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がん登録に関する情報提供について  

 

 

平成 28 年 1 月 1 日より「がん登録等の推進に関する法律」（平成 25 年

法律第 111 号）が施行され、全国がん登録制度が開始されたことに伴い、

今般、厚生労働省ホームページにおけるがん登録に係る記載を更新し、

がん登録の概要、関係法令及び疑義解釈、医療機関及び地方公共団体向

けの情報等を掲示している旨、厚生労働省より各関係団体あてに別添の

とおり情報提供がなされました。  

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知のうえ、貴

会管内郡市区医師会、関係医療機関等に対する周知方について、ご高配

のほどよろしくお願い申し上げます。  

 

 

・厚生労働省ホームページ  がん登録  

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/k

enkou/gan/gan_toroku.html 

 

（別紙）全国がん登録担当部署一覧（国立がん研究センターホームページ）  

http://ganjoho.jp/reg_stat/can_reg/national/hospital/contact.h

tml 
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平成２８年１月 ２６日
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厚生労働省健康局

　

がん・疾病対策課

がん登録に関する情報提供について （情報提供）

　

がん対策の推進につきましては、 平素から格段の御配慮を賜り、 厚く御礼申し上げます。

　

平成２８年１月１日に 「がん登録等の推進に関する法律 （平成２５年法律第１１１号）」 が施

行され、 全国がん登録制度が開始となりました。

　

標記につきましては、厚生労働省ホームページ中のがん登録に係る記載を更新し、 が

ん登録の概要、関係法令及び疑義解釈、地方公共団体及び医療機関向けの情報等を掲示
していま す。

　

つきましては、貴団体内への周知について、特段のご配慮を頂けますよう宜しくお願いい
たします。
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・

　

なお、届出手続等の詳細につきましては、各都道府県における全国がん登録担当部署 御Ｊ
紙） にお問い合わせください。

厚生労働省ホームページ

　

がん登録
ホーム 〉 政策について〉分野別の政策一覧 〉 健康・医療〉健康〉がん対策情報 〉 がん登録
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全国がん登録担当部署一覧 （平成２８年１月時点）

都道府県 担当…・三 電話（内線）≦－：

北海道 保健福祉部健康安全局地域保健課 ０１１‐２０４－５１１７（２５‐５３０）

青森県 健康福祉部がん・生活習慣病対策課 ０１７‐７２２‐１１１１（６３４４）

岩手県 保健福祉部健康国保課 ０１９‐６２９‐５４６８

宮城県 保健福祉部疾病」感染症対策室 ０２２‐２１１－２６３８

秋田県 健康福祉部健康推進課がん対策室 ０１８‐８６０一・１４２８

山形県 健康福祉部健康長寿推進課 ０２３一６８５‐２７５２

福島県 保健福祉部地域医療課 ０２４‐５２１‐７２２１

茨城県 保健福祉部保健予防課 ０２９‐３０１‐１１１１（３２２４）

栃木県 保健福祉部健康増進課 ０２８‐６２３－３０９６

群馬県 保健予防課がん対策推進室

　

・ ０２７‐２２６‐２６１４（２５９９）

埼玉県 保健医療部疾病対策課 ０４８‐ａ３０‐３５９８

千葉県 健康福祉部健康づくり支援課 ０４３‐２２３‐２６８６

東京都 福祉保健局裸ニニー中高；徳島」・

　

並雲宗ん登録担当 ０３‐５８０９‐０２４８

神奈川県 保健福祉局保健医療部がん対策課 ０４５‐２博一１１１１（５０１６）

新潟県 福祉保健部健康対策課 ０２５‐２８０‐５１９９（２６５９）

富山県 厚生部健康課 Ｕ′Ｕ ：“

　

Ｍ‘４（３５５５）

石川県 健康福祉部健康推進課 ０７６‐２２５－１４３７

福井県 健康福祉部健康増進課 ０７７６‐２０‐０３５１

山梨県 福二保健部健康増進課 ０５５－２２３－１４９７

長野県 健康福祉部保健・疾病対策課 ０２６‐２３５‐７１５０

岐阜県 他」－－．・綱 川
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愛知県 健康福祉部保健医療局健康対策課 ０５２‐９５４‐６３２６

一重県 健康福祉部三；対策局健康づくり課 ０５９‐２２４‐２２９４
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滋賀県 健康医療福祉部健康医療課 ０７７一５２８‐３６１６

京都府 健康福祉部健康対策課 ０７５‐４１４‐４７６６

大阪府 健康医療部保健医療室健康づくり課 ０６－６９４４‐６０２９

兵庫県 健康福祉部健康局疾病対策課 ０７８－３４１一７７１１（３２３１）

奈良県 医療政策部保健予防課 ０７４２‐２７‐８９２８（３１４６）

和歌山県 福祉保健部健康局健康推進課 ０７３‐４３２‐４１１１（２６４０）

鳥取県 福祉保健部健康医療局健康政策課 ０８５７‐２６‐７７６９

島根県 健康福祉部健康推進課がん対策推進室 ０８５２‐２２‐６７０１

岡山県 保健福祉部医療推進課 ０８６一２２６‐７３２１

広島県 健康福祉局がん対策課 ０８２‐５１３‐３０６３

山口県 健康福祉部医療政策課 ０８３‐９３３‐２９６１

徳島県 保健福祉部健康増進課 ０８８‐６２１‐２２２２

香川県 健康福祉部健康福祉総務課 ０８７‐８３２‐３２６１

愛媛県 保健福祉部健康衛生局健康増進課 ０８９‐９１２‐２４０１

高知県 高知県健康政策部健康対策課 ０８８‐８２３‐９６７４
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▲日 ０９２‐６４３‐３２７０（３０５２）

佐賀県 健康福祉本部健康増進課 ０９５２‐２５‐７０７４

長崎県 福祉保健部医療政策課 ０９５‐８９５‐２４６３

熊本県 健康局健康づくり推進課企画・がん対策班 ０９６‐３３３‐２２０８（７０７５）

大分県 福祉保健部健康対策課 ０９７－５０６‐２６６６

宮崎県

　

， 福祉保健部健康増進課 ０９８５－２６－７０７８

鹿児島県 保健福祉部健康増進課 ０９９‐２８６‐２７２１（２７２３）

沖縄県 保健医療部健康長寿課 ０９８－８６６－２２０９


