▼インタビュー ❷ ▼

独立行政法人国立がん研究センター

チェック・リストによる自己診断と改善活動により、
地域がん登録のセキュリティー・レベルと精度向上を推進
独立行政法人国立がん研究センター（以下、国立がん
研究センター）は、厚生労働省と文部科学省が推進する
『 第 3 次対がん 10 か年総合戦略 』の取り組みの一環と
して、地域がん登録についての標準化と統計情報の精度
向上の活動を推進しています。がん登録情報には個人情
報が含まれており、この漏えいを防止するためにもセキュリ
ティー対策は特に重要で欠かすことができません。
この取り組みは、地域がん登録におけるセキュリティーの
チェック・リストを作成し、各都道府県のがん登録室がそ
れに基づき自己診断を実施することにより、地域がん登録
全体のセキュリティー・レベルの向上を目指すというもので、
これまで大きな成果を上げてきました。 今後もさらにその取
り組みを継続し、地域がん登録活動の発展、ひいてはが
ん対策の推進に貢献していきます。

り かん

がんの罹患率と死亡率の情報を
がん対策の立案に活用
第二次世界大戦後、日本ではがんによる死亡率が急
速に上昇し、1953 年には死因の第 2 位となりました。こ
うした状況の下、全国のがん診療施設の中核となる国立
機関を求める声が高まり、1960 年に厚生省（当時）が
国立がんセンター設立準備委員会を設立し、2 年後の
1962 年に国立がんセンター（当時）が開設されました。
以来、がん対策を推進する中心的な機関として、2010
年の独立行政法人国立がん研究センターへの移行後も
「世界最高の医療と研究を行う」「患者目線で政策立案
を行う」という理念の下、
「がん難民をつくらない」「調査」
「研究」「技術開拓」「先進医療の提供」「教育」「政
策立案」「国際がんネットワーク」を使命として活動して
います。
国立がん研究センターの具体的な活動内容は、診療、
研究、技術開発、治験、調査など多岐にわたりますが、
その中の 1 つに地域がん登録の標準化の推進がありま
す。この取り組みについて、独立行政法人国立がん研
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究センター がん対策情報センター がん統計研究部 部長
（所属は取材当時）医学博士 祖父江 友孝氏は次のよう
に説明します。
「厚生労働省と文部科学省が 2004 年から推進している
『第 3 次対がん 10 か年総合戦略』の取り組みの一環と
して、
『がん罹患・死亡動向の実態把握の研究』班（以下、

独立行政法人
国立がん研究センター
がん対策情報センター
がん統計研究部
部長
（所属は取材当時）
医学博士

研究班）が組織されました。この研究班の取り組みには、
国立がん研究センター内のがん対策情報センターが協力
しており、わたしも主任研究者として活動に携わってきまし
た。研究班の活動は、地域がん登録における登録手順

祖父江 友孝

氏

Dr. Tomotaka Sobue,
MD, MPH

の標準化と精度向上を目的としています。地域がん登録
とは、各都道府県におけるがんの診断、治療、生存率、

その後、2006 年に「がん対策基本法」 が成立した

罹患率などを調査する活動で、各都道府県の地方公共

ことを機にがん登録活動はさらにほかの地域にも広がり、

団体や医療機関、研究機関などに設置された地域がん

2011 年は 45 都道府県で行われ、2012 年度には 47 都

登録室が実施しています。この活動は各都道府県が主

道府県すべてにおいて取り組まれる予定になっています。

体となって行ってきたため、登録方法や手順などがそれ
ぞれ異なり、罹患率の統計情報の精度にも差がありまし
た。そこで登録手順の標準化を推進し、精度向上を目指
して本研究班が発足されました」
がん対策の推進とその評価を行うためには、がんの罹
患率と死亡率の双方を国レベルで正確に把握することが

情報漏えい防止などのセキュリティー対策を
推進するため128項目の
安全管理措置チェック・リストを整備

必須です。その統計値を参照することで、どのような種

研究班の活動は、がん登録情報の精度向上を主目的

類のがんがどの地域で多発しているのか、がんごとの年

としていますが、セキュリティー対策の強化も大きな課題と

齢別の発症率はどのようになっているのかといったことが

なっています。

分かり、より有効ながん対策の立案が可能になります。が

「地域がん登録については、患者の方々に対して情報

んによる死亡率については、厚生労働省が集計している

提供への同意を取っていません。全人口に対するがんの

人口動態統計により把握することができますが、罹患率に

罹患率・死亡率を調査することが必要なので、同意を得ら

関しては、現在、日本では国レベルでのがん登録の仕組

れた方のみの情報では偏りが生じてしまうためです。これ

みがないため、地域ごとの統計情報を収集する必要があ

については、平成 16 年 1 月 8 日付け厚生労働省健康局

ります。

長通知（健習発第 0108003 号）において『個人情報保

各都道府県が主体となって開始された地域がん登録

護法』に規定する『利用目的による制限』および『第三

を、早い時期から開始した県の 1 つが宮城県です。宮

者提供の制限』の『適用除外』とされているので問題は

城県のがん登録室長で、研究班においてもワーキング・グ

ないのですが、それだけに情報漏えい防止を含めたセキュ

ループの責任者を務める地方独立行政法人宮城県立病

リティー対策が非常に重要になってきます」（祖父江氏）
。

院機構宮城県立がんセンター研究所 がん疫学・予防研

セキュリティー対策の強化は、地域がん登録の必要

究部 部長 医学博士 西野 善一氏は、日本で地域がん登

性への国民の理解を促すことにもつながるため、地域

録が開始された状況について以下のように説明します。

がん登録に携わる関係者内でその重要性に対する認

「宮城県は、国内では最も早くからがん調査を開始した

識が高まってきました。その気運を受けて、研究班は、

県の 1 つで、継続的な登録業務は 1959 年に開始してい

がん登録手順に関するハンドブックの作成に着手しまし

ます。また、広島市と長崎市も原子爆弾による健康被害

た。その経緯について独立行政法人国立がん研究セン

の状況を調査するために 1950 年代に登録を開始してい

ター がん対策情報センター がん統計研究部 地域がん

ます。その後順次着手され、2000 年代には 30 以上の

登録室 室長 医学博士 松田 智大氏は以下のように説

都道府県が取り組むようになりました」

明します。
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地方独立行政法人宮城県立病院
機構宮城県立がんセンター研究所
がん疫学・予防研究部
部長
公益財団法人宮城県対がん協会
がん登録室長
東北大学客員准教授
医学博士

西野 善一

チェック・リストの見直しを進め、
優先順位に応じたミニマム・ベースラインを設定
安全管理措置チェック・リストの見直しは、文言が適切
かどうかについての確認から開始されたと西野氏は言い
ます。

氏

Dr. Yoshikazu Nishino,
M.D., Ph.D.

「まずは、チェック ･リストの内容が妥当であるのかとい
う観点からだけではなく、各チェック項目の意図が回答者
に正しく伝わるのかという観点も踏まえて、文言を見直しま
した。日本 IBM に相談する以前に、128 項目のチェック・

「がん登録活動は、諸外国でも実施されていますので、

リストを各地域がん登録室に配布し自己診断を行っていた

まずは海外で作成されたがん登録に関する情報セキュリ

だいたところ、その回答内容は、設問のとらえ方の違い

ティーなどの指針の日本語訳をベースに、日本の状況に

によりかなりのばらつきがありました。例えば、ある設問に

特化したガイドラインを 2005 年に整備しました。ただし、

ついて、ある地域がん登録室では、対応が必要ないと判

このガイドラインだけでは達成度合いを判断することが難

断して未回答であったのに対し、別の地域がん登録室で

しいので、2009 年 7 月に、より具体的な手法をハンドブッ

は対応ができていないために未回答であったというケース

クとしてまとめ、その手法の実施状況を自己診断するため

など、さまざまな解釈の違いがありました。こうした問題に

の安全管理措置 128 項目のチェック・リストも作成しました」

対応するため、内容について日本 IBM からアドバイスを

ハンドブックやチェック・リストの作成は、各地域がん登録

受けながら、表現の修正や補足説明の付加といった改修

室の関係者や研究班のメンバーなどにより行われたもので、
情報セキュリティーの専門家は関与していませんでした。

を行いました」
こうして日本 IBMと研究班のメンバーによりチェック・リ

「完成したチェック・リストが妥当な内容かどうか、情報

スト見直しの議論が進められる中で、128 項目に優先順

セキュリティーの専門家に確認していただきたいという判

位を付け、優先順位の高い項目からセキュリティー対策を

断から 2009 年の秋に日本アイ・ビー ･ エム株式会社（以

推進するという方針が打ち出されました。
「128 項目もあると、どの項目から着手するべきか迷いま

下、日本 IBM）に相談しました」（西野氏）。

安全管理措置チェック・リスト128項目を重要度と対応難易度の観点で分類し、領域ごとに見られる特徴などを分析。
マニュアルや台帳の整備な
ど、主にコンプライアンス系
トピックに関する評価項目

【安全管理措置チェック・リスト】

基本的な安全管理策（管理面）
：42項目
作業内容から見た安全管理対策（業務面）
：86項目

実線 : 各登録室の達成度合い
点線 : 全国平均

高
重要度︵情報漏えい防止︶

該当なし

F : 5項目

G : 3項目

G
55.6

C : 20項目

A : 35項目

低

D : 35項目

B : 23項目

易

E : 7項目

該当なし

難

シ ステム の ア
クセス 権 管 理
など、主に技術
的トピックに関
する評価項目

F
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全128項目を重要度と対応難易度の観点からA〜Gの7区分に分類し、各区分について達成度合いを算出。
図1. 安全管理措置チェック・リスト128項目の見直しと現状評価
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すので、チェック項目をカテゴリーに分類して優先順位を
付け、一番優先度の高いものをミニマム・ベースラインとし
て提示することにしました。優先順位により項目を絞り込み、
その項目を確実に実施することから始めた方が、全体の
セキュリティー・レベルの向上につながると判断したのです」
（西野氏）。
そこで、まずは情報漏えい防止の重要度と対応難易
度から、安全管理措置に関する 128 のチェック項目を
A ～ G の 7 区分に分類して各領域に見られる特徴を分
析し、
さらにそれぞれの区分の達成度合いを算出しました

独立行政法人
国立がん研究センター
がん対策情報センター
がん統計研究部
地域がん登録室
室長
医学博士

松田 智大

氏

Dr. Tomohiro Matsuda,
Ph.D.

（図 1）。その結果を基に、ミニマム・ベースラインとし
て情報漏えい対策に特化した 21 項目を設定しました。

して現場の状況を直接確認するといった活動も展開しま

そして 2010 年 8 月に、各地域がん登録室によるミニマム・

した。その後、自己診断結果や現地調査結果を踏まえ

ベースライン達成状況の自己診断を実施しました。

ながらさらにチェック・リストの見直しを実施し、ミニマム・
ベースラインとしての安全管理措置の項目数を 24 項目に

新たに作成されたチェック・シートを活用しながら
ミニマム・ベースラインの自己診断を実施
各地域がん登録室によるミニマム ･ ベースラインの自
己診断は、Excel で新たに作成されたチェック・シートを
使用して実施されました。

増やすことになりました。

継続的に自己診断の取り組みを行い、
セキュリティー・レベルの向上を実現
2011 年 8 月には、各地域がん登録室における 2 度目

「必ずしも 21 項目すべてにチェックを行う必要
がないという地域がん登録室ごとの実情に配慮
し、チェック・シートでは、プロファイル質問項目
への回答を基に、対応する必要のないチェック項
目は自動的にグレー・アウトし、必要な項目のみが
提示されるようにしました（図 2）。この手順により、
対策を施す必要がありながら未達成であるのか、
あるいは対策の必要がない状況なのかということ
が区別できるようになりました。また、自己診断の
結果、未達成の項目があれば、なぜその対策が
必要なのかという解説と具体的な管理策をガイダ
ンスとしてチェック・シート上に表示させています。
ガイドラインやハンドブックでは、セキュリティー対
策の必要性や方針は示されていますが、具体的
にどのような処置を行えばいいのかという詳細なア
ドバイスは記載されていません。そこでガイダンス
の中で具体的な管理策を表示して情報を提供し、
セキュリティー強化の推進に役立てていただける
ように配慮しています」（西野氏）。
各地域がん登録室にて自己診断を実施するだ
けでなく、研究班のメンバーが実際に現地を訪問

プロファイル質問事項（上）に回答すると、
対応する必要がないチェック項目（下）がグレー・アウトされる。
図2. ミニマム・ベースライン自己診断ツールのイメージ
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のミニマム ･ ベースライン達成状況の自己診断を実施しま

活用して自己診断を行う行為そのものが、各地域がん登

した。チェック項目は、施錠や入退室などに関する「物

録室のセキュリティーに対する意識の向上を促す効果が

理面」での管理策、IT システムやその運用などに関す

あると西野氏は言います。

る「技術面」での管理策、作業内容やその手順などに

「自己診断を通じてセキュリティー意識を高めることもこ

関する「業務面」での管理策の 3 つに分けられており、

の取り組みの狙いであり、実際その効果が上がっていま

2 年目の自己診断の結果、3 分野すべてにおいて達成

す。例えばこれまでは、施錠すべきキャビネットであるにも

度の全国平均が向上するという成果が得られました（図

かかわらず、キャビネットの鍵が壊れていたために施錠し

3）。業務面では 100% の達成度を実現したほか、物理

ていないというケースがありましたが、自己診断後、予算

面では 94%、技術面では 91%（1 年目との共通項目の

を確保して新しいキャビネットを購入するという対策を行っ

みで集計した場合は 96%）と、各地域がん登録室が高

た地域がん登録室がありました。また、地域がん登録室

いレベルで情報漏えい対策に取り組んでいるということが

内部で議論しただけではどこまでのセキュリティー対策を

分かりました。

実施するかの判断が難しいという場合、外部から提示さ

未達成項目は、各地域がん登録室がおかれている

れたセキュリティー基準を参照することで、スムーズに予

状況によってやむを得ないものがほとんどだと西野氏は

算を確保でき、対策を実施することができるということもあ

言います。

るようです」

「ミニマム・ベースラインの項目はそれほど大きな予算を

セキュリティーを強化するためには、がん登録を行うス

必要とせず、取り組みやすいものが多いのですが、現場

タッフのセキュリティー意識の向上も必要となるため、研究

の状況によってはチェック・シートと同じ対策が困難な場合

班ではセキュリティーに関する教育用のパッケージを作成

もあります。例えば、
『清掃業者が立ち入る際には職員が

し、各地域がん登録室に配布しています。チェック・シー

立ち会う等、部外者の入退室における対応ができていま

トによる自己診断については、2012 年 8 月にも、前年と

すか？』という項目があります。清掃時間ががん登録室の

同様の 24 項目で実施する予定になっています。

ある施設全体で決められていて、深夜や早朝といった職
員が立ち会うことが困難な時間に清掃が行われる場合は、

報告会や講習会を実施することにより、
セキュリティーに対する意識向上を推進

未達成という扱いになってしまいますが、代替の管理策とし
てどの清掃業者がいつ清掃を行ったのかについての記録
を残すといった対応をしています」（西野氏）
。
このように未達成項目については、チェック・シートのガ

セキュリティーに関する意識を高めるためには、自己診

イダンスで示される代替策をを実施することにより、セキュ

断を行うだけではなく、全国の地域がん登録室に関する

リティーの強化を図っています。また、チェック・シートを

スタッフ同士が対面し、コミュニケーションを図ることも有効
です。研究班メンバーによる現地訪

達成度状況の対前年比較（管理策種別ごと）
管理策全体の達成度：90%（2010年）▶ 95%（2011年）
物理

2010年全国平均

100％
80％
60％
40％
20％
0％

2011年全国平均

業務

達成度：88%（2010年）

▼

94%（2011年）

▼

▼
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「事業会議など、全国の地域がん
登録室の方々が集まる機会が年に
のセキュリティー対策状況について

技術
達成度：85%（2010年）

91%（2011年）

（両年共通項目のみで集計した 場合2011年
の達成度は96%）

図3. ミニマム・ベースライン自己診断結果
（管理分野ごとの達成度）
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組みに関する報告も行っています。

数回ほどあり、その際にはそれぞれ
技術面での管理策（全5項目）

100%（2011年）

るほか、スタッフが集合する会議や
研修会では、セキュリティーの取り

物理面での管理策（全8項目）

業務面での管理策（全11項目）
達成度：97%（2010年）

問を毎年 3 ～ 4 地域で実施してい

の報告を行っています。わたしの方
から全体の状況について説明するほ
か、各地域がん登録室の方に『こ
の項目については非常に役立った』
などということをお話しいただいてい

ます。こうした情報交換も、各地域がん登録室での取り組

項目で実施する予定で、その後はコンプライアンスに関す

みに役立てていただければと考えています」（西野氏）
。

る項目も網羅し、最終的にすべての項目について取り組

各地域がん登録室のスタッフが集まる研修会では、セ
キュリティーに関する講習を実施しています。

みを広げていくことになると思います。また各地域がん登
録室で活用するIT システムについての標準化も進めてい

「地域がん登録は、各都道府県主体の取り組みですの

きます。現時点ではシステムに求められる機能要件につ

で、研修会には行政担当者の方と実務担当者の方、双

いての素案がまとまったという段階まで取り組みが進んで

方に参加していただいています。その研修会の中でセキュ

います」（西野氏）。

リティーに関する講習も実施し、安全管理措置に関する
理解を深めていただくようにしています」（西野氏）。

さらにがん登録についてのマニュアルなどの文書整備も
進めていきたいと西野氏は言います。
「各地域がん登録室は、ほとんどが少人数で運営して

これまでの成果を踏まえながら、
今後もさらなるセキュリティー強化を推進
これまで実施してきたセキュリティーに関する取り組みに
ついて、西野氏は以下のように振り返ります。
「21 項目のチェック・リストによる自己診断を実施した初
年度は、全項目を達成できた地域がん登録室は全体の

いますので、登録業務についてのマニュアルや規定といっ
た文書類が必ずしも完全には整備されていない状況にあ
ります。そうした文書を整備することも登録手順やセキュリ
ティー対策の標準化、ひいてはセキュリティーの向上につ
ながりますので、今後、注力していきたいと思っています」
地域がん登録のセキュリティーを強化することは、地域
がん登録活動そのものに対する社会の理解を深めること
にもつながります。

約 3 分の 1 でしたが、翌年はチェック・リストが 24 項目に

「地域がん登録は、本人の同意を得ずに個人情報を扱

増えたのにもかかわらず、全体の約 3 分の 2 が全項目を

うことから、以前は各種メディアでネガティブな報道がなさ

達成しました。この結果から見て、全体のセキュリティー・

れていましたが、近年ではがん対策基本法が成立するな

レベルは間違いなく向上していますし、セキュリティーに関

ど、がん対策全体に関する状況が前進し、社会全体か

する意識も向上しています。またセキュリティーの基準を示

らの地域がん登録活動に対する理解が深まってきたと思

したことにより、その後新たにがん登録を開始する地域が

います。今後もセキュリティーへの取り組みをさらに継続し

ん登録室がどのぐらいのレベルでセキュリティー対策を考

ながら、地域がん登録活動ががん対策にいかに有効で

えればいいのかを判断しやすくなったという効果も大きいと

あるかをアピールしていくことが大切だと思っています」
（松

思います」

田氏）。

また松田氏は、セキュリティーの標準化が推進されたこ
との効果について指摘します。
「研究班の目的は登録手順の標準化を進め、精度向

これまでの取り組みは研究班の活動の一環として推進
されてきましたが、今後の展開について祖父江氏は以下
のように言います。

上を目指すというものですが、安全管理措置チェック・リ

「研究班の活動は 10 年間と決められていて、すでにこ

ストの自己診断を毎年行うという取り組みにより、セキュリ

の取り組みも8 年が経過し、残りは 2 年となります。今後、

ティーについても標準化が推進されたと思います。それに

新たな研究班が立ち上げられるかもしれませんが、安全

伴って以前は各地域がん登録室の独自の判断でセキュリ

管理措置に関する取り組みを継続させていくためには、

ティー対策を行っていた状況から、一定のセキュリティー

事業化などを推進し、仕組みとして定着させていければと

基準に意識が収束するようになってきたことも大きな成果で

思っています。現状では自己診断および調査という形式に

しょう」

なっていますので、最終的にはセキュリティーについての

これまで、安全管理措置のうち優先順位の高い情報漏

第三者機関を発足し、セキュリティー・チェックに適合した

えい防止に関する項目に絞り込んで対策を行い、大きな

場合は認証するというような運営が理想的だと思います」

成果を得てきたセキュリティー対策ですが、今後はチェック・

セキュリティー対策の推進を進めながら、今後の地域が

リストの 128 項目すべてに対して自己診断を実施していく

ん登録活動はさらに活発に推進されていく見通しです。こ

予定になっています。

うした活動が将来のがん予防・治療などの対策に役立ち、

「2012 年度は前年度同様に情報漏えいに特化した 24

日本国民の健康増進に貢献していくことでしょう。
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