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２ 場所 
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３ 出席者（敬称略） 

【委員】 

安達 孝一  安達法律事務所弁護士 

伊藤 薫樹  学校法人岩手医科大学腫瘍内科学科教授 

日下 純男  岩手県立病院名誉院長 

武内 健一  公益財団法人岩手県予防医学協会専務理事 

宮田  剛  岩手県立中央病院消化器外科長 

【事務局】 

五日市 治  岩手県保健福祉部健康国保課総括課長 

佐藤 朝則  岩手県保健福祉部健康国保課健康予防担当課長 

山内 健幸  岩手県保健福祉部健康国保課主任主査 

鈴木 健郎  岩手県保健福祉部健康国保課主査 

 

 

 

 

 

 

 



１ 開会 

 

○佐藤健康国保課健康予防担当課長 

只今から、「岩手県がん登録情報利用等審議会」を開催いたします。 

健康国保課の佐藤と申します。 

本日の進行役を務めさせていただきますので、宜しくお願いいたします。 

本日の審議会は、委員５名全員の御出席をいただいておりますので、岩手県がん登録

情報利用等審議会条例第４条第２項の規定により会議が成立しておりますことを御報告

いたします。 

なお、本日の会議は公開となっておりますので、御了承いただきたいと存じます。 

開会に当たり、健康国保課総括課長五日市より御挨拶申し上げます。 

 

 

２ 挨拶 

 

○五日市健康国保課総括課長 

 「岩手県がん登録情報利用等審議会」の開催に当たり、御挨拶を申し上げます。 

 本日お集まりいただいた委員の皆様におかれましては、日頃から本県の医療の質の向

上と発展に御尽力いただいておりますことに、深く感謝を申し上げます。 

 本県におきましては、がん対策を総合的かつ計画的に推進することを目的とし、岩手

県のがん対策に関し基本理念を定め、県、市町村、県民など関係者の責務や役割を明ら

かにし、がん対策の推進に関する施策の基本となる事項を定めた「岩手県がん対策推進

条例」が平成 26年 4月 1日に施行されたところです。 

 また、国においては、がん対策基本法の趣旨にのっとり、がん医療の質の向上等、国

民に対するがん、がん医療等及びがんの予防についての情報提供の充実その他のがん対

策を科学的知見に基づき実施するとともに、がんの罹患の状況の把握及び分析等を推進

し、がん対策の一層の充実に資することを目的として、平成 28年１月１日から「がん登

録等の推進に関する法律」が施行される運びとなりました。 



 全国がん登録制度がスタートすると、居住地域にかかわらず全国どこの医療機関で診

断を受けても、がんと診断された人のデータは都道府県に設置されたがん登録室を通じ

て集められ、国のデータベースで一元管理されることとなります。 

 現在、岩手県では、がんと診断された人のデータを収集する仕組みとして、県内約 100

ヵ所の医療機関からの協力を得ながらがんに係る罹患状況等を把握するための岩手県地

域がん登録という制度があります。また、県内 10のがん診療連携拠点病院において自施

設でのがん診療の情報を収集・把握するための院内がん登録制度というものもあります。 

 しかしながら、地域がん登録では、県外の医療機関で診断・治療を受けた方や、がん

に罹ってから他県に異動した方のデータを正確に把握することができない側面がありま

した。 

また、がん情報の届出が医療機関の協力の下に実施されていたため、県内でがんに罹

患した者の絶対数がどの程度存在しているのか実態を把握できないために、精度の点で

必ずしも十分ではない状況にありました。 

 このような現状を受けて、国においてがん登録の推進等に関する法律が公布・施行さ

れ、法に基づく新たな仕組みが作られました。 

 がんの罹患数等の実態をより正確に反映させる仕組みとしての「全国がん登録制度」

が始まることにより、国のがん対策や本県の地域医療計画、例えばがん診療連携拠点病

院のあり方や、がん治療が可能な医師の配置計画、どのような年代の人にどのようなが

ん検診を実施するのが効果的なのかなどについて、これまで以上に、より正確に本県の

医療分野の計画や対策に活かすことができます。 

  また、生存率を把握することにより、医師と患者が治療方針を考えるうえでの重要な

情報を得ることができます。 

 委員の皆様におかれましては、「がん登録等の推進に関する法律」が施行され、本県

のがん対策がさらに充実することに鑑み、引き続き御理解と御支援を賜りますようお願

いいたします。 

  引き続きまして、この度、岩手県がん登録情報利用等審議会を新たに設置することと

なりましたので、審議会を条例で定めるに至った経緯及び審議会の役割等について御説

明を申し上げます。 



まず、当該審議会を条例で定めるに至った経緯でございますが、がん登録等の推進に

関する法律第 18条第２項では、がん情報の利活用等を行おうとする場合において、あら

かじめ審議会の意見を聴くこととされております。 

 また、同法第 18条第３項で、審議会を構成する委員の要件に関する規定はありますが、

審議会そのものを設置することの直接の根拠となる規定が法律又は政省令に規定されて

おりませんでした。 

このため県では、審議会の設置に関する規定並びに委員の構成・数・任期等に関する

事項を条例で定め、審議会を設置することとしたものでございます。 

次に、審議会の役割について御説明申し上げます。当該審議会は地方自治法第 138 条

の４第３項に基づく地方公共団体の附属機関として設置されたものであり、知事の諮問

に応じ、がん登録等の推進に関する法律及び同法施行令の規定により、その権限に属さ

せられた事項を調査審議することを目的しております。 

具体的には、登録されたがん情報について、知事ががん対策の企画立案又は実施に必

要ながんに係る調査研究のため、自ら利用する場合やがんに係る調査研究を行う者に提

供を行おうとする場合などにおいて、がん情報を利活用する目的、扱う情報の範囲など

に関する妥当性やその是非について御審議いただくこととなります。 

また、本日の審議会で御審議いただく法に定められた知事の権限及び事務を行うのに

相応しい者を定める場合においても意見を聴くこととされております。 

このことは、全国がん登録制度が実施されるに当たり、法令でがん情報の利活用及び

保護に関し規定されているものの、がん登録及びがん診療情報の収集に係るがんに罹患

した者に関する情報は、より厳格に保護されなければならないとの趣旨から、個別具体

的ながん情報の利活用に関する事項は審議会において審議していただくことが重要であ

るとすることに基づくものであります。 

少々、御説明が長くなりましたが、本日の御審議についてどうぞ宜しくお願いいたし

ます。 

 

 

 



３ 委員紹介 

 

○佐藤健康国保課健康予防担当課長 

委員の皆様を紹介させていただきます。 

委員の皆様におかれましては、快くお引き受けいただきましたことについて感謝を申

し上げます。 

それでは、委員の皆様を名簿順にここで御紹介させていただきます。 

安達委員でございます。 

伊藤委員でございます。 

日下委員でございます。 

武内委員でございます。 

宮田委員でございます。 

どうぞ宜しくお願いいたします。 

なお、委員の任期は、条例第２条第３項の規定により、平成 29年 12月 21日までの２

年間となっております。 

 

 

４ 会長選出 

 

○佐藤健康国保課健康予防担当課長 

次に会長の選出についてお諮りいたします。 

条例第３条第１項の規定により、会長は委員の中から互選することとなっております

が、委員の皆様から特段の異論がなければ、事務局から皆様に提案をしたいと考えてお

ります。 

如何でしょうか。 

 

「異議なし」の声 

 



それでは、事務局案として、会長に岩手県予防医学協会専務理事の武内委員を推薦い

たしますが、皆様如何でしょうか。 

 

「異議なし」の声 

 

御異議がないようですので、武内委員に会長をお願いいたします。 

それでは、武内委員、会長席に御移動をお願いします。 

○武内会長 

只今御紹介をいただきました岩手県予防医学協会の武内でございます。 

本日は宜しくお願いいたします。 

本日の会議では、平成 28年１月１日から全国がん登録が始まることに伴い、がん登

録等の推進に関する法律に定められた知事の権限及び事務を行うのにふさわしい者を

定めることについて審議することとなっております。 

委員の皆様には年末のお忙しい中お集まりいただいておりますので、円滑な議事の

進行に努めたいと考えておりますのでどうぞ宜しくお願い申し上げます。 

 

 

５ 職務代理者氏名 

 

○佐藤健康国保課健康予防担当課長 

次に、条例第３条第３項の規定により、次回以降の審議会開催に先立ち、会長があら

かじめ指名する委員が、その職務を代理することとなっておりますので、会長から御指

名をお願いします。 

○武内会長 

岩手県立病院名誉院長の日下委員にお願いしたいと存じます。 

○佐藤健康国保課健康予防担当課長 

日下委員、どうぞ宜しくお願いいたします。 

それでは、議事につきましては、条例第３条第２項の規定により、会長が会議の議長



を務めることとなっておりますので、これからの進行は武内会長にお願いいたします。 

 

 

６ 議事 

 

○武内会長 

それでは議事の進行に入りたいと思います。御協力お願いします。まず議案第１号の

「がん登録等の推進に関する法律に定められた知事の権限及び事務の一部を行うにふさ

わしいに者を定めることについて」でございますが、このことについて、知事から諮問

書の提出があります。 

○五日市健康国保課総括課長 

がん登録等の推進に関する第 24条第１項に定められた知事の権限及び事務を行うのに

ふさわしい者を定めることについて、このことについて、がん登録等の推進に関する法

律施行令第８条第２項規定に基づき、引き続き審議会の御意見を賜りたく諮問します。 

１ 選定者 一般社団法人岩手県医師会会長 石川育成 

２ 始期 平成 28年 1月１日 

３ 選定理由 全国がん登録の実施にあたっては、個人情報含むがん登録情報の適正

な管理と専門知識を用いた高度な事務の処理能力を有していることが必要である。

一般社団法人岩手県医師会は平成２年以降、岩手県から地域がん登録事業を受託し、

がん登録に関する知識を蓄積しながら、がん罹患情報をはじめとする個人情報保護

に関する事項を万全な体制で行ってきた実績を有している。 

○武内会長 

それでは、只今知事の方から諮問があった件について、事務局から御説明をお願い申

し上げます。 

○鈴木主査 

 先程、健康国保課総括課長の挨拶の中で申し上げたことと重複するところもございま

すが、全国がん登録制度の概要についてまず申し上げます。 

まず、がん登録等の推進に関する法律の概要を御覧いただきたいと思います。 



これまで本県において実施して参りました地域がん登録については、健康増進法等の

中で努力義務の規定はございましたが、医療機関からの任意協力をいただきながら地域

がん登録という事業を実施して参りましたが、平成 28年１月１日からがん登録等の推進

に関する法律に基づき、国が主体となり都道府県に法定受託事務として協力を求める実

施体制が整うこととなります。 

当該制度の下では、診断、腫瘍情報又は治療情報など全国で共通した届出項目全 26項

目について病院等の医療機関から当道府県に届出を行うこととなります。 

都道府県では医療機関からの届出情報を全国がんデータベースを用いて国に提供する

こととなり、国において全国のがんに関する罹患情報等が集約されることとなります。 

届け出されたがん情報については個人情報であることから、利活用を行うに際して法令

に基づき厳格に扱うこととされており、がん情報を利活用する場合には、都道府県に設

置された審議会に諮問することとなっております。 

次に参考資料１の「法第 24条第１項に基づき委任する知事の権限及び事務」を御覧く

ださい。 

法第６条第１項について、病院等の医療機関は当該病院等の初回の診断がなされたと

きは厚生労働省で定める期間内にその診療の過程で得られた原発性のがんに関するがん

情報を都道府県知事に届け出なければならないとこととされており、当該届出の受理に

関する事項について定めているものでございます。 

法第８条第１項について、病院等の医療機関から送付されるがん情報については、都

道府県は届出内容について誤りがないかどうかを確認したうえで厚生労働大臣、実際は

国立がん研究センターに全国がんデータベースを用いてデータを送付することについて

定めているものでございます。 

  法第８条第２項について、病院から届出がなされたがん情報についは、全国がんデー

タベースという都道府県と国とがセキュリテイに万全を期した専用の端末を通じてがん

情報のやり取りがなされることとなっており、そのデータベースを利用する権限等につ

いて定めているものです。 

法第 10条第２項について、国に提出されたがん情報について、不明又は不備な点があ

る場合には、その旨を都道府県に通知し、都道府県は再調査を行うこととなっておりま



す。 

また、調査結果を国に報告することになっており、これらの事項について規定してい

るものでございます。 

法第 13条第２項について、病院から届出されたがん情報については、国において、人

口動態調査死亡小票と死亡日時等に関して突合等の作業を行うこととなります。 

このことについて疑義が生じた場合は、国からの照会を受けて死亡者情報の確認作業

を行い国に報告することについて規定しているものです。 

法第 16条について、都道府県知事は死亡者情報の確認作業を行うにあたり必要に応じ

て市町村や届出のあった医療機関に資料の提出や説明などの協力を求めることができる

ことについて規定しているものでございます。 

法第 18条第１項について、都道府県が、全国がんデータベースを用いて調査研究の委

託を受けた者等へがん情報を提供することができることについて規定しているものです。 

法第 19条第１項について、市町村等への都道府県がん情報の提供について規定してい

るものでございます。 

法第 20条について、都道府県知事は都道府県に届出を行った医療機関に対し、当該医

療機関の求めに応じ、当該病院から届出されたがん情報の提供を行うことについて規定

しているものです。 

法第 21条第８項について、都道府県知事は、がんに係る調査研究を行う者からがん情

報の提供の求めを受けた場合には、審議会の意見を聴いたうえで当該研究ががん医療の

質の向上等に寄与するものであること等の要件が満たしている場合、当該申請をした者

へがん情報の提供を行うことができることについて規定しているものです。 

法第 21条第９項について、上記がんの調査研究を受けた者から匿名化されたがん情報

の提供の求めを受けた場合において、一定の要件に該当する場合にはがん情報の提供を

行うことができることについて規定しているものです。 

法第 22条第１項について、届出されたがん情報を入力、保存等を行う全国がんデータ

ベースについて、平成 28年 1月 1日よりも前に診断されたがん罹患情報と以後にがんと

診断されたがん情報を一体的に整備することができることについて規定するものです。 

法第 22条第３項について、全国がんデータベースシステムに保存できるがん情報につ



いては 100年を経過した時点で匿名化を行わなければならないこととなっており、また、

消去しなければならないことについて規定しているものです。 

○武内会長 

有難うございました。只今の説明に関して委員の皆様から何か御質問等ございますで

しょうか。 

○伊藤委員 

国立がんセンターの院内がん登録で、がん拠点病院の方でやっているそこの取り扱い

は、最終的にはこれ同じものなのでしょうか。データとして。全国データベースとして。 

○鈴木主査 

院内がん登録については、詳しいことはまだ厚生労働省から示されておりませんが、

全国がん登録と一部の届出項目が重複しているということはあります。 

○日下委員 

地域がん登録とがん診療拠点病院とか、それからＨｏｓ－ＣａｎＲでやってる項目が

違います。その中から地域がん登録といいますか、この国のがん登録はピックアップす

る事になっておりますが、そこの所のですね、やり方は、我々には充分情報提供されて

いない。最初は若干手間を要しました。ただ、国立がん研究センターのこの登録に関し

ては地域がん登録が行っていた方法で、３年位やると、国でコンピューターでやりくり

できる様な方策をやって、あと３年後位からは、国のがんということになる。先生達が

行っている、がん診療拠点病院の院内がん登録とかは詳しいから、それはそれで続けな

いといけないと考えます。 

○五日市健康国保課総括課長 

全国がん登録の場合は、登録項目が 26 項目という事で、院内がん登録は確か 60 項目

でかなり多いはず。更に詳しい情報が入っているので、院内がん登録は院内がん登録と

して存在し、それからその中からピックアップされた情報が登録される全国データベー

スになっていく様なイメージです。 

○武内会長 

いずれにしても院内がんと全国がんの情報を届出することについては、大変な作業で

すよね。後は、日下先生、死亡情報の項目がありますけど、これもやり易くなるもので



すか。 

○日下委員 

それは国の法律に基づいてやる登録ですのでそこはメリットがあると思います。一番

のメリットと言ったらそれだと思います。 

○五日市健康国保課総括課長 

全国のデータベースの方で死亡情報と突合されることになりますので、そこで生存率

だとか分かることになるでしょうし、死亡情報が上がっているのにがん登録の情報がな

いという事になれば、逆にフィードバックされてその方についての調査ですとか、そう

いった事も行われる事になります。ですから、より正確にがんに関する情報が得られる

様な仕組みとなります。 

○武内会長 

はい、分かりました。その他に皆さんから何か御質問はございますか。 

○宮田委員 

市町村、役所に出す死亡診断書が死亡情報という事で上がってくる訳ですよね。 

死亡診断書の書き方っていうが統一されているのかという問題もあります。 

○武内会長 

がん登録等の推進に関する法律ができると、スムーズに診断書の記載ができるように

なるのではと期待しています。 

○武内会長 

それではお諮りしたいと思います。議案第 1 号に関して原案とおり決定する事でよろ

しいでしょうか。 

 

「異議なし」の声 

 

それでは議案第１号については原案のとおり決定いたします。 

その他でございますけども、委員の皆様、何かございますか。よろしいですか。 

それでは、以上を持ちまして本日の議事を終了したいと思います。 

 



７ その他 

 

○佐藤健康国保課健康予防担当課長 

武内会長どうも有難うございました。 

その他について、委員の皆様から何かございますでしょうか。 

 

「なし」の声 

 

それでは事務局から次年度以降の審議会開催予定について、申し上げます。 

○鈴木主査 

 事務局から次年度以降の審議会の開催予定について、申し上げます。 

今後の審議会においては、がん情報の利活用を主な審議事項とする予定としておりま

す。 

がん登録等の推進に関する法律により、平成 28年にがんと診断されたがん情報につい

ては、翌年の末日までに届出をすることとされておりますので、実際のがん情報の利活

用が行われるのは平成 30年以降となることが見込まれております。 

但し、それ以前に事務局において、がん情報の利活用に関する基準等をお示しし、審

議していただくことを予定しております。 

そのため、平成 28 年度は他県の状況等も踏まえながら 1～2 回程度審議会を開催する

予定としておりますので予め御承知おき願います。 

○佐藤健康国保課健康予防担当課長 

その他何か御質問ございますでしょうか。 

○伊藤委員 

利活用したいという申出があった場合に当該審議会は随時開催ということになるので

しょうか。 

○佐藤健康国保課健康予防担当課長 

随時開催もあり得ます。 

 



○鈴木主査 

現在行っている地域がん登録でも研究者などから情報提供を受けたいという申出はあ

ります。こうした実例も踏まえたうえで、事務局でどのような場合にがん情報を提供で

きるのか等の基準のようなものを全国がん登録に係るがん情報の提供の申出が実際にな

される以前に審議会にお示しし、御審議いただくことを予定しております。また、その

基準では判断できないような情報提供がある場合には随時開催するということになると

考えております。 

○佐藤健康国保課健康予防担当課長 

その他何かございますでしょうか。 

 

「なし」の声 

 

○佐藤健康国保課健康予防担当課長 

以上をもちまして、岩手県がん登録情報利用等審議会を終了いたします。 

本日は誠に有難うございました。 

 

 


