、情報公開条例に基づく手続きを指示さ

れ、到底開示は不可能であるというような指導

をされた事例もあり、地域がん登録のデータ利

用に関する都道府県担当者の認識を啓発する

必要も大きいと感じる。 
 
 次に、具体的な開示方法の骨子について考察

する。まず、がん患者を診療した医師がその患

者の診療結果を評価するためや、がん診療を行

っている医療機関が、がん登録をした患者の５

年生存率を求めることなどの診療結果の評価

のために、がん登録組織から定期的に対象患者

に関するがん登録情報の開示を受けることは

必要であり、制度として包括的に承認されてい

て差し支えないと考える。もとより、開示を受

ける施設での守秘義務の履行体制が整えられ

ていることが必要である。なお、その評価結果

は、公的・半公的な医療機関はもとより民間医

療機関でも大きな施設では、何らかの形で公開

されることが望ましいであろう。しかし、個人

開業医など小規模な医療機関の場合には、少数

例による偏りや個人が同定されてしまうおそ

れのために、公開が望ましくない場合も考えら

れる。 
 がん検診の精度管理のような場合にも、開示

は必要である。ただし、日本の場合、精度管理

作業が事業としては確立していないため、おそ

らくその都度、精度評価を行う主体（おそらく

大学や研究機関、検診実施機関など）が研究目

的としての開示申請を行うこととなるであろ

う。このような申請に対しては、守秘義務の履

行を前提として承認されるべきであろう。 
 生活習慣とがん罹患の関係を明らかにする

コホート研究を代表例とする疫学研究に対し

ても、研究主体が真正な疫学研究者であって、

研究計画が疫学研究倫理指針に適合し、当該施

設の倫理審査委員会の承認を受けている場合

には、原則として承認されるべきであろう。こ

の場合には、研究者側でコホート構成員の名簿

を地域がん登録組織に提出し、地域がん登録側

ではその名簿とがん登録データとを突合した

上で、コホート構成員についてのみ必要なデー

タを開示することになる。今後開始されるコホ

ート研究では、疫学研究倫理指針に則って、コ

ホート研究参加者に対して、地域がん登録デー

タを利用することに関する同意を得ているこ

とが原則となっているので、基本的には、デー

タ利用に関しては本人同意が得られているこ

とになる。以前に開始されたコホート研究では

明示的な同意を得ていない場合もあるが、これ

らでのデータ利用は当然、倫理審査委員会での

承認を得て実施される。 
 地域がん登録の死因に関するデータは、統計

法に基づく目的外使用の許可を得て使用され

ている。そのデータをさらに研究目的のために

開示することは、当初の統計法の目的外使用の

申請に含められていないという考え方（いわゆ

る「又貸し論」）もあり、この点に関して、こ

れらのデータの利用を可能とする解釈や手続

きを確立する必要があろう。 
 日本では企画されたことはないと思われる

が、地域がん登録に登録されたがん患者を「症

例」とする症例対照研究を想定することができ

る。この場合、研究者は症例となるがん患者に

関してあらかじめ何らの接触や情報も持たず、

地域がん登録データの開示を受けて、はじめて



当該がん患者あるいはその家族・遺族等との接

触が開始される。このような研究は日本の多く

の疫学者にとっては想定外のスタイルであり、

現時点では考察の範囲外と思われる。地域がん

登録およびそのデータの利用について、その目

的や利益が国民に広く周知されたのちの課題

であると考える。 
 
E. 結論 
 英国の地域がん登録組織が保有する個人同

定可能情報を、がん登録事業やがん診療活動、

医学医療等の研究目的のために開示利用する

ことに関しては、法的手続きが整備されており、

厳重な守秘の下に原則として利用可能となっ

ている。地域がん登録のデータは、がん診療の

改善はもとより、がんの発生要因を明らかにし

て予防可能とするための疫学研究にとっても

欠かすことのできないものである。わが国にお

いても、一定の手続きの下に、地域がん登録デ

ータを利用することを制度的に保障すること

が必要である。 
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附表 患者同定可能情報の開示について、PIAG の包括的承認を受けた組織と職 

（UKACR 指針付録 2） 
 可能な範囲で、登録された医療専門職ががん登録情報請求申請書に署名することが求められる。一

部のプライマリー・ケア・トラストについて公衆衛生部長などが職務上署名するのが相当と認められ

る場合など、その他の研修を受けた者がこの立場に指名される場合もある。 
 種々の組織によるデータ請求の際に署名者となる可能性のある者を以下に挙げる。しかし、必ずし

も下記のいずれかが特定の請求について署名できるとは限らない。がん登録組織の責任者は、請求の

目的に応じて署名者について判断しなければならない。複数の署名が必要な場合もある。目的によっ

ては、登録組織と特定組織の間の業務レベル協定で署名者が規定される場合もある。 
 
組織 データの種類 署名者となる可能性のある者 
NHS トラスト（病院） 医師固有のデータ・前任者の患

者に関するデータ 
-臨床医（前任者から患者の治療を受け継ぐ

旨の署名が必要） 
-Caldicott Guardian（現在は医師が担当し

ていない患者について） 
-医療部長（現在は医師が担当していない患

者について） 
 がんの部位ごとのデータ -主任がん臨床医 

-腫瘍部位別の主任臨床医 
-主任監査医（監査の場合） 
-Caldicott Guardian 
-医療部長 

 トラスト全体に関するデータ -主任がん臨床医 
-主任監査医（監査の場合） 
-Caldicott Guardian 
-医療部長 



 Split Site Trust／がんセンター

に関するデータ 
-各部門の主任がん臨床医 
-各部門の主任監査医（監査の場合） 
-各部門の Caldicott Guardian 
-各部門の医療部長 

民間病院 医師固有のデータ -臨床医 
 全ての病院・部門：可能であれ

ば登録機関に提出するデータの

み（監査目的と仮定） 

-対象患者の全臨床医の署名 
-医療部長 
 

NHS 病理検査所 病理検査症例のみ所管する全

NHS トラスト、可能であればが

ん登録組織に提出するデータの

み 

-上級病理医、病理検査部門の臨床責任者 
-各トラストの Caldicott Guardian 
-各トラストの診療部長 
 

民間病理検査所 担当病理検査症例のみ、可能で

あればがん登録組織に提出する

データのみ 

-病理検査責任者 
 

ホスピス 入所患者－完全な記録 -全臨床医の署名 
-医療部長 

家庭医（GP） 担当患者－請求時に診断または

登録 
-がん診療の主任家庭医 
-全家庭医の署名 
-診療責任者 
-関連 PCT の Caldicott Guardian 

がんネットワーク 全てのネットワーク－そのネッ

トワークで診断または治療を受

けた患者、またはそのネットワ

ーク地域の居住者 

-ネットワークの主任がん臨床医 
-主任監査医（監査の場合） 
 

 専門横断的チーム（MDT）－そ

のネットワークで診断または治

療を受けた患者、またはそのネ

ットワーク地域居住者 
 

-ネットワークの主任がん臨床医 
-ネットワークの腫瘍部位別の主任臨床医 
-主任監査医（監査の場合） 
-MDT の全臨床医の署名 
-MDT の主任医師 

 がん腫瘍部位別のデータ－その

ネットワークで診断または治療

を受けた患者、またはそのネッ

トワーク地域居住者 

-ネットワークの主任がん臨床医 
-ネットワークの腫瘍部位別の主任臨床医 
-主任監査医（監査の場合） 

（がんスクリーニン

グの）質保証照会セ

ンター 

関連する患者（スクリーニング

年齢群） 
-業務基準協定書に記載 
 

プライマリー・ケ

ア・トラスト（PCT） 
担当患者－家庭医の登録簿また

は地域 
-公衆保健部長(DPH) 
-Caldicott Guardian 

 1 つの PCT が他の PCT に代わ

って業務を行う共同事業分析体

制（以前は 1 つの HA が担当し

ていた地域で） 

-参加 PCT の全 DPH の署名 
-参加PCTの全DPHのCaldicott Guardian 

（なお、役職名の和訳については筆者の独断によるので、正確には原典で確認されたい） 

 
補追 1：第 60 条申請書の記載項目 
第 1 項：申請者 
(a) 申請者名 
(b) 保証組織名（地方 Caldicott Guardian の承認書を含め、保証組織の推薦書を添付） 
(c) 連絡先 
(d) 問い合わせの際の情報管理者の氏名と電話番号（項 6 参照） 

第 2 項：基本的目的 
(e) 承認を求める研究・活動の目的（研究の場合、実施計画書と L/MREC 承認書の写しを提出しなけ

ればならない）。 



(f) 承認を求める患者情報の利用が、どのように患者の治療または公共の利益に役立つか 
(g) 患者ひとりひとりについて保管するデータ項目を挙げ、各データを必要とする理由を簡潔に説明

する。 
(h) 特別承認を求めるのか、包括的承認を求めるのか。包括的承認の場合、対象となる目的のいずれ

について承認を求めるのかを具体的に記す。 
第 3 項：同意に関する問題 
(i) 申請者または当該情報を現在保有する組織が、申請した患者同定可能情報の利用について患者本

人の同意を求める、または得ることができない理由。 
(j) 第 60 条による承認を求める活動において、患者や、利用組織およびその代表とどのように関わっ

てきたか、彼らに応えてどのような保護策を導入してきたか。 
第 4 項：Caldicott 

(k) 患者同定可能情報の利用の正当性 
(l) 申請する患者同定可能情報の利用は、データ保護法およびその他の法令の規定に違反していない

か。秘密保護指針があるか。スタッフの契約に守秘条項が含まれているか。全スタッフはその責任

を認識しているか。1998年データ保護法に示された8つの原則の遵守に関する具体的方法を示す。 
第 5 項：患者を同定できる情報の開示を防ぐ方法 

(m) 申請組織における患者同定可能情報へのアクセスの保全、利用制限はどのようなセキュリティー

および監視方法で実施されているか。 
(n) 本申請に関わる全ての機関のデータセキュリティー方針の詳細を記載する。各組織のデータセキ

ュリティー方針書の写しに加え、その実施責任者の詳細も提出する。 
(o) 申請組織のデータセキュリティー方針が十分に実施されていること（ならびに国際的に

ISO/IEC17799 として認知されている BS7799「情報セキュリティー管理についての倫理コード」

に記載されている管理指針遵守）の確認書を提出する。 
(p) 請求するデータの分析と分類のためのデータ保護規則が申請組織にあることを確認する。データ

保護規則の写しを提出する。 
(q) 患者同定可能情報について以下の場所の物理的セキュリティー体制を説明する：i) 加工と、ii) 保

管（これらが異なる場合） 
(r) 情報処理に用いるシステムの種類やとアプリケーションソフトを明示する。わかれば製品のバー

ジョン番号など（デスクトップ PC、ラップトップ PC、MS アクセスなど）。 
(s) コンピュータシステムが、独立か LAN または WAN ネットワークに接続しているか、あるいはダ

イアルアップモデムなどの方法で遠隔アクセスできるかを確認する。該当する場合、どのネットワ

ークを何のために使っているかを確認し、ネットワークセキュリティー指針の写しを提出する。 
(t) 以下についてのアクセスおよびファイア・ウォールの詳細を示す：i) このシステム、ii) 接続して

いる LAN または WAN。また、これらのシステムの管理責任者を明示する。 
(u) このシステムについてシステムレベルのセキュリティー方針があるか。ある場合、参考文書の写

しを提出し、状況を確認する。 
(v) このシステムはこれまでにセキュリティー・リスク検討の議題となったか。なったことがある場

合、詳細を記し、全ての必要な勧告が実施されたかどうかを確認する。 
(w) 誤使用または濫用に対して、このシステムのセキュリティーを日常的にモニタリング/監視するた

めの体制の詳細を記す。 
(x) 予定している情報保持期間。12 か月を超える場合はその正当性を示す。 
(y) 患者を同定できるデータを用いた作業完了時のデータ破棄方法を記す。 

第 6 項：情報管理者 
 本書類は情報管理者（Information Custodian）が署名、日付記入しなければならない。 
 
補追 2：英国地域がん登録組織への個人同定可能情報開示申請書の記載項目 
A：連絡先 
 データの開示を受ける者の称号、姓名、役職、所属組織名、組織所在地、電話、FAX、E-mail 等。

指定署名者の称号、姓名、役職、組織名。データの受け取り期限の有無（ある場合には日付と理由）。

希望するデータの書式（プリント／エクセル／ASCII 等） 
B：必要なデータの詳細： 
 データが必要な理由（同定できないデータが使えない理由を記載） 
 必要とする内容の詳細：がんの部位、形態学的診断、性別、診断年（死亡または治療年が必要な場

合はその旨を記入）、地域・組織（PCT、選挙区、トラスト、病院、がんネットワークなど）、個人レ

ベルの死亡詳細を含むか－含む場合には、次の項目から指定する。 



C：請求データ項目 
 病院の詳細：病院、患者ユニット番号（症例番号） 
 個人詳細：NHS 番号、姓名、旧姓、診断時の住所、郵便番号、性別、生年月日、診断、腫瘍、治療

の詳細、原発腫瘍部位、形態学的診断（腫瘍の種類）、対の臓器の左右別、腫瘍の病期、診断根拠（組

織診、細胞診、血液学的診断、臨床的診断、その他の検査）、診断日、治療指標（手術、放射線治療、

化学療法、ホルモン治療） 
 死亡の詳細：生存または死亡、死亡日、死因、死亡場所 
（がん登録組織は請求に関連してこれらの変数の完全性について助言する） 
D：宣誓書 
 宣誓書に必要な署名は、情報が必要な地域または組織によって異なる。詳細は付録に記載。さらに

説明が必要な場合は要連絡。 
宣誓内容 
 私は、1998 年データ保護法と患者同定可能情報の開示に関する UKACR 指針に従い、以下の場合に

のみデータが開示されることを理解しています： 
・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

 データの利用は、記載した目的に限る。 
 データの分析または解釈に直接関係する場合を除き、データを第三者に渡さない。データを公開し

ない。 
 公表される私（達）の研究結果は、個人を同定できないものとする。 
 公表される私（達）の研究結果は、同定できる可能性のある情報を示さないものとする。 
 特定の個人に関わる情報を同定しようとしない、または個人に連絡しようとしない。 
 データは常に安全に保管し、明示した目的により正当と認められる期間より長く保管しない。保管

期間終了後は廃棄する。 
 全てのデータ提供者の同意を得ることなく、データを他のデータと関連づけようとしない。 
 提供されたデータの分析に由来する公開用の報告書または論文については、発表前に、当該がん登

録組織に情報ならびに適切な知識を提供する。 
 指名署名者の署名および日付の記入。 
 
死亡日と死因情報の開示に関する付加的な説明 
 死亡情報はがん登録情報の一部であるため、可能な範囲で、登録された医療専門家が死亡情報の請

求書に署名することが求められる。 
 監査データ：署名者はその部門の主任監査医でなければならない。 
 臨床試験データ：署名者はその部門の主任治験担当医師でなければならない（署名者は実際に、患

者が臨床試験参加とその一環としての追跡調査についてのインフォーム・ドコンセントを提出した

ことについて署名している） 
 医療記録データ：署名者はその部門の主任がん臨床医でなければならない。 

 死亡情報についての補足的注意：医師が担当患者の情報を請求する場合、またはトラストまたはネ

ットワークの地域監査の一環として情報を請求する場合で、氏名や生年月日など当該患者に関する情

報が提供される場合は、個別に署名を得ることなく情報を開示することが認められる。 
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