第4章

がん登録とがん研究

Ⅰ がん登録事業の強化
がん登録事業とは
がんの診断，治療，経過などに関する情報を集め，保管，整理，解析する仕組みを「がん登録」
これによって，がん対策の策定・評価や質の高い医療の提供に役立つ資料を整備することがで

各論

と言います。がん登録により収集したデータにより，罹患率や生存率などを把握することができ，
きます。
例えば，どこの地域で，どの部位のがんが増えているのか，そのがんを予防したり，早期に発
見したりするためには，どの段階で，どのような対策を重点的に行えばよいのかを判断する際に，
がん登録の情報が大変重要な役割を果たします。
がんの実態は，がん患者 1 人 1 人の資料を地道に集積していくことで，少しずつ分かってきて
います。がん登録の情報は，科学的知見に基づいたがん対策を進めていくうえで，欠かすことの
できない資料です。
がん登録には，医療機関が行う院内がん登録，自治体が行う地域がん登録，学会や研究会等が
行う専門性の高い臓器別がん登録などがあります。
また，平成 28（2016）年 1 月からは，日本でがんと診断されたすべての人のデータを，国で 1
つにまとめて集計・分析・管理する「全国がん登録」という制度が新しく始まりました。

日本でがんと診断されたすべての人のデータを，国で 1 つにまとめて集計・分析・管理

地域がん登録とは
特定地域（通常は都道府県単位）の居住者に発生した全てのがんを把握することにより，
がんの罹患率と地域レベルの生存率を計測する仕組みです。
（平成 28（2016）年 1 月より
全国がん登録へ移行）
院内がん登録とは
病院で診断・治療されたすべての患者のがんについての情報を，診療科を問わず病院全
体で集め，その病院のがん診療がどのように行われているかを明らかにする仕組みです。
臓器別がん登録とは
学会，研究会が中心となって，所属する医師のいる比較的大きな病院から学会，研究会の
中央事務局にデータを集約することにより，全国規模の登録を実施する仕組みです。
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する仕組みです。

第４章

全国がん登録とは

現状と課題

１

院内がん登録について
県は，専門的ながん診療を行う医療機関を含む一般病床 200 床以上の医療機関に対して，入

院・外来を問わず，受診した全てのがん患者のデータを対象として，標準登録様式に基づく院
内がん登録の実施を働きかけてきました。
がん診療連携拠点病院，地域がん診療病院及び茨城県がん診療指定病院では，標準登録様式
に基づく院内がん登録を既に実施していますが，それ以外の一般病床 200 床以上の医療機関
では，院内がん登録の実務者を養成する研修会等を受講する機会がない，もしくは少ないため，
精通した職員を確保することが難しいなどの理由から，一部の医療機関でしか実施できてい
ないのが現状です。
県内の医療機関に院内がん登録を広く促進するためには，十分な数の実務者の育成や確保
が必要なことから，院内がん登録について基礎から学べる研修会などを積極的に開催し，受講
を促す必要があります。
一方，がん診療連携拠点病院，地域がん診療病院及び茨城県がん診療指定病院では，我が国
に多い 5 つのがんの登録ができる院内がん登録実務初級認定者を配置しています。今後は，我
が国に多い 5 つのがん以外のがんについても，適切に登録できるようにする必要があります。

２

全国がん登録について
本県では，平成３（1991）年から地域がん登録事業を実施しておりましたが，そのデータを

評価し，十分に活用していくため，より多くの医療機関から届出票を収集するのが課題でした。
このため，県は，がんの診療に携わっていると思われる約 1,400 医療機関に対して，毎年，
文書による地域がん登録事業への理解と協力を依頼し，同時に，
「地域がん登録に協力する」
ことを茨城県がん検診指針等に定める精密検査医療機関の登録要件にするなど，登録の精度
を向上させる取組みを積極的に行ってきました。
その結果，医療機関からの届出数は年々増加し，最新のデータである 2013 年分の集計は，
登録の精度指標とされる DCO（%）※ が 6.2 % となり，第三次計画の目標である 15% 以下を達成
しました。
平成 28（2016）年 1 月 1 日より「がん登録等の推進に関する法律」が施行となり，病院又は
指定された診療所において，がん登録の届出が義務化されました。また，国立研究開発法人国
立がん研究センターを主導とした，全国がん登録事業が開始となったことによって，今後は，
都道府県の枠を超えた，より正確ながん罹患率や生存率を得ることができると期待されてい
ます。そのためにも，各医療機関への全国がん登録事業の周知徹底に努め，地域がん登録同様
に高い精度を維持していく必要があります。
※

最終的に罹患者中死亡情報のみで登録された患者を Death Certificate Only, DCO といいます。DCO が低
いほど，計測された罹患数の信頼性が高いと評価されています。
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３

がん登録データの有効活用
県は，がん登録の意義や内容，収集したデータを活用したがんの罹患状況や治療成績等に関

する情報をホームページで提供しています。さらに，それらのデータを補完するために，がん
患者の予後調査を行っています。
また，院内がん登録を積極的に行っているがん診療連携拠点病院，地域がん診療病院及び茨
城県がん診療指定病院においては，がんに関する手術件数，放射線の治療成績等をその病院の
ホームページ等で公表しています。

罹患集計年
がん死亡者数（人）

21年

22年

23年

24年

25年

8,074

8,061

8,137

8,300

8,425

17,993

17,775

18,586

19,468

20,542

DCO（%）

15.0

15.9

10.2

6.3

6.2

I/M 比

2.23

2.21

2.28

2.35

2.44

罹患数（件）

各論

（参考） がん登録の現状
（茨城県地域がん登録）

＊がん死亡者数
＊罹患数

厚生労働省人口動態統計により，
死因が
「悪性新生物」
として集計された人数
地域がん登録事業で登録されたがん罹患数（医療機関からの届出による登録数＋人口動態調査死亡
票の情報しかない登録数）
＊DCO（%）
罹患数のうち人口動態調査死亡票の情報しかないものの割合
＊I/M比
罹患数／死亡者数（2.0程度が妥当と推計されている）
※罹患数，DCO
（%）及びI/M比については，上皮内がんを含んだ数値

院内がん登録の推進
医療機関へ院内がん登録の実施を働きかけるとともに，人材育成を図ります。

（1）一般病床 200 床以上の医療機関における院内がん登録の推進
①

県は，院内がん登録未実施の一般病床 200 床以上の医療機関に対して，入院・外来を問わ
ず受診した全てのがん患者のデータを対象として，標準登録様式に基づく院内がん登録の
実施を働きかけます。

②

県立中央病院は，院内がん登録未実施の医療機関に対し，直接当該医療機関で実務者の養
成等について指導するとともに，定期的な研修会を開催し，院内がん登録の積極的な普及啓
発に努めます。
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１

第４章

取り組むべき対策

（2）登録実務者を対象とした研修の推進
県は，がん診療連携拠点病院，地域がん診療病院及び茨城県がん診療指定病院に対し，我が国
に多い５つのがん以外の登録もできる院内がん登録実務中級認定者の配置を働きかけます。

２

全国がん登録の精度向上
医療機関と連携し，全てのがんについて，登録精度を向上させます。

（1）医療機関への届出促進及び登録精度の向上
県は，病院又は指定された診療所において，全国がん登録事業の必要性及び重要性を理解し
てもらえるよう働きかけを続け，茨城県の DCO（%）を 0% に近づけるよう努めます。

３

がん登録情報の活用
がん登録から得られたデータを積極的に活用し，県民への情報提供に努めます。

（1）がん登録データの有効活用
①

県は，がん対策の企画，評価や保健医療の向上に関する疫学研究等において，全国がん登
録事業で収集したデータを積極的に活用するよう努めます。

②

がん診療連携拠点病院，地域がん診療病院及び茨城県がん診療指定病院は，院内がん登録
で収集したデータ等を基にして，病院のホームページや広報誌等に，がんに関する手術件数
や 5 年生存率等の治療成績を公表し，県民への情報提供に努めます。

③

茨城県がん診療連携協議会がん登録部会は，5 年生存率などの公表する内容や方法等につ
いて検討し，県民にとって理解しやすい統一した基準で公表できるよう努めます。

（2）県民への普及啓発，情報提供
県は，がん登録の意義や内容について広く県民に周知・理解を促すとともに，全国がん登録
事業で得られたがんの罹患状況や治療成績等に関する情報を提供し，県内でがん患者が適切
な診断，治療を受けられるようにします。
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施策の目標
目

標

項

現況値
（平成29（2017）年度）

目

目標値
（2023年度）

19

27 ※ 2

がん診療連携拠点病院，地域がん診療病院及びがん診
療指定病院において院内がん登録実務中級認定者※ 3 を 1
名以上配置

13/17 病院

17 病院

6.2 ※ 4
（2013）

3.0 以下
（2021）

全国がん登録における茨城県のDCO（%）
（罹患集計年）
※1
※2
※3
※4

厚生労働省が定めた標準登録様式に基づく院内がん登録を実施していること
地域がん診療病院である小山記念病院（一般病床200床未満）
を含む
国立研究開発法人国立がん研究センターがん対策情報センター主催
平成28年度集計の地域がん登録平成25年罹患集計の数値

各論

標準登録様式による院内がん登録を実施している医療
機関数※ 1

Ⅱ 臨床研究・茨城がん学会の推進
現状と課題

１ 臨床研究の推進
がん診療連携拠点病院は，各地域において，より質の高いがん医療を提供するため，新たな
がんの臨床研究を推進する必要があります。
また，小児がんの基幹病院である県立こども病院と筑波大学附属病院においても，より質の
高いがん医療を提供するためには，引き続き，全国的な小児がんの臨床研究に参加する必要が
第４章

あります。

県は，がん医療水準の向上及びがん専門医療従事者の育成，がん医療に関する正しい知識の
県民への普及を目的として，茨城がん学会を平成３（1991）年度から，毎年開催しています。

取り組むべき対策

１ 臨床研究の推進
本県のがん診療水準の向上を図るため，臨床研究を推進します。

（1）臨床研究の推進
① がん診療連携拠点病院は，地域におけるがん診療レベルの向上を図るため，筑波大学附属
病院と連携しがん臨床研究を推進します。
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２ 茨城がん学会の推進

② 県立こども病院と筑波大学附属病院は，全国的な小児がんの臨床研究に積極的に参加し
ます。

２

茨城がん学会の推進
県は，がん医療の向上のため「茨城がん学会」を開催し，医療従事者の育成とともに県
民のがんに関する正しい知識の普及を図ります。
県は，県内の医療従事者，がん患者，県民等が集まり，がん関連医療についての研究成果発

表並びに教育研修，意見交換等を行う「茨城がん学会」を開催して，県内のがん医療の向上と
がん医療従事者の育成及びがん医療に関する正しい知識の県民への普及を図ります。

− 138 −

コラム９
全国がん登録とは？
「全国がん登録」とは，日本でがんと診断されたすべての人のデータを，国で 1 つにまとめ
て集計・分析・管理する仕組みです。
「がん登録等の推進に関する法律」に基づき平成 28 年
1 月から始まりました。
この仕組みによって，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
ベースで一元管理されるようになりました。

各論

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
また，
「がん登録等の推進に関する法律」では，
「全国がん登録」で得られた個人情報が漏え
いし，貴重なデータを提供していただいた患者さんのプライバシーや権利が侵害されること
のないように，個人情報の保護や管理，さらには罰則に対する規定が厳しく定められています。
「全国がん登録」
によって把握することができる罹患数や進行度，
生存率などは，
国や県のが
ん対策や地域医療計画に活用されます。
例えば，
全国に何ヵ所のがん診療連携拠点病院を整備
すればよいのか，
県内に肺がんを治療できる医師は何人くらい必要か，
どの年代の人にどのよ
うながん検診を実施するのが効果的か，
といった対策や計画を立てるときに役立ちます。
より正しいデータを収集するには，がんに関する情報を提供していただくがん患者さんを
はじめ，一人一人の県民の理解と協力が何よりも大切になってきます。
「がん」という手ごわ
い病気に立ち向かう社会を，みんなで力を合わせてつくっていくために「全国がん登録」へ
のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

第４章
がん登録とがん研究

全国がん登録の仕組み（国立がん研究センターがん情報サービスホームページより）
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