
検診事業における予後調査について

～令和2年1月30日 厚生労働省 行政担当者会議～

全国油症治療研究班 相談支援員総括 川上 義仁
全国油症治療研究班 班⾧ 古江 増隆

油症ダイオキシン研究診療センター 副センター⾧ 辻 学
国立循環器病研究センター 疫学研究推進室 室⾧ 小野塚 大介

福岡県保健環境研究所 企画情報管理課 課⾧ 高橋 浩司

背景

・油症患者の予後と死因を⾧期的に追跡調査し各種疾病による死
亡リスクを評価していく事は人体におけるダイオキシン類の⾧期
健康影響を明らかにする上で非常に重要

・前回の追跡調査結果の報告からすでに10年以上経過しており、
人体におけるダイオキシン類曝露の⾧期影響に関して、最新の知
見を得ることが喫緊の課題
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目的

・油症患者の追跡調査のアップデート

・油症患者における死亡リスクの再評価

本調査について

・本調査は 平成二十四年法律第八十二号 「カネミ油症患者に関する施
策の総合的な推進に関する法律」第一条（目的）・第三条第二項（基本理
念）・第四条（国の責務）・第五条（関係地方公共団体の責務）・第十条
（健康状態の把握）・第十一条（診断基準の見直し並びに調査及び研究の
促進等）・第十三条（情報の収集提供体制の整備等）に基づき実施

・厚生労働科学研究費指定研究に基づき実施
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調査項目

・氏名

・性別

・生年月日

・死亡年月日

・死亡届を提出した市町村名

調査対象者・調査期間

・調査対象者：カネミ油症認定患者
→生存者及び死亡者

・調査期間：2008年1月1日～2017年12月31日
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自治体の業務
・認定患者名簿のすり合わせ
→氏名・性別・生年月日・現住所地

・調査対象者の公文書請求
→住民票（本籍地付き）・除票（本籍地付き）

・生死不明者の住民基本台帳の閲覧申請（案）
→先行して福岡県から実施予定

→氏名・性別・生年月日・現住所地の再確認

→福岡県保健医療介護部生活衛生課・全国油症治療研究班で申請予定

全国油症治療研究班の業務
・認定患者情報のすり合わせ
→氏名・性別・生年月日・現住所地

・公文書請求対象者の選定及び対象者リストの作成
→氏名・性別・生年月日・現住所地より作成

・戸籍の請求
→死亡届を提出した市町村名の確認

・人口動態統計を用いて死因の解析及び結果報告
→論文等で報告予定
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調査方法

1. 認定患者名簿における情報のすり合わせ
→全国油症治療研究班・関係自治体・カネミ倉庫の保有認定患者情報のすり合わせ

→氏名・性別・生年月日・現住所地の情報のすり合わせ

2. 認定患者情報の正確性を確認（生死の確認等）
→住民票（本籍地付き）・除票（本籍地付き）・戸籍等で確認を行う

3. 人口動態統計より死因を特定
→氏名・性別・生年月日・死亡年月日・死亡届を提出した市町村名を突合し死因を特定
96％の確率で本人特定が可能

情報のすり合わせについて

・⾧崎県・福岡県・広島県・高知県・愛知県・愛媛県・茨木県・
岡山県・沖縄県・京都府・熊本県・佐賀県・埼玉県・三重県・山
口県・滋賀県・鹿児島県・秋田県・新潟県・神奈川県・静岡県・
石川県・千葉県・大阪府・大分県・⾧野県・鳥取県・島根県・栃
木県・奈良県・兵庫県・北海道・和歌山県
計33都道府県で認定患者情報のすり合わせを実施

→氏名・性別・生年月日・現住所地のすり合わせが重要
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生存者について

・生存者：2017/2018/2019年度油症検診受診者のみ

・生存者：2017/2018/2019年度油症検診受診者及び健康実態調
査協力者

*2017/2018/2019年度健康実態調査協力者のみ（油症検診受診
歴なし）の方については生死不明者に分類
→前回の調査では、まだ健康実態調査が開始されておらず条件をそろえる為、健康事態調
査での生死の確認は行わない

死亡者について

・氏名・性別・生年月日・死亡年月日・死亡届を提出した市町村
名が正しく確認されている方のみ死亡者に分類
→上記5項目について確認が取れている方のみ死亡者に分類
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生死不明者について

・あて先不明（現住所地不明）により公文書請求 該当なし を確認
→公文書（住民票・除票）で生死の確認ができない→生死不明者

→住民基本台帳閲覧請求を実施（案）

先行して福岡県（福岡市・北九州市 認定患者の多い地域）で実施予定

→氏名・性別・生年月日・現住所地の再確認を予定

→福岡県保健医療介護部生活衛生課・全国油症治療研究班で閲覧申請を予定

住民基本台帳閲覧について

・住民基本台帳第11条（国又は地方公共団体の機関の請求によ
る住民基本台帳の一部の写しの閲覧）に基づき予定

・住民基本台帳では氏名・性別・生年月日・現住所地の確認が可
能
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住民基本台帳閲覧の問題点

・住民基本台帳は生存者のみ閲覧が可能
→死亡者は住民基本台帳では閲覧できない

・市区町村・市町により住民基本台帳の管理方法が異なっている
→福岡市・北九州市：電子端末で管理（氏名・性別・生年月日・
現住所地の一部で検索が可能）

→紙ベースで保管している市区町村・市町を確認→確認に時間がかかると予想

その他の問題について

・公文書（除票）保管年数を超えている為、抹消となっている方
を数名確認
→除票の保管期間（5年間）を超えている為抹消されている方を
数名確認
→対策案を立案中

-8-



フローチャート
認定患者

（すり合わせ後）

生存者 死亡者 生死不明者

公文書（住民票・除票）で生死確認

死亡者 生死不明者

戸籍の請求 不明者対策

住民基本台帳で再確認（予定）
氏名・性別・生年月日・現住所地

生存者

*住民票（本籍地付き）・除票（本籍地付き）
→氏名・性別・生年月日・死亡年月日の確認

*戸籍
→死亡届を提出した市町村名の確認

今後の予定

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月

自治体 名簿のすり合わせ
24日まで（予定）

すり合わせ予備月
全国班と公文書請求
の件で打ち合わせ
（予定）

公文書請求を実施（予定）（住民
票・除票・本籍地付きで）

全国班に公文書を
提供（予定）

公文書提
供予備月

全国班

24日～調査対象者
の選定（生存者・死
亡者・生死不明者）
（予定）

2月中旬より調査対象
者リストを関係自治
体に発出し打ち合わ
せを開始（予定）

調査依頼に関する文書を厚労省・全
国班から自治体に発出（予定）

調査対象者の氏
名・性別・生年月
日・死亡年月日の
確認（住民票・除
票で）（予定）

死亡者を確認後福岡
法務局で戸籍の請求
を実施（予定）

不明者対策
下旬～福岡市・北九
州市に住民基本台帳
閲覧の予約（予定）

2月上旬より福岡市～閲覧開始予定
3月下旬に中間報告（予定） 閲覧予備月

住民基本台帳閲覧
より得られた情報
を基に公文書請求
の相談を予定

生死不明
者の状況
確認を行
い自治体
と相談予
定
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住民基本台帳法（第十一条抜粋） 

昭和四十二年法律第八十一号 

 

第十一条 国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場

合には、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳のうち第七条第一号から第三

号まで及び第七号に掲げる事項（同号に掲げる事項については、住所とする。以下この項

において同じ。）に係る部分の写し（第六条第三項の規定により磁気ディスクをもつて住

民票を調製することにより住民基本台帳を作成している市町村にあつては、当該住民基本

台帳に記録されている事項のうち第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項を

記載した書類。以下この条、次条及び第五十条において「住民基本台帳の一部の写し」と

いう。）を当該国又は地方公共団体の機関の職員で当該国又は地方公共団体の機関が指定

するものに閲覧させることを請求することができる。 

２ 前項の規定による請求は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかに

してしなければならない。 

一 当該請求をする国又は地方公共団体の機関の名称 

二 請求事由（当該請求が犯罪捜査に関するものその他特別の事情により請求事由を明らか

にすることが事務の性質上困難であるもの（次項において「犯罪捜査等のための請求」と

いう。）にあつては、法令で定める事務の遂行のために必要である旨及びその根拠となる

法令の名称） 

三 住民基本台帳の一部の写しを閲覧する者の職名及び氏名 

四 前三号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項 

３ 市町村長は、毎年少なくとも一回、第一項の規定による請求に係る住民基本台帳の一部

の写しの閲覧（犯罪捜査等のための請求に係るものを除く。）の状況について、当該請求

をした国又は地方公共団体の機関の名称、請求事由の概要その他総務省令で定める事項を

公表するものとする。 

（個人又は法人の申出による住民基本台帳の一部の写しの閲覧） 

第十一条の二 市町村長は、次に掲げる活動を行うために住民基本台帳の一部の写しを閲覧

することが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該申出

を行う者（以下この条及び第五十条において「申出者」という。）が個人の場合にあつて

は当該申出者又はその指定する者に、当該申出者が法人（法人でない団体で代表者又は管

理人の定めのあるものを含む。以下この条及び第十二条の三第四項において同じ。）の場

合にあつては当該法人の役職員又は構成員（他の法人と共同して申出をする場合にあつて

は、当該他の法人の役職員又は構成員を含む。）で当該法人が指定するものに、その活動

に必要な限度において、住民基本台帳の一部の写しを閲覧させることができる。 

-10-



一 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、総務大臣が定める基準に照ら

して公益性が高いと認められるものの実施 

二 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認めら

れるものの実施 

三 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住

関係の確認として市町村長が定めるものの実施 

２ 前項の申出は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなけ

ればならない。 

一 申出者の氏名及び住所（申出者が法人の場合にあつては、その名称、代表者又は管理人

の氏名及び主たる事務所の所在地） 

二 住民基本台帳の一部の写しの閲覧により知り得た事項（以下この条及び第五十条におい

て「閲覧事項」という。）の利用の目的 

三 住民基本台帳の一部の写しを閲覧する者（以下この条及び第五十条において「閲覧者」

という。）の氏名及び住所 

四 閲覧事項の管理の方法 

五 申出者が法人の場合にあつては、当該法人の役職員又は構成員のうち閲覧事項を取り扱

う者の範囲 

六 前項第一号に掲げる活動に係る申出の場合にあつては、調査研究の成果の取扱い 

七 前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項 

３ 個人である申出者は、前項第二号に掲げる利用の目的（以下この条及び第五十条におい

て「利用目的」という。）を達成するために当該申出者及び閲覧者以外の者に閲覧事項を

取り扱わせることが必要な場合には、第一項の申出をする際に、その旨並びに閲覧事項を

取り扱う者として当該申出者が指定する者の氏名及び住所をその市町村長に申し出ること

ができる。 

４ 前項の規定による申出を受けた市町村長は、当該申出に相当な理由があると認めるとき

は、その申出を承認することができる。この場合において、当該承認を受けた申出者は、

当該申出者が指定した者（当該承認を受けた者に限る。以下この条及び第五十条において

「個人閲覧事項取扱者」という。）にその閲覧事項を取り扱わせることができる。 

５ 法人である申出者は、閲覧者及び第二項第五号に掲げる範囲に属する者のうち当該申出

者が指定するもの（以下この条及び第五十条において「法人閲覧事項取扱者」という。）

以外の者にその閲覧事項を取り扱わせてはならない。 

６ 申出者は、閲覧者、個人閲覧事項取扱者又は法人閲覧事項取扱者による閲覧事項の漏え

いの防止その他の閲覧事項の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

７ 申出者、閲覧者、個人閲覧事項取扱者又は法人閲覧事項取扱者は、本人の事前の同意を

得ないで、当該閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用し、又は当該閲覧事項に係る
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申出者、閲覧者、個人閲覧事項取扱者及び法人閲覧事項取扱者以外の者に提供してはなら

ない。 

８ 市町村長は、閲覧者若しくは申出者が偽りその他不正の手段により第一項の規定による

住民基本台帳の一部の写しの閲覧をし、若しくはさせた場合又は申出者、閲覧者、個人閲

覧事項取扱者若しくは法人閲覧事項取扱者が前項の規定に違反した場合において、個人の

権利利益を保護するため必要があると認めるときは、当該閲覧事項に係る申出者、当該閲

覧をし、若しくはさせた者又は当該違反行為をした者に対し、当該閲覧事項が利用目的以

外の目的で利用され、又は当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、個人閲覧事項取扱者及び

法人閲覧事項取扱者以外の者に提供されないようにするための措置を講ずることを勧告す

ることができる。 

９ 市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措

置を講じなかつた場合において、個人の権利利益が不当に侵害されるおそれがあると認め

るときは、その者に対し、その勧告に係る措置を講ずることを命ずることができる。 

１０ 市町村長は、前二項の規定にかかわらず、閲覧者若しくは申出者が偽りその他不正の

手段により第一項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧をし、若しくはさせた場

合又は申出者、閲覧者、個人閲覧事項取扱者若しくは法人閲覧事項取扱者が第七項の規定

に違反した場合において、個人の権利利益が不当に侵害されることを防止するため特に措

置を講ずる必要があると認めるときは、当該閲覧事項に係る申出者、当該閲覧をし、若し

くはさせた者又は当該違反行為をした者に対し、当該閲覧事項が利用目的以外の目的で利

用され、又は当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、個人閲覧事項取扱者及び法人閲覧事項

取扱者以外の者に提供されないようにするための措置を講ずることを命ずることができ

る。 

１１ 市町村長は、この条の規定の施行に必要な限度において、申出者に対し、必要な報告

をさせることができる。 

１２ 市町村長は、毎年少なくとも一回、第一項の申出に係る住民基本台帳の一部の写しの

閲覧（同項第三号に掲げる活動に係るものを除く。）の状況について、申出者の氏名（申

出者が法人の場合にあつては、その名称及び代表者又は管理人の氏名）、利用目的の概要

その他総務省令で定める事項を公表するものとする。 
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個人情報の保護に関する法律（第二十三条 抜粋） 
（平成十五年法律第五十七号） 
 
第二十三条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意

を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。 
一 法令に基づく場合 
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得るこ

とが困難であるとき。 
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、

本人の同意を得ることが困難であるとき。 
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行す

ることに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務

の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 
２ 個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データ（要配慮個人情報を除く。以下

この項において同じ。）について、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの

第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、個人情

報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知

り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出たときは、前項の規定にかかわら

ず、当該個人データを第三者に提供することができる。 
一 第三者への提供を利用目的とすること。 
二 第三者に提供される個人データの項目 
三 第三者への提供の方法 
四 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止するこ

と。 
五 本人の求めを受け付ける方法 
３ 個人情報取扱事業者は、前項第二号、第三号又は第五号に掲げる事項を変更する場合は、

変更する内容について、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、本人

に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出な

ければならない。 
４ 個人情報保護委員会は、第二項の規定による届出があったときは、個人情報保護委員会

規則で定めるところにより、当該届出に係る事項を公表しなければならない。前項の規定に

よる届出があったときも、同様とする。 
５ 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前各項の規定の適用に

ついては、第三者に該当しないものとする。 
一 個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの
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全部又は一部を委託することに伴って当該個人データが提供される場合 
二 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合 
三 特定の者との間で共同して利用される個人データが当該特定の者に提供される場合で

あって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、

利用する者の利用目的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称

について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。 
６ 個人情報取扱事業者は、前項第三号に規定する利用する者の利用目的又は個人データ

の管理について責任を有する者の氏名若しくは名称を変更する場合は、変更する内容につ

いて、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。 
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