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はじめに 

 

 JACR Monograph は、地域がん登録全国協議会が開催します学術集会の記録集とし

て、平成 7年に創刊され、今回で 20刊目となります。前回の第 19刊の編集から、協議

会内に編集委員会を設け、学術集会記事に加えて投稿論文を査読プロセスを経て掲載す

ることになりました。投稿論文の研究分野は、地域がん登録資料や政府関係資料を用い

たがんの記述疫学研究、院内がん登録資料を用いた病院のがん医療機能評価、がん対策

の企画、評価、モニタリングに資する政策科学的研究、がん対策に関する専門的意見、

提言およびこれらの研究分野の海外での事例紹介などです。今回は投稿論文の中から、

原著 5編、資料 3編、提言 1編を掲載しました。いずれの論文も、日本語で刊行される

がん記述疫学研究に特化した学術本のシリーズとして、相応しい内容のものです。 

 

 また、本書の第 2部として、平成 26年 6月 13日に「がん登録推進法の成立をうけて」

というテーマで中瀬 一則 三重大学医学部附属病院 がんセンター長が会長を務めま

した第 23回 地域がん登録全国協議会学術集会（津市）の中から、会長講演、招請講演、

学術奨励賞受賞講演、シンポジウム、一般演題 11題および各県の登録室紹介 11題の記

事を掲載しました。シンポジウムの記録は、去る 12月 6日に成立し、2016年 1月に施

行となります、がん登録推進法に基づく法定受託事務としての都道府県の登録事業のあ

り方を考えるうえで、示唆に富んだ記録となりました。 

 

 本書が、皆様のがん登録事業やがん記述疫学研究への関心を高め、より良いがん対策

に向けた日々の活動の一助になれば幸いです。最後になりましたが、第 23 回学術集会

の開催準備と同集会の記事原稿の取りまとめに多大なご尽力をいただきました、三重県

地域がん登録室の福留 寿生博士に、深謝いたします。 

 

平成 26年 11月 

JACR Monograph 

編集委員会 
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 第 1部 論文集 

原著 

 

  

 

地域がん登録を用いた 
がん検診精度管理事業化の現状と課題 

 

服部昌和 1 藤田 学 2 井尾浩一 3 松田一夫 4 
福井県立病院 外科 1 

福井社会保険病院 内科 2 
公立丹南病院 小児科 3 

福井県健康管理協会、福井県県民健康センター 4 

要 旨 

【目的】 精度高い地域がん登録データを用いて、がん集団検診の精度管理指標算出の実際

と照合上の問題点や課題を明らかにすることを目的とした。 

【対象と方法】 2004 年 4 月 1 日から 2009 年 3 月 31 日までに福井県大腸がん検診を

受診した住民 168,298名のデータと、2011年 12月末までに登録されている福井県地域が

ん登録データを、氏名、住所および生年月日を用いて記録照合を行った。初回・逐年（隔

年）検診で便潜血検査陽性を契機として発見された大腸がんを検診陽性群、初回の便潜血

検査は陰性でその後 2 年以内に検診以外の契機で発見された大腸がんを陰性群として、感

度・特異度の算出を行った。また、胃がんおよび大腸がん集団検診の精度管理プロセス指標の

算出状況について、全国10県の地域がん登録室へアンケート調査を行い現状の把握をおこな

った。 

【結果】 記録照合により、大腸がん 505 名が分析対象として抽出され、粘膜内癌 127 例が

除外された結果、今回検討期間の偽陰性癌は 78例であり、感度 79.4%、特異度 94.9％

と算出された。アンケート調査からは、登録精度の高い地域がん登録を有する県においても、県

事業として継続的にがん登録との記録照合が行なわれていないことが判明した。今回の研究か

ら検診受診者名簿とがん登録データとの相違や照合の方法、照合体制、偽陰性の定義および

データ公表等の問題点を指摘した。 

【結論】 福井県では精度の高いがん登録データを用いてがん集団検診の精度管理が過去複

数回行なわれてきた。福井全県における大腸がん集団検診の感度は高く、偽陰性がんの正確

な把握のためにも地域がん登録との照合による検診精度管理の事業化が必要である。 

 

 

 

１．はじめに 

 福井県では、1984 年に県医師会の主導で

地域がん登録が開始され、精度の高い登録

が毎年継続して行われてきている。2006 年

からは標準データベースシステム（以下
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DBS）が導入されたが、導入前後で登録精

度指標に大きな変化はなく順調に登録がな

されている 1)。この間のデータ利用について

は研究目的利用が主体 2)~5)であり、利用の事

業化については不十分であった。 

 今回これまで蓄積された地域がん登録デ

ータとがん集団検診データの記録照合から、

集団検診のプロセス指標の測定を行った。

照合の問題点および将来的にこれら指標の

測定を事業化する場合の課題を明らかにす

ることを目的とした。また全国各地域がん

登録室へのアンケート調査を行い、集団検

診精度管理指標算出について全国状況の調

査を行った。 

 

２．方法 

(1) がん集団検診事業の精度管理 

 大腸がん集団検診受診者を福井県地域が

ん登録との記録照合により、がん発見の契

機を検証し、集団検診の感度・特異度を算

出した。この研究は、福井県医師会がん登

録委員会および福井県医師会長に使用申請

し承認を得た上でおこなった。対象は、2004

年 4月 1日から 2009年 3 月 31日までに福

井県大腸がん集団検診を受診した住民

168,298 名と、2013 年 12 月末までに登録

された福井県地域がん登録データを記録照

合した。初回・逐年（隔年）検診で便潜血

検査陽性を契機として発見された大腸がん

を検診陽性群、初回の便潜血検査は陰性で

その後 2 年以内に検診以外の契機で発見さ

れた大腸がんを偽陰性群とする松田ら 4)5)の

定義に基づいて、感度・特異度の算出を行

った。大腸粘膜内癌はその自然史が必ずし

も明らかではなく、また病理医や国際的に

も診断に差異があるため、今回は粘膜内癌

を除外して浸潤癌のみを検討対象とした 4)。 

 がん登録室で照合作業経験のある臨床系

医師 3 名と未経験の事務職員１名が、地域

がん登録の手引き 6)に基づき外部照合の手

順書を作成し作業を行った。照合指標とし

て、氏名（ふりがな、漢字）、住所、生年月

日を用いている。今回の検診受診者名簿は

姓と名が分割された記載ではなかったため

に、事前調整（外字処理を含む）として、

まず機械的に姓名の前 2 文字を姓、残りを

名として分割し、目視によるチェック（姓

が 1 文字や 3 文字候補のチェック、名が 1

文字のチェック；例えば子、代、夫、雄等 1

文字となっている場合の調整）を全データ

に行ない、がん登録データと照合可能な状

態にした。この検診データ（170,231 件；

同一人物で複数のレコードが存在するケー

スあり）を、2011 年 12 月末までに登録さ

れている地域がん登録標準データベースシ

ステム（標準 DBS）にインポートし自動的

に照合を行った。照合で得られた不完全一

致例（姓名、住所および生年月日の一部に

違いのあるもの）に対しては、同一人物候

補者リストを作成し、同一人物判定基準 6)

に基づいて目視による確認同定作業を行っ

た。その後一致例それぞれについて検診受



JACR Monograph No.20 

第 1部：論文集 

 

5 

診日や精検受診日およびその結果をデータ

に付け加え、更に大腸がんの深達度も考慮

する集約方法 7)にて集約しなおした地域が

ん登録大腸がんデータを追加結合させて分

析用のデータとした。論理的に矛盾のある

データ（特に検診・精検受診歴とがん罹患

日の整合性判定）を検討し、一部届け出病

院への再調査（診断日や発見由来不明例の

確認）を行い、最終的に分析対象とする統

計処理用データを得た。 

(2) 全国各地域がん登録室へのアンケート調

査 

 全国の精度管理状況を知るために、胃が

んおよび大腸がん検診について、MCIJ200 

8 の登録精度第 3 期基準をみたし、予後調

査も行なわれているがん登録室および厚生

労働省の｢地域がん登録研究班」に参加する

専任担当医師のいる全国の地域がん登録室

10 室に対し、2010 年 06 月と 2013 年 11 月

にアンケート調査をおこなった。過去の照

合実績、照合主体、対象検診データの内容、

照合方法、結果の公表方法および課題や問

題点について調査した。協力登録室は、山

形、宮城、新潟、栃木、千葉、神奈川、愛

知、大阪、広島、長崎の各県地域がん登録

室である。 

 

３．結果 

(1) 大腸がん集団検診事業の精度管理 

 対象期間の大腸がん集団検診の実際は、

年間約 4.5万人が受診、平均受診率 17.8%、

要精検率約 5%および精検受診率は 73.8%

であった。 がん登録大腸癌の約 12%が集検

発見癌として登録されており、がん登録に

おける結腸および直腸がんの登録状況とし

ての平均 DCO（死亡票のみの割合）は約

1.5%であった。 

 照合の実際では、市町村管理の検診受診

者名簿の様式がそれぞれ異なっており、外

字処理や姓と名の分割処理および確認作業

等の照合前段階の作業に長時間（のべ作業

時間の約 50%）を要した。 

 がん登録標準 DBS データとの自動照合

では、最初の照合による完全一致例が 2,826

件、次に不完全一致例が延べ 27,341 件（検

診データ 170,231 件の約 16.1%）リストア

ップされ、これに対する同定作業から 420

件が同一人物と確認され、完全一致例とあ

わせて大腸がん症例 3,246 件が分析用デー

タとして抽出された。ここから個人毎の受

診状況へと記録をまとめ、診断日や検診受

診歴などの整合性判定の結果 2,741 件が除

外され、がん罹患前の検診歴から 505 例を

統計処理対象データとした。 

 データ集約、照合のための調整や目視確

認、結果の算出およびその解析と追加調査

に、延べ 200 時間以上（自主申告分含め）

を要した。 

 粘膜内癌 127 例を除いた 378 例の大腸が

んの内訳は、便潜血陽性検診発見がんが 300

例、偽陰性がんが 78 例であった。検診の感 
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 表 1  福井県大腸がん集団検診の精度 2004年～2009年データ 

  がん 
合計 

  あり なし 

検診 
陽性 300 8,562 8,862 

陰性 78 159,358 159,436 

合計 378 167,920 168,298 

     

   感度 0.794 

   特異度 0.949 

   
陽性反応 

的中率 
0.034 

 

 

 表 2  全国 10地域がん登録室へのアンケート結果 

 
 

 

度は 79.4%、特異度 94.9%、陽性反応的中

度 3.4%と算出された（表 1）。 

(2) 全国各地域がん登録室へのアンケート調

査 

 全国各地域がん登録室へのアンケート調

査結果（表 2、2回の調査結果を統合して表示）

からは、 

a) 記録照合によるがん集団検診のプロセ

ス指標の算出を行なったことがある県

は 6 県、行なっていない県が 3 県であ

1.記録照合による評価を行なったことがあるか？ 
 ★はい：8県（毎年の 1県を含め） 
    これまでの照合回数：1回 2県、2回 1県、7回 1県、10回以上 2県、回数不明 2県 

 ★ない：2県 
    ・登録精度が悪いため   ・必要性は理解しているが、検診施設のマンパワー不足 
    ・個人情報の観点から   ・申請がない 

2.照合主体について 
   地域がん登録室    1県 
   検診実施機関    3県 

   医師や研究者・研究機関   6県 
3.照合データについて 
   全県の検診データ    1県 

   特定の市町村や自治体の検診データ  3県 
   病院・検診機関のデータ   4県 
   職域検診のデータ    1県（複数回答有） 

4.照合方法について 
   電算処理のみ    1県 
   類似リストを作成し手作業で同一人物か確認  6県 

5.照合指標について 
   氏名（漢字・かな）、生年月日、性別、住所  5県 
   氏名（漢字・かな）、生年月日、性別  1県 

   氏名（漢字）、生年月日   1県 
6.結果の公表について 
   研究成果として学会論文等で発表  5県 
   検診主体へ返す    2県 
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った。市レベルの検診データの照合を

毎年行なっている県が 1 県あった。記

録照合を行なえていない県の理由とし

ては、地域がん登録精度が悪いため、

必要性は理解しているが、受診率や精

検受診率の管理評価で手一杯であると

の意見があった。 

b) 照合主体としては、地域がん登録室で

評価をおこなったのが 1 県、検診実施

機関からの依頼が 3 県、医師や研究

者・研究機関からの研究目的が 5 県で

あった（重複回答あり）。 

c) 照合した検診データは、全県のデータ

が 1 県、特定の市町村の検診データが

3 県、特定の病院や検診機関のデータ

が 4 県および職域検診のデータが 1 県

であった。 

d) 照合方法は、自動の電算処理のみが 1

県、電算処理後類似リストを作成し手

作業で同一人物確認をしている県が 5

県であった。照合指標は、5 県で氏名

（漢字・かな）、生年月日、性別、住所

が用いられていた。 

e) 結果の公表に関しては、結果を検診主

体に戻し依頼先の判断に任せている、

あるいは研究成果として発表している

という回答のみで、自治体の広報や検

診勧奨のパンフレットなどに掲載して

いる県はなかった。 

f) 各登録室に課題や問題点の記載では、 

 偽陰性の定義が統一されていない 

 市町村の検診台帳と地域がん登録

データの様式が異なっており、照合

前段階の処理作業に時間がかかる。

具体的には類似リストには照合一

致例の約 1.5倍の疑義症例数がリス

トアップされたとの回答もあった 

 データは登録精度や照合方法に大

きく左右されるため、そのままのデ

ータを公表することによる受診者

や検診当事者間に検診体制への不

信や不安感が生ずるおそれがある 

 研究が主で、実際の検診実施機関や

担当者へのフィードバックされて

いない 

などの意見が出された。3.5 年後の調査でも

ほとんど同じ回答であり、新たに県レベル

で照合が事業化されている県はなかった。 

 

４．考察 

 がん検診による死亡率減少効果を上げる

ためには、科学的に有効とされた集団検診

の受診率の向上および提供する検診の精度

管理が重要であり、そのためには精度の高

いがん登録が必要であることは論を待たな

い。今回福井県において、大腸がん集団検

診精度管理プロセス指標である検診感度に

ついて松田らの定義 4)5)によりがん登録を用

いて検討を行ったところ、感度 79.4%、特

異度 94.9%と、高い精度で検診が行われて

いることが判明した。福井県ではこれまで

がん登録精度が高く安定していることを背

景に、表 3 に示すように、今回を含む３つ
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 表 3  福井県大腸がん検診精度管理指標の変遷 

 92～95年 4) 95～01年 5) 
04～09年 

（今回調査） 

大腸がん 203 361 378 

偽陰性がん* 28 72 78 

感度 86.2% 80.1% 79.4% 

特異度 － － 94.9% 

* プロセス指標である精度評価指標には含まれない 

 

 

の期間において同じ定義 4)5)による大腸がん

集団検診の感度測定が行われてきた。この 3

期間とも感度は79.4%から86.2%と良好で、

観察期間による大きな差はなく推移してい

た。また今回特異度を計測し、94.9%と高率

であることを報告できた。特異度を含めた

内容のある精度評価が実施され、福井県で

は大腸がん集団検診が高い精度で実施され

ていることが判明した。検診を実施する立

場として、このまま安定した精度で事業が

継続できる体制を維持していくべきである

と考える。 

 スクリーニング検査の感度・特異度など

のいわゆるプロセス指標を得るために、が

ん登録データとがん検診受診者データとの

記録照合をする場合、がん登録そのものの

精度や記録照合時の技術的問題や中間期が

んの定義など様々な問題が存在し、事業化

への道のりは遠いのが現状と推察される。

今回のアンケート調査からも、検診精度の

管理は、がん登録データの最も有効な活用

法であるにも関わらず、現時点では全国で

事業化された県はなく、医師個人の研究の

域をでていないことが判明した。 

 事業化への課題についてであるが、まず

福井県では検診機関が 1 か所に統一されて

おりデータ提供はスムーズであった。照合

時の問題点として、突合名簿様式の違いに

よる照合前データの調整や、本人同定のた

めの類似者リストが照合件数の約 1 割程度

と多数アップされるため、それらの処理作

業に膨大な時間を要する点があげられる。

今回の照合時には、照合指標である姓と名

の分割の有無など市町村の検診受診者名簿

の様式がそれぞれ異なっており、自動照合

から膨大な数の疑義ファイルができあがり、

それらすべてを手作業も含め再度照合する

必要があった。地域がん登録データと照合

する前段階の電算処理作業に相当な時間を

要している。照合を前提とした受診者名簿

の統一化が望まれ、がん登録データや検診

名簿への個人識別番号等などの導入も視野
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に入れた体制整備が必要であると考える。

照合件数とその処理にかかるマンパワー不

足も問題の一つである。 

 検診偽陰性の定義についてはさまざまな

定義が存在し、それぞれのがんにおいて研

究段階である。事業化に向けて部位ごとに

統一した定義の決定が望まれる。 

 地域がん登録データは、罹患データが確

定するのに罹患年の 3～4 年後である一方、

市町村や検診機関における受診者名簿や結

果の保管は受診年から 5 年間というところ

が多い。したがってがん登録を用いた検診

の評価が可能となるのは、過去 5 年前後の

数年間の受診者となり時間的な制約が存在

する。地域がん登録の罹患確定が早くでき

るようになれば、現在より大きな規模でよ

り近い時期の検診評価が可能になり、受け

入れやすいデータを提供できると考える。

登録の即時性が求められる。一方、即時的

ではないが、照合で得られた偽陰性癌の臨

床病理学的な検討は、データの蓄積による

ことで行えるものであり、貴重な疫学的資

料を提供 2)~5)8)できており、この点の重要性

は強調したい。 

 登録や照合体制の問題点としては、福井

県では登録室の予算や登録従事職員数など

登録そのものの運用にもさまざまな制約が

あり、照合の事業化によるさらなる作業量

の増加には現状では対応困難である。マン

パワー不足が医師の研究段階を脱出できて

いない最大の要因と考える。照合成果の公

表に関しては、これまでは学会や論文発表

の実績 2)~5)はあるが、データに基づいた受診

勧奨や受診率向上などへの取り組みは不十

分であり、検診啓蒙への活用も行う必要が

ある。 

 今後死亡率減少を目指す有効な集団検診

とするためには、低迷する検診受診率の向

上対策とともに、がん登録を用いたがん検

診精度管理の重要性についての理解と事業

化・普及への制度的な整備がますます必要

である。 

 

5．結果 

1 福井県大腸がん集団検診のプロセス指

標の検討では、対象大腸がん 378 例中、

偽陰性は 78 例であり、感度 79.4% 特

異度 94.9%と算出された。 

2 福井県では精度の高いがん登録を用い

た集団検診の精度管理および偽陰性癌

の検討が定期的に行なわれており、こ

れらデータを用いた受診勧奨、受診率

向上への取り組みが期待される。 

3 全国アンケート調査からは、登録精度

の高い地域がん登録を有する県におい

ても、継続的な地域がん登録データと

の記録照合は行われてはいなかった。

全国的な事業化に向けた研究が必要で

ある。 

 本研究の一部は 厚生労働科学研究費補

助金 第 3 次対がん総合戦略研究事業「が

んの実態把握とがん情報の発信に関する研

究」班（祖父江友孝研究代表者）による研
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究成果である。 
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がん検診等由来や検診受診率と診断時の 
がん進行度との関係について 

 

雑賀公美子 1,2 松田智大 2 柴田亜希子 2 西本 寛 2 片野田耕太 2 斎藤 博 1 
国立がん研究センター がん予防・検診研究センター1 

国立がん研究センター がん対策情報センター2 

要 旨 

 日本におけるがん検診受診率は欧米に比べて低く、その効果は十分に得られていないと考え

られる。地域がん登録によるがん検診、健診または人間ドックによる発見経緯や、厚生労働省

が実施している国民生活基礎調査における性・年齢階級別のがん検診の受診率が、診断時

のがんの進行度に寄与しているのかを検討した。診断時の進行度は、遠隔転移をリファレンスと

し、上皮内、限局、領域（所属リンパ節転移・隣接臓器浸潤）の診断に対する多項ロジット

モデルを用い、説明変数として、性、年齢、属する集団（都道府県、性・年齢別）の検診受

診率、発見経緯とし、発見経緯については年齢との交互作用を検討した。 

 対象者が属する地域の受診率は、高いほど胃がんと肺がんにおいては上皮内や限局で診断

されやすいが、それ以外の部位ではあまり効果は見られなかった。検診等由来によるがんは、

30 歳または 40 歳以上の年齢階級においてすべての部位でより早期の進行度で診断されるこ

とが明らかとなったが、すべての部位において 20 歳代ではこの効果は見られず、20 歳代におい

ては発見経緯が検診等由来であっても、それ以外であっても診断時の進行度にあまり影響は

ないことが示唆された。特に子宮頸がんでは、20 歳代のがんの大部分が上皮内がんであり、過

剰診断と呼ばれる検診をしなければ発見されなかったがんが多く含まれているとも考えられるた

め、検診の効果を検討する上では、早期発見・早期治療による死亡率減少効果という有効

性と、要精検率や偽陰性・偽陽性率、過剰診断や過剰治療などの不利益のバランスを考慮

して慎重に検討する必要がある。 

 

 

 

１．はじめに 

 日本におけるがん検診受診率は欧米に比

べて低く、その効果は十分に得られていな

いと考えられる。地域がん登録ではがん検

診、健診または人間ドックによる発見経緯

が登録されており、厚生労働省が実施して

いる国民生活基礎調査においては 3 年に 1

度都道府県別、性・年齢階級別のがん検診

の受診率が報告されている。本研究では、

これらの情報を用い、地域がん登録におけ
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るがん検診、健診または人間ドックの発見

経緯やがん検診の受診率が、診断時のがん

の進行度に寄与しているのかを検討するこ

とを目的とした。 

 

２．方法 

 国立がん研究センターが実施する「全国

がん罹患モニタリング集計」に 2007年罹患

データの提出があった地域がん登録のうち、

部位別に死亡票による把握の割合（DCN割

合）が 30%未満または死亡票のみによる把

握の割合（DCO 割合）が 25%未満の地域が

ん登録を利用した。DCN症例および進行度

が「再発・DCO」と登録されているものと、

進行度が不明の症例は対象外とし、検討部

位は、がん検診の有効性が認められている

胃、大腸、肺、乳房（女性）、子宮頸部とし

た。 

 地域がん登録では、発見経緯は「検診等

由来（がん検診・健診・人間ドック）」と「そ

の他、不明、死亡票のみによる把握（DCO）」

に分類されており、進行度は「上皮内」、「限

局」、「領域（所属リンパ節転移・隣接臓器

浸潤）」および「遠隔転移」に分類されてい

る。がん検診受診率については、国民生活

基礎調査で報告された 2007年の都道府県

別性・年齢階級別の受診率を用いた。 

 診断時のがんの進行度に対する対象者が

属する地域の受診率と発見経緯の効果につ

いて、進行度については遠隔転移をリファ

レンスとした多項ロジットモデルを用い、

説明変数として、性、年齢、属する集団（都

道府県、性・年齢別）の検診受診率、発見

経緯とし、発見経緯については年齢との交

互作用を検討した。 

 

３．結果 

 2007年に「全国がん罹患モニタリング集

計」に提出のあった 33地域がん登録のうち、

部位別のDCN割合およびDCO割合から一

定の精度が保たれているとされた地域は、

胃がん 23地域、大腸がん 26地域、肺がん

16地域、乳がんと子宮頸がんは 33地域で

あった。図 1に示すように、これらの地域

がん登録に登録された罹患者のうち、部位

別で 6%（子宮頸がん）から 20%（胃がん）

程度の DCN症例を除き、さらに進行度が

「再発・DCO」または「不明」である 7%

（子宮頸がん）から 13%（大腸がん）の症

例を対象外とし、本研究の解析対象数は、

胃がんが 33,629例、大腸がんが 34,638例、

肺がんが 15,254例、乳がんが 25,112例、

子宮頸がんが 7,560例となった。 

 表 1に対象の特性を示した。進行度では、

胃がん、大腸がん、乳がんにおいては 50～

60%が限局であり、約 30%が領域（リンパ

節転移、隣接臓器浸潤）であった。肺がん

は遠隔転移が 36.5%と最も多く、子宮頸が

んは 50%以上が上皮内がんであり、上皮内

と限局で 70%以上を占めていた。年齢階級

別では、胃がん、大腸がん、肺がんにおい

ては 60歳以上が約 80%を占めているが、乳
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 図 1  研究対象の選択 

 

 

 表 1  研究対象特性 

 

地域がん登録

数

DCN割合

平均

最大

対象者

対象者数

進行度

上皮内 253 ( ) 340 ( ) 3 ( ) 2423 ( ) 3985 ( )

限局 19558 ( ) 17304 ( ) 5024 ( ) 14380 ( ) 1940 ( )

領域 7949 ( ) 10593 ( ) 4655 ( ) 7206 ( ) 1348 ( )

遠隔転移 5869 ( ) 6401 ( ) 5572 ( ) 1103 ( ) 287 ( )

年齢階級

20歳代 48 ( ) 45 ( ) 6 ( ) 132 ( ) 748 ( )

30歳代 342 ( ) 384 ( ) 86 ( ) 1578 ( ) 2326 ( )

40歳代 1195 ( ) 1323 ( ) 425 ( ) 5199 ( ) 1811 ( )

50歳代 4792 ( ) 5421 ( ) 1978 ( ) 6671 ( ) 1058 ( )

60歳代 8990 ( ) 9424 ( ) 3963 ( ) 5712 ( ) 790 ( )

70歳代 12196 ( ) 11642 ( ) 5854 ( ) 4093 ( ) 530 ( )

80歳代 6066 ( ) 6399 ( ) 2942 ( ) 1727 ( ) 297 ( )

発見経緯

検診等由来 8136 ( ) 7171 ( ) 3274 ( ) 5880 ( ) 2669 ( )

その他 25493 ( ) 27467 ( ) 11980 ( ) 19232 ( ) 4891 ( )

平均受診率*

20歳代 2.5% ( 0.0% - 5.8% ) 1.8% ( 0.0% - 4.2% ) 8.9% ( 4.4% - 16.5% ) 2.2% ( 0.0% - 4.2% ) 11.7% ( 7.5% - 17.3% )

30歳代 10.7% ( 4.6% - 18.0% ) 7.3% ( 3.4% - 11.5% ) 11.5% ( 4.7% - 19.7% ) 12.6% ( 6.9% - 22.4% ) 26.0% ( 21.6% - 31.4% )

40歳代 30.7% ( 16.0% - 47.2% ) 23.7% ( 11.9% - 33.3% ) 28.3% ( 15.7% - 37.5% ) 27.9% ( 19.0% - 40.8% ) 33.6% ( 25.0% - 47.9% )

50歳代 34.6% ( 20.2% - 53.0% ) 28.7% ( 16.7% - 41.0% ) 30.1% ( 15.8% - 41.0% ) 28.2% ( 19.2% - 41.5% ) 30.2% ( 22.2% - 42.6% )

60歳代 35.3% ( 23.5% - 56.1% ) 30.7% ( 19.1% - 45.5% ) 29.5% ( 12.3% - 41.3% ) 23.8% ( 11.8% - 37.0% ) 23.3% ( 11.6% - 39.1% )

70歳代 33.0% ( 17.8% - 50.0% ) 28.5% ( 19.4% - 43.5% ) 27.8% ( 9.7% - 41.2% ) 14.5% ( 6.1% - 29.5% ) 13.4% ( 6.1% - 27.9% )

80歳代 19.7% ( 2.9% - 33.3% ) 16.3% ( 6.4% - 29.4% ) 18.0% ( 3.7% - 32.4% ) 3.6% ( 0.0% - 8.6% ) 3.3% ( 0.0% - 9.7% )

*: 括弧内は、検診受診率の最小値と最大値を示す

24.2% 20.7% 21.5% 23.4% 35.3%

75.8% 79.3% 78.5% 76.6% 64.7%

36.3% 33.6% 38.4% 16.3% 7.0%

18.0% 18.5% 19.3% 6.9% 3.9%

14.2% 15.7% 13.0% 26.6% 14.0%

26.7% 27.2% 26.0% 22.7% 10.4%

1.0% 1.1% 0.6% 6.3% 30.8%

3.6% 3.8% 2.8% 20.7% 24.0%

17.5% 18.5% 36.5% 4.4% 3.8%

0.1% 0.1% 0.0% 0.5% 9.9%

58.2% 50.0% 32.9% 57.3% 25.7%

23.6% 30.6% 30.5% 28.7% 17.8%

33629 34638 15254 25112 7560

0.8% 1.0% 0.0% 9.6% 52.7%

18.6% 17.9% 23.8% 9.4% 6.5%

30.5% 29.3% 36.6% 26.3% 17.3%

胃 大腸 肺 乳房（女性のみ） 子宮頸

23 26 16 33 33
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 図 2  部位別年齢階級別進行度分布 

 

 

がんは 40歳代、50歳代で約 50%、子宮頸

がんは 30歳代、40歳代で約 55%を占めて

いた。発見経緯においては、胃がん、大腸

がん、肺がん、乳がんはあまり大きな違い

はなく、検診等由来割合が約 20%であるが、

子宮頸がんでは検診等由来割合が 35.3%を

占めていた。本研究の対象とした地域の検

診受診率の平均をみると、40歳未満の受診

率は子宮頸がんが高く、40歳代から 60歳

代まではどの部位も 20～30%程度であった。

乳がん、子宮頸がんの受診率は 70歳代で

15%未満であるのに対し、胃がん、大腸が

ん、肺がんは 70歳代でも約 30%程度であっ

た。 

 図 2に進行度の分布を部位別、年齢階級

別に示した。胃がん、大腸がん、肺がん、

乳がんは年齢による違いはあまり大きくな

いが、子宮頸がんは 20歳代では上皮内がん

が 83.8%、遠隔転移が 0.3%であるのに対し、

80歳以上では上皮内が 10.4%、遠隔転移が

13.8%と高齢になるほど領域や遠隔転移の

割合が増加していた。 

 図 3に部位別、年齢階級別の発見経緯の

分布を示した。胃がん、大腸がん、乳がん
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 図 3  部位別年齢階級別発見経緯分布 

 

 

では 40歳代、肺がんと子宮頸がんでは 30

代や 80歳以上では低い分布となっていた。

また、20歳代から 40歳代においては子宮

頸がんの検診由来割合が他の部位と比べて

かなり高かった。 図 4に部位別、発見経

緯別の進行度分布を示した。すべての部位

で検診等発見由来での進行度が良好な傾向

がみられた。 

 表 2 にロジスティック回帰分析結果を示

した。遠隔転移に対する上皮内、限局、領

域の、対象者が属する地域の受診率、年齢

階級別の検診等由来のオッズ比を示した。

オッズ比が統計的に有意に正の値となって

いる胃がんの上皮内と限局、肺がんの限局

については、対象者が属する地域の受診率

が高いほどそれぞれの進行度で診断されや

すいことを示す。それ以外の部位、進行度

について受診率の効果は統計的に有意には

示されなかった。反対に胃がん、大腸がん、

子宮頸がんでは受診率が低いほど領域と診

断されやすい結果となった。検診等由来に

よる診断は、上皮内の診断については胃が

んと大腸がんでは 40歳以上、乳がんと子宮

頸がんでは 30 歳以上のすべての年齢階級

で検診由来の効果が認められた。限局の診

断については、胃がんと大腸がん、肺がん



JACR Monograph No.20 

第 1 部：論文集 

16 

 
 図 4  部位別発見経緯別進行度の分布 

 

 

 表 2  発見経緯および受診率のオッズ比（進行度が遠隔転移をリファレンスとしている） 

 

 

上皮内

受診率 33.19 † （ 5.85 - 188.40 ） 0.96 （ 0.11 - 8.27 ） 3.58 （ 0.91 - 14.10 ） 0.18 （ 0.01 - 2.52 ）

検診等由来 20歳代

30歳代 10.32 （ 0.59 - 181.16 ） 9.82 † （ 2.30 - 41.85 ） 5.64 † （ 1.65 - 19.22 ）

40歳代 16.10 † （ 3.58 - 72.45 ） 3.12 † （ 1.02 - 9.50 ） 9.92 † （ 5.71 - 17.23 ） 10.56 † （ 4.16 - 26.80 ）

50歳代 8.24 † （ 4.12 - 16.49 ） 9.99 † （ 5.70 - 17.52 ） 5.23 （ 0.32 - 84.67 ） 13.58 † （ 8.65 - 21.32 ） 12.03 † （ 5.06 - 28.63 ）

60歳代 4.99 † （ 2.88 - 8.64 ） 8.73 † （ 5.73 - 13.29 ） 23.53 † （ 12.21 - 45.32 ） 21.03 † （ 6.40 - 69.09 ）

70歳代 7.51 † （ 4.80 - 11.77 ） 11.41 † （ 7.67 - 16.96 ） 72.64 † （ 10.03 - 526.12 ） 36.66 † （ 4.88 - 275.40 ）

80歳代 6.52 † （ 3.15 - 13.50 ） 13.24 † （ 6.61 - 26.53 ） 4.09 † （ 1.12 - 14.96 ） 14.03 † （ 1.65 - 119.37 ）

限局

受診率 4.24 † （ 2.75 - 6.56 ） 1.63 （ 0.91 - 2.94 ） 3.83 † （ 2.15 - 6.83 ） 1.65 （ 0.51 - 5.38 ） 0.05 † （ 0.00 - 0.72 ）

検診等由来 20歳代 1.06 （ 0.09 - 13.21 ）

30歳代 6.27 † （ 2.58 - 15.25 ） 4.22 † （ 1.90 - 9.34 ） 12.85 † （ 3.95 - 41.88 ） 5.92 † （ 1.43 - 24.53 ） 3.16 （ 0.92 - 10.87 ）

40歳代 9.22 † （ 5.68 - 14.95 ） 5.21 † （ 3.55 - 7.64 ） 4.84 † （ 2.86 - 8.18 ） 4.17 † （ 2.43 - 7.13 ） 5.85 † （ 2.29 - 14.96 ）

50歳代 7.54 † （ 5.92 - 9.59 ） 5.23 † （ 4.23 - 6.45 ） 6.95 † （ 5.39 - 8.96 ） 5.94 † （ 3.87 - 9.12 ） 4.29 † （ 1.80 - 10.28 ）

60歳代 5.38 † （ 4.51 - 6.42 ） 4.67 † （ 3.91 - 5.57 ） 6.13 † （ 4.99 - 7.53 ） 11.04 † （ 5.85 - 20.85 ） 6.94 † （ 2.10 - 22.99 ）

70歳代 5.21 † （ 4.35 - 6.26 ） 4.39 † （ 3.68 - 5.25 ） 5.04 † （ 4.16 - 6.11 ） 36.58 † （ 5.11 - 261.86 ） 11.20 † （ 1.48 - 84.80 ）

80歳代 4.23 † （ 3.13 - 5.72 ） 3.93 † （ 2.90 - 5.34 ） 5.66 † （ 4.15 - 7.73 ） 2.82 （ 0.88 - 9.09 ） 5.69 （ 0.69 - 47.33 ）

領域（所属リンパ節転移・隣接臓器浸潤）

受診率 0.59 † （ 0.36 - 0.98 ） 0.47 † （ 0.25 - 0.89 ） 1.24 （ 0.70 - 2.20 ） 0.83 （ 0.25 - 2.80 ） 0.05 † （ 0.00 - 0.70 ）

検診等由来 20歳代 1.82 （ 0.14 - 23.32 ）

30歳代 2.09 （ 0.75 - 5.80 ） 2.39 † （ 1.01 - 5.67 ） 5.81 † （ 1.66 - 20.34 ） 3.58 （ 0.85 - 15.06 ） 1.05 （ 0.29 - 3.86 ）

40歳代 3.11 † （ 1.82 - 5.31 ） 1.78 † （ 1.16 - 2.72 ） 2.37 † （ 1.41 - 3.99 ） 2.57 † （ 1.49 - 4.43 ） 1.15 （ 0.42 - 3.16 ）

50歳代 3.13 † （ 2.39 - 4.08 ） 2.18 † （ 1.73 - 2.75 ） 3.41 † （ 2.62 - 4.45 ） 2.86 † （ 1.85 - 4.44 ） 0.96 （ 0.38 - 2.43 ）

60歳代 2.62 † （ 2.15 - 3.19 ） 2.26 † （ 1.86 - 2.74 ） 2.76 † （ 2.21 - 3.44 ） 5.14 † （ 2.70 - 9.81 ） 1.42 （ 0.40 - 5.02 ）

70歳代 2.62 † （ 2.14 - 3.20 ） 2.50 † （ 2.06 - 3.02 ） 2.77 † （ 2.25 - 3.40 ） 21.89 † （ 3.04 - 157.71 ） 4.48 （ 0.58 - 34.31 ）

80歳代 2.22 † （ 1.58 - 3.11 ） 2.36 † （ 1.70 - 3.27 ） 2.44 † （ 1.75 - 3.40 ） 1.63 （ 0.48 - 5.54 ） 2.42 （ 0.30 - 19.65 ）

括弧内の数字は95％信頼区間を示す

*1: オッズ比の推定値が<0.001または>999.99、または95%信頼区間の下が<0.001かつ上が>999.99

†: p<0.05で統計的に有意

乳房 子宮頸部

*1

*1 *1

胃 大腸 肺

*1 *1 *1 *1 *1

*1

*1

*1

*1

*1 *1 *1 *1

*1 *1 *1 *1
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については 30 歳以上のすべての年齢階級、

乳がんは 30 歳代から 70 歳代まで、子宮頸

がんは 40 歳代から 70 歳代で効果が認めら

れた。領域の診断についても胃がんでは 40

歳以上、大腸がんと肺がんでは 30歳以上の

すべての年齢階級、乳がんでは 40歳代から

70歳代で検診由来の効果があった。 

 

４．考察 

 本研究に利用した地域がん登録は一定の

精度基準にしたがって部位別で利用地域数

が異なっている。国立がん研究センターで

集計している「全国がん罹患モニタリング

集計」においては、全国がん罹患数・罹患

率推計値として、一定の精度基準を満たす

地域がん登録を用いて全国値を推計してい

る 1)。この際の一定の精度基準は、全部位、

男女合計の DCO 割合が 25%未満、あるい

は DCN割合が 30%未満であり、かつ、罹

患数と人口動態統計によるがん死亡数との

比（IM比）が 1.5以上としているが、本研

究においては、進行度と発見経緯などのよ

り詳細な情報について解析するため、この

精度基準を部位別に算出した。そのため、

利用した地域が乳がんと子宮頸がんはすべ

ての地域（33地域）が利用できたが、肺が

んについては 16地域となった。これは、

DCN が生存率の低い部位において起こり

やすいことが影響しているためと言える。

診断時のがんの進行度分布は、部位によっ

て異なるものの、胃がん、大腸がん、乳が

んにおいてはすべての年齢階級において、

約半数から半数以上が限局までに診断され

ていることが明らかとなった。子宮頸がん

は顕著に限局の割合が高いものの、年齢に

より進行度分布は異なり、20歳代、30歳代

で診断されるがんの 70～80%が上皮内がん

であるが、高齢になるほど上皮内がんで診

断される割合は減少し、80歳以上では 60%

以上が領域以上である。これは、20 歳代、

30歳代で診断される子宮頸がんが、他の部

位に比べて検診等由来のものが多いことで

も示されるように、子宮頸がんは妊婦健診

などで検診または検査の 1つとして実施さ

れることが多く、20歳代、30歳代の受診者

がより多く発見されていることと関係して

いると言える。 

 また、対象者が属する地域の受診率が高

いほど胃がんと肺がんにおいては上皮内や

限局で診断されやすいが、それ以外の部位

ではあまり効果は見られなかった。これは、

本研究の対象となった地域における検診の

受診率が最大でも 50%程度と高くないこと

もあり、地域の受診率が高いことと、本人

が受診しているかとの関連があまり強くな

いと言える。検診等由来によるがんが 30歳

または 40歳以上の年齢階級においてすべ

ての部位でより良好な進行度で診断される

ことが明らかとなったが、すべての部位に

おいて 20歳代ではこの効果は見られず、20

歳代においては検診等由来であっても、そ

れ以外であっても診断時の進行度にあまり

影響はないと考えられる。これは、胃がん、
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大腸がん、肺がん、乳がんの検診が、国が

対策型の検診としての実施方法を示す「が

ん予防重点健康教育及びがん検診実施のた

めの指針」において、死亡率減少効果が科

学的に認められる 40歳以上に実施するこ

とが定めされていることからも妥当な結果

と言える。子宮頸がんは 20歳以上の年齢に

おいて推奨されているが、20歳代は大部分

が上皮内がんであり、過剰診断と呼ばれる

検診をしなければ発見されなかったがんが

多く含まれているとも考えられる。子宮頸

がんの進行がんの罹患について、検診を受

診した集団は受診していない集団に比べて

進行がんの罹患リスクが減少することが報

告されているが、20歳代（特に前半）につ

いては、検診を受診した集団としていない

集団とを比較しても 5年後の進行がんの罹

患リスクに差がないため、検診の効果はあ

まり大きくないとの先行研究もあり 2)、20

歳代の子宮頸がん検診は過剰診断や過剰治

療がどの程度存在するのかなどをより慎重

に検討する必要がある。地域がん登録にお

ける発見経緯の意義は、急激な罹患率の変

動が観測された場合に、新たな早期発見手

段や剖検の広まりによる影響の有無を補足

的に推察するためであり 3)、正確な検診受診

や検診の効果を検討することは難しい。検

診等由来と報告されていない診断がんの中

にも検診由来が含まれている可能性があり、

今後検診受診情報との照合などの手法を用

いて、より正確な解析をする必要がある。

また、国民生活基礎調査における検診受診

率についても、検診と診療における検査が

区別されておらず、診療上の診断のための

検査が含まれているなどの影響がある。本

研究により、がんと診断された症例におい

ては、胃がん、大腸がん、肺がん、乳がん、

子宮頸がんの 30歳以上ではがん検診・健

診・人間ドック等での発見経緯がより早期

発見の効果があることが明らかとなった。

しかし、がん検診の有効性は、早期発見・

早期治療による死亡率減少効果で判定する

べきであり、検診を推奨するかについては、

有効性と、要精検率や偽陰性・偽陽性率、

過剰診断や過剰治療などの不利益のバラン

スを考慮して判定する必要がある。 

 昨年、「がん登録等の推進に関する法律」

が成立し、この法律の目的の中で、がん検

診の質の向上のため、2016年から開始され

る全国がん登録を利用した調査研究の推進

が掲げられている。わが国におけるがん検

診推進事業で市区町村自治体が主体となっ

て実施されている検診データの質の向上と、

地域がん登録データを用いたがん検診の評

価研究を継続して実施することが必要であ

ると考える。 
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原著 

 

  

 

地域がん登録を利用した 
胃がん検診の有効性評価 

－胃がん検診受診者の標準化死亡比－ 
 

茂木文孝 1 松永弘子 1 河内加代 1 後閑香代子 1 田中直美 1  

高橋宏典 2 野中博幸 2 西村 透 2 津久井智 2 

猿木信裕 3 関口利和 4 中野正美 4 小島 章 4小山 洋 5 
群馬県健康づくり財団 群馬県がん登録室 1 

群馬県 健康福祉部 2 
群馬県立がんセンター 3 

太田市医師会 4 
群馬大学大学院医学系研究科公衆衛生学 5 

要 旨 

【目的】 がん登録資料を用いて効率的に太田市の胃癌死亡を把握し、太田市胃がん検診の

有効性を明らかにする。 

【方法】 対象は、2002年の 40歳以上の太田市在住者105,511人（男性51,078人、

女性 54,433 人）。このうち対策型胃がん検診を受診した 6,761 人（男性 2,523 人、女

性 4,238人）を受診群、それ以外を非受診群（男性 48,555人、女性 50,195人）とし

て 5 年間追跡し、両群の胃癌死亡や胃癌死亡を除いた全癌死亡を調査した。癌死亡は、検

診受診者名簿とがん登録資料との記録照合により把握した。 

【結果】 胃癌死亡は受診群が 8例（男性 3例、女性 5例）、非受診群が 342例（男性

235例、女性 107例）であった。非受診群の胃癌死亡を 1 とした場合の受診群の標準化死

亡比（ standardised mortality rate： SMR）は 0.27 で、 95%信頼区間は

0.12-0.54であった。男性のSMRは0.14（95%信頼区間：0.03-0.40）、女性のSMR

は 0.69 （0.22-1.62）であった。胃癌死亡を除いた全癌死亡は受診群が 88 例（男性

54 例、女性 34 例）、非受診群が 1,397 例（男性 851 例、女性 546 例）であった。受

診群の SMR は 0.75（0.60-0.93）であった。男性の SMR は 0.72（0.54-0.93）、女

性の SMR は 0.82（0.57-1.14）であった。 

【結論】 太田市の胃がん検診受診群は非受診群よりも胃癌死亡率が小さく、検診の有効性

が示唆された。特に男性に有意な死亡率減少効果を認めた。胃癌を除く全癌死亡率も胃がん

検診受診群は非受診群よりも小さく自己選択バイアスが認められるが、その影響だけで受診群

の低い胃癌死亡率は説明できないと考えられた。地域がん登録はがん検診の有効性評価に有

用である。 
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１．はじめに 

 群馬県太田市医師会は平成11年から胃間

接 X 線搭載車による胃がん検診に加え、医

療機関での直接 X 線や上部消化管内視鏡に

よる個別検診を実施し、受診者数の著増を

みている 1)。我々は、がん登録資料を用いて

平成 14 年度、15 年度に診断された太田市

在住者の胃癌症例を解析し、検診や人間ド

ックで発見された症例は、症状を来して医

療機関で発見された症例と比較して 5 年生

存率が有意に高いことを報告した 2)。しかし、

生存率解析は真陽性例のみの検討であり偽

陰性例が含まれないことや、リードタイム

バイアス（lead time bias）、レングスバイ

アス（ length bias）、過剰診断バイアス

（overdiagnosis bias）、自己選択バイアス

（self-selection bias）の影響を受けるため

に、がん検診の有効性評価としては重要で

はあるが死亡率減少効果に代わるものでは

ないとされている 3)。そこで今回は、がん登

録資料を用いて効率的に太田市の胃癌死亡

を把握し、受診者の胃癌死亡率減少効果の

観点から太田市胃がん検診の有効性を明ら

かにすることを目的とした。 

 

２．方法 

 対象は、2002年に太田市に在住していた

40 歳以上の市民 105,511 人（男性 51,078

人、女性 54,433人）である。このうち太田

市が太田市医師会に事業を委託して実施し

ている胃がん検診を受診した 6,761 人（男

性 2,523 人、女性 4,238 人）を受診群、そ

れ以外の 98,750 人（男性 48,555 人、女性

50,195 人）を非受診群とした。受診群が胃

がん検診を受けた期間は、2002年 4月から

2003年 3月までである。 

 群馬県地域がん登録資料を用いて、2002

年 4月以降に診断され 2003年から 2007年

までの追跡期間内に死亡した胃癌死亡と胃

癌死亡を除いた全癌死亡を調査した。これ

を 2002 年度の胃がん検診受診者名簿と記

録照合することで受診群の癌死亡を求め、

それ以外を非受診群の癌死亡とした。 

 記録照合の方法は、厚生労働省の第 3 次

対がん総合戦略研究事業の一つである「が

ん罹患・死亡動向の実態把握の研究」（祖父

江班）による地域がん登録標準データベー

スシステムの外部データの照合機能を用い

た。漢字姓と漢字名、生年月日をもとに同

一候補者のリストを作成したのち、さらに

住所を加えた情報を目視確認して同一者を

決定した。胃癌は国際疾病分類腫瘍学第 3

版の C16、全癌死亡は C00～C80 を対象に

した。 

 追跡期間内での群馬県がん登録の予後調

査は全死亡票入力により行った。群馬県が

ん登録の届出漏れの指標である死亡票のみ

からの登録（death certificate only：DCO）

は 2002年 63.5%、2003年 61.0%、2004年

61.7%、2005 年 55.4%、2006 年 39.4%、

2007年 26.8%であった。 

 なお、受診群には太田市医師会員による
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 図 1  2002年時点の太田市の胃がん検診受診群と 

      非受診群の年齢分布 

 

 

個別検診として内視鏡検査が 1,707 例、直

接 X 線検査が 1,075 例含まれていたが 1)、

受診者名簿には検診方法についての記載が

なかったために検診方法別の検討は行わな

かった。 

 2群間での死亡状況の比較については、実

測死亡数と期待死亡数から性・年齢構成を

調整した標準化死亡比（ Standardized 

Mortality Ratio：SMR）を算定し、ポアソ

ン分布に基づく 95%信頼区間（confidence 

interval：CI）を求めて評価した。期待死亡

数の計算方法については、非受診群の観察

期間での年齢別死亡数と、非受診群の 2002

年 10月時点での年齢別人口を用いて、非受

診群の性・5歳年齢階級別の死亡率を算出し

た。次に、この値に受診群の性・５歳年齢

別受診者数を乗じて、性・５歳年齢階級別

の期待死亡数を算出した。最後に、それら

の年齢階級の総和を求めることで算出した。 

本研究における胃がん検診受診者の検診情

報の利用については、太田市、太田市医師

会の承認を得て実施した。地域がん登録デ

ータについては研究に用いられることを公

示している。 

 

３．結果 

 受診群と非受診群の性年齢分布を図 1 に

示す。受診群では男性の中央値 66歳（25%

点：61 歳、75%点：72 歳）で女性は 61 歳

（25%点：54 歳、75%点：69 歳）であり、

女性の方が男性よりも若年者が多い分布で

あった。一方、非受診群の性年齢分布は、

つぼ型の人口ピラミッドのパターンを示し
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 表 1  胃がん検診受診の有無別に見た胃癌死亡数と胃癌以外の全癌死亡数 

 

 

 

 

 図 2  胃がん検診受診群の標準化死亡比(SMR) 

非受診群の胃癌死亡や胃癌以外の全癌死亡を 1 とした場合の、受診群の SMR（95%信頼区間）を 

男性、女性、全体で示した。受診群は胃癌だけでなく胃癌以外の全癌でも SMRが 1 を下回っていた。 

 

 

ていた。受診群と非受診群の年齢構成には

男女とも大きな違いが見られた。 

 観察期間での癌死亡数と期待死亡数を表

1 に示す。胃癌死亡は 350 例を認め、胃癌

を除く全癌死亡は 1,485 例であった。この

うち受診群からは 8例（男性：3例、女性：

5 例）の胃癌死亡を認め、非受診群からは

342例（男性：235例、女性：107例）の胃

癌死亡を認めた。受診群の期待死亡数は

29.2 例（男性：22.0 例、女性：7.2 例）で

あった。また、胃癌死亡を除いた全癌死亡

は、受診群が 88 例（男性 54 例、女性 34

例）であり、非受診群は 1,397例（男性 851

例、女性 546 例）であった。受診群の期待

死亡数は 117.0 例（男性：75.4 例、女性：

41.6例）であった。 

 SMRを図 2に示す。胃癌死亡では、非受

診群の胃癌死亡を 1 とした場合の受診群の

SMR は 0.27（95%CI：0.12-0.54）であっ

た。男性の SMRは 0.14（95%CI：0.03-0.40）、



JACR Monograph No。20 

第 1 部：論文集 

24 

 表 2  胃がん検診受診群の中から地域がん登録資料との照合により見出された 

      8例の胃癌死亡症例 

症例 性 年齢 検診判定 生存期間 組織型 届出票 

1 M 60 要精密検査 1年 5 ヶ月 腺癌 有 

2 M 76 異常なし 2年 4 ヶ月 癌 有 

3 M 73 異常なし 2年 6 ヶ月 中分化管状腺癌 有 

4 F 56 要精密検査 1年 8 ヶ月 悪性新生物  

5 F 51 異常なし 2年 12 ヶ月 低分化腺癌 有 

6 F 60 異常なし 3年 10 ヶ月 悪性新生物  

7 F 56 要精密検査 3年 12 ヶ月 悪性新生物  

8 F 79 主治医受診 4年 12 ヶ月 悪性新生物  

 

 

女性の SMR は 0.69（95%CI：0.22-1.62）

であった。胃癌を除く全癌死亡では、非受

診群の胃癌を除く全癌死亡を 1 とした場合

の受診群の SMRは 0.75（95%CI：0.60-0.93）

であった。男性の SMR は 0.72（95%CI：

0.54-0.93）、女性の SMRは 0.82（95%CI：

0.57-1.14）であった。 

 胃癌死亡例を表 2 に示す。男性の胃癌死

亡例は 3例とも 60歳以上だったが、女性で

は 50歳代の胃癌死亡を5例中 3例（症例 4、

5、7）に認めた。検診日から死亡日までが

2 年未満の胃癌死亡例は 2 例（症例 1、4）

で要精密検査と指示されていた。2年以上 3

年未満の症例は 3 例（症例 2、3、5）で異

常なしと判定されていた。3 年以上 4 年未

満は 2例（症例 6、7）、4年以上 5年未満は

1例（症例 8）で高齢女性のため治療につい

ては主治医にまかされていた。届出票の提

出は 4 例あり、判明した組織型は症例 3 の

中分化型管状腺癌と症例 5 の低分化腺癌で

あった。 

 

４．考察 

 X 線検査による胃がん検診は、有効性評

価に基づく胃がん検診ガイドラインにおい

て死亡率減少効果を示す相応の証拠がある

とされ、対策型検診や任意型検診に用いる

ことを推奨されている 4)。このガイドライン

のもとになった研究は、Oshima ら 5)、

Fukao ら 6)、阿部ら 7)の報告と坪野ら 8)によ

るメタ解析によるものであるが、医師会を

主体として実施されている個別検診は、精

度管理が適切に行われないために、有効性

が確立した方法であってもその成果を達成

できていない可能性があることを、同ガイ

ドラインを作成した研究班が厚生労働省の

集計をもとに注意喚起している 4)。今回検討

した太田市医師会による胃がん検診の成績

をみると、平成 11 年度から 19 年度の 9 年
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間の平均がん発見率は、内視鏡検査が

0.61%と高値を示し、次いで集団検診（間接

胃Ｘ線検査）の 0.23%及び個別検診の直接

X 線検査 0.20%であった。また、個別検診

の早期癌比率は直接胃Ｘ線検査が 43%、内

視鏡検査が 69%という検診結果が報告され

ている 1)。しかしながら死亡率減少について

はこれらのプロセス指標や生存率解析 2)か

らの推測の域を脱し得ない。そこで、がん

検診の評価に前向きな太田市医師会と太田

市の承認を得て検診受診者名簿を入手し、

がん登録資料との記録照合により検診受診

者全体の死亡率を検討したところ、比較的

容易に死亡率減少効果を示唆する結果を得

ることができた。検診の精度評価はがん登

録の重要な目的であり、2013 年 12 月に制

定されたがん登録等の推進に関する法律で

も登録資料の活用を重要視していることか

ら、今後は様々な検診機関でがん登録資料

を活用したがん検診の評価が行われるべき

であると考える。 

 一方で、今回の検討では以下の問題点が

残った。一つは、本来であれば非受診群は

胃がん検診を受診していない集団であるが、

任意型がん検診受診者は把握できなかった

ために非受診者から除外されていない点で

ある。今回の対象年に最も近い 2007年の国

民生活基礎調査によると、2007 年の 40 歳

以上の群馬県民の胃がん検診受診率は男

性：36.3%、女性：28.8%であった 9)。一方、

2007 年の市町村が実施する対策型胃がん

検診受診率は群馬県全体で男性：17.6%、女

性：14.1%であった 10)。国民生活基礎調査

では対策型と任意型の両方のがん検診受診

者を含んだ受診率と考えられることから、

国民生活基礎調査では対策型検診受診率の

ほぼ 2 倍の受診率であるということは、任

意型胃がん検診受診者が対策型とほぼ同数

存在することを示している。対象年の違い

はあるもの、今回の検討では非受診群に多

くの任意型がん検診の受診者が含まれてお

り、非受診群でも胃癌が救命されて受診群

の SMRは高めになり、死亡率減少効果が低

く見積もられている可能性があると考えら

れた。 

 また、今回の結果では、胃癌死亡率だけ

ではなく胃癌以外の全癌死亡率も減少して

いた。Mizoue らは 87,312 人の大規模コホ

ートのデータを用いて胃がん検診の効果に

関して分析したところ、胃がん検診受診群

は非受診群と比較して胃癌だけではなく胃

癌以外の全癌死亡のリスクが低かったが、

さらに全死亡のリスクも低いという結果を

報告している 11)。これらの結果は胃がん検

診受診者の健康意識の高さや健康的な生活

習慣による自己選択バイアスの影響が考え

られるが、それ以外にも検診会場や医療機

関では複数のがん検診を同時に行っている

ことが多く、胃がん検診受診者は自動的に

他の検診も受診するという検診システムの

ために胃癌を除く全癌死亡の SMR が低く

なっているのかもしれない。しかし、胃が

ん検診受診者の胃癌死亡の SMR が 0.27 と

胃癌以外の全癌死亡の 0.75に比較して著し
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く低かったことから、高い健康意識や健康

的な生活習慣に加えて胃がん検診を受診す

ることが胃癌死亡率減少に結びつくと考え

られた。 

 自己選択バイアスの影響が明らかな受診

群は、胃癌罹患に関与する H. pyloriの保菌

率や塩分摂取量も非検診群と異なっている

可能性がある 12)13)。今回は SMR を性別に

求めることで性と年齢については調整して

いるが、胃癌罹患に関与する項目も調整す

べき項目である。さらに、両群の胃癌や胃

癌を除く全癌の罹患率に差があるのかを確

認するのが望ましいと考えられたが、追跡

期間の群馬県がん登録の届出精度が悪く、

正確な受診群と非受診群の癌罹患率を求め

ることはできなかった。 

 また、今回の検討は単年度の胃がん検診

受診から死亡率減少効果を調査したが、自

己選択バイアスの影響で受診群では非受診

群に比べて追跡期間内での検診受診が頻回

であると想定される。したがって受診群は

SMR が低くなりやすく解釈には注意を要

すると思われる。 

 今回の検討では女性は検診による死亡率

減少効果が認められなかった。前述の国民

生活基礎調査による 2007年の 40歳以上の

群馬県民の胃がん検診受診率は男性：36.3%、

女性：28.8%と、群馬県のデータを見るかぎ

りでは女性の検診受診率が男性に比べて低

いので、非検診群の任意型胃がん検診受診

者の影響で女性の死亡率減少効果が認めら

れなくなった可能性は少ない。 

 女性の検診受診者は男性と比較すると若

年者が多いことから若年発症の胃癌が多く

含まれていたと考えられる。急速に進行す

る胃癌は、若年者に多く男性よりも女性に

多く認められ未分化型胃癌が多いことが知

られている 14)15)。このような胃癌が女性受

診者に含まれると、すでにステージが高い

状態で発見されために、また検診後の 5 年

間の観察期間に発症し急速に進行してしま

うために、死亡率減少効果を得られなかっ

たのではないかと考えられた。女性の胃癌

死亡者 5例中に 50歳代が 3例含まれていて、

そのうちの 1 例は低分化腺癌であったこと

は、急速に進行する未分化型胃癌が含まれ

ていた可能性を示している。 

 今回の女性死亡例では、要精密検査と判

定された 2 例はステージが高い状態で発見

されたと思われる。異常なしと判定された 2

例については、検診精度の問題（偽陰性）

なのか、進行の早い胃癌に対する検診の限

界なのか、詳細は不明である。Mizoueらの

報告では、男性では受診群の胃癌死亡リス

クは全死因のリスクよりも明らかに低下し

たが、女性ではその差がないことを示して

いる 11)。女性の胃癌に対しては胃がん検診

が十分に対応できていない可能性があるが、

適切な判断のためには検診受診歴の把握や

臨床病理学的な検診画像の見直しや病理所

見との検討が必要であると思われる。 

 また、高齢者は平均余命や健康寿命が短

いために検診の利益が減少する 16)。胃癌死

亡例である 79 歳の高齢女性についても積
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極的な治療が良いのか無治療で経過を見る

のが良いのか判断に迷った症例であったと

思われる。高齢者は胃癌の罹患率が高いの

で、高齢者が多い受診者構成では胃癌発見

率は良好になるが、検診で胃癌が発見され

ても積極的な治療を控える症例が多くなっ

てしまうために、胃がん検診の死亡率減少

効果が減少してしまう可能性がある。 

 最近は、太田市の胃がん検診は上部消化

管内視鏡による個別検診受診者数が飛躍的

に増加し、平成 19年度の受診者数は内視鏡

検診が 7,986 人、X 線検診が 2,969 人であ

った 1)。今後は、X線よりも精度が良好と思

われる内視鏡検査による胃がん検診を調査

し、特に女性受診者の死亡率減少が得られ

ているのかを検討することが重要であると

考えられた。 

 今回の検討では、対照の設定や受診群の

自己選択バイアスに問題点を認めた。しか

し、太田市医師会が委託実施する胃がん検

診受診者全体の死亡率減少効果を、地域が

ん登録の資料を利用することで比較的容易

に検討することができた。 
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 第 1部 論文集 
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日本国内の B型および 
C型肝炎ウイルス感染者数は？ 

－献血者スクリーニングデータを補正して－ 
 

田中英夫 1,2 伊藤秀美 1,2 内田茂治 3 石川喜樹 4,5 
愛知県がんセンター研究所 疫学・予防部 1 

名古屋大学大学院医学系研究科連携大学院 疫学 2 
日本赤十字社中央血液研究所 感染症解析部 3 

東京大学大学院医学系研究科 公共健康医学専攻 4 
株式会社キャンサースキャン イノベーション部門 5 

要 旨 

【目的】 国内のB型およびC型肝炎ウイルス（以下、HBV、HCV）感染者数を正確に推計

することは、肝炎対策基本法に基づく効果的な対策を推進し、肝癌の予防対策を充実させる

上で、重要である。 

【方法】 全国の 9 つの地域で、献血歴のある 7,000 人と、献血経験のない 1 万人（いずれ

も 40～59 歳）を対象に、インターネット調査を行い、献血経験の状況別に、HBV、HCV の

感染既往リスク比を計測した。そして、このリスク比と、ネット調査対象者における献血経験状況

の分布割合から、初回献血者における肝炎ウイルス感染者割合を一般国民のそれに外挿する

際の補正係数を求めた。次に、1995～2000年に、初めて献血した全国 3,485,648人のス

クリーニングデータから、1 出生年代別（1931～1984 年生まれ）に、HBs 抗原および HCV

抗体陽性割合を得た。この出生年代別陽性割合を 2010 年の日本人人口に当てはめて

HBV、HCV 感染者数を求めた。最後に、この感染者数に、上記補正係数を乗じ、推計値を

得た。 

【結果】 ネット調査結果から、①1995～2000 年に、初回献血をした人を基準とした時の、

HBV、HCV の感染既往リスク比は、②初回献血時期がそれ以外の者で B 型 1.31

（95%CI：0.38-4.04）とC型1.24（95%CI：0.38-4.04）、③献血歴のない者で、

B 型 1.55（95%CI：0.72-3.32）と C 型 1.61（95%CI：0.5-5.13）であった。①,

②,③の人口割合は、男で 3.5%、57.2%、39.3%、女で 2.8%、49.6%、47.6%であっ

た。以上から、上記補正係数は、HBs 抗原陽性率で男 1.39、女 1.42、HCV 抗体陽性率

で男 1.38、女 1.41 となった。これを上記献血者データ由来の感染者数に乗じ、2010 年時

点の 26～79歳のHBVキャリア数を、男 714,600人、女 564,600人、HCVキャリア数を、

男 632,900 人、女 664,300 人と推計した。 

【結論】 2010 年時点の肝細胞癌に移行した者を除く HBV と HCV 感染者数の合計（26

～79歳）は、合計で約 250 万人と推計された。 
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１．はじめに 

 日本の原発性肝癌の約 95%を占める肝細

胞癌（以下 HCC）のおおよそ 90%は、B型

および C 型肝炎ウイルス（以下、HBV と

HCV）の持続感染に起因する慢性ウイルス

性肝炎が原因で発症する 1)。HBV、HCV感

染者の過半数は自覚症状がなく、肝炎ウイ

ルス検査を受けない限り、自分が感染して

いるかどうか、知り得ない。今から約 20年

前に、国内には約 370 万人の肝炎ウイルス

感染者がいると言われていたが、必ずしも

正確な根拠はなかった。HCC の罹患率は近

年急激に減少 2)3)しており、その主な原因は、

HCV キャリア数が高齢化により減少して

いることと推測されている 2)。HBVと HCV

のキャリア化に至る生物学的な感染様式を

考えると、キャリア数はどちらも減少に向

かっていると予想されるので、その推計は、

できるだけ直近の値のものが有用と思われ

る。 

 初回献血者を対象とした、スクリーニン

グ検査のHBs抗原とHCV抗体の陽性率を、

日本の一般人口における B型および C型肝

炎ウイルスのキャリア率とみなすことで、

日本人の B型および C型肝炎ウイルスキャ

リア数を推計する方法が、過去に行われて

いた。しかしこの方法は、もし集計対象者

となった初回献血者の陽性率が、同じ出生

年代の一般人口におけるそれに比べて、高

かったり低かったりすると、推計値は真の

値よりも高くなったり、逆に低くなったり

する。 

 そこで、初回献血者での肝炎ウイルスキ

ャリア状態に関する自己選択バイアスの大

きさを、インターネット調査により推計し、

これを用いて、初回献血者の陽性率から計

算する全国のキャリア数を補正し、より正

確な推計数を得ることにした。 

 

２．方法 

(1) 補正係数・式の考案 

 初回献血者の肝炎ウイルスキャリア率が、

出生年代別にみて、同じ出生年代の集団の

それと同じか異なるかは、日本人が初回献

血行動をいつ起こすか起こさないかという

事柄と、肝炎ウイルスキャリアであるか否

かという事柄が、互いに（確率的に）独立

であるか否か、ということと同義であると

考えられる。そこで、この 2 つの事柄の関

係性については、インターネット調査から

得られた結果から、その関係性を定量化し

て、初回献血者から得た陽性率を補正して

全国値に当てはめる式を考案した。これを

次に示す。 

********** 

 全国の 95～2000 年の初回献血者の中

で、出生年が、iの集団の陽性率 …xi 

********** 

インターネット調査（40～59歳）による 

 1995～2000 年に初回献血した者での

陽性率 …a 
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 それ以外の時期に初回献血した献血経

験者での陽性率 …b 

 献血未経験者での陽性率 …c 

（ただし a と b と c の比は、年齢によらず

一定と仮定する） 

********** 

日本人一般集団（40～59歳）における、 

① 1995～2000 年に初回献血した人数割

合 …P1 

② それ以外の時期に初回献血した献血経

験者の人数割合 …P2 

③ 献血未経験者の人数割合 …P3 

は、2011 年 12 月に実施したネット調査回

答者での各割合と同じとする。 

 

出生年が i の全国の集団におけるキャリア

数のイメージを、長方形の面積で示す。 

出生年が i の全国の集団の、2010 年時点の

人口 …Pi 

********** 

とすると、2010 年時点の出生年 i の集団内

でのキャリア数は、 

(𝑃𝑖 × 𝑃1 × 𝑥𝑖) + (𝑃𝑖 × 𝑃2 × 𝑥𝑖 ×
𝑏

𝑎
)

+ (𝑃𝑖 × 𝑃3 × 𝑥𝑖 ×
𝑐

𝑎
) 

= 𝑃𝑖 ∙ 𝑥𝑖 (𝑃1 + 𝑃2 ∙
𝑏

𝑎
+ 𝑃3 ∙

𝑐

𝑎
)  （人）  

出生年 iの集団における陽性率は、 

𝑥𝑖 (𝑃1 + 𝑃2 ∙
𝑏

𝑎
+ 𝑃3 ∙

𝑐

𝑎
) 

(𝑃1 + 𝑃2 ∙
𝑏

𝑎
+ 𝑃3 ∙

𝑐

𝑎
) が、後述の補正係数 

********** 

xi：日赤からの集計値（1931～1984年生ま

れまで、1歳きざみで入手した） 

b／a：2011年12月のネット調査で求めた。 

c／a：2012 年 5 月のネット調査で求めた。 

P1／P2／P3：2011 年 12 月のネット調査で

得た。 

********** 

 初回献血の時期は、初回献血者での肝炎

ウイルスマーカー陽性割合の実測値がある

1995～2000年（後述）と、それ以外の時期

に二分した。1994年以前、1995～2000年、

2001 年以後と三分し、1994 年以前の献血

歴を尋ねることは、回答者の記憶が不正確

になると思われたことから二分とした。 

 なお、インターネット調査の対象者の肝

炎ウイルス保有率は、同じ出生年代の日本

人一般集団のそれと異なっていることが予

想される。そこで今回の補正係数の算出に

は、インターネット調査対象者の肝炎ウイ

ルス保有率をそのまま用いることはしてお

らず、対象者間の感染者率の、献血行動別

の比（b/a，c/a）を用いる。これにより、上

記の異なりがあったとしても、そのことが

同じ出生年代の日本人一般集団の肝炎ウイ

ルス保有率の推計に偏りを生じないものと

考えられる。

 

xi × c/a 

P3 P2 P1 

xi × b/a 
xi 
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 図 1  インターネット調査による調査対象者の抽出フロー 

 

 

(2) インターネット調査による献血経験者の初

回献血時期とウイルス感染の有無の把握 

 東京都、横浜市、大阪府、兵庫県、和歌

山県、広島県、福岡県、佐賀県、長崎県在

住の国内で献血経験のある 40 代、50 代男

女を対象とした。調査の手続きは、専門の

インターネット調査会社に登録されている

モニターに対し、対象者の居住状況、年代

をもとに約 22,000名の抽出を行い、そのう

ち献血経験のある 7,142 名に対して調査へ

の参加を依頼した。調査は平成 23 年 11 月

25 日から同年 12 月 4 日まで実施した。男

性 4,175 名、女性 2,825 名の計 7,000 名か

ら有効回答を得た。有効回答率は、98.0%

であった。同様の手順で、献血未経験者

10,000 人を平成 24 年 5 月に抽出した。こ

の抽出では、先に抽出した献血経験者 7,000

人と性、年齢、居住地域の分布が一致する

ように行った。40～50歳を対象とした理由

は、初回献血データ（後述）の献血時期で

あった 1995～2000 年の献血者の出生年分

布の中央値を、この対象年齢が含んでいた

ことによる（調査回答者の抽出の流れを、

図 1に示した）。 

(3) 感染率比の計算 

 初回献血の時期が 1995～2000 年である

と答えた者を reference group とした、その

他の時期に初回献血したグループおよび献

血歴のない group における HBV 感染状態

および HCV感染状態であるリスク比（上記

数式の b/a、c/a に相当）を、多重ロジステ

ィック回帰分析で求めた。その際に、性、 
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 図 2  献血した／しなかった理由（重複回答）別に見た、HBV感染率 

 

 

年齢（40～44歳／45～49歳／50～54歳／

55～59 歳）および居住地域（東京・横浜、

大阪・兵庫・和歌山、広島以西）を調整し

た。 

 

３．結果 

(1) ネット調査対象者の肝炎ウイルス感染者

割合と、感染リスク比および補正係数 

 自己申告による感染者の割合を求めると、

献血歴ありの者では、B型 1.3%（93/7,000）、

C型 0.6%（39/7,000）であった。献血歴な

しの者では、B 型 1.4%（141/10,000）、C

型 0.7%（67/10,000）であった。HBV感染

者率は、献血をした者では「感染症にかか

っているか心配だった」と答えた者で 5.7％

と高く、また、献血しなかった者では、「肝

炎ウイルスに感染しているかも知れない」

と答えた者で 36.9％と高かった（図 2）。

HCV 感染率は、同様の理由による者が、

各々4.6％、17.0％とそれぞれ高くなった

（図 3）。 

 初回献血の時期が 1995～2000 年である

と答えた者を reference groupとした、HBV

感染状態であるリスク比を多重ロジスティ

ック回帰分析で求めた（表 1）。初回献血の

時期が 1995～2000 年以外の時期の者では

調整 odds 比が 1.31、献血歴なしの者では

1.55となった。HCV感染状態であるリスク

比は、各々1.24、1.61となった（表 1）。 
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 図 3  献血した／しなかった理由（重複回答）別に見た、HCV感染率 

 

 

 表 1  献血の有無・時期別にみた、肝炎ウイルス感染状態であるリスク比． 

      多重ロジスティック回帰分析 

 
HBVの感染状態であるリスク 

 
HCVの感染状態であるリスク 

 
odds比 95%CI P値 

 
odds比 95%CI P値 

初回献血の時期が 

1995-2000 年 
reference － － 

 
reference － － 

初回献血の時期が 

それ以外の時期 
1.31 0.6-2.83 0.50 

 
1.24 0.38-4.04 0.72 

献血歴なし 1.55 0.72-3.32 0.26 
 

1.61 0.5-5.13 0.42 

性、年齢（40-44歳／45-49歳／50-54歳／55-59歳／）、 

居住地域（東京・横浜／大阪・兵庫・和歌山／広島以西） を調整 

 

 

 平成 23 年度に行ったインターネット調

査依頼者 22,049 人では、1995～2000 年に

初回献血を行った人、それ以外の時期に献

血した人、献血未経験者の割合は、男で

3.5%、57.2%、39.3%、女で 2.8%、49.6%、

47.6%であった（表 2）。この値と、先の odds

比から、補正係数を HBs 抗原 男 1.39、

HBs抗原 女 1.42、HCV抗体 男 1.38、 
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 表 2  1995-2000年の初回献血者スクリーニングデータにおける HBｓ抗原陽性率、 

      HCV抗体陽性率を、全国の一般住民におけるそれにあてはめる場合の、 

      自己選択バイアスを取り除くための調整係数の算出 

 

 

 

HCV抗体 女 1.41と算出した（表 2）。 

(2) 2010年の HBV,HCV感染者数 

 1995～2000 年の全国の初回献血者で、

1931～1984 年に生まれた男 1,780,149 人、

女1,705,499人のHBs抗原陽性率は、0.73%

と 0.53%、HCV抗体陽性割合は、0.48%と

0.50%であった。このデータを用いて出生年

別に陽性割合を計算し、2010年の国勢調査

人口に当てはめて感染者数を算出した。な

お、1990 年代当時の日赤で HCV のスクリ

ーニング検査に用いられていた第 2 世代受

身凝集法の感度特異度 4)から、HCV抗体陽

性率に 0.7を乗じて、HCV感染者数とした。

それらの数にさらに上記の補正係数を乗じ

ると、2010年時点の26～79歳（1995～2000

年の時点で献血対象年齢であった、1931～

1984年生まれの集団に相当）におけるHCC

を除く感染者数は、B 型 1,279,000 人、C

型 1,294,000人と推計された（図 4）。 

 

４．考察 

 この推計法の重要な点は、日赤からのス

クリーニングデータから算出され、入手可

能な最も古い初回献血者（1995～2000 年、

古いデータほど、自己選択バイアスが小さ

いから推計に適している）の HBs抗原およ

び HCV抗体陽性率が、一般国民のそれとど

れだけ違っていたか、その自己選択バイア

スを定量することにある。この目的のため、

インターネット調査により、①初回献血時 
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 図 4  2010年時点の 26-79歳における国内の HCC を除く感染者数は？ 

 

 

期が 1995～2000 年、②初回献血時期が、

それ以外、③国内での献血未経験の 3 群に

対し、感染リスク比を求めるための質問を

行った。インターネット調査に参加する者

と、参加しない者との間で、肝炎ウイルス

感染リスクに違いがある可能性は否定でき

ないが、今回のネット調査参加者の中での

感染リスク比の算出には、その違いはバイ

アスを生じる力として働かない。 

 献血をしたと答えた者、献血未経験と答

えた者のいずれも、肝炎ウイルスに感染し

ている可能性の認知がある者で、ウイルス

マーカー陽性割合が明らかに高くなってい

た。また「献血しに行ったが事前検査では

ねられた」と答えた者のウイルスマーカー

陽性割合は、「おっくう」や「怖い」という

理由で献血しなかった者に比べて高かった。

これらのことから、自己申告ではあるが、

ネット調査参加者は肝炎ウイルス感染既往

歴について正直に答えてもらえたとの印象

が強い。 

 次に、今回の推計値の妥当性については、

ゴールドスタンダードとなり一般国民から

のランダムサンプリングによる対象者での

値が存在しない以上、ほかの推計法に基づ

く推計結果との比較検討が必要になる。

我々は、今回の方法とは全く別の方法、す

なわち、HBV、HCV持続感染者のコーホー

ト研究から、性・年齢階級別の HCC移行確

率を得、これと、地域がん登録資料（山形、

愛知、長崎）と同地域の病院データから、B

型および C 型 HCC の性・年齢階級別罹患

率を計算し、この両者から、日本国内の

HBV および HCV 感染者数を逆算する方法

を考案し、実行した 5)。この方法では、2010

年時点の 45～74 歳における無症候性キャ
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リアと潜在慢性肝炎患者数は、B型 903,000

人、C 型 971,000 人となった 4)。今回の方

法による推計結果を、この「逆算法」によ

る推計対象者を 2010年の 45～74歳に合わ

せて再集計したところ、B型 895,396人、C

型 814,190人となった 5)。「逆算法」による

結果との違いは、B 型で 0.85％｛（903,000

－895,396）／895,396｝、C 型で 19.3％

｛（971,000－814,190）／814,190｝となっ

た 6)。 

 また、「肝炎ウイルス感染状況・長期化経

過と予後調査及び治療導入対策に関する研

究」班（主任研究者：田中純子広島大学教

授）が、大規模集団の成績から推計した

2005年時点の無症候性キャリア数は、B型

903,145人、C型 807,903人、合計 1,711,048

人と報告されている。同班はまた、診療報

酬記録から、全国の慢性ウイルス性肝炎患

者数（64歳以下）を、47.6万～52.0万人と

推計している。この数字と上記キャリア数

を加えると、約 220 万人となる。これに対

し、今回の推計法に基づく 2010 年時点の

26～79 歳の HBV、HCV 感染者数（HCC

を除く）は、合計で 2,573,000 人である。

田中純子班での推計値の中に、65歳以上の

慢性ウイルス性肝炎患者数が含まれていな

いことを考慮すると、この異なる 2 つの推

計法による推計結果は、かなり近い値にな

っていたことがわかる。 

 今回のインターネット調査を元に計算し

た、献血行動歴の違いによる肝炎ウイルス

の感染状態のリスク比は、調査対象者の自

己申告による感染歴の情報に基づいている。

この情報の不正確さの程度が大きかったと

すると、得られたリスク比は、真の値から

大きく外れた可能性がある。また、今回推

計したリスク比の 95%信頼区間は相当大き

なものであった。さらに、今回の 40～50歳

代のインターネット調査対象者の献血行動

歴の割合を、2010 年時点の全国の 26～79

歳のそれと同じであると仮定して、補正係

数を求めたが、このインターネット調査対

象者の中の献血したことのある者の割合が、

一般国民の平均値より高ければ、計算上、

真の補正係数は、今回のものより低値とな

り、逆に一般国民の値より低ければ、真の

補正係数は今回のものより高値となる。こ

のような推計法上の限界はあるものの、上

記のように、異なる推計法で推計した結果

の一致度が高かったことから、我々は、2010

年時点の日本の肝硬変、HCCを除く肝炎ウ

イルス感染者の推計数を、B 型 1,279,000

人、C型 1,294,000人と結論付けた。 

 2008年から、B型、C型慢性ウイルス性

肝炎の治療には、公費補助が出るようにな

り、HCCのいわゆる 1.5次予防（ハイリス

クグループでの同定と医療的介入）対策の

強化が図られた。しかし、今なお感染者の

半数近くは自己の感染事実を知らないと推

測されており、受検、受診、受療の 3 つの

ステップの効率化が喫緊の課題となってい

る。今回の推計値が、この 1.5 次予防対策

の推進の重要性と、対策に必要な医療資源

の安定確保に寄与することが期待される。 
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 第 1部 論文集 

原著 

 

  

 

日本における 
年齢階級・学歴・医療保険別の 

受動喫煙格差 
 

田淵貴大 1 中村正和 2 
大阪府立成人病センター がん予防情報センター 疫学予防課 1 

大阪がん循環器病予防センター 予防推進部 2 

要 約 

【目的】 日本において受動喫煙に関する格差の実態を明らかにした研究は少ないのが現状で

ある。そこで本研究は、日本における年齢階級・学歴および医療保険別の家庭および職場にお

ける受動喫煙曝露割合を提示し、タバコ対策の推進ならびに健康格差の縮小のための政策立

案に貢献する資料を提供することを目的とした。 

【方法】 学歴および医療保険と受動喫煙曝露の情報をあわせて用いるため、2010 年の国民

生活基礎調査および国民健康栄養調査をリンケージ（地域・世帯番号・性別・年齢を使用し

てマッチング）した個票データを使用した。分析対象者はリンケージできた 20～69 歳の非喫煙

者、女性 2,394名および男性 1,515名である。非喫煙者について家庭および職場、そのいず

れか（もしくは両方）における受動喫煙曝露割合（%）とその 95%信頼区間を年齢階級・

学歴・医療保険で層別化して計算した。年齢調整は実施しなかった。 

【結果】 非喫煙女性は家庭で 16%、職場で11%、あわせて23%の者が、一方、非喫煙男

性は家庭で 5%、職場で 21%、あわせて 24%の者がほとんど毎日受動喫煙に曝露されてい

た。受動喫煙曝露割合は、若年層（20 代男女で 29-32%）、低学歴層（中卒で

30-32%、高卒で 24-27%）、男性の協会けんぽ層（38%）において特に高かった。 

【結論】 日本において男女ともに非喫煙者の約 4人に 1人が家庭もしくは職場においてほとん

ど毎日受動喫煙に曝露されており、学歴などの社会的背景に応じて受動喫煙の格差があること

が分かった。受動喫煙曝露を減少させるとともに受動喫煙の格差も縮小させるために、誰もが

受動喫煙の害から守られるように受動喫煙防止のための法令の整備・強化をすすめていく必要

がある。 

 

 

 

１．はじめに 

 受動喫煙により日本全体で年間 6,800 人

が死亡していること 1)、肺がんや心筋梗塞等

の病気にかかる者が増え、大人だけでなく

子供の呼吸器感染症・ぜんそく等の発病や
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入院が増えること 2)3)が明らかになっている。

多くの先行研究において家庭および職場が

主要な受動喫煙曝露の場となっている 3)。こ

れまでの日本における調査 4)5)によると、家

庭もしくは職場のどちらか一方だけでも受

動喫煙を毎日経験していた者では、週数回

以下の頻度や受動喫煙なしの者と比較して

毛髪中の含有ニコチン平均量や血中ニコチ

ン濃度が高かった。日本における健康増進

計画「健康日本２１（第二次）」では「健康

格差の縮小」が目標としてかかげられ 6)、受

動喫煙の格差の改善は重要な課題と考えら

れる。平成 34年までに家庭における受動喫

煙の機会を有する者の割合を 3%とするこ

と、平成 32年までに受動喫煙のない職場の

実現を達成することが目標値として設定さ

れた 6)。しかし、日本において受動喫煙に関

する社会格差の実態を明らかにした研究は

少ないのが現状である。そこで本研究は、

既存の公的統計資料を用いて、日本におけ

る年齢階級・学歴および医療保険別の家庭

および職場における受動喫煙曝露割合の実

態を調査し、タバコ対策の推進ならびに健

康格差の縮小のための政策立案に貢献する

資料を提供することを目的とした。 

 

２．方法 

(1) 対象 

 国民生活基礎調査 7)における学歴および

医療保険の情報と国民健康栄養調査 8)にお

ける年齢および受動喫煙曝露の情報をあわ

せて用いるため、統計法に則り厚生労働省

の許可のもと、2010年の国民生活基礎調査

および国民健康栄養調査をリンケージ（地

域・世帯番号・性別・年齢を使用してマッ

チング）した個票データを使用した。 

 国民生活基礎調査は日本全国から調査地

区と世帯を無作為に 2 段階抽出して世帯員

全員について毎年実施される調査（世帯票）

であり、喫煙については 3 年に 1 回調査さ

れている（健康票）。2010年 6月には 2005

年の国勢調査に基づく全国 94 万地点から、

5,510地点がランダムに選択され、その全世

帯が調査対象となり、 228,864 世帯

（609,019人）から有効回答が得られた（有

効回答率 79.1%）。これらの地点のうち、300

地点が国民健康栄養調査のためにランダム

に抽出され（ただし、国民生活基礎調査に

おける所得票・貯蓄票および介護票の対象

世帯は除外）、同じく抽出された全世帯に対

して 2010 年 11 月に調査が実施された

（3,684世帯；有効回答率 68.8%と推定され

た 8)）。どちらの調査も世帯の全世帯員を調

査の対象としている。 

(2) 受動喫煙および学歴・医療保険の定義 

 国民健康栄養調査における「あなたはこ

の１ヶ月間に自分以外の人が吸っていたた

ばこの煙を吸う機会（受動喫煙）がありま

したか。」との質問に対して「家庭」および

「職場」それぞれにおいて「ほぼ毎日」と

回答した者を、「受動喫煙曝露あり」と判定
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した。（その他の回答選択肢は「週に数回程

度」「週に 1回程度」「月に 1回程度」「全く

なかった」および「行かなかった（職場の

み）」であった。） 

 国民生活基礎調査における学歴は、まず

「１．在学中、２．卒業、３．在学したこ

とがない」のうちから該当するものを選択

してもらった後、１．もしくは２．と回答

した者について「１．小学・中学、２．高

校・旧制中、３．専門学校、４．短大・高

専、５．大学、６．大学院」から該当する

ものを選択してもらう方法で調査されてい

る（国民健康栄養調査には学歴の項目がな

い）。本研究では学歴の分類として「１．高

卒未満、２．高卒（高校在学中を含む）、３．

専門学校卒（専門学校の在学中を含む）、４．

短大卒（短大の在学中を含む）、５．大学卒

（大学の在学中を含む）、６．大学院卒（大

学院在学中を含む）」（表記から「旧制中・

高専」は省略した）を用いた。それぞれの

学校の卒業する割合は高いと考えられるた

め（高校・大学ともに卒業までの中退率は

平均 10%未満）9)10)、在学中の者は卒業する

ものとみなした。 

 国民生活基礎調査における医療保険は、

「国民健康保険（市町村もしくは組合）」と

「被用者保険（加入者本人もしくは被扶養

者）」、「その他」の 3 つに分類されている。

「その他」の医療保険には生活保護や無保

険等が該当する。「勤務先の企業規模および

勤務先が官公庁であるかどうか」に基づい

て「被用者保険本人」を 4 グループに分類

した。すなわち、官公庁に勤務している者

を「共済組合」、従業員数が 100人以上の企

業に勤務している者を「健保組合」、従業員

数が 100 人未満の企業に勤務している者を

「協会けんぽ」、残りの者を「いずれかの被

用者保険」に加入しているとみなした。 

(3) 統計解析 

 分析対象者はリンケージできた 20～69

歳の非喫煙者、女性 2,394 名および男性

1,515名（表１）である。入院中および年齢

不詳、喫煙状況不詳、受動喫煙状況不詳の

者は分析から除外した。非喫煙者（現在喫

煙者以外の者）について家庭および職場、

そのいずれか（もしくは両方）における受

動喫煙曝露割合（%）とその 95%信頼区間

（Clopper-Pearson 法 11)による；ただし、

多段階抽出を考慮していない）を年齢階級

（20～69歳の 10年毎階級）・学歴・医療保

険で層別化して計算した。家庭における受

動喫煙曝露割合の計算では、一人暮らしの

者は分析から除外した。職場における受動

喫煙曝露割合の計算では、職場に「行かな

かった」と回答した者は分母から除いた。

なお本分析ではサンプル数の少ないカテゴ

リーがあるため、年齢調整は実施しなかっ

た。統計解析ソフトウェア SAS version 9.2 

（SAS Institute Inc., Cary, NC, USA）を

分析に用いた。
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 表 1  基本属性（20-69歳、非喫煙者 n=3909） 

 

 

  

No. % No. %

合計 2394 100.0 1515 100.0

年齢

　20-29 241 10.1 174 11.5

　30-39 447 18.7 268 17.7

　40-49 469 19.6 277 18.3

　50-59 517 21.6 307 20.3

　60-69 720 30.1 489 32.3

学歴

　中卒 213 9.9 151 11.0

　高卒 1030 47.6 563 41.0

　専門学校卒 242 11.2 125 9.1

　短大卒 356 16.5 41 3.0

　大学卒 306 14.2 450 32.8

　大学院卒 16 0.7 43 3.1

　不明 231 142

医療保険
　共済保険（本人） 72 3.0 71 4.7
　健保組合（本人） 282 11.9 395 26.4

　協会けんぽ（本人） 249 10.5 232 15.5

　その他の被用者保険（本人） 108 4.6 195 13.0

　被用者保険の被扶養者 799 33.7 66 4.4

　国民健康保険（組合） 54 2.3 43 2.9

　国民健康保険（市町村） 789 33.2 487 32.5

　その他（生活保護・無保険者等） 19 0.8 10 0.7

　不明 22 16

同居者

　あり 2245 93.8 1388 91.6

　なし（一人暮らし） 149 6.2 127 8.4

職場に行かなかった（1ヶ月間）

　あり（行かなかった） 874 36.7 263 17.4

　なし 1508 63.3 1247 82.6

　不明 12 5

女性 男性
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(4) 倫理面への配慮 

 個人識別のない既存の資料やデータを用

いて行う研究であるので、特に倫理的な問

題はない。データ使用の枠組みは公的統計

資料の二次利用であり、疫学研究指針に基

づき倫理審査の除外対象にあたる。 

 

３．結果 

 対象者の基本属性を表１に示す。年齢階

級別にみると 60-69 歳の割合が女性で 30%、

男性で 32%と高かった。学歴では女性で高

卒（次に短大卒）が多く、男性で高卒・大

学卒が多かった。医療保険では女性で被用

者保険被扶養者・国民健康保険（市町村）

が多く、男性で国民健康保険（市町村）・健

保組合（本人）が多かった。 

 20-69 歳の非喫煙における男女別の年齢

階級・学歴・医療保険別の受動喫煙曝露割

合（%）を表 2に示す。女性は家庭で 16%、

職場で 11%、あわせて 23%の者が、一方、

男性は家庭で 5%、職場で 21%、あわせて

24%の者が受動喫煙に曝露されていた。男

女ともに「20-29歳」の受動喫煙曝露割合が

家庭・職場ともに高く、女性で「30-39 歳」

で低くなっている一方、男性では「30-39

歳」でも 20代と同様に高かった。分析対象

者数が十分ではないカテゴリーもある

（Appendix参照）が、学歴別にみると男女

ともに「大学卒」「大学院卒」では家庭・職

場ともに受動喫煙曝露割合が低く、「中卒」

「高卒」では高かった。同様に、医療保険

別にみると女性の受動喫煙曝露割合は家庭

では大きな違いが認められなかったが、職

場では「共済保険（本人）」「被用者保険被

扶養者」で低かった。男性の医療保険別に

ついては家庭では大きな違いが認められな

かった一方、職場では「協会けんぽ（本人）」

で特に高い受動喫煙曝露割合が認められた。 

 

４．考察 

 日本において男女ともに非喫煙者の約 4

人に 1人が家庭もしくは職場においてほと

んど毎日受動喫煙に曝露されていることが

わかった。さらに年齢階級・学歴・医療保

険によって受動喫煙の格差があることが判

明した。女性は職場と家庭で受動喫煙に曝

露され、男性は主に職場で受動喫煙に曝露

されていた。若年層、低学歴層、男性の協

会けんぽ層において特に受動喫煙曝露割合

が高かった。その他に対象者数が比較的少

ないカテゴリーで一部高い曝露割合が認め

られたが、広い 95%信頼区間を考慮して解

釈する必要がある。 

 妊娠・出産の多い 20代の女性非喫煙者に

おいて受動喫煙曝露割合が特に高いことは、

子どもにおける乳幼児突然死症候群などの

「受動喫煙による害」に直結する。こうい

った女性や子どもは主に夫や父親の喫煙か

らの受動喫煙の害にさらされていると報告

されている 3)。一般に男女間の喫煙率の差が

大きなアジア地域でこの傾向が指摘されて
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いる 12)。女性における受動喫煙曝露を減少

させるためには、男性喫煙者の禁煙を促進

するためのタバコ対策を強化する必要があ

る。 

 また、20代・30代の男性非喫煙者におい

て受動喫煙曝露割合が他の年齢層に比べて

高かった。本研究では関連要因の探索は実

施していないが、最も喫煙率の高い年齢層

は 30代（男性）であり 8)、20代・30代の

男性非喫煙者は喫煙する同僚からのタバコ

の煙にさらされているのかもしれない。一

般にヘルスリテラシーが低いとされる低学

歴層 13)で特に受動喫煙曝露割合が特に高か

ったことは、個人の健康意識に訴えかけて

受動喫煙曝露を防ぐ戦略は困難であること

を示唆している 14)。受動喫煙曝露が高まる

要因を個人に帰するのではなく、その個人

的特性にかかわらず全体的に受動喫煙を防

止できる環境を整えていく必要があると考

えられる。また、多くの中小企業を含む「協

会けんぽ（本人）」（特に男性）において受

動喫煙曝露割合が高かったことは、大企業

というよりは、中小企業に対して有効な対

策が必要だということを示唆している。 

 高い受動喫煙曝露割合を呈する集団が明

らかになったことから、受動喫煙格差を縮

小させる政策を推進する必要がある。職場

での受動喫煙曝露は職場の禁煙化を法的に

定めることにより大きく減らすことができ

る 12)。家庭の禁煙化を法律等により規制す

ることは困難であるが、職場を禁煙化する

ことにより家庭に禁煙化を波及させること

ができる可能性もある 15)16)。 

(1) 日本の職場における禁煙化の推進 

 日本では 2003年施行の健康増進法や

2014年に改正された労働安全衛生法にお

いて、職場の受動喫煙対策が求められてい

るが、努力義務規定にとどまっている。そ

のため、屋内が全面禁煙化された職場は一

部に限られている。労働者健康状況調査に

よると、近年、全面禁煙化された職場は増

えてきているものの、産業（例えば、製造

業や医療・福祉など）間の禁煙化の格差も

拡大してきている 17)。2012年における事業

所の全面禁煙の割合は製造業では 24%であ

ったのに対して、医療・福祉では 77%であ

った。こういった違いから、各産業間の労

働者における受動喫煙曝露の格差はかなり

大きいものと予想される。本研究結果とあ

わせ、労働者における受動喫煙格差の是正

のためにも「全ての職場における屋内全面

禁煙化（全国レベルで受動喫煙を防止する

法令の制定）」が必要だと考えられる。しか

し、先行研究では、画一的な受動喫煙防止

対策の推進だけでは喫煙・受動喫煙の格差

が拡大することが懸念されており 18)19)、格

差を縮小させるためにはポピュレーション

アプローチ対策に加えて、ハイリスクアプ

ローチ戦略が必要である 20)。すなわち、全

国レベルの法令の整備・強化をポピュレー

ションアプローチ戦略として推進するとと

もに、職場の禁煙化の実行により困難を抱
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えていると考えられる職場に対してはコン

プライアンス向上のための手厚い支援を提

供するなどハイリスクアプローチ戦略を併

用する必要がある。例えば、禁煙化のすす

みにくい飲食産業に対して、行政のタバコ

対策担当者や民間のアドボカシー団体の協

働による重点的な情報提供を行う 21)22)。飲

食産業においては職場の禁煙化に伴って営

業収入が減少するのではないかとの懸念が

禁煙化を進める上での障壁となっているが、

あるファミリーレストランでは客席を全面

禁煙とすることにより営業収入が増加した

23)という実証研究の結果を伝える。また、

禁煙化のすすみにくい中小企業において、

分煙化に対する設備の補助ではなく、屋内

全面禁煙化することに対して、それを達成

した事業者には低金利の貸付制度が受けら

れるようにするといったナッジ（Nudge）

24)を活用した環境整備をすすめるという案

も考えられる。 

(2) 研究の限界 

 第一に、本研究は自己申告による受動喫

煙曝露に関する調査項目を用いたため、誤

分類のリスクは否定できない。ただし、先

行研究において自己申告による曝露とバイ

オマーカーで測定した曝露の間で高い相関

が認められている 5)25)。第二に、本研究では

年齢調整を実施していないため、数値の評

価は慎重に行わなければならない（例えば、

高齢者がより多く含まれていると考えられ

る高卒以下の学歴における数値は過小評価

されているかもしれない）。しかし、年齢調

整をしない分布の方が実態をより反映して

いるとみることができる場合もある。また

本研究では対象者数が少ないカテゴリーの

値をそのまま示した。特にその場合には広

い 95%信頼区間を呈しており、慎重なデー

タ解釈をする必要がある。第三に、本研究

のデータソースである国民健康栄養調査に

おいては無回答者に比べて回答者がより恵

まれた状況の者や高齢者に偏っている可能

性が指摘されている 26)-28)。そのため本研究

は国民生活基礎調査および国民健康栄養調

査という日本における住民ベースのデータ

を用いているが、必ずしも日本全体を代表

できていないかもしれない 27)28)。 

(3) 結論 

 日本において男女ともに非喫煙者の約 4

人に 1 人が家庭もしくは職場においてほと

んど毎日受動喫煙に曝露されており、学歴

などの社会的背景に応じて受動喫煙の格差

があることが分かった。本研究で得られた

結果を基礎的資料として今後の受動喫煙防

止対策に活用していくことが期待される。

受動喫煙曝露を減少させるとともに受動喫

煙の格差も縮小させるために、誰もが受動

喫煙の害から守られるように着実に受動喫

煙防止対策をすすめていく必要がある 14)。

まずは全国レベルの受動喫煙防止のための

法令の整備・強化を実施する必要がある。 
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Disparity of secondhand smoke exposure at home and/or workplace 
according to age, education and medical insurance in Japan 
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1. Center for Cancer Control and Statistics, Osaka Medical Center for Cancer and Cardiovascular Diseases, 

Osaka, Japan 

2. Department of Health Promotion and Prevention, Osaka Center for Cancer and Cardiovascular Disease 
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Abstract 

Background: Empirical study of secondhand smoke exposure is scarce in Japan. Our 

objective was to investigate disparity of secondhand smoke exposure according to age, 

education and medical insurance in Japan. Our goal was to provide information and 

contribute to policies to reduce inequality in health. 

Methods: We used linkage data from two nationally representative cross-sectional 

studies in 2010. We found 3909 eligible non-smokers aged 20-69 years-old (2394 women 

and 1515 men). Women and men were analyzed separately. The prevalence (%) of 

secondhand smoke exposure (frequency:“almost everyday”) at home or in the workplace, 

and 95% confidence interval, were calculated using stratification by age, education and 

medical insurance (without age-adjustments because of small sample cells in some 

categories). 

Results: Prevalence of secondhand smoke exposure (“almost everyday”) was 16% at 

home, 11% in the workplace and 23% at home and/or workplace among non-smoking 

women. Prevalence among non-smoking men was 5%, 21% and 24%, respectively. A high 

percentage of exposure was observed in young adults (29-32% in 20s age group), the low 

education group (30-32% in less than high-school graduate and 24-27% in high-school 

graduate) and men with “kyoukai-kenpo” medical insurance (38%). 

Conclusions: Approximately one fourth of non-smoking women and men reported 

secondhand smoke exposure at home and/or in the workplace almost everyday in Japan. 

We also found considerable disparity in secondhand smoke exposure according to 

individual socioeconomic position such as education. To reduce both exposure to 

secondhand smoke and the related socioeconomic disparity, we need to promote tobacco 

control measures: e.g., creation and enhancement of national smoke-free legislation in 

Japan. 
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 第 1部 論文集 

資料 

 

  

 

がんの生存率を一般向けに 
どのように情報提供するか 

 

井岡亜希子 伊藤ゆり 中田佳世 津熊秀明 
大阪府立成人病センター がん予防情報センター 

要 旨 

 がん医療の均てん化のために「がんや医療に関する情報提供」の充実は重要であり、患者会

をはじめ、がんの生存率に関する情報提供の要望は多い。そこで、がんの生存率の提供方法を

検討した。① 5年相対生存率、② period analysisを用いた相対生存率、③ サバイバー

生存率、④ 治癒モデルを用いた治癒した患者の割合と非治癒患者の生存期間の中央値に

ついて、患者会にインタビューを実施した。①では相対生存率の公表を要望され、②では「直近

の医療の成果が反映された 5 生存率は知りたいし、患者にとっては希望になる」と、③ではサバ

イバー生存率が患者にとって役立つ情報であると、④では最新値が知りたいとの意見があった。

これらの意見を踏まえ、一般向けの生存率リーフレットを作成、公表していくことで、一般の方々

の生存率への関心度をより高め、信頼性の高い生存率を算出するための体制維持の重要性

を周知していく。 

 

 

 

１．はじめに 

 がん対策基本法に基づき、政府が 2007年

6 月に閣議決定したがん対策推進基本計画

1)では、全体目標として、「がんによる死亡

者の減少」と「全てのがん患者とその家族

の苦痛の軽減と療養生活の質の維持向上」

が掲げられた。2012年 6月に見直し、策定

された計画では、新たに「がんになっても

安心して暮らせる社会の構築」が加えられ

た 2)。 

 これを受け、これら全体目標は都道府県

がん対策推進計画にも掲げられている。大

阪府がん対策推進計画 3)では、「がんによる

死亡者の減少」について、がん医療の均て

ん化で 2.1%のがん年齢調整死亡率減少を

目指しており、均てん化（府民が皆均しく

標準的な医療を受けられる体制の構築）の

ために、府民に対する「がんや医療に関す

る情報提供」の充実は重要である。また、

患者会を含む一般の方からは、がんの生存

率に関する情報提供の要望が多い。そこで、
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がんの生存率を一般向けにどのように提供

すべきかを検討する。 

 

２．方法 

 ①5 年相対生存率、②period analysis を

用いた相対生存率、③サバイバー生存率

（Conditional Survival）、④治癒モデルを

用いた治癒した患者の割合と非治癒患者の

生存期間の中央値、を算出する 4)5)。例とし

て、大阪府がん登録資料を用いて、胃がん

におけるこれら数値を算出し、一般向けの

情報提供方法について、大阪がんええナビ

制作委員会に対してインタビューを実施す

る（表 1）。大阪がんええナビ制作委員会と

は、「NPO 法人 がんと共に生きる会」、

「NPO 法人 グループ・ネクサス」、「大阪

肝臓友の会」、「いいなステーション」の 4

つの患者会が参加し、大阪府内のがん情報

の整備と提供システム（大阪がんええナビ 

http://www.osaka-anavi.jp/）の構築に取り

組んでいる団体である。 

 

３．結果 

(1) ５年相対生存率 

 実測生存率と相対生存率の相違点を、大

阪がんええナビ制作委員会に説明したとこ

ろ、「臨床で算出されるのは生存率の多くは

実測生存率で、死因を問わずすべての『死

亡』を『死亡』で処理していることに驚い

た」、「高齢者ではがん以外で亡くなる方が

多いので、相対生存率を知りたい」と、相

対生存率の公表を要望される意見があり、

「生存率には実測生存率と相対生存率があ

る」ことの強調が重要であることが明らか

になった。 

(2) period analysis を用いた相対生存率 

 「直近の医療の成果が反映された 5 生存

率は知りたいし、患者にとっては希望にな

る」、「特に乳がんでは、診断から 5 年以降

も生存率が減少すると聞くので、10年生存

率も知りたい」との意見があった。 

(3) サバイバー生存率 

 「診断時のがんの進行度によって、サバ

イバー生存率が大きく異なるのに驚いた」、

「限局のサバイバー生存率は、診断時から

年数が経っても横ばいなので、やはり早期

発見は重要」、「領域と遠隔では、診断時の

サバイバー生存率はかなり低いけど、診断

時から年数が経つにつれ生存率は向上する

ので、これはがん患者が希望をもてる情報。

ただし、その時点で存命されている方の人

数が、診断時より減少しており、少ないこ

とを示すのは必要」と、サバイバー生存率

が患者にとって役立つ情報であるとの意見

があった。診断時のがんの進行度について

は、「臨床で用いられるステージがどの進行

度に該当するかがわかるように、対応表も

載せてほしい」との要望があった。
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 表 1  インタービューの実施状況 

日時 形式 
インタビュー 

時間 
場所 

参加者数 

（人） 
参加者の特性 内容 

2013 年 

08 月 

（1 回目） 

集団 

対面 
2 時間 

患者会 

事務所 

4 

（男 2、女 2） 

40～60 歳代。 

がんサバイバーの割合

50％、 

家族をがんで亡くされた

方の割合 50％。 

インタビュアー1 名。 

インタビューは下記の 1．2．の順に実施。 

 

1．インタビュアーが、①5 年相対生存率、②

period analysis を用いた相対生存率、③サバイ

バー生存率（Conditional Survival）、④治癒

モデルを用いた治癒した患者の割合と非治癒患者

の生存期間の中央値について、各グラフを示しなが

ら説明。 

2．インタビュアーが、一般向けリーフレット（案）を

参加者に示し、リーフレット（案）の本文とグラフに

ついて、「内容がわかりにくい点はありませんか？」「改

善したらよい点はありませんか？」と 2 つの質問を実

施。 

2013 年 

11 月 

（2 回目） 

集団 

対面 
2 時間 

患者会 

事務所 

5 

（男 2、女 3） 

40～60 歳代。 

がんサバイバーの割合

40％、 

家族をがんで亡くされた

方の割合 40％。 

インタビュアー1 名。 

インタビューは下記の 1．2．の順に実施。 

 

1．1 回目不参加者に対して、インタビュアーが、①

5 年相対生存率、②period analysis を用いた相

対生存率、③サバイバー生存率（Conditional 

Survival）、④治癒モデルを用いた治癒した患者

の割合と非治癒患者の生存期間の中央値につい

て、各グラフを示しながら説明。 

2．インタビュアーが、1 回目インタビューで得た意見

に基づいて修正された、一般向けリーフレット（案）

を参加者に説明。リーフレット（案）の本文とグラフ

について、「内容がわかりにくい点はありませんか？」

「改善したらよい点はありませんか？」と 2 つの質問を

実施。 

2013 年 

11 月 

（3 回目） 

集団 

メール 
- - 

インタビュアー1 名。インタビューは下記の 1．2．の

順に実施。 

 

1．インタビュアーが、2 回目インタビューで得た意見

に基づいて修正された、一般向けリーフレット（案）

をメールで説明。リーフレット（案）の本文とグラフに

ついて、「内容がわかりにくい点はありませんか？」「改

善したらよい点はありませんか？」と 2 つの質問を実

施。 

2．参加者が 5 名の意見をまとめ、インタビュアーに

送付。 

2014 年 

1 月 

（4 回目） 

集団 

メール 
- - 

インタビュアー1 名。 

インタビューは下記の 1．2．の順に実施。 

 

1．インタビュアーが、3 回目インタビューで得た意見

に基づいて修正された、一般向けリーフレット（案）

をメールで説明。リーフレット（案）の本文とグラフに

ついて、「内容がわかりにくい点はありませんか？」「改

善したらよい点はありませんか？」と 2 つの質問を実

施。 

2．参加者が 5 名の意見をまとめ、インタビュアーに

送付。 
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(4) 治癒モデルを用いた治癒した患者の割合

と非治癒患者の生存期間の中央値 

 「説明を聞いたが、治癒した患者の割合

と非治癒患者の生存期間の中央値の年次推

移は、がんの種類によって理解の難しいと

ころがある。一般向けの情報提供では、最

新値のみで十分だし、私達は最新値が知り

たい。」、「がん患者にとって非治癒患者の生

存期間の中央値は酷かも。治癒した患者の

割合のみでよいのでは」、「胃がん検診を勧

めるリーフレットで、非治癒患者の生存期

間の中央値を示すのはどうか。非治癒患者

における早期診断割合が低ければ、説得力

があるのでは」との意見があった。 

(5) 一般向けの生存率リーフレット（図 1～

3） 

 (1)～(4) の意見を踏まえ、胃がんについ

て、①5年相対生存率、②サバイバー生存率、

③治癒した患者の割合を府民目線で示した

一般向けのリーフレットを作成した。また、

①と③で示すグラフが似ており、視覚的に

似ているものを連続させた方がよいとの意

見があったため、リーフレットでは、5年相

対生存率、治癒した患者の割合、サバイバ

ー生存率の順に示した。 

（図 1～3 は文献の後に掲載） 

 

４．考察 

 胃がんについて、①5年相対生存率、②サ

バイバー生存率、③治癒した患者の割合を

府民目線でわかりやすく説明および図示し

た、一般向けの生存率リーフレットを作成

した。また、このリーフレットを作成する

にあたり、大阪がんええナビ委員会に対し

て、3～4回のインタビューを実施した。 

 大阪がんええナビ委員会を含め、患者会

にとって生存率は大変興味深い指標である。

実測生存率と相対生存率の相違を説明する

ことで、大阪府がん登録が公表している相

対生存率に対する理解が深まり、実測生存

率よりも相対生存率の算出および公表の要

望が大きかった。また、「5年相対生存率は、

5 年以上前の医療の成果が反映された生存

率」であることから、「period analysisを用

いた、直近の医療の成果が反映された 5 年

相対生存率」の公表を望む声も大きかった。

直近の医療の成果が反映された 5 年相対生

存率を算出するためには、「診断年から毎年」

と頻回に生存確認調査を実施する必要があ

り、地域がん登録の生存確認調査で住基ネ

ットの一括照合機能を活用するなど、調査

の効率化が求められる。 

 サバイバー生存率については関心度が高

く、診断時のがんの進行度によって、診断

年からの経過年数が経つにつれて、生存率

の増加や患者数の減少の程度が大きく異な

る点に、質問や意見が集中した。特に、限

局の生存率については、診断された時点で

の生存率が高く、その後年数を経ても患者

数の減少の程度は小さいことから、「早期発

見・早期治療は重要」が視覚的に捉えやす
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い。サバイバー生存率はわかりやすくイン

パクトが大きいことから、従来公表してい

る相対生存率と共に公表していくことは、

「生存率」に対する関心度をより高める可

能性があり、有意義である。 

 診断時のがんの進行度については、臨床

で用いられるステージとの対応がわかりに

くく、その対応表のリーフレットへの掲載

を望む声があった。大阪府がん登録では、

進行度とわが国の臓器別学会や研究会が取

り決めている「がん取扱い規約」、UICC第

6版 TNM分類の対応表に基づいて、登録作

業を進めており、この対応表のリーフレッ

トへの掲載を検討した。しかしながら、2011

年診断症例からは用いる対応表（進行度と

UICC 第 7 版 TNM 分類の対応表）が異な

ること、変更後の対応表には進行度と「が

ん取扱い規約」の対応が示されていないこ

とから、リーフレットには対応表を掲載し

ないこととした。一方、今回のインタビュ

ーでは、「診断時のがんの進行度という言葉

の認知度は上がってきている」との声もあ

り、一般の方に対する「進行度」の説明や

周知は引き続き重要である。 

 今後、他のがん種についてもこのような

生存率リーフレットを作成、公表していく

ことで、一般の方々の生存率への関心度を

より高め、信頼性の高い生存率を算出する

ための体制を維持していくことの重要性を

周知していく。 
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 図 1  生存率リーフレット：5年相対生存率 

 

  



JACR Monograph No.20 

第 1 部：論文集 

 

55 

 
 図 2  生存率リーフレット：治癒割合 
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 図 3-1  生存率リーフレット：サバイバー生存率（1/3） 
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 図 3-2  生存率リーフレット：サバイバー生存率（2/3） 
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 図 3-3  生存率リーフレット：サバイバー生存率（3/3） 
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喫煙関連がん、HPV関連がんおよび 
主要部位がんにおける 

1年以内に診断されたがんにおける 

部位の組み合わせについての検討 
 

松坂方士 1,2 田中里奈 1 
弘前大学大学院医学研究科 地域がん疫学講座 1 

弘前大学医学部附属病院 医療情報部 2 

要 旨 

【目的】 がん罹患をもたらす危険因子として喫煙と Human papillomavirus（HPV）感染

を取り上げ、12 ヶ月以内に複数のがんに罹患した症例について部位の組み合わせからこれらと

の関連を検討した。 

【方法】 平成 21～22年にがんに罹患した症例を抽出した。喫煙関連がん（口唇・口腔、咽

頭、食道、喉頭、肺）、HPV 関連がん（口唇・口腔、咽頭、肛門、膣、子宮頚部）、主要

部位がん（胃、結直腸、肺、乳房）について、12 ヶ月以内に複数のがんが診断された数を明

らかにした。 

【結果】 喫煙関連がんでは複数のがんが診断された割合が高かった。HPV関連がんは喫煙関

連がんより複数のがんが診断された割合は低かった。主要部位がんでは結直腸がんが2部位同

時期に診断される割合が高かった。 

【考察】 喫煙関連がんは複数のがんに罹患している危険性を示す指標と考えられた。また、結

直腸がん症例もその他のがんに罹患している可能性が高く、がん予防や日常診療ではそれを考

慮した対応が必要である。 

 

 

 

１．はじめに 

 わが国の平均寿命は次第に伸延しており、

現在、男女とも世界でトップクラスの長寿

国になっている 1)。その原因として、衛生環

境が改善したことや医療レベルが向上した

ために感染症の死亡率が低下したこと、減

塩運動や血圧測定が普及したことで脳血管

疾患の死亡率が低下したことが挙げられる。

また、これらの死亡率が低下し、他の先進

諸国とは異なって心疾患の死亡率がそれほ

ど高くないこと 2)から、1980年代以降はわ
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が国の死因ではがんが最も多い状況が続い

ている。 

 がんの治療は手術療法を中心に、化学療

法や放射線療法などを組み合わせる集学的

治療が普及してきた。さらに、内分泌療法

や分子標的薬による治療も加わり、がんの

生存率は日々に向上している 3)。そのため、

1人の患者が生涯に複数のがんに罹患する

ことが増加していると予想される。一般的

に、同一個人が複数のがんに罹患するケー

スを多重がんと表現することが多いが、そ

の定義を検討すると一通りではないことが

分かる。IACR/IARCは臓器（両側臓器の場

合は左右も含む）と組織型により多重がん

を定義しており、わが国の地域がん登録で

はこれを判定基準とすることが推奨されて

いる。一方で、SEERは臓器と組織型に加

えて診断日も多重がんの定義に加えており、

わが国の院内がん登録において主治医の判

断が明らかでない場合の判定基準として推

奨されている 4)。しかし、これらの定義はが

ん登録上の便宜的なものであり、一個人が

複数回がんと診断されたことには変わりな

い。 

 そこで、本研究では複数のがんに罹患し

た患者について、各々の罹患日が 12ヶ月以

内のがんを同時期に診断されたがんと定義

した。疾患の自然史から 12ヶ月以内に診断

されたがんは同一時期に体内に存在してい

た可能性がある 5)~7)。また、複数の部位のが

ん罹患をもたらす危険因子として喫煙と

Human papillomavirus（HPV）感染を取

り上げ、罹患部位の組み合わせからこれら

と同時期に診断されたがんとの関連を検討

した。さらに、発がん機序は異なるものの

青森県では罹患数が多い部位についても組

み合わせを検討した。 

 

２．方法 

 青森県がん登録は標準データベースシス

テムを利用しており、多重がんの判定には

IARC/IACR recording rule を採用してい

る。本研究では青森県がん登録データベー

スの集約データから平成 21年 1月 1日から

平成 22 年 12 月 31 日にがんに罹患した症

例について、罹患日および罹患部位

（ICD-10）を抽出した。 

 本研究では喫煙を危険因子とするがんを

喫煙関連がんとして、口唇・口腔がん

（C00-C08）、咽頭がん（C09-C13、C14.0）、

食道がん（C15）、喉頭がん（C32）および

肺がん（C33-C34）を取り上げた 8)~10)。な

お、喫煙を危険因子とするがんは、これら

の他に膀胱がんなども指摘されているが、

本研究では複数部位のがん罹患との関連を

検討することを目的としたため、特に喫煙

と関連が深い部位のがんに限って喫煙関連

がんとした。また、HPVを危険因子とする

がんを HPV関連がんとして、口唇・口腔が

ん（C00-C08）、咽頭がん（C09-C13、C14.0）、

肛門がん（C21）、膣がん（C52）および子

宮頚がん（C53）を取り上げた 11)12)。さら

に、青森県では罹患数が多い部位として胃
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 表 1  喫煙関連がんにおける同時期に診断されたがん 
  1 部位 2 部位 3 部位 4 部位 

喫煙関連 口唇・口腔がん 168 (90.3) 18 (9.7) 0 (0.0) 0 (0.0) 

 咽頭がん 139 (82.2) 29 (17.2) 1 (0.6) 0 (0.0) 

 食道がん 417 (84.8) 64 (13.0) 11 (2.2) 0 (0.0) 

 喉頭がん 126 (87.5) 16 (11.1) 2 (1.4) 0 (0.0) 

 肺がん 2317 (92.9) 167 (6.7) 9 (0.4) 0 (0.0) 

 小計 3167  294  23  0  

非喫煙関連  14795 (93.4) 972 ( 6.1) 70 (0.5) 4 (0.0) 

合計  17962  1266  93  4  

症例数（%） 

ICD-10 コード：口唇・口腔 C00-C08、咽頭 C09-C13 C140、食道 C15、喉頭 C32、肺 C33-C34 

 

 

がん（C16）、結直腸がん（C18-C20）、肺

がん（C33-C34）および乳がん（C50）を

主要部位として、主要部位のがんと非主要

部位のがんの組み合わせも検討した。 

 なお、組み合わせの検討は、まず 1 腫瘍

を 1 症例として同時期に複数の部位のがん

が診断された割合を明らかにした。次に同

時期に 2 部位が診断された症例について、

具体的な部位の組み合わせの頻度を明らか

にした。また、抽出した全症例における同

時期に 2 つのがんが診断された割合を算出

し、それを各部位の罹患数に乗じて 2 つの

がんが診断される部位ごとの期待数（E）と

した。さらに、実際に 2 つのがんが診断さ

れた症例数（O）と期待数（E）との比を

O/E値として各部位で算出し、喫煙や HPV

感染と複数部位の診断との関連を検討した。 

 

３．結果 

 喫煙関連がんおよび非喫煙関連がんが同

時期に診断された症例数を表 1 に示した。

青森県がん登録データベースから抽出され

た平成 21 年～平成 22 年の罹患データは

19,325 症例（18,589 名）であった。12 ヶ

月間に 1部位のみが診断されたのは 17,962

症例（17,962 名）であり、喫煙関連がんで

は肺がんの割合が最も高かった。2部位のが

んが同時期に診断されたのは 1,266 症例

（633名）であり、うち喫煙関連がんは 294

症例（23.2%）であった。その中では咽頭が

ん、食道がんの順に割合が高く、肺がんが

最も割合が低かった。非喫煙関連がんで 2

部位が診断された割合はいずれの喫煙関連

がんよりも低かった。2部位の組み合わせで

は、喫煙関連がん同士では肺がん-肺がんが

最も頻度が高く、咽頭がん-食道がんがそれ

に次いだ。喫煙関連がん-非喫煙関連がんの

組み合わせでは、食道がん-非喫煙関連がん、

肺がん-非喫煙関連がんの割合が高かった。

（表 2） 

 HPV 関連がんおよび非 HPV 関連がんが

同時期に診断された症例数を表 3 に示した。

12ヶ月間に 1部位のみが診断された症例は

HPV 関連がんでは子宮頚がんの割合が最

も高かった。2部位のがんが同時期に診断さ
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 表 2  喫煙関連がんにおいて同時期に 

      2部位のがんが診断された際の組み合わせ 
部位の組み合わせ 患者数（%）   

口唇・口腔 口唇・口腔 0 (0.0)   

 咽頭 3 (16.7)   

 食道 2 (11.1)   

 喉頭 1 (5.6)   

 肺 4 (22.2)   

 非喫煙関連 8 (44.4)   

 小計 18 (100.0)   

咽頭 口唇・口腔 3 (10.3)   

 咽頭 2 (7.0)   

 食道 13 (44.8)   

 喉頭 3 (10.3)   

 肺 3 (10.3)   

 非喫煙関連 5 (17.3)   

 小計 29 (100.0)   

食道 口唇・口腔 2 (3.1)   

 咽頭 13 (20.3)   

 食道 4 (6.3)   

 喉頭 3 (4.7)   

 肺 7 (10.9)   

 非喫煙関連 35 (54.7)   

 小計 64 (100.0)   

喉頭 口唇・口腔 1 (6.3)   

 咽頭 3 (18.7)   

 食道 3 (18.7)   

 喉頭 0 (0.0)   

 肺 5 (31.3)   

 非喫煙関連 4 (25.0)   

 小計 16 (100.0)   

肺 口唇・口腔 4 (2.4)   

 咽頭 3 (1.8)   

 食道 7 (4.2)   

 喉頭 5 (3.0)   

 肺 54 (32.3)   

 非喫煙関連 94 (56.3)   

 小計 167 (100.0)   

 喫煙関連 小計   294 (23.2) 

非喫煙関連 非喫煙関連   972 (76.8) 

 合計   1266 (100.0) 

ICD-10 コード：口唇・口腔 C00-C08、咽頭 C09-C13 C140、食道 C15、 

          喉頭 C32、肺 C33-C34 

 

 

 表 3  HPV関連がんにおける同時期に診断されたがん 
  1 部位 2 部位 3 部位 4 部位 

HPV 関連 口唇・口腔がん 168 (90.3) 18 (9.7) 0 (0.0) 0 (0.0) 

 咽頭がん 139 (82.2) 29 (17.2) 1 (0.6) 0 (0.0) 

 肛門がん 19 (82.6) 4 (17.4) 0 (0.0) 0 (0.0) 

 膣がん 12 (92.3) 1 (7.7) 0 (0.0) 0 (0.0) 

 子宮頚がん 597 (98.5) 9 (1.5) 0 (0.0) 0 (0.0) 

 小計 935 (98.5) 61 (0.0.) 1 (0.0) 0 (0.0) 

非 HPV 関連  17027 (92.9) 1205 (6.6) 92 (0.5) 4 (0.0) 

合計  17962 (99.9) 1266 ( 9.9) 93 (9.9) 4 (0.0) 

症例数（%） 

ICD-10 コード：口唇・口腔 C00-C08、咽頭 C09-C13 C140、肛門 C21、膣 C52、子宮頚 C53 
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 表 4  HPV関連がんにおいて同時期に 

      2部位のがんが診断された際の組み合わせ 
部位の組み合わせ 患者数（%）   

口唇・口腔 口唇・口腔 0 (0.0)   

 咽頭 3 (16.7)   

 肛門 0 (0.0)   

 膣 0 (0.0)   

 子宮頚部 0 (0.0)   

 非 HPV 関連 15 (83.3)   

 小計 18 (100.0)   

咽頭 口唇・口腔 3 (10.3)   

 咽頭 2 (7.0)   

 肛門 0 (0.0)   

 膣 0 (0.0)   

 子宮頚部 0 (0.0)   

 非 HPV 関連 24 (82.8)   

 小計 29 (100.0)   

肛門 口唇・口腔 0 (0.0)   

 咽頭 0 (0.0)   

 肛門 0 (0.0)   

 膣 0 (0.0)   

 子宮頚部 0 (0.0)   

 非 HPV 関連 4 (100.0)   

 小計 4 (100.0)   

膣 口唇・口腔 0 (0.0)   

 咽頭 0 (0.0)   

 肛門 0 (0.0)   

 膣 0 (0.0)   

 子宮頚部 0 (0.0)   

 非 HPV 関連 1 (100.0)   

 小計 1 (100.0)   

子宮頚部 口唇・口腔 0 (0.0)   

 咽頭 0 (0.0)   

 肛門 0 (0.0)   

 膣 0 (0.0)   

 子宮頚部 4 (44.4)   

 非 HPV 関連 5 (55.6)   

 小計 9 (100.0)   

 喫煙関連 小計   61 (4.8) 

非喫煙関連 非喫煙関連   1205 (95.2) 

 合計   1266 (100.0) 

ICD-10 コード：口唇・口腔 C00-C08、咽頭 C09-C13 C140、肛門 C21、 

          膣 C52、子宮頚部 C53 

 

 

れた 1266症例のうち、HPV関連がんは 61

症例（4.8%）であった。その中では肛門が

ん、咽頭がんの順に割合が高く、子宮頚部

がんが最も割合が低かった。また、非 HPV

関連がんは子宮頚がんや膣がんよりも割合

が低かった。部位の組み合わせでは、HPV

関連がん同士では子宮頚がん-子宮頚がんが

最も頻度が高かった。（表 4） 

 主要部位がんおよび主要部位以外のがん

が同時期に診断された症例数を表 5 に示し

た。なお、表 5 は主要部位がんを中心に構

成しており、それ以外の喫煙関連がんや

HPV関連がんは「主要部位以外」のがんと

してまとめた。2部位のがんが同時期に診断
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 表 5  主要部位における同時期に診断されたがん 
  1 部位 2 部位 3 部位 4 部位 

主要部位 胃がん 2472 (93.5) 157 (6.0) 13 (0.5) 1 (0.0) 

 結直腸がん 3190 (89.4) 349 (9.8) 26 (0.7) 2 (0.1) 

 肺がん 2317 (92.9) 167 (6.7) 9 (0.4) 0 (0.0) 

 乳がん 1519 (97.1) 42 (2.7) 2 (0.1) 1 (0.1) 

 小計 10865  715  50  4  

主要部位以外  7097 (92.2) 551 (7.2) 43 (0.5) 0 (0.0) 

合計  17962  1266  93  4  

症例数（%） 

ICD-10 コード：胃 C16、結直腸 C18-C20、肺 C33-C34、乳房 C50 

 

 

 表 6  主要部位において同時期に 

      2部位のがんが診断された際の組み合わせ 
部位の組み合わせ 患者数（%）   

胃 胃 6 (3.8)   

 結直腸 67 (42.7)   

 肺 16 (10.2)   

 乳房 5 (3.2)   

 主要部位以外 63 (40.1)   

 小計 157 (100.0)   

結直腸 胃 67 (19.2)   

 結直腸 168 (48.1)   

 肺 25 (7.2)   

 乳房 6 (1.7)   

 主要部位以外 83 (23.8)   

 小計 349 (100.0)   

肺 胃 16 (9.6)   

 結直腸 25 (15.0)   

 肺 54 (32.3)   

 乳房 4 (2.4)   

 主要部位以外 68 (40.7)   

 小計 167 (100.0)   

乳房 胃 5 (11.9)   

 結直腸 6 (14.3)   

 肺 4 (9.5)   

 乳房 14 (33.3)   

 主要部位以外 13 (31.0)   

 小計 42 (100.0)   

 喫煙関連 小計   715 (56.5) 

非喫煙関連 非喫煙関連   551 (43.5) 

 合計   1266 (100.0) 

ICD-10 コード：胃 C16、結直腸 C18-C20、肺 C33-C34、乳房 C50 

 

 

された 1,266 症例のうち、主要部位がんは

715症例（56.5%）であった。その中では結

直腸がん、肺がんの順に割合が高かった。

部位の組み合わせでは、主要部位がん同士

では結直腸がん-結直腸がんが最も頻度が高

く、胃がん-結直腸がんがそれに次いだ。（表

6） 

 同時期に 4 部位のがんが診断された患者

は 1名であり、胃がん-結直腸がん-結直腸が

ん-乳がんの組み合わせであった。
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 表 7  同時期に 2部位のがんが診断された症例数と期待数 
  実測数（O） 期待数（E） O/E 値（95%CI） 

喫煙関連 口唇・口腔 18 12.2 1.5 (0.79-2.00) 

 咽頭 29 11.1 2.6 (0.83-3.78) 

 食道 64 32.2 2.0 (0.88-2.41) 

 喉頭 16 9.4 1.7 (0.78-2.43) 

 肺 167 163.3 1.0 (0.93-1.11) 

非喫煙関連  972 1037.8 0.9 (0.97-0.97) 

      

HPV 関連 口唇・口腔 18 12.2 1.5 (0.79-2.00) 

 咽頭 29 11.1 2.6 (0.83-3.78) 

 肛門 4 1.5 2.7 (0.60-10.02) 

 膣 1 0.9 1.1 (0.32-3.94) 

 子宮頚部 9 39.7 0.2 (0.71-0.28) 

非 HPV 関連  1205 1200.9 1.0 (0.97-1.03) 

      

主要部位 胃 157 173.1 0.9 (0.92-0.98) 

 結直腸 349 233.7 1.5 (0.95-1.60) 

 肺 167 163.3 1.0 (0.93-1.11) 

 乳房 42 102.5 0.4 (0.86-0.46) 

主要部位以外  551 504.1 1.1 (0.96-1.14) 

ICD-10 コード：口唇・口腔 C00-C08、咽頭 C09-C13 C140、食道 C15、胃 C16、 

          結直腸 C18-C20、肛門 C21、喉頭 C32、肺 C33-C34、乳房 C50 

 

 

 表 7 に同時期に 2 部位のがんが診断され

た部位別の症例数（実測数（O））と期待数

（E）、および O/E値を示した。喫煙関連が

んでは、肺がんを除いて実際に 2 部位が診

断された症例数は期待数を大きく上回って

いた。また、HPV感染関連がんでは子宮頚

がん以外は実測数が期待数を上回っていた。

その中でも、口唇・口腔がんと咽頭がんは

喫煙関連がんとも重複しており、肛門がん、

膣がんおよび子宮頚がんは重複していない。

ただ、肛門がんと膣がんの症例数は極めて

少なく、喫煙関連がんと重複している部位

と重複していない部位を O/E 比で比較する

ことは困難であった。主要部位がんでは、

結直腸がんの実測数が期待数を上回ってい

たが、肺がんでは両者はあまり差がなく、

乳がんでは実測数は期待数を下回っていた。 

 

４．考察 

 全ての喫煙関連がんは非喫煙関連がんと

比較して同時期に 2 部位のがんが診断され

る割合が高かった。一方、喫煙と関連しな

い HPV関連がんでは、子宮頚がん以外では

同時期に 2 部位のがんが診断される割合が

非 HPV関連がんより高かったが、喫煙関連

がんよりは症例数が少なかった。全症例か

ら期待される 2 部位同時期に診断された症

例数と実際の症例数について、喫煙関連が

んでは明らかに非喫煙関連がんと比較して

実際の症例数が多かった。しかし、HPV感

染関連がんでは喫煙関連がんと重複しない

部位の症例数が少なく、喫煙関連がんと

HPV 感染関連がんとの違いは明らかでは

なかった。主要部位がんでは結直腸がんが 2

部位同時期に診断される割合が高かった。 
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 同一患者が複数のがんに罹患した場合、

罹患するがんの組み合わせとしては（1）偶

然に複数のがんに罹患した場合（＝各がん

の危険因子は異なる）、（2）複数のがんが同

一の危険因子を有している場合、の 2 つの

パターンが考えられる。本研究では複数の

がんの危険因子となり得るものとして、喫

煙と HPV感染を取り上げた。その結果、喫

煙関連がんは 12 ヶ月以内に複数診断され

る割合が高いことが明らかになった。また、

喫煙者は非喫煙者よりも明確な危険因子を

1つ多く有するため、危険因子が異なる他の

がんに罹患する可能性も高いと考えられる。

そのため、喫煙関連がんは同時期に複数の

がんに罹患している危険性を示す指標とみ

なすことができる。HPVを共通の危険因子

とするがんは、喫煙を危険因子とするがん

と比較すると同時期に複数のがんが診断さ

れる症例数は少なかった。このことは、諸

外国で問題になっているほどはわが国では

HPV 感染率が高くないことを意味するの

かもしれない。また、喫煙は発がん物質が

粘膜表面に付着するのと同時に血流を通じ

て全身に曝露されることで多部位の発がん

に関連するのに対し、HPV感染は複数部位

の粘膜に感染することのみが多部位の発が

んに関連する機序である。その関与の違い

が本研究における両者の違いに反映されて

いる可能性も考えられる。いずれにしても、

喫煙関連がんとは異なり、喫煙と関連しな

い HPV 関連がんは複数のがんに罹患して

いる危険性を示す指標とはなりにくいと考

えられた。しかし、HPV感染は喫煙よりも

発がんの相対危険度が高い可能性があり

13)14)、将来的には HPV感染率の上昇や喫煙

率の低下によって HPV 感染のがん罹患に

対する寄与危険度が注目される可能性もあ

る。そのため、先進諸国では広く普及して

いる女性に対する HPV ワクチンプログラ

ムをわが国でも積極的に普及させる取り組

みを行うことと、欧州などでは既に費用対

効果研究が実施されている男性に対する

HPV ワクチンプログラム 15)導入の可否に

ついて議論していくことが必要である。 

 前述のように、12ヶ月以内に複数のがん

が診断された場合、それらは同一時期に体

内に存在した可能性がある。したがって、

一方のがんが診断された際に、例えば術前

検査などで他方のがんも発見されることが

あり、本研究における同時期に診断された

がんの中にもそのような場合が多く含まれ

ていたと思われる。しかし、中には一方の

がんが診断されてから 6 ヶ月以上経過した

後に他方のがんが診断された場合もあり、

臨床検査の内容によってはもっと近接して

診断できた可能性がある。その場合、重複

していた臨床検査の削減や、全身状態に適

した治療方針の決定などによって患者負担

の軽減が期待される。特に喫煙関連がんは

複数のがんに罹患している危険性を示すこ

とから、それらを診断した際には積極的な

他がんの検索が重要であると考えられる。

また、喫煙関連がんではないものの、結直

腸がんはその他の主要部位がんと同時期に



JACR Monograph No.20 

第 1 部：論文集 

 

67 

診断されることが多い。そのため、結直腸

がんを診断した場合の他がんの検索、ある

いは他がんを診断した場合の結直腸がんの

検索を勧奨することも必要である。 

 本研究では 2 ヵ年分の罹患データしか解

析対象にすることができなかったため、観

察期間を広げた場合にはさらに多くのがん

が同時期に診断されていただろうと考えら

れる。また、診断時期が 12ヶ月以上離れて

いたとしても患者にとっては重大な問題で

あることには変わりなく、がん予防の面か

らも十分に検討しなければならない。した

がって、今後、良好なデータ精度で長期間

の罹患データを解析し、同一患者が複数の

がんに罹患する状況を検討していく必要が

あると考えられた。 

 さらに、本研究の結果を解釈する際には、

多重がん判定基準の影響を考慮する必要が

ある。前述のように、青森県がん登録では

多 重 が ん の 判 定 に は IARC/IACR 

Recording rule を採用している。この基準

は基本的に ICD-O-3 局在コードの前 3 桁

部位が同一であれば単一がんとみなすこと

から、今回の研究で用いた部位カテゴリー

（ICD-10 前 3 桁部位）とはほぼ重なる。

ただし、結腸がん（C18）については 

ICD-O-3 局在コードの 4 桁目が異なる場合

には異なる部位とみなされる。このことが、

今回の研究で結直腸がんにおいて同時期に

診断されたがんの割合が高かった原因の一

つである可能性が指摘できる。また、がん

種別の期待罹患数の正確な算出方法は、対

象者集団における性、年齢、暦年別の観察

人年に、対応する一般人口におけるがん種

別の罹患率を乗じ、その総和を求めること

により得るものである。本研究では、より

簡略化した方法を用いた点で、多重がんの

発症頻度の評価に限界があると考えられる。 
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 第 1部 論文集 

資料 

 

  

 

大阪府における 
がん患者の生存率の社会経済格差： 
1993-2004年診断患者による分析 

 

伊藤ゆり 1 中谷友樹 2 宮代 勲 1 井岡亜希子 1 中山富雄 1 
大阪府立成人病センター がん予防情報センター1 

立命館大学 歴史都市防災研究所 2 

要 旨 

 がん患者の社会経済状況により生存率に格差が生じていないか、またその格差の年次変化

を検討した。大阪府がん登録資料より 1993～2004年に診断された患者の 5年後の予後が

確認されている資料を使用した。主要な 13 部位について、性別、診断時期別、社会経済因

子別に分析を行った。社会経済因子は、中谷の作成した地理的剥奪指標を使用し、患者の

居住地（町字単位）でリンケージし、5 分位のグループに分けた。我が国においても、がん患者

の生存率に社会経済因子による格差が生じていることがわかった。1年生存率より 5年生存率

やサバイバー生存率における格差が大きい傾向にあった。また、1 年生存率の格差では全体の

生存率との関連がみられなかったが、5 年生存率やサバイバー生存率では生存率が高い部位

ほど格差が大きい傾向にあった。格差の要因としては早期診断、合併症の有無、治療内容など

の関連が考えられるがさらなる分析が必要である。 

 

 

 

１．はじめに 

 国民皆保険の下であっても、患者の社会

経済状況によって、がんの生存率に差が生

じていることは諸外国において既に報告さ

れており 1)2)、格差の縮小に向けた取り組み

がなされている。我が国においても長期に

継続する不景気の影響により、国民の経済

状況の格差が拡大しつつあり、健康格差の

拡大にも影響を与えつつあることが明らか

になってきた。2007 年に施行されたがん対

策推進基本計画において、「がん医療の均て

ん化」が掲げられているものの、がん医療

における社会経済格差を検討する研究は十

分に行われてこなかった。そこで、本研究

では、がん患者の生存率について、社会経

済状況により格差が生じていないか、また

その格差において年次的に変化がないかに
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 表 1  対象患者：1993-2004年診断患者，大阪府がん登録 

 
a：社会経済因子別グループは地理的剥奪指標の 5 分位により Q1（最も剥奪されていない）～Q5（最も剥奪されている）に分類されている 

 

 

ついて検討した。本資料は既に報告された

論文 3)の一部を抜粋し、内容を解説する主旨

のものである。 

 

２．方法 

(1) 使用したデータ 

 大阪府がん登録資料より、大阪府住民の

中で 1993～2004 年に診断された患者の 5

年後の生存・死亡状況が確認されている資

料を使用した。対象とした部位は、食道、

胃、大腸、肝臓、膵臓、喉頭、肺、乳房、

子宮頸部、子宮体部、卵巣、前立腺、膀胱

の全 13 部位である（表 1）。これらの部位

について、性別、診断時期別（1993～1996

／1997～2000／2001～2004 年）、社会経済

指標の 5 グループ別に、分析を行った。 

(2) 社会経済因子 

 社会経済因子は、中谷の作成した地理的

剥奪指標（Areal Deprivation Index: ADIi 0

～100）を使用し、患者の居住地（町字単位）

でリンケージした。全人口の重みづけによ

り、全地域を 5 分位のグループに分けた。

中谷の地理的剥奪指標は数値が大きいほど

居住地の剥奪度が大きい、つまり社会的に

不利な経済状況にある人々の割合が高いと

男性 N % N % N % N % N % N %

食道 7273 (100.0) 1162 (16.0) 1294 (17.8) 1455 (20.0) 1551 (21.3) 1811 (24.9)

胃 37 350 (100.0) 6475 (17.3) 7054 (18.9) 7580 (20.3) 7829 (21.0) 8412 (22.5)

大腸 24 703 (100.0) 4247 (17.2) 4582 (18.5) 4976 (20.1) 5365 (21.7) 5533 (22.4)

肝臓 22 256 (100.0) 3166 (14.2) 3814 (17.1) 4310 (19.4) 4908 (22.1) 6058 (27.2)

膵臓 5538 (100.0) 970 (17.5) 1063 (19.2) 1072 (19.4) 1183 (21.4) 1250 (22.6)

喉頭 2048 (100.0) 328 (16.0) 360 (17.6) 379 (18.5) 407 (19.9) 574 (28.0)

肺 28 223 (100.0) 4524 (16.0) 5101 (18.1) 5553 (19.7) 6046 (21.4) 6999 (24.8)

前立腺 7922 (100.0) 1698 (21.4) 1561 (19.7) 1569 (19.8) 1587 (20.0) 1507 (19.0)

膀胱 4844 (100.0) 889 (18.4) 1012 (20.9) 986 (20.4) 968 (20.0) 989 (20.4)

合計 140 157 (100.0) 23 459 (16.7) 25 841 (18.4) 27 880 (19.9) 29 844 (21.3) 33 133 (23.6)

女性

食道 1446 (100.0) 175 (12.1) 261 (18.0) 303 (21.0) 331 (22.9) 376 (26.0)

胃 17 635 (100.0) 2808 (15.9) 3330 (18.9) 3645 (20.7) 3786 (21.5) 4066 (23.1)

大腸 17 953 (100.0) 2996 (16.7) 3292 (18.3) 3734 (20.8) 3960 (22.1) 3971 (22.1)

肝臓 8676 (100.0) 1233 (14.2) 1376 (15.9) 1825 (21.0) 1983 (22.9) 2259 (26.0)

膵臓 4393 (100.0) 753 (17.1) 813 (18.5) 915 (20.8) 899 (20.5) 1013 (23.1)

肺 11 398 (100.0) 1688 (14.8) 1987 (17.4) 2322 (20.4) 2518 (22.1) 2883 (25.3)

乳房 23 793 (100.0) 4576 (19.2) 4544 (19.1) 4743 (19.9) 5028 (21.1) 4902 (20.6)

子宮頸部 4792 (100.0) 746 (15.6) 879 (18.3) 991 (20.7) 1011 (21.1) 1165 (24.3)

子宮体部 2854 (100.0) 604 (21.2) 538 (18.9) 567 (19.9) 580 (20.3) 565 (19.8)

卵巣 3421 (100.0) 670 (19.6) 663 (19.4) 705 (20.6) 720 (21.0) 663 (19.4)

膀胱 1330 (100.0) 241 (18.1) 232 (17.4) 277 (20.8) 282 (21.2) 298 (22.4)

合計 97 691 (100.0) 16 490 (16.9) 17 915 (18.3) 20 027 (20.5) 21 098 (21.6) 22 161 (22.7)

全患者数

社会経済因子別対象者数a

Q1（最も剥奪され

ていない）
Q2 Q3 Q4

Q5（最も剥奪され

ている）
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考える尺度である。この尺度は日本版

General Social Surveys（JGSS）4)を利用

して、剥奪の程度を示す変数の選択と重み

を求めており、居住地 i の剥奪度は以下の式

（1）により求める 5)6)。 

 

𝐴𝐷𝐼𝑖 = 0.01575 × (2.99 × 高齢者夫婦世帯割合
𝑖
 

+ 7.57 ×高齢者単身世帯割合
𝑖

+ 17.4 ×母子世帯割合
𝑖
  

+ 2.22 ×賃貸住宅居住割合
𝑖

+ 4.03 ×サービス・販売業割合
𝑖

+ 6.05 ×農業割合
𝑖
    

+ 5.38 ×ブルーカラー職割合
𝑖

+ 18.3 ×失業割合
𝑖
)･･･(1) 

 

 この式（1）にある変数はすべて国勢調査

により小地域ごと（町丁字単位）で得られ

る指標であり、算出された指標を 0～100 の

範囲で基準化した。上述したように、これ

を 5 分位した変数を各患者に付与して、各 5

分位グループ別に生存率を算出することと

なる。 

(3) 統計解析 

 がん患者の生存率は他死因による影響を

除去するために、Pohar-Perme の net 

survival を適用し 7)、部位別、性別、診断

時期別、社会経済因子（剥奪度の 5 分位グ

ループ）に算出した。生命表は大阪府のも

のを使用した。1 年生存率、5 年生存率、サ

バイバー生存率（1 年生存者におけるその後

の 4 年生存率）を算出し、それぞれを以下

の回帰式（2）に当てはめ、格差の大きさを

推定した。 

 

𝑁𝑆𝑖𝑗 = 𝛽𝑝𝑒𝑟𝑝𝑖 + 𝛽𝑑𝑒𝑝𝑑𝑗 + 𝑒𝑖𝑗・・・(𝟐) 

 

NS: net survival 

𝑝𝑖 = 1,2,3(診断時期), 

𝑑𝑗 = 1,2,3,4,5(社会経済因子) 

 

上記の式（2）により得られた社会経済因子

の係数βdep は社会経済因子の 5 分位の Q1

（最も剥奪されていない）～Q5（最も剥奪

されている）群において、一つ群が移行す

ること（たとえば、Q1 から Q2）により生

じる格差であるため、その係数を 4 倍した

ものを Q1 から Q5 における絶対格差

（absolute difference）とした。 

 また、時代変化を推定するために、診断

時期と社会経済因子の交互作用項を含めた

以下の式（3）により分析した。回帰分析は

患者数による違いを影響するために、分散

重み付き最小二乗法を用いた。 

 

𝑁𝑆𝑖𝑗 = 𝛽𝑝𝑒𝑟𝑝𝑖 + 𝛽𝑑𝑒𝑝𝑑𝑖 + 𝛽𝑝𝑒𝑟𝑑𝑒𝑝𝑝𝑖𝑑𝑗 + 𝑒𝑖𝑗・・・（𝟑） 

 

 さらに、性別部位別に全体の生存率（1

年、5 年、サバイバー生存率）を説明変数と

し、それぞれの格差の大きさを目的変数と

した分散重み付き回帰分析により関連性の

分析を行った（1993～2004 年診断患者）。 

 全ての分析は Stata Ver 13.1 で行った 8)。

分散重み付き最小二乗法は vwls コマンド、

Pohar-Permeのnet survivalは stnsコマン

ドにより解析した。
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 表 2.1  1年生存率における時代変化及び社会経済格差、 

        社会経済格差の時代変化：1993-2004 

 
a：式(2)により推定された診断時期による 1年生存率の変化の大きさ。診断時期の係数を 2倍したものであり、1993-1996年から 2001-2004年への絶対変化を示す。 

b：式(2)により推定された社会経済因子による格差の大きさ。社会経済因子の係数を 4倍したもので、Q1 とQ5の生存率の絶対的な差を示す。 

c：式(3)により推定された社会経済格差の時代変化。診断時期と社会経済因子の交互作用項の係数を 8倍（診断時期 2×社会経済因子 4）した値。 

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 

 

 表 2.2  社会経済因子別の 1年生存率：2001～2004年診断患者 

 
a：社会経済因子別グループは地理的剥奪指標の 5分位により Q1（最も剥奪されていない）～Q5（最も剥奪されている）に分類されている 

NS：Net survival (%)  

男性 % a 95% CI % b 95% CI % c 95% CI

食道 8.7 (5.8, 11.6) *** -8.4 (-11.7, -5.1) *** -1.2 (-9.4, 7.1)

胃 2.5 (1.3, 3.7) *** -8.1 (-9.4, -6.7) *** 0.9 (-2.5, 4.3)

大腸 2.0 (0.7, 3.3) ** -5.0 (-6.5, -3.5) *** 0.6 (-3.1, 4.2)

肝臓 7.6 (5.9, 9.2) *** -5.9 (-7.8, -4.0) *** 1.0 (-3.7, 5.7)

膵臓 6.2 (3.5, 8.8) *** -2.5 (-5.5, 0.5) 10.5 (2.9, 18.2) **

喉頭 2.9 (-0.4, 6.2) -3.3 (-7.0, 0.5) 3.6 (-5.8, 13.0)

肺 6.4 (4.9, 7.8) *** -5.9 (-7.6, -4.2) *** -4.6 (-8.7, -0.5) *

前立腺 6.7 (4.6, 8.7) *** -6.0 (-8.0, -4.0) *** 2.9 (-2.9, 8.6)

膀胱 0.2 (-2.6, 2.9) -4.2 (-7.4, -1.1) ** -0.9 (-8.6, 6.9)

女性

食道 11.4 (5.0, 17.7) *** -7.3 (-14.9, 0.3) -8.0 (-26.7, 10.7)

胃 4.3 (2.5, 6.0) *** -1.0 (-3.1, 1.1) 6.0 (1.0, 11.0) *

大腸 0.1 (-1.5, 1.6) -2.3 (-4.1, -0.5) * -0.7 (-5.1, 3.8)

肝臓 4.3 (1.7, 6.9) ** -0.5 (-3.6, 2.6) 2.9 (-4.7, 10.5)

膵臓 4.6 (1.6, 7.6) ** -0.5 (-3.9, 3.0) -0.6 (-9.1, 7.8)

肺 12.3 (10.0, 14.6) *** -4.4 (-7.0, -1.7) ** -1.6 (-8.2, 4.9)

乳房 1.4 (0.8, 2.0) *** -0.7 (-1.4, 0.0) * 1.1 (-0.7, 2.9)

子宮頸部 -0.2 (-2.6, 2.1) -3.7 (-6.5, -1.0) ** 2.7 (-3.9, 9.3)

子宮体部 0.7 (-2.2, 3.7) -1.9 (-5.3, 1.6) 7.2 (-1.1, 15.6)

卵巣 3.5 (-0.3, 7.2) -8.7 (-13.0, -4.5) *** -2.9 (-13.5, 7.7)

膀胱 2.6 (-3.4, 8.7) -3.5 (-10.1, 3.2) -3.7 (-20.7, 13.3)

1993-96年から2001-04

年への1年生存率の変化

社会経済因子Q1における生存率と

Q5における生存率の格差
社会経済格差の時代変化

男性 NS 95%CI NS 95%CI NS 95%CI NS 95%CI NS 95%CI NS 95%CI

食道 54.4 (52.5-56.3) 57.1 (52.5-61.7) 57.8 (53.4-62.1) 54.5 (50.3-58.7) 52.8 (48.6-56.9) 51.4 (47.7-55.2)

胃 70.6 (69.8-71.5) 74.4 (72.5-76.2) 72.9 (71.0-74.8) 70.6 (68.7-72.5) 69.9 (68.1-71.8) 66.3 (64.5-68.1)

大腸 82.1 (81.3-83.0) 85.4 (83.5-87.3) 82.1 (80.1-84.1) 82.6 (80.7-84.6) 82.1 (80.2-83.9) 79.1 (77.2-81.1)

肝臓 62.2 (61.0-63.3) 64.1 (61.1-67.2) 63.4 (60.6-66.2) 63.7 (61.1-66.4) 60.8 (58.2-63.3) 60.1 (57.8-62.5)

膵臓 24.9 (23.1-26.7) 25.5 (21.2-29.9) 22.2 (18.3-26.1) 25.0 (20.8-29.1) 25.4 (21.6-29.2) 26.5 (22.4-30.5)

喉頭 93.3 (91.1-95.6) 93.6 (87.8-99.5) 90.3 (84.2-96.5) 94.6 (89.8-99.3) 92.5 (87.7-97.4) 94.4 (90.5-98.4)

肺 48.8 (47.8-49.7) 53.7 (51.4-56.0) 51.2 (48.9-53.4) 48.7 (46.5-50.8) 46.6 (44.5-48.7) 45.4 (43.5-47.4)

前立腺 94.2 (93.2-95.2) 97.6 (95.9-99.2) 93.0 (90.6-95.3) 95.5 (93.4-97.6) 92.7 (90.4-95.0) 91.6 (89.1-94.2)

膀胱 86.7 (84.8-88.5) 90.9 (87.3-94.5) 86.2 (82.2-90.2) 85.2 (81.0-89.4) 86.9 (82.7-91.0) 84.2 (79.8-88.5)

女性

食道 60.3 (56.2-64.5) 66.0 (55.5-76.5) 62.0 (52.3-71.7) 61.0 (52.1-69.9) 55.8 (46.9-64.8) 59.1 (50.6-67.6)

胃 68.9 (67.6-70.1) 69.6 (66.6-72.6) 67.2 (64.4-70.1) 68.7 (65.9-71.5) 68.4 (65.8-71.1) 70.4 (67.8-72.9)

大腸 78.9 (77.8-79.9) 81.6 (79.2-83.9) 77.9 (75.3-80.5) 78.6 (76.3-80.9) 78.0 (75.8-80.2) 78.7 (76.5-80.9)

肝臓 60.1 (58.3-61.8) 59.6 (54.8-64.3) 60.7 (56.3-65.2) 58.5 (54.7-62.2) 61.5 (57.8-65.2) 60.0 (56.5-63.6)

膵臓 24.8 (22.8-26.8) 24.3 (19.6-29.0) 23.9 (19.4-28.5) 26.1 (21.6-30.6) 26.4 (21.9-30.9) 23.3 (19.2-27.3)

肺 58.2 (56.7-59.6) 60.2 (56.6-63.9) 58.6 (55.1-62.0) 60.7 (57.5-64.0) 57.9 (54.7-61.2) 54.5 (51.5-57.6)

乳房 97.7 (97.4-98.1) 97.9 (97.1-98.7) 97.7 (96.9-98.6) 97.8 (97.0-98.6) 98.3 (97.6-99.1) 96.9 (96.0-97.8)

子宮頸部 87.7 (85.9-89.4) 90.2 (86.3-94.2) 88.4 (84.4-92.4) 85.3 (81.0-89.7) 88.1 (84.3-91.8) 86.8 (83.2-90.4)

子宮体部 89.1 (87.1-91.0) 87.6 (83.2-91.9) 89.6 (85.4-93.8) 89.3 (85.0-93.5) 88.8 (84.4-93.2) 90.1 (86.0-94.2)

卵巣 73.8 (71.3-76.3) 81.6 (76.7-86.6) 76.4 (70.6-82.2) 72.4 (66.8-78.0) 68.7 (62.6-74.8) 69.9 (64.3-75.6)

膀胱 76.7 (72.7-80.8) 82.1 (73.3-90.8) 79.8 (71.0-88.7) 74.0 (64.6-83.4) 65.8 (56.0-75.6) 82.1 (74.2-90.0)

全患者

社会経済因子5分位a

Q1（最も剥奪されて

いない）
Q2 Q3 Q4

Q5（最も剥奪されて

いる）
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 表 3.1  5年生存率における時代変化及び社会経済格差、 

       社会経済格差の時代変化：1993-2004 

 
a：式(2)により推定された診断時期による 5年生存率の変化の大きさ。診断時期の係数を 2倍したものであり、1993-1996年から 2001-2004年への絶対変化を示す。 

b：式(2)により推定された社会経済因子による格差の大きさ。社会経済因子の係数を 4倍したもので、Q1 と Q5の生存率の絶対的な差を示す。 

c：式(3)により推定された社会経済格差の時代変化。診断時期と社会経済因子の交互作用項の係数を 8倍（診断時期 2×社会経済因子 4）した値。 

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 

 

 表 3.2  社会経済因子別の 5年生存率：2001～2004年診断患者 

 
a：社会経済因子別グループは地理的剥奪指標の 5分位により Q1（最も剥奪されていない）～Q5（最も剥奪されている）に分類されている 

NS：Net survival (%)  

男性 % a 95% CI % b 95% CI % c 95% CI

食道 4.4 (1.8, 6.9) *** -5.9 (-8.9, -3.0) *** -3.7 (-11.0, 3.5)

胃 -0.8 (-2.2, 0.7) -10.6 (-12.3, -8.9) *** 3.8 (-0.4, 7.9)

大腸 -3.5 (-5.3, -1.6) *** -10.9 (-13.0, -8.8) *** 1.9 (-3.3, 7.2)

肝臓 5.9 (4.5, 7.3) *** -4.5 (-6.2, -2.8) *** -1.4 (-5.6, 2.7)

膵臓 -1.1 (-2.6, 0.4) -0.8 (-2.4, 0.9) 4.1 (-0.5, 8.8)

喉頭 -2.2 (-8.2, 3.8) -14.7 (-21.7, -7.8) *** -3.0 (-19.7, 13.8)

肺 2.6 (1.4, 3.7) *** -4.9 (-6.3, -3.6) *** -3.5 (-6.8, -0.2) *

前立腺 17.9 (14.0, 21.7) *** -15.3 (-19.3, -11.3) *** 1.5 (-9.1, 12.1)

膀胱 -6.0 (-10.5, -1.5) ** -6.9 (-12.0, -1.8) ** -4.7 (-17.6, 8.2)

女性

食道 5.3 (-1.0, 11.6) -4.8 (-12.1, 2.6) -0.8 (-19.6, 17.9)

胃 -1.3 (-3.3, 0.7) -2.7 (-5.1, -0.3) * 3.4 (-2.4, 9.1)

大腸 -0.5 (-2.6, 1.5) -5.4 (-7.8, -3.0) *** 1.7 (-4.2, 7.5)

肝臓 4.2 (2.0, 6.3) *** -1.1 (-3.7, 1.5) 3.7 (-2.7, 10.2)

膵臓 -0.1 (-1.7, 1.5) 0.4 (-1.4, 2.1) -1.6 (-5.9, 2.7)

肺 11.7 (9.8, 13.7) *** -4.7 (-7.0, -2.4) *** -3.0 (-8.6, 2.7)

乳房 2.6 (1.2, 3.9) *** -2.8 (-4.3, -1.2) *** 1.3 (-2.5, 5.1)

子宮頸部 -3.2 (-6.7, 0.4) -6.6 (-10.8, -2.5) ** 6.2 (-3.8, 16.2)

子宮体部 -2.7 (-7.1, 1.7) -7.8 (-12.8, -2.8) ** 9.9 (-2.3, 22.2)

卵巣 2.6 (-1.6, 6.8) -12.0 (-16.9, -7.2) *** -3.2 (-15.2, 8.8)

膀胱 -2.2 (-10.5, 6.2) -10.8 (-20.0, -1.6) * 9.2 (-14.4, 32.8)

1993-96年から2001-04年へ

の5年生存率の変化

社会経済因子Q1における生存率と

Q5における生存率の格差
社会経済格差の時代変化

男性 NS 95%CI NS 95%CI NS 95%CI NS 95%CI NS 95%CI NS 95%CI

食道 23.4 (21.7-25.0) 26.1 (21.8-30.4) 28.6 (24.3-32.9) 22.7 (19.0-26.5) 22.0 (18.3-25.7) 19.4 (16.2-22.5)

胃 49.6 (48.6-50.6) 54.3 (51.9-56.7) 51.4 (49.0-53.8) 49.7 (47.4-51.9) 50.4 (48.1-52.7) 43.4 (41.3-45.5)

大腸 57.8 (56.5-59.0) 64.8 (61.8-67.7) 61.0 (58.0-64.0) 56.3 (53.4-59.1) 55.1 (52.4-57.8) 53.4 (50.8-56.1)

肝臓 22.8 (21.7-23.9) 27.9 (24.8-31.0) 22.5 (19.9-25.2) 21.6 (19.1-24.0) 22.7 (20.4-25.1) 21.0 (18.9-23.0)

膵臓 4.1 (3.2-4.9) 2.9 (1.1-4.6) 3.9 (1.9-5.8) 5.2 (3.0-7.4) 5.0 (2.9-7.1) 3.2 (1.4-4.9)

喉頭 72.6 (68.3-77.0) 88.4 (78.1-98.8) 68.1 (57.4-78.8) 76.8 (67.1-86.5) 66.9 (57.3-76.4) 69.5 (61.3-77.7)

肺 16.6 (15.8-17.4) 20.8 (18.7-22.8) 18.2 (16.4-20.1) 16.3 (14.6-18.0) 15.5 (13.8-17.1) 13.6 (12.2-15.1)

前立腺 79.6 (77.6-81.6) 88.5 (84.6-92.3) 77.4 (72.8-82.1) 84.1 (79.7-88.5) 75.3 (70.8-79.8) 71.4 (66.5-76.2)

膀胱 67.7 (64.7-70.7) 76.3 (69.8-82.8) 68.1 (61.8-74.3) 66.3 (59.8-72.8) 64.8 (57.9-71.7) 63.0 (55.9-70.2)

女性

食道 28.8 (24.8-32.9) 42.5 (30.8-54.1) 24.7 (15.9-33.6) 25.7 (17.3-34.1) 26.6 (18.2-35.0) 28.7 (20.4-36.9)

胃 47.1 (45.7-48.6) 50.0 (46.5-53.5) 46.7 (43.5-50.0) 45.5 (42.3-48.7) 46.3 (43.2-49.3) 47.6 (44.6-50.7)

大腸 56.6 (55.3-58.0) 61.2 (57.9-64.4) 55.4 (52.0-58.8) 55.1 (52.0-58.1) 56.4 (53.6-59.3) 55.6 (52.7-58.5)

肝臓 21.1 (19.6-22.7) 21.2 (16.9-25.4) 22.2 (18.3-26.2) 19.9 (16.6-23.1) 22.3 (18.9-25.6) 20.5 (17.4-23.6)

膵臓 4.4 (3.4-5.4) 3.7 (1.6-5.8) 4.0 (1.8-6.2) 4.4 (2.2-6.7) 6.2 (3.6-8.7) 3.7 (1.8-5.5)

肺 27.6 (26.2-29.0) 30.0 (26.5-33.6) 29.2 (25.9-32.6) 28.4 (25.2-31.5) 26.0 (23.0-29.0) 25.5 (22.7-28.3)

乳房 85.6 (84.7-86.5) 87.3 (85.5-89.2) 85.8 (83.8-87.8) 85.1 (83.1-87.1) 84.8 (82.8-86.8) 85.0 (83.0-87.0)

子宮頸部 64.7 (62.1-67.4) 70.8 (64.6-77.0) 59.5 (53.3-65.7) 61.3 (55.0-67.5) 67.7 (61.9-73.4) 64.9 (59.6-70.2)

子宮体部 71.0 (68.1-73.9) 73.9 (67.8-79.9) 70.0 (63.5-76.5) 69.8 (63.2-76.5) 69.3 (62.6-76.0) 71.6 (65.1-78.1)

卵巣 40.8 (37.9-43.7) 48.6 (42.0-55.2) 45.8 (38.9-52.8) 35.9 (29.9-42.0) 37.8 (31.3-44.4) 36.3 (30.2-42.4)

膀胱 56.3 (50.9-61.7) 58.3 (45.9-70.7) 56.2 (44.0-68.3) 58.9 (46.8-70.9) 51.0 (39.5-62.6) 57.9 (46.0-69.8)

全患者

社会経済因子5分位a

Q1（最も剥奪されて

いない）
Q2 Q3 Q4

Q5（最も剥奪されて

いる）



JACR Monograph No.20 

第 1 部：論文集 

74 

 表 4.1  サバイバー生存率における時代変化及び社会経済格差、 

        社会経済格差の時代変化：1993-2004 

 
a：式(2)により推定された診断時期によるサバイバー生存率の変化の大きさ。診断時期の係数を 2倍したものであり、1993-1996年から 2001-2004年への絶対変化を示す。 

b：式(2)により推定された社会経済因子による格差の大きさ。社会経済因子の係数を 4倍したもので、Q1 とQ5の生存率の絶対的な差を示す。 

c：式(3)により推定された社会経済格差の時代変化。診断時期と社会経済因子の交互作用項の係数を 8倍（診断時期 2×社会経済因子 4）した値。 

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 

 

 表 4.2  社会経済因子別のサバイバー生存率：2001～2004年診断患者 

 
a：社会経済因子別グループは地理的剥奪指標の 5分位により Q1（最も剥奪されていない）～Q5（最も剥奪されている）に分類されている 

NS: Net survival (%)  

男性 % a 95% CI % b 95% CI % c 95% CI

食道 1.3 (-3.3, 5.8) -5.2 (-10.3, -0.1) * -5.5 (-18.4, 7.3)

胃 -4.0 (-5.8, -2.3) *** -6.8 (-8.7, -4.8) *** 4.7 (-0.2, 9.6)

大腸 -6.4 (-8.4, -4.4) *** -9.1 (-11.3, -6.8) *** 1.7 (-3.9, 7.4)

肝臓 5.4 (3.1, 7.7) *** -4.6 (-7.2, -1.9) *** -2.0 (-8.7, 4.6)

膵臓 -12.8 (-19.4, -6.1) *** -2.1 (-8.9, 4.8) 7.9 (-12.9, 28.7)

喉頭 -8.2 (-14.6, -1.8) * -10.3 (-17.8, -2.7) ** 10.0 (-9.6, 29.5)

肺 0.7 (-1.6, 3.1) -6.7 (-9.3, -4.0) *** -2.8 (-9.4, 3.9)

前立腺 12.9 (8.8, 16.9) *** -11.2 (-15.3, -7.1) *** 1.4 (-9.8, 12.7)

膀胱 -7.4 (-12.1, -2.8) ** -3.6 (-8.9, 1.7) -5.5 (-18.9, 7.9)

女性

食道 0.8 (-9.5, 11.1) -3.1 (-14.2, 8.0) 0.6 (-28.4, 29.6)

胃 -6.7 (-9.0, -4.3) *** -2.9 (-5.6, -0.1) * -1.3 (-8.0, 5.4)

大腸 -0.8 (-3.0, 1.5) -4.9 (-7.4, -2.3) *** 2.6 (-3.6, 8.9)

肝臓 4.6 (1.1, 8.1) * -1.7 (-5.9, 2.4) 4.8 (-5.5, 15.2)

膵臓 -4.6 (-11.4, 2.1) 2.4 (-5.5, 10.4) -7.5 (-25.9, 10.9)

肺 12.2 (8.7, 15.6) *** -5.8 (-9.7, -1.9) ** -0.9 (-10.5, 8.8)

乳房 1.4 (0.1, 2.7) * -1.8 (-3.3, -0.4) * 0.4 (-3.3, 4.0)

子宮頸部 -3.7 (-7.2, -0.2) * -4.2 (-8.3, -0.1) * 4.4 (-5.4, 14.3)

子宮体部 -3.8 (-7.9, 0.3) -6.8 (-11.5, -2.1) ** 3.8 (-7.8, 15.3)

卵巣 0.5 (-4.6, 5.7) -10.2 (-16.1, -4.4) *** -2.0 (-16.7, 12.7)

膀胱 -6.6 (-15.6, 2.5) -10.8 (-20.6, -1.0) * 19.8 (-6.0, 45.6)

1993-96年から2001-04年へ

のサバイバー生存率の変化

社会経済因子Q1における生存率と

Q5における生存率の格差
社会経済格差の時代変化

男性 NS 95%CI NS 95%CI NS 95%CI NS 95%CI NS 95%CI NS 95%CI

食道 43.8 (41.0-46.6) 46.6 (39.8-53.3) 50.5 (43.9-57.0) 42.5 (36.4-48.7) 42.1 (35.8-48.4) 38.4 (32.9-44.0)

胃 72.0 (70.8-73.3) 74.8 (72.1-77.5) 72.3 (69.5-75.1) 72.1 (69.4-74.8) 74.1 (71.3-76.8) 67.2 (64.5-69.9)

大腸 72.1 (70.8-73.5) 77.7 (74.6-80.7) 76.1 (72.9-79.4) 69.9 (66.8-73.1) 68.9 (65.9-71.9) 69.2 (66.2-72.2)

肝臓 37.5 (35.8-39.1) 44.6 (40.1-49.0) 36.4 (32.4-40.3) 34.6 (30.9-38.2) 38.3 (34.7-42.0) 35.6 (32.3-38.9)

膵臓 16.3 (12.9-19.8) 11.5 (4.7-18.2) 16.8 (8.7-25.0) 21.1 (12.7-29.4) 19.7 (12.0-27.4) 11.4 (5.2-17.7)

喉頭 79.8 (75.4-84.1) 76.9 (66.1-87.8) 82.7 (73.1-92.3) 73.9 (64.1-83.7) 75.4 (67.0-83.7)

肺 35.0 (33.5-36.5) 39.8 (36.3-43.3) 36.6 (33.3-40.0) 34.3 (31.0-37.6) 34.2 (30.9-37.5) 30.9 (27.9-33.9)

前立腺 87.6 (85.6-89.6) 93.2 (89.5-97.0) 86.5 (81.8-91.2) 91.3 (86.9-95.6) 84.2 (79.7-88.8) 80.9 (76.0-85.9)

膀胱 80.8 (77.6-83.9) 86.6 (80.1-93.2) 81.3 (74.9-87.7) 80.5 (73.6-87.4) 77.3 (69.9-84.7) 77.6 (69.7-85.4)

女性

食道 48.5 (42.5-54.4) 64.7 (50.3-79.2) 40.2 (27.2-53.2) 42.7 (30.3-55.2) 48.1 (35.0-61.3) 48.8 (36.6-60.9)

胃 69.5 (67.8-71.2) 73.0 (68.9-77.1) 70.5 (66.6-74.4) 67.3 (63.4-71.1) 68.8 (65.1-72.4) 68.8 (65.2-72.4)

大腸 73.0 (71.5-74.5) 76.2 (72.9-79.6) 72.4 (68.7-76.2) 71.3 (68.0-74.7) 73.6 (70.5-76.7) 71.8 (68.6-75.0)

肝臓 35.7 (33.3-38.2) 36.2 (29.6-42.8) 37.3 (31.2-43.4) 34.5 (29.4-39.6) 36.6 (31.6-41.6) 34.7 (29.9-39.6)

膵臓 17.9 (14.1-21.7) 15.3 (7.1-23.5) 16.8 (8.3-25.3) 17.2 (9.1-25.3) 23.6 (14.6-32.5) 15.9 (8.4-23.5)

肺 48.3 (46.1-50.4) 50.6 (45.4-55.7) 50.7 (45.6-55.7) 47.4 (42.8-52.0) 45.7 (41.0-50.3) 47.6 (43.1-52.0)

乳房 88.3 (87.4-89.1) 89.8 (88.0-91.6) 88.5 (86.6-90.4) 87.7 (85.8-89.7) 86.9 (85.0-88.9) 88.5 (86.6-90.4)

子宮頸部 74.4 (71.7-77.0) 78.7 (72.8-84.7) 67.6 (61.3-74.0) 72.3 (65.9-78.7) 77.3 (71.7-83.0) 75.3 (70.0-80.6)

子宮体部 80.2 (77.5-83.0) 84.9 (79.3-90.5) 78.4 (72.1-84.6) 78.8 (72.3-85.2) 78.3 (71.8-84.7) 80.0 (73.7-86.3)

卵巣 55.6 (52.1-59.1) 59.9 (52.6-67.2) 60.3 (52.4-68.2) 49.9 (42.4-57.5) 55.5 (47.2-63.7) 52.3 (44.6-59.9)

膀胱 74.9 (68.9-80.9) 72.6 (59.3-85.9) 71.4 (58.1-84.7) 79.8 (67.0-92.7) 78.2 (64.8-91.6) 72.1 (59.0-85.2)

全患者

社会経済因子5分位a

Q1（最も剥奪されて

いない）
Q2 Q3 Q4

Q5（最も剥奪されて

いる）
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図 1 格差の大きさと全体の生存率の関連（1993-2004年） 

図中の点線は部位別生存率を説明変数とし社会経済因子による格差（最も剥奪されていない層の生存率と最も剥奪され

ている層の差）を目的変数とした分散重み付き回帰直線 

 
 図 1.A  1年生存率 

 

 
 図 1.B  5年生存率 
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 図 1.C  サバイバー生存率 

 

 

３．結果 

(1) 1年生存率 

 男性では、食道および胃がん、女性では

卵巣がんの 1 年生存率において、社会経済

格差が大きかった（表 2.1、2.2）。診断時期

により格差が縮小したのは、膵がんの男性

で 1993～1996 年診断時－13.3％の格差が

あったが、その後＋10.5％まで格差が縮小

した。また、女性では、胃がんにおいて、

格差が縮小した。一方、肺がんの男性では、

格差が拡大した（表 2.1）。 

(2) 5年生存率 

 男性では胃、大腸、喉頭、前立腺がん、

女性では卵巣、膀胱がんの 5 年生存率にお

いて、社会経済格差が大きかった（表 3.1、

3.2）。また、1 年生存率同様、肺がん男性

において、格差が拡大していた。 

(3) サバイバー生存率 

 男性では前立腺、喉頭がん、女性では卵

巣、膀胱がんでサバイバー生存率の格差が

大きかった（表 4.1、4.2）。格差の時代変化

の検討において統計的有意差があった部位

はなかった（表 4.1）。 

(4) 全体の生存率と格差の大きさの関係 

 1 年生存率では格差の大きさと生存率の

間に関連性は見られなかった（図 1.A）。5

年生存率では、生存率の高い部位ほど格差
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が大きくなっていた（図 1.B）。サバイバー

生存率では 5 年生存率に比べると若干関連

性が弱くなったが、負の相関関係が見られ

た（図 1.C）。 

 

 

４．考察 

 国民皆保険制度下にある日本においても、

がん患者の生存率に社会経済因子による格

差が生じていることがわかった。1 年生存率

における格差は 5 年生存率やサバイバー生

存率における格差よりも小さい傾向にあっ

た。また、1 年生存率では全体の生存率と格

差の大きさに関連性がみられなかったが、5

年生存率やサバイバー生存率では生存率が

高い部位ほど格差が大きい傾向にあった。 

 本研究で確認されたがん患者の生存率に

おける格差の要因としては、比較的予後が

良く、早期診断が可能な部位（胃、大腸、

前立腺、膀胱）の格差が大きかったことよ

り、早期診断における格差の影響が考えら

れる。我が国においても保険の種類による

がん検診受診の格差が報告されており 9)、人

間ドック受診などにおいても、同様のこと

が予想される。また、食道、肺、喉頭がん

など、喫煙関連がんにおけるがん生存率の

格差も大きかった。これは喫煙者における

予後が悪いことと、喫煙率の社会経済格差

からも説明可能といえる。さらに影響を与

えるであろう要因としては高額な化学療法

や合併症の有無などの違いが考えられるが、

本研究の資料からは分析ができなかった。

今後、DPC やレセプトデータベースなどと

のリンケージによって、がん患者の生存率

における格差の生じるメカニズムについて

さらなる検討が必要である。 

 本研究の限界として、我が国では人口動

態死亡統計が小地域ごとに使用できないた

め、社会経済因子別の生命表による他死因

死亡の調整ができていない。通常、社会経

済因子により background mortalityは異な

ると考えられるため、均一の生命表を用い

たことにより、がんの net survival の格差

を過大評価している可能性がある。また、

今回適用した小地域（町字単位）も平均人

口は 6,000 人程度であり、英国における

1,500 人程度の小地域で推定した場合に比

べ、格差を約 25%程度過小評価している可

能性がある 10)。 

 また、本研究では、がんと診断された患

者の生存率における格差を焦点としている

が、がん罹患における格差自体も米国にお

いて報告されている 11)。我が国ではコホー

ト研究による検討で一部の地域においては

社会経済因子によるがん罹患の格差は見ら

れなかった 12)が、悉皆調査である地域がん

登録資料を用いたがん罹患や死亡・診断時

進行度と社会経済因子の格差に関する今後

の検討が必要である。 

 本研究は、我が国において初めて、がん

患者の生存率における社会経済格差を小地

域ベースの剥奪指標に基づいて示した報告

である。これまでの多くの報告は欧米諸国
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によるものであり、アジアにおいても先進

的な取り組みとなった。異なるヘルスケア

システム下でのがん医療のアウトカムにお

ける社会経済格差を検証することで、今後、

格差縮小に向けた取り組みに貢献すること

が可能であろう。 
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 第 1部 論文集 

提言 

 

  

 

エビデンスに基づく 
日本の肝がん予防対策への提言 

2014年 
 

田中英夫 
愛知県がんセンター研究所 疫学・予防部 

要 約 

現時点での我が国の肝がん予防対策に関し、以下の提言を行う。 

 

1. 現在、全国の市町村で行われている、肝炎ウイルス検査の枠組みは、当分の間は維持す

る。 

2. 肝炎ウイルス検査の受検、陽性者の受診および要治療者の受療行動が促進されるよう、

取り組みを強化する。 

3. 現行の B 型肝炎母子感染予防事業は、当分の間は継続する。Universal 

Vaccination に切り換えることを検討する場合は、そのメリットデメリットや代替措置の可

能性について、十分な考慮を要することを認識する。 

4. 肝がん予防対策の効果を正確にモニタリングできるよう、地域がん登録資料と臨床情報と

の連携を図る。 

5. C型肝細胞癌の再発予防に有望な、非環式レチノイドについて、C型慢性肝炎・肝硬変

患者の肝細胞癌予防薬としての適用拡大の是非について、早急に検討を行う。 

6. 禁煙およびコーヒー摂取は、慢性ウイルス性肝疾患患者の肝細胞癌罹患リスクを軽減す

る効果が有望であることを、肝疾患診療に従事する医師・看護師等に周知する。 

 

 

 

 1986年にB型肝炎母子感染予防事業が導

入されて、今年で 28年が経過し、また、2002

年に全国の市町村で肝炎ウイルス検査が導

入されて、すでに 12年が経過した。この間

に、慢性ウイルス性肝炎の治療は目覚まし

い進歩をとげ、肝がん予防に関連する疫学

的知見が積み上がってきた。2008年 4月か

ら B 型・C 型ウイルス性肝炎、C 型代償性

肝硬変治療を目的としたインターフェロン

を用いた場合の標準治療費の助成制度が始

まった。また、2009 年 12 月に「肝炎対策

基本法」が成立し、肝炎治療連携拠点病院
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の整備をはじめとした各種の肝がん予防の

対策強化が図られた。そして、この 20年間

に、主として C 型肝炎ウイルス感染者数の

自然減は、大きいものがある。 

このような経緯や状況を踏まえ、現時点と

今後の我が国の肝がん予防対策に関し、以

下の提言を行う。 

 

提言１：現在、全国の市町村で行われて

いる肝炎ウイルス検査の枠組みは、当分の

間は維持する。 

(1) どんな科学的根拠に基づいて実施されて

いるのか？ 

 現在行われている肝炎ウイルス検査とこ

れに続く慢性ウイルス性肝炎に対する医療

的介入の枠組みは、肝細胞癌（HCC）の 1.5

次予防と言える。すなわち、地域に潜在す

る B 型、C 型肝炎ウイルス（HBV、HCV）

キャリアという HCC のハイリスクグルー

プを特定し、この者に的を絞った医療的介

入により、HCCの罹患リスクを激減させる

ことで、（日本人）集団全体の HCC 発症予

防を実現する、というものである。 

 この対策を理論的に成り立たせるための

必要条件の第 1 は、感染に気付いていない

HBV、HCVキャリアは、まだ相当数、地域

に潜在しているということである。HBV、

HCVのキャリア数については、最近筆者ら

は、1990年代の全国の初回献血者のスクリ

ーニングデータを用い、このデータと、献

血行動における自己選択バイアスの補正値

を使って推計した。これによると、2010年

時点の HCC罹患者を除く HBVと HCVの

25～79歳の感染者数を、それぞれ 127.9万

人と、129.4万人と推計した 1)。広島大学の

田中純子教授らは、2005 年時点で感染を知

らないまま社会に潜在している HBV キャ

リア数を 90.3万人、HCVキャリア数を 80.8

万人（15～74 歳に限ると 50.2 万人）と推

計した 2)。 

 2つ目の必要条件として、無自覚で見出さ

れるHBV、HCVキャリアは、潜在的なHCC

のハイリスクグループであるということで

ある。Oshimaらは、1972～75年に大阪府

赤十字血液センターで献血した男性の HB

ｓ抗原陽性者 8,646 人を追跡し、大阪府一

般男性の肝癌死亡率を用いて標準化死亡比

を計算したところ、7.78 と有意に高いこと

を示した 3)。また Tanakaらは 1991～93年

に大阪府赤十字血液センターで献血をした

HBｓ抗原陽者 2,519人と HCV抗体陽性者

1,927人を約 9年間観察して、両ウイルスに

未感染であった献血者を reference とした

時の HCC の罹患率比を求めた。その結果、

罹患率比はそれぞれ 126、102 と、極めて

高いリスク比となった 4)。 

 3つ目の必要条件として、慢性ウイルス性

肝炎に対する標準治療がこれらハイリスク

グループの HCC 罹患率を低下させること

である。これについては、C 型慢性肝炎に

対するインターフェロン単独療法が、その

後の HCC罹患率を低下させることが、国内
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の複数の観察研究から示されたことが挙げ

られる 5)~8)。この研究成果は、全国の肝炎ウ

イルス検査導入を後押しすることになった。

そして、その後は上述のように、ウイルス

性肝炎治療は目覚ましい進歩を遂げた。

2011年からは、日本人の C型慢性肝炎患者

に多い、難治性のジェノタイプ 1 型で高ウ

イルス量の者に対する Telaprevir を用いた

3 剤併用療法が医療費助成制度の対象とな

り、HCCの予防効果の改善が、これまで以

上に見込まれるようになった 9)。 

 そして、4つ目の必要条件として、現時点

（例えば 2014 年時点）で HBV にも HCV

にも感染していなければ、今後 B 型または

C型慢性肝炎の状態になり、HCCの at risk

の状態になることは無い、ということであ

る。言いかえると、新たな感染はほとんど

起きていないか、起きたとしても慢性化す

る可能性は極めて低いことである。HCVの

水平感染率は、複数回献血者のスクリーニ

ングデータ上での追跡調査等により、1990

年代にすでに 10 万人年あたり 5.0 以下と、

極めて低い水準になっていたことが報告さ

れている 10)11)。他方、日本人に多い HBV

のジェノタイプ C 型，B 型では、成人期の

水平感染では、通常、慢性化することはな

い。なお、10年程前から、海外から性行為

等によるジェノタイプ A 型の HBV が日本

国内に入り込んできており、この typeの水

平感染では、10%を超える者が慢性化する

との報告がなされている 12)。このため、特

に性行動の活発な者に対しては、例外的に

HBｓ抗原検査を複数回受けることを推奨

する必要があるかもしれない。これに対し、

大多数の一般健常者集団においては、この 4

つ目の条件も、当てはまると考えてよい。 

(2) 現状の肝炎ウイルス検査をいつまで続け

るのか？ 

 上記のように、現状の肝炎ウイルス検査

の枠組みは、HBVの Genotype A のような

例外はあるものの、科学的根拠に基づいて

おり、適正に運用すれば、HCCの予防効果

が確実に期待できるものである。対策の時

期的な問題としては、「対策の実行に残され

た時間は少ない」ことを強調しておきたい。

HCV と HBV のキャリア率は、1930 年と

1945 年生まれ前後がそれぞれピークであ

り、その後、急激に減少していると考えら

れる 13)。このように出生年に依存する形で

キャリア率が低下しているということは、

言い換えると、予防対策が間に合わずに

HCC に罹患していく多くのキャリアを見

過ごしてきたということでもある。感染者

の高齢化により、標準治療の適用外となる

人が増えることにもなる。従って、提言 2

に示す現状の肝炎対策の効率を早急に図る

と共に、全国レベルで重点的にこれらに取

り組むことを提言したい。 

 全国の市町村で実施されている肝炎ウイ

ルス検査は、40～70歳の中で、40歳から 5

歳間隔で行ういわゆる節目検査と、節目の

年齢に限らず、肝機能値の異常な者や、過

去の輸血を受けたことのある者を対象に行
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う検査の、2本立てとなっている。どちらの

検査の場合も、一生に一度だけ受ければよ

いものとしている。この検査体制をいつま

で続けるかについては、今から 15 年後の

2029年は、1989年生まれが 40歳となる年

であり、現在の節目検査の対策年齢に達す

る暦年である。1989年に HCVが発見され、

その後、輸血等による HCVの感染予防が社

会で徹底された。それ以前に生まれた 1989

年生まれが節目検査の対象年齢に達する

2029頃年までは、少なくとも現状の検査は、

続ける必要があると考える。なお、本検査

をいつまで続けるか、また、対象者の条件

等の見直しについては、HBV、HCVの年齢

階級別陽性割合が、今後どう変わっていく

かのモニター結果も考慮する必要がある。 

 

提言２： 肝炎ウイルス検査の受検、陽性

者の受診および要治療者の受療行動が促

進されるよう、取り組みを強化する。 

(1) 受検 

 2008年から全国で特定健診が始まり、ほ

とんどの市町村では特定健診に合わせて肝

炎ウイスル検査を実施している。そこで、

特定健診未受診者の中に肝炎ウイスル検査

未受検者が多くいるものと推察される。そ

こで、まずは特定健診未受診者へのダイレ

クトメールなどによる受診勧奨を図り、特

定健診へ足を運ばせることが重要と考える。

未受検者への受検行動を促すための保健行

動科学やソーシャルマーケティングの手法

を用いた取り組みが望まれる。 

(2) 受診と受療 

 1 都 5 県で実施された肝炎ウイルス検査

で「陽性」と判定されても、精検目的で医

療機関を受診する者は、約 7 割に止ていた

ことが報告されている（田中純子班）14)。

また、精検の結果、慢性ウイルス肝炎の治

療が必要と判断された者の中で、医療費の

助成事実から見た標準治療を受けた人の割

合は、佐賀県の江口有一郎博士らが調べた

結果では、約 25%に止まっていたという。

このような「受診」と「受療」に消極的で

ある者に、望ましい行動変容を起こさせる

ためには、対象者の保健行動科学的な面か

らの分析と、これに基づく個別化された情

報提供媒体の開発と配布等の、地道な取り

組みが必要と思われる。そして、受検→受

診→受療のプロセスをモニタリングし、保

健師などによる受診・受療行動を促すため

の介入ができるような、対象者のフォロー

アップシステムの構築が必要と考える。 

 幸いなことに、2008年から B型、C型ウ

イルス性肝炎および C 型代償性肝硬変の標

準治療に対する医療費の助成制度が始まっ

た。これにより、市町村が保有する肝炎ウ

イルス検査で陽性となった者の名簿と、県

が保有する医療費助成制度利用者の名簿を

突合することで、陽性者の受療行動の有無

やタイミング、受療医療機関が、物理的に

は把握できるようになった。これに地域の
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医師会等の協力による、陽性者の精検受診

行動の情報が加われば、陽性者のフォロー

アップシステムは、充実するものと思われ

る。現在、このような本格的なフォローア

ップシステムの構築に向けた取り組みが、

佐賀県などで始まっている。 

 井岡ら大阪府立成人病センターのグルー

プは、がん死亡率をいくら減少させるため

に、どのがん対策をいつまでにどれだけ行

えば良いかについてのシミュレーションを、

エビデンスに基づいて作成した 15)。その中

で、肝がん死亡率減少については、①40～

74 歳の HCV 検査累積受検率、②見出され

た HCV陽性者の中で、C型慢性肝炎であっ

た者における、標準治療完遂率を使って、

これを試算していた 14)。このようなパラメ

ーターをフォローアップシステムを通じて

各県が把握し、がん対策のモニタリングを

行うことが期待される。 

 

提言３：現行の B 型肝炎母子感染予防

事業は、当分の間は継続する。Universal 

Vaccination に切り換えることを検討する

場合は、そのメリットデメリットや代替措置の

可能性について、十分な考慮を要することを

認識する。 

 日本式 B 型肝炎母子感染予防事業が導入

された後に生まれた、1986年生まれ以後の

16～18 歳の初回献血者は、1985 年以前生

まれのそれらに比べ、明らかに HBｓ抗原陽

性割合が低下していたこと 16)、そして、0

～14 歳の B 型 HCC の罹患数は、2001 年

頃から大きく減少していたこと 17)から、同

事業は小児の B 型 HCC を予防できたこと

が証明されたと考えられる 18。この事実と、

成人期以後の HBVの水平感染では、感染状

態が持続化することは稀であることを考え

合わせると、同事業を経験した世代では、

生涯の B 型 HCC の罹患リスクは極めて小

さいと思われる。以上から、現行の感染予

防事業は、HB免疫グロブリン・HBVワク

チンの接種のタイミングや回数の不徹底な

どによる感染防止無効例が皆無ではないに

せよ、当面の間は、これを継続することを

提言する。 

 2030年には、同事業を経験しなかった最

後の世代が 45歳となり、出産適齢期をほぼ

終了する。それまでの間に妊娠する可能性

のある女子の中には、同事業を経験してお

らず、従って HBs抗原陽性者が含まれてい

るものと思われるので、少なくとも 2030年

頃までは、同事業は継続する必要があるも

のと考える。なお、同事業をいつまで継続

するかについては、妊婦の HBs抗原陽性率

が、今後どのように推移していくかのモニ

ター結果も考慮する必要がある。 

 ところで、約 10年前から、海外から性行

為によるGenotype A型のHBVが日本国内

に入り込んできており、この typeの水平感

染では、10%を超える者が慢性化するとの

報告がなされている 12)。この感染様式によ

る慢性化がもし B 型 HCC の発症につなが

るものとしたら、現状の B 型肝炎母子感染
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予防事業だけでは、B型 HCC は予防できな

い。そこで、乳児全員を対象とした

Universal Vaccinationへの切り替えを推奨

する意見があるが、筆者は、この考えを支

持しない。筆者は、複数回献血者における

HBs 抗原陽転履歴と感染症サーベイランス

事業における B 型急性肝炎発症登録情報か

ら、2005年 1年間の全国の不顕性感染を含

む HBV の水平感染数を推計した。結果は、

約 8,400 人となった 19)。この中の 2 割が

Genotype A と仮定し、その中の 1割が慢性

化すると仮定した場合、HBV の水平感染に

より慢性 B 型肝炎に移行する者は年間 170

人となる。この中のさらに一部から B 型

HCCが発症すると仮定しても、これを予防

するために、すべての乳児に HBVワクチン

を集団接種するというのは、社会全体で見

た時の利益とリスク・負担が釣り合わない

のではないかと考える。また、成人期の

HBV の水平感染によるキャリア化を防ぎ

たい人は、各自の意思で HBV ワクチンを接

種することを推奨することもできると思わ

れる。Universal Vaccination に切り換える

ことを検討する場合は、社会集団のレベル

で見たメリットとデメリットや、代替措置

の可能性等について、十分な考慮が必要で

あろう。 

 

提言４：肝がん予防対策の効果を正確に

モニタリングできるよう、地域がん登録資料

と臨床情報との連携を図る。 

 提言 2 で述べた肝炎ウイルス検査と、そ

の後の慢性ウイルス肝炎の標準治療が、

HCC の予防にどれだけ効果を上げている

かを調べることが、重要と考える。そのた

めの方法として、肝炎ウイルス検査でウイ

ルスマーカーが陽性であった者のファイル

を、2016年からスタートする全国がん登録

データベースと突合し、医療費助成制度を

通して都道府県が把握する標準治療の受療

状況別に、HCCの累積罹患率を実測する体

制を構築することを提唱したい。がん登録

推進法に基づく全国がん登録データベース

の研究利用という位置付けで、実行可能と

思われる。 

 次に、HCCの罹患率のトレンドを正確に

算出し、罹患率の減少が、対策の効果とし

て見られることを確認することが重要と考

える。この時に問題となるのが、HBVおよ

び HCV の出生年代別分布の急激な変化が

もたらす罹患率の減少部分と、どう区別で

きるかである。これを区別するためには、

HCCの罹患率を、その原因ウイルス別に算

出することが極めて重要となる。そこで、

登録精度の高い数府県において、HCC登録

症例を届出医療機関に遡り調査してウイル

スマーカーの情報を入手し、肝炎ウイルス

検査が導入された 2002 年以後のウイルス

マーカー別 HCC 罹患率のトレンドを算出

し、これを分析する体制を構築することを

提唱したい。また、算出・分析の実行可能

性と非 B 非 C 型 HCC を含めた原発性肝癌

全体の対策評価の観点から、登録制度の高
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いがん登録資料を有する府県の罹患データ

を用いたモニタリングは、引き続き継続す

る必要がある。 

 

提言５：C 型肝細胞癌の再発予防に有望

な、非環式レチノイドについて、C 型慢性肝

炎・肝硬変患者の肝細胞癌予防薬としての

適用拡大の是非について、早急に検討を行

う。 

 HCCの化学予防物質として、有力な候補

が、岐阜大学の森脇久隆博士らのグループ

が発見、開発している、核内受容体 retinoid 

X receptor-αの分子標的である、非環式レ

チノイドである。本薬剤は、C型 HCCの再

発予防を目的とした第 II/III 相試験が行わ

れた。その結果は、C型 HCC の初発巣を外

科的切除された 401 例を無作為二重盲検法

で 2.5 年観察したところ、プラセボ群と比

較して、肝がん再発を有意に抑制したもの

であった（ハザード比 0.27）20)。サブグル

ープ解析では、Child-Pigh分類 Aかつ腫瘍

径が 20mm 未満の HCC では、HCC の 2

次発癌リスクが有意に低下した（ハザード

比 0.38、95%信頼区間 0.20-0.71）21)。 

 慢性ウイルス肝炎から肝硬変を経て、

HCCを発生し、その後多中心性発生として

の 2 次発癌を生じるという、一連の発がん

プロセスを考えると、HCCの 2次発がんの

予防効果が認められた非環式レチノイドは、

C型慢性肝炎、C型肝硬変からの HCCの発

症予防にも効果があることが期待できる。

そこで、同剤の C 型慢性肝炎・肝硬変患者

を対象とした臨床試験の早期実施が望まれ

る。 

 なお、上述のように日本人の肝炎ウイル

スキャリアの出生年代別の分布を考えると、

「対策の実行に残された時間は少ない」と

思われるため、実用化に長時間を要する化

学予防剤の開発を、今から始めるのは、あ

まり得策ではない。非環式レチノイドのよ

うな、予防効果と安全性が認められたもの

を、適用拡大のような形で早期の実用化を

図ることが、望ましいのではないかと考え

る。 

 

提言６：禁煙およびコーヒー摂取は、慢性

ウイルス性肝疾患患者の肝細胞癌罹患リス

クを軽減する効果が有望であることを、肝疾

患診療に従事する医師・看護師等に周知す

る。 

 喫煙が慢性ウイルス性肝炎、肝硬変患者

の HCC 発症リスクをさらに増加させるこ

とは、複数の疫学研究で明らかになってい

るものの 22)23)、臨床現場や保健指導の現場

で、この知見が必ずしも十分生かされてい

ない。慢性肝炎、肝硬変患者と接する保健

医療従事者は、喫煙習慣を尋ね、喫煙者で

あれば禁煙のアドバイスを行い、必要に応

じて禁煙治療外来を紹介するなどの働きか

けを行うよう、周知を図る必要がある。 

 コーヒー摂取と肝がんの発症リスクは、

負の量反応関係があることは多くの疫学研
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究で確認されている 24)。そして、この関係

は、肝疾患を有する者に限っても認められ

ている 25)。国立がん研究センターがん予

防・検診研究センターのグループでは、こ

のようなエビデンスに基づき、コーヒー摂

取の肝がん予防効果は、「ほぼ確実」と判断

し、がん予防ガイドライン提言に表した 26)。

コーヒーに含まれているポリフェノールの

抗酸化作用の他、インスリン依存性の改善

による細胞増殖能の緩和によることも、メ

カニズムとして考えられる。肥満が肝がん

との shared risk factor となっている、大腸

がん 27)、子宮体がん 28)も、コーヒー摂取と

の間に負の量反応関係があることが、メタ

解析で認められている。 

 コーヒー摂取が本当に肝がん予防に効果

があるのかを、前向きに比較介入試験で検

証することに異を唱えるものではない。し

かし、そのような試験の結果を待つ間に年

間3万人がHCCに罹患している現状を鑑み

るに、このような手軽に実行できる有望で

しかも副作用のほとんどない予防法につい

て、より積極的な周知活動をアカデミアと

して実施することが望ましいと考える。な

お、慢性ウイルス肝炎患者の中には、現在

コーヒーを飲む習慣を持たない人もいると

思われる。そのような患者に対しては、特

に主治医や看護師、保健師による相談・指

導体制の中で、これを勧めることが望まれ

る。 
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ご挨拶 

 

地域がん登録全国協議会第 23回学術集会会長 中瀬一則 

 

 昨年（平成 25年）12月 6日に衆議院本会議で「がん登録推進法」が可決され、がん登録

もいよいよ新たな局面を迎えることになる意義深い年に、三重県の津市で、地域がん登録全

国協議会の第 23 回学術集会を開催させて頂くことを大変光栄に存じます。開催にあたりま

して一言ご挨拶を申し上げます。三重県の地域がん登録事業は、平成 23 年 7 月より開始し

たばかりで、まさに発展途上の段階で、お引き受けすることになり、誠に恐縮致しておりま

すが、何とか、この学術集会を実りあるものにしようと三重大学がんセンターの職員一同が

一丸となって、鋭意、企画・準備に取り組んでまいりました。“「がん登録推進法」の成立

をうけて”をテーマとして掲げ、がん登録が法制化のもとで、真に日本のがん医療に貢献す

る方向性を打ち出すことを目指して、開催させて頂きたいと思っております。是非、皆様の

活発なご討議、ご議論をお願い申し上げます。 

 今回は、第 1日目の実務者研修会のあとで、三重県の地域がん登録の推進に多大なご尽力

を頂いている三重大学腫瘍病理学講座の白石泰三教授に「がんってなに？」と題した講義を

して頂く予定です。そのあとで「地域ブロック別研修会」を企画しており、全国を 6ブロッ

クに分けて、地域ブロック単位で意見交換を行い、各地域内での交流を深めて頂きたいと思

います。招請講演では、がんの民族疫学の世界的権威で、三重大学医学部公衆衛生学講座客

員教授の田島和雄先生に「がん登録今昔物語」と題して、がん登録の歴史についての講演を

お願いしております。また、学術委員会企画シンポジウムでは、「がん登録推進法で都道府

県のがん登録はどう変わる？」のテーマで、それぞれの分野から専門家のシンポジストの先

生をお招きして、参加者の皆様とともに、今後のがん登録の方向性について議論を深めたい

と考えております。ポスター演題では、学術、登録室紹介合わせて 23 題のご応募を頂きま

した。皆様のご協力に感謝申し上げます。 

 この第 23 回学術集会が、今後の地域がん登録事業の発展に寄与し、がん死亡の減少を実

現できるがん対策に着実につながっていけるようになればと祈念しております。多くの皆様

のご参加とともに、ご支援のほどを何とぞよろしくお願い申し上げます。なお、本学術集会

の開催に当たりましては、三重県健康福祉部、三重県医師会、三重県歯科医師会の諸先生、

関係者の方々に大変お世話になりました。この場をお借りして厚く御礼申し上げます。 
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6月 12日（木） 

13:00 受付開始 2階 

14:00～17:00 

 

会長挨拶 

県来賓ならびに歯科医師会長挨拶 

2階 

大会議室 

 がん登録実務者研修会 

「クイズ形式の参加型研修会」 

栃木県立がんセンター  大木いずみ 

愛知県がんセンター   伊藤秀美 

三重大学        福留寿生 

  （休  憩） 

ミニレクチャー「がんってなに？」 

三重県がん対策推進協議会地域がん登録部会長 

三重大学医学部腫瘍病理学教授   白石泰三 

17:10～18:40 

 

地域ブロック別研修会 

（行政担当者・実務者） 

○北海道・東北ブロック：「各登録が持つ課題の解決を目

指したブロック内協力体制の構築に向けて」 

○関東ブロック：「各登録室の紹介、課題なども共有した

うえでの全国がん登録への準備状況などを情報交換」と

「勉強会：小児がんを中心に」の２本立て 

○北陸・東海ブロック：「もっと知りたいがん登録の基礎

知識」「全国がん登録に向けたブロック内の協力体制の構

築について」の２本立て 

○近畿ブロック：「地域がん登録資料の活用」 

○中国・四国ブロック「地域がん登録室と医療機関・行政

とのコミュニケーション」 

○九州・沖縄ブロック「法制化を見据えた院内がん登録と

の連携」 

19:00～20:30 情報交換会・クイズ表彰式 三重県教育 

文化会館 

6階 
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6月 13日（金） 

8:30 受付開始 2階 

9:00～ 9:30 理事長挨拶 

三重大学学長 内田淳正 挨拶 

2階 

大会議室 

会長講演「三重県の地域がん登録について」 

三重大学医学部附属病院がんセンター長 中瀬一則 

9:30～10:20 招請講演「がん登録今昔物語」 

三重大学医学部客員教授 田島和雄 

10:20～11:20 総会（学術奨励賞表彰、実務功労者表彰含む） 

11:20～12:20 ポスター発表 1階 

教育センター 

12:20～13:20 昼食休憩 2階 

大会議室 

13:20～13:40 学術奨励賞受賞講演  

国立がん研究センター 片野田耕太 

2階 

大会議室 

 13:40～15:45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学術委員会企画シンポジウム 

『がん登録推進法で都道府県のがん登録はどう変わる？』 

＜座長＞ 祖父江友孝（大阪大）、安田誠史（高知大） 

１、「がん登録推進法について」 

赤羽根直樹（厚労省健康局がん対策・健康増進課） 

２、「全国がん登録データベースと都道府県」 

西本 寛（国立がん研究センター） 

３、「群馬県がん登録の現状と２０１６年以後の対応」 

茂木文孝（群馬県健康づくり財団） 

４、「三重県がん登録の現状と２０１６年以後の対応」 

大川真弘（三重県健康福祉部） 

５、「法制化に伴うＪＡＣＲの役割」 

西野善一（宮城県立がんセンター） 

15:45～16:15 閉会式 

（優秀ポスター表彰、次期学術集会長挨拶含む） 
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会長講演 

 

三重県の地域がん登録について 

 

三重大学医学部附属病院がんセンター 中瀬一則 

 

 がん登録を取り巻く環境は大きく変化しつつある。昨年(平成 25 年)12 月６日に衆議院本

会議で「がん登録推進法」が可決成立し、ようやく、わが国でも本格的に、がんの全数登録

を図る仕組み（全国がん登録）ができることになった。今回、三重県が地域がん登録全国協

議会の第 23 回学術集会を担当するに当たり、遅ればせながら、地域がん登録事業に参入し

た三重県の状況について、参入の経緯と現況について報告する。 

 まず、経緯に関しては、平成 20 年 1月 6 日の日本経済新聞に、地域がん登録の全国実態

調査の結果が掲載され、三重県が数少ない未実施の県として指摘を受けたことから始まった。

その後、地元の三重テレビのがん対策の特集で、三重大学医学部附属病院がんセンターが取

材を受け、三重県のがん対策の問題点は何かと質問を受けた筆者は、三重県全体でがん患者

の実態を把握する地域がん登録が未実施であることに触れた。結局、この部分が番組で強調

されて放映されたこともあり、その後、ある県会議員から、がん対策に関しての問い合わせ

があり、地域がん登録の件をお話したところ、翌 2 月 27 日の三重県議会で、急遽、この問

題が取りあげられ、当時の健康福祉部長から、地域がん登録の体制整備に取り組む旨の答弁

があり、同年 8月発行の三重県のがん対策戦略プランに、地域がん登録の実施に向けて検討

を行うとの文言が入った。平成 22 年になり、地域がん登録のワーキンググループが組織さ

れ、三重大学医学部附属病院がんセンターが事務局になることと、三重県がん対策推進協議

会で、平成 23 年度から地域がん登録事業を開始することが正式に決定された。そこで、当

がんセンターでは、国立がん研究センター等の指導を受けながら、具体的な準備、検討に入

った。平成 23年 4月 1 日付けで、本学病理学講座の福留寿生医師が、がんセンターの助教

として着任し、がん登録部門（図 1）のリーダーとして、準備を本格的に進め、同年 7月よ

り、いよいよ稼働となった。その後、三重県内の各病院、医師会への周知のために、同年 9

月の三重大学を皮切りに、県内を縦断して伊勢、四日市（ここでは現理事長の田中英夫氏に

も参加をお願いした）、尾鷲、伊賀等の地区で地域がん登録の説明会を実施した。尚、この

全国学術集会には、三重県は平成 24 年より参加しており、この初めての参加の時にポスタ

ー賞を受賞し、実務登録者のがん登録に対するモチベーションの向上につながった。同年 11 
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図 1 三重大学医学部附属病院がんセンター組織図 

 

 

月 13日と 14日には、わが国で最も広大な地域でがん登録を実施している北海道では、どの

ようにしてデータを収集しているのかを視察するために、北海道大学と北海道がんセンター

を訪問した。北海道大学の地域医療指導医支援センターの藤森研司センター長には、DPC

データの活用についてご教示を受け、北海道がんセンターの西尾正道院長には、北海道の地

域がん登録の歴史について懇切丁寧な説明を受けた。それまでにも、愛知県がんセンターや

山梨県庁を視察し、がん登録実務についての指導を受けており、今後も機会があれば、がん

登録先進地域を積極的に視察したいと考えている。 

 三重県の地域がん登録事業は、本学病理学講座の白石泰三教授のお力添えにより、病理医

より多大な支援を受けていることが他府県にない大きな特徴になっている。平成 23 年 5 月

より、毎週 1時間、がん登録実務者全員が参加して福留医師のがん病理の講義を聴講する勉

強会を続けており、病理解剖がある時は見学して、臓器解剖の理解を深めている。また、院

内がん登録未実施病院からは病理医より得られる病理診断情報を地域がん登録に役立てて

いる。がん登録スキルの向上を目的として、三重県全体でも、院内がん登録を実施している

病院から実務登録者が集まり、年 5回のペースで勉強会を開催している。広域ブロックの地

域がん登録会議にも参加しており、平成 25年 5月 31日には、三重大学で福井、滋賀、京都、 
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図 2 三重医療安心ネットワークによる連携医療 

 

 

大阪、兵庫、奈良、和歌山、徳島、愛媛、三重の 10府県からなるブロック会議を開催した。

三重県は他府県にない試みとして、県全域で ID リンクのインターネット回線（三重医療安

心ネットワーク）により患者診療情報を共有する連携医療（図 2）を進めており、今後、こ

のネットワークを用いたがん登録業務の効率化を考えている。また、附属病院内の健診セン

ターの検診結果や疫学センターの住民生活調査の結果とがん登録のデータをリンクさせ、検

診の有用性の検討や発癌要因の探索研究を準備中で、このようながん登録データの活用によ

り、三重県のがん対策に貢献できることを目指して事業を進めていく予定である。１日でも

早く、他府県のがん登録事業に追いつけるように、がんセンターの職員一同が鋭意、努力を

重ねていく所存であり、読者諸氏の今後のご指導、ご鞭撻をお願いして報告とする。 
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招請講演 

 

がん登録今昔物語 

 

三重大学医学部附属病院長顧問 田島和雄 

 

 日本の地域がん登録が国際的先駆けとして宮城県で始まったのは 1959 年のことである。

すでに 55 年もの長い歴史を持っているが、日本全体の地域がん登録を国際的に比較すると

登録精度は決して高くなく、むしろ開発途上国並みに低いのが現状である。現時点で国際的

に通用するような登録精度を有する府県市の自治体は十指にも満たない。私は愛知県の人口

100万人以上を有する中央地域に絞って罹患率を算出し、国際的情報として愛知県がん罹患

率を報告してきた。 

 私が愛知県の地域がん登録に本格的に関わり始めたのは 1990 年で、日本の死亡原因のト

ップをがんが占めるようになった 1981 年から十年を経てからのことである。当時は愛知県

の地域がん登録の新システムを構築した時代でもあり、新システムでは県がんセンター研究

所の疫学部にがん登録の中央登録室を設立し、県下の保健所が管轄下の医療機関からがん症

例の登録票を収集し、それらの資料を県がんセンターの中央登録室に送るという、県がんセ

ンターが総合的がん情報管理の中枢としての役割を担うようになったころである。 

本来ならば個人情報を扱う地域がん登録は法制度の下に運営されるべきであり、そのシステ

ム作りは近代法治国家としての責務と考え、それが実現しない現状に憤懣やるかたない思い

を抱きながら、そのブレークスル―にせまるための道として本事業を展開してきたのである。

しかし、私は 2006 年に道半ばで本事業から身を引き、それを後進にゆだねることになった

が、そのころには国のがん対策推進基本計画も追い風となり、がん登録の精度は著しく向上

していった。 

 一方、昨年から私たちの長年の夢でもあった地域がん登録の切り札とも言える法制化が具

体的に動き出したのである。昨年１２月６日には議員立法として提出された「がん登録推進

法」が衆議院会議で可決されたのである。本法律が実施されるのは来年度になるが、日本の

がん登録が法律のもとで実施されるようになれば、欧米の高いがん登録精度を凌ぐ、世界一

の日本国がん登録に成長していくことは時間の問題である。 

 私が理事を務めている国際対がん連合の世界がん会議が、1966 年に吉田富三博士の会頭

のもとで東京にて盛大に開催された。当時としては皇太子殿下夫妻も臨席され、ノーベル賞
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受賞学者も招待されるなど、4000 人を超える異例に大規模な国際的学術会議であった。さ

らに、その会議の場で国際地域がん登録（現在は国際がん研究機関が中心）を推進していく

ことも確約されたと聞いている。日本のがん登録は原爆被爆者の追跡調査のために広島市と

長崎市で実施されていたが、1960 年代になって宮城県以外でも大阪府や愛知県で開始され

た。そして、宮城県の瀬木光雄博士（当時は東北大学教授）は世界のがん統計を国際的に比

較するため、年齢分布の差を標準化できるように世界人口を作られた。また、大阪府の藤本

伊三郎博士をはじめ、日本の各地で地域がん登録を推進して来られた先駆者たちは厚生省

（現厚労省）の研究費による研究班を基盤に地域がん登録の精度向上、および地域がん登録

担当者の育成に努めてこられた。彼らの不屈の努力のもとに現在の日本がん登録全国協議会

は存在している。 

 がん登録はがん対策の羅針盤、がん登録なくしてがん対策はあり得ないと考えている。本

講演では、私の知る限りにおいて国内外の地域がん登録のおいたち、およびその発展に関わ

る出来事を経時的に紹介してみたい。 

 

 

講演スライド 
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学術奨励賞受賞講演 

 

地域がん登録データの時系列解析 

Trend analysis of population-based cancer registry data 

 

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  片野田耕太 

 

１．はじめに 

 地域がん登録のデータを用いた 3つの研究について紹介したい。いずれの研究も、地域が

ん登録データの時系列に関するものである。罹患の年次推移は、がんの統計において長年懸

案になっていた。国立がん研究センター、古くは大阪府立成人病センターが罹患の全国推計

値を 1975 年以降の値として公表してきたが、登録精度の向上や推計に含まれる地域の出入

りの影響が含まれることから、その解釈が困難であった。そこで、長期間にわたって精度が

安定した地域に絞って年次推移の検討ができないか、というのが 1つ目の研究の出発点であ

る。 

 日本では死亡データを使ってがんの長期トレンドを見ることができる。死亡データで見る

と、主要ながんの年齢調整死亡率は 1990 年代半ばで増加が収束している。これが予防危険

因子の影響なのかを知るためには、罹患でも同じようなトレンドが見られるかを調べなけれ

ばならない。これが２つ目の研究の着眼点であった。 

 がん罹患データの最新年は、死亡データの最新年より 4～5 年遅れている。標準化および

精度向上の努力によりこの遅れは 1 年ほど短縮されたが、2014 年時点で罹患の最新年は

2010 年である。罹患データの集計に時間がかかるのはデータの性質上仕方がなく、国際的

に見ても 4年程度の遅れは標準的である。そこで、数理的な手法でこの遅れを埋めることは

できないか。これが３つ目の研究の発想である。特に、出生年による罹患率、死亡率の違い

が顕著な男性肝臓がんにおいて、1990 年代半ばに生じた増加の収束を数理的に予測できる

かどうかが重要な点であった。 

 

２．方法 

(１) 高精度地域のデータを用いた罹患の年次推移の検討 1) 

1) データ 

 宮城、山形、福井、大阪、および長崎の５府県の 1985～2004年がん罹患データ
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を用いた。これらの府県は、1980 年代から登録精度が安定していると考えられる

ことから候補地域として選ばれた。 

 全国についての代表性を確認するために、1995～2004年のがん死亡データを人

口動態統計の公表値から得た。 

2) 統計解析 

 代表性の確認は、1995～2004 年の 10 年間の年齢調整罹患率および年齢調整死

亡率に対数線形モデルを適用し、その回帰係数について funnel plot を行うことに

より行った。これは、推定された回帰係数の値と、その標準誤差の逆数との関係を

プロットしたものである。 

(２) 罹患と死亡の年次推移の分析 2) 

1) データ 

 がん死亡データについては 1958～2011 年の人口動態統計より（結果には 1970

年以降を示す）、がん罹患データについては 1985～2007 年の宮城、山形、福井、

および長崎県の地域がん登録より得た。これらの 4 県は、(1)の研究で日本全体へ

の代表性が確認されたことから選ばれた。 

2) 統計解析 

 年齢調整死亡率、および年齢調整罹患率の時系列データに対して、Joinpoint回

帰分析と呼ばれる折れ線の当てはめを行った。この手法は、米国 National Cancer 

Institute が開発したもので、がんの増減の判定を行う方法として国際的に広く用

いられている。 

(３) 罹患データの短期予測 3) 

1) データ 

 1985～2007年の宮城、山形、福井、および長崎県の地域がん登録の罹患データ

（(2)と同じ）。 

2) モデル 

 年齢、暦年にスプライン関数を当てはめてそれらのその交互作用を含めて説明変

数とした一般化加法モデルを用いた（A*Pスプライン）4)。モデルの比較対象とし

ては、年齢および暦年の線形モデル（A+P１次）と、年齢、暦年、およびそれらの

交互作用の線形モデル（A*P１次）を用いた。さらに、年齢、暦年、およびそれら

の交互作用の 2次モデル（A*P２次）も追加で検討した。 

3) 統計解析 

 男性肝臓がんは、1990年代半ばに罹患数の増加が収束していることから、1985
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～1995 年までのデータを用いて 2000 年の値を予測し、その精度を調べた。本稿

では男性肝臓がんの結果のみを示す。他の結果については引用文献 3を参照された

い。 

 予測精度は、予測値の信頼区間が実測値を含んでいるか、および予測誤差（予測

値/実測値-1）で評価した。 

 

３．結果 

(１) 高精度地域のデータを用いた罹患の年次推移の検討 

 図 1に全がん死亡の funnel plot を示す。男性、女性とも、大阪府を除く 4県は、回

帰係数（年齢調整死亡率の変化率に当たる）が全国値の 95％信頼区間内にあったが、

大阪府だけは全国値の 95％信頼区間よりも小さな値、つまり減少率が全国よりも急で

あった。女性では、5府県の合計値も全国値の 95％信頼区間から外れていた。4県の合

計値は、男女とも全国値の 95％信頼区間内にあった。 

 

図 1 全がん死亡の funnel plot 
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(２) 罹患と死亡の年次推移の分析 

 図 2に全がん罹患および死亡の年齢調整率の年次推移の結果を示す。罹患では、男女

とも 1985年以降単調かつ有意な増加であった（年変化率： 男性 0.6% [95%信頼区間

0.5: 0.8]、女性 0.8 [95%信頼区間 0.7: 0.9]）。しかし、前立腺がんを除くと男性の罹患

の増加は 1992年までで、その後統計学的に有意な減少に転じた（年変化率-0.3% [95%

信頼区間-0.5: -0.2]）5)。 

 

図 2 全がん罹患および死亡の年次推移 

 

 

(３) 罹患データの短期予測 

 図 3に男性肝臓がんの予測結果を示す。A*Pスプラインモデルが 1990年代半ばの罹

患数の増加収束を予測できたのに対して、他のモデルは 1990年代半ば以降も罹患数が

増加し続ける予測結果であった。また、A*P スプラインモデルの予測値の 95%信頼区

間は、予測期間の実測値をすべて含んでいた。 
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図 3 男性肝臓がんの短期予測結果 

 

 

４．考察 

 １つ目の研究は、大阪府を含んだ５府県のデータよりも、大阪府を除いた４県のデータの

方が日本全体のがんの年次推移の代表性が高いことを示した。人口規模的には、これら５府

県のうち大阪府が半分近くを占めるため、罹患数の安定性をとるか、年次推移の代表性をと

るかのトレードオフであった。本稿には含めなかったが、罹患で５府県と４県の年次推移の

傾向を同様に検討すると、５府県では直近の数年での罹患率減少ががん種共通で見られ、罹

患の年次推移においても大阪府が他県と異なる傾向を示すことが示唆されたている 1)。これ

らを総合的に判断して、４県のデータを罹患の年次推移を調べる標準的な手法として採用す

ることとした。現在では、これら４県のデータが国立がん研究センターがん対策情報センタ

ーのウェブサイト「がん情報サービス」で閲覧、ダウンロード可能である

（http://ganjoho.jp/public/statistics/pub/statistics02.html）。 

 ２つ目の研究は、1つ目の研究結果を受けて、日本のがん死亡とがん罹患の年次推移を総

合評価した試みである。全がんでは男女とも年齢調整罹患率が増加傾向にあったが、男性で

は前立腺がんを除くと 1990年代で減少に転じていた。がん種別に詳しく見ると、大腸がん、
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肝臓がん、男性肺がんで 1990 年代半ばに罹患の増加が止まっており、死亡のトレンドと類

似していた 2)。理論的には罹患の減少が死亡の減少に先行しているべきではあるが、人口集

団全体のデータで、罹患と死亡がほぼ同じ 1990 年代に増加が収束したことは、予防危険因

子の影響であることを強く示唆する。 

 ３つ目の研究は、年齢、暦年、およびその交互作用によるモデルが（A*P スプライン）、

日本の肝臓がんのように、生まれた年でリスクが異なるがんの増減を高精度で予測できるこ

とを示した。本稿には含めなかったが、がん種別の結果を見ても、子宮頸がんと前立腺がん

を除けば、±10%程度の誤差での予測が実現できていた 3)。子宮頸がんと前立腺がんは、2001

年から 2005 年の間に急激な罹患の増加が観察されており、1985～2000 年のデータを用い

た 2005年の予測において、A*Pスプラインモデルでも 30%程度の過小評価であった。増加

が収束した 2005 年までのデータを用いて 2007 年の予測を行った追加解析では、子宮頸が

んについては予測誤差が 4%程度に縮小したが、前立腺がんについては 17%程度の過大評価

となった 3)。前立腺がんについては PSA 検診の普及状況で罹患の増減が大きく変わる可能

性があり、過去のデータを外挿する本研究のような予測モデルでは限界がある。 

 日本の肝臓がんは、罹患率、死亡率とも 1930 年代生まれに急峻なピークがあり、出生年

を説明変数とした予測モデルの精度を調べる試金石として有用である。予備解析の段階で、

国際的によく用いられている Nordpred6)を試したが、少なくとも 5年間の予測においては、

1990年代半ばの増加収束は予測できなかった。Nordpredが 5年平均のデータを用いている

こと、直近のトレンドをモデルに組み入れていること（4 県データでは 1995 年に一時的に

男性肝臓がん罹患数が増加している）などが影響している可能性がある。 

 短期予測は、長期予測と異なり数年経つと実測値との比較ができる点が厳しいところであ

る。米国では、短期予測の方法が数年おきに変更されている 7)。本研究で採用した手法も、

今後の実測値との比較の結果次第で修正する必要が生じるかもしれない。 

 予測精度の限界はあるにせよ、A*Pスプラインモデルを用いることで日本の罹患データの

最新値を一定の精度で得ることが可能となった。この手法は死亡データにも適用可能なので、

米国のようにリアルタイムの罹患数と死亡数の推計が可能である。「がん情報サービス」で

は、2014年のがん統計予測としてそれらの結果を掲載している 

（http://ganjoho.jp/public/statistics/pub/short_pred.html）。 

 ３つの研究を通して、罹患と死亡を組わせた年次推移の検討と、リアルタイムの罹患数と

死亡数の推計が可能となった。これらのデータをわが国のがん対策の立案と評価に活用し、

がんという疾病のコントロールにつなげることが今後の課題である。 
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Summary 

 Trend analysis of population-based cancer registry data is essential for cancer control. 

Three studies are summarized in this article: (1) trend analysis of cancer incidence in 

Japan using data from selected population-based cancer registries, (2) An updated 

report of the trends in cancer incidence and mortality in Japan, and (3) Short-term 

projection of cancer incidence in Japan using an age-period interaction model with spline 

smoothing. The first study revealed a great geographical variation in the trend of cancer 

incidence in Japan. In particular, Osaka prefecture showed a steeper decrease than four 

other prefectures (Miyagi, Yamagata, Fukui, and Nagasaki) in both cancer incidence and 

mortality.  The second study showed that age-standardized incidence rate for major 

cancers increased until 1990s and decreased or stabilized thereafter, including colorectal, 

liver, and male lung cancer. The third study examined the predictive performance for 

short-term projection of several mathematical models. A model using age, period, and 

their interactions with spline smoothing was shown to have a good predictive 

performance for a cancer with a strong cohort effect, such as liver cancer. These 

statistical tools should be used to plan and evaluate cancer control policies in Japan. 
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学術委員会企画シンポジウム 

 

『がん登録推進法で都道府県のがん登録はどう変わる？』 

 

＜座長＞ 祖父江友孝（大阪大）、安田誠史（高知大） 

 

1. がん登録推進法について 

 ……赤羽根直樹（厚労省健康局がん対策・健康増進課） 

 

2. 全国がん登録データベースと都道府県 

 ……西本 寛（国立がん研究センター） 

 

3. 群馬県がん登録の現状と２０１６年以後の対応 

 ……茂木文孝（群馬県健康づくり財団） 

 

4. 三重県がん登録の現状と２０１６年以後の対応 

 ……大川真弘（三重県健康福祉部） 

 

5. 法制化に伴うＪＡＣＲの役割 

 ……西野善一（宮城県立がんセンター） 
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がん登録推進法について 

 

赤羽根直樹 厚生労働省健康局がん対策・健康増進課 

 

 平成２５年１２月の臨時国会において、「がん登録等の推進に関する法律（平成２５年法

律第１１１号）」が成立した。我が国でがん登録が始まってから半世紀以上を経ての法制化

であり、これにより、全国的な悉皆登録や予後の追跡の実現など、これまでの課題が解決さ

れることが期待されている。 

がん登録等の推進に関する法律の下で行われる全国がん登録においては、がん登録の情報の

最終的な集約は国立がん研究センターで行われる一方で、罹患情報の収集は、地域がん登録

同様、都道府県において行われるものであり、都道府県は今後も重要な役割を担うことにな

る。 

 今回の発表においては、がん登録等の推進に関する法律に係る経緯や概要等を踏まえなが

ら、法律の中での都道府県の位置づけや施行に向けた準備の状況などについて触れていきた

いと考えている。 
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全国がん登録データベースと都道府県 

 

西本 寛 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 

 

 昨年 12 月 6 日「がん登録等の推進に関する法律」（平成 25 年法律第 111 号）が成立、

13 日に公布された。1951 年、東北大学の瀬木三雄先生が始められた宮城県の地域がん登録

から、62 年を経て、関係者が熱望していた法制化が実現したことになる。 

 法律の中で、全国がん登録は、病院と一部の診療所に登録義務を課すことで全数登録を図

ろうとするもので、上記の病院等の医療機関は他県の住民を含む、自施設における初回の診

断を行った症例（自施設初診例）を都道府県に登録し、都道府県はこれを審査・整理（名寄

せ等の処理）して、厚生労働大臣に提供するという仕組みである。この提供されたデータは

全国がん登録データベースに蓄積・保管され、活用が図られることになる。データベースの

運用は国立がん研究センターが実施することになり、提供されたデータは複数都道府県にま

たがって登録された例等の名寄せ処理を行い、さらに、市区町村に提出された死亡届に付属

する死亡診断書/検案書が、本法の死亡者情報票（実際には人口動態調査票と兼用）に転記さ

れて国立がん研究センターに提供されて、全国がん登録データベースとの照合と死亡情報の

入力、また登録されていないがん症例の見つけ出しに利用される。未登録の症例は都道府県

を介して、医療機関に照会され、登録情報が補完されて、全数性を高める仕組みとなってい

る。また、この生存確認情報については、医療の質向上を目的として医療機関側からの照会

に対して、都道府県から情報を提供できることとなっており、予後情報が医療機関に還元さ

れる道筋もデータ活用の一環として明確になった。 

 都道府県は、この全国がん登録データベースを 2 つのフィルターを通じて、参照・活用さ

れることになる。１つは他県の医療機関受診者を含む自県住民（がんの発症時に自県の居住

者）、もう１つは他県の住民を含む自県の医療機関を受診したがんの患者、この 2 つを総合

することで、多くの地域がん登録で把握し切れなかった自県行政に関連したがん患者さんの

情報を分析することができるようになる。都道府県の全国がん登録データベースに関連する

業務は、県内の医療機関受診者を入力・名寄せするという業務が主体となることが想定され

るが、都道府県によってはこの業務量が倍加する可能性があり、対処が求められよう。また、

死亡票の入力業務が軽減される一方、医療機関からの生存確認照会や死亡票での発見例の医

療機関への照会（遡り調査）などの業務量の増加もあり、業務量の変化に対する評価とその

対応は必要となると考えられる。 

本法の施行は平成 28 年 1 月 1 日と想定されるが、実務・運用を行う国立がん研究センター
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としても、本法成立の精神が具現化するよう、関係各位の意見も聞きながら、本法の実効が

上がるよう努力していきたい。 
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群馬県がん登録の現状と 2016 年以降の対応 

 

茂木文孝, 松永弘子, 河内加代, 後閑香代子, 田中直美 1), 

綿貫周平, 高橋宏典, 野中博幸, 山崎浩通, 津久井 智 2), 猿木信裕 3), 小山 洋 4) 

1) 群馬県がん登録室, 2) 群馬県, 3) 群馬県立がんセンター, 4) 群馬大学医学部公衆衛生学 

 

【目的】 2013 年に成立したがん登録推進法による都道府県のがん登録業務の変化を調査し

て，今後の群馬県のがん登録の方向性を検討する． 

【方法】 現在の地域がん登録の規範となった法令や指針をもとに群馬県がん登録の現状を

確認した．また，がん登録推進法に基づく 2016 年以降の業務を想定し，現状と 2016 年以

降の業務の変更点を調査した． 

【結果】 1994 年に開設した群馬県がん登録は，2004 年から大学病院，拠点病院，医師会

と県が連携して登録精度向上に取り組み，2008 年に厚生労働省の第３次対がん「がんの実

態把握の研究」班(研究班)が推進する標準データベースシステムと，その運用手順(標準届出

票の受理，コード化，入力，照合，登録，集約，遡り調査，生存確認調査，罹患集計作成)

に沿う登録情報の管理に移行した．2010 年からは遡り調査を実施し，2011 年には「群馬県

がん対策推進条例」にのっとり県が住民票照会を実施して予後情報を届出医療機関に還元す

ることになった．効率的な予後調査が「群馬県がん対策推進計画」に課題として取り上げら

れ，2013 年には住民基本台帳ネットワークを利用することで効率化を図った．研究班やが

ん医療均てん化政策よる追い風を受け，2010 年の DCN は 16.4%，DCO は 6.1%，IM 比は

2.21 と登録精度は大幅に改善した．群馬県がん登録は研究班が定めた「地域がん登録の目標

と基準」を満たして，がん登録推進法の成立を迎えた． 

 がん登録推進法によれば，群馬県のがん登録の業務として，届出義務が課された医療機関

からの届出対象情報を県がん情報データベース(県 DB)に入力，集約して，県整理情報とし

て全国がん登録に提出すること，保健所からの死亡者情報票を審査して全国がん登録に提出

すること，全国がん登録から遡り調査の依頼を受けることが読み取れる．一方，都道府県や

市町村，医療機関，研究者は，がん対策の充実やがん医療の質の向上のために，全国がん登

録データベース(全国がん DB)の都道府県がん情報を活用することが一章を費やして記載さ

れており，情報の利用や提出に関する条文も多い．また，法施行前の地域がん登録資料と都

道府県がん情報を一体的に記録し保存する都道府県がんデータベース(都道府県がん DB)を

整備して情報を利用できるようにもなった．群馬県のがん登録は都道府県がん DB の管理，

情報の集計や抽出，提供の業務を担うことになると思われる． 
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 以上より，罹患情報と死亡情報は全国がん登録で突合されるために群馬県のがん登録での

突合作業は減少し，医療機関からの届出情報と死亡情報の入力，整理をして県整理情報とし

て全国がん登録へ提出することが主な作業になり，群馬県のがん登録はがん情報の通過点の

様相を呈する．しかし，新たに全国がん DB を用いて県がん情報から必要な情報を抽出し提

出することや，県がん DB の管理や出力も業務として加わることから，情報の発信源として

の役割も担うことになる． 

【結論】 群馬県がん登録は，法施行前は精度向上策に力点が置かれていたが，登録情報を

活用することを重要視した法律であることから，今後は届出情報の審査や整理だけではなく，

様々なニーズに柔軟に対応した情報の抽出や提供も重要な業務になると思われる． 
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三重県地域がん登録の現状と２０１６年以降の対応 

 

大川真弘 三重県健康福祉部医療対策局健康づくり課がん・健康対策班 

 

 三重県では、がん対策をより発展させるため、平成 17 年度に「三重県がん対策戦略プラ

ン」を策定した。その後、「がん対策基本法」が施行され法根拠が示されたことに合わせ、

平成 20 年に「三重県がん対策戦略プラン」の改訂を行った際、がん登録の推進を重点課題

として位置づけ、対策を進め、平成 23 年度には「三重県地域がん登録」として 2011 年症

例から集計を開始している。 

 地域がん登録は、三重県における「がん」の現状を把握するうえで重要な取組であり、平

成 25 年度から実施している「三重県がん対策戦略プラン第２次改訂」においても、「がん

登録の推進」を項目の１つとして位置づけている。 

 加えて、平成 26 年 4 月 1 日に施行した「三重県がん対策推進条例」においても、がん登

録を推進することを明記している。 

 現在、三重県では 2011 年症例（平成 23 年症例）が確定値となり、今後は得られた地域

がん登録のデータをいかに活用していくのかが重要なポイントとなっている。合わせて、研

究者へのデータの提供が課題となっている。 

 また、地域がん登録のデータを基に施策などを策定、評価するうえでは、本データの精度

が信頼に足る必要があり、精度を向上しつつ、本事業を続けていく事が重要な課題となって

いる。 

 これまで、県が定めた取り決めに従って実施してきたが、今回、「がん登録等の推進に関

する法律」（以下「法」という。）が公布されたことにより、法的根拠を持つことになった

ことは望ましいことと考える。また、法施行後は、県外受診者の情報も得られることから、

よりがんの実態に近づくことが出来るものと思われる。 

 しかしながら、今後、法に定める「全国がん登録」への移行の準備や、法施行後を見据え

た地域がん登録の運営、情報の活用及び提供等についての検討が必要である。 

 また、がん登録の精度の維持向上、事業の継続は重要であり、人材の育成や、財源の確保

が重要な課題であると考えられる。 
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法制化に伴う JACR の役割 

Role of JACR in implementation of the Act to Promote Cancer Registries 

 

西野善一 宮城県立がんセンター研究所がん疫学・予防研究部 

 

１．はじめに 

 地域がん登録全国協議会（以下 JACR）は従来から地域がん登録を推進するためには法制

化が必要であることを主張し、実現のための活動を行ってきた。2012 年 2 月に国会で法制

化の必要性が取り上げられ議員立法による法制化への動きが具体化する中で、JACR は同年

3 月 26 日に「地域がん登録の法制化を求める要請書」を厚生労働大臣および衆参両院の厚

生労働委員に提出し法制化の要請を行った。その後の法制化作業においても、超党派の国会

議員で構成され法制化の実現にあたって中心的な役割を果たした「国会がん患者と家族の

会」、参議院法制局、厚生労働省からの聴取や 2013 年 5 月に厚生労働省に提出した「がん登

録法案骨子案に関する意見書」等を通して意見表明を行い、会員の意見を法案に反映させ、

がん医療の向上、がん対策の推進に役立つ法制化を実現するべく活動してきた。 

 ｢がん登録等の推進に関する法律｣は 2013 年 12 月に成立し公布され、政令により 2016 年

1 月 1 日より施行されることとなった。本稿では、法制化にあたり今後 JACR が果たすべき

と考えられる役割について述べる。 

 

２．今後の JACR の役割 

 今回の法律では、登録対象（第 2 条）、登録項目（第 5 条）、届出項目・期限（第 6 条）、

生存確認調査を行う期間（第 12 条）、遡り調査の調査事項（第 13 条）、匿名化までの期間（第

15 条）、病院等への提供項目（第 20 条）、都道府県の業務委託先の資格（第 24 条）、経過措

置として情報取得に本人の同意を必要としない研究の対象（附則第 2 条）などの具体的内容

は政令もしくは省令で定めるとされている。JACR は上記の内容に関して必要に応じて会員

の意見を集約した上で厚生労働省等の関係機関に伝えるとともに、進捗状況および決定事項

について会員に対し情報を提供する必要がある。 

 法制化に伴って生じる都道府県の業務を支援することは JACR の重要な役割である。一例

として本法律で病院からの届出が義務化されたことにより、都道府県はこれまで地域がん登

録に協力を行っていなかった施設も含め改めて広く登録実施の主旨や協力を依頼する内容

を周知、説明し理解を得る必要がある。その際の対象施設への周知、広報の方法についての
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情報や説明資料の会員間での共有等に関して JACR が貢献可能な事項があると思われる。ま

た、全国がん登録業務で必要となる都道府県クライアントの準備や都道府県がこれまで収集、

管理してきたがん登録情報と新たに全国がん登録データベースから提供される情報を一体

的に保存する都道府県がんデータベースの整備に関して JACR としても支援の必要がある。 

 新たに整備される全国がん登録データベース、都道府県がんデータベースのがん対策、が

ん研究への利用促進も JACR が果たすべき役割である。地域がん登録資料のがん対策の企画

評価への活用の現状については、2013 年に行われた「地域がん登録の標準化と精度向上に

関する 10 年後調査」の報告書によれば、がんの現状・課題の把握には 8 割を超える都道府

県が利用しているが、がん対策の進捗の把握と計画の見直し、検診の精度管理といった他の

項目に対しては十分に活用されていない（図 1）1)。 

 

 

図 1 地域がん登録資料のがん対策の企画評価への活用の現状 1) 

 

 

本調査の結果からは、都道府県がん対策担当者の多くが地域がん登録から得られる情報およ

びその活用方法を十分に理解していない状況が推測される。従って、がん対策への活用促進

に向けた取組みとしては、がん対策担当者への地域がん登録活用のための研修の実施、各都

道府県の活用状況の把握、評価、公表、具体的活用事例（ベストプラクティス）の紹介等が

考えられる。 

 本法では第 3 条で基本理念として「全国がん登録情報およびがん診療情報の収集により得

られた情報については、（略）、民間によるものも含めがんに係る調査研究のために十分活用

されるとともに、その成果ががん患者及びその家族をはじめとする国民に還元されなければ

ならない」とされている。地域がん登録資料の研究利用に関する現状は、全国データについ
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ては全国がん罹患モニタリング集計(MCIJ)データがあるが、このデータは厚生労働省研究

班の活動として収集されたものであるため、利用は研究班の研究代表者、分担研究者に限ら

れている。また、個人情報の収集は行っていないため他資料とのデータリンケージを要する

研究利用はできない。また、都道府県がん登録データの研究利用状況は十分ではなく、JACR

が毎年行っている「地域がん登録事業業績・研究に関する調査」報告書によれば、平成 24

年の利用申請は半数以上の登録で 0 または 1 であり、約 7 割の登録は同年の研究成果の報告

が 0 となっている（図 2）2)。 

 

 

図 2 各都道府県の地域がん登録利用申請および 

   研究的成果の状況（平成 24 年）2) 

 

 

本法の施行後は、全国がん登録データ、都道府県がん登録データとも定められた要件を満た

せば非匿名化情報を含めて研究利用が可能である。JACR としては研究利用促進に向けた取

組みとして、本法における研究利用のための要件および具体的な利用手続の方法等を関連す

る研究者に知ってもらうための広報活動を行うとともに、本法に基づき設置される審議会の

活動状況に関する情報提供、利用を行う人材の育成、教育・研修の実施等が考えられる。 

 本法第 25 条で義務とされている適切な安全管理措置に関連する事項として、JACR は定

款で実施する事業の１つとして「がん登録室の機密保持基準の策定及び公表・認定事業」を

掲げている。これについては、各登録における安全管理措置の実施状況について外部モニタ

リング（点検、評価、認定）を行う「がん登録安全管理措置モニタリング事業」の実施に向

けた準備をすすめている。 
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３．結語 

 本法律の施行後、都道府県がん登録は人口動態調査死亡票との照合作業がなくなるが、病

院からの届出の義務化に伴う届出数の増加、届出医療機関に対しての生存確認情報等の提供、

診断から集計結果公表までの期間短縮等により業務量が増加することが予想される。JACR

は法律の施行までに都道府県の負担を少しでも軽減するために自らが実施可能な事項を検

討し実施に移すことが求められる。 
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者：祖父江友孝）. 地域がん登録の標準化と精度向上に関する 10 年後調査結果報告書. 2014. 

2. 特定非営利活動法人地域がん登録全国協議会. 平成 24 年 1 月～12 月地域がん登録事業業績・研究に関する調

査報告書. 2013. 

 

Summary 

 The Japanese Association of Cancer Registries (JACR) has an important role in the 

smooth implementation of the Act to Promote Cancer Registries. Specifically, the role of 

JACR is thought to be the following: 1) Reflection of the JACR’s perspective in the 

process of making governmental and ministerial ordinances related to the act. 2) 

Support for prefectural cancer registries to prepare for a new cancer registration system 

under the act. 3) Promotion of data use for cancer control activity and cancer research. 4) 

Inspection of cancer registries for the maintenance of confidentiality. 
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総合討論 

 

（祖父江） それでは、これから討論に入ります。①2016 年から開始となる全国がん登録

データベースの構築について、②2016 年以後の都道府県データベースについて、

③2016 年以後に都道府県が処理することになる、2015 年までのがん罹患データ

の取り扱い、の 3 点について取り上げたいと思います。まず、全国がん登録デー

タベースの構築について、2016 年の罹患症例は、国立がん研究センターにおい

て、死亡データと照合して遡り症例を把握することになりますが、この場合、2015

年以前の死亡データと照合する必要があります。具体的に、どうやるのでしょう

か？ 

（西 本） がん登録推進法では、2015 年以前の罹患と死亡の取り扱いは、原則としては

適用外となっています。そこで、2015 年以前の死亡データとの照合作業は、こ

の法律とは別枠で、国立がん研究センターが国からの委託事業として行う、県の

側で作業を負担してもらう、などの、何らかの実務的な検討が必要になると思い

ます。 

（祖父江） それは、早い段階で決める必要がありますね。 

（フロアから） 2016 年以後に病院に届け出義務が生じることになります。院内がん登録をし

ていない病院も多くあります。そのような病院を含め、病院からの届け出の量的、

質的担保はどのように実効性を上げるのでしょうか？ 

（赤羽根） 法的には、届け出に消極的な病院に対して、知事は届け出するように指導する

ことができますし、それでも届け出をしなければ、その病院名を公表することが

できます。このような拘束力が量的担保になり得ると思います。また、質的担保

としては、これから政省令で実行可能な届け出項目が定められることになります。

院内で届け出に従事する職員を対象とした研修や、新法に基づく都道府県への届

け出に関する周知活動も必要かと思います。 

（西 本） 質的担保について、院内がん登録（Hos Can R による）を導入している病院

に対して、ケースファインディングの手順や診断から届け出までのタイミング、

院内でのデータ集約化の手順などを、指針の形で示したいと考えています。一方、

（これから開発される）全国データベース用の入力ソフトを自施設で導入すると
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ころもあるかと思います。その場合も、院内での作業手順の標準化を図りたいと

思います。 

 また、（院内で作業する）実務者の育成も、法律では国がやることになってい

ます。国立がん研究センターが実施する院内がん登録実務者研修を終了した方は、

5 千人を超えています。今後は、ｅ－ラーニングなどの方法も検討し、実施して

いくことが望ましいと思います。 

（フロアから） 病院内の病理情報を登録業務の中で有効活用することはお考えですか？ 

（西 本） 5 月に内閣府の健康を医療戦略本部において医療の ICT（information and 

communication technology）の標準化と普及を現政権の下で進めることが検討

されました。国立がん研究センターでも、がん登録における ICT 化の取り組み

を検討したいと思います。その文脈の中で捕えたいと思います。 

（フロアから） 届け出が消極的な医療機関に届け出を促す法的手段はあっても、そもそも、あ

る病院が under reporting であるかどうかを、どうやって県は把握するのでしょ

うか？その把握が不十分、不正確だと、その実効性は上がらないのでは？ 

（西 本） レセプト病名から得られる（病院毎）のがん診療件数から推定する方法など、

手続き面の問題はあるが、個人的にはあり得るのではないかと思います。 

（祖父江） 次に、都道府県データベースについて話し合いたいと思います。現時点では、

これについてのイメージが関係者の中で、共通認識ができていないと感じていま

す。私のイメージでは、2015 年までの罹患データが入っていて、しかも 2016

年以後は、①県内在住の罹患者データ、②県内医療機関で診療を受けた県外在住

の罹患者データ、③県の独自項目データ、が入ったデータベースとなりますね。

このデータベースを各県はどのように構築していくのでしょうか？過渡的にこ

れらは必要かもしれませんが、将来的には、全国がん登録データベースが 1 つあ

ればいいのではないかとも考えられます。そのあたりの点について、どなたかご

意見は？ 

（フロアから） 信頼性の高い生存確認調査は、死亡情報との照合だけでは、これまでの府県で

の業務経験から推量すると、実現は困難だと考えます。住基ネットなどを活用す

る必要があると思います。ですから、全国がん登録データベースが 1 つあれば、
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将来的には都道府県データベースはなくてもいいという考えは、危険であると思

います。 

（赤羽根） 法律上は 2016 年以後の罹患者の生存確認調査は、国立がん研究センターで死

亡情報との照合により行うことになります。しかし、照合精度の限界から、一部

の確認作業を県にお願いすることになることもあるかと思います。 

（フロアから） 既に国立がん研究センターは、全国のがん罹患者の約 7 割を占める、全国のが

ん診療連携拠点病院由来の患者に対して、住民票照合に基づく生存確認調査を行

っていますね。今後もその調査活動が続けられるとすれば、得られた生存確認情

報を、全国データベースのそれに生かしてはどうですか？ 

（西 本） この調査活動が今後どうなるか、あまり確定的なことは言えません。生存確認

調査を含め、全国データベースの構築には様々な問題が予想されます。法律では

施行から 5 年を目途に業務態様を見直すことになっています。業務を見直して問

題が出れば、それを一つ一つ解決していくようにしたいと思います。 

（フロアから） 広島市は 1978 年から腫瘍組織登録をやっています。これは、引き続き 2016

年以後も行っても良いでしょうか？広島市だけ、何か特例のような扱いにして頂

くことは可能でしょうか？ 

（赤羽根） 組織登録は重要だと考えています。2016 年以後にこれをどう位置付けるかで

すが、確定的なことは言えませんが、政省令の策定と並行して議論していきたい

と思います。 

（祖父江） 3 点目の 2015 年以前の死亡データと 2016 年以後の罹患データとの照合の問題

は、厚労科研の松田班での検討課題と聞いています。 

 

 

 そろそろ議論する時間がなくなりました。これからは国立がん研究センターや

厚労省からのアナウンスに注目し、関係者の間で情報共有して、共通の認識を持

って、より良いがん登録事業の実現のために、ともに歩んでいきましょう。これ

で討論を終了します。 
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一般演題 

 

秋田県の乳がん検診成績－中間期がんを含めて－ 

 

戸堀 文雄、佐藤 雅子、原田 桃子１）、明石 建、井上 義朗２） 

１）秋田県疾病登録室、２）秋田県総合保健事業団 

 

背景：秋田県の乳がん検診の精度管理としては要精検率、精検受診率、がん発見率を指標と

しており、中間期乳がんはこれまで調査されてこなかった。国立がんセンターの「乳がん検

診のためのチェックリスト」では検診受診後 2年未満に発見された乳がんを把握しているか

の項目があり、中間期がんを把握することが乳がん検診の精度管理に必要であると考えられ

ている。以上より秋田県の乳がん検診の実態を調査するため中間期乳がんの検討を行った。 

また、国立がん研究センターがん予防・検診研究センターの「有効性評価に基づく乳がん検

診ガイドライン 2013年度版」によるとマンモグラフィ単独検診がこれまでの視触診併用検

診と同等の推奨レベルとされた。秋田県では今後このガイドラインに従いマンモグラフィ単

独検診が行われると推察されることから、マンモグラフィ単独検診の精度を検討した。 

 

方法：対象は 2006年から 2011年まで秋田県総合保健事業団と秋田市医師会及び市立角館

総合病院が行った乳がん検診受診者 80,663人である。主に市町村の受診者であるが一部職

域の受診者が含まれていた。このうち検診受診時に「異常なし」と判定された 73,406人に

ついて年度毎に秋田県地域がん登録の乳がん登録者と照合し、検診受診日と医療機関の診断

日が 2年未満のものを中間期がんとした。また、２年未満で診断されている例であっても発

見経緯ががん検診とされているものについては除外した。 

 

結果：2006年から 2011年の秋田県乳がん検診成績は表 1に示した。受診者は 2008年に一

時低下したがその後次第に増加している。精検受診率は年度ごとにしだいに低下しているが、

全体では 9.00％と高い要精検率であった。乳がん検診受診者 80,663人中発見乳がんは 184

人、0.228％であった。一方中間期乳がんは 41人、0.051％であり、発見乳がんと中間期乳

がんの比は 4.5：1であった。 
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表１．秋田県乳がん検診成績 

 

 

中間期乳がんの発見経緯は健康診断・人間ドック３人、他疾患経過観察中 2 人、自覚症状・

その他 36人であった。そのうち健康診断・人間ドックの 3人中 2人、他疾患経過観察中の

2人中 1人、症状受診・その他の 36人中 1人は非浸潤性の導管内癌であった。また自覚症

状・その他の 1人は乳がん発見時に遠隔転移を伴っていた（表２）。 

 

表２．中間期乳がんの発見経緯と病巣の拡がり 

 

 

年代別にみると発見乳がんでは 60歳代が 74例で最も多く、次に 50歳代 54例、40歳

代 30例の順であった。一方中間期乳がんでは 50歳代が 18例で最も多く、次いで 40

歳代と 60歳代が 9例であった。また、発見乳がんにはマンモグラフィで異常と判定さ

れず視触診のみで要精検となった 12例が含まれていた（表３）。 

 

表３．年代別発見乳がんと中間期乳がん数 

 

 

　2006年 　2007年 　2008年 　2009年 　2010年 　2011年 　　計

受診者数 11,992     11,961     9,870       13,798     16,163     16,879     80,663     

要精検者数 1,450       1,269       852          1,217       1,227       1,242       7,257       

要精検率 12.09% 10.61% 8.62% 8.82% 7.59% 7.36% 9.00%

精検受診率 88.18% 84.41% 84.88% 84.83% 82.90% 82.90% 84.77%

発見乳がん数 30            17            31            44            32            30            184          

がん発見率 0.250% 0.142% 0.314% 0.319% 0.198% 0.178% 0.228%

中間期がん数 10            3              5              5              9              9              41            

割合 0.083% 0.025% 0.051% 0.036% 0.056% 0.053% 0.051%

上皮内 限局
 所属リンパ

節転移
 遠隔転移 不明 計

健康診断・人間ドック 2              1              3              

他疾患経過観察中 1              1              2              

自覚症状・その他 1              23            9              1              2              36            

発見経緯

病巣の拡がり

～３９ ４０～４９ ５０～５９ ６０～６９ ７０～ 計

発見乳がん 1 30 54 74 25 184

（うち視触診のみの発見乳がん） 3 4 5 12

中間期乳がん 9 18 9 5 41

年齢
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秋田県乳がん検診におけるマンモグラフィの精度は中間期がんおよび視触診のみで発見さ

れた例を偽陰性例とすると 40歳代及び 50歳代の感度は 70％未満であり、60歳以上は 80％

を超えていた。また非浸潤性の中間期がんを除くと 40歳代、50歳代ではわずかに上昇した

が 70％前半の数値であった（表４）。 

 

表４．年代別発見乳がんと中間期乳がん数 

 

 

考察：日本対がん協会の 2010 年成績では要精検率 6.2％、がん発見率 0.23％であり、これ

に比較すると秋田県の乳がん検診成績は要精検率が高かったが、がん発見率は全国とほぼ同

じであった。また中間期がんの中に発見時遠隔転移を伴っていた例がみられていることから、

検診の精度を向上させる必要があると考えられる。またマンモグラフィの精度は 40 歳代、

50 歳代でほぼ 70％であり、60 歳代、70 歳代と比較して低かった。今後マンモグラフィ単

独の検診が開始される場合には検診時に視触診を行わない代わりに保健師などから自己検

診を定期的に行わせるような啓蒙活動を行うことや、年齢によっては超音波検査などの新し

い検査方法を追加することも検討するべきと考える。 

中間期がんの調査を行うことは検診の精度管理に非常に重要な役割を持っていることを改

めて示した。今後がん登録推進法が施行されることにより中間期がんの把握もさらに充足す

ると推察される。検診を担当する医療従事者にそのデータを還元することにより、がん検診

が充実すると考えられることから、がん登録の重要性を再認識できると考えられる。 

  

～３９ ４０～４９ ５０～５９ ６０～６９ ７０～ 計

検診発見数 1 27 50 69 25 172

中間期乳がんおよび 12 22 14 5 53

視触診のみの発見数

中間期乳がん（非浸潤性） 1 3 4

感度 100% 69.2% 69.4% 83.1% 83.3% 76.4%

特異度 90.5% 86.6% 90.7% 92.7% 94.8% 90.9%

感度（非浸潤性中間期

がんを含めない場合）

年齢

77.8%100% 71.1% 72.5% 83.1% 83.3%
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小児がん対策に向けての 

地域がん登録資料に基づく患者受療動向の把握 

 

中田佳世* 井岡亜希子 宮代 勲 松浦成昭 

* 大阪府立成人病センターがん予防情報センター企画調査課 

 

１．はじめに 

 平成 24年 6 月に閣議決定した第 2 期がん対策推進基本計画では、重点的に取り組むべき

課題の一つとして、小児がん対策が掲げられている。平成 25 年 2 月、小児がん医療におけ

る集約化と均てん化を目指し、全国に小児がん拠点病院 15 施設（大阪府内に 2 施設）が指

定された。大阪府では、府内の小児がん拠点病院 2施設、大学病院 5施設、日本小児・血液

がん学会認定専門医研修施設 3 施設の、合わせて 10 施設からなる、大阪府小児がん連携ワ

ーキンググループ（以下、WG）を設置している。これらの 10 施設は国または大阪府指定

がん診療拠点病院（以下、がん拠点病院）でもある。 

小児がんは、我が国での新規年間発生数が推計 2000～2500 人の希少がんであり、白血病、

脳腫瘍、リンパ腫の占める割合が高い。また、思春期・若年成人（Adolescents and young 

adults, 以下 AYA世代）にも、小児に多いがんが発生し、成人と異なる性質を持つ。小児・

AYA 世代のがんに対する医療の充実に向けて、大阪府がん登録資料に基づき、大阪府にお

ける小児・AYA世代のがん患者の受療動向を把握する。 

 

２．方法 

 大阪府がん登録資料を用いて、2004 年～2008 年診断の 0～29 歳のがん患者を対象とし、

がん種別［小児（0-14歳）：白血病、悪性リンパ腫、脳腫瘍、骨軟部腫瘍、神経芽腫、腎芽

腫、肝芽腫、網膜芽腫；AYA世代（15-29歳）：白血病、悪性リンパ腫、脳腫瘍、骨軟部腫

瘍］、医療機関群別の初診患者カバー率を算出する。医療機関群は、①大阪府内小児がん拠

点病院 2 施設、②WG 8 施設（①を除く）、③がん拠点病院 50 施設（①②を除く）、④

その他医療機関（府外医療機関を含む）の 4群に分類した。初診患者カバー率は、医療機関

群別の初診患者数／罹患数とした。 

 

３．結果 

 図 1 に小児・AYA 世代のがん種別・医療機関群別初診患者カバー率を示す。小児の白血

病・悪性リンパ腫・脳腫瘍・骨軟部腫瘍における初診患者カバー率は、小児がん拠点病院 
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36.2-40.5％、WG（小児がん拠点病院以外 8施設）37.8-43.6％、がん拠点病院（小児がん拠

点病院と WG 以外 50施設）10.3-19.7％であった。すなわち、これらのがん種では、小児が

ん拠点病院を含む WG 10施設で約 70～80％の患者をカバーしていた。神経芽腫、腎芽腫、

肝芽腫、網膜芽腫における初診患者カバー率は、小児がん拠点病院 54.6-79.2％と、小児が

ん拠点病院 2 施設で半数以上の初診患者をカバーしていた。一方、AYA 世代の白血病・悪

性リンパ腫・脳腫瘍・骨軟部腫瘍における初診患者カバー率は、小児がん拠点病院  で

5.7-8.1％と少なく、WG 8施設で 33.3-45.7％、がん拠点病院 50施設で 35.1-48.3％であっ

た。また AYA 世代の白血病や悪性リンパ腫では、初診を行ったがん拠点病院の施設数がそ

れぞれ 27施設、 33施設と小児に比べて多かった。 

 

４．考察 

 小児およびAYA世代のいずれにおいても、がん患者の約 9割はがん拠点病院に集約され、

特に小児がん患者の多くは、小児がん拠点病院や WGに集約されていたが、集約の状況はが

んの種類ごとに異なっていた。専門性の高い小児・AYA 世代のがんの診療を効率化し、が

ん患者の療養環境を充実させるためには、このような現状をふまえ、年齢階級やがん種ごと

に集約化や均てん化を検討する必要があると思われた。本結果は、昨年度の大阪府がん対策

推進委員会小児がん部会において基礎資料として用いられ、小児がん対策に向けての実態把

握と課題抽出において、地域がん登録資料は有用であった。 
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図 1．小児・AYA 世

代のがん種別・医療

機関群別初診患者

カバー率 

2004-2008年診断患者 

（）は罹患数、初診を行

ったがん拠点病院の数 

 

白血病：ICD10 C91-95 

悪性リンパ腫：ICD10 

C81-85, C96, 

脳腫瘍：ICD10 C70-C72 

骨軟部腫瘍：ICD10 

C40-41, C47, C49, 

神経芽腫:ICDO3M 

9490-9500 

腎芽腫:ICDO3M 8960 

肝芽腫:ICDO3M 8970 

網膜芽細胞腫:ICDO3M 

9590-9514 
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がん検診受診による乳がん発見者の地域集積性に関する研究 

 

神奈川県立がんセンター臨床研究所 がん予防・情報学部 片山佳代子 

 

【はじめに】 

 都道府県単位で、がん対策を立案する際、がん死亡統計と並び、地域がん登録から得られ

る罹患統計も重要な指標である。これまでの基本的指標に加え、都道府県内での地域別（市

区町村別、保健所別）の小地域における死亡率や罹患率を示すことが推奨されており主要部

位別年齢調整死亡率（罹患率）や標準化死亡比および罹患比（SMR / SIR）などがあげられ

る。しかし、小地域における集積性（Clustering）の同定に関しては、単なる SMRや SIR

では判別することはできないことから空間スキャン統計などの地理疫学手法により客観的

に同定する方法が開発されている。 

【目 的】 

 これまで、空間スキャン統計による神奈川県内の乳がん罹患のクラスターを検討してきた

が、同定した地域のがん発見の経緯については検討していなかった。そこで本研究では、乳

がん罹患者のうち、がん検診受診によって罹患が発見された者のクラスターについて検討す

ることとした。 

【方 法】 

 2006-09年の悪性新生物登録事業（地域がん登録）より、女性乳がんのデータ 14045件を

抽出し、その中から発見の経緯に「集団検診」および「がん検診」の記載のある者を 2357

件、抽出した。56市区町村別罹患者数を整理し、神奈川県女性人口（2005年）を基準人口

とする SIR（年齢は 3階級別）を算出した。その他、市区町村の経度・緯度情報（国土地理

院：日本の市区町村位置情報要覧,2009）を収集し解析ソフト FlexScan ver3.1（Takahashi 

K, YokoyamaT and TangoT. Flexscan v3.1: Software for the Flexible Scan Statistic. 

National Institute of Public Health, Japan, 2010）を使用して県内のクラスターを判別し

た。統計モデルは、観測度数、期待度数の比に基づいた Poisson モデルで、用いる統計量は

Log Likelihood Ratio を、検定方法は Circularスキャン法で Monte Carlo 検定により p-値

を算出した。 

【結 果】 

 全乳がん罹患者のデータを使用し、解析したところ、3つの有意なクラスターが同定され

た（表１）。また検診による発見がんのクラスターは別の地域に 3つの有意なクラスターを

同定する結果となった（表 2）。 
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【結論および考察】 

 全罹患者のクラスター地域と検診発見者の最も集積しているクラスター地域は異なる地

域であった。県内の乳がんを例に、空間スキャン統計による集積性について検討したが、単

なる小地域間の SIRだけでは把握できない、集積について特定できる本方法は今後、罹患情

報の利活用を考える上でも有益な方法であるといえる。 

 本結果から特に全罹患者クラスターで判明した MLC(most likely cluster) 地域では乳が

ん検診受診率向上に向けたがん対策を検討する必要がある。 

 

 

 

  

表1　全乳がん罹患者のクラスター

Most Likely Cluster Number of case Expected number of case Statistic Valuea RR P-valueb

Second cluster 

a: Log likelihood ratio    b: Monte Carlo rank

表2　検診受診による乳がん発見者のクラスター

Most Likely Cluster Number of case Expected number of case Statistic Valuea RR P-valueb

Second cluster 

Third cluster 

a: Log likelihood ratio    b: Monte Carlo rank

1.27 0.009

Kanagawa-ku, Nshi-ku, Naka-ku, Minami-
ku,Hodogaya-ku, Isogo-ku, Kouhoku-ku,
Kounan-ku, Asahi-ku

608 494.2 15.7 1.23. 0.001

1.61 0.001

Yamakita-town 21 3.6 19.9 5.9 0.001

69.8

52.2

Sagamihara-city, Atsugi-city, Zama-city,
Aikawa-town, Kiyokawa-town,

447 278.5 49.9

Atsugi-city,Isehara-city, Aikawa-town,
Kiyokawa-town,

748 586.5 21.4

Kanazawa-ku, Yokosuka-city, Zushi-city,
Hayama-town

1591 1183.3 1.34 0.001

Kanagawa-ku, Nshi-ku, Naka-ku, Minami-
ku,Hodogaya-ku, Isogo-ku, Kounan-ku,
Asahi-ku

2887 2418.7 1.19 0.001
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二次保健医療圏別にみたがん医療の需要と供給体制 

 

田中一史* 宮下久美 水田和彦 

*滋賀県立成人病センター 

 

１．はじめに 

 わが国の「第 3次対がん 10か年総合戦略」において「がん医療水準の均てん化」が言わ

れて 10年が過ぎた。この間、がん対策基本法の施行、がん対策推進計画の策定、がん診療

連携拠点病院の指定などが実施されてきた。 

 滋賀県では、7つの二次保健医療圏に「がん診療連携拠点病院（以下「拠点病院」という）」

が 6病院指定された。また、県が独自に「がん診療連携支援病院（以下「支援病院」という）」

を 6病院指定した。（図１、表１） 

 

 

図１．二次保健医療圏と拠点・支援病院の配置 
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表１．二次保健医療圏の概要 

 

 

 これに伴い院内がん登録の実施が拡がり、地域がん登録への届出が著しく増え、登録

情報の精度も向上した。（図２） 

 

 

図２．がん罹患数、届出件数、精度指標の推移 

 

 そこで、県内のがん医療の需要と供給体制を把握・評価することを目的に、2010 年のが

ん罹患数と医療機関からのがん登録届出数を医療圏域ごとに集計した。 

面積（k㎡） 人口（人） 病院数

H19.10.1現在 H25.12.1現在 H19.10.1現在 拠点病院 支援病院

大　津 374.06 341,575 24.1% 913.2 15 2 1

湖　南 206.68 330,974 23.3% 1601.4 14 1 2

甲　賀 552.18 145,503 10.3% 263.5 7 1

東近江 646.78 231,416 16.3% 357.8 12 2

湖　東 293.47 156,406 11.0% 533.0 4 1

湖　北 762.58 160,795 11.3% 210.9 4 1 1

湖　西 511.36 50,830 3.6% 99.4 3

計 3,347.11 1,417,499 100.0% 423.5 59 6 6

がん診療連携拠点病院
医療圏名

人口割合
(%)

人口密度
(人/k㎡)

8,761 8,718

7,975
7,839

11,993
12,530

6.8 6.7 

0.0 

5.0 
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20.0 

25.0 
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2,000
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5,000

6,000
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12,000

13,000
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上皮内がんを含む罹患数

がん罹患数

届出件数

精度指標（DCO）

DCO %

2012年以降の

罹患数および

精度指標は

現在集計中で

す

がん診療連携支援病院の指定 ６病院

が
ん
対
策
推
進
基
本
計
画

が
ん
対
策
基
本
法

滋賀県がん対策推進計画滋賀県がん予防戦略健康しが推進プラン

がん診療連携拠点病院指定 ６病院
件



JACR Monograph No.20 

第 2 部：学術集会記録 －一般演題－ 

 

137 

２．方法 

 2010 年のがん罹患数とその圏域の医療機関からの届出数、精度指標（DCN および DCO

の割合）を医療圏域ごとに集計した。 

 医療機関からの届出数は「拠点病院」「支援病院」「その他の医療機関」に分けて集計し

た。 

 

３．結果 

 二次保健医療圏ごとの集計では、大津および湖南圏域で、届出数が罹患数を上回り、甲賀・

東近江・湖東・湖西圏域では届出数が罹患数を下回っていた。湖西圏域は、DCN ・DCO

の割合が高く、罹患数の信頼性は低い。湖北圏域は、届出数と罹患数がほぼ一致していた。

主な原発部位ごとにみても、ほぼ同じような傾向であった。 

 本県の 2010年罹患の DCO は 6.8％、DCNは 14.1％であるが、医療圏別に見ると、大き

なばらつきがあることがわかった。（図３） 

 

 

図３．医療圏別罹患数と届出数および登録精度 

2010 年罹患の全がん（上皮内がん含）n=8,761 

5.4%
3.5%
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４．考察 

 県全体で見ると、拠点病院および支援病院からの届出は、全体の８割を超えている（図４）

が、圏域別格差が大きく、拠点病院と支援病院が揃っている医療圏では、医療提供体制が充

足している。拠点病院も支援病院も無い湖西圏域では DCO・DCNの値も高く、がん医療の

需要や供給体制を正しく把握できない状況である。一方、湖北医療圏では罹患数と届出数が

ほぼ一致しており、統計上は理想的な状況と言える。 

 

図４．医療機関別届出割合 

2010 年罹患の全がん（上皮内がん含）n=8,761 

 

 また、県外医療機関からの届出は、他府県の実施状況により異なるため、届出漏れが多数

あると推測される。 

 これらの結果については、医療機関の分布の他に、圏域別の年齢構造や、通院にかかる交

通事情なども要因として検討する必要がある。 

 ひき続き、2011年・2012年罹患についても圏域別に集計し、その推移を示して、本県の

「がん医療水準の均てん化」に役立てたい。 

  

拠点病院

53.6%
支援病院

28.1%

その他の

医療機関
18.0%
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大阪府がん登録資料の活用 

～大阪府における市区町村別の登録精度について～ 

 

石田理恵* 岡元かおり 松本吉史 井上容子 

中田佳世 井岡亜希子 宮代 勲 松浦成昭 

*大阪府立成人病センター がん予防情報センター 

 

１．はじめに 

 地域がん登録の精度指標として、 DCO（Death Certificate Only）と IM 比

（Incidence/Mortality ratio）が用いられている。第二期大阪府がん対策推進計画 1)におい

ては、大阪府がん登録資料の目標値は DCO 15%以下、IM 比 1.75 以上とされており、IM

比の目標値については、肝がんと肺がんの死亡率が全国と比べて高い大阪府の現状を踏まえ

て決定された。大阪府におけるがん対策を推進していくためには、大阪府全体だけでなく、

市区町村におけるがんの実態把握も重要であるが、罹患や生存率の利活用においては資料の

精度に留意しなければならない。そこで、大阪府内の各市区町村について、がん登録の精度

と肝がんおよび肺がんの死亡との関連を観察した。 

 

２．方法 

 大阪府全体のDCOと IM比については、大阪府がん登録資料 2)の 2009年統計値を用い、

大阪府内 66 市区町村別の DCO と IM 比については、対象年を 2004-2008 年とし「統計で

みる大阪府のがん http://www.ccstat.jp/osaka/index.html」を用いて算出した。大阪府がん

登録の目標値を基準として、66市区町村を 4群に分類し、「Ⅰ群：DCO>15%、IM比<1.75」

「Ⅱ群：DCO>15%、IM比>=1.75」「Ⅲ群：DCO=<15%、IM比<1.75」「Ⅳ群：DCO=<15%、

IM 比>=1.75」と定義した。また、肝がんと肺がんの市区町村別の標準化死亡比

（Standardized Mortality Ratio、以下 SMR ，2008-2012年、大阪府を基準とする）を算

出した。 

 

３．結果 

 大阪府がん登録資料の精度は、DCO18.3%、IM 比 1.82 と、DCO は目標値に達していな

かった。市区町村別では、DCO5.8～53.5%、IM 比 1.3～2.2 とばらつきがあり、Ⅰ群が 29

市区町村（43.9%）、Ⅱ群が 5 市区町村（7.6%）、Ⅲ群が 6 市区町村（9.1%）、Ⅳ群が 26

市区町村（39.4%）であった（図 1）。Ⅰ群では、他の群と比べて、肝がんまたは肺がんの
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SMRが 1.2以上の市区町村が多く、前者は 8市区町村、後者は 4市区町村であった。一方、

Ⅳ群では、SMR0.83 未満の市区町村が肝がん 6 市区町村、肺がん 5 市区町村と、他の群と

比べて多かった（図 2）。 

 

図１．市区町村別 DCO と IM 比 

 

 

 

図２．66市区町村別標準化死亡比－肝がん、肺がん 

 

４．考察 

 DCO が高いⅠ群またはⅡ群に属する市区町村については、医療機関に対して登録票の届

出、遡り調査へのより一層の協力依頼および支援が急務である。I 群では、肝がんや肺がん

の SMRが高い市区町村が多く、また、これらのがんでは年齢調整死亡率が高いほど年齢調

整罹患率が高い傾向にある（図 3）ことから、肝炎ウイルス検診体制やたばこ対策の充実も

重要である。 
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図３．肝がん、肺がんにおける市区町村別年齢調整死亡率と年齢調整罹患率 

  （罹患：2005-2009年/死亡：2008-2012年） 単位：人口 10万対 
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市町村がん検診と愛知県がん登録における 

検診等発見割合および早期がん割合の関係について 

－ 愛知県内の医療圏別集計 － 

 

山口通代 伊藤秀美 田中英夫 

愛知県がんセンター研究所 疫学・予防部 

 

１．はじめに 

 愛知県の地域がん登録事業は 50年の長い歴史がある。2006年診断症例以降、がん診療（連

携）拠点病院の整備等により DCN割合は低下し、2010年診断症例では 17.8％となった。

また、二次医療圏別 DCN 割合についても、地域間で大きなばらつきがみられていたが、近

年、地域較差が改善され、地域間での比較が可能な状況となってきている。 

 今回、2006年から 2010年に実施された市町村がん検診の受診率と、同年の愛知県がん登

録の罹患データにおける「検診等発見割合」および「早期がん割合」について医療圏別に集

計を行い、受診率と検診等発見割合や早期がん割合の関係について比較し、医療圏別のがん

検診事業に資する結果を得ることにした。 

 

２．方法 

 「地域保健・健康増進事業報告」の資料を用い、市町村が実施する 5部位のがん検診につ

いて、2006年～10年の「平均推計受診率」を医療圏別に算出した。次に、DCN割合が 30%

以下となった 2006年～10年の罹患症例のうち、市町村がん検診の対象者である 40歳以上

の年齢（子宮頸部については 20歳以上）を集計対象として、12医療圏別、男女別、および

部位別に、「検診等発見割合」と「早期がん割合」（臨床進行度が「上皮内」と「限局」に

分類された者）を求めた。 

 集計にあたっては、まず、発見経緯から、「検診等発見割合」＝｛（検診＋健診）／（分

母に不明を含める）｝×100とした。また、臨床進行度から、「早期がん割合」＝｛（上皮

内＋限局）／（分母から不明を除く）｝×100として求めた。次に、「平均推計受診率」、

「検診等発見割合」、および「早期がん割合」相互の関係について散布図を作成し、近似曲

線から回帰係数と相関係数を求め、相関係数の検定を行った。なお、12医療圏のなかで、

DCN割合が 30％を大きく上回っていた東三河北部医療圏は、今回の相関解析から除外した。 

 また、愛知県の市町村が実施するがん検診受診率等の高さを、「地域保健・健康増進事業

報告」の全国値、および「国民生活基礎調査」の値（2007年と 2010年の平均）と比較した。 
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３．結果 

 愛知県の市町村がん検診受診率と発見率（名古屋市除く）について、全国値および国民生

活基礎調査と比較して表１に示した。愛知県は全国と比べ乳房を除く部位で受診率が高く、

国民生活基礎調査と比較すると、胃および乳房で低かった。がん発見率は肺および子宮頸部

で他部位に比べて低く、乳房および子宮頸部については全国に比べて低いものの、ともに国

の示す許容値は満たしていた。 

 集計に用いた、愛知県がん登録の罹患データについて、罹患数、平均年齢、5年平均の

DCN 割合を医療圏別、男女別に表 2に示した。 

 12医療圏のうち、DCN割合が 30％を大きく上回っていた「東三河北部医療圏」を除く

11医療圏について、男女別、部位別に「平均推計受診率」と「検診等発見割合」の散布図

の近似曲線から求められた回帰係数と相関係数を表 3に示した。男女とも胃、大腸、肺、お

よび女性の乳房で正の相関関係が認められ、子宮頸部では負の相関関係が認められた。有意

な相関が認められた大腸(P<0.01)と、明らかな相関関係は認められないが、負の関係がみら

れた子宮頸部の散布図を図１に示した。 

 また、「検診等発見割合」と「早期がん割合」の散布図の近似曲線から求められた回帰係

数と相関係数を表 4に示した。男性では、胃、大腸、肺で、女性では、大腸、肺、乳房、子

宮頸部で正の相関関係が認められ、男性の胃(P<0.05) 、女性の肺(P<0.01)、乳房(P<0.05)

においては、有意な正の相関が認められた（図 2）。 

 更に、「平均推計受診率」と「早期がん割合」の散布図の近似曲線から求められた回帰係

数と相関係数を表 5に示した。男性の胃、肺、女性の胃、大腸、乳房で正の相関関係が認め

られ、また、女性の子宮頸部で負の相関関係がわずかに認められたが、5部位とも有意な相

関は認められなかった。 

 

４．考察 

 受診率が向上すれば「検診等発見割合」が増加するという関係が推測されるが、大腸では

男女ともに有意な正の相関関係が認められたものの、子宮頸部では負の相関関係がみられた。

このことは、大腸については、市町村がん検診から発見され、地域がん登録に届出される罹

患の割合が、他部位に比べて高く、逆に、子宮頸部については、市町村がん検診から発見さ

れ、地域がん登録に届出される罹患の割合が低いことを意味するものと思われる。その原因

として、子宮頸部については、がん検診における初回受診者の割合が低く、がん検診リピー

ターの割合が他部位と比較して高いため、比較的がん罹患リスクの低い対象者の受診結果が、
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地域がん登録で把握される低い子宮頸がん検診発見者割合に反映されている可能性も考え

られる。 

 次に、「検診等発見割合」が高くなれば、「早期がん割合」は高くなるという関係につい

ては、胃の女性を除く全部位で確認されたが、検診等発見割合が高いにもかかわらず、早期

がん割合が低いなど、回帰式から大きく外れている医療圏が認められた。このような医療圏

については、今後、発見経緯や臨床進行度の情報の正確性について、詳細に検証する必要性

があると考えられた。 

 一方、市町村がん検診受診率と「早期がん割合」の関係については、大腸および肺では殆

ど相関関係は認められなかった。このことは、がん検診由来の早期がんの発見であるという

罹患情報が、正確に地域がん登録に届出されていない可能性が考えられた。また、子宮頸部

では負の相関関係がみられたことから、がん検診で発見された早期がんが、医療機関から地

域がん登録に届出されていない可能性も考えられた。 

 

５．結語 

 市町村がん検診のうち、子宮頸部のがん検診受診率は、地域がん登録における「検診等発

見割合」および「早期がん割合」と負の相関関係がみられることから、がん検診事業の実施

にあたり、子宮頸部のがん検診未受診者をターゲットとして、積極的に受診勧奨する必要性

が示唆された。 

 また、「検診等発見割合」と「早期がん割合」の回帰式から大きく外れている医療圏に対

しては、当該部位の診断情報を確実に登録するとともに、発見経緯、臨床進行度等の登録内

容を検証し、適切な助言をすることにより、登録内容の質を含めた精度向上が期待出来ると

思われた。 
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表１．統計資料によるがん検診受診率の男女別、部位別比較 

  （2007 年と 2010 年の平均） 

 

 

 

表２．愛知県がん登録における医療圏別、男女別の罹患数、年齢、DCN 割合（2006-2010

年） 

 

 

  

部位 胃 大腸 肺 乳房 子宮頸部

男 女 男 女 男 女 女 女

愛知県(市町村） 16.7 13.1 24.9 21.2 30.6 26.7 17.9 24.0

愛知県(調査） 29.8 23.5 25.7 22.1 23.4 19.0 24.5 24.8

全 国 12.4 10.5 20.3 18.7 21.6 20.0 18.9 23.3

愛知県(名古屋市除く）
がん発見率

0.17 0.21 0.06 0.27 0.06

全 国
がん発見率

0.16 0.20 0.06 0.30 0.07

がん発見率の許容値 0.11以上 0.13以上 0.03以上 0.23以上※ 0.05以上

出典 愛知県（市町村）および全国：「地域保健・健康増進事業報告」、愛知県（調査）：「国民生活基礎調査」
愛知県（名古屋市除く）がん発見率：愛知県の平成19年度および平成20年度各がん検診の結果報告書

※ 乳がん検診はマンモグラフィー導入により過大評価されている可能性があるため参考値として示されている。

罹患数 年齢（Mean±ＳＤ） 平均DCN割合

医療圏
男

(40歳
以上)

女
(40歳
以上)

女
(20歳
以上)

男
(40歳以上)

女
(40歳以上)

女
(20歳以上)

男
(40歳
以上)

女
(40歳
以上)

女
(20歳
以上)

名古屋 33,385 24,075 25,347 70.7±14.5 69.6±15.9 67.9±17.4 24.1% 23.3% 22.3%

海部 5,078 3,137 3,320 69.8± 9.8 68.6±13.5 66.6±15.4 22.3% 21.9% 21.0%

尾張中部 2,108 1,379 1,477 70.6±22.4 67.3±13.5 65.1±15.6 25.5% 27.5% 25.7%

尾張東部 6,704 4,435 4,725 70.0± 9.8 68.4±19.4 66.3±20.5 13.4% 15.6% 14.7%

尾張西部 7,594 5,356 5,744 71.1±18.1 68.7±13.6 66.4±15.8 26.7% 25.2% 23.8%

尾張北部 11,200 7,233 7,688 69.8±13.3 67.7±13.1 65.7±15.1 17.3% 17.5% 16.6%

知多半島 8,353 5,516 5,900 70.4±10.2 68.7±13.5 66.4±15.8 28.8% 25.4% 23.9%

西三河北部 5,974 4,118 4,418 68.7±10.7 67.5±24.7 65.2±25.4 9.5% 11.5% 10.9%

西三河南部東 5,005 3,730 3,980 69.5±10.5 68.0±13.8 65.9±15.8 14.6% 14.6% 13.8%

西三河南部西 9,513 6,448 7,045 70.4±14.1 68.4±14.0 65.4±16.7 14.8% 14.4% 13.3%

東三河北部 1,117 694 717 74.1±10.4 72.7±13.6 71.4±15.0 38.2% 45.8% 44.8%

東三河南部 10,101 6,892 7,268 70.8±10.4 70.2±17.6 68.3±18.9 24.9% 26.8% 25.7%
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表３．部位別、男女別にみた「平均推計受診率」と 

  「検診等発見割合」の相関について 

 

 

表４．部位別、男女別にみた「検診等発見割合」と 

  「早期がん割合」の相関について 

 

 

 

 

 

図１．「平均推計受診率」と「検診等発見割合」の散布図と近似曲線 

 

  

愛知県の2006年-2010年診断症例のうち、40歳以上の年齢（子宮頸部は20歳以上）を対象とした11医療圏別集計
平均推計受診率＝（2006年から2010年の各医療圏の推計受診率の合計）／５

男性 女性

部位 回帰係数 切片 R²  回帰係数 切片 R²

胃 0.29 16.2 0.195 0.25 13.9 0.234

大腸 0.35 12.4 0.738** 0.42 10.0 0.710**

肺 0.18 13.1 0.281 0.07 24.8 0.015

乳房 - - - 0.32 22.6 0.194

子宮頸部 - - - -0.84 55.8 0.154

*  P < 0.05、** P < 0.01愛知県内の2006-2010年診断症例を対象とした11医療圏別集計

男性 女性

部位 回帰係数 切片 R²  回帰係数 切片 R²  

胃 0.34 41.3 0.434* -0.10 45.9 0.013

大腸 0.23 48.2 0.097 0.45 38.6 0.253

肺 0.34 15.8 0.206 0.55 20.6 0.653**

乳房 - - - 0.58 49.1 0.492*

子宮頸部 - - - 0.14 72.0 0.039
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図２．「検診等発見割合」と「早期がん割合」の散布図と近似曲線 

 

 

表５．部位別、男女別にみた「平均推計受診率」と 

  「早期がん割合」の相関について 

 

 

  

愛知県の2006年-2010年診断症例のうち、40歳以上の年齢（子宮頸部は20歳以上）を対象とした11医療圏別集計
平均推計受診率＝（2006年から2010年の各医療圏の推計受診率の合計）／５

男性 女性

部位 回帰係数 切片 R²  回帰係数 切片 R²  

胃 0.15 46.0 0.181 0.01 44.0 0.001

大腸 -0.01 53.7 0.000 0.02 47.2 0.003

肺 0.01 21.9 0.003 -0.06 36.8 0.024

乳房 - - - 0.28 60.7 0.015

子宮頸部 - - - -0.50 88.0 0.115
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広島県腫瘍登録における食道腫瘍の解析 

 

金子真弓 1)2)、杉山裕美 1)3)、小笹晃太郎 1)3)、歌田真依 3)、有田健一 1)4)、 

梶原博毅 1)4)、米原修治 1)5)、武島幸男 1)6)、鎌田七男 1)7)、安井 弥 1)6) 

1)広島県腫瘍登録実務委員会、2)地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立安佐市民病院、 

3)放射線影響研究所、4)広島県医師会、5)厚生連尾道総合病院、 

6)広島大学大学院医歯薬保健学研究院、7)広島原爆被爆者援護事業団 

 

［目的］広島県腫瘍登録（病理登録）は 1973年に開始し、広島県内で病理診断されたすべ

ての腫瘍（良性・悪性）を登録している。2013年度は、食道腫瘍に焦点を当て、その解析

を行ったので報告する。 

［方法］1973年から 2008 年までに広島県腫瘍登録に登録された食道腫瘍について、性状、

性、組織型、診断年別の登録数、登録割合について検討した。また、食道扁平上皮癌に関し

て、多重がんの部位別発生数から食道扁平上皮癌と合併した多重がんの特徴を検討した。 

［結果と考察］1973年から 2008年までに登録された食道腫瘍は 10,098件（男性 7,419件、

女性 2,679件）であった。そのうち、約 3割が良性腫瘍（2,805例：男性 1,331例、女性 1,474

例）、7割が悪性腫瘍（上皮内癌を除く）（合計 7,003：男性 5,843例、女性 1,160例）、3％

が上皮内がん（290例：男性 245例、女性 45例）であった。 

 組織型別にみると、良性腫瘍は、男女とも扁平上皮乳頭腫が最も多く、男性では 940例

（70.6%）、女性では 1,277例（86.6％）であった。次いで、平滑筋腫/良性 gastrointestinal 

stromal tumor (以下 GIST)が多く、男性では 302例（22.7%）、女性では 158例（10.7％）

であった。悪性腫瘍は、男女とも、扁平上皮癌が最も多く、男性では 5,759例（94.6%）、

女性では 1,128例（93.6％）であった。次いで、腺癌が多く、男性では 146例（2.4%）、

女性では 28例（2.3%）であった。 

 登録数の年次推移をみると、良性腫瘍では扁平上皮乳頭腫が 1993年から急激な増加傾向

を示し、平滑筋腫/良性 GISTは観察開始時より緩やかな増加傾向を示した。悪性腫瘍では、

扁平上皮癌は男女ともに観察開始時より増加傾向を示し、腺癌は、男性では 1993年、女性

では 1998年から増加傾向が認められている。1990年以降の件数の増加には、内視鏡の精度

向上や、喫煙者・飲酒者等の食道扁平上皮癌ハイリスク者へ向けての積極的な検査の実施が

関与している可能性も考えられる。 

 年齢階級別登録数をみると、良性腫瘍の扁平上皮乳頭腫は、男女とも 60歳代にピークが

認められた。平滑筋腫/良性 GISTは、男性では 50歳代、女性では 60歳代にピークがみら
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れた。悪性では、扁平上皮癌は、男性では 60歳代にピークが認められたが、女性では 70

歳代にピークがみられ、良性腫瘍より高齢で発症する傾向がみられた。腺癌は男女とも 70

歳代にピークが認められた。 

 さらに、食道扁平上皮癌の多重がん発生について検討したところ、食道扁平上皮癌患者数

は 6,775人（男性 5,662人、女性 1,113人）で、そのうち男性では 1,562人（27.6％）、女

性では 199人（17.9％）に多重がん症例を認めた。男性では最多 6個、女性では最多 5個の

多重がん発症例を認めた。最も多く発生した多重がんの臓器は、胃、結腸、乳房など、もと

もと罹患率の高い臓器であったが、一方で口腔、咽頭、食道の占める割合が相対的に高く、

これらの腫瘍が食道がんに合併しやすいことが推察された。 

 

［謝辞］本報告は、広島県腫瘍登録実務委員会にて検討し、広島県腫瘍登録報告書 No.37（平成 26年 3月発行）

で報告したものである。 
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東京都地域がん登録室における実務作業効率化プロジェクト 

－精度の向上と迅速性を目指して－ 

To improve efficiency of cancer registration in Tokyo 

 

田渕 健 竹洞智絵 安部美由紀 大須賀直子 

東京都地域がん登録室 

 

１．はじめに 

 地域がん登録標準方式は，先進県の実績に基づき，登録精度向上や比較可能性を担保する

目的で標準化された．その結果，地域がん登録の普及との質の向上が図られた．地域がん登

録標準データベースシステム(標準 DBS)は標準方式を実装する現時点の最高のソリューシ

ョンである．しかし，地域がん登録標準方式の実務作業の基本は人手作業であり，全ての工

程を紙の帳票で処理し(電子ファイルも印刷出力して再入力)，定型反復作業も手作業ないし

目視確認を行い，更に工程管理も全て紙の帳票で行いというものである． 

 東京都では 2012年に地域がん登録事業を開始し，当初から標準方式を導入した．しかし，

2012年実績で届出票件数 10.5万件，死亡票件数 12万件強とデータ規模が大きく，単純な

標準方式の適用では，全てのデータ処理は困難な状況となった．標準方式を効率的に運用す

る取り組みが喫緊の課題となった． 

２．方法 

(1）作業効率化のポイント 

 まずは，個人情報保護，セキュリティには十分に留意し，安全管理措置を遵守する．多く

の工程はシステム化によって大幅に効率化が見込めると考えられるが，予め固定した仕組み

を構築するのではなく，標準方式の十分な理解の上で，現実のデータに基づき漸次システム

化を進め，継続的な軌道修正を図る．システム開発は，その時点で最も効率化が見込める部

分を登録室内において自力で行う． 

 従前，手作業で行ってきた定型反復作業を最適な方法で自動化するだけでなく，プロジェ

クトの管理調整もシステム化する． 

 一方，医療情報には特に曖昧さやゆらぎを含むため，がん登録実務の全てを自動化するこ

とは困難であり，自動処理が困難な工程に人手を集中させる． 

（2）実務作業工程の見直し 

 作業工程を見直し，次の様に整理する: 



JACR Monograph No.20 

第 2 部：学術集会記録 －一般演題－ 

 

151 

工程システム管理・研修，データクレンジング，データコーディング，突合・エラーチェッ

ク，遡り調査，生存確認調査，統計解析・疫学．このうち，当登録室で作業実績のある工程

について以下に述べる． 

1）工程システム管理・研修 

 従来，定期的ミーティングと紙の工程管理票によって，実務情報の伝達を徹底してきたが，

作業規模や人員規模が大きくなるにつれて，過不足・不確実な伝達が増加してきた．そこで，

登録室の全業務情報を職員間で効率よく共有化するために，標準 DBSとは別に，登録室内

LAN 内(外部ネットワーク非接続)に簡易サーバを 1台設置し，グループウェア Group 

Session4 とバージョン管理ソフト tortoise SVN1.8 を導入した．スタッフのスケジュール管

理，集計管理や作業工程管理等の業務は，ペーパーレスで一元管理するようにした．加えて，

情報伝達の受け手側の能力向上を図るため，従来の実務的な指導に加えて，病理学，がん医

療，疫学，コンピュータシステム等について体系的な専門研修を登録室内で定期的に実施す

る． 

2) データクレンジング 

 届出票・死亡票の受領計数処理と異状の確認，帳票様式(データフォーマット)の整理分類

後，電子データは標準様式への変換し，紙帳票は受領初期の段階で PDF化する．入力作業

は，ワイド画面ないし 2画面を用いて，PDFを見ながら，Excel入力フォーマットで行う．

入力フォーマットは，Excel 2010以降の VBAで実装した．入力作業はダブルエントリーで

行い，入力後の監査・不一致確認は，テキスト自動処理後に目視確認を実施する． 

 紙帳票をテキスト入力後，電子データと一体化して電子データとして，項目の整合性チェ

ックと補正，フリーテキストの情報整理(標準項目への当てはめ)とキーワード化・標準項目

化等の作業を行う．この作業も Excel入力フォーマットを用いた目視と手作業である． 

一定期間ごとに届出票および死亡票毎に電子ファイルに結合する．ただし，この段階では，

まだ標準 DBSに登録しない． 

3) データコーディング 

 データコーディングの工程は，一般的なデータマネージメントでは，データクレンジング

として捉えられるが，重要性を鑑み独立させた．住所，医療機関名，診断名(原発部位，病

理診断名)，病期などの重要項目は，同義語，記載のゆれ，曖昧表記，誤記，キーワード抽

出されたフリーテキスト等の標準用語(ないし正しい用語)に正規化する．第 1・2水準漢字以

外の文字コードは置き換えする．がん診断情報は，国際疾病分類腫瘍学第 3版(ICD-O3)に

基づいてコード化する(ICD-O3のコードが付かない診断名は非がん症例と判定，死亡票はコ

ードの有無でがん死亡票と非がん死亡票に分別)．病期は，UICC-TNM分類第 7版との整合
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性を確認し病巣の広がりに変換する．厳密に正規化されたデータは，自動コーディングを実

施する．自動コーディングは Python3.x にて開発中である． 

 診断名(ICD-O3，類義語，略語を含む)，病期・進展度(UICC-TNM)，住所コード，医療

機関コード，文字コード(第 3・4水準漢字，住基文字・戸籍文字，異体字，変体仮名等)等の

情報コード化に必要な広範な辞書整備する．それ以外の一意的な用語に正規化出来ないデー

タは手動・目視する． 

4) 突合・エラーチェック 

 項目記載内容の確認および各項目間の論理チェックを行い，記載の誤り，項目間の矛盾等

を洗い出す．エラーチェック作業は，まず自動処理を行い，それが出来ない処理のみを目視

作業で行う．単純エラーは規定ルールにより自動化作業で単純補完し，単純補完不能な重要

項目のエラーは照会リストを作成する． 

 届出票・死亡票の重複削除および突合，多重がん判定を行い，突合出来ないがん死亡票は

遡り調査対象として同定する．突合後に，標準 DBSへの登録・集約を完成させる． 

３．結果 

 東京都地域がん登録室のスタッフは，常勤 3名，専務的非常勤 9名，入力委託職員 6名(そ

の内常時 2.5名が作業する)が在籍する．重複未整理段階での 2012年診断症例の届出票件数

は，10.5万件，死亡票は，移送分重複未整理前の段階で，2012年度分受領件数は，12万件

強であった．2012年診断症例の届出票の受領は，2013年 9月以降に全体の約 2/3が集中し，

死亡票は，死亡月の約 3ヶ月遅れで月次毎に定期的に受領した．受理帳票の電子化率は，届

出票約 75%，死亡票約 7割した．2012年 7月～2013 年 11月の間，標準 DBS運用して，

届出票 8290件(紙の帳票のみ)，死亡票 132,590件を登録した．処理件数は，2013年度末ま

でに受領したデータの 6割弱であった． 

 そこで，2013年 8月以降，効率化プロジェクトを始動させた．まずは，2013年 8月に電

子データの紙帳票出力を中止， Excelによる入力フォームとテキスト整形処理プログラムの

設計と実装を行い，2013 年 12月以降，Excel入力フォームの運用を開始，データクレンジ

ングやデータクレンジング作業にもこの Excel入力フォームを用いた．2014年 4月以降，

システムに精通したスタッフを新たに雇用して，グループウェアとバージョン管理を目的と

するサーバ導入し，作業工程管理は，ペーパーレスで一元管理して効率的に共有した．2014

年 5月には，紙帳票の受理作業を除き，全作業工程でペーパーレス化を実現した． 

４．考察 

 データクレンジングの工程は，従来，一部は前作業として受理および仕分け作業として認

識されていたが，それ以外，一般的事務作業やコーディング・集約の中に分散して行われて
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きた．この様な地道な作業を明示的に意識して体系化することで，他の工程作業を明確にし

て，大幅な効率化に繋げる．クレンジング工程は，紙帳票の取扱はもちろん，電子ファイル

を扱う場合も殆ど手作業であるため，この工程自体の作業時間の圧縮は出来ない． 

 データコーディングの工程は，これまで全てを目視確認によって人手作業を行い，全実務

作業の過半数を占めてきたが，データクレンジングとデータ正規化を明確な手順で行えば，

コーディング作業の 2/3は自動化出来る． 

 突合・エラーチェックは，標準手順では，集約・統計に属する作業である．突合は，原理

的には，処理件数のべき乗に比例する．標準方式で行った場合，東京都の件数規模では，今

後，全作業の過半数を占めると予測されたため，新たなアルゴリズムを導入して，全体の作

業で占める割合を 1/4程度に圧縮出来る見込みである． 

 自動化のためには，電子化がまず必要である．そのために医療機関が電子データで提出し

やすい環境も必要である．しかし診療情報システムの構築には人手とコストを伴うため，中

小規模の医療機関では，どうしても電子化は遅れる傾向にある．そこで，上述した Excel入

力フォームの配布を検討している． 

 標準方式に完全準拠して作業を進めた場合，今後増大する突合作業や，遡り調査や生存確

認調査に見合う人員規模は，東京都規模では実務担当者が 20名以上必要と試算される．が

ん登録士という職業の認知度が低い現状では，専務的非常勤職員新任者の殆どはがん登録未

経験者である．未経験者ががん登録の実務を行うには，地域がん登録の標準方式に従っても，

原理的なことの理解に約 1ヶ月，1人で独立して実務をこなせるには，約半年は必要であり，

人員規模が大きくなると統括方法も工夫が必要である． 

 これまでは定期的にミーティングを行い，紙の管理工程表を用いて手作業と目視による確

認を繰り返してきたが，形式的に陥りがちで，必ずしも正確な情報伝達がなされていなかっ

た．工程管理のシステム化により，実務作業やプロジェクトの管理調整もリアルタイムで手

許の端末で行える様になり，形式的な会議や紙伝票を廃止することが出来た．今後，体系的

な専門研修を通じて，スタッフのレベルアップを図る予定である． 

 全国がん登録が始まると，医療機関は所在都道府県の登録室に，患者住所にかかわらず届

出票を提出することになるため，東京都の場合，届出票件数は，現在の最大 2倍近くに達す

ると予測している．また，東京都の人口移動は顕著であり，国勢調査によれば，5年で約 1

割の人口が都外に移動するといわれ，生存確認調査の住民票照会の事務量も想定外に大きい

と予想している．このような膨大な情報量を処理に対応するためには，その場凌ぎの対応で

は不可能であり，現在から体系的な情報処理のしくみを整えておく必要がある． 
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 フリーテキストや曖昧表記・誤記等が多い文書の自動化には，自然言語処理や機械学習の

考え方を取り入れる必要があり，今後の課題である． 
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がん登録等の推進に関する法律施行までの 

国立がん研究センターの準備工程 

 

松田智大 柴田亜希子 西本 寛 

国立がん研究センター がん対策情報センター 全国がん登録センター準備室 

 

はじめに 平成 25年 12月 6日、がん登録等の推進に関する法律（以下「がん登録推進法」）

が成立した。本法律において、国立がん研究センターは全国がん登録に係る多くの事務を厚

生労働大臣から委任されることになっており、施行前にその準備行為を行うことができると

されている。本発表では、平成 28年 1月に予定されている本法律の施行に向けて必要と考

えられる準備工程を説明する。 

方法 平成 26年 4月に国立がん研究センターがん対策情報センターに設置された全国がん

登録センター準備室において、平成 28年 1月にがん登録推進法が円滑に施行されるために

必要な準備工程を検討した。 

結果 準備工程は、政省令の制定、全国がん登録システムの開発、都道府県や医療機関に対

する説明会の開催や広報、都道府県の地域がん登録データ取り扱いの検討などが挙げられる。

政省令の制定は、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及び全国がん

登録のガイドライン等の準備のための研究班の班員の協力のもと、たたき台が作成され、厚

生科学審議会の下位組織としての部会が審議を担当する。平成 26年 6月を目処に審議会が

開催され、登録項目等、急を要する政省令事項からガイドライン等まで順に年内に協議、決

定される。システムの開発は、国立がん研究センターがん対策情報センターに開設された準

備室を中心に行われ、平成２６年度中に、都道府県への VPNルーターの設置や、機能試験

を含めたすべての開発工程が終了する。説明会としては、主として全国がん登録の業務を受

託することになる都道府県の行政担当者向けのものが平成 26年度中に複数回開催され、必

要に応じて都道府県がん診療連携拠点病院向け、医師会向けのものの開催が検討されている。

個別の医療機関に対しての情報提供は、資料配布や、各都道府県での説明会の開催が想定さ

れる。現状の地域がん登録データと、全国がん登録データとの連携についても関係者間で協

議が重ねられ、取り扱いについて判断される見込みである。平成 27年度は、既に設定され

たシステムでの試験運用や、現状の地域がん登録作業の促進、引き続きの広報等が予定され

ている。 

結語 平成 26年 6月現在想定される、がん登録推進法施行までの国立がん研究センターの

準備工程を示した。4月に開設された準備室が、都道府県、医師会、医療機関、国民に適切
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に情報提供をし、協力を仰ぎながら、最短で準備を進めれば、法施行当初から、高精度の全

国がん統計を作成することができるだろう。 

  



JACR Monograph No.20 

第 2 部：学術集会記録 －一般演題－ 

 

157 

がん登録等の推進に関する法律に基づく 

罹患統計報告に係る事務および工程の検討 

 

松田智大 柴田亜希子 西本 寛 

国立がん研究センター がん対策情報センター 全国がん登録センター準備室 

 

はじめに 平成 25年 12月 6日、がん登録等の推進に関する法律（以下「がん登録推進法」）

が成立した。本法律は成立から 3年を超えない時期に施行することになっており、平成 28

年 1月の施行を目標に準備が進められている。平成 26年 4月、国立がん研究センターがん

対策情報センターに全国がん登録センター準備室が設置された。準備室では、本法律の施行

後初の罹患統計となる予定の 2016年罹患集計を報告するまでに必要な事務および工程の試

算を行ったので報告する。 

方法 がん登録推進法に寄せられた期待の一つに、罹患と同年の死亡統計の公表時期から遠

くない時期での罹患統計の公表がある。死亡統計の公表時期は死亡年の翌年の 10月である

ことから、死亡は 1年内、同年の罹患統計の公表時期は現在の地域がん登録におけるデータ

確定時期の 2年 9ヶ月を 9ヶ月短縮して、2年内とすることを目標として必要な事務および

工程の検討を行った。 

結果 本検討において考慮すべき点は、政省令により定められる医療機関から都道府県への

届出の締め切りであり、特に、がん症例中多数を占める拠点病院からの届出のタイミングで

ある。現在、国立がん研究センターがん対策情報センターで実施しているがん診療連携拠点

病院等院内がん登録全国集計は 11月実施であり、各院内がん登録でのデータ整理は、本集

計への提出を目処に実施されている。この収集タイミングを 7月にまで早めることで都道府

県でのデータインポート又は入力、照合の作業により長く時間を割くことができるようにす

る。都道府県においては、罹患年から 1年以内に収集、入力、照合、集約作業を終了する。

国立がん研究センターは、死亡年の翌年 10月に入手した死亡者情報票の整理を経て、都道

府県での作業完了から 3ヶ月の期間で 47都道府県の届出票の県間照合を実施、その後、更

に 3ヶ月をかけ、整理した届出票と死亡者情報票とを照合し、生死情報を付与するとともに、

DCN 症例を登録する。照合結果をもって、都道府県は、3ヶ月間でいわゆる遡り調査を実

施し、その結果をもって、最後の 3ヶ月で国立がん研究センターが、全国がん登録情報を完

成させる。都道府県では、県内照合作業をしている最中に既に翌年の届出票が提出始めるた

め、実際には複数年診断症例の作業が並行して行われることとなる。 
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結語 2016年罹患集計を可能な限り早い時期に報告するために必要な事務および工程を検

討した。各作業には未知の部分が残るものの、これまでに蓄積した知見を活かし、慎重かつ

大胆な対応を実現できれば、罹患年より 2年以内のがん統計の作成を達成できるであろう。 
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がん罹患の長期推移集計に対する登録データ利用対象県の検討 

 

堀芽久美 1) 片野田耕太 1) 松田智大 1) 

西野善一 2) 柴田亜希子 1) 服部昌和 3) 井岡亜希子 4) 早田みどり 5) 西本 寛 1) 

1) 国立がん研究センターがん対策情報センター、2) 宮城県立がんセンター研究所 

3) 福井県立病院外科、4) 大阪府立成人病センター、5) 放射線影響研究所 

 

【背景】1985年から 2007年までのがん罹患の長期推移は宮城県、山形県、福井県、長崎県

の 4県の地域がん登録情報の合計から集計されてきた。しかし、宮城県地域がん登録の地域

がん登録標準データベースシステム導入準備のため 2008年からしばらくの間は、これまで

と同じように 4県合計データから罹患推移の検討を行うことが困難である。そこで、本研究

では長期推移集計に対する 3県合計データの適用可能性を検討するため、3県合計、4県合

計、全国のそれぞれの罹患、死亡の推移の比較を行った。 

【方法】がん罹患は 1993年から 2007年の間に診断され、宮城県、山形県、福井県、長崎

県の地域がん登録に登録された症例を対象とした。4県合計データは国立がん研究センター

の公表値を利用し、3県合計データはがん罹患モニタリング集計の詳細集計用データから得

た。また、全国データとして全国がん罹患モニタリング集計の全国推計値を利用した。がん

死亡には人口動態統計で公表された 1995年から 2012年のがん死亡データを利用した。が

ん罹患、死亡の推移の比較のため 3県合計、4県合計、全国の部位別性別年齢調整率を 1年

ごとに算出し、3県合計、4県合計、全国の推移傾向の差異の検討のために全ペアの相関係

数を算出した。 

【結果】1993年から 2007年の間の 1年平均がん罹患数は、3県合計、4県合計、全国でそ

れぞれ、18,878例、29,858 例、553,690例であった。3県合計－4県合計、3県合計－全国、

４県合計－全国の相関係数は男性の全部位でそれぞれ、0.897、0.866、0.809、女性の全部

位で 0.963、0.880、0.865 であった。3県合計－4県合計では、主要部位(胃、肝臓、肺、乳

房、前立腺、大腸)のすべてで 0.7を超える高い相関を示した。3県合計－全国では、男性の

肺、女性の大腸で相関係数が低かった(男性肺：0.319、女性大腸：-0.102)。4県合計－全国

は 3県合計－全国と同様の傾向を示した。 

1995年から 2012 年の間の 1 年平均がん死亡数は、3 県合計、4県合計、全国でそれぞれ、

10259例、15902例、314737例であった。3県合計－4県合計、3県合計－全国、４県合計

－全国の相関係数は男性の全部位でそれぞれ、0.996、0.992、0.995、女性の全部位で 0.980、

0.981、0.981であった。3県合計－4県合計では、主要部位のすべてにおいて 0.7を超えて
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高かった。3県合計－全国では、男性の前立腺(0.680)を除いて 0.7を超える高い相関があり、

4県－全国の相関は 3県合計－全国と同様の傾向を示した。 

【考察】全部位の罹患、死亡の推移は 3県合計、4県合計、全国で同じ傾向を示すことが示

唆された。部位別では、罹患の推移において 3県合計－全国で非常に小さな相関係数を示し

た部位が存在した。これは罹患推計に利用される県が年によって異なることや、登録精度に

ばらつきがあるといった罹患全国推計の特徴による全国推計値の不安定さの影響として考

えることができる。 
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登録室紹介演題 

 

岩手県地域がん登録の現状 

 

日下純男 岩手県地域がん登録運営委員会委員長 

 

１ 岩手県のがん登録 

 岩手県地域がん登録事業は、平成２年より岩手県の事業として発足し、岩手県医師会が委

託を受けて県、岩手医大、県病、医師会の関係者による運営委員会を組織し運営しています。 

 がん登録の実務については、平成３年に故八重樫雄一運営委員長が「がん登録実務規定」

を作成し、この規定に従い専任職員が登録業務を行っています。 

 平成 11 年にがん登録情報の入力・照合・集計、分析表作成のために「岩手県がん登録シ

ステム」（岩手県ＤＢＳ）を作成し運用しています。平成 25 年４月より、標準ＤＢＳ導入

に向けてデータ移行作業を行っています。 

 

２ 岩手県のがんの特徴 

 岩手県主要部位のがんの特徴を、平成 22 年の岩手県・全国値で表示しました。 

（岩手県のがん罹患の把握率が低いため、人口動態統計の年齢調整死亡率により表示） 

 岩手県は肝・肺・食道がんが低く、全部位・胃・大腸・乳女・膵・前立腺・胆道・子宮・

卵巣・白血病・膀胱がんが高い地域です。 

 

３ 登録情報の開示 

1）協力医師及び関係機関への開示－岩手県地域がん登録事業報告書を毎年配布 

2）協力医師及び関係機関へ登録情報を提供 

①報告書掲載以外の数値情報、②登録患者の予後情報、③個人同定を含む登録情報に分けて

利用規定を定め提供 

3）岩手県地域がん登録届出状況－岩手県医師会のＨＰに随時掲載 

4）岩手県民への開示  

1 岩手県医師会のＨＰに掲載「岩手県のがんの現況について」 

2 リーフレット→がん検診受信者に配布 
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４ 登録精度 

 がん診療連携拠点病院の充実により、平成 20 年からＤＣＯの割合が目標値の 25％以下と

なり登録精度が向上してきております。 

（岩手県では補充票を作成していないのでＤＣＯ＝ＤＣＮとなっています） 

 

≪H22 岩手県の登録精度≫ 

  確定総人口 ： 1,330,147 

  がん罹患数 ： 10,048 

  がん死亡数 ： 4,322 

  ＤＣＯ/Ⅰ ： 14.2 

  ＤＣＮ/Ⅰ ： 14.2 

  Ｉ/Ｍ ： 2.32 

  ＭＶ/Ｉ ： 81.9 

  ＭＶ/Ｒ ： 92.6 

 

５ 岩手県のがん登録より見たがん検診 

≪がん検診等での発見割合≫ 

上皮内がんは除く。がん検診等：がん検診、健診・人間ﾄﾞｯｸで発見された割合。  （％） 

地域（年） / 部位 全部位 胃がん 大腸がん 肺がん 乳女がん 子宮がん 

岩手県(2007-2009 年の平均) 18.5  25.1  22.8  19.6  21.6  12.6  

全国(2008 年 34 道府県合計) 13.9  19.5  16.0  16.5 21.0  14.4  

（全国値は 2008年の全国がんモニタリング集計より引用） 

◎岩手県のがん検診発見率は全国より大分高くなっています。 
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≪限局がんの割合≫ 

上皮内がんは除く。全部位の進行度不明率：岩手県－18.2％、全国－18.8％。 （％） 

地域（年） / 部位 全部位 胃がん 大腸がん 肺がん 乳女がん 子宮がん 

岩手県(2007-2009 年の平均) 40.8  55.0  41.7  22.7 55.4 31.2  

全国(2008 年 34 道府県合計) 40.3  48.9  40.9  25.6 53.8 50.6  

（全国値は 2008年の全国がんモニタリング集計より引用） 

◎岩手県の主要部位の限局がんの割合は、全部位・胃・大腸で全国の合計値より大分高く

なっています。 

 

≪発見経緯別５年相対生存率≫ 

上皮内がん等除く。2004年－2006年診断例           （％） 

発見別 胃がん 大腸がん 肺がん 乳女がん 子宮がん 

検診群 96.7  100.7  48.5  98.8  99.1  

外来群 56.0  65.2  21.6  86.3  64.5 

対象数 2,118 2,769 1,066 1,065 281 

◎がん検診等で発見された場合には明らかに生存率が高くなっています。 
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～ 愛媛県地域がん登録室の紹介 2014 ～ 

「これまで」と「これから」 

 

白岡佳樹 寺本典弘 山下夏美 西森京子 向井田貴裕 

独立行政法人国立病院機構四国がんセンター地域がん登録室 

 

1. 愛媛県の概況 

愛媛県の人口は約 141 万人（平成 25 年）で、前年から約 8,300 人減少した。高齢化率

は 27.6％（平成 25 年）で、年々上昇傾向である。 

2. 愛媛県地域がん登録の歩み 

1985 年 愛媛県医師会に「がん登録検討委員会」が設立 

1987 年 試行登録開始 

1990 年 愛媛県の事業として地域がん登録事業が開始 

2007 年 四国がんセンターに地域がん登録事業を委託 

    標準登録様式・地域がん登録標準データベースシステムを導入 

3. 拠点病院（院内がん登録）との連携 

2007 年から四国がんセンターで地域がん登録業務を行うにあたり、県外への移動が少

なく、県内の基幹病院に患者が集まっている愛媛県の特徴を踏まえ、まず拠点・推進病

院のがん登録の体制を確立することを目指した。 

愛媛県には、7 つのがん診療連携拠点病院（以降：拠点病院）と 6 つのがん診療連携推

進病院（以降：推進病院）がある。これらの施設は「HosCanR を使用して院内がん登

録を行うこと」を指定要件の一つとしている。また、愛媛県がん診療連携協議会がん登

録部会の事業として、四国がんセンターを中心とした 13 の拠点・推進病院が参加する

院内がん登録の研修会を開催している。 

これらの取り組により、質の高い院内がん登録データの作成、院内がん登録データから

地域がん登録データへの速やかなデータ移行・提出の出来る体制を構築した。 

地域がん登録室も、提出されたデータをシステムと目視によるチェックを行い、問題・

疑問のあったものを各施設に還元し、データ精度の向上の一助になるように努めている。 

4. 登録精度の向上 

2007 年診断では届出件数が拠点病院で 8,268 件だったのものが、2011 年診断で 11,029

件と約 25％増加しており、DCN（上皮内を除く）も 34.3％から 16.9％と大きく改善し

てきている。 
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5. 今後の取り組み 

拠点・推進病院に対しての取り組みは一定の成果が現れてきているが、愛媛県にある約

143 の病院の内、拠点・推進病院は約 10％弱の施設でしかない。現在、一般施設への

フォローとしては、愛媛県地域がん登録室内に、一般病院が登録に困った時に相談・対

応する為のヘルプデスクを設置し、医師会を通じて広報している。ただ、2016 年から

開始される全国がん登録においては、残りの約 130 の施設が一定の精度の登録票を作成

出来るかと言うところが問題になってくる。そこに対応する為に、一般病院への地域が

ん登録研修会などを現在、企画・検討している。 
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和歌山県地域がん登録の紹介 

 

泉谷光次郎* 笹本留美 伊賀奈美 中村華歩 瀬川尊貴 渡瀬広道 山本信之 

* 和歌山県立医科大学附属病院 腫瘍センターがん登録室 

 

１．はじめに 

 2011 年より和歌山県福祉保健部健康局健康推進課が実施主体となり和歌山県地域がん登

録事業を開始した。地域がん登録事業については、和歌山県立医科大学附属病院（以下当院

とする）が受託し、県内各医療機関からの届出受付、登録、集約、集計を行っている。 

 

２．地域がん登録届出状況 

 県内各医療機関が当院に対して届出した件数（年別）を表 1 に示す。 

 

３．罹患集計報告書作成への取り組み 

 事業開始後 3 年目の 2013 年 1 月に 2009 年分罹患集計報告書を作成し、2013 年 12 月に

は 2010 年分罹患集計報告書を作成した。罹患集計報告書は県内関係各所に配布するととも

に、和歌山県庁のホームページに掲載し、県民向けに情報発信を行っている。なお、2009

年診断症例における全罹患件数は 8,356 件（男性 5,029 件、女性 3,327 件）あり、2010 年

診断症例における全罹患件数は 8,623 件（男性 5,024 件、女性 3,599 件）であった。また、

年齢調整罹患率（人口 10 万対）は、2009 年診断症例で男性 511.7、女性 283.5 であり、2010

年診断症例では男性 500.2、女性 307.7 となった。2009 年及び 2010 年診断症例の届出精度

（全部位）に関する指標を表 2 に示す。 

 

４．考察 

 表 1 に示すとおり、県内各医療機関からの届出件数が順調に伸びており、事業開始当初の

2011 年の件数と直近の 2013 年の件数で比較すると、増加が著しいがん診療連携推進病院

（県指定）で 2.4 倍、その他の病院や診療所で 2.8 倍それぞれ増加している。さらに、表 2

に示すとおり 2009 年診断症例に比べて 2010 年診断症例の方が全体的に精度の向上が見ら

れる点も届出件数増加に関係していると思われるが、届出件数増加の一番の要因は、包括支

払制度（DPC）において、地域がん登録に届出した件数が係数として評価されている為であ

ると考える。 
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また、事業開始後 3 年目にして、罹患集計報告書を 2 年分発行できたのは、事業開始当初か

ら実施主体である和歌山県から県内各医療機関へ届出協力の働きかけを積極的に実施した

ことから、院内がん登録を実施している県内各医療機関を中心に届出協力を得ることができ

た事や、届出受理するデータを 2009 年診断症例のデータから行うことを早期に決定し周知

した結果であると考えている。 

さらに、地域がん登録事業実施にあたり、当院の診療情報管理士を中心に院内がん登録実務

の経験を生かして、届出受理したデータの内容確認、登録、集計作業を滞りなく実施できた

事も要因の一つであると考えている。 

 

５．今後の取り組み 

1）県内がん登録実務者向け研修会の充実 

 届出件数の増加（登録件数の増加）に伴い、登録実務上の疑問点等について当院に問い合

わせがあることや、国立がん研究センター主催の院内がん登録実務者研修会が縮小傾向にあ

ることを考え、県内独自のがん登録実務者研修会の充実を図る必要がある。2013 年までは、

年 2 回開催していたが、2014 年は、年 4 回開催する方向で検討している。 

2）遡り調査の実施 

 過去 2 度の罹患集計報告書の作成を行ったものの、DCN 及び DCO の高値が課題である。

より精度の高い罹患集計を行うことを目標に 2014 年中に遡り調査の実施を予定している。   

3）生存確認調査の実施 

 2009 年及び 2010 年診断症例を対象に住民基本台帳ネットワークシステムを活用した生

存確認調査の実施を 2014 年に予定している。生存確認調査実施後は、3 年生存率の算出と

その公表について検討する予定である。

 

表 1 年別届出件数 

 

 

表 2 届出精度（全部位） 
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福島県地域がん登録における出張採録の実施 

 

武藤前子 加藤美由起 三浦弘子 齋藤麗子 芳賀玲子 佐々木敦子 

加藤順子 鈴木剛弘  松谷 治 石田 卓 大平哲也 

福島県立医科大学 県民健康管理センター 

 

１ 福島県の概況 

 当県は、東北地方の最南端に位置し、中通り・会津・浜通りの三地方に分かれている。人

口は約１９４万人、平成２４年の年間死亡数は２３，４１８人で、第一死因である悪性新生

物での死亡は６，２３５人で全国と同様に年々増加している。 

 

２ 福島県地域がん登録の現状 

 福島県の地域がん登録は、平成２２年３月に県から福島県立医科大学に委託され、統計の

対象を２００８年（平成２０年）症例以降とし事業を開始した。 

届出数は、当初約９，７００枚（平成２２年度実績）だったが、説明会等の実施により協力

医療機関も増加し、平成２４年度は約１２，４００枚、平成２５年度は１３，４００枚と徐々

に増えている。 

 

３ 出張採録の実施の経緯 

 平成２３年３月の東日本大震災に伴う原子力災害により、当県においては、震災前後の罹

患数比較が大きな意味を持つこととなった。しかしながら、届出は増加傾向にあるものの、

震災前データの量的精度は低く、比較検討には不十分であり、平成２５年度から出張採録を

実施することになった。 

 

４ 出張採録の実施 

 県内の一般病床数９８床以上の４３病院に協力依頼し、承諾のあった２２病院で平成２５

年６月から出張採録を実施している。 

 収集する症例は、①診断時住所が「福島県」であるもの、②入退院日が２００８年（平成

２０年） １月１日～２００９年（平成２１年）１２月３１日の２年分、③「がん」と診断

または治療を行ったものとした。 
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５ 出張採録の結果 

 １）平成２６年４月末現在、１９病院で実施し、７，７８３枚を収集した。（図１） 

 ２）２００８年（平成２０年）症例の推定罹患数に対する把握罹患数の割合が、採録前は 

   ７４％だったものが９０％になった。 

   地方別でみると、中通り地方で１，５００件増え、推定罹患数を超えた。浜通り地方 

   では約７００件増えたものの、推定罹患数にまだ約１，０００件不足している。 

 

図１．自施設診断年別届出・採録状況と罹患数（上皮内がんを含む） 

 

 

６ 考察と今後の取組 

 出張採録の実施は、２００８年（平成２０年）症例の量的精度の向上に大きな効果があっ

た。 

 しかし、特に震災の被害が甚大であった浜通り地方では収集がいまだ不十分であり、今後

更なる出張採録の協力依頼や届出協力の広報を進めていく予定である。 

 また、出張採録から自主届出への移行を促しながら、２００９年（平成２１年）症例以降

の精度向上も目指していきたい。 
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大阪府がん登録 地域がん登録室紹介 

 

岡元かおり 石田理恵 松本吉史 井上容子 

中田佳世 井岡亜希子 宮代 勲 松浦成昭 

大阪府立成人病センター がん予防情報センター 

 

【大阪府がん登録の歴史と概要】 

 大阪府がん登録事業は、大阪府における悪性新生物（がん）対策の推進に貢献し、更に医

療水準の向上を図ることを目的として、1962 年 12 月に開始された。大阪府は大阪市と堺市

の 2 政令市、豊中市・高槻市・東大阪市・枚方市の 4 中核市を含む 43 市町村からなり（2014

年 4 月現在）、11 医療圏に区分されているが，これらの医療圏、人口 886 万人（平成 22

年国勢調査）をカバーしている。「五大陸のがん（http://www-dep.iarc.fr/）」には、第 2

巻から第 10 巻（罹患年：1970 年～2007 年）まで継続して掲載されている、歴史の長いが

ん登録室である。 

 

【がん登録の体制】 

 大阪府がん登録事業は、大阪府健康医療部、大阪府医師会、大阪府立成人病センターがん

予防情報センターとの密接な連携のもと行われている。中央登録室は大阪府立成人病センタ

ーがん予防情報センター企画調査課に設置され、医師 2 名、事務 3 名、診療情報管理士 1 名、

非常勤職員約 13 名、（うち診療情報管理士 1 名）、委託職員 1 名が、地域がん登録業務に

従事している。登録業務のみならず、登録資料精度向上のための研修や実務支援にも対応し

ている。 

 

【登録作業の概要】 

 2005 年より標準データベースシステムを導入し、届出票（約 75,000 件/年）、がん死亡

票（約 28,000 件/年）、遡り調査（約 8,000 件/年）等の登録作業を行い、更に、住基ネット

照会（診断から 4 年後、5 年後、10 年後の計約 73,000 件）および住民票照会（約 3,000 件）

による生存確認調査を実施している。遡り調査と住民票照会は大阪府を含め 47 都道府県中

8 府県の実施であったが、大阪府がん登録では適正な人員（常勤換算〈FTE〉14.74）を配

置 1)することによりこれらを行い、登録資料の精度向上、信頼性の高い生存率の算出（生死

不明割合 1％前後）を実現している。全国がん登録の開始後も、信頼性の高い生存率の算出

を維持するため、このような体制を継続の予定である。 
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【がん対策と研究における利用】 

 大阪府がん登録資料は、「第二期大阪府がん対策推進計画 平成 25（2013）年 3 月」の

作成や小児および AYA 世代のがん対策の企画と評価に利活用されており、さらにがん研究

においても国内外で活用されている（2013 年論文：英文 9、和文 7）。また、がん登録資料

の利用を推進するため、web 上で大阪府や医療圏および市町村のがんの統計が容易に入手で

きる「統計でみる大阪府のがん」（http://www.ccstat.jp/osaka/index.html）を公開してい

る。 

 

参考文献 1）地域がん登録の標準化と精度向上に関する 10 年後調査結果報告書 平成 26

年 3 月 
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鳥取県がん登録の歴史と現状および課題 

 

岡本幹三* 尾崎米厚 

鳥取大学医学部附属病院がんセンター 

 

１．鳥取県がん登録 42 年の流れ 

 鳥取県がん登録は、昭和 46 年に鳥取県の委託で鳥取県健康対策協議会の中の腫瘍登録委

員会の活動の一環として発足した。県医師会を中心にがん患者の届出がはじまった。 

 40 年代は、ほとんどが紙ベースの登録作業で、とりわけ照合作業は大変なものであった、

と聞いている。50 年代になって電算機が導入され、カードパンチによる登録情報の入力、

磁気テープによるデータ管理と集計解析が行われた。60 年代からはパソコンによる腫瘍登

録システムによるデータ入力、照合、保存、集計解析が可能となって、登録作業は一段と集

約化され簡便化された。その後、平成年代に入って情報処理技術は日進月歩で進み、コンピ

ュータ画面上で、入力、照合、検索、集計作業 ができるようになってきた。30-40 年前の

手作業による紙ベースでのファイル記録情報との照合や大量の紙ファイル保管などの苦労

や負担はどれほどだったか。 
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 がん登録診断票の届出は、医師会主導で県内医療機関の理解と協力を得てはじまった。当

初は年間 500～600 件、多い年は 3000 件にものぼり、ＤＣＮは 30％を切るものであった。

しかし、1989 年から 2000 年にかけて届出件数は激減してＤＣＮが 30％以上、最高 37％を

示す年も出てきた。 

 特に、大学病院の届出が悪く、医局をまわって届出勧奨の説明とお願いをしたが、なかな

か理解と協力が得られなかった。その後、健康増進法やがん対策基本法が施行されて、2008

年に大学病院が都道府県がん診療拠点病院に指定されると、一躍届出件数は 4600 件と倍増、

年々増加の一途を辿り、2010 年診断の届出精度はＤＣＮで 12.7％に改善されてきている。 

 こうした届出精度の向上は、ＤＣＮのみならず、Ｉ/Ｍ比や HV/I 比および検診発見がんの

未登録率の減少に反映されている。 

 

 

 

表１．がん診療拠点病院別届出件数の年次推移

1983 1,216 48% 437 17% 886 2,539

1986 1,469 64% 277 12% 552 2,298

1989 1,169 49% 612 26% 601 2,382

1992 1,213 48% 645 26% 660 2,518

1995 932 44% 597 28% 589 2,118

1998 980 47% 540 26% 560 2,080

2001 1,300 56% 607 26% 409 2,316

2002 1,397 55% 704 28% 427 2,528

2003 2,055 67% 621 20% 384 3,060

2004 2,474 67% 783 21% 438 3,695

2005 1,916 58% 877 27% 497 3,290

2006 1,838 49% 1,420 38% 489 3,747

2007 3,126 66% 1,063 22% 577 4,766

2008 2,943 63% 1,146 24% 604 4,693

2009 3,428 71% 876 18% 507 4,811

2010 3,999 66% 1,399 23% 644 6,042

2011 4,127 74% 765 14% 652 5,544

2012 4,134 63% 1,686 26% 763 6,583

2013 4,449 62% 2,117 29% 633 7,199

拠点病院 準拠点病院 その他 県全体
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２．登録室の現状と課題 

 今年度の登録作業の流れを図４に示す。図に示す通り、月次集計にはじまって、死亡小票

入力、標準集計から、今年度の大きな課題である 4.標準化ＤＢＳ導入・移行関連作業および

がん情報の利活用について、「がん登録のあり方検討ワーキンググループ」で協議すること

まで盛り沢山の作業が計画されている。 

 今後の課題は、ＤＢＳを導入して、全国一律のデータ管理をして、データの集約と集計解

析の簡素化を期待しているが、どこまでの活用ができるかは、使い方次第で未知数であるこ

と。また、精度向上でデータの品質と即時性が保証されるようになったとしても、次の課題

としては、ＤＢＳから得られるがん登録情報の利活用をどうするか、登録室に課せられた大

きな課題といえる。 

 具体的には、パンフレット、リーフレット、ホームページおよびイベントや会議などを利

用してがん情報の提供を、誰を対象に、何をどういう手段で提供していくか、提供項目およ

び提供形態等については今後ワーキンググループなどを通して検討していくことを計画し

ている。 

  

表2．鳥取県および全国における登録精度の年次推移

鳥取県 全国 鳥取県 全国 鳥取県 全国

1983 31.7 33.0 1.5 1.4 35.4 48.8

1986 27.0 27.0 1.7 1.6 52.5 53.7

1989 21.5 29.8 1.8 1.5 56.1 54.1

1992 24.5 23.9 1.9 1.6 53.7 62.0

1995 28.2 24.2 1.7 1.6 47.6 63.0

1998 36.5 28.2 1.7 1.7 46.3 66.9

2001 32.9 27.3 1.8 1.7 54.7 66.7

2002 26.1 27.9 1.9 1.8 57.9 62.2

2003 28.3 34.5 1.9 1.7 59.2 61.8

2004 24.0 32.4 2.0 1.7 61.8 64.3

2005 19.0 32.3 2.2 1.7 65.5 65.1

2006 18.1 30.1 2.3 1.8 66.7 64.9

2007 14.7 26.7 2.3 2.0 71.6 69.4

2008 14.3 24.0 2.2 2.0 74.7 72.8

2009 12.7 22.7 2.2 2.2 76.2 73.7

2010 10.5 19.5 2.3 2.2 76.2 77.0

DCN/I(%) I/M比 HＶ/I(%)
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岐阜県地域がん登録室 

 

小平良子 岐阜県健康福祉部保健医療課 

 

1. 岐阜県の概要 

 岐阜県は日本のほぼ中央に位置しており、面積は約 1 万 621 平方キロメートル、7 つ

の県に囲まれた内陸県です。人口は約 205 万人、古くからものづくりが盛んで、製造業

が中心的な産業です。 

 平成 24年がんでの死亡者数は 5,802人にもおよび総死亡者数 21,531人のうち 26.9％

を占めています。 

2. 岐阜県地域がん登録事業 

 岐阜県地域がん登録は平成 6 年にモデル地域（飛騨圏域）で実施され、翌年より全県

下で開始されました。現在、地域がん登録室は岐阜県健康福祉部保健医療課に設置され、

行政担当 1 名、実務担当 2 名で業務を行っています。岐阜県では地域がん診療連携拠点

病院に 6 施設、都道府県がん診療連携拠点病院に 1 施設が指定されております。 

3. 届出状況 

 年々、届出件数は増加しており平成 25 年度は、18,475 件内、がん診療連携拠点病院

からは、12,474 件で 7 割近くを占めています。（図１参照） 

 

図 1 医療機関届出件数 
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4. 登録精度 

 岐阜県独自のがん登録システムでの登録を平成２３年症例まで行っており、集計方法

も全国がん罹患モニタリング集計とは異なり DCN％など数値に差が生じておりますが、

年々届出件数は増加しており精度の向上に繋がりつつあります。 （図２参照） 

 昨年、標準 DBS を導入し平成２４年症例より登録を開始しております。今後は、全

国との比較が容易になります。 

 

 

図 2 届出制度の推移 

 

5. 今後の課題 

 これまでは、DCN 症例に対して遡り調査などを行っていませんでした。今後は、遡

り調査を行い、更なる精度の向上を目指すこととなり、それに伴う業務量増加は明らか

なので人員、経費などの確保が必要となると思われます。 
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長野県地域がん登録室 

 

田仲百合子 1） 赤羽昌昭 1） 新井麻希子 1） 宮坂史恵 1） 正木里江 1） 小泉知展 1） 

大久保直哉 2） 塚田昌大 2） 

１）長野県地域がん登録室 信州大学医学部附属病院 

２）長野県健康福祉部保健・疾病対策課 

 

１．はじめに 

 長野県では 2010 年より地域がん登録事業を開始して今年 5 年目を迎えるが、今回初めて

2010 年の罹患集計を行い、さらに遡り調査を開始した。 

 全国有数の長寿県であり、75 歳未満のがん年齢調整死亡率 10 年以上全国最低レベルを維

持し続けている本県において、がんの罹患状況の把握は、低いがん死亡率の背景を知るうえ

で必要不可欠である。今回は長野県における医療機関からの届出状況、初年度のデータにつ

いての解析、さらに今後の課題について報告する。 

 

２．届出状況 

 長野県では８つのがん診療連携拠点病院を中心に病院、診療所など幅広い医療機関から

の届出があり、届出票数全体に占める拠点病院からの届出割合は約 6 割である。 

 2013 年の届出票枚数は 18,182 枚であり、年々増加傾向である。 

 

３．2010 年（初年度）データについて 

 

  

罹患数（上皮内がん除く） 18055 

がん死亡数 6071 

ＤＣＮ（％） 28.8 

ＤＣＯ（％） 28.8 

Ｉ/Ｍ比 2.97 

ＭＶ比（％） 69.2 
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 登録精度指標である DCO、DCN の値が初年度にしては低く、届出票の提出状況も合わ

せて考えると県内の多くの医療機関の協力が得られたと考えられる。なお 2010 年に関

しては遡り調査を行っていないため、DCO＝DCN となっている。 

 I/M 比が高い（罹患数が多い）理由として、長野県では 2010 年診断症例より届出を依

頼したため、DCO 症例は届出対象外の過去症例を多く含んでいる可能性が高いことが

考えられる。医療機関からの届出に漏れが少なく、DCO 症例に 2010 年以前の症例が

多く含まれていることで I/M 比が高くなっていると予想される。 

 2010 年の長野県のデータでは過去症例を多く含んでいるという点を考慮しても、がん

罹患数が多いという結果が得られた。 

 年齢階級別の罹患数を見てみると高齢層での罹患が全国と比較して多く、全罹患数に占

める 75 歳以上の罹患割合は男女ともに全国では約 40％であるのに対し、長野県では約

50％であった。また全国を基準とした標準化罹患比は男女ともに 1.18（95％信頼区間

は男性 1.16～1.20、女性 1.15～1.21）であった。 

 

４．今後の課題 

 2011 年診断症例から県内の全病院を対象に遡り調査を開始した。遡り調査による DCO

の低下、届出票の提出による DCN の低下が今後の課題である。 

 今回初めての罹患集計を行ったが、長野県のがん罹患数は多いという結果が得られた。

これが初年度のデータの不安定性によるものなのか、継続的な傾向なのかを把握するに

は今後の経年変化を追う必要がある。 

 長野県のがん罹患数が全国と比較して多いという傾向が見られた場合、本県のがんの特

徴はがん罹患数が多いにもかかわらず、がん死亡率が低いということになる。今後得ら

れる 5 年生存率の情報などをもとにその背景について分析することが今後の課題であ

る。 
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広島県地域がん登録中央登録室の紹介 

 

答島裕子 1） 山田直樹 1） 楠窪麻理香 1） 梶原博毅１） 小笹晃太郎 2） 杉山裕美 2） 

歌田真依 2） 坂本好孝 2） 金光義雅 3） 村井 真 3） 平井 幸 3） 有田健一１） 

1）広島県医師会、2）公益財団法人放射線影響研究所、3）広島県健康福祉局がん対策課 

 

１．広島県の概要 

 広島県は人口 2,817,000 人、年間の死亡者数は 29,273 人、そのうちがんで亡くなった方

は 8,166 人（28％）となっており、がんは広島県の死因の１位となっている。（平成 24 年

人口動態統計より） 

 広島県ではがんによる死亡者の増加を食い止めるため、「がん対策日本一」を掲げ、平成

20 年に第 1 次広島県がん対策推進計画、平成 25 年に第 2 次広島県がん対策推進計画を策定

し、計画の柱の一つとしてがん登録に取り組んでいる。 

 

２．広島県地域がん登録の特徴 

 広島県地域がん登録事業は平成 14 年 4 月から開始した。広島県は、登録資料の入力・解

析を放射線影響研究所、届出票の回収・登録施設との連絡・届出票の提出率増加に関する取

り組みを広島県医師会にそれぞれ委託しており、広島県、放射線影響研究所、広島県医師会

の三者の協力体制下に事業が実施されている。 

昭和 32 年より、広島市医師会が実施主体となり広島市内の主要病院へ出向く出張採録方式

を採用した広島市医師会腫瘍統計事業（現在は広島市が実施主体の広島市地域がん登録）が、

昭和 47 年から広島県全域で診断された腫瘍に関する病理診断報告書（写）と、その腫瘍を

代表する組織標本（現在は悪性のみ）を収集・登録する広島県腫瘍登録事業が実施されてい

る。 

 平成 17 年には広島県腫瘍登録事業で収集した資料を広島県地域がん登録に一体化し、平

成 21 年には広島市地域がん登録とデータ相互利用の協定を締結し、広島県地域がん登録事

業は前述の二つのがん登録を併せて、その精度の高さを維持している点に最大の特徴がある。 

 また、平成 24 年より住基ネットによる予後照会を開始し、平成 25 年には、5 年相対生存

率を全国で 8 番目に、中国四国地方では初めて集計した。広島県で平成 18 年にがんと診断

された人の 5 年生存率は全部位で 66.6％であった。今後はこの数値を医療体制の充実やがん

検診の受診率のアップ、生存率の低かった部位の対策などに役立てたいと考えている。 
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 さらに実務については、実施主体である広島県行政と、受託事業者である放射線影響研究

所、広島県医師会の関係者が月に一度程度は一堂に会し、円滑に事業が進むよう情報交換、

情報共有を行っている。現在の課題は登録票のデジタルデータ提出についての検討であり、

今後は、全国がん登録の実施に向けた医療機関との連携についての検討を行っている。 

 

 

図 1 広島県のがん登録のながれ 

 

３．広島県のがん罹患 

 平成 22 年のがん罹患数は 20,029 件（上皮内がんを含むと 22,693 件）で、年齢調整罹患

率（昭和 60 年日本人人口で調整、人口 10 万対）は、男性 467.2、女性 319.9 であった。部

位別に見ると、男性では胃、前立腺、肺の順に多くなっており、女性では乳房、胃、結腸の

順に多くなっていた。 

 

４．精度向上のための取り組み 

１）遡り調査 

 本県では平成 17 年死亡から遡り調査を行っており、それ以後の精度は IM 比 2.5 前後、

DCN10％以下、DCO5％以下で推移している。平成 25 年度は、平成 23 年の死亡例におい

てDCN20件以上の医療機関と公的な医療機関を対象に行い、842件中 787件（回収率 93.5％）

を回収した。今年度は平成 28 年 1 月からの全国がん登録のスタートに備えて対象範囲を更

に拡大する予定である。 

２）登録票書き方研修会 

 毎年、広島県の委託を受けて広島県医師会と放射線影響研究所の合同チームで地域がん登

録票の書き方研修会を開催している。書き方講習総論とともに、模擬退院サマリーの事例を

もとに、実際に登録票を記載して実力を高める内容となっている。 
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平成 25 年度は広島会場、福山会場、呉会場の三か所で開催し、51 施設 89 名の参加があっ

た。 

３）講師派遣 

 地域がん登録票の記入に不慣れな医療機関を中心に、個別に地域がん中央登録室のスタッ

フが訪問し地域がん登録票の記入の指導を行っている。 

４）メールでの質問対応 

 地域がん登録実務者からの質問について、専用メールアドレスを設けている。質問メール

は複数の関係者に同時に送られることで、問題を共有し、回答案を共同で作成して質問者へ

回答している。これまでの質問と回答は広島県医師会の Web ページにて公開している。 
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栃木県のがん 2010（平成 22 年）報告 

－栃木県地域がん登録－ 

 

栃木県立がんセンター研究所疫学研究室 ○大木いずみ 

栃木県立がんセンター相談研修課 長野泰恵 杉山和平 早乙女美智子 

鈴木久美子 只野恭子 高田千佳子 

栃木県保健福祉部健康増進課 早川貴裕 中山竜司 中山幸博 

 

【目的】栃木県地域がん登録事業から得られた結果を報告する。栃木県の特徴、経年変化な

ど解釈上必要な注意点などを考察することによって従来からの報告書内容をさらに深める

ことを目的とする。 

【対象と方法】罹患年月日が 2010 年 1 月 1 日から 12 月 31 日の１年間に登録された栃木県

地域がん登録データから、罹患の概要、年齢階級別罹患状況、栃木県の罹患の特徴、発見経

緯、病期、初回治療の方法を集計した。また、死亡についても 2010 年死亡症例として概要、

年齢階級別死亡状況、栃木県の死亡の特徴を観察した。2010 年症例だけでなく、標準デー

タベースシステムを導入し、がん登録の精度が一定以上保持できるようになった 2005 年症

例から経時変化を観察し、全国との比較も行った。 

【結果】2010 年栃木県において、11,994 件（男 7,154 件、女 4,840 件）のがんが新たに診

断された。 

男性で最も多い部位は胃、次いで前立腺、大腸 （結腸・直腸）、肺、肝であり、女性では

乳房、大腸(結腸・直腸)、胃、肺、子宮であった。全国の 2010 年報告では男性で多い部位

は、胃、肺、大腸(結腸・直腸)、前立腺、肝、女性で多い部位は乳房、大腸（結腸・直腸）、

胃、肺、子宮であった。 

 栃木県のがんの罹患の特徴として、前立腺がんの罹患数が多く、多くの部位では年齢調整

罹患率が全国と比較してほぼ同じような傾向であるが、前立腺がんが全国と比較して高かっ

た。栃木県の年齢調整罹患率は年次的に増加傾向にあり全国も同様であるが、それに対して

年齢調整死亡率は栃木・全国ともに増加傾向にはなかった。また、全国の前立腺がんの検診

状況は平成 25 年度市区町村におけるがん検診の実施状況調査によると、前立腺がんに対す

る PSA 検査 1,300 市区町村（1,300/1,735 74.9%）に対して、栃木県は全市町(26/26 100%)

で検診が実施されていた。よって、栃木県の前立腺がんの罹患数が多い背景として、高齢化

が最も大きく影響しているものの、年齢調整しても罹患率が上昇することから、年齢以外の

要素として、検診の影響も関与していると考えられる。 
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 女性の子宮がんについては栃木県において近年罹患数（上皮内癌を含む）が増加している。

年齢調整罹患率の推移を観察した結果、栃木・全国ともに増加傾向であるが、上皮内癌を含

む罹患率の増加が著しく、若年層における上皮内癌の罹患増加が特徴であった。一方で年齢

調整死亡率については罹患のような増加は認めなかった。検診に対して、2004 年度からの

対象年齢の拡大や 2009 年度からの無料クーポン券配付等の対策も罹患数上昇の影響の一つ

と考えられる。また、診断基準（日母分類からベセスダシステムへの移行）や全体的な精度

向上の影響も考えられる。 

【結論】「栃木県のがん」として地域がん登録報告書を毎年発行しているが、年次推移等を

踏まえ栃木県として考慮すべきデータの解釈を積極的に周知することも必要である。 
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開設より 3 年を経た三重県地域がん登録室の現状と今後の展望 

 

河村知江子 1) 福留寿生 1) 濱元幸子 1) 村林千歳 1) 江頭 恵 1) 福本由美子 1) 

岡田康子 1) 坂野 華 1) 川北真理子 1) 中津眞有美 2） 内山文香 3） 広部智子 4） 

上村麻衣子 5） 藤本美賀 6） 小林康之 7） 大川真弘 8） 中瀬一則 1) 

１）三重大学医学部附属病院がんセンター・三重県地域がん登録室、２）鈴鹿中央総合病院、 

３）伊勢赤十字病院、４）松阪中央総合病院、５）県立医療センター、 

６）三重中央医療センター、7）松阪市民病院医事課、8）三重県健康福祉部） 

 

１）がん登録室の概要 

  三重県地域がん登録室は 2011 年 7 月に三重大学附属病院内に開設され、専任医師 1 名

（病理専門医）と実務者 4 名の体制で登録実務を行っている。専任医師を含む全員が院内が

ん登録初級者研修を修了しており、うち 1 名は院内がん登録実務指導者研修の修了者である。

三重県では、地域がん登録室と県庁担当者、県内の院内がん登録実務者が互いに連携協力し

ながら地域がん登録を行っている。 

 

２）届け出状況と登録精度 

 届出数は年々増加している（グラフ）。このうち 2011 年診断症例では、院内がん登録の

実施と専任実務者の配置が指定要件である、がん診療連携拠点病院(6 施設)と県指定のがん

診療連携推進病院(10 施設)からの届出が全体の 88.5%を占めており、一定の登録精度が保た

れた効率的な登録が可能となっている。登録開始年である 2011 年診断の粗罹患数（上皮内

がんを除く全部位）は 12415 で、登録精度指標は IM 比 2.38、DCN21.6%、国内 DCO10.3%、

MV 78.7%であった。 

【グラフ：診断年別登録件数】 
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３）登録の悉皆性と精度を高めるために 

 三重県では、三重県がん対策戦略プラン（平成 25 年改定）に「がん登録の推進」を掲げ、

行政として実施体制の強化に取り組んでいる。また、がん拠点病院の実務者で構成される「三

重県がん登録ネットワーク」の活動を通じて院内がん登録の普及・精度向上を図ってきた。

近年では、三重県がん診療連携協議会がん登録部会（以下がん登録部会）と三重県の共同主

催により、がん診療連携拠点病院の院内がん登録実務者が講師となり、実務者にマンツーマ

ンで指導を行う「がん登録勉強会」を行うなど届出データの精度向上のためさまざまな取り

組みを行っている（写真）。 また、院内がん登録の体制作りが難しい中小規模病院に対し

ては、病理診断医と協力して「病理診断情報を用いた地域がん登録支援」を行なっている（図）。

 

【写真：院内がん実務者が講師を務める地

域がん登録研修会】 

 

 

 

 

 

４）がん登録データの利用を進めるために 

 2013 年末に「がん登録推進法」が成立し、今後は登録精度の更なる向上が期待されると

ともにデータをいかに活用するかが一層重要となる。三重県では、がん登録部会内にがん拠

点および推進病院の実務者によるがん登録データ利用のためのワーキンググループを設立

し、地域および院内がん登録が連携してがん登録データの利用を推進していくための準備を

行っている。今後は、がん登録データを活用した研究発表を行う場を設けて活動していく予

定である。 



 

 

 

 

付録 
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1. 2014年 10月 1日時点の JACRの状況 

 

(1) NPO 法人地域がん登録全国協議会加入団体 

 46都道府県（鹿児島県以外） 

 1市（広島市） 

 2研究団体 ・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 

       ・一般社団法人 がん統計センター 

 

(2) 賛助会員 

団体（29団体） 

公益社団法人 日本医師会 財団法人 日本対がん協会 

公益社団法人 日本歯科医師会 財団法人 大阪対がん協会 

明治安田生命保険相互会社 アメリカンファミリー生命保険会社 

財団法人 大同生命厚生事業団 アストラゼネカ株式会社 

富士レビオ株式会社 大鵬薬品工業株式会社 

伏見製薬株式会社 堀井薬品工業株式会社 

ノバルティスファーマ株式会社 中外製薬株式会社 

第一三共株式会社 株式会社ヤクルト本社 

グラクソ・スミスクライン株式会社 日本生命保険相互会社 

サイニクス株式会社 大塚製薬株式会社 

株式会社キャンサースキャン 株式会社ファルコバイオシステムズ 

株式会社キアゲン 味の素株式会社 

一般社団法人 全日本コーヒー協会 株式会社レナテック 

損保ジャパン日本興亜ひまわり生命株式会社 東京海上日動あんしん生命株式会社 

東京海上日動火災保険株式会社  

個人（4名） 

岡本直幸様 柳堀朗子様 

 他 2名 
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(3) 役員・事務局 

理事長 田中 英夫 愛知県がんセンター 

副理事長 西野 善一 宮城県立がんセンター 

柴田 亜希子 国立がん研究センターがん対策情報センター 

理 事 大木いずみ 栃木県立がんセンター 

猿木信裕 群馬県立がんセンター 

茂木 文孝 群馬県健康づくり財団 

三上 春夫 千葉県がんセンター 

服部昌和 福井県立病院 

井岡亜希子 大阪府立成人病センター 

有田 健一 広島赤十字・原爆病院 

安田 誠史 高知大学 

早田 みどり 放射線影響研究所 長崎研究所 

監 事 片山佳代子 神奈川県立がんセンター 

第 23回学術集会会長 中瀬 一則 三重大学医学部附属病院がんセンター 

第 24回学術集会会長 猿木 信裕 群馬県立がんセンター 

顧 問 鶴田憲一 全国衛生部長会 会長 

岡本 直幸 神奈川県立がんセンター 

地域がん登録全国協議会 元理事長 

堀田 知光 国立がん研究センター 理事長 

事務局長 松田 智大 国立がん研究センターがん対策情報センター 
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2. 表彰制度 

 

(1) 学術奨励賞 

 がん記述疫学の研究分野で優れた研究業績のある 50歳以下の研究者を対象とする。 

 

これまでの受賞者歴 

受賞日 回 受賞者 所属 

平成 24年 6月 8日 第 1回 松田智大 国立がん研究センター 

平成 25年 6月 14日 第 2回 杉山裕美 放射線影響研究所 

平成 26年 6月 13日 第 3回 片野田耕太 国立がん研究センター 

 

(2) 実務功労者表彰 

 地域がん登録事業の実務作業（主として登録・採録業務）に 3年以上従事し、高い技

量をもって各地の登録事業の円滑な実施に貢献した者を対象とする。 

 

(3) 藤本伊三郎賞 

 国際がん登録学会など、JACRが指定する国際学会において、がん記述疫学・がん対

策の研究分野で優秀な研究発表を行った 45歳以下の者を対象とする。 
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3. 学術集会の開催履歴 

 

開催日 回 開催地 大会長 

平成 4年 12月 10日 第 1回 大阪市 藤本 伊三郎 

平成 5年 10月 8日 第 2回 仙台市 高野 昭 

平成 6年 9月 21日 第 3回 広島市 馬淵 清彦 

平成 7年 9月 21日 第 4回 山形市 佐藤 幸雄 

平成 8年 9月 20日 第 5回 長崎市 池田 高良 

平成 9年 9月 12日 第 6回 千葉市 村田 紀 

平成 10年 9月 4日 第 7回 名古屋市 田島 和雄 

平成 11年 9月 14日 第 8回 神戸市 石田 輝子 

平成 12年 9月 14日 第 9回 横浜市 岡本 直幸 

平成 13年 9月 14日 第 10回 大阪市 大島 明 

平成 14年 9月 13日 第 11回 米子市 岸本 拓治 

平成 15年 9月 12日 第 12回 福井市 藤田 学 

平成 16年 9月 3日 第 13回 仙台市 辻 一郎 

平成 17年 9月 2日 第 14回 東京都 祖父江 友孝 

平成 18年 9月 1日 第 15回 山形市 松田 徹 

平成 19年 9月 7日 第 16回 広島市 児玉 和紀 

平成 20年 9月 12日 第 17回 長崎市 関根 一郎 

平成 21年 9月 4日 第 18回 新潟市 小松原 秀一 

平成 22年 10月 15日 第 19回 横浜市 岡本 直幸 

平成 23年 9月 15日 第 20回 千葉市 三上 春夫 

平成 24年 6月 8日 第 21回 高知市 安田 誠史 

平成 25年 6月 14日 第 22回 秋田市 加藤 哲郎 

平成 26年 6月 13日 第 23回 津市 中瀬 一則 

平成 27年 6月 12日予定 第 24回 前橋市 猿木 信裕 
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4. 主な刊行物 

 

(1) Newsletter 

No.1～No.35（1997～2014年） 

年 2回刊行 

http://www.jacr.info/publicication/publicication3.html 

 

(2) JACR Monograph 

No.1～No.20（1994～2014年） 

年 1回刊行 

 

(3) 私達の地域がん登録 

2012年出版 

本体 200円+税 

 

(4) 地域がん登録の手引き 改定第 5版・詳細版 

2013年 4月発行 

 

(5) 地域がん登録における機密保持に関するガイドライン 

2005年 9月発行 
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5. 投稿規定 

 

 対象とする論文の学術領域  

JACR モノグラフは、 

 ① 地域がん登録資料を活用したがんの記述疫学研究 

 ② 人口動態死亡情報等の政府統計資料を用いた、がんの記述疫学 

   研究 

 ③ 院内がん登録資料を用いた病院のがん医療機能の評価に関する 

   研究 

 ④ がん対策の企画、立案、モニタリング、評価に関する政策的研 

   究 

 ⑤ がん登録事業の充実や、資料の利活用の促進を図るための法社 

   会科学および情報科学的研究 

 ⑥ 地域がん登録資料との記録照合の結果を用いたコーホート研究 

 ⑦ その他の国際協同研究を含めたがんの記述疫学的研究 

の分野からの論文の投稿を歓迎します。 

 

 投稿受付期間  

JACRのホームページ（http://www.jacr.info/index.html）でお知らせします。 

 

 論文の種類と原稿のスタイル  

1. 原著 

1) タイトルページ 

①タイトル、②著者名、③著者の所属施設、④Corresponding author 名とそ

の連絡先（住所、電話番号、FAX 番号、電子メール）、⑤論文の種類、⑥要

旨と本文それぞれの文字数 

2) 要旨 

800 字以内。構造化（目的、方法、結果、結論）が望ましい。 

3) 本文 

・「1．はじめに」、「2．方法」、「3．結果」、「4．考察」で構成する。 

・必要に応じ、2.(1),1)と、群小化して良い。 
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・必要に応じ、謝辞を「4．考察」の後につける。 

・本文は謝辞を含め、6000 字以内とする。 

4) 図表は、合計 8 つまでとする。 

5) 引用文献は、30 編までとする。 

2. 総説 

1) タイトルページ 

原著論文に同じ。 

2) 要旨 

800 字以内。 

3) 本文 

・内容に応じ、適宜構造化を図る 

・謝辞を含め、8000 字以内とする。 

4) 引用文献は、60 編までとする。 

5) 図表は合計 6 つまでとする。 

3. 資料 

地域がん登録資料、政府関係資料、院内がん登録資料等を用いた統計データの提示

を中心とした論文や、がん登録事業やがん対策の充実に役立つと考えられる資料の

投稿を歓迎します。 

1) タイトルページ 

原著論文に同じ。 

2) 要旨 

400 字以内。 

3) 本文 

・内容に応じ、適宜構造化を図る。 

・謝辞を含め、4000 字以内とする。 

4) 引用文献は、20 編までとする。 

5) 図表は合計 10 までとする。 

4. がん登録事業活動報告 

登録精度や即時性の向上などに関するユニークな取り組みとその効果評価、広報活

動、実務担当者への教育研修活動など、他県の取り組みの参考になると考えられる

活動の紹介を歓迎します。 

1) タイトルページ 
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①タイトル、②著者名、③著者の所属施設、④Corresponding author 名とそ

の連絡先（住所、電話番号、FAX 番号、電子メール）、⑤論文の種類、⑥本

文の文字数 

2) 本文 

・内容に応じ、適宜、構造化を図る。 

・謝辞を含め、4000 字以内とする。 

3) 引用文献は、10 編までとする。 

4) 図表は 6 つまでとする。 

5. 提言 

がん登録事業やがん対策の企画、実行、評価活動とその基盤整備に関する提案・提

言を募集します。提言の狙い・意義、提言の理論的根拠、提言の根拠となる先行事

例、提言が実現した場合に生じるメリットデメリットなどについて、言及してくだ

さい。 

1) タイトルページ 

がん登録事業活動報告に同じ。 

2) 本文 

・内容に応じ、適宜、構造化を図る。 

・謝辞を含め、6000 字以内とする。 

3) 引用文献は、20 編までとする。 

4) 図表は 4 つまでとする。 

 

 投稿原稿の執筆要領  

(1) MS Word（ver.2003 以上）を使って日本語で作成する。数字及びアルファベット

は原則として半角とする。 

(2) 数字は算用数字を用い、単位や符号は慣用のものを用いる。 

(3) 特殊な、あるいは特定分野のみで用いられている単位、符号、略号ならびに表現に

は簡単な説明を加える。 

(4) 異なる機関に属するものが共著である場合は、各所属機関に番号をつけて氏名欄の

下に一括して示し、その番号を対応する著者の氏名の右肩に記す。 

(5) 図、表および写真には図 1、表 1、および写真 1 などの番号をつけ本文とは別に

まとめておく。表は表題とともに 1 枚の用紙に 1 つとする（図、写真についても

同じ）。 
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図は凡例とともに原則としてそのまま掲載できる明瞭なものとする。 

図表は、MS Excel もしくは Power Point（どちらも ver.2003 以上）で作成する。 

写真は JPEG もしくは GIF データで提出する。図、表、写真は、全て白黒印刷

となるので、それを念頭に凡例などを作成すること。 

(6) 引用文献の後に、英文 Summary を掲載することができる。採択された論文の英

文 Summary は、図表とともに JACR のホームページに掲載される場合があるこ

とを承諾することが、英文 Summary を JACR モノグラフに掲載することの条件

となる。 

当誌への英文 Summary の掲載を希望する場合は、ローマ字による著者名と所属

施設名と 400 単語以内の英文 Summary を、この順番で引用文献の後の頁に用意

する。そして、図表およびその凡例とタイトルは、英語で作ること。なお、英文 

Summary は、専門家によるチェックを受けておくことが望ましい。 

(7) 引用文献の記載様式 

1) 文献は本文の引用箇所の肩に 1)、1～5)、1,3～5)と、引用する順に番号で示

し、本文の後に一括して引用番号順に記載する。文献の著者が 3 人までは全

員、4 人以上の場合は 3 人目までを挙げ、4 人目以降は省略して、3 人の著

者名+『，他』とする（以下の例を参照）。英文の文献で著者が 4 人以上の場

合は、3 人の著者名+『，et al.』とする。 

2) 雑誌名はその雑誌が使用している略名がある場合は使用してもよい。 

3) 記載方法は下記のとおり。 

① 雑誌の場合 

著者名．表題．雑誌名 発行年（西暦）；巻：頁‐頁． 

例 1：田中英夫，西山謹司，津熊秀明 他．癌専門医療施設における放射

線治療の動向．癌の臨床．2001；47：449-455． 

例 2：Tanaka H, Uera F, Tsukuma H, et al. Distinctive change in male 

liver cancer incidence rate between the 1970s and 1990s in Japan: 

comparison with Japanese-Americans and US whites. Jpn J Clin 

Oncol. 2007;37:193-196. 

② 単行本の場合 

著者名．表題．編集名．書名．発行所所在地：発行所，発行年（西暦）；

頁‐頁． 

例 3：雑賀公美子，松田智大，祖父江友孝．日本のがん罹患の将来推計．
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祖父江友孝，片野田耕太，味木和喜子，津熊秀明，井岡亜希子，編．が

ん・統計白書 2012．東京：篠原出版新社，2012；63‐82． 

例 4：Tanaka H. Prevention of cancers due to infection. Miller AB, eds. 

Epidemiologic studies in cancer prevention and screening. New York: 

Springer, 2012; 65-83.  

③ インターネットのサイトは、他に適切な資料が得られない場合は文献と

して使用してもよいこととする。この場合は、サイト名とアドレスを簡

潔かつ明確に記載するとともに、アクセスした年月日も付記すること。 

 

 投稿方法  

受付期間中に次のファイルを下記メールアドレスまで添付し電子メールで送信します。 

(1) 送るファイル 

1) タイトルページ、要旨、本文、引用文献、英文 Summary ページまでを通し

て頁番号を付したファイル。 

2) 図表は 1 点につき 1 つのファイル。 

(2) 送り先 

愛知県がんセンター研究所 疫学・予防部 

田中英夫 hitanaka@aichi-cc.jp (JACR モノグラフ編集委員) 

 

 採択の方針  

投稿原稿の採否は、原則として peer review した後に、JACR モノグラフ編集委員会

で審議し決定します。採択決定の前に corresponding author に対し、revision を指示

することがあります。 

 

 著作権  

掲載された論文の著作権は、JACR に帰属します。 

 

その他、本規定に対する問い合わせは、 

田中英夫（hitanaka@aichi-cc.jp）まで。 
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