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ドイツの癌登録事業について 
 

長崎県立大学経済学部 山下 登 
 

１．はじめに 
ドイツの癌登録事業はかなりの歴史を有す

る。すでに１９８０年代において、癌登録事

業について規律する州法が、いくつかの先駆

的な州において制定されていた。しかし、連

邦レベルにおける癌登録法の制定は１９９０

年半ばまで待たねばならなかった。すなわち、

１９９５年１月１日から施行された連邦癌登

録法がそれである。同法は各州に対して、１

９９９年１月１日までに、同法が規定する目

的を達成するために、各州の全領域をカバー

する癌登録機関を設置することを義務づける

とともに、各州に対して、届出の要件および

手続、さらには、データの収集および処理の

方法について、連邦法とは異なる規定を設け

る余地を、かなり広範に認めていた（連邦法

１条４項および１３条５項）。この結果、連邦

法と各州法、また、各州法相互の間には、い

くつかの点で、規律内容に相違が生じるに至

っている。連邦癌登録法は、その規定する条

文（全１４条）のうちの半分以上について、

州法による変更の余地を認めている。このた

め、各法律相互間に見受けられる相違は、些

細な点まで含めれば、かなりの点に及んでい

る。しかし、癌登録法の規制内容、さらには、

同法全体を貫く基本的ポリシーに照らして、

最も重要な点は、患者のプライバシーおよび

情報についての自己決定権の尊重と、医学、

就中、疫学研究の促進のために、必要かつ十

分なデータの収集および利用という互いに矛

盾をはらんだ２つの要請の間で、如何にして

適切なバランスを確保するか、ということに

ある。そこで、以下では、各法律相互間に見

受けられる相違点のうち、この観点から重要

と思われる、届出の方式、および、研究目的

でのデータの利用が認められるための要件、

さらには、届出られたデータに対する患者の

情報請求権の３点についてのみ、概観するこ

とにしたい１）。 
 
２．届出の方式について 
（１）基本的態度 
癌登録機関への届出の方式については、各

法の態度は、３つに大別される。第１は、患

者を診療した医師・歯科医師等に対して、癌

登録機関に、患者に関するデータを届け出る

権限を与えるに止め、届け出るか否かは、医

師等の裁量に委ねるものである（以下では、

これを「届出権方式」と呼ぶ）。連邦法は、こ

の立場を採用しており、これに追随する州法

もいくつか存在する。第２は、連邦法とは異

なり、医師または歯科医師等に、診療した患

者に関するデータの届出を義務づけるもので

ある。（以下ではこれを、「届出義務方式」と

呼ぶ）。シュレスヴィヒ・ホルシュタイン州、

ラインラント・プファルツ州、ヘッセン州、

旧東ドイツを構成していた６州は、この立場

を採用している。第３は、第１の立場のバリ

エーションともみることができるが、届け出

る際に、当該患者が既に、癌に罹患している

ことについて医師から説明を受けているかぎ

りで、届出についての患者の事前の同意を取

り付けることを医師等に要求するものである

（以下では、これを「同意方式」と呼ぶ）。ハ
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ンブルク州、ノルトライン・ヴェストファー

レン州法は、この立場を採用している。 
 全体的な傾向としては、次第に「同意方式」

から「届出権方式」へ、さらに、「届出権方式」

から「届出義務方式」へと移行しつつあるよ

うである。とりわけ、連邦法制定後、いくつ

かの州法が、それまでの「届出権方式」から

「届出義務方式」へと立場を変更したことは

注目に値する２）。 
 各届出方式に対しては、以下のような批判

が寄せられている３）。 
 まず、患者の情報についての自己決定権を

最も重視する「同意方式」に対しては、同意

を届出の要件とすることは、届出率の低下を

招き、疫学研究に必要な全住民のデータを収

集するという目的の達成を困難にする、と批

判されている。加えて、患者と直接接触する

機会のない病理医については、患者から同意

を得ることができないために、届出への協力

を得ることが困難になる、との批判もなされ

ている。そして、以下の２点が、連邦法およ

び連邦法施行後に制定された州法が「同意方

式」を採用しなかった理由である、との指摘

がなされている。 
 ついで、「届出権方式」については、「同意

方式」を支持する立場から、届出について、

事前の患者への説明なしに届出を行う途を開

き、かつ、患者の届出に対する異議申立て権

を奪うことになる、との批判が寄せられてい

る。他方、「届出義務方式」の立場からは、「届

出権方式」では、疫学研究の実効性を確保す

るために必要な、高率でのデータの収集は困

難である、と批判されている。 
 最後に「届出義務方式」」に対しては、この

方式を採用した州法がいずれもかなり最近に

おいて――すべて１９９０年代後半以降にお

いて――制定されたものであるためか、他の

立場からの明確な批判を見出すことができな

かったが、おそらく、「同意方式」の立場から

は、「届出権方式」に対すると同様の批判が寄

せられることが予想される。 
（２）届出に対する患者の異議申立て 
これまでに収集し得たかぎりでは、すべて

の癌登録法が、医師もしくは歯科医師等に対

して、届出が予定されていること、あるいは

既に届出が行われたことについて、患者に説

明ないしは通知をすることを義務づけており、

さらに、説明ないし通知を受けた患者に、届

出に対する異議申立権（拒絶権）を認めてい

る。 
そこで、届出に対して、患者が異議を申立

てた場合に、医師・歯科医師等は、如何なる

処置を採るべきかが明らかにされる必要があ

るが、この点についての各法律の態度は、２

つに分かれている。一つは、届出を中止し、

もしくは既に届出たデータの抹消を、癌登録

機関に対して求めるというものであり、他の

一つは、氏名、住所、性別のような患者を識

別するためにデータについては、匿名での届

出への変更を義務付ける、というものである。 
連邦法はじめ、多くの州法が、前者の立場

を採用しているのに対し、シュレスヴィヒ・

ホルシュタイン州、および、ヘッセン州法は、

後者の立場を採用している。 
 
２．届出られたデータを研究目的で利用する

ための要件 
 癌登録機関に届出られ、蓄積されたデータ

を、研究目的で利用しようとする場合、研究 
のためのデータの利用を申請する研究機関は、

研究目的でのデータの利用について、患者の

同意を取り付けておかなければならない。こ



 93 

の点について、各法律の立場は一致している。

ただし、同意の取得時期および同意の対象に

ついては、連邦法およびほとんどの州法が、

届出自体についての患者への通知もしくは患

者の同意とは別に、個々の研究課題ごとに、

書面により患者の同意を取り付けることを要

求しているのに対し、シュレルヴィヒ・ホル

シュタイン州法は、届出の際に、将来個人識

別データが第三者によって研究目的のために

利用される可能性があることについて、事前

に包括的な同意を取り付けることで足り、

個々の研究課題が申請される度ごとに、患者

の同意を取り付けることは必要でない、と規

定している（シュレスヴィヒ・ホルシュタイ

ン州法４条４項）。 
 さらに、いくつかの州では、患者の書面に

よる同意の他に、研究目的でデータを利用し

うるための要件として、倫理委員会の意見の

聴取（ラインラント・プファルツ州法９条２

項、ヘッセン州法７条１項、シュレスヴィヒ・

ホルシュタイン州法９条１項）、州データ保護

担当者の意見の聴取（ラインラント・プファ

ルツ州法９条１項）、州保険省の同意およびそ

れに先立つ学術審議会での意見聴取（ヘッセ

ン州法７条１項）が要求されている。 
 
３．登録内容についての患者の情報請求権 
 患者は、癌登録機関に自己に関するデータ

が蓄積されているか否かを知ることができる 
であろうか。言い換えれば、癌登録機関の所

有する情報について、アクセス権を有するで

あろうか。この点に関して連邦法および各州

法の規定内容は、完全に一致している。すな

わち、第１に、癌登録機関は、患者の請求に

基づき、患者の指名した医師に対して、当該

患者に関する記録が、登録機関に蓄積されて

いるか否か、および如何なる記録が蓄積され

ているかを、通知しなければならないとされ

ている。第２に、通知は患者本人に対して、

直接行われてはならず、患者の指名を受けた

医師が、癌登録機関からの通知内容について

患者に口頭で知らせるか、あるいは通知書を

閲覧させるかのいずれかの方法で行われなけ

ればならない、とされている。 
 
４．おわりに 
 ドイツの連邦および各州レベルにおける癌

登録法の規定を概観したとき、そこに、今後、 
わが国において、癌登録法を規定する場合に、

留意すべき、問題点のほとんどが、盛り込ま

れていることに気付く。 
 今回収集し得たものは、ドイツの全ての州

をカバーしておらず、それ故、この小稿にお

ける概観も、ドイツの現在の法状況を完全に

正確に明らかにしたものとは言いがたい。し

かし、この程度の検討であっても、ドイツに

おける癌登録に対する法的規制のおおよその

傾向はつかめたのではないか、と思われる。 
 今後わが国において、癌登録法の制定が日

程に上った場合に検討すべき点として、既に

これまでに触れたことの繰り返しになるが、

数点につき指摘しておく。第１は、患者に関

するデータの届出のあり方についてである。

ここでは、患者の情報への自己決定権と疫学

研究の実効性の確保という両立しがたい２つ

の要請の折り合いをどのようにしてつけるべ

きかが慎重に検討されねばならない。ドイツ

では、従来主流であった、同意方式および届

出権方式から、届出義務方式に移行したいく

つかの州において、データの収集率の向上が

みられるようであるが、これを届出方式の変

更に直結しうるのか否かについては、さらに
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詳細な分析が必要と思われるうえ、仮にこれ

が届出方式の変更によるものであることが証

明できたとしても、直ちに、わが国において

も届出義務方式を採用すべきである、との結

論を導き出すべきかについては、なお検討を

要するように思われる、というのは、癌登録

において収集されるデータは、癌罹患に関す

るものに限られるとはいえ、かなり広範な点

に及び、それらを総合すると、患者の人格像

をかなり正確に描き出すことができるように

思われる。そうだとすると、医療行為の実施

に際して要請されるインフォームド・コンセ

ントの場面にも増して、患者の情報の利用に

ついて認識し、かつ、同意していることが必

要となるのではないか、と思われるからであ

る。第２は、届出に対して、患者に異議申立

て権を認めるべきか否か、さらには、異議申

立て権を認めた場合の対処のあり方について

である。これについても、第１の問題点につ

いて指摘したことが妥当するように思われる。

第３に、研究目的で第三者が届出られたデー

タを利用しようとする場合について、データ

の利用を認めるための要件をどのように設定

すべきかが、問題となろう。ここでは、とく

に、登録機関へのデータの届出の際に、将来

起こりうる研究目的でのデータ利用について

包括的な同意を取り付けることで足りるとす

るか、それとも、届出の際の同意もしくは、

通知とは別に、個々の研究課題の申請の度ご

とに関連する患者の同意を取り付けることを

要求すべきかについて、検討すべきであろう。

この点に関しては、データの蓄積期間の長短

にもよるが、かなりの長期にわたる蓄積が予

定される場合には、その間における医学研究

の進展により、当初の届出の際には全く予想

し得なかった研究計画のためにデータが利用

されることが起こりうる。それ故、個々の研

究課題ごとに患者の同意を取り付けることを

原則とすべきではなかろうか。最後に第４に、

これまで触れなかった点であるが、単なる技

術論として軽視すべきでないと思われること

として、患者データ、とくに個人を識別しう

るデータの取り扱いをどのようにすべきか、

という問題がある。ドイツの連邦法および州

法は、いずれも、個人識別データについては、

暗号化を要求しており、しかも暗号化の際に

は、容易に復元できないようにするために、

非対称性の確保を命じている４）。 
他方、ドイツの各法律は、例外的に個人識別

データによる個人の同定が公共の利益を有す

る研究目的の達成のために不可欠であるとき

にかぎり、個人識別データの復元を認めてい

る。我が国においても、個人識別データの利

用については、暗号化を考えるべきであると

思われるが、その際の暗号化の方法および、

例外的に復元が許される場合として、どのよ

うな場合を想定すべきかについても、検討す

る必要があろう。 
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１）本稿で検討する各法律相互の相違点を、表の形で示すと、下記のとおりである。 

 

                連邦および州の癌登録法における規制内容の相違点連邦および州の癌登録法における規制内容の相違点連邦および州の癌登録法における規制内容の相違点連邦および州の癌登録法における規制内容の相違点 

  届出への対応   異議申立への対応 届け出られたデータを研究目的で 

利用するための要件 

 

 

 届出義務 

方式 

届出権 

方式 

同意 

方式 

届出の中止 

・抹消請求 

匿名での 

届出に変更 

患者等への通知 

・同意の取付 

患者以外の者  

による認可手続 

連邦癌登録法     ○ 

Ⅲ① 

     ○ 

  Ⅲ② 

      ○ 

    Ⅷ② 

 

バイエルン州 

癌登録法 

   ○ 

Ⅴ① 

     ○ 

  Ⅴ② 

      ○ 

    Ⅹⅰ② 

 

シュレスヴィヒ 

・ホルシュタイン

州癌登録法 

   ○ 

 Ⅳ① 

       ○ 

   Ⅳ⑤ 

     ×  

ラインラント・ 

プファルツ州 

癌登録法 

   ○ 

 Ⅳ① 

      ○ 

   Ⅳ② 

 

 

     ○ 

    Ⅸ① 

○（ Ⅸ②：州倫理

委員会の許可） 

※※ヘッセン州 

癌登録法 

   ○ 

 Ⅱ①   

       ○ 

   Ⅱ② 

     ○ ○（Ⅶ①②：州医師

会倫理委員会の同

意、学術審議会の意

見聴取、州保険省の

同意）  

※ハンブルク州 

癌登録法 

   ○ 

Ⅱ① 

    ○ 

   Ⅹⅱ⑤ 

   

その他の州法    ○ 

（新連邦6州） 

  

 ○ 

NW

Ⅵ① 

    × 

(新連邦6州) 

    ○ 

NWⅥ②  

  ※※※○ 

 NW19③ 

 

 

  〔凡例〕 

 各法律に付された数字のうち、ローマ数字は条を、まるで囲んだ数字は項を示す（例；Ⅴ②→５条２項）。 

 ※ハンブルク法は、１９８５年９月１日に施行され、１９９９年１２月３１日まで有効であったものである。連邦

癌登録法が１９９９年１２月３１日に失効するに伴い、それまでの各州法も、同日に失効することとなる（これ以降

は、癌登録事業はもっぱら州の管轄となる）ため、各州はそれまでに新たな法を制定しなければならないこととされ

ていたが、現時点までにすべての州が実際に新法を制定したか否かを確認することは出来なかった。 
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 ※※従来の州法は、１９９９年１２月３１日をもって失効したが、それに代わる新法を制定し得なかったため、１

９９９年１２月７日のヘッセン州癌登録法施行法変更法により、２０００年１月１日から２００１年１２月３１日ま

での期間に限って、連邦法の大部分が、ヘッセン州においては適用されることとなった。 

 ※※※ノルトライン・ヴェストファ－レン州保険制度における個人データ保護法 

２）例えば、ラインラント・プファルツ州がそうである。 

３）これについては、Vgl. A.Hollmann, Patientengeheimnis und medizinische Forschung  Medizinrecht 1992,177ff.,182;    

Ders.,Das Bundeskrebsregistergesetz  NJW  1995,762ff,763. 

４）暗号化に関わる問題点を検討したものとして、W.Thoben/H.-J.Appelrath,Verschluesselung personenbezogenener und  

Abgleich anonymisierter Daten durch Kontrollnummern, 

http://www.krebsregister-niedersachsen.de/Veroeffentlichungen/Paper/VIS95.HTML がある。 
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連邦癌登録法の実施とその長期間の諸結果の評価 
 

マインツ大学医学部 イェルク・ミヒャエリス 
日本医科大学医学部 長島 隆（訳） 

 
１．一般的な状況の記述 
 10年以上にわたる科学、政治そしてデータ
保護の領域において議論があらかじめ広範に

行われていたが、その議論は不毛であった。

それゆえ、 1994 年に、連邦の癌登録法
(Krebsregisterrgesetz/KRG)が議決されたこ
とは、真の出発点を表した。1995 年 1 月に
KRG を施行された。癌登録および癌の疫学
研究は、この KRG の施行によって本質的な
衝撃と決定的な前進をこうむった。KRG の
施行以来、連邦各州で立法活動が進められ、

ならびに基礎作業が行われてきた。すでに今

日確認することができるのは、KRG の期限
は計画では 1999 年末までであったが、これ
らの動きがその期限をこえて、長期にわたっ

て癌との戦いに成功裡に役に立つことである。

というのも、KRG の施行は癌研究にとって
改善された条件の枠組みを作り出したからで

ある。 
 KRG の実施は連邦各州で取り組まれたが
その強さは異なっていた。強調されなければ

ならないのは、５つの新しい［統一によって

組み込まれた］連邦諸州とベルリン（1995
年以来）、そしてシュレスヴィヒ・ホルシュタ

イン州およびラインラント・プファルツ州

（1997年以来）においては、急激な日常の登
録への移行によって KRG の諸要求が実施さ
れたことである。他の諸州では、いくぶん押

さえ気味に始まった。たとえば、バーデン・

ヴュルテンベルク州においては概観できる試

験領域（KRG の準備を通じてそれとともに
1994年にすでに始まっていた）で始まった。
バイエルン州では、既存の腫瘍センターの付

置施設、登録機構にたちもどることで始まっ

た。ブレーメンでは 1998 年に始まった。ニ
ーダーザクセン州ではすでに 1993 年に――
ラインラント・プファルツ州における試験的

な展開(Pilotentwicklung)に類似して――癌
登録にたいする技術的要求の実現が検証され

た 。 そ の 一 方 で 、 本 来 の 資 料 調 査

(Datenerhebung) は こ の 州 の あ る 県

(Regierungsbezirk)で非常に遅れてやっと最
初の改造段階で始められた。州法の議決はニ

ーダーザクセン州ではもちろんまだ終わって

いない。ヘッセン州の州法は、1998年に公布
された。この州法は KRG の実施には不十分
な付け足ししか含んでいない。ザールラント

州、ハンブルクそしてノルトライン・ヴェス

トファーレン州では（この州ではミュンスタ

ー県に制限される）、癌登録は、KRGの施行
以前にすでに州法にもとづいて行われていた。 
 しかしながら、すべてのドイツの癌登録の

なかで、最近 10 年で――なかんづく旧東ド
イツの癌登録の実施以来――ザールラント州

の癌登録は、科学的言明に必要な 90 パーセ
ントを超える達成率(Vollständigkeit)を実現
していた。そのために、ドイツにおける癌登

録を現実的に評価する場合には、しばしばも

っぱらこの比較的小さい連邦州の土台にせざ

るを得ない。したがって連続性という理由か
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ら、この登録をさらに進めることは、とりわ

け重要である。たとえ、目下の法的な基礎の

もとでこの州では登録にもとづく疫学的研究

を実行するために重要な諸規定が欠けている

としても、である。期待されるべきは、他州

における若干の癌登録がかなり早くザールラ

ント州と比較可能な達成率を実現することで

ある。 
 
２．連邦各州における癌登録の基礎の相違 
 連邦各州における KRG の実施が異なった
強さで行われたことについては冒頭ですでに

記した。それとならんで、現在各州で登録が

実現されたが、これらの登録の間にも独特の

相違がある。この相違は、KRG を構想する
さいには、意図されていなかったし予期され

てもいなかった。むしろ、そもそも意図され

ていたのは、KRG にもとづいてできるかぎ
り統一的で、広域的な癌登録をドイツで達成

することであった。この意味で、KRG は情
報上の権力分立のモデル（「信託モデル

(Treuhandmodell)」）を含んでいる。この権
力分立モデルは、データ保護者が好むもので

ある。この信託モデルの場合、癌登録の信託

所(Vertrauensstelle)は、医師の申請を受け取
り、[その申請データを]加工するとされる。
この加工として挙げられるのは、診断をコー

ド化(Verschlüsseln)し、申請者である医師の
もとにいくつかの点を照会して申請内容の蓋

然性を検証すること、そして登録所

(Regierungsstelle)において長期間保存する
ためにデータを暗号化することが属している。

登録所は、暗号化された、またそれによって

事実上匿名化されたデータを保存し、同一の

患者についてのさまざまの申請を照合し統計

上の利用を企図する。この申請と類似してい

るのが死亡証明(Todesbescheinigungen)の場
合のデータの加工がある。このような加工が

この死亡証明と同様に KRG ではあらかじめ
組み込まれている。さらに、KRG は、情報
［ を 守 秘 す る ］ 義 務

(Informations-verpflichtung)と結びついた
申請権を医師にたいして選んでいる。KRG
の施行以前からある既存の住民に相関する癌

登録制度は、それぞれ[従来]確立された取り
扱いにしたがって[そのまま]更に動き続けて
よく、KRG が提起したモデルに切り替える
必要はない。このモデルは実際のところこれ

まで詳細にはまだ検証されていないからであ

る。KRG には、このような既存のシステム
にもとづいて癌登録を行う可能性を与えるた

めに、州に特有の申請モデルと申請様式の変

更にたいする例外の規則があらかじめ組み込

まれている。もちろん KRG にもとづいて新
しい癌登録を築いた諸州もまた、例外規則を

拡大利用した。 
 ドイツにおいては、今日多数の癌登録制度

が存在する。この多数性は、KRG を構想し
たさいに期待されたよりも大きく、調査デー

タを制度的に逸脱させる危険を含んでいる。

今日の状況から見れば、もちろん、さまざま

の他の制度との間で、その成果を比較する機

会もまた生じている。このために、個々の癌

登録の透明で、比較可能な報告が必要とされ

ている。そのための準備は、「ドイツにおける

住民に相関した癌登録の共同研究グループ

(Arbeitsgemeinschaft 
bevölkerungs-bezogener Krebsregister in 
Deutschland)」において成し遂げられた。こ
の研究グループは、KRG の施行後短時日の
うちにすでに結成された。グループ内部の緊

迫した議論において、研究のレベルで個々の
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アプローチがもつ長所と短所は、すでに原理

的によく解明されることができる。この原理

的な解明の前提は、それぞれ「固有の」規則

を批判的にすすんで背後にある根拠を問いな

がら個々のアプローチの強さと弱さを明白で

客観化できるように叙述することである。こ

の脈絡で、連邦各州の法的な規制がこれまで

の経験にもとづいて取り扱い様式を変更する

可能性をもまた開いておくことは、望ましい

ことであろう。たとえば、このような変更は、

シュレスヴィヒ・ホルシュタイン州の癌登録

法において組み入れられているような費用の

かからないなどの立法上の規準を要求する。 
 目下のところ多数の登録制度があることが

癌登録の欠点である。このことは確認するこ

とができる。この欠点は、登録において集め

られたデータの比較可能性を連邦レベルで保

証するために、癌登録間の調整が必要だとい

う要求が高まっていることに現れている。こ

の調整は、多くの側面で、上述の共同研究グ

ループによって成功裡に遂行されている。し

かし、その調整はかならずしもすべての点で

うまく行ったわけではない。すなわち、暗号

化された、個人を同定する申請内容から、そ

れぞれにコントロールナンバーを与える。こ

のナンバーは、個々の登録［制度］間で行わ

れた申請を比較できるように平準化すること

を可能にすると考えられる。まさしくこの場

合、バーデン・ヴュルツベルク（そこで法は

もちろん KRG以前にすでに議決された）、ヘ
ッセンそしてシュレスヴィヒ・ホルシュタイ

ン各州では、連邦モデルからの逸脱が次のと

ころまで進んでいる。すなわち、ただコント

ロールナンバーの混入だけがなされている可

能性があり、患者の平準化がこれらの諸州に

とりわけ申請されない患者がいるために困難

になり、またこれらの諸州の間では可能では

ないというところまで進んでいる。 
 各 州 が 、 な か ん づ く 平 地 の 州 が

(?Flächenstaaten)が KRGが許した広域的な
癌登録の例外を選択することを決定した。こ

れもまた残念なことである。不断に健康をモ

ニターするという課題は、癌登録の本質的な

問題設定の一つを表している。この課題は、

こうして、癌登録に組み込まれなかった地域

にも課されることができる。また多層的な諸

問題も、申請者の動機づけと申請の実際のや

りとりのさいに、一部しか登録に組み込まれ

ていない諸地域から生じる。病院登録に関す

る申請のバイエルンモデルは、個々の点で正

確には量化することができない調査の隙間を

生じさせる。該当する諸州では、やはり登録

によってカバーされた地域の完成が段階的に

生じることが期待することができる。 
 
３．癌登録法の核心的諸側面の考察 
３．１ 申請様式 
  これまでの経験は、特にザクセン、シュレ
スヴィヒ・ホルスタイン州とラインラント－

プファルツ州における経験は（さしあたって、

そこではさらに申請法モデルが確立されてい

る）、KRGにおいて選ばれた申請権の解消と
対立して、申請義務の導入が癌登録の完全性

にかんしてより大きな成功の可能性を含んで

いることを示唆する。これはわれわれの評価

によれば、まず第１に、あいかわらず――実

践的にどの場合にも義務として定められた―

―患者の情報を取り扱うさいに医師たちが安

全を欠くことに帰することができる。申請義

務モデルについての経験によれば、医師たち

は、申請義務に依拠できるとき、情報[を申請
する]義務に容易に応じることができる。申請
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権だけが実行された場合には、これまでの考

察によれば、不快だ、困難だと感じられた患

者との対話を回避し、申請権の実行を断念す

る傾向が存在している。 
  さらに、我々が緊急に必要だと考えるのは、
次のことである。何ら患者との直接的な接触

を持たない（病理学者に多い）申請者のため

に、明瞭な規則を定義することである。この

規則は、この申請者グループの複雑ではない

統合を許し、できるかぎり申請者による治療

を受ける患者たちの利害に反して取り扱う、

あるいは最初に治療を行う医師との衝突を解

決するという感情を申請者に与えないはっき

りとした規則である。したがって、たとえば、

ラインラント・プファルツ州の癌登録法の新

しさとして現実的な草案に、医師にたいする

一般的な申請義務とならんで組み込まれてい

るのは、病理学者が個人的に情報義務に応じ

る必要はないということである。というのも、

治療を行う医師は一般的な申請義務にもとづ

いて、病理学者が申請を行うことを知り、そ

れによってこれを申請義務と情報義務を遂行

するさいに考慮することができるからである。

病理学者の申請の実行にたいするまさにこの

種の、あるいは比較可能な解決は、そのため

とくに重要である。というのも、診断のため

の提示内容が高い有効性をもつことにもとづ

いて大きな意義をこれらの申請に帰するから

である。 
  たとえば、ザクセン州とシュレスヴィヒ・
ホルスタイン州における申請義務についての

十分な実践的経験にもとづいて、また上述の

申請権の解消（KRG にかなった情報義務と
結びついて）という肯定的ではない経験にも

とづいて、私が申請義務を選ぶとする(ちなみ
に、ラインラント・プファルツ州とならんで

またメックレンブルク・フォルポメルン州と

ザクセン当局も申請義務の導入を計画してい

る）。そうであるとしても、やはり次のことが

確認されなければならない。すなわち、ザー

ルラント州では、これまでまた純粋な申請権

でもって登録を科学的な要求にとって十分な

登録の達成率(Vollständigkeitsgrad)を実現
できたことである。とりわけ[ザールラントの
ような]小さい連邦州においては、さまざまの
個人の申請者個人と個人的に接触することに

たいする十分な下部構造上の諸前提があった

し、さまざまな個人が際だって関与している。

それがこの連邦州において高い達成率を実現

している本質的な原因をなしている。けれど

も、それとならんで、また考慮されなければ

ならないのは、次のことである。データ保護

者によって今日、本来断念し得ないと見なさ

れる情報[守秘]義務――それはすべての個々
人にふさわしい抵抗権の可能性にたいする一

つの前提を創り上げる――がザールラントで

は定められていないことである。そのかぎり、

ザールラント州に目下存する既存の法的な規

制は、――すでにあらかじめ述べたように―

―獲得されたデータの科学的な必要にたいす

る不十分な諸規定を含んでいる。この法的規

制は、他の連邦諸州にたいする例示として推

奨されることはできない。 
  ハンブルクにおいては、またミュンスター
県 に お い て は 、 同 意 モ デ ル

(Einwilligungs-modell)にもとづいて高い達
成率が、少なくとも若干の診察にたいしては

実現できた。この肯定的な経験は、またドイ

ツにおける小児ガンの登録の経験と符合する。

小児ガン登録はすでに数年来、同意モデルに

もとづいて 95 パーセントを超える達成率を
実現している（ここではもちろんまったく特
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殊的な諸条件が存している。というのも、同

意は主として両親によって共有され、たいて

い 最 善 の 治 療 の た め の 研 究

(Therapieoptimierungs-studie)への参加へ
の同意と関連しているから。両親はその最善

の治療に動機づけられている）。けれども、癌

登録が一定の年齢と診断グループに制限され

ないで、科学的に有効な活用のために必要な

90パーセントを超える達成率を実現し、持続
的に維持することができるという証明は、こ

れまでまだなされていない。ハンブルクとミ

ュンスターにおいては長年にわたって緊迫し

て努力されているが、私が疑問を抱いている

のは、癌登録に参加するものの高い関与にも

かかわらず、この目標を達成できるかどうか

である。 
 
３．２ 信託モデル  
  KRG において確立された信託モデルは癌
登録を信託所と登録所へと配分するが、この

モデルが効果的な研究を可能にすることを示

すことができた。このアプローチのもとで原

則的に予期できる欠陥がある。つまり、さま

ざまの患者のデータを誤って都合よく照合す

ること、あるいは同一の患者のデータを誤っ

て分離して調査することである。このような

欠陥は、申請局(Melderate)が高い地位におか
れ、申請とデータ調査とのさいの質の保証に

ついて十分な規準が当てはまるとき、登録の

科学的遂行能力に照らして無視することがで

きる範囲にある。 
 ［信託所と登録所が併存しているという］

非階層的構造を持つ信託モデルは、二つの登

録機関の職員に特別の規律と共同能力を要求

する。もっとも不都合な場合には、機能単位

への配分は、課題の分割が一義的に確定され

ておらず、公式的な調整の可能性が存しない

場合に、反生産的になる可能性があるだろう。

したがって、特に重要なのは、いずれの場合

にも、二つの登録部門の機能的な統一を保証

することである。二つの登録部門が完全に自

立しているとすれば、実際の業務の経過にお

いて強過ぎる摩耗を引き起こし、研究効果と

データの質を損傷すれば、喪失に至る可能性

がある。したがって、二つの登録部門の共同

を促進するためには、適切な諸道具を利用で

きなければならない。これは、たとえば、業

務に近い共同事務所を連結することによって

行うことができる。たとえば、所轄の厚生省

(das zuständige Gesundheitsministerium)
が純粋に専門的な監督を行うことは、われわ

れの見解では、十分ではないだろう。という

のも、厚生省には登録の日常的な研究への理

解と日常的な登録の型どおりの経過にたいす

る理解がほとんどないからである。 
 情報上の三権分立を実際的に実現すれば、

人的コストが一定高くなる。というのも、た

とえば、旧来のモデルよりも意思疎通の経費

が費やされなければならず、二つの登録部門

の分離された個人信託の規則が必要とされる

ことがあるから。けれども、これに加えて、

現場では、データ保護者との建設的な取り決

めは実現できる。たとえば、このデータ保護

者は、二つの単位組織における登録特有の課

題にたいする電子データ処理を挟み込み、限

定された代理の課題にたいしては医学上の専

門職員を挟み込むことを可能にする。 
 
３．３ 核心的データ指針(Kerndatensatz) 
 KRG は、疫学的データのカタログを定義
したが、その定義は、もう一度批判的にその

背後にある根拠を問わなければならない。と



 102 

りわけ、その申請データは自由に利用できな

ければならない。申請データを獲得すること

は、申請者にとって平均以上の経費がかかる

ことを意味するし、その証言能力は、科学的

観点から見れば、少ないと見なされなければ

ならない。これは、たとえばとりわけ職業活

動と数多性という［癌登録のあり方の］特性

への申請内容に関係する。 
 癌登録の最高の目標は、癌登録の本来の課

題にとって不可欠な措置にたいして、申請内

容が同時的完全性と提示の高い内容的な有効

性を持つ高い達成率である。これらは、とり

わけ、病気の形態学と段階からみた発病の記

述である。ありうべきリスクの諸要素あるい

はどんな治療を受けたのか［既往症］（KRG
においてではなく、しかしおそらく若干の州

法で見込まれている）の申告は、多数の事例

を日常的にデータ調査をすることにとって、

問題がある。というのも、それらはただ患者

の小部分にとってのみ処理可能であり、こう

してできるとしても高度に選択的であり、さ

らにしばしば非常に不正確であるから。 
 小空間の地域研究は、病因研究の場合に必

要になる可能性がある。このような研究にと

って、住居の申告についての現行の処理は問

題を含んでいる。というのも、癌登録の登録

所にはただ自治体の番号(Gemeindeziffer)、
あるいは住所(Wohnort)だけが記録されてい
ればよいから。これは、一般に可能であると

しても、特定の地域の分析にとって包括的な、

時間がかかる事後調査を必要とする。したが

って、たとえば、大都市にとっては、住所の

申告を少なくともその都市のどの地域に住ん

でいるかが分かる次元まで登録するべく努力

されなければならないだろう。調整制度に関

連地域をコピーすることは望ましいように見

える。そのさい、データ保護の理由から、そ

の正確さはそのつどの人口密度に依存させら

れるだろう。日常的に連結の追求のために利

用することは、方法的な根拠から、推薦する

ことはできない。そうだとしても、やはり、

しばしば癌登録にとって必要なのは、癌の事

例を地域的に蓄積するという指示にしたがう

ことである。したがって、発病の事例の該当

する異なった地域的な調査は、該当する照会

を現代に即して答えることができることにた

いする基礎を作りあげることであろう。 
 
４．選択的な技術的側面 
４．１ 暗号化 
 すでに第３節で確認したように、データ保

護を保証するために暗号化のプログラムの日

常的な入力が導入された。ラインラント・プ

ファルツ州では、これがもっとも早くから始

められた。この州では処理は良く保全された。

実際、暗号化プログラムの型どおりの入力に

ついては、この間に、実際、他の領域からの

積極的な経験もある。たとえば、インターネ

ット環境における経験である。癌登録の諸課

題を引き受けるためには、癌登録の入力にさ

いして使用した暗号化プログラムを長期間に

わたって保存することが、保証されなければ

ならない。実際、このプログラムは、その癌

登録に利用するために特別に書かれたし、高

い範囲において課題に関連して、登録の他の

データ処理プログラムに統合されている。そ

れゆえ、この特別プログラムの保存のために

おそらくすぐ次の時代に組織的に成立すると

思われる外部のサーヴィス組織に任せること

は目的に適っていないように思われる。さら

に、当該の州法にもとづいて癌登録に暗号化

プログラムを入力するにさいして、疑似主権
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的な諸課題が問題であるという見解を私たち

は主張する。したがって、特別の安全策が保

全と更なる展開のために取られなければなら

ない。原理的には、連邦情報技術安全庁

(Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik)の入力されたプログラ
ム、ローベルト・コッホ研究所の癌の包括的

資料(Dachdokumentation)、あるいはそれぞ
れ地方的に制限する登録にたいする三つの登

録の整備を企図することは考えることができ

るだろう。最後に挙げたヴァリアンテは、わ

れわれが選んだものであるが、「住民に相関

する癌登録の共同研究グループ」の多数によ

っても重要であると見なされている。 
 暗号技術の進歩によって、あるいはまた暗

号解読という原理的に存する可能性のために

も、入力するキーを短期間に交換することが

必要になるのはありうることである。KRG
の指示と対立して、そのために目的に適った

仕方で、癌登録の内部で、直接的に関連する

新しいコード化のために解読が行われる可能

性は存している。 
 
４．２ 検視証明の加工 
 特に登録の基礎段階では、しかし、長期間

特に不都合な予診を持つ診断にとってもまた、

癌 登 録 は さ し あ た っ て 検 視 証 明

(Leichenschauscheine)にかんする一つの事
例の申請を獲得する。この証明はただ発病に

ついて痕跡となる申告だけを含む。そしてし

ばしばただ限定的にのみ有効である。したが

って、若干の州法において、KRG は、職責
を果たす医師に検視証明について再照会し不

備を埋め合わせる実り豊かな可能性をめぐっ

てすでに拡大された。申請義務の例において

は、死を確認した医師に再照会することは、

補足的規則がなくても可能であろう。 
 
４．３ 他の登録との調整 
 申請登録の平準化は、KRG ではただ最善
であるとしてのみ予見されている。けれども、

このような調整は特に情報の完全性のために

重要である。だから、なかんづく生存時間に

ついての更にすすんだ分析に照らしてみれば、

すでに各州の登録法に含まれている相応する

規則は、実践的に実行可能であるかぎり、他

の連邦州によってもまた継承されるだろう。 
 近隣の癌登録の間で申請を調整することが

必要であることは、目標とする人口を重層す

る疾病扶助のさいに信頼できるように調査す

るためには、やむを得ない。その一方で、さ

しあたってまだ未解決であるのは、そのよう

な調査を超えて、癌の包括的資料の場合にす

べての癌登録にかんする連邦全域の調整が成

功を約束されているかどうかである。このさ

い原理的には、若干の州で記録された患者の

二重登録を排除することによって癌登録の正

確さを高めることは実現できるだろう。他面

で、誤って照合された患者のデータの比率の

上昇は、外部の大量のデータを暗号化して照

合するさいに、考慮に入れるべきである。こ

れについて、さしあたってなお最初の実践的

な諸経験が集められる。それ故、対応する成

果は終了をまたざるをえない。ここからすで

に改良の諸提案が取り扱いにたいして行われ

る可能性がある。けれども、現在経過してい

る研究の積極的な出発点にさいして、データ

の範囲がさらに本質的に増大したとき、なお

いっそうの検証が後の時点で必要である。 
 
５．質の保証 
 冒頭で確認したように、癌登録の導入は、
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KRG にもとづいて、また補完的に公布され
た州法にもとづいて、都合良く内部的に促進

されている。それにもかかわらず、確認され

なければならないのは、次のことである。科

学的な評価にとって必要な達成率、あらゆる

事実的な発病の事例の 90 パーセントを超え
る達成率が新しく確立された登録によってま

だ実現されなかったことである。けれども、

国内の経験と国際的な経験にもとづいて、こ

れを総体として正しく制限があり自由になら

ない時間において考慮に入れることができな

い。個々の登録において登録率が発展するこ

とは、もちろん次のことを推測させる。ずっ

と前からかつて国際的な経験領域から挙げら

れた 10 数年の経過の時代が下回っている可
能性があることである。それにもかかわらず、

最近の達成率の側面には持続的に強い意味が

帰されなければならない。なかんずくすでに

数年前からその研究が採用した登録の場合に

はそうである。なおいっそう強まっている持

続的な公共の研究とならんで、この研究は、

われわれの経験からみれば、むしろ当該の患

者よりも医師たちに向かわねばならない研究

（ここでは「ドイツにおける癌」というパン

フレットの刊行にたいする大きな反響が指示

されている）であるが、この研究とならんで、

上述のように、連邦各州法における申請様式

の変更が検証される必要がある。 
 達成率とならんで、よりいっそう決定的な

質のパラメーターが存在する。その遵守は、

登録の基礎と将来の日常的な研究のさいに誠

実に検証されなければならない。これについ

て個々の登録において標準化された手続きの

規則(SOPs)にもとづいて、内包的な措置が把
握されなければならない。この意味で、「ドイ

ツにおける住民に相関する癌登録についての

共同研究グループ」のふさわしい努力もまた

とりわけ強調し、指示することができる(癌登
録マニュアル)。この国内的な質保証の措置は、
将来さらに強まる国際的な共同へと拡大され

るはずである。個々の登録にとって、外的な

質保証(監査 Audit)の規則的な取り扱いは制
度化されるだろう。個々の登録の監査機能が

相互に守られ、事情によっては科学的専門学

会（ドイツ疫学共同研究グループあるいは

GMDS）もまたこれに協力することは、この
場合当然考えられることだろう。 
 
６．更なる経過への勧告 
 先行する節においてすでに将来の各州の立

法にさいして、現在の状態の改良のためにま

だ考慮されるべき個々の側面が述べられた。

この勧告は、ここでは繰り返さない。目下の

知識にしたがえば、周知の財政的制約にもか

かわらず、たいていの連邦各州のうちに、癌

登録が健康政策上の認識および予防医学と治

療医学の改良にとって重要な道具であり、そ

れをさらに遂行しようという意図が存する。

この意図は明らかに歓迎することができる。 
 人口に関連する癌登録の共同研究グループ

における共同は保持され、さらに継続されな

ければならない。それに加えて、地域的に限

界がある登録間で、研究関係が強化されるの

は望ましい。 
 個々の癌登録を総括する連邦規模の価値を

持っている発展段階は目下のところ強く異な

っている。そのために、RKI（ローベルトコ
ッホ研究所）のもとに定着させる癌の包括的

記録によって、これまデータだモデルに適っ

てしか遂行されることができなかった。そう

だと、このような利用は将来重要で必然的で

あるだろうということが認識できる。したが
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って、これにたいしてもまた、必要な財源は

長期間にわたって準備されるだろう。 
 将来に連邦はこの癌登録にさらに関与しな

ければならないが、財源の準備はその連邦の

関与の一部であろう。そしてこの関与は必要

だと見なされる。RKIの研究とならんで、こ
の場合に挙げられなければならないのは、連

邦各州における、将来より強く統一される癌

登録にたいする枠組みの諸条件を促進するこ

とである。これについては、すでに人口に関

連した癌登録という共同研究グループがフォ

ローすることは、BMG によって支援されう
る。さらに、望ましいのは、連邦が中間的な

期間で質の保証のための措置に、たとえば、

なかんずく国内的地域においては、達成率の

検証のさいに、これと結びついた国際的なコ

ンタクトの促進のために、この質保証のため

の措置に関与することであろう。さまざまの

登録モデルの比較的な評価は、数年の間停滞

しているが、目的に適った仕方で、連邦によ

って主導権を取られ、ことによると一部の地

域で（例えば、RKIによって）遂行されるだ
ろう。 
 このような評価の核心点は、次のような問

いの回答をなすだろう。 
 
－登録の達成率は（件数の 90 パーセントを
超える）達成され、信頼できるほど証明され

たのか。 
－達成率は持続的に保証されることができる

のか。 
－質の保証の規準は国際的な基準にしたがっ

て成功裡に確立されたのか。 
－調査されたデータは科学的研究にとって適

切に必要であるのか、またどの範囲でそのデ

ータはすでに利用されているのか。 

－登録モデルの異質性は登録を包括する研究

計画を妨げるのか。 
 
 重要な質の要求が個々の登録において満た

されると言うことが強調されるとすれば、検

証されなければならないのは、これが当該の

登録モデルあるいは他の諸条件に還元できる

かどうかである。たとえば、それに依存する

とすれば、実践化されたモデルは「成果の多

い」モデルに適合するだろう。 
 このような登録を包括する評価できる時点

は、個々の登録の基礎段階が終わり、また科

学的必要もまた動き出すことができるように

選択されなければならないだろう。このため

には今日の観点からみれば、なおほぼ５年が

見積もることができる。 
 
７．総括 
 KRG の成果は、肯定的と評価できる。と
いうのも、若干の例外をともなって連邦各州

において、一部は広域的な癌登録の基礎で効

果的に始められたから。KRG の本質的な諸
要素は、実践的な動きにおいて守られた。個々

の側面にたいする改良が提案される。 
 できるかぎり広範囲にドイツにおける癌登

録にたいする標準的な諸条件を定めることが

KRG で意図されていたとしても、結果とし
て生じる多数の異なったこれまで確立された

登録モデルは予期したよりも大きい。しかし、

ここでは、さしあたって長所をみよう。目下

なおすべての登録のさいに存する基礎段階に

関連してで登録モデルの体系的な評価が企図

されうるし、またそれにしたがって、各州の

法的な登録をもっとも成果のあるアプローチ

と調整する可能性が存すると言うことである。 
 たいていの場所で遂行された基礎作業の質
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ははっきりと強調されなければならない。癌

登録にたいする本質的な質の指標、すなわち

登録の達成率は予期したとおり、これまで処

理できる時間内ではまだ達成することができ

なかった。けれども、これが多くの箇所で近

いうちに達成可能であると期待できる根拠の

ある誘因が存している。 
 なかんずく情報義務と登録にたいする異議

申し立てという患者の権利をともなう申請義

務の導入にまで将来、規則を広げようという

提案とならんで、質を保証することを強化し

安定させることにたいする提案がなされる。

ほぼ５年間における登録を包括する評価が必

要である。 
 
マインツ、1999年 9月 16日 

教授、医学博士 イェルク・ミハエリス 
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ドイツ連邦がん登録法 
 

放射線影響研究所 増成 直美（訳） 
    
がん登録の実施に関する一九九四年一一月がん登録の実施に関する一九九四年一一月がん登録の実施に関する一九九四年一一月がん登録の実施に関する一九九四年一一月

四日の法律（がん登録法：四日の法律（がん登録法：四日の法律（がん登録法：四日の法律（がん登録法：KRGKRGKRGKRG））））    
 
連邦議会は、連邦参議院の承認を得て、以下

の法律を議決した。 
 
第第第第 1111条条条条    （本法の目的および規制範囲）（本法の目的および規制範囲）（本法の目的および規制範囲）（本法の目的および規制範囲）    
(1)(1)(1)(1) 1本法は、がん制圧のために、とくにがん
に関する疫学のための基礎データ改善のため

に、悪性新生物の発生に関して、その早期の

段階も含めた個人に関するデータの継続的か

つ統一的収集および収集したデータの処理と

利用のあり方について規定する。2 この責務

のために、各州は、段階的に地域毎に一九九

九年一月一日までに、地域を網羅する地域が

ん登録制度を設立し運営しなければならない。

ただし、地域的網羅性については、例外を設

けることができる。 
(2)(2)(2)(2) 1がん登録機関は、あらゆる形態のがん疾
患とその消長動向を観察し、とくに統計的疫

学的に評価し、公衆衛生計画およびがん罹患

の原因究明をも含めた疫学研究の基礎を用意

し、かつ予防的および治療的処置の評価に寄

与しなければならない。2 とくに匿名化され

たデータは、学術研究のために自由な利用に

委ねられなければならない。3 このために、

各州は、統一的で拘束力のある原則を確立し

なければならない。 
(3)(3)(3)(3) 1がん登録機関は、独立で、場所的、組織
的、人事的にも互いに分離された信用機関と

登録機関から構成される。2 各州は、本法に

準拠して、さらに詳しい規定を定めることが

できる。 
(4) 州法において、一三条五項に準拠したが
ん登録事業の設立と運営のために、本法とは

異なった規定が定められうる。 
 
第第第第 2222条条条条    （定義）（定義）（定義）（定義）    
(1)(1)(1)(1) 個人識別データとは、患者の識別を可能
にする以下の届出事項をいう。 
1. 姓、名、旧姓 
2. 性別 
3. 住所 
4. 出生年月日 
5. 原発腫瘍診断日 
6. 死亡年月日 
(2)(2)(2)(2) 疫学的データとは、以下の届出事項をい
う。 
1. 性別、多胎児特性 
2. 出生年月 
3. 居住地または市町村番号 
4. 国籍 
5. 職歴（従事した職業、最長期間にわたって
従事し、および最後に従事した職種と期間） 
6. ドイツ医療記録・医療情報機構により、連
邦保健省の委託を受けて編集され、かつ連邦

保健省によって効力を与えられた版による国

際疾病分類（ICD）基準による腫瘍診断、国
際腫瘍疾病分類（ICD-O）基準による組織学
的診断 
7. 両側性臓器における左右片側別の申告を
含めた腫瘍部位 
8. 原発腫瘍診断年月 
9. 以前に腫瘍に罹患したことがあるときは
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その旨 
10. 臨床進行度（とくに、がん病巣の拡がり
と転移程度の表示のための TNM-基準） 
11. 診断の確定方法（臨床所見、組織診、細
胞診、剖検等々） 
12. 治療方法（治癒的手術もしくは姑息的手
術、放射線療法、化学療法および他の治療方

法） 
13. 死亡年月 
14. 死因（原疾患） 
15. 解剖の有無 
(3)(3)(3)(3) 管理番号とは、識別データから形成され
識別データに復元されえない数字の組合せを

いう。 
(4)(4)(4)(4) その他の点においては、連邦データ保護
法の定義が適用される。 
 
第第第第 3333条条条条    （届出）（届出）（届出）（届出）    
(1)(1)(1)(1) 1医師もしくは歯科医師、およびその委託
を受けた臨床登録機関もしくはアフターケア

機関（届出機関）は、患者の常居所を管轄す

るがん登録信用機関に、二条一項と二項に掲

げられた届出事項を申告する権限を有する。2

臨床登録機関もしくはアフターケア機関によ

り届出がなされる場合には、届出を委託した

医師もしくは歯科医師の氏名および住所を申

告しなければならない。 
(2)(2)(2)(2) 1医師もしくは歯科医師は、意図されてい
る届出あるいはすでに行われた届出について、

速やかに患者に通知しなければならない、こ

れは、医師もしくは歯科医師が臨床登録機関

やアフターケア機関に届出を委託したときに

も同様である。2 患者は、届出に対して異議

申立権を有する。3 患者への通知は、それに

よって患者に健康上障害が生じることが予想

されうるかぎりにおいてのみ、省略すること

ができる。4 患者に通知する場合、患者は、

異議申立権を有することを指摘されなければ

ならない。5 患者は、自ら要請することによ

り、届出の内容に関しても知らされることが

できる。6患者が異議を申し立てたときには、

医師もしくは歯科医師は、届出を中止し、あ

るいはすでに届け出られたデータの抹消を指

示しなければならない。7 がん登録機関は、

医師もしくは歯科医師に、抹消が行われたこ

とについて書面で通知しなければならず、医

師もしくは歯科医師は、その通知を患者に伝

えなければならない。8 医師もしくは歯科医

師が一文に基づく通知を行わなかったときは、

医師もしくは歯科医師は、通知が適切な時期

に追完されるようにするために、このことを、

治療を引き継いだ医師もしくは歯科医師に、

書面で理由を示したうえで伝えなければなら

ない。 
(3)(3)(3)(3) 届出の中で、患者が届出について通知さ
れたか否かが、申告されなければならない。 
(4)(4)(4)(4) 届出は、それぞれの州によって決められ
た統一書式で、あるいは機械的に処理できる

データ記憶媒体で提供されなければならず、

かつ各州によって、統一的原則に則って、報

酬が支払われなければならない。 
(5)(5)(5)(5) 1保健所は、地域管轄の信用機関に、すべ
ての検死証明書のコピーもしくは検死証明書

から得られるデータを、機械的に処理できる

形式で送付する義務を負う。2 一文は、故人

が生前に一項による届出に異議を申し立てた

か否かにかかわらず、適用される。 
 
第第第第 4444条条条条    （信用機関）（信用機関）（信用機関）（信用機関）    
(1)(1)(1)(1) 医師の指導の下にある信用機関は、 
1. 論理性と完全性の観点から、届け出られた
データを審査し、かつそのデータを必要なか
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ぎりで届出機関に問い合わせることによって、

補正しなければならない。 
2. 三条五項に基づいて保健所から送付され
た検死証明書のコピーもしくはそこから得ら

れるデータを、届け出られたデータと同様に、

処理しなければならない。 
3. 個人識別データと疫学的データとを分離
し、別々のデータ記憶媒体に収納しなければ

ならない。 
4. 個人識別データを七条一項によって暗号
化しなければならず、かつ七条二項により管

理番号を形成しなければならない。 
5. 届出事項を、六条一項により登録機関へ送
付しなければならず、登録機関による処理の

終了後遅滞なく、遅くとも送付がなされてか

ら三ヵ月以内に、当該患者に関わるすべての

データを抹消しなければならず、かつ三条五

項により保健所から送付された検死証明書の

コピーもしくはそこから得られたデータを含

む届出の基礎として用いられた基礎資料を破

棄しなければならない。 
6. 八条一項によって許可された場合は、個人
識別データを照合し、もしくは解読し、八条

三項二文に基づいて追加される届出事項を届

出機関に対して問い合わせ、患者の同意を得

るよう必要なかぎりで指示し、申請機関にデ

ータを送付し、かつ八条一項と同条三項二文

により得られたデータおよび八条一項により

用意されたデータを抹消しなければならない。 
7. 九条一項の場合は、報告を行い、もしくは
データがもはや信用機関に存在しないかぎり

で、登録機関に対して必要なデータの提供を

要請しなければならない。 
8. 患者が届出に対して異議を申し立てたと
きは、届け出られたデータが抹消され、かつ

存在する基礎資料が破棄されるよう指示しな

ければならない、すなわち抹消を有効とみな

さなければならず、かつ医師もしくは歯科医

師に、抹消が行われたことにつき、書面で通

知しなければならない。 
(2)(2)(2)(2) 1信用機関は、連邦データ保護法九条に従
って必要な技術的、組織的な措置をとらなけ

ればならない。2 信用機関は、とくに一時的

に存在する個人識別データが権限なく閲覧、

もしくは利用されえないことを保障しなけれ

ばならない。 
 
第第第第 5555条条条条    （登録機関）（登録機関）（登録機関）（登録機関）    
(1) (1) (1) (1) 登録機関は、 
1. 送付されたデータを、蓄積し、管理番号に
より既存の一連のデータと照合し、論理性を

審査し、補正しもしくは補完しなければなら

ない。登録機関は、信用機関に問い合わせる

ことができ、かつ信用機関に処理の終了につ

いて通知しなければならない。 
2. 管理番号を手がかりに、疫学的データの補
正と補完のために、定期的に、他の地域がん

登録機関のデータと照合しなければならない。 
3. 疫学的データを、一条二項に掲げられた目
的を達成するために、処理し利用しなければ

ならない。 
4. 疫学的データを、一年に一回、ローベル
ト・コッホ研究所に設けられた「ドイツ中央

がん登録機関(Dachdokumentation Krebs)」
に統一された形式で送付しなければならない。 
5. 八条一項により許可された場合は、適切な
計画の実現のために、必要な届出事項を信用

機関に対して送付しなければならない。 
6. 九条一項の場合は、求めがあれば、必要な
データを、信用機関に送付しなければならな

い。 
7. 信用機関を通じて患者へ通知した後に、患
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者が自分の届け出られたデータの蓄積に対し

て異議を申し立てたときは、そのデータを抹

消しなければならない。 
(2)(2)(2)(2) 1 一項三号および四号に従ったデータは、

登録機関によって、その送付の前に匿名化さ

れなければならない。2 そのデータは、受領

機関によって、そのデータが提供された目的

のためにのみ、処理され利用されることがで

きる。 
 
第第第第 6666条条条条    （登録機関によるデータの蓄積）（登録機関によるデータの蓄積）（登録機関によるデータの蓄積）（登録機関によるデータの蓄積）    
(1) (1) (1) (1) 登録機関において、個々の患者について、
以下の届出事項が、自動化された処理方法に

より蓄積される。 
1. 非対称的に暗号化された個人識別データ 
2. 疫学的データ 
3. 管理番号 
4. 届出医師もしくは歯科医師の氏名および
住所、届出を委託した医師もしくは歯科医師

の氏名、住所、ならびに届出臨床登録機関も

しくは届出アフターケア機関の住所、ならび

に三条五項により送付を行う保健所の住所 
5. 届出がなされたことについての患者への
通知 
(2)(2)(2)(2) 登録機関による暗号化されていない個人
識別データの蓄積は、許されない。四条一項

三号および五号は、これにより影響を受けな

い。 
 
第第第第 7777 条条条条    （個人識別データの暗号化および管（個人識別データの暗号化および管（個人識別データの暗号化および管（個人識別データの暗号化および管

理番号の形成）理番号の形成）理番号の形成）理番号の形成）    
(1)(1)(1)(1) 1個人識別データは、非対称性の暗号形成
法により、暗号化されなければならない。2

その適用されるべき方法は、技術水準に添っ

たものでなければならない。 
(2)(2)(2)(2) データの補正および補完のために、なら

びに他の地域がん登録機関のデータとの照合

のために、管理番号は、すべてのがん登録事

業に統一の、個人識別データへの復元を許さ

ない方法で形成されなければならない。 
(3)(3)(3)(3) 暗号形成法、管理番号形成の方法の選択、
ならびにこのために不可欠なコンピュータお

よびこれに必要とされるコンピュータプログ

ラムの確定は、連邦情報技術保護庁との協議

に基づいて行われなければならない。 
(4)(4)(4)(4) 非対称性の暗号化および管理番号の形成
のために開発され使用されるコンピュータプ

ログラムは、秘密にされなければならず、か

つ信用機関によって、本法の目的を果たすた

めにのみ、使用されることができる。 
 
第第第第 8888 条条条条    （個人を識別するデータの照合、解（個人を識別するデータの照合、解（個人を識別するデータの照合、解（個人を識別するデータの照合、解

読および送付）読および送付）読および送付）読および送付）    
(1) (1) (1) (1) 1保健施策上の措置のために、かつ重要で
しかも他の方法では遂行しえない公共の利益

を有する研究課題について、管轄官庁は、信

用機関に対して、 
1. 個人識別データとがん登録機関のデータ
との照合 
2. 必要な、七条一項により暗号化された個人
識別データの解読 
および、必要な範囲内でのその送付を、許可

することができる。2 それ以外の場合には、

個人を識別するデータを照合することはでき

ず、また暗号化された個人識別データを解読

し、送付することもできない。 
(2)(2)(2)(2) 1信用機関は、一項によるデータの送付に
先立ち、届出もしくは治療を行う医師もしく

は歯科医師を通じて、解読された個人識別デ

ータもしくは受領機関が特定の個人に帰属さ

せることのできるデータの他人への提供が予

定されているときには、患者の書面による同



 111 

意を取りつけなければならない。2 患者が死

亡しているときは、信用機関は、不相応な費

用を伴うことなく可能であるかぎりで、デー

タの送付に先立ち、最近親者の書面による同

意を得なければならない。3その際、配偶者、

子ども、両親、兄弟姉妹が、この順序で、最

近親者とみなされる。4 同一順位の近親者間

で、同意するか否かにつき意見が異なってお

り、かつがん登録機関がこのことを認識して

いるときは、同意は得られなかったものとみ

なされる。5 故人が三文による近親者を有し

ないときは、その地位は、故人と婚姻類似の

共同生活をしていた成人に移る。 
(3)(3)(3)(3) 1データが一項による照合の後に、データ
受領機関により特定の個人に帰属させること

のできないような方法で送付されるときは、

二項による同意の取得は必要でない。2 一項

により許可された研究計画が、ある患者に二

条二項九号ないし一二号に掲げられたデータ

について追加の届出を必要とし、かつこの届

出事項が受領機関により特定の個人に帰属さ

せることができないときは、信用機関は、患

者の同意を得ることなく、必要とされるデー

タを届出機関に問い合わせ、かつ受領機関に

転送することができる。3 届出機関は、この

届出事項を知らせることができる。4 データ

受領機関は、がん登録機関によって送付され

たデータと結びつけられることによって患者

の識別を可能にするであろう届出事項を、第

三者から得てはならない。 
(4) (4) (4) (4) 必要な同意が得られないときは、一項に
基づいて送付されたデータは、抹消されなけ

ればならない。 
(5)(5)(5)(5) 1識別データの解読のために不可欠なコン
ピュータ、およびこれに必要なコンピュータ

プログラムは、州政府によって、がん登録機

関以外の特定の場所に保管されなければなら

ない。2一項により解読が許可された場合は、

コンピュータと、適切な技術上の安全措置に

よりとくに濫用に対して保護されたコンピュ

ータプログラムが、許可された範囲内での使

用のために、信用機関に提供されなければな

らない。 
(6)(6)(6)(6) 1送付されたデータは、受領機関によって、
書面で申請されかつ許可された目的のために

のみ、処理され利用されることができる。2

データが二年以上保管されるときは、患者は、

このことについて、信用機関を通じて指摘さ

れなければならない。3 データは、計画の遂

行のためにもはや必要でなくなったとき、遅

くとも計画が完了したときには、抹消されな

ければならない。 
(7)(7)(7)(7) 受領機関が非公的機関であるときは、こ
の規定違反を示す十分な手がかりが存在しな

いときにも、監督官庁がデータ保護に関する

法規の施行を監視するという条件で、連邦デ

ータ保護法三八条が適用される。 
 
第第第第 9999条条条条    （患者への回答）（患者への回答）（患者への回答）（患者への回答）    
(1)(1)(1)(1) 1がん登録機関は、患者の申請に基づいて、
患者によって指名された医師もしくは歯科医

師に対して、当該患者自身について記録が蓄

積されているか否か、および事情によっては、

如何なる記録が蓄積されているかを回答しな

ければならない。2 指名された医師もしくは

歯科医師は、がん登録機関からの回答につい

て、口頭によってのみもしくは回答書を閲覧

させることにより、患者に知らせることがで

きる。3 がん登録機関からの書面による回答

および回答書のコピーは、いずれも患者に渡

してはならない。 
(2)(2)(2)(2) 指名された医師もしくは歯科医師は、患
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者の同意を得た場合であっても、与えられた

回答を、口頭においても書面によっても第三

者に伝えてはならない。 
 
第第第第 10101010条条条条    （ローベルト・コッホ研究所）（ローベルト・コッホ研究所）（ローベルト・コッホ研究所）（ローベルト・コッホ研究所）    
ローベルト・コッホ研究所は、五条一項四号

に従って提供されたデータを統合して解析し、

がん発生の傾向および地域的相違を確定し、

定期的に公表しなければならない。 
 
第第第第 11111111条条条条    （抹消）（抹消）（抹消）（抹消）    
暗号化された個人識別データは、患者の死亡

から五〇年経過したとき、もしくは遅くとも

患者の出生から一三〇年を経過したときには、

抹消されなければならない。 
 
第第第第 12121212条条条条    （罰則）（罰則）（罰則）（罰則）    
(1)(1)(1)(1) 権限なく、暗号化されていない個人識別
データを、自己もしくは他人のために得させ

た者は、一年以下の自由刑もしくは罰金刑に

処する。 
(2)(2)(2)(2) 以下の者も同様に処罰される。 
1. 四条一項五号、八条六項三文もしくは一一
条に反して、データを抹消せず、もしくは適

時に抹消せず、または基礎資料を破棄せず、

もしくは適時に破棄しなかった者 
2. 四条一項八号に反して、抹消もしくは破棄
を行うよう指示しなかった者 
3. 五条一項七号もしくは八条四項に反して、
データを抹消しなかった者 
4. 五条二項二文もしくは八条六項一文に反
して、他の目的で、データを処理もしくは利

用した者 
5. 六条二項に反して、暗号化されていない個
人識別データを蓄積した者 
6. 七条四項に反して、コンピュータプログラ

ムを他の目的で使用した者 
7. 八条一項二文に反して、データを照合し、
解読し、もしくは送付した者 
8. 八条三項四文に反して、届出事項を得させ
た者 
9. 九条一項二文に反して、情報を口頭で、も
しくは回答書を閲覧させることにより提供し

なかった者 
10. 九条一項三文に反して、回答書、もしく
はそのコピーを渡した者、あるいは、 
11. 九条二項に反して、回答を伝えた者 
(3)(3)(3)(3) 行為者が、対価と引き換えに、あるいは
自己もしくは他人に利益を得させることまた

は他人に損害を与えることを意図して行為し

たときは、二年以下の自由刑もしくは罰金刑

に処する。 
 
第第第第 13131313条条条条    （最終規定）（最終規定）（最終規定）（最終規定）    
(1)(1)(1)(1) 各州は、以下のことを規定することがで
きる。 
1. 医師もしくは歯科医師による他の疫学的
データの収集と届出 
2. 登録機関による統計的疫学的データ評価
の他の詳細および追加の研究課題 
3. 八条一項に従った許可手続のより詳しい
形態 
4. 個人識別データの解読後の研究計画の範
囲内での、患者および第三者への問合わせの

やり方 
5. データ送付の他の前提と条件 
6. 複数の信用機関が一つの登録機関とがん
登録機関を設立すること 
7. 一一条に掲げられた期間とは異なるもの、
ならびに、 
8. 個人識別データと住民登録台帳データと
の照合 
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(2)(2)(2)(2) 各州は、医師もしくは歯科医師に、法律
によって、届出に関して三条一項に従った患

者のがん罹患の経過に関する他の届出事項を、

信用機関へ送付する権利を与えることができ

る。 
(3)(3)(3)(3) 連邦保健省は、連邦参議院の承諾を得て、
一般の行政規則を、以下のことに関して公布

することができる。 
1. 一条二項三文に従った統一的で拘束力の
ある原則の確立 
2. 三条四項に従った統一的報酬金額の制定 
3. 五条一項四号に従った統一形式の制定 
4. 七条二項に従った管理番号の形成のため
の方法、および、 
5. 八条一項に従った許可の原則の形成 
(4)(4)(4)(4) 各州は、すでに存在する地域がん登録機
関によって本法の施行の前にすでに収集され

ていたデータの処理および利用のために、必

要な暫定規定を公布することができる。 
(5)(5)(5)(5) 1一条四項に従って認可された差異は、以
下のことにまで及びうる。 
1. 三条一項ないし三項に従った届出の前提
および届出手続 
2. 五条一項四号を除いた四条ないし八条に
従ったデータ収集および処理 

2 異なる規定の範囲内で届け出られたデータ

が他州の地域がん登録機関のデータと通常照

合がなされるということ、および、そのデー

タが公衆衛生と疫学研究の措置のために利用

されうるということは、保障されなければな

らない。 
 
第第第第 14141414条条条条    （施行期日）（施行期日）（施行期日）（施行期日）    
(1)(1)(1)(1) この法律は、一九九五年一月一日から施
行する。 
(2)(2)(2)(2) この法律は、一九九九年一二月三一日の
経過とともに失効する。 
 
上記の法律は、これをもって認証され、連邦

官報において公布される。 
 
ベルリン、一九九四年一一月四日 
 
連邦大統領 ロマーン・ヘルツォーク

（Roman Herzog） 
連邦首相 博士 ヘルムート・コール（Dr 
Helmut Kohl） 
保健省大臣 ホルスト・ゼーホォファ（Horst 
Seehofer） 
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ドイツ・バイエルン州がん登録法 
 

放射線影響研究所 増成 直美（訳） 
 

地域がん登録の実施に関する二〇〇〇年七地域がん登録の実施に関する二〇〇〇年七地域がん登録の実施に関する二〇〇〇年七地域がん登録の実施に関する二〇〇〇年七

月二五日のバイエルン州法（月二五日のバイエルン州法（月二五日のバイエルン州法（月二五日のバイエルン州法（BayKRGBayKRGBayKRGBayKRG））））    
 
バイエルン州州議会は、以下の法律を議決し

た。 
 
第第第第 1111条条条条    （本法の目的および規制範囲）（本法の目的および規制範囲）（本法の目的および規制範囲）（本法の目的および規制範囲）                
(1)(1)(1)(1) 1本法は、がん制圧のために、とくにがん
に関する疫学のための基礎データ改善のため

に、悪性新生物の発生に関して、その早期の

段階も含めた個人に関するデータの継続的か

つ統一的収集および収集したデータの処理と

利用のあり方について規定する。2 この責務

のために、バイエルン州地域がん登録事業が

設立される。    
(2) (2) (2) (2) 1バイエルン州地域がん登録機関は、あら
ゆる形態のがん疾患とその消長傾向を観察し、

とくに統計的疫学的に評価し、公衆衛生計画

およびがん罹患の原因究明を含めた疫学研究

の基礎を用意し、かつ予防的および治療的処

置の評価に寄与しなければならない。2 とく

に匿名化されたデータは、学術研究のために

自由な利用に委ねられなければならない。    
(3) (3) (3) (3) 1国家は、この法律の執行で生じる費用を
負担する。2 参加機関は、節約と経済性の原

則に従って発生する必要な費用を支払われる。 
 
第第第第 2222条条条条    （信用機関と登録機関）（信用機関と登録機関）（信用機関と登録機関）（信用機関と登録機関）    
(1)(1)(1)(1) バイエルン州地域がん登録機関は、それ
ぞれ場所的、組織的、人事的にも互いに分離

され、医師の指導の下にある一つの独立した

信用機関と一つの独立した登録機関から構成

される。 
(2)(2)(2)(2) バイエルン州地域がん登録事業の信用機
関は、ニュルンベルク市立大学附属病院の病

理学研究所に置かれる。 
(3)(3)(3)(3) 1バイエルン州地域がん登録事業の登録機
関は、エルランゲン、ニュルンベルクにある

フリードリヒ・アレクサンダー大学の附属病

院に置かれる。2 登録機関は、そこで行われ

る臨床登録機関とは技術的、組織的に分離さ

れていなければならない。 
 
第第第第 3333条条条条    （データの収集地域）（データの収集地域）（データの収集地域）（データの収集地域）    
(1)(1)(1)(1) バイエルン州地域がん登録事業のための
がん罹患に関するデータは、遅くとも二〇〇

二年一月一日からバイエルン州の全地域で収

集される。 
(2)(2)(2)(2) 患者の常居所が、地域確定の規準となる。 
 
第第第第 4444条条条条    （定義）（定義）（定義）（定義）    
(1)(1)(1)(1) 個人識別データとは、患者の識別を可能
にする以下の届出事項をいう。 
1. 姓、名、旧姓 
2. 性別 
3. 住所 
4. 出生年月日 
5. 原発腫瘍診断日 
6. 死亡年月日 
(2)(2)(2)(2) 疫学的データとは、以下の届出事項をい
う。 
1. 性別、多胎児特性 
2. 出生年月 
3. 居住地または市町村番号 
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4. 国籍 
5. 職歴（従事した職業、最長期間にわたって
従事し、および最後に従事した職種と期間） 
6. ドイツ医療記録・医療情報機構により、連
邦保健省の委託を受けて編集され、かつ連邦

保健省によって効力を与えられた版による国

際疾病分類（ICD）基準による腫瘍診断、国
際腫瘍疾病分類（ICD-O）基準による組織学
的診断 
7. 両側性臓器における左右片側別の申告を
含めた腫瘍部位 
8. 原発腫瘍診断年月 
9. 以前に腫瘍に罹患したことがあるときは
その旨 
10. 臨床進行度（とくに、がん病巣の拡がり
と転移程度の表示のための TNM-基準） 
11. 診断の確定方法（臨床所見、組織診、細
胞診、剖検等々） 
12. 治療方法（治癒的手術もしくは姑息的手
術、放射線療法、化学療法および他の治療方

法） 
13. 死亡年月 
14. 死因（原疾患） 
15. 解剖の有無 
(3)(3)(3)(3) 管理番号とは、識別データから形成され
識別データに復元されえない数字の組合せを

いう。 
(4)(4)(4)(4) その他の点においては、バイエルン州デ
ータ保護法の定義規定が適用される。 
    
第第第第 5555条条条条    （届出）（届出）（届出）（届出）    
(1)(1)(1)(1) 1医師もしくは歯科医師、およびその委託
を受けた臨床登録機関（届出機関）は、信用

機関に、四条一項および二項に掲げられた届

出事項を申告する権限を有する。2 臨床登録

機関の届出においては、届出を委託した医師

もしくは歯科医師の氏名および住所を申告し

なければならない。3 常居所がバイエルン地

域がん登録機関の収集地域内にない患者の届

出を、信用機関が受理したときは、これをた

だちに管轄するがん登録機関へ転送するか、

またはデータを管轄するがん登録機関に受理

するよう申し出なければならない。4 転送さ

れた後で、信用機関によって、残されていた

基礎資料およびデータは、遅滞なく破棄され

なければならない。5 これは、地域がん登録

機関が他に管轄権を有しないときにも、適用

される。 
(2)(2)(2)(2) 1医師もしくは歯科医師は、意図されてい
る届出あるいはすでに行われた届出について、

速やかに患者に通知しなければならない、こ

れは、医師もしくは歯科医師が臨床登録機関

に届出を委託したときにも同様である。2 患

者は、届出に対して異議申立権を有する。3

患者への通知は、それによって患者に健康上

障害が生じることが予想されうるかぎりにお

いてのみ、省略することができる。4 患者に

通知する場合、患者は、異議申立権を有する

ことを指摘されなければならない。5患者は、

自ら要請することにより、届出の内容に関し

ても知らされることができる。6 患者が異議

を申し立てたときには、医師もしくは歯科医

師は、届出を中止し、あるいはすでに届け出

られたデータの抹消を指示しなければならな

い。7 がん登録機関は、医師もしくは歯科医

師に、抹消が行われたことについて書面で通

知しなければならず、医師もしくは歯科医師

は、その通知を患者に伝えなければならない。
8 医師もしくは歯科医師が一文に基づく通知

を行わなかったときは、医師もしくは歯科医

師は、通知が適切な時期に追完されるように

するために、このことを、治療を引き継いだ
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医師もしくは歯科医師に、書面で理由を示し

たうえで伝えなければならない。 
(3)(3)(3)(3) 届出の中で、患者が届出について通知さ
れたか否かが、申告されなければならない。 
(4)(4)(4)(4) 届出は、統一書式で、あるいは機械的に
処理できるデータ記憶媒体で提供されなけれ

ばならない。        
(5)(5)(5)(5) 1 届出に対して、届出報酬が与えられる。
2 バイエルン州労働社会、家庭、女性保健省

は、これについて詳細を定める。 
(6)(6)(6)(6) 1保健所は、信用機関に、またはその求め
に基づき当該地域を管轄する臨床登録機関に、

すべての検死証明書のコピーもしくは検死証

明書から得られるデータを、機械的に処理で

きる形式で送付する義務を負う。2 一文は、

故人が生前に一項による届出に異議を申し立

てたか否かにかかわらず、適用される。 
 
第第第第 6666条条条条    （臨床登録機関の責務と権限）（臨床登録機関の責務と権限）（臨床登録機関の責務と権限）（臨床登録機関の責務と権限）    
(1)(1)(1)(1) 1医師もしくは歯科医師は、バイエルン州
労働社会、家庭、女性保健省によって一五条

一号に基づいて定められた臨床登録機関にの

み、五条一項による届出を委託することがで

きる。2 臨床登録機関は、五条一項による信

用機関への届出の前に、届け出られたデータ

を論理性および完全性、ならびに届出の重複

について審査する権限を与えられる。3 臨床

登録機関は、必要なかぎりで、委託した医師

に対して問い合わせることによってデータを

補正する。4 臨床登録機関は、その目的のた

めに、この届け出られた疫学的データ（四条

二項）を処理し利用することができる。5 個

人識別データ（四条一項）の処理と利用は、

当事者の同意によってのみ許される。 
(2)(2)(2)(2) 五条六項により保健所から信頼機関に送
付された検死証明書のデータは、直接的にも

臨床登録機関に送付されることができ、臨床

登録機関によって処理され利用されることが

できる。 
 
第第第第 7777条条条条    （信用機関）（信用機関）（信用機関）（信用機関）    
(1)(1)(1)(1) 医師の指導の下にある信用機関は、 
1. 論理性と完全性の観点から、届け出られた
データを審査し、かつそのデータを必要なか

ぎりで届出機関に問い合わせることによって、

補正しなければならない。 
2. 五条六項に基づいて保健所から送付され
た検死証明書のコピーもしくはそこから得ら

れるデータを、届け出られたデータと同様に、

処理しなければならない。 
3. 個人識別データと疫学的データとを分離
し、別々のデータ記憶媒体に収納しなければ

ならない。 
4. 個人識別データを、一〇条一項によって暗
号化しなければならず、かつ一〇条二項によ

り管理番号を形成しなければならない。 
5. 届出事項を、九条一項により登録機関へ送
付しなければならず、登録機関による処理の

完了後遅滞なく、遅くとも送付がなされてか

ら三ヵ月以内に、当該患者に関わるすべての

データを抹消しなければならず、かつ五条六

項により保健所から送付された検死証明書の

コピーもしくはそこから得られたデータを含

む届出の基礎として用いられた基礎資料を破

棄しなければならない。 
6. 一一条一項によって許可された場合は、個
人識別データを照合し、もしくは解読し、一

一条三項二文に基づいて追加される届出事項

を届出機関に対して問い合わせ、患者の同意

を得るよう必要なかぎりで指示し、申請機関

にデータを送付し、かつ一一条一項および同

条三項二文により得られたデータおよび一一
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条一項により用意されたデータを抹消しなけ

ればならない。 
7. 一二条一項の場合は、報告を行い、もしく
はデータがもはや信用機関に存在しないかぎ

りで、登録機関に対して必要なデータの提供

を要請しなければならない。 
8. 患者が届出に対して異議を申し立てたと
きは、届け出られたデータが抹消され、かつ

存在する基礎資料が破棄されるよう指示しな

ければならない、すなわち抹消を有効とみな

さなければならず、かつ医師もしくは歯科医

師に、抹消が行われたことにつき、書面で通

知しなければならない。 
(2)(2)(2)(2) 1信用機関は、バイエルン州データ保護法
七条に従って必要な技術的、組織的な措置を

とらなければならない。2 信用機関は、とく

に一時的に存在する個人識別データが権限な

く閲覧、もしくは利用されえないことを保障

しなければならない。 
 
第第第第 8888条条条条    （登録機関）（登録機関）（登録機関）（登録機関）    
(1) (1) (1) (1) 医師の指導の下にある登録機関は、 
1. 送付されたデータを、蓄積し、管理番号に
より既存の一連のデータと照合し、論理性を

審査し、補正しもしくは補完しなければなら

ない。登録機関は、信用機関に問い合わせる

ことができ、かつ信用機関に処理の終了につ

いて通知しなければならない。 
2. 管理番号を手がかりに、疫学的データの補
正と補完のために、定期的に、他の地域がん

登録機関のデータと照合しなければならない。

この照合は、ベルリンのローベルト・コッホ

研究所によっても引き継がれうる。 
3. 疫学的データを、一条二項に掲げられた目
的を達成するために、処理し利用しなければ

ならない。 

4. 疫学的データを、一年に一回、ローベル
ト・コッホ研究所に設けられた「ドイツ中央

がん登録機関(Dachdokumentation Krebs)」
に統一された形式で送付しなければならない。 
5. 一一条一項により許可された場合は、適切
な計画の実現のために、必要な届出事項を信

用機関に対して送付しなければならない。 
6. 一二条一項の場合は、求めがあれば、必要
なデータを信用機関に送付しなければならな

い。 
7. 信用機関を通じて患者へ通知した後に、患
者が自分の届け出られたデータの蓄積に対し

て異議を申し立てたときは、そのデータを抹

消しなければならない。 
(2)(2)(2)(2) 1 一項三号および四号に従ったデータは、

登録機関によって、その送付の前に匿名化さ

れなければならない。2 そのデータは、受領

機関によって、そのデータが提供された目的

のためにのみ、処理され利用されることがで

きる。 
 
第第第第 9999条条条条    （登録機関によるデータの蓄積）（登録機関によるデータの蓄積）（登録機関によるデータの蓄積）（登録機関によるデータの蓄積）        
(1) (1) (1) (1) 登録機関において、個々の患者について、
以下の届出事項が、自動化された処理方法に

より蓄積される。 
1. 非対称的に暗号化された個人識別データ 
2. 疫学的データ 
3. 管理番号 
4. 届出医師もしくは歯科医師の氏名および
住所、届出を委託した医師もしくは歯科医師

の氏名、住所、ならびに届出臨床登録機関の

住所、ならびに五条六項により送付を行う保

健所の住所 
5. 届出がなされたことについての患者への
通知 
(2)(2)(2)(2) 登録機関による暗号化されていない個人



 118 

識別データの蓄積は、許されない。七条一項

三号および五号は、本項により影響を受けな

い。 
 
第第第第 10101010条条条条    （個人識別データの暗号化および管（個人識別データの暗号化および管（個人識別データの暗号化および管（個人識別データの暗号化および管

理番号の形成）理番号の形成）理番号の形成）理番号の形成）    
(1)(1)(1)(1) 1個人識別データは、非対称性の暗号形成
法により、暗号化されなければならない。2

その適用されるべき方法は、技術水準に添っ

たものでなければならない。 
(2)(2)(2)(2) データ補正および補完のために、ならび
に他の地域がん登録機関のデータとの照合の

ために、管理番号は、すべてのがん登録事業

に連邦レベルにおいて合意された統一の、個

人識別データへの復元を許さない方法で形成

されなければならない。 
(3)(3)(3)(3) 暗号形成法、管理番号形成の方法の選択、
ならびにこのために不可欠なコンピュータお

よびこれに必要とされるコンピュータプログ

ラムの確定は、連邦情報技術保護庁との協議

に基づいて行われなければならない。 
(4)(4)(4)(4) 非対称性の暗号化および管理番号の形成
のために開発され使用されるコンピュータプ

ログラムは、秘密にされなければならず、か

つ信用機関によって、本法の目的を果たすた

めにのみ、使用されることができる。 
 
第第第第 11111111条条条条    （個人を識別するデータの照合、解（個人を識別するデータの照合、解（個人を識別するデータの照合、解（個人を識別するデータの照合、解

読および送付）読および送付）読および送付）読および送付）    
(1) (1) (1) (1) 1保健施策上の措置のために、かつ重要で
しかも他の方法では遂行しえない公共の利益

を有する研究課題について、バイエルン州労

働社会、家庭、女性保健省は、信用機関に対

して、 
1. 個人識別データとバイエルン州地域がん
登録機関のデータとの照合 

2. 必要な、一〇条一項により暗号化された個
人識別データの解読 
および、必要な範囲内でのその送付を、許可

することができる。2 それ以外の場合には、

個人を識別するデータを照合することはでき

ず、また暗号化された個人識別データを解読

し、送付することもできない。 
(2)(2)(2)(2) 1信用機関は、一項によるデータの送付に
先立ち、届出もしくは治療を行う医師もしく

は歯科医師を通じて、解読された個人識別デ

ータもしくは受領機関が特定の個人に帰属さ

せることのできるデータの他人への提供が予

定されているときには、患者の書面による同

意を取りつけなければならない。2 患者が死

亡しているときは、信用機関は、不相応な費

用を伴うことなく可能であるかぎりで、デー

タの送付に先立ち、最近親者の書面による同

意を得なければならない。3その際、配偶者、

子ども、両親、兄弟姉妹が、この順序で、最

近親者とみなされる。4 同一順位の近親者間

で、同意するか否かにつき意見が異なってお

り、かつがん登録機関がこのことを認識して

いるときは、同意は得られなかったものとみ

なされる。5 故人が三文による近親者を有し

ないときは、その地位は、故人と婚姻類似の

共同生活をしていた成人に移る。 
(3)(3)(3)(3) 1データが一項による照合の後に、データ
受領機関により特定の個人に帰属させること

のできないような方法で送付されるときは、

二項による同意の取得は必要でない。2 一項

により許可された研究計画が、ある患者に四

条二項九号ないし一二号に掲げられたデータ

について追加の届出を必要とし、かつこの届

出事項が受領機関により特定の個人に帰属さ

せることができないときは、信用機関は、患

者の同意を得ることなく、必要とされるデー



 119 

タを届出機関に問い合わせ、かつ受領機関に

転送することができる。3 届出機関は、この

届出事項を知らせることができる。4 データ

受領機関は、がん登録機関によって送付され

たデータと結びつけられることによって患者

の識別を可能にするであろう届出事項を、第

三者から得てはならない。 
(4) (4) (4) (4) 必要な同意が得られないときは、一項に
基づいて送付されたデータは、抹消されなけ

ればならない。 
(5)(5)(5)(5) 1識別データの解読のために不可欠なコン
ピュータ、およびこれに必要なコンピュータ

プログラムは、バイエルン州医師会に保管さ

れなければならない。2 一項により解読が許

可された場合には、コンピュータと、適切な

技術上の安全措置によりとくに濫用に対して

保護されたコンピュータプログラムが、許可

された範囲内での使用のために、信用機関に

提供されなければならない。 
(6)(6)(6)(6) 1送付されたデータは、受領機関によって、
書面で申請されかつ許可された目的のために

のみ、処理され利用されることができる。2

データが二年以上蓄積されるときは、患者は、

このことについて、信用機関を通じて指摘さ

れなければならない。3 データは、計画の遂

行のためにもはや必要でなくなったとき、遅

くとも計画が完了したときには、抹消されな

ければならない。 
(7)(7)(7)(7) 受領機関が非公的機関の場合には、この
規定違反を示す十分な手がかりが存在しない

ときにも、監督官庁がデータ保護に関する法

規の施行を監視するという条件で、連邦デー

タ保護法三八条が適用される。 
 
第第第第 12121212条条条条    （患者への回答）（患者への回答）（患者への回答）（患者への回答）    
(1)(1)(1)(1) 1がん登録機関は、患者の申請に基づいて、

患者によって指名された医師もしくは歯科医

師に対して、当該患者自身について記録が蓄

積されているか否か、および事情によっては、

如何なる記録が蓄積されているかを回答しな

ければならない。2 指名された医師もしくは

歯科医師は、がん登録機関からの回答につい

て、口頭によってのみもしくは回答書を閲覧

させることにより、患者に知らせることがで

きる。3 がん登録機関からの書面による回答

および回答書のコピーは、いずれも患者に渡

してはならない。 
(2)(2)(2)(2) 指名された医師もしくは歯科医師は、患
者の同意を得た場合であっても、与えられた

回答を、口頭においても書面によっても第三

者に伝えてはならない。 
 
第第第第 13131313条条条条    （抹消）（抹消）（抹消）（抹消）    
暗号化された個人識別データは、患者の死亡

から五〇年経過したとき、もしくは遅くとも

患者の出生から一三〇年を経過したときには、

抹消されなければならない。 
 
第第第第 14141414条条条条    （秩序違反と罰則）（秩序違反と罰則）（秩序違反と罰則）（秩序違反と罰則）    
(1)(1)(1)(1) 権限なく、暗号化されていない個人識別
データを、自己もしくは他人のために得させ

た者は、25.000ユーロ以下の過料に処する。 
(2)(2)(2)(2) 以下の者も同様に、25.000ユーロ以下の
過料に処する。 
1. 七条一項五号もしくは一一条六項三文に
反して、データを抹消せず、もしくは適時に

抹消せず、または基礎資料を破棄せず、もし

くは適時に破棄しなかった者 
2. 七条一項八号に反して、抹消もしくは破棄
を行うよう指示しなかった者 
3. 八条一項七号もしくは一一条四項に反し
て、データを抹消しなかった者 
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4. 八条二項二文もしくは一一条六項一文に
反して、他の目的で、データを処理もしくは

利用した者 
5. 九条二項に反して、暗号化されていない個
人識別データを蓄積した者 
6. 一〇条四項に反して、コンピュータプログ
ラムを他の目的で使用した者 
7. 一一条一項二文に反して、データを照合し、
解読し、提供した者 
8. 一一条三項四文に反して、届出事項を得さ
せた者 
9. 一二条一項二文に反して、情報を口頭で、
もしくは回答書を閲覧させることにより提供

しなかった者 
10. 一二条一項三文に反して、回答書、もし
くはそのコピーを渡した者、あるいは、 
11. 一二条二項に反して、回答を伝えた者 
(3)(3)(3)(3) 一項と二項に掲げられた行為を、対価と
引き換えに、あるいは自己もしくは他人に利

益を得させることまたは他人に損害を与える

ことを意図して行った者は、二年以下の自由

刑もしくは罰金刑に処する。 
 
第第第第 15151515条条条条    （命令による授権）（命令による授権）（命令による授権）（命令による授権）    
バイエルン州労働社会、家庭、女性保健省は、

この法律を実施するために、およびこの法律

ががん制圧のためにとくにがん罹患に関する

データ基盤の改善のために必要なかぎりで、

省令によって、以下の権限を与えられる。 
1. 六条一項二文ないし四文および二項に従
う権限を与えられる臨床登録機関を定めるこ

と 
2. 臨床登録機関の地域管轄権を個々の場合
に定めること 
3. 個人識別データの照合、解読と提供の許可
に対する権限を、一一条に従って、他の官庁

に移すこと 
 
第第第第 16161616条条条条    （発効と失効）（発効と失効）（発効と失効）（発効と失効）    
(1) (1) (1) (1) 1この法律は、二〇〇〇年一月一日から施
行する。2 ただし、一四条は、二〇〇〇年九

月一日から施行する。 
(2) (2) (2) (2) この法律は、二〇〇五年一二月三一日の
経過とともに失効する。    
(3)(3)(3)(3) 一項とは別に、一四条一項および二項は、
二〇〇一年一二月三一日までは、「25.000 ユ
ーロ」を「50.000ドイツマルク」に読みかえ
るという条件で、適用される。 
 
ミュンヘン、二〇〇〇年七月二五日 
 
バイエルン州政府首相 

 博士 エドムント・シュトイバー 
 （Dr. Edmund Stoiber） 

    

 



 121 

ドイツ・ラインラント－プファルツ州がん登録法 
 

長崎県立大学経済学部 山下 登 
 

癌登録の実施に関する 1999年 12月 22日の
（ﾗｲﾝﾗﾝﾄ･ﾌﾟﾌｧﾙﾂ）州法（ＬＫＲＧ） 
 
 ラインラント－プファルツ州議会は、以下

の法律を議決した。 
 
第１条（本法の目的および規制範囲）第１条（本法の目的および規制範囲）第１条（本法の目的および規制範囲）第１条（本法の目的および規制範囲）    
 (1)本法は、癌の制圧のために、とくに癌に
関する疫学のための基礎データの改善のため

に、悪性新生物の発生に関して、その早期の

段階も含めた個人に関するデータの継続的か

つ統一的収集および収集したデータの処理に

ついて規定する。 
 (2)癌登録機関は、あらゆる形態の癌疾患の

発生および消長傾向を観察し、就中、統計的・

疫学的に評価し、公衆衛生計画および（癌罹

患の）原因究明も含めた疫学研究の基礎を用

意し、かつ予防的および治療的処置の評価に

寄与しなければならない。癌登録機関はとく

に、匿名化されたデータを医学研究のために

自由に利用できるようにしなければならない。 

 

第２条（癌登録機関の運営）第２条（癌登録機関の運営）第２条（癌登録機関の運営）第２条（癌登録機関の運営）    

 (1)癌登録機関は、被融資者たるマインツの

ラインラント・プファルツ州癌センターに設

置される信用機関とマインツ大学付属病院の

医療統計医療記録機関に設置される登録機関

から構成される。管轄省は、法規命令により、

１項に挙げられた施設に代えて他の公的もし

くは私的機関に癌登録の職務を委ねることが

できる。 

 (2)信用機関と登録機関は、場所的かつ人的

に、独立した組織体として互いに独立して運

営される。両機関は、その職務を行使する際

に、両機関の職務を調整する管理機関を利用

することができる。ただし、管理機関は癌登

録機関に存するデータを利用することができ

ない。信用機関、登録機関および両者を調整

するための管理機関はそれらの職務を管轄す

る省の法的および専門的監督に服する。癌登

録機関に存するデータは、ラインラント・プ

ファルツ癌センターの他のデータおよびマイ

ンツ大学付属病院医療統計医療記録機関の他

のデータと分離して保管し、かつ、特別な技

術的組織的処置により、権限なき処理に対し

て保護されなければならない。 

 (3)癌登録事業に要する費用は、届出に対し

て支払われる報酬を含め、州が負担する。た

だし、他の機関が費用を負担する場合は、そ

のかぎりでない。法律上の職務と直接関連し

ない癌登録機関の業務に要する費用は、当該

業務を要請した機関によって負担されねばな

らない。 

 

第３条（概念規定）第３条（概念規定）第３条（概念規定）第３条（概念規定）    

 (1)個人の身上に関するデータ（個人を同定

するためのデータ）とは、患者の同定を可能

にする以下の届出事項をいう： 

  １．姓、名、旧姓、 

  ２．性別、 

  ３．住所、 

  ４．生年月日、 

  ５．初めて癌の診断がなされた期日およ

び、 
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  ６．死亡期日。 

 (2)疫学的データとは以下の届出事項をい

う： 

  １．性別、 

  ２．生まれた年および月、 

  ３．居住地および自治体番号（郵便番号

のことか？）、 

  ４．国籍、 

  ５．職歴（従事した職業、最も長期間従

事した職業および最後に従事した職業の種類

および勤務期間）、 

  ６．ドイツ医療記録医療情報機関によっ

て編集された最新版による、国際疾病分類（Ｉ

ＣＤ）による癌の診断内容。国際腫瘍疾患分

類（ＩＣＤ－Ｏ）による組織学的所見 

  ７．腫瘍の局在（発生部位）、両側性の臓

器についてはいずれの側に発生したかを含む、 

  ８．最初に癌が診断された月および年、

さらに、癌の診断がなされたきっかけ（偶然

の発見、早期発見のための検査、症状に関連

してなされた検査その他）、 

  ９．以前に罹患した癌、 

  10．病気の進行段階（とくに、腫瘍の大

きさおよび転移の程度を表すためのＴＭＮ－

基準による表示）， 

  11．診断の確定方法（臨床所見、組織学

的検査、細胞学的検査、検死等） 

  12．治療方法（治癒的手術および姑息的

手術、放射線治療、化学療法、および他の治

療方法） 

  13．死亡年月 

  14．死亡原因（基礎疾患およびそれ以外

の死亡原因） 

  15．検死が行われた場合にはその旨 

  16．信用機関への届出期日 

 (3)管理番号とは、身上に関するデータにつ

いて付される番号をいう。ただし、身上に関

するデータの再現を可能にするものであって

はならない。 

 

第４条（届出）第４条（届出）第４条（届出）第４条（届出）    

 (1)医師および歯科医師（以下では「届出義

務者」という）および医師または歯科医師か

ら届出を委託された臨床登録機関およびアフ

ターケア機関は、３条１項および２項に掲げ

られた患者に関する記載事項を信用機関に通

知する義務を負う。届出が臨床登録機関もし

くはアフターケア機関によってなされるとき

は、それらの機関は届出の際に、届出を委託

した届出義務者の氏名および住所を知らさな

ければならない。 

 (2)届出義務者は、患者に対し、届出が意図

されていることもしくはすでに届出が行われ

たことをすみやかに通知しなければならない。

病院登録機関もしくはアフターケア機関が届

出を委託された場合も同様である。通知は、

通知により患者に健康上の障害が生じうるこ

とが予想されるかぎりにおいてのみ省略する

ことができる。患者は届出に対して異議を申

立てる権利を有する。通知の際に、患者に対

して異議申立権を有することを指摘しなけれ

ばならない。求めがあれば、届出の内容につ

いても知らさねばならない。届出義務者は、

患者が異議を申立てたときは、届出を中止し、

あるいはすでに届出られたデータの抹消を指

示しなければならない。届出の際には、患者

が届出について知らされたか否かが告げられ

ねばならない。 

 (3)患者と直接接触しない病理医は、１項１

文による義務を免れる。病理医は、２項１文

と異なり、患者に予め通知することなく届出

を行う権限をも有する。届出が病理医によっ
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て行われるときにも、検査標本を送付した届

出義務者の１項１文および２文による義務お

よび病院登録機関もしくはアフターケア機関

の１項による義務は存続する。病理医が患者

に対して届出が意図されていること、もしく

は既に行われたことを通知していないときは、

標本を送付した届出義務者は、そのかぎりに

おいても、２項による手続きをとらねばなら

ず、かつ、患者が異議を申立てたときは病理

医による届出の中止もしくは既に病理医の届

け出たデータの抹消を指示しなければならな

い。病理医は、標本を送付した届出義務者に

対し、届出が行われなかったこと、意図され

ていることもしくは既に行われたことを通知

しなければならず、かつ１項１文および２項

による義務を負うこと、および、患者に通知

することなく届出が意図されている場合もし

くは既に届出が行われた場合においては、本

項４文による義務をも負うことについて指摘

しなければならない。 

 (4)信用機関への届出は、書面、機械的に処

理しうるデータ記憶媒体、もしくは電子的手

段によるデータの送付によって行われる。届

出および届出に対する報酬支払についての詳

細は、管轄省と協議のうえ、信用機関が定め

る。信用機関は、届出に際してデータの保護

がはかられるために必要な技術的かつ組織的

処置を講じるものとする。 

 (5)信用機関はラインラント－プファルツ州

外に常居所を有する患者について届出を受け

たときは、７条１項に掲げられたデータを、

患者の常居所を管轄する癌登録機関にも、管

轄機関に対して適用される規定によるデータ

の受領のために、提供し、かつ求めがあれば

データを送付するものとする。登録機関は、

自らに送付されたデータを信用機関から送付

されたその余のデータと同じように処理しな

ければならない。 

 (6)保健所は、すべての死亡証明書の身上に

関わる部分のコピーもしくはそれから得られ

るデータを、機械的に利用しうる形態で、信

用機関に送付する義務を負う。１文は、死者

が１項による届出に対して生前に異議を唱え

ていたか否かにかかわらず、適用される。 

 

第５条（信用機関）第５条（信用機関）第５条（信用機関）第５条（信用機関）    

 (1)医師の指導する信用機関は以下の業務を

行わねばならない。 

  １．届出られたデータの一貫性および完

全性を吟味し、必要なかぎりで、届出機関に

照会することにより届出られたデータを補正

すること、 

  ２．４条６項に基づき保健所から送付さ

れた死亡証明書の身上に関する部分のコピー

もしくはそれから得られるデータを届出られ

たデータと同様に処理し、かつ必要なかぎり

で、死亡証明書を発行した医師に照会するこ

とにより補正すること、 

  ３．身上に関するデータと疫学的データ

とを分離し、身上に関するデータを８条１項

により暗号化し、これに８条２項により管理

番号を付けること 

  ４．届出られた内容を７条１項により登

録機関に送付し、登録機関による処理の完了

後遅滞なく、遅くとも送付がなされてから３

ヵ月以内に、当該患者に関わるすべてのデー

タを抹消し、かつ、４条６項により保健所か

ら送付された死亡証明書のコピーもしくはそ

れから得られたデータを含む届出の基礎とし

て用いられた資料を破棄すること、 

  ５．９条１項により許可された場合につ

き、個人を同定するデータを照合し、もしく
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は解読し、９条３項２文に基づいて追加され

る届出事項を届出機関に照会し、必要なかぎ

りで、申請機関にデータを送付し、９条１項

および同条３項２文により獲得されたデータ

および９条１項により提供されたデータを抹

消すること、 

  ６．１０条１項の場合において、報告を

行い、もしくはデータが最早信用機関に存在

しないかぎりで、登録機関に対して必要なデ

ータの提供を要請すること、および、 

  ７．患者が届出に対して異議を唱えたと

きに、届出られたデータを抹消しかつ、存在

する資料を破棄するよう指示すること、およ

び、異議を届出た機関に抹消が行われたこと

を通知すること。 

(2)信用機関は、州を跨がる疫学的データの照

合、収集もしくは利用処置に際して、必要な

範囲で協力する。信用機関はこのために、と

くに、登録機関に対して、管理番号および疫

学的データの提供を求め、この処置のために

のみ使用されかつ身上に関するデータの再現

を不可能にする特別の鍵によって、登録機関

から得た管理番号を再暗号化し、かつ、再暗

号化された管理番号を疫学的データとともに、

照合、収集もしくは利用する機関に送付しな

ければならない。信用機関は他の癌登録機関

の管理番号および疫学的データを受領したか

ぎりにおいて、管理番号を新たに付するもの

とする。それ以外の点では、信用機関は、一

連のデータを４条による届出と同様に処理す

るものとする。 

 (3)信用機関は、本法の規定のデータ保護に

適った実施および他の法規に含まれているデ

ータ保護に関する規定の遵守が保障されるよ

うにするために、必要な技術的、組織的処置

を講じなければならない。信用機関はとくに、

一時的に存在する個人を同定するデータが権

限なしに閲覧されもしくは利用されえないよ

うにするための処置を講じなければならない。 

 

第６条（登録機関）第６条（登録機関）第６条（登録機関）第６条（登録機関）    

 (1)登録機関は、以下の業務を行わねばなら

ない。 

  １．送付されたデータを蓄積し、管理番

号により既存の一連のデータと照合し、論理

的一貫性の有無を吟味し、補正し、もしくは

補充しなければならない；登録機関は、信用

機関に再度問い合わせることができ、かつ、

処理が完了したことを信用機関に通知しなけ

ればならない。 

  ２．管理番号を手がかりに、疫学的デー

タをその補正および補充のために、可能なか

ぎりで、他の住民に関する癌登録機関と、一

定の期間ごとに照合しなければならない。 

  ３．疫学的データを１条２項に掲げられ

た目的を達成するために処理しなければなら

ない。 

  ４．９条１項により許可されたケースｒ

において、適切な計画の実現のために、必要

なデータを信用機関に送付しなければならな

い。 

  ５．１０条１項の場合において、求めが

あれば必要なデータを信用機関に送付しなけ

ればならない。 

  ６．信用機関による通知ののちに、蓄積

することに対して患者が異議を唱えた、届出

られたデータを抹消し、かつ、抹消されたこ

とを信用機関に通知しなければならない。 

 (2)登録機関は州を跨がる疫学的データの照

合、収集もしくは利用処置がなされるに際し

て協力するものとする。このために管理番号

の再暗号化が必要なかぎりで、登録機関はと
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くに、登録機関に蓄積された管理番号および

データを、必要な範囲で、信用機関に送付し

なければならない；登録機関は信用機関から

送付された他の癌登録機関の管理番号および

疫学的データを受領し、かつ処理しなければ

ならない。 

 

第７条（登録機関による蓄積）第７条（登録機関による蓄積）第７条（登録機関による蓄積）第７条（登録機関による蓄積）    

 (1)登録機関は、個々の患者につき、以下の

届出事項を自動化された処理方法により蓄積

する： 

  １．対称不可能な方式により暗号化され

た身上に関するデータ 

  ２．疫学的データ 

  ３．管理番号 

  ４．届出者の氏名および住所、届出が病

院登録機関もしくはアフターケア機関によっ

てなされるときには、届出をこれらの機関に

委託した届出義務者の氏名および住所、４条

６項による送付を行う保健所の住所、および、

届出がなされたことについての患者への通知。 

 (2)登録機関による暗号化されていない身上

に関するデータの蓄積は、許されない。 

 

第８条（身上に関するデータの暗号化、管理第８条（身上に関するデータの暗号化、管理第８条（身上に関するデータの暗号化、管理第８条（身上に関するデータの暗号化、管理

番号の付与）番号の付与）番号の付与）番号の付与）    

 (1)身上に関するデータは、対称不可能な暗

号作成法により、暗号化されなければならな

い。 

 (2)疫学的データの補正、補充および分類の

ために、身上に関するデータの再現を妨げ、

かつ、できるかぎり多くの他の全住民を対象

とする癌登録機関との調整を可能にする方法

により、管理番号が付けられねばならない。 

 (3)暗号作成法、管理番号付与法の選択およ

びこのために必要なデータ処理プログラムの

確定は、連邦情報技術保護庁の意見を聴取し

たのちに行われねばならない。 

 (4)非対称性の暗号化および、管理番号の付

与のために開発されかつ、使用される鍵は、

秘密にされねばならず、かつ信用機関によっ

て、本法の目的を果たすためにのみ使用する

ことができる。技術水準が、身上に関するデ

ータの一時的な解読をともなう再暗号化を必

要とするときは、解読のために必要な鍵およ

び使用される技術的な構成要素が、権限なき

干渉に対して保護されるよう保障されていな

ければならない；鍵が信用機関に蓄積され、

さらに第三者に提供されることを妨げる特別

な処置が講じられねばならない。９条５項２

文が準用される。 

 

第９条（個人を同定するデータの照合、解読第９条（個人を同定するデータの照合、解読第９条（個人を同定するデータの照合、解読第９条（個人を同定するデータの照合、解読

および送付）および送付）および送付）および送付）    

 (1)保険施策上の処置のために、かつ、重要

でしかも他の方法では遂行しえない公共の利

益を有する研究課題について、管轄省は、ラ

インラント－プファルツ州医師会倫理委員会

の意見を聴いたのち、さらに、非公的機関に

データが送付されることが予定されていない

かぎりで、州データ保護担当者の意見を聴い

たのち、信用機関に対して、 

  １．個人を同定するデータと癌登録機関

のデータとの照合および、 

  ２．必要な、８条１項により暗号化され

た身上に関するデータの解読 

  および必要な範囲内でのその送付を許可

することができる。それ以外の場合には、個

人を同定するデータを照合することはできず、

また、暗号化された身上に関するデータを解

読し、送付することもできない；８条４項２

文および１０条はこれにより影響を受けない。 
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 (2)信用機関は、１項によるデータの送付に

先立ち、届出もしくは治療を行う医師もしく

は歯科医師を通じて、解読された身上に関す

るデータもしくはデータを受領した機関が特

定の個人に帰属させることのできるデータの

他者への提供が予定されているときは、患者

の書面による同意を取り付けねばならない。

患者が死亡しているときは、信用機関は、デ

ータの送付に先立ち、最近親者の書面による

同意を取り付けねばならない。ただし、この

ために不相当な費用を要するときはこのかぎ

りでない。その際、配偶者、子、両親、兄弟

姉妹が、順に、最近親者とみなされる。同一

順位の近親者間で、同意するか否かにつき意

見が異なっており、かつ癌登録機関がこのこ

とを認識しているときは、同意は得られなか

ったものとみなされる。死亡した患者が３文

により、近親者を有しないときは、その者と

婚姻類似の共同生活をしていた成年者がこれ

らの者に代わって同意することができる。 

 (3)データが１項による照合の後に、データ

を受領した機関により、特定の個人に帰属す

ることができないような方法で送付され、あ

るいは、死者の死亡期日と死亡原因のみが伝

達されたときは、２項による同意を得ること

は必要でない。１項により許可された研究計

画が、ある症例に関して、３条２項９号ない

し１２号に掲げられたデータについて追加の

届出を必要とし、かつ、この届出事項を受領

機関が特定の個人に帰属しえないときは、信

用機関は、２項による同意を取り付けること

なく、必要とされるデータを届出人もしくは

届出機関に問い合わせ、かつ、受領機関に転

送することができる。届出人もしくは届出機

関は、この届出事項を知らせることができる。

データ受領機関は、癌登録機関によって送付

されたデータと結び付けられることによって、

患者の同定が可能になるであろう届出事項を

第三者から得てはならない。 

 (4)必要な同意が得られないときは、１項に

基づいて提供されたデータは抹消されなけれ

ばならない。 

 (5)身上に関するデータを解読するために必

要となる復号鍵を含むデータ処理プログラム

は、ラインラント－プファルツ州データ・情

報処理センターにより保管され、かつ、適切

な組織上および技術上の安全処置により、と

くに濫用に対して保護される。１項により、

解読が許可された場合には、データ処理プロ

グラムおよび復号鍵は、必要なかぎりで、許

可された範囲内での使用のために、信用機関

に提供されなければならない。８条４項２文

は、これにより影響を受けない。 

 (6)送付されたデータは、受領機関によって、

申請されかつ許可された目的のためにのみ、

処理することができる。データが２年以上蓄

積されるときは、このことにつき、信用機関

を通じて患者に指摘しなければならない。デ

ータは、計画の遂行のためにもはや必要でな

くなったとき、遅くとも計画が完了したとき

には、抹消されなければならない；抹消が行

われたことにつき、信用機関に通知しなけれ

ばならない。 

 

第１０条（患者への回答）第１０条（患者への回答）第１０条（患者への回答）第１０条（患者への回答）        

 (1)患者の申立てに基づき、癌登録機関は、

患者によって指名された医師もしくは歯科医

師に対して、当該患者自身について記録が蓄

積されているか否か、および事情によっては、

如何なる記録が蓄積されているかを回答しな

ければならない。指名された医師もしくは歯

科医師は、癌登録機関からの回答を口頭によ
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ってのみもしくは、通知書を閲覧させること

により、患者に知らせることができる。癌登

録機関の書面による回答および回答書のコピ

ーは、いずれも患者に渡してはならない。 

 (2)指名された医師もしくは歯科医師は、患

者の同意を得た場合であっても、与えられた

回答を、口頭においても書面によっても第三

者に転送してはならない。 

 

第１１条（身上に関するデータと届出登録機第１１条（身上に関するデータと届出登録機第１１条（身上に関するデータと届出登録機第１１条（身上に関するデータと届出登録機

関のデータとの照合関のデータとの照合関のデータとの照合関のデータとの照合））））    

 (1)癌登録の完全性を検証するために、ライ

ンラント－プファルツ州データ・情報センタ

ーは、届出官庁の委託に基づき、それに伴う

費用の支払いと引換えに、信用機関に対し、

氏名の変更、転入、他の州への転出もしくは

死亡の場合において、信用機関によって定め

られた時期に、ただし１年に２回を超えない

限度で、以下に掲げるデータを通知する： 

  １．氏名 

  ２．旧姓 

  ３．生年月日 

  ４．性別 

  ５．現住所 

  ６．最後の旧住所および、 

  ７．氏名変更の期日、転入もしくは転出

期日または死亡期日 

 (2)信用機関は、１項により送付されたデー

タを４条による届出と同様に処理するものと

する。登録機関は、送付されたデータを信用

機関によって送付されたその他のデータと同

様に処理しなければならない。登録機関に存

在する一連のデータとの照合により、当該個

人について全くデータが蓄積されていないこ

とが明らかとなったときは、遅滞なく、デー

タを抹消しなければならない；登録機関は信

用機関に対して、抹消が行われたことを通知

しなければならない。 

 

第１２条（小児癌登録）第１２条（小児癌登録）第１２条（小児癌登録）第１２条（小児癌登録）    

 マインツ大学付属病院医療統計・医療記録

機関に設けられた小児癌登録機関は、蓄積さ

れているデータを、３条１項および２項およ

び７条１項および５号に掲げられた届で事項

に照応するかぎりで、患者の常居所もしくは

最終常居所を管轄する癌登録機関に、当該機

関に対して適用される規定に基づいてデータ

を受領させるために、提供し、かつ求めがあ

れば、送付するものとする。信用機関と管理

機関は、送付されたデータを本法の規定にし

たがって届出られたデータと同様に、処理す

ることができる。それ以外の点では、小児癌

登録機関は、本法の規定によって影響を受け

ない。 

 

第１３条（抹消）第１３条（抹消）第１３条（抹消）第１３条（抹消）    

 暗号化された身上に関するデータは、患者

の死亡から５０年経過したときもしくは遅く

とも、患者の出生から１３０年を経過したと

きは、抹消されなければならない。 

 

第１４条（罰則）第１４条（罰則）第１４条（罰則）第１４条（罰則）    

(1)以下の行為を行った者は１年以下の自由

刑もしくは罰金刑に処する。 

  １．５条１項４号、９条６項３文もしく

は１３条に反してデータを抹消せず、もしく

は適時に抹消せず、または資料を破棄せず、

もしくは適時に破棄しなかった者、 

  ２．５条１項５号、６条１項６号、９条

４項もしくは１１条２項３文に反して、デー

タを抹消しなかった者 

  ３．５条１項７号に反して、抹消もしく
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は破棄を勧告しなかった者、 

  ４．７条２項に反して、暗号化されてい

ない身上に関するデータを蓄積した者、 

  ５．８条４項１文に反して、鍵を他の目

的のために使用した者 

  ６．９条１項２文に反して、データを照

合し、解読し、もしくは送付した者 

  ７．９条３項４文に反して、届出事項を

入手した者、 

  ８．９条６項１文に反して、データを他

の目的のために処理した者、 

  ９．１０条１項２文に反して、情報を口

頭で、もしくは通知書を閲覧させることによ

り提供しなかった者、 

  10．１０条１項３文に反して、回答書、

もしくはコピーを渡した者、 

  11．１０条２項に反して、回答を第三者

に転送した者 

 (2)前項の行為が、対価を得て、または、自

らもしくは他者に利益を得させもしくは他者

に損害を与えることを意図して行われたとき

は、２年以下の自由刑もしくは罰金刑に処す

る。 

 

第１５条（経過規定）第１５条（経過規定）第１５条（経過規定）第１５条（経過規定）    

 (1)１９９７年７月１日以前に、癌登録機関

の設立途上で、もしくはモデル的試みの場面

において、本人またはその身上監護権者の同

意を得てデータが蓄積されたかぎりで、当該

データは、本法に基づいて届出られたデータ

と同様、癌登録機関において処理することが

できる。 

 (2)１９９４年１１月４日の連邦癌登録法

（BGBl.ⅠS.3351）に基づき、１９９７年７月

１ 日の州癌登録法（GVBl.S.167）の規定に

したがって蓄積されたデータは、この法律に

基づいて蓄積されたデータとみなされる。 

 

第１６条（施行期日）第１６条（施行期日）第１６条（施行期日）第１６条（施行期日）    

 (1)この法律は、２０００年１月１日から施

行する。 

 (2)この法律の施行と同時に、１９９７年７

月１日の州癌登録法（GVBl.S.167, BS2126-5）

は、失効する。 

 

マインツ，１９９９年１２月２２日 

 

州政府首相 

クルト・ベック（Kurt Beck） 
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ドイツ．シュレースヴィヒ・ホルシュタイン州がん登録法 
 

放射線影響研究所 増成 直美（訳） 
 

がん登録の実施に関する一九九九年一〇がん登録の実施に関する一九九九年一〇がん登録の実施に関する一九九九年一〇がん登録の実施に関する一九九九年一〇

月二八日のシュレースヴィヒ・ホルシュタ月二八日のシュレースヴィヒ・ホルシュタ月二八日のシュレースヴィヒ・ホルシュタ月二八日のシュレースヴィヒ・ホルシュタ

イン州法（州がん登録法：イン州法（州がん登録法：イン州法（州がん登録法：イン州法（州がん登録法：LKRGLKRGLKRGLKRG））））    
 
州議会は、以下の法律を議決した。 
 
第第第第 1111条条条条    （本法の目的と規制範囲）（本法の目的と規制範囲）（本法の目的と規制範囲）（本法の目的と規制範囲）    
がん登録事業の運営者と責務 
(1)(1)(1)(1) 本法は、がん制圧のために、とくにが
んに関する疫学のための基礎データ改善の

ために、シュレースヴィヒ・ホルシュタイ

ン州がん登録事業（がん登録事業）による

がん発生に関する個人および疾病に関連す

る疫学的データの継続的処理について規定

する。 
(2)(2)(2)(2) がん登録事業の運営者は、シュレース
ヴィヒ・ホルシュタイン州である。 
(3)(3)(3)(3) がん登録事業は、あらゆる形態のがん
疾患の発生とその消長傾向を観察し、とく

に統計的疫学的に評価し、公衆衛生計画お

よびがん罹患の原因究明を含めた疫学研究

の基盤のために、とりわけ匿名化されたデ

ータを用意しなければならず、かつ予防的

および治療的処置の評価に寄与しなければ

ならない。 
 
第第第第 2222条条条条    （がん登録機関の構成）（がん登録機関の構成）（がん登録機関の構成）（がん登録機関の構成）    
(1)(1)(1)(1) がん登録機関は、常に独立で、場所的、

組織的、人事的にも互いに分離された信用

機関と登録機関から構成される。 
(2)(2)(2)(2) シュレースヴィヒ・ホルシュタイン州
医師会は、指示に従った履行のために、医

師の指導の下で、信用機関の責務を果たす。 
(3)(3)(3)(3) 1リューベックにある社団法人がん疫学
研究所は、公法上の行為形式に基づいて処

理するために、および指示に従った履行の

ために、登録機関の責務を果たす。2 管轄

機関は、その研究所の理事会である。 
(4)(4)(4)(4) 1州最高保健庁は、州登録局として、信
用機関に関する専門監督と、登録機関に関

する監督を行う。2 登録機関に関する監督

の範囲と手段に関しては、州行政法規の一

五条二項、一六条一項および三項、ならび

に一八条三項が準用される。3 三項により

研究所が解散される場合には、州登録局は、

蓄積されているデータの安全を確保する。4

確保されたデータが蓄積限度を超えるかぎ

りで、州登録局は、確保されているデータ

を処理することはできない。5 登録機関の

責務が他の機関に委託されるかぎりで、確

保されたデータのこの機関への提供が、許

可される。 
(5)(5)(5)(5) 1個人を認識させるデータを州登録局に
提供すべき旨の州登録局の指示は、許可さ

れない。2 個人を識別するデータと疫学的

データとの照合は、九条一項と一〇条に従

う場合以外は、禁じられる。 
 
第第第第 3333条条条条    （定義）（定義）（定義）（定義）    
(1)(1)(1)(1) 個人識別データとは、以下の届出事項
をいう。 
1. 姓、名、出生名および旧姓 
2. 性別 
3. 住所 
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4. 出生地と出生年月日 
5. 原発腫瘍診断日、および、 
6. 死亡年月日 
(2)(2)(2)(2) 1名前コードとは、添付資料として添え
られた表に基づいて確定されたコード番号

をいう。2 添付資料は、この法律の構成部

分である。 
(3)(3)(3)(3) 発症住所とは、新生物の初回診断の時
点での居住地とその郵便番号、必要な場合

には、通りと番地に限定された住所の届出

事項をいう。 
(4)(4)(4)(4) 届出義務のある早期段階とは、まだ浸
襲性を有するまでに進行していない悪性新

生物の早期の形態をいう。元の状態に戻り

うる前がん状態は、それに入れない。 
(5)(5)(5)(5) 疫学的データとは、以下の届出事項を
いう。 
1. 性別、多胎児特性 
2. 出生地と出生年月日 
3. 発症住所の郵便番号および市町村標示
番号 
4. 国籍 
5. 推定される原因に関する届出事項 
6. 職業病としての届出 
7. 国際疾病分類（ICD）基準による診断 
8. 腫瘍の部位 
9. 原発腫瘍診断年月 
10. 以前に腫瘍に罹患したことがあるとき
はその旨 
11. 臨床進行度 
12. 診断確定方法 
13. 治療方法 
14. 死亡年月 
15. 死因（原疾患）、ならびに、 
16. 解剖の有無 
(6)(6)(6)(6) 1患者番号とは、個人に属する一連のデ

ータの統一的標識づけのために、信用機関

によって定められた個人を識別する届出事

項を含まない通し番号をいう。2 患者番号

が匿名で届出られた患者の識別のために利

用されることは、許されない。 
 
第第第第 4444条条条条    （届出）（届出）（届出）（届出）    
(1)(1)(1)(1) 1医師、歯科医師（届出人）は、シュレ
ースヴィヒ・ホルシュタイン州に通常居住

する患者について、早期の段階を含めた悪

性新生物に関して、二項ないし五項を留保

して、六項に定められた用紙もしくは一連

のデータで、信用機関に届け出ることを義

務づけられる（届出義務）。2病理学者およ

び病理学研究所は、その届出において、さ

らにつけ加えて、鑑定された検査材料の送

付者をも申告しなければならない。3 届出

義務は、アフターケア機関に患者の同意を

得たうえで記録用紙が送られ、アフターケ

ア機関が届出人の委託によりその住所とと

もに届出をなしたときに、履行されたもの

とみなされる。4 届出義務は、悪性新生物

の最初の診断から三年の経過とともに消滅

する。5 信用機関は、州登録局と協議のう

え、特定の多重悪性新生物に関しては、届

出が一度行われれば足りる旨を定めること

ができる。 
(2)(2)(2)(2) 1二人以上が共同で活動している届出人、

届出人が雇用されている機関の医師の指導

部、およびアフターケア機関が、届出機関

を構成する。2 これらは、届出人として、

各悪性新生物の届出がなされることを保障

しなければならない。3 他の届出機関によ

る届出は、自己の届出義務を免除しない。 
(3) (3) (3) (3) 1届出人は、以下に掲げる患者について、
届出権を有する。 
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1. シュレースヴィヒ・ホルシュタイン州に
常居所を有する患者について、一九九七年

からこの法律の施行まで、および届出義務

が消滅した後における悪性新生物の届出に

関して、および、 
2. シュレースヴィヒ・ホルシュタイン州に
通常住んでいない患者について、当該患者

が自己の居住地を管轄するがん登録機関も

しくはその信用機関へのデータの送付、お

よびそこで有効な規定に従ったデータの処

理に同意するかぎりで 
2 この場合、信用機関は、そのデータを適

切な方法で転送し、そこに蓄積されたデー

タを遅滞なく破棄する。 
(4)(4)(4)(4) 1届出人は、患者に、届出義務または届
出権を有することについて、がんに罹って

いることの説明が行われているかぎりで、

知らせなければならない。2 この場合、患

者に、届出の内容が開示されるべきであり、

個人識別データに基づき実名での届出が第

三者によっても研究においてデータとして

利用されうることについて、患者の同意が

取りつけられなければならない。3 この同

意が得られないときは、九条一項の要件の

下で氏名および住所を送付のために自由に

使用させるよう、患者に求めるものとする。
4 届出人は、適切な要求がなされた場合に

は、同意を得た後に、このデータを送付す

る義務を負う。 
(5)(5)(5)(5) 1患者が実名での届出に同意しないとき
は、患者は、名前コード、三条一項二号お

よび四号ないし六号に掲げられた届出事項

と、発症住所、ならびに届出人によって作

成されるべき問合わせ一覧表において患者

をとくにその住所で分類する問合わせ一覧

表番号の使用を通じて、匿名化される。2

届出は、四項二文もしくは三文に従った通

知または同意があったかどうかについて申

告しなければならない。3 匿名の届出に対

して、常居所がシュレースヴィヒ・ホルシ

ュタイン州にある患者による異議申立ては、

許されない。 
(6)(6)(6)(6) 1州登録局は、州データ保護担当者と協
議のうえで、疫学的データ届出用の申告用

紙の見本と電子的データ記憶媒体にふさわ

しい一連のデータの利用マニュアルを定め

る。2届出機関がすでに存在しないときは、

五項に従った問合わせ一覧表は、保管のた

めに、州データ保護担当者に譲渡されなけ

ればならない。 
(7)(7)(7)(7) 1区保健所は、信用機関に、届出と同様
にそこで処理されるすべての死亡証明書中

の必要なデータを送付する義務を負う。2

これまでに登録されていない患者のデ－タ

は、その際、匿名で登録されなければなら

ない。3すでに匿名で登録されたデータに、

個人識別データを添付することは許されな

い。 
(8)(8)(8)(8) 1悪性新生物の届出に対しては、信用機
関は、報酬を支払う。2 州最高保健庁は、

行政規則によって、その詳細を定める。 
 
第第第第 5555条条条条    （管理番号）（管理番号）（管理番号）（管理番号）    
(1)(1)(1)(1) 個人識別データへの復元が管理番号を
通じては不可能であるときは、他州の地域

がん登録機関のデータとの照合のために、

管理番号は、連邦レベルにおいて合意され

た統一的手続によって形成されうる。 
(2)(2)(2)(2) 1管理番号の形成手続は、秘密にされな
ければならない。2 そのためのコンピュー

タプログラムは、信用機関によって、この

目的のためにのみ使用されうる。 
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(3)(3)(3)(3) 管理番号の形成に関する現行規定と合
意は、これによって影響を受けない。 
 
第第第第 6666条条条条    （信用機関での手続）（信用機関での手続）（信用機関での手続）（信用機関での手続）    
(1)(1)(1)(1) 1信用機関は、届け出られたデータの論
理性と完全性を審査しなければならず、か

つ必要な場合には、届け出られたデータを

補正しなければならない。2 信用機関は、

実名での届出の場合には個人識別データを

三条一項に従って蓄積し、匿名の届出の場

合には以下のものを蓄積する。 
1. 名前コード 
2. 三条五項一号ないし三号、九号および一
四号に従ったデータ 
3. 問合わせ一覧表番号、および、 
4. 四条四項による患者への通知と患者の
同意に関する届出事項 
2 信用機関は、すべての届出について、さ

らに加えて管理番号と患者番号および届出

機関と届出人に関する届出事項をも蓄積す

る。3 三条五項による疫学的データは、別

のデータ記憶媒体に収納されなければなら

ない。4 それぞれの一連のデータに対して

五条により管理番号が、および同一人に関

わるすべての届出に対しては三条六項によ

り一義的な患者番号が、形成されなければ

ならない。5届け出られた一連のデータは、

すでに蓄積されている一連のデータと照合

されうる、この照合は、匿名の届出の身元

を明らかにするものであってはならない。 
(2)(2)(2)(2) 1登録機関に対して、以下のデータを送
付しなければならない。 
1. 必要なかぎりで、三条五項七号に基づく
届出事項に関しては、暗号文にされていな

いものも含めた疫学的データ 
2. 管理番号と患者番号 

3. 届出機関の種類、郡に属さない都市もし
くは郡によって示されるその所在地、およ

び届出年月日 
4. 四条四項による患者への通知と患者の
同意に関する届出事項 
5. 死亡証明書から得られたデータ 
2 一号によるデータ、ならびに届出に伴っ

て送付された基礎資料およびデータは、信

用機関において処理の完了後、遅くとも送

付の三ヵ月後には、破棄または抹消されな

ければならない。 
(3)(3)(3)(3) 1信用機関は、臨床研究の支援のために、
臨床登録機関の申請に基づいて、性、氏名、

出生名および出生年月日によって指定され

た故人について、患者番号を確定し、それ

を登録機関に送付することができる。2 登

録機関は、信用機関に、この患者番号で蓄

積されている死亡年月とその死因を、臨床

登録機関への公表のために伝達することが

できる。 
 
第第第第 7777条条条条    （登録機関での手続）（登録機関での手続）（登録機関での手続）（登録機関での手続）    
(1) (1) (1) (1) 1登録機関は、信用機関から六条二項に
より送付された一連のデータを、管理番号

および患者番号を媒介として、存在する一

連のデータと照合し、論理性について審査

し、補正し、もしくは補完し、蓄積しなけ

ればならない。2登録機関は、信用機関に、

審査の終了を通知しなければならない。3

管理番号は、疫学的データの補正および補

完のために、定期的に、ローベルト・コッ

ホ研究所の関与の下、他の地域がん登録機

関のそれと照合されなければならない。 
(2)(2)(2)(2) 1登録機関は、毎年、シュレースヴィヒ・
ホルシュタイン州の疫学的データを掲載し

た基本報告書を作成しなければならない。2
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その基本報告書は、州登録局と区保健所に、

送付されなければならない。3登録機関は、

少なくとも三年ごとに、その評価の結果を

公表しなければならない。4 届出庁は、登

録機関の要請に基づいて、登録機関によっ

て記述された市町村の人口を、年齢群およ

び性別ごとに算出し、登録機関に無料で伝

達することを義務づけられる。5 疫学的デ

ータは、一年に一度、ローベルト・コッホ

研究所に設置された「ドイツ中央がん登録

機関(Dachdokumentation Krebs)」へ連邦
レベルにおいて統一された形式により送付

されなければならない。 
(3)(3)(3)(3) 1一項によるデータの処理に対して、シ
ュレースヴィヒ・ホルシュタイン州に常居

所がある患者が異議を申し立てることは、

許されない。2 個人識別データと名前コー

ドの蓄積は、登録機関では許されない。 
 
第第第第 8888条条条条    （抹消）（抹消）（抹消）（抹消）    
患者の死亡から五〇年を経過したとき、も

しくは遅くとも患者の出生から一三〇年を

経過したときには、以下のものは抹消され

なければならない。 
1. 信用機関においては、管理番号と患者番
号以外のすべてのデータ 
2. 登録機関においては、管理番号、患者番
号と疫学的データ以外のすべてのデータ、

および、 
3. すべての届出機関と州データ保護担当
者については、問合わせ一覧表中の記載 
 
第第第第 9999条条条条    （データの照合）（データの照合）（データの照合）（データの照合）    
(1)(1)(1)(1)  1照合が、研究計画の遂行のために重要

で、かつ公共の利益を有する研究計画の遂

行のために必要であるときは、州登録局は、

申請に基づいて、個人関連データと疫学的

データの照合を許可することができる。2

申請には、理由が付されなければならない。
3 研究計画に対して意見の表明が規定され

もしくは要請されているときは、倫理委員

会もしくはがん登録機関諮問委員会の意見

が、申請に付されなければならない。 
(2)(2)(2)(2) 1一項に従った申請が許可されれば、信
用機関は、四条四項により同意を与えた者

の氏名と住所を確定し、これらのデータを

登録機関から送付される疫学的データと暫

定的に照合する。2 申請者が、データの処

理を州データ保護担当者を通じて州データ

保護法二七条に従って管理させ、かつこの

ために生じる費用を負担する義務を負うと

きは、必要な範囲で、申請者がデータを自

由に使用できるようにしておかなければな

らない。3 非公的機関に対する管理業務に

対して、100マルク以上 20000マルク以下
の手数料を徴収することができる。4 一九

七四年一月一七日のシュレースヴィヒ・ホ

ルシュタイン州の管理費法（シュレースヴ

ィヒ・ホルシュタイン州法令集、三七頁）

は、法律の四条によって、一九九八年一二

月二一日に最終修正され（シュレースヴィ

ヒ・ホルシュタイン州法令集、四六〇頁）、

準用される。 
(3)(3)(3)(3) 1信用機関は、二項による送付において、 
1. データの受領機関、および計画責任者 
2. 送付された個人関連データが専らその
ために使用されうる計画 
3. 送付されたデータが保管されうる期日 
を定めなければならない。2 三号による期

間が二年以上にわたるときは、患者は、信

用機関によってその旨を知らされなければ

ならない。3 受領機関へのデータの送付に
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ついては、事後的にも、附随的規定を設け

ることができる。 
(4)(4)(4)(4) 1データの受領機関が送付されたデータ
を第三者にさらに送付することは、許され

ない。2 受領機関は、州登録局に、申請の

決定にとって本質的であったすべての事情

の変化を、遅滞なく、届け出なければなら

ない。3送付のための前提が欠落した場合、

州登録局は、受領機関がデータを抹消しな

ければならないか、それとも信用機関へ返

却しなければならないかを決定する。4 そ

れによって、もしくは三項三号により必要

となる蓄積されていたデータの抹消を、信

用機関へ通知しなければならない。 
 
第第第第 10101010条条条条    （患者への回答）（患者への回答）（患者への回答）（患者への回答）    
(1)(1)(1)(1) 1信用機関は、実名で届け出られた患者
の申請に基づいて、患者の指名する届出人

自身に、信用機関に当該患者の身上に関し

て如何なるデータが蓄積されており、かつ

登録機関に疾患に関して如何なるデータが

蓄積されているのか、あるいは如何なるデ

ータが処理されようとしているのかを、書

面で回答しなければならない。2届出人は、

信用機関の回答について、患者本人に口頭

によってのみもしくは回答書を閲覧させる

ことにより知らせることができる、通知の

事実は文書によって明らかにされなければ

ならない。3 信用機関の回答書も、そのコ

ピーも、患者に渡してはならない。4 回答

書は、口頭によりその内容が患者に伝えら

れた後に、届出人によって破棄されなけれ

ばならない。5 指名された届出人は、患者

の同意を得た場合であっても、与えられた

回答を第三者に伝えてはならない。 
(2) 信用機関は、届出人への回答および届

出人の住所に関わるデータを蓄積しなけれ

ばならず、かつ登録機関から回答として受

け取ったデータを抹消しなければならない。 
 
第第第第 11111111条条条条    （患者への問合わせ）（患者への問合わせ）（患者への問合わせ）（患者への問合わせ）    
(1)(1)(1)(1) 1九条により個人関連データが提供され
た計画の場合には、受領機関は、患者に問

い合わせることができる。2 電話による問

合わせは、許されない。 
(2)(2)(2)(2) 1 口頭での問合わせの意図は、患者に、

予定された期日を告げたうえで少なくとも

三週間前に、書面であらかじめ通知されな

ければならない。2 通知の際に、患者は、

計画の目的と質問の内容について知らされ

なければならず、かつその問合わせへの協

力は、自由意思によるものであることを指

摘されなければならない。3 患者が協力す

る用意のあることを書面で表明し、かつ問

合わせの期日が取り決められたときにのみ、

問合わせが実施されうる。 
(3) 書面による問合わせの場合には、計画
の目的、および協力するか否かが自由意思

に委ねられていることについての通知が、

質問の前になされ、もしくは書面に添付さ

れなければならない。 
 
第第第第 12121212条条条条    （第三者への問合わせ）（第三者への問合わせ）（第三者への問合わせ）（第三者への問合わせ）    
1 九条により送付された個人関連データを

用いる計画の実行のために、患者の書面に

よる同意があるときにのみ、第三者から情

報を得ることができる。2 患者が死亡して

いるときは、信用機関は、不相応な費用を

伴うことなく可能なかぎりで、最近親者の

同意を得なければならない。3 その際、配

偶者、子ども、両親、兄弟姉妹の順序で、

最近親者とみなされる。4 同一順位の親族
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の中で、同意について意見の相違があり、

かつ信用機関がこのことを認識していると

きは、同意は得られなかったものとみなさ

れる。5 故人が、三文による親族を有しな

いときは、故人と同一住居で生活していた

成人が、近親者に代わって同意することが

できる。6 同意を得る際には、患者もしく

は最近親者に対して、計画の目的を知らせ

なければならない。7 一一条三項が、準用

される。 
 
第第第第 13131313条条条条    （疫学的データの送付）（疫学的データの送付）（疫学的データの送付）（疫学的データの送付）    
(1)(1)(1)(1) 1学術研究にとって、または統計的疫学
的評価のために必要であり、かつ必要なか

ぎりで、登録機関から蓄積されていた疫学

的データの送付を受けることができる。2

データは、特定の個人を識別させるもので

あってはならない。データは、個人を確定

しうるものであってはならない。 
(2)(2)(2)(2) 1他の州の州登録局および登録機関への
疫学的データの送付については、一項一文

の制限は、適用されない。2 登録機関は、

申請に基づいて、登録機関に蓄積されてい

たデータを、特定のグループについて編成

し、一括して送付することができる。 
 
第第第第 14141414条条条条    （命令による授権）（命令による授権）（命令による授権）（命令による授権）    
州最高保健庁は、命令によって、以下の権

限を与えられる。 
1. 二条二項もしくは三項に従った責務委
任が終了した場合は、信用機関または登録

機関の責務を、公法上あるいは私法上の他

の法人に、指示に従った履行のための公法

上の行為形式に基づく処理のために委託す

ること、および、 
2. 以下の目的を達成するために、必要なか

ぎりで三条二項とは異なる匿名での届出の

コード化、四条五項とは異なる匿名での届

出の内容および処理、ならびに七条とは異

なる登録機関におけるデータの蓄積のあり

方について規定すること、 
 a. 登録の誤まりを減らすため 
 b. 九条の場合に、個人を再び識別するた
め 
 c. 届出られたデータを他の州の地域が
ん登録機関のデータと照合するため 
 d. データからの身元判明を困難にする
ため、ならびに、 
3. 六条二項一文とは異なり、登録機関への
データの送付の範囲を、登録データの地域

的評価のために必要とされる場合に、より

広範な、個人に関連しないデータにまで拡

張すること 
 
第第第第 15151515条条条条    （罰則）（罰則）（罰則）（罰則）    
(1) (1) (1) (1) この法律の規定に反して、個人関連デ
ータを処理し、もしくはこれを行うよう指

示し、かつそれによって個人の情報自己決

定権を侵害した者は、一年以下の自由刑も

しくは罰金刑に処する。一六条は、本条に

よって影響を受けない。 
(2)(2)(2)(2) 対価と引き換えに、あるいは自己もし
くは第三者に利益を得させまたは他人を害

することを意図して行為した者は、二年以

下の自由刑もしくは罰金刑に処する。 
 
第第第第 16161616条条条条    （秩序違反）（秩序違反）（秩序違反）（秩序違反）    
(1) (1) (1) (1) 以下の者は、秩序違反を犯した者であ
る。 
1. 四条七項、六条一項、もしくは七条三項
に反して、データを非匿名で入手し、もし

くは蓄積し、または七条三項に反して、名
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前コードを蓄積した者 
2. 五条二項に反して、コンピュータプログ
ラムを他の目的で使用した者 
3. 六条二項、八条、もしくは九条四項に反
して、データを抹消せず、もしくは適時に

抹消せず、または基礎資料を破棄せず、も

しくは適時に破棄しなかった者 
4. 一〇条一項三文に反して、回答を患者に
渡した者 
5. 一〇条一項四文に反して、書面による回
答書を破棄しなかった者 
6. 一〇条一項五文に反して、患者の同意の
ある回答を第三者に伝えた者、あるいは、 
7. 一一条一項および二項に反して、問合わ
せを実施した者 
(2)(2)(2)(2) 秩序違反は、100,000 ドイツマルク以
下の過料で罰せられうる。 
 

第第第第 17171717条条条条    （施行期日）（施行期日）（施行期日）（施行期日）    
この法律は、二〇〇〇年一月一日から施行

する。 
 
上記の法律は、これをもって認証され、公

布される。 
 
キール、一九九九年一〇月二八日 
 
州政府首相 ハイデ・ジモニス（Heide 
Simonis） 
法務、連邦・欧問題大臣 ゲルト・バルタ

ー（Gerd Walter） 
内務大臣 博士 エッケハルト・ビーンホル
ツ（Dr. Ekkehard Wienholtz） 
労働、保健社会大臣 ハイデ・モーザー 
（Heide Moser） 
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フランスのガン登録について 
 

摂南大学法学部 寺沢 知子 
 

【資料】 

 情報、ファイルおよび自由に関する１９７

８年１月６日の法律 no78-17（１９９４年７

月１日の法律 no94-548 等による一部改正）

（一部添付） 

 登録国家委員会（CNR）報告におけるガン登

録に関する部分（概要に記述、訳不添付） 

 登録国家委員会に関する１９９５年１１月

６日のアレテ（一部後述） 

 カナダの大学からの質問に対するグロスク

ロード博士（タルン県フランスガン登録網）

の回答（訳添付） 

［上記の各資料の入手に当たっては，在フラ

ンスの松田智大氏に非常にお世話になった。

記して厚くお礼申し上げたい――丸山] 

 

★概要 

★★登録は、「ふさわしい権限を有するチー

ムによる、研究および公衆衛生を目的とした、

特定地域の住民におけるひとつまたは複数の

衛生の状況に関する記名のデータの継続的網

羅的収集（登録国家委員会に関する１９９５

年１１月６日のアレテ第３条―以下の概要に

ついては、おおむね関連法条に記載のアレテ

および法律に依拠した。詳細は、これらを参

照されたい。）」と定義され、資格を付与され

るためには次の手続きを必要とする。すなわ

ち、研究と公衆衛生の各々にとって資格およ

び科学的利益に関する、INSERM および DGS の

科学委員会(一種の行政委員会と思われる)の

資格付与に賛成する意見、既存の登録の維持

の適時性または新登録の創設の適時性につい

ての CNR の資格付与に賛成する意見、研究の

方法論および記名のデータに頼ることの必要

性を対象とする保健衛生領域における研究に

関する情報の処理についての諮問委員会

Comite consultatif の資格付与に賛成する意

見を得ること、情報管理および自由の国家委

員会（以後 CNIL）の承認を得ることの４段階

を経て（アレテ第５条）、登録としての資格を

付与される。資格を付与されると、公的財政

援助の対象となり、医療機関からデータを集

めることができる（グロスクロード博士の回

答および法４０条‐３）。もっとも、グロスク

ロード博士の回答によると、国家 l'etat によ

る資金調達はもはやほとんど内実を伴ってお

らず、事例調査に必要な予算の２０から２

５％でしかない。残りの資金調達は地方のソ

ース（各地方の行政機関）や、私的基金また

は付属の研究計画のための予算からのもので

あるとされている。この登録として認められ

た資格は、すでに機能している登録について

は４年、創設途中の登録については３年の有

効期間を有する。この資格付与は、４年間で

更新される。 

以下は、データの自動的処理の場合における

法律（１９９４年７月１日の法律 no94-548）

に規定されている、記名データの本人の保護

と権利についてである（詳細は、後述の同法

を参照されたい。また、治療および予防の活

動の評価または分析を目的とする保健衛生の

個人データの処理についても１９９９年７月

２７日の法律 no99-641 を参照されたい）。ま

ず、職業上の秘密に関する規定にもかかわら
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ず、医療関係者は、登録として承認されたデ

ータの処理の範囲内で自分が保持している記

名データを伝えることができる。これらデー

タが人の身元の特定を可能にする場合、これ

らのデータは伝達される前にコード化されな

ければならない。しかしながら、データ処理

が副作用観察報告の研究または国家のもしく

は国家間の共同研究の一環として行われる研

究のプロトコールに関連する場合は、コード

化の義務に違背することができる。同様に、

研究の特徴からそうすることが必要であれば、

コード化されずともよい。ただし、データ処

理の結果の提示は、いかなる場合においても、

関係当事者の直接的または間接的な特定を可

能にしてはならない。処理されるデータにア

クセスした人々も刑法典226条―13に規定さ

れた守秘義務を負う。 

自動的に処理される記名データの本人につい

て、自分に関する記名のデータがデータの自

動的処理の目的とすることに反対する権利を

有する。また、研究が特定している生物学的

採取見本の収集を必要とする場合において、

関係当事者の啓発され、説明を受けた同意が、

データ処理の使用に先立って得られなければ

ならない。しかし、死亡原因の証明書上に記

載されている人々も含めて、死亡した人に関

する情報は、当該当事者が生存しているとき

に、書面で拒絶を表明している場合を除いて、

データ処理の目的とすることができる。 

 記名データの本人は、当該データの処理が

始まる前に、個別に、伝えられる情報の性質、

データ処理の合目的性、データの受取人であ

る自然人または法人、アクセス権および訂正

権、先述のデータの自動的処理の目的とする

ことに反対する権利（同意を求める義務）を

有していること、について説明を受けなけれ

ばならない。しかしながら、主治医が裁量の

範囲内で適法な理由であると評価するために、

病人がその診断または重大な予後を知らない

状態で置かれる場合、これらの情報は当該病

人に伝えられることはできない。また、未成

年者について、親権を有する者 les 

titulaires de l'autorite parentale、また

は、法的保護措置を受ける対象となる人につ

いて、後見人は、説明の名宛人であり、かつ、

訂正権や反対する権利を行使する。 

なお、罹患率に関するフランスの登録は、当

初は公の政策もなく、ガン（１９７５年）、先

天的奇形（１９７９年）、虚血性心臓障害（１

９８４年）という、３つの分野において、本

質的には地方のイニシャチブの結果として次

第に実施されていった。政府は、登録が自発

的な進展をすることを望んでいたので、１９

８６年２月１０日のアレテによって、登録国

家委員会（以後 CNR）を創設した。CNR は，保

健衛生と研究の二重の保護監督のもとにおか

れ（保健衛生統括局および保健衛生と医学研

究の国家研究所 Direction Generale de la 

Sante et Institut National de la Sante et 

de la Recherche Medicale）、研究と同時に公

衆衛生についての二つの活動をすることを明

らかにした（以下は、CNRの報告に依拠）。 

★★ガンに関する疫学的データは、ガン発生

の多さのため、その重大性のため、そして、

患者が引き受けなければならない病気のリス

クの要因と予防対策がどのようにされるかと

いう保護の要因を識別することの必要besoin

のために非常に重要である。そのコンテクス

トにおいて、ガン登録は公衆衛生の政策の実

施と評価にとって必要不可欠なデータをもた

らすのである（以下、CNRの報告より）。 

 フランスのガン登録は、バ-ラン県 le 
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Bas-Rhinにおける最初のガン登録の１９７５

年の創設以来、重要かつ急速な発展がみられ

た。とりわけ記述的疫学の領域において、個

別に作業を行うことによって記録された展開

の段階が過ぎると、ガン登録の責任者たちは、

緊密な協力が必要であると気づいた。協力は、

CNR によって技術的に同等であると認められ

たすべての登録を再編成したフランスのガン

登録網の設立にいたる。１９９６年に国家の

公的財政援助を受ける八つの登録（バ-ラン、

ブルゴーニュ（消化器ガン）、カルバドス（消

化器ガン）、コート-ドール（悪性の血液疾患）、

ドゥーブ、タルン、ロレイン（小児ガン）、プ

ロバンス-アルプス-コート-ダジュール（小児

ガン））および国家の公的財政援助を受けない

八つの登録（カルバドス、コート-ドール、婦

人科系のガン）、オート-ガロン（消化器ガン）、

エロル、イゼール、マルティニク、ノルパ-

ドゥ-カレー（ORL ガン）、ソム）がそうであ

る。公衆衛生の INSERM 網、l'ARC,GEFLUC の

資金援助の獲得は、疫学的そして公衆衛生上

の作業により大きなダイナミズムを与えるこ

とができた。 

 当初、同網は、データ比較を容易にするよ

うにガンケースの体系と運営規定を定義して

いた。データ収集に取り組む技術者と医師に

用意された一週間の講座が、１９９６年１月

に、トゥルーズで開催された。その結果、協

力作業が、記述的疫学 l'epidemiologie 

descriptive の領域で企図され、共同出版物

を出すにいたった。さらに最近では、研究は、

衛生システムの政策の評価、すなわち、分析

的疫学epidemiologie analytiqueや予防対策

の評価における協働作業の方向に向かってい

る（グロスクロード博士の回答にも「協働作

業のたまもの」という記述がある）。CNR のガ

ン領域における活動報告の結論として、「フ

ランスのガン登録は記述的疫学のデータの提

供者という伝統的役割に限定されていない。

その大部分は、医療の実施の評価、検診の評

価、分析的疫学研究の実行を可能にする疫学

的研究の実験所となっている。国家の公的資

金援助の永続性、FRANCIM 網における共同研

究の発展、ヨーロッパ研究網における積極的

関係 implication によって、ガン登録は疫学

的研究におけるその地位を強化し、そして、

公衆衛生の決定権保有機関の特権を与えられ

た交渉相手になることができなければならな

い」と記述されている。 

★★国家登録委員会 CNR、および、★★情報

管理および自由の国家委員会 CNIL について

は、次の関連法条を参照されたい。 

 

★関連法条 

情報管理、ファイルおよび自由に関する１９情報管理、ファイルおよび自由に関する１９情報管理、ファイルおよび自由に関する１９情報管理、ファイルおよび自由に関する１９

７８年１月６日の法律７８年１月６日の法律７８年１月６日の法律７８年１月６日の法律 nononono７８－１７７８－１７７８－１７７８－１７    

記名情報に関する法律。記名情報に関する法律。記名情報に関する法律。記名情報に関する法律。 

 

第１章第１章第１章第１章    原則と定義原則と定義原則と定義原則と定義    

第１条 情報管理は、市民個人に供されなけ

ればならない。その展開は国際協力の一環と

して行われなければならない。情報管理は、

人間のアイデンティティにも、個人の人権に

も、プライバシーla vie privee にも、個人

のまたは公的な自由にも侵害を及ぼしてはな

らない。 

 

第２条 人の行動についての評価を含む、い

かなる司法の決定や判決も、利害関係者のプ

ロフィールまたは人格を定義する情報の自動

的な処理を唯一の根拠とすることはできない。 

人の行動に関する評価を含む、いかなる行政
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上のまたは私的な決定も、利害関係者のプロ

フィールまたは人格を定義する情報の自動的

な処理を唯一の根拠とすることはできない。 

 

第３条 人は、いかなる者であっても、自動

的な処理をされるとその結果がその者に対立

するような処理で利用される情報および議論

を知りかつ争う権利を有する。 

… 

 

第２章第２章第２章第２章 CNIL CNIL CNIL CNIL    

第６条 情報管理および自由の国家委員会

une Commission nationale de l'informatique 

et des libertes（以後 CNIL）が創設される。

CNIL は、とりわけ自分の権利・義務に関係が

ある人すべてに知らせ、その人々と打ち合わ

せをし、記名情報の処理に対する情報管理の

実施をコントロールすることにおいて、現行

法の諸規定を尊重することに注意を払う責任

を負う。現行法の尊重に注意を払うために、

CNILは、現行法に規定された場合においては、

条例を発する権限を有する。 

… 

 

第８条 CNIL は独立した行政の権力機関 une 

autorite administrative independante であ

る。 

CNIL は、委任期間または５年につき指名され

た１７名の構成員からなっている。 

〇国民議会および元老院によってそれぞれ選

ばれた２名の国民議会議員と２名の元老院議

員。 

〇同会議によって選ばれた経済と社会評議会

の２名の構成員 

〇コンセイユデタの二人の構成員または元構

成員。このうち１名 l'un d'un grade は少な

くともコンセイユデタの総会によって選ばれ

た、判事の階級と同等である。 

〇破毀院の２名の構成員または元構成員。こ

のうち１名 l'un d'un grade は少なくとも破

毀院の総会によって選ばれた、判事の階級と

同等である。 

〇会計検査院の二人の構成員または元構成員。

このうち１名 l'un d'un grade は少なくとも

会計検査院の総会によって選出された、評議

員の階級と同等である。 

〇情報管理の実践 applications を明確に認

識していると資格を与えられた２名。そのも

のは国民議会議長と元老院議長のそれぞれの

提案にかかるデクレによって指名 nommees さ

れる。 

〇閣議のデクレによって、その権威と権能に

比例して指名 designees された３名の有識者 

委員会は、５年につき、１名の議長および２

名の副議長を互選する。 

委員会は内部規定を明らかにする。 

票が割れた場合、議長の票が優越する。 

委任期間に、議長または委員会の一人の構成

員が自分の任務の履行を中止する場合、その

後継者に委任された任務は、残余の期間に制

限される。 

委員会の構成員の資格は、次のものと両立す

ることができない、すなわち、 

政府のメンバーの資格 

情報処理もしくはテレコミュニケーションで

使用される材料の製造、または、情報処理も

しくはテレコミュニケーションのサービスの

提供に協力する企業における職務遂行、また

は、出資分担の保有。 

委員会がメンバーに言い立てることができる

両立不可かどうかについてを、委員会は、各々

の場合において評価する。 
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辞職の場合以外は、、委員会が定める要件にお

いて委員会によって認められた不都合がある

場合のみ、メンバーの任務を終了させること

ができる。 

… 

 

第１２条 同委員会の構成員およびその代理

人les agentsは、《刑法典４１３条―１０に》

規定された要件において（１９９２年１２月

１６日の法律 no92-1336、２５６条）、その職

務に応じて知りえた事実、行動 actes または

情報 renseinements につき、職業上の秘密

secret professionnel（以下守秘義務）を負

う。ただし、刑法典《２２６条―１３および

２２６条―１４で》以下に規定された（１９

９２年１２月１６日の法律 no92-1336）年次

報告作成の必要については留保される。 

… 

 

第３章第３章第３章第３章    自動的処理を実行するについての予自動的処理を実行するについての予自動的処理を実行するについての予自動的処理を実行するについての予

めの定式めの定式めの定式めの定式    

第１４条 CNIL は、記名情報の公的なまたは

私的な自動的処理が現行法の諸規定に合致し

て実行されることに注意を払う。 

 

第１５条 法律によって処理が自動的になさ

れなければならない場合を除いて、国、公私

立もしくは領土の団体、または公役務を管理

する私法人のために実行される記名情報の自

動的処理は、CNIL が意見を開陳した後にとら

れる規則に則った行為un acte reglementaire

によって決定される。 

同委員会の意見が好意的でないならば、コン

セイユデタの一致した意見に基づきとられた

デクレによる、または、領土の団体に関する

以外は、コンセイユデタの一致した意見に基

づき置かれたデクレによって承認された、行

政の審議機関の決定の名において、その意見

は無視されることはできない、 

委員長の決定に基づいて１回のみ更新可能な

２ヶ月の期間に、委員会の意見が通知されな

い場合、その意見は好意的であると評価され

る。 

 

第１６条 第１５条の規定に従う者以外の者

のために実行される記名情報の自動的処理は、

その実行に先立ち、CNIL への申告の対象とな

らなければならない。 

この申告は、同処理が法の要求するところを

充足するという取り決めを含む。 

CNILによって遅滞なく引き渡された受取証を

受領した後は、申告をした請求者は同処理を

実行できる。処理の実行者はいかなる責任も

免責されることはない。 

 

第１７条 プライバシーla vie privee また

は自由を侵害しないことが明白である、公的

性質または私的性質の処理のうち最も一般的

なカテゴリーに入る処理については、CNILは、

第１９条に掲げられた（処理の）特質に示唆

を得て、簡略化された基準を明らかにし、か

つ、公表しなければならない。 

基準に適合する処理については、基準のひと

つに合致する問いいう簡略化された申告のみ

が CNIL に提出される。CNIL の個別の決定を

除いて、申告の受取証が遅滞なく引き渡され

る。受取証の受領後は、申告の請求者は処理

を実行することができる。処理の実行者はい

かなる責任も免責されることはない。 

 

第１８条 記名のままの処理を実行するため

に自然人の特定を国が収集したものの利用は、
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CNILの意見の後にとられたコンセイユデタの

デクレによって承認される。 

 

第１９条 意見の請求又は申告は次のことを

明確にしていなければならない。すなわち、 

● 請求する人、および、処理の創設の権限を

有する人またはその人が外国に居住している

場合はフランスにおけるその人の代理人、 

● 特質、合目的性、および、場合によっては、

処理の名称、 

● 処理を実行することに責任を負う役務機

関、または、複数の役務機関、 

● 第５章以下に規定されたアクセス権が行

使される役務機関、および、同権利の行使を

容易にするためにとられる方法、 

● その職務を理由に、または、役務の必要の

ために、登録された情報にアクセスした人の

カテゴリー、 

● 処理される記名情報、情報源、保存の期間、

および、情報の報告を受ける資格を与えられ

た名宛人または名宛人のカテゴリー、 

● 情報と関連する関連性、相互連結、または、

他の定式、同様に、第三者への譲渡、 

● 処理ならびに情報の安全保障を確保する

ためにおかれる規定、および、法律によって

保護された秘密の保証、 

● 処理が、いかなる定式をとるにせよ、フラ

ンスの領土内と外国の間の記名情報の発送を

予定される場合。処理が、フランス国外で以

前に実行された作業からフランスの領土内で

部分的に実行される作業の対象である場合も

含む。 

以下に列挙されるものに対するいかなる修正、

または、いかなる処理の廃止も、CNIL に報告

されなければならない。 

以下に列挙される一定のものは、国家の安全、

防衛、および公共の安全保障に関連する記名

情報の自動的処理に関する意見の請求を含め

ることができない。 

 

第４章第４章第４章第４章    記名情報の収集、情報および保持記名情報の収集、情報および保持記名情報の収集、情報および保持記名情報の収集、情報および保持    

第２５条 データの収集に、詐欺的、不忠実

または違法な手段によることは禁じられる。 

 

第２６条 いかなる自然人も、正当な理由で、

自己に関する記名情報が処理の対象とするこ

とに反対する権利を有する。 

この権利は、第１５条に定められた規則に則

った行為において限定的に指定された処理に

は適用されない。 

 

第２７条 記名情報が収集されるその本人は

次のことを知らされなければならない： 

● 回答が義務的な性質か任意的性質か、 

● 回答しないことに対する結果、 

● 情報の名宛人たる自然人または法人 

● アクセス権および訂正権の存在。 

アンケートという方法によってこのような情

報が収集される場合、アンケートはその時効

prescriptions が記載されていなければなら

ない。 

これらの規定は違反の証明に必要な情報の収

集には適用されない。 

… 

 

第５章第５章第５章第５章    アクセス権の行使アクセス権の行使アクセス権の行使アクセス権の行使    

第３４条 身元につき正当性が付与されるい

かなる個人も、当該処理が自分に関係する記

名情報に及ぶかどうかを知るために、場合に

よっては、自分に関係する記名情報の報告を

受けるために、処理されたリストが前２２条

を適用して公にアクセスできるような、その
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ような自動的処理を行うことにつき責任を負

う役務機関または組織に質問をする権利を有

する。 

 

第３５条  アクセス権を有する人 le 

titulaire du droit d'acces は、自分に関係

する情報の報告を得ることができる。 

金額が委員会（CNIL）の決定によって定めら

れ、経済財政省のアレテによって認可される

処理のカテゴリーによって変わりうる、査定

課税による使用料徴収に反対してアクセスの

要求をするアクセス権を有する人には、コピ

ーが渡される。 

しかしながら、ファイルにつき責任を負う者

によって（アクセス権を有する者と）相対し

て付託された委員会は、その者に次のことを

同意する accorder ことができる。すなわち、 

● 応答の期間、 

● 数、反復的または融通のきかない性質によ

る明らかに濫用的な一定の要求を考慮しない

ことの許可。 

本条第１項に述べられた情報の隠蔽または紛

失を心配する理由がある場合、および、裁判

所に提訴する前にも同様、管轄の裁判官に、

このような隠蔽または紛失を避けることがで

きるあらゆる手段が命じられることが請求さ

れることができる。 

 

第３６条 情報が不正確、不完全、不明確、

時代遅れ（有効期限切れ）である、または、

その収集もしくは使用、報告もしくは保存が

禁じられている、そのアクセス権を有する人

は自分に関する情報が訂正される、完全にさ

れる、明確にされる、アップトゥデートまた

は有効にされることを要求することができる。 

事実上の利害当事者がこれを請求する場合、

関係役務機関または組織は修正された登録の

コピーを無料で引き渡さなければならない。 

争いがある場合に、証明責任は、争われる情

報が関係する本人によって報告されたまたは

その同意を得て報告されたことが明らかにさ

れる場合を除いて、アクセス権が行使される

ところの役務機関に課される。 

アクセス権を有する人が情報の修正を獲得す

る場合、３５条を適用して支払われた使用料

は返金される。 

 

第３７条 記名ファイルは、職責を負う組織

が、そのファイルに記載されている記名情報

につき、間違いを知ったり、不完全な性質で

あると知る場合は、職責によってでさえ、完

全にされる、または、訂正されなければなら

ない。 

 

第３８条 情報が第三者に伝えられた場合、

委員会に認められた免除を除いて、その訂正

または無効は当該第三者の通知されなければ

ならない。 

 

第３９条 国家の安全、防衛、および、公的

安全保障に関係する処理に関するものにおい

て、（アクセスの）請求は、委員会宛に向けら

れる。委員会は、有益なあらゆる調査をして

必要な修正に行わせるために、コンセイユデ

タ、破毀院、または、会計検査院に属するま

たは属していた構成員の一人を指名する。指

名された構成員は、委員会の一人の代理人に

アシストしてもらうことができる。 

 

第４０条 アクセス権の行使が医学的性質の

情報に適用される場合、当該情報は、利害当

事者がその目的で指名する一人の医師の仲介
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によってのみ、当該利害当事者に報告される

ことができる。 

… 

 

第５章の２第５章の２第５章の２第５章の２    保健衛生領域における研究を目保健衛生領域における研究を目保健衛生領域における研究を目保健衛生領域における研究を目

的とする記名データの自動的処理的とする記名データの自動的処理的とする記名データの自動的処理的とする記名データの自動的処理    

（１９９４年７月１日の法律 no94-548、第１

条から） 

 

第４０条―１ 保健衛生領域における研究を

目的とする記名データの自動的処理は本法の

諸規定に従う。ただし第１５条、第１６条、

第１７条、第２６条、第２７条は例外とする。 

患者の個人の治療上または医療上の検査を目

的とするデータの処理は、本章の規定に従わ

ない。研究が検査を確保する要員によって行

われ、その排他的使用のためであるとされる

場合、このように収集されたデータから研究

を実行することを可能にする処理も同様、本

章の規定に従わない。 

 

第４０条―２ データ処理実行の請求がある

たびに、衛生領域における研究に関する情報

処理にかかる諮問委員会が、CNIL の係属に先

立って、当該研究の責任を負う大臣のところ

に創設され、保健衛生領域における研究、疫

学、遺伝学そして生物統計 biostatistique に

関して権限を有する人々が構成員となって、

本法の諸規定の点から当該研究の方法論、記

名データに頼ることの必要性そして研究目的

に比べて記名データの適切さについての意見

を表明する。 

諮問委員会は請求者に意見を伝えるために１

ヶ月を有する。意見が伝えられなければ、諮

問委員会の意見は好意的であると評価される。

緊急の場合には、その期間は２週間とするこ

とができる。 

諮問委員会の議長は簡略化した手順を実行す

ることができる。 

さらに、データ処理の実行は CNIL の承認に委

ねられる。CNIL は、データ処理の実行の承認

を請求する者によって CNIL の手に委ねられ

てから、決断を下すための２ヶ月の期間を有

し、この期間は１回だけ更新されることがで

きる。この期間内に決定がなければ、データ

処理は承認される。 

 

第４０条―３ 職業上の秘密に関する規定に

もかかわらず、保健衛生を専門の職業とする

構成員は、４０条―１を適用して承認された

データの処理の範囲内で自分が保持している

記名データを伝えることができる。 

これらデータが人の身元の特定を可能にする

場合、これらのデータは伝達される前にコー

ド化されなければならない。しかしながら、

データ処理が副作用観察報告の研究または国

家のもしくは国家間の共同研究の一環として

行われる研究のプロトコールに関連する場合

は、コード化の義務に違背することができる。

同様に、研究の特徴からそうすることが必要

であれば、コード化されずともよい。[承認の

請求は、コード化の義務に違背することの科

学的および技術的正当化と当該研究に必要な

期間の提示を含む。この期間の後に、データ

は２８条に定められた要件において保存され

処理される。（2000 年 4 月 12 日の法律

no2000-321 によって改正、5条 4号）] 

データ処理の結果の提示は、いかなる場合に

おいても、関係当事者の直接的または間接的

な特定を可能にしてはならない。 

データは、処理の実行を承認された自然人ま

たは法人によって、そのために指名された当



 145 

該研究の責任を負う者によって受け入れされ

る。当該責任者は、情報とデータ処理の安全

保障につき、および、データ処理の合目的性

につき注意を払う。 

データ処理を実行するように要請された人々、

および、処理されるデータにアクセスした

人々は、刑法典 226 条―13に規定された刑罰

によって職業上の守秘を義務付けられる。 

 

第４０条―４ いかなる人も、自分に関する

記名のデータが第４０条―１を対象とする処

理の目的とすることに反対する権利を有する。 

研究が特定している生物学的採取見本の収集

を必要とする場合において、関係当事者の啓

発され、説明を受けた同意が、データ処理の

使用に先立って得られなければならない。 

死亡原因の証明書上に記載されている人々も

含めて、死亡した人に関する情報は、当該当

事者が生存しているときに、書面で拒絶を表

明している場合を除いて、データ処理の目的

とすることができる。 

 

第４０条―５ その人々に対して記名データ

が収集されたり、または、その人々に関する

この様なデータが伝えられる場合に、その

人々は、当該データの処理が始まる前に、個

別に次のことについて、説明される。すなわ

ち、 

１． 伝えられる情報の性質 

２． データ処理の合目的性 

３． データの受取人である自然人または法人 

４． 第５章に規定されたアクセス権および訂

正権 

５． 第４０条―４第１項および第３項に規定

された反対する権利、または、同条第２項に

規定された場合における、同意を求める義務 

しかしながら、主治医が良心に恥じることな

く適法な理由であると評価するために、病人

がその診断または重大な予後を知らない状態

で置かれる場合、これらの情報は当該病人に

伝えられることはできない。 

データが当初データ処理以外の目的のために

収集された場合において、個別に説明義務を

履行しようとしても関係当事者を再び探し出

すことが困難である場合、そのデータ処理は

個別の説明義務に違反する。研究目的でその

人に関するデータの活用をされる人に説明す

る義務の違反は、この点について規定する

CNILに渡された承認の請求書類の中で言及さ

れる。 

 

第４０条―６ 未成年者について、親権を有

す る 者 les titulaires de l'autorite 

parentale、または、法的保護措置を受ける対

象となる人について、後見人は、説明の名宛

人であり、かつ、第４０条―４および第４０

条―５に規定された権利を行使する。 

 

第４０条―７ 本章の規定に関する説明は、

第４０条―１に照準を合わせた治療のために

記名データが伝達されるその元となる予防、

診断そして治療という活動が行われる施設ま

たはセンターはいずれにおいても確保されな

ければならない。 

 

第４０条―８ 本章に規定された要件に違反

しているデータの自動的処理を利用すること

は、CNIL によって、第４０条―２の規定を適

用して行われる承認につき、一時的または決

定的な資格剥奪 le retrait を生じさせる。 

第２１条２号に規定された管理に従うことを

拒絶する場合も同様である。 
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第４０条―９ 保健衛生領域における研究を

目的とする自動化されたデータ処理の対象と

なる、コード化されていない記名データをフ

ランス領以外に伝達することは、第４０条―

２に規定された要件において、名宛人である

国家の法律がフランス法と同質の保護を規定

している場合に限り、認められる。 

 

第４０条―１０ コンセイユデタのデクレは、

本章の適用を受ける方式を規定する。 

 

第５章の３第５章の３第５章の３第５章の３    

治療および予防の活動の評価または分析治療および予防の活動の評価または分析治療および予防の活動の評価または分析治療および予防の活動の評価または分析を目を目を目を目

的とする保健衛生の個人データの処理的とする保健衛生の個人データの処理的とする保健衛生の個人データの処理的とする保健衛生の個人データの処理（包括

的に病気を把握することを創設することに関

する portant creation d'une couverture 

maladie universelle１９９９年７月２７日

の法律 no99-641,第４１条） 

 

第４０条―１１ 治療および予防の実践の評

価を目的とする保健衛生の個人データの処理

は、本章に規定された要件において承認され

る。「本章の規定は、健康保険の基金の制度の

管理を引き受ける組織によって支払いまたは

管理のために行使される個人データの処理に

適用されることはない。また、公衆衛生法典

L 第７１０条―６第２項に規定されている要

件において医療上の説明に責任を負う医師ら

による保険衛生施設の中で行使されるデータ

の処理にも適用されない。」 

 

第４０条―１２ 公衆衛生法典第 L７１０条

―６に照準を合わせた情報のシステムに由来

するデータ、すなわち、保健衛生を専門的職

業とする者の自由な行使の範囲内で保持され

る医療書類に由来するデータ、同様に、健康

保険の窓口の情報システムに由来するデータ

は、凝集した統計という形でのみ、または、

関係当事者が特定されることができないよう

に設定された患者ごとのデータという形での

み、治療および予防の活動と実践の評価また

は分析の統計上の目的に伝えられることがで

きる。「第４０条―１３から第４０条―１５

までに規定された要件における CNIL の承認

に基づいてのみ、前項の規定に違背すること

ができる。その場合において、使用されたデ

ータはデータの本人の姓名が付されていない

し、自然人を特定する国家の登録簿の登録番

号を付されることもない。」 

 

第４０条―１３ 個人データ使用の請求があ

るたびに、同委員会は現行規定を適用するた

めに請求者によって提示された個人データを

保障するものを調べ、そして、場合によって

は、その社会的使命または目的にその請求が

合致しているかどうかを調べる。同委員会は、

個人データに頼ることの必要性および治療と

予防の実施または活動の評価または分析につ

いて明言された合目的性の見地からの処理の

妥当性を確保する。同委員会は、その処理が

検討される個人データが関係当事者の姓名も

自然人を特定する国家の登録簿の登録番号も

付されていないことを調べる。そのうえ、請

求者がその処理が検討される個人データ全体

の中での一定の情報を所有する必要性を証明

するための十分な要素を示さない場合、同委

員会は、情報を保持し、かくして限られたデ

ータのみ処理を承認する組織によってこれら

の情報を伝えることを禁じることができる。

「同委員会は、処理に必要なデータの保存の

期間を決定し法律によって保護された秘密の
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安全保障を確保する。」 

 

第４０条―１４ 同委員会は、請求者による

係属（承認の可否を審理すること）から、承

認の可否の判断を下すために２ヶ月の期間を

有する。これは１回のみ更新できる。この期

間内に承認の決定がなければ、この沈黙は承

認の拒絶の決定に相当する。承認の請求を同

委員会が証拠調べを行う様式は、コンセイユ

デタのデクレにより定められる。「同一のデ

ータのカテゴリーにかかわる同じ合目的性に

見合う、そして、名宛人または同一の名宛人

のカテゴリーを有している処理は同委員会の

唯一の決定の対象とすることができる。」 

 

第４０条―１５ 第４０条―１３および第４

０条―１４に合致して承認された処理は、研

究または個人の特定のために役立てることは

できない。これらの処理を利用することにな

る人々は、処理が間接的に記名のままである

場合に処理の結果にアクセスしたり、または、

処理の対象とするデータにアクセスしたりす

る人々と同様、刑法典２２６条―１３に規定

された刑罰のもと、職業上の守秘義務を負う。

「処理の結果は、データが求められた個人の

状態から個人の特定が不可能である場合にの

み、伝達、公表、伝播の対象とすることがで

きる。」 

 

国家登録委員会に関する１９９５年１１月６国家登録委員会に関する１９９５年１１月６国家登録委員会に関する１９９５年１１月６国家登録委員会に関する１９９５年１１月６

日のアレテ日のアレテ日のアレテ日のアレテ    

 

第１条 CNR は、研究および保健衛生を担当す

る省庁において構成される。 

 

第２条 本アレテにおいては、登録は、研究

および公衆衛生の目的で、適合する権能を有

しているチームによって、特定地域の住民に

おける保健衛生に関する１つあるいは複数の

事柄に関する記名データにつき、排他的かつ

継続的に収集すること定義される。 

 

第３条 CNR は次のことを使命とする。すな

わち、 

―公衆衛生、および、明確な疫学的研究、と

りわけ公衆衛生の上級 Haut 委員会および科

学的技術的性質の研究の公施設の権限を有す

る決定機関によって明確にされた疫学的研究、

について必要であるということに依拠して

s'appuiyant、登録の政策を提言すること、 

―本アレテの意味で資格付与された登録によ

って提示される情報の普及と活用の年間計画

を作成し、これに参加すること、 

―新しい登録の創設の機会に意見を与えるこ

と、 

―本アレテの根拠である法律 no94-548 に定

められた手続きのために、あらかじめ定めら

れた政策に関して、および、検討されるまた

は適用される手段と開陳される合目的性とが

適合していることに関して、既存登録延長の

機会に意見を与えること。本意見は、とりわ

け保健衛生および医学研究の国家研究所の科

学委員会および保健衛生総合局 la Direction 

generale de la sante によってあらかじめ出

された意見に依拠しなければならない。 

 

第４条 本アレテの意味で資格付与された登

録とは、法律 no94-548 に定められた手続きを

適用して、国家登録委員会の資格を与えるこ

とに賛成する意見、保健衛生の領域における

研究についての情報処理に関する諮問委員会

の資格を与えることに賛成する意見、および、
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情報管理と自由の国家委員会の承認によって

正当付けられた登録である。 

本資格の有効期間はすでに作動している登録

につき４年間、創設途中の登録につき３年間

であり、本資格付与は、国家登録委員会の事

務局によって証明さえる。本資格付与は、４

年ごとに更新されることができる。 

 

第５条 資格付与された登録のみが、国家の

公的財政援助を獲得することができる。 

登録は文書の公表の場合、および、第三者機

関との関係においては、本資格付与を考慮し

なければならない。 

 

第６条 委員会は、１４名の法律委員と研究

および保健衛生に責任を負う省庁によって指

名された１１名の資格を付与された有識者か

らなる。 

法律委員は次のとおり、 

―当該研究につき責任を負う省庁で当該研究

および技術を統括する長またはその代理人 

―健康につき責任を負う省庁での健康を統括

する長またはその代理人 

―健康につき責任を負う省庁での病因の長ま

たはその代理人 

―健康および医学研究の国家機関を統括する

長またはその代理人 

―健康につき責任を負う省庁での統計、研究、

および情報システムの役務の主任またはその

代理人 

―公衆衛生の国家網の長またはその代理人 

―医学評価発展のための国家機関の長

Directeur de l'Agence nationale またはそ

の代理人 

―医師会国家評議会の議長またはその代理人 

―CNIL の議長およびその代理人 

―健康領域における研究に関する情報処理に

ついての諮問委員会の議長またはその代理人 

―給与労働者の健康保険の国家基金の最高業

務執行機関の議長またはその代理人 

―農業共済組合の最高業務執行機関の議長ま

たはその代理人 

―非農業を職業とする非給与労働者の健康保

険および妊産婦保健の国家基金の最高業務執

行機関の議長またはその代理人 

―公衆衛生の問題につき権限と利益を有する

ことを理由に連盟の議長によって指名された、

県会議長連盟のメンバー。 

資格付与された有識者は次のとおり、 

―７名の疫学および保健衛生の専門家で少な

くとも登録について責任を負う者 

―４名の登録によってカバーされる領域にお

ける専門家で少なくとも登録について責任を

負う者。 

 

… 

 

★★★添付 

カナダの大学からの質問に対するグロスクロ

ード博士（フランスガン登録網）の回答 

 

１ ガン診断報告義務 

 フランスでは、ガンは報告義務の対象とさ

れていない。医師は、患者名を記した医療情

報を受ける許可を我々が得ているという条件

で、ガン症例を知らせることができる。実際

には、医師がこれらの情報を得るために、登

録調査員が医局や公病院および私設診療所の

担当部所を定期的に訪れ、そこでガン登録に

関係のある情報を回収するべく患者の医療書

類 les dossiers des malades を利用する。 
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２ ガン登録に考慮されるデータの種類 

 患者全体についてルーチン的に集められた

情報は、（すべての腫瘍を調査する）総合的登

録用にかなり簡略である。 

 

３ 患者個人に関する情報 

 氏名、（既婚女性については）夫の姓、誕生

年月日、性別、住所（市町村）、出生地（市町

村）（網羅的ではない） 

 

４ ガンに関する情報 

 患部（code CIM-O）、ガンの形態（code CIM-O）

および進行などの状態（ code CIM-O ）

morphologie et comportement tumoral、診断

日、診断の根拠、診断 TNM とｐTNM（網羅的で

ない）でのステージ、左右差 

 

５ 経過に関する情報（一定の登録に関して

は網羅的でない） 

 最新情報の年月日、最新情報による患者の

状態（生存または死亡） 

また、ガンの種類別に個別化された登録も存

在する。それらの登録では、社会保険で保険

金支払いの負担引受けおよび個別の経過に関

する更なる情報を集めている。 

 

６ 情報のソース 

① 医療書類の臨床の情報と病院の医療情報

部門 

我々には情報を探し求める調査員がいる。病

院の医療情報部門は患者の入院生活を調査す

る部所である。この部所の目的は、第一義的

には行政であるが、ここでは診断された患者

のリストを所有している。可能であれば、が

ん患者に関連する医療書類を探し求めようと

して、これらのリストを利用する。我々にと

って、このリストへのアクセスできるかどう

かは、この部所の長の行為しだいである。 

② 死亡証明書 

フランスでは、死亡証明書の医療当事者は匿

名である。我々は法律上その者にアクセスで

きない。 

③ 行政のソース：健康保険基金 

法律上、いかなる情報も健康保険基金からは

直接には我々に伝えられることはない。我々

は、患者の社会保障番号を書き留める権利も

ない（この番号は、間違いをおかす危険なし

にあらゆる個人の識別を可能にする、ほぼ唯

一の番号であると言える。） 

④ 非医療情報のソース 

法的理由のために常に、戸籍のようなファイ

ルまたは（特定地域の）住民調査に起因する

情報ファイルと自動的につながりを持つこと

はまったくない。個人の名前および誕生年月

日と場所を識別する戸籍etat civilについて

は、当該個人が死亡しているかどうかを知る

ことができる。 

 

７ 登録の中に含まれたデータ管理の方法 

 すぐれた管理の観点から、我々は l'IARC の

勧告を利用する。 

 我々の活動の合法性という観点から、監督

組織によるシステマチックな管理を受けない。

がん登録およびその中で働く者による諸規定

の尊重については、当該登録の長の責任下に

ある。 

 

８ 機密性に関する主導的方向 

 関連法条参照。 

 

９ 登録の管理（運営、資金調達、人事）に

関する主導的方向 
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 国家 l'etat による資金調達はもはやほと

んど内実を伴っていない（事例調査に必要な

予算の２０から２５％）。残りの資金調達は地

方のソース（各地方の行政機関）や、私的基

金または付属の研究計画のための予算からの

ものである。 

 

１０ ガン登録間のデータの交換の取り決め 

 患者名を記したいかなるデータも情報処

理・自由国家委員会 CNIL の特別な許可無くし

て譲り渡されることはできない。 

 フランスのすべてのガン登録間に共通の基

本データが存在する。この基本データは匿名

である。 

 フランスの登録は共同の研究作業のたまも

のである。 

 

１１ 民事責任または刑事責任 

 －機密性を尊重しない場合（関連法条参照） 

 －患者への説明がない場合（関連法条参照） 

 －身体的特徴を書かない場合：責任どころ

か、そのような義務はない 

 

１２ 関連法条 

 情報、ファイルおよび自由に関する１９７

８年１月６日の法律 no78-17 

  １９９４年７月１日の法律 no94-548 

 登録国家委員会報告におけるガン登録に関

する部分（登録発効手続きを含む） 
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