
研究課題：既存統計資料に基づくがん対策進捗の評価手法に関する実証的研究 
課題番号：H22-がん臨床-一般-011 
研究代表者：地方独立行政法人 大阪府立病院機構 大阪府立成人病センター 

がん予防情報センター長 津熊 秀明 
 
１． 本年度の研究成果 
（１）がん対策の進捗の評価に係る指標の抽出：生存率を含む地域がん登録データが比

較的良く整備された大阪府をモデルに、既存統計資料（「人口動態調査」、「国民生活基

礎調査」、「大阪府における成人病（精密死因）統計」、「大阪府におけるがん登録」、「健

康おおさか 21 中間評価実態調査」、｢拠点病院腫瘍データ収集調査｣、等）から、がん対

策の 4 分野（喫煙対策、肝炎対策、がん検診、がん医療の均てん化）の進捗を、ストラ

クチャー、プロセス、アウトカムの各カテゴリー別に把握するための指標を洗い出し、

さらに、それらの年次動向、市町村・施設間比較が可能かどうかを吟味した。また、統

計資料の精度や指標としての妥当性を吟味した。入手困難だが評価に必要な情報につい

ては、入手手段を提案するとともに、解決すべき短期・中期課題を明らかにした。 
（２）がん対策の各分野の進捗状況の把握・評価：大阪府を事例として、がん対策の進

捗状況を把握・評価するための手法のプロトタイプを開発した。申請者らが作成した「10
年 で が ん 死 亡 20 ％ 減 少 へ の ア ク シ ョ ン

（http://www.mc.pref.osaka.jp/ocr/training/text/0712.pdf）」の分野別施策の行動計画

を踏まえ、大阪府におけるがん対策の４つの分野（喫煙対策、肝炎対策、早期診断・が

ん検診、がん医療の均てん化）について、既存の統計資料を用いて、分野毎の施策の進

捗状況を把握し、評価を試みた。 
a) 喫煙対策（これにより 10 年後の肺がん死亡率 4.1%、全がん死亡率 1.7%の減少を

見込む）では、①たばこに関する知識の普及、②禁煙支援プログラムの提供・拡大、

③環境・制度面の支援、④成人喫煙率半減を、また、肝炎対策（肝がん死亡率減少

6.8％、全がん死亡率減少 0.9%を見込む）では、①累積検診受診率の向上、②精検

受診率の向上、③治療完遂率の向上を、それぞれ中間目標に据え、施策を進めるが、

こうした中間目標に向けて対策が順調に進展しているかどうかを評価し、課題を明

らかにした。一方、喫煙対策の中間目標として成人喫煙率半減が最重要であるが、

その傍証として、都道府県別にみた 60 歳以上の喫煙率（2001 年国民生活基礎調査）

が、肺がん年齢調整死亡率（2005 年）と男女とも正の相関を示すこと、また、肺

がんを除く全がん年齢調整死亡率が、肺がん年齢調整死亡率と正の相関を有するこ

とを確認した。肝炎対策については、府レベルの実態把握が決定的に遅れており、

行政の縦割りの中で情報の集約化がなされていないことが、主要因であった。 
b) 早期診断・がん検診（これにより 10 年後の胃、大腸、肺、乳房、子宮の各がん死

亡率を、順に 10.6%、12.5%、4.7%、3.2%、12.2%の減少、全がん死亡率 4.3%の

減少を見込む）では、①科学的根拠に基づいた効果的ながん検診の実施、②がん検

診の各精度指標の把握、③標準的な精検実施、④精検受診率の向上、⑤がん検診精

度管理体制の実施、⑥受診率の向上、⑦限局割合の向上を目指すが、これらに沿っ

て対策がどの程度進んでいるかを評価し、課題を明らかにした。なお、早期診断対



策の中間目標としてとして、地域がん登録が整備されている地域では、検診受診率

より診断時の限局割合の向上がより妥当であるが、胃、大腸、子宮頸、乳房の各が

んについて、府県別に見たがん患者の救命割合は、検診受診率よりも限局割合とよ

り強い正の相関を示すことを、がん研究開発費「地域がん登録」研究班による報告

値より明らかにした。一方、分担研究者の所属施設で実施した胃がん・大腸がん検

診受診者ファイルを地域がん登録と記録照合し、検診の偽陰性を把握することによ

り、感度・特異度を算出するとともに、こうした評価方法を他の検診施設・検診提

供自治体が採用する場合の課題・問題点を明らかにした。 
c) がん医療（これにより 10 年後の全がん死亡率 2.9%の減少を見込む）では、①がん

診療連携拠点病院等のカバー率の増加、②標準治療の受療割合の増加、などを目指

すが、その進捗を評価し、課題を明らかにした。大阪府では、がん対策推進基本計

画に基づき、2009 年度に国指定のがん診療連携拠点病院 15 施設に加え、府が独自

に 5 大がんの診療に対応できると判断した 23 施設をがん拠点病院に指定し、2010
年度にはさらに個別の分野（肺がん、小児がん）で高い診療実績を有する施設も加

え、計 50 施設を国・府指定の拠点病院に位置付けた。大阪府がん登録の 2004 年

診断患者データから推計すると、これらがん拠点病院で初回治療を受ける割合が

43％から 76％に増加し、カバー率ではほぼ目標に到達すると見込まれた。 
 

２． 前年度までの研究成果 
（１）大阪府におけるがん対策の立案：諸外国の先進事例に習い、人口動態統計や大阪

府の地域がん登録資料を活用しつつ、効果的かつ総合的ながん対策を立案し、大阪府の

がん対策所管部局、保健所・市町村関係者、がん診療施設関係者を始めとするがん対策

のステークホルダーに提示した。 
（２）策定手順の例示：その策定手順を例示し、ホームページなどで公開した

(http://www.mc.pref.osaka.jp/ocr/cancercontrol/index.html)。本策定手順は各方面から

注目され、いくつかの府県では、がん対策推進計画の策定に利用された。 
 
３． 研究成果の意義及び今後の発展性 

本研究では、既存の統計資料を用いて、がん対策推進計画に沿って実施されているが

ん対策の進捗状況の把握、その効果の評価および検証を行うためのモデルを提示するこ

とができる。これらは、がん対策推進計画策定後に適宜行われる推進計画の見直しにあ

たり、その根拠と方向性を示し、厚生労働行政の施策に寄与する。さらに本研究により、

既存のがん統計資料の利活用が促進され、効果的かつ総合的ながん対策の実現が前進す

ると期待される。 
 
４． 倫理面への配慮 
 本研究の実施にあたり｢疫学研究に関する個人情報ガイドライン｣に沿って必要な倫

理手続きのもと適正に実施した。大阪府がん登録資料の利用については「大阪府悪性新

生物患者登録資料利用に関する取扱要領」に定められた申請手続きをクリアした。 
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