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＜調査実施項目＞ 

Ⅰ院内がん登録の組織体制 
Ⅱ院内がん登録の実施体制 
Ⅲがん登録の方法 
Ⅳ集計、解析、報告書 
Ⅴ院内がん登録システムのソフト 
Ⅵ院内がん登録の研修教育 
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（1）院内がん登録委員会について 
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（2）院内がん登録委員会の定期開催 

1.院内がん登録の組織 

委員会がある13施設 
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  平成27年6月13日（土）に 
 広島県院内がん登録部会を開催 

院内がん登録訪問調査の 
           結果を踏まえて・・・ 
               

  ◆訪問調査の結果の報告 
  ◆各調査実施項目の改善点と 
   改善案について検討 



  Ⅰ 院内がん登録の組織体制について 

■院内がん登録委員会の設置 

  院内がん登録の業務の適正な企画、管理及び運用に必要な事項を協議する 
   構成メンバーは医師・看護師・薬剤師・がん登録実務者等 

 
■院内がん登録に関連する規則や細則の策定 
   国立がんセンター中央病院院内がん登録関係組織規程及び院内がん登録実施規定 
   国立がんセンター中央病院院内がん登録情報利用規則、などを参考に 
 
■規則や細則は適宜見直しをする 

 

■院内がん登録委員会がない  
■院内がん登録に関する規則や細則がない 

改善点 

改善案 
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 Ⅱ  院内がん登録の実施体制 

■業務マニュアルの作成 

  作業の流れに沿って、誰が、何を使って、どのように作業をするのかを検討 
  ・登録候補の見つけだし 
  ・登録対象の決定 
  ・登録項目の抽出 
  ・登録項目のコード化 
  ・登録項目の入力 
  ・登録項目の品質管理 
 
■業務マニュアルの適宜見直し 
 

 
 

■業務マニュアルがない  

改善点 

改善案 

・業務内容を明確にする 
・登録実務者が変更になった場合にも対応 
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     Ⅲ  がん登録の方法 

■外来症例の登録を行っていない 
■登録対象としている、病名や病理診断名を把握、リスト化していない 
■登録した内容を実務者間でダブルチエックを行っていない 

■有効的かつ効率的な登録対象の見つけだしについて部会で検討 
■登録対象としている、病名や、病理診断名は、リスト化する 
■実務者間の解釈の統一を図る事を目的として、登録内容のダブルチエックを行う 

改善点 

改善案 

訪問調査時の意見 
■外来症例の見つけだし作業が大変 
■1人で登録を行っているので相談する人がいない 
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   Ⅳ  集計、解析、報告書について 

■なにをどうやって集計したらよいのか 
■どのような報告書を作成したらよいのか 
■部位分けや治療法分類など、国立がん研究センターの定義にそって集計を行いたいが 
  難しい。 

改善点 

改善案 
■広島県内の拠点病院で統一した、がん登録の集計表を作成 
■集計用のファイルを広島大学病院から提供 
    

訪問調査時の意見 

■集計する項目を定めていない 
■報告書の作成を行っていない 
■集計結果等を院内誌やホームページで広報をしてない(指定要件） 
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   Ⅴ 院内がん登録システムのソフト 

今後、全国がん登録が開始されるに伴い 
  標準登録様式が変更の予定 
 

注意点 

 

登録システムの内容の変更が必要になる 
・システム改修費用の確認 
・システム変更時期の確認 
・変更内容の把握 

 

     変更に伴い 
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    Ⅵ がん登録の教育研修について 

 
■広島県内での研修会をもっと開催してほしい 
■拠点病院以外の方も参加できるようにしてはどうか 

 

改善点 

改善案 

■国立がん研究センター主催の院内がん登録研修会に継続して受講 
■広島県内の拠点病院のがん登録実務者を対象に研修会を検討 

訪問調査時の意見 

■国立がん研究センター主催の院内がん登録研修会を継続して受講していない 
                                          （指定要件） 
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Ⅳ集計、解析、報告書 
 広島県内の拠点病院で統一した院内がん登録集計表の作成 
 集計表の作成については，広島大学病院より集計用のエクセルファイルを提供 
 本年12月に開催予定の院内がん部会で各拠点病院の集計結果等を報告予定 

Ⅵがん登録の教育研修について 
 6/13日(土）院内がん登録実務者研修会を開催 
   今後も定期的に，がん登録実務者研修会を開催予定 
  

Ⅰ院内がん登録の組織体制 
Ⅱ院内がん登録の実施体制 
Ⅲがん登録の方法 
 広島県内のがん登録の手順の標準化 
 本年秋頃に国立がん研究センターより，がん登録マニュアルが示される予定 
 そのマニュアルに沿って，がん登録を行っているかを確認 

広島県院内がん登録部会での取り組み 

取り組んだ事 

今後，取り組む事 



病院名(　　　　　  　　　　　　　　）

１.院内がん登録の組織

（1）院内がん登録委員会がある はい いいえ

（2）院内がん登録委員会を定期的に開催している はい いいえ

　○開催頻度
　　　（不規則な場合は、最近1年間の実績をお答えください）
　　　（例）1回/月、20回（平成25年度開催回数 ）

2.院内がん登録の体制について

（1）院内がん登録の業務内容を規定している はい いいえ

　「はい」の場合、規則名や規則内容などがある はい いいえ

（2）院内がん登録を行っている部署名

（3）院内がん登録室として部屋が独立している はい いいえ

1.業務マニュアルについて

（1）院内がん登録業務マニュアルを作成している はい いいえ

2.業務を行っている職員について

（1）院内がん登録を行っている人数 人

　　（例）医師、看護師、診療情報管理士等

（3）院内がん登録実務者の経験年数　　　

1.登録について

（1）2013年症例の院内がん登録件数 件

（2）外来・入院症例ともに登録している はい いいえ

（3）登録対象を判断する職種について 登録実務者
登録実務者以外
（医師等）

（4）登録対象見つけ出しに使用している情報源（該当する項目に○を付けてください。複数回答可）

（5）登録候補漏れの補完について 補完している 補完していない

院内がん登録実施状況 調査票

Ⅰ 院内がん登録の組織体制について

Ⅱ 院内がん登録の実施体制について

Ⅲ がん登録の方法について

　○補完に利用している情報源について（該当する項目に○を付けてください。複数回答可）

　　　病理診断レポート　　　　病名登録　　　　　主治医確認
　
　　　診療科データベース　　　その他（　　　　　　　　）

　　　病名　　　    病理診断名　　   放射線治療　　　　化学療法（薬剤名など）
　
　　　内視鏡治　　　CT・MRI検査　　　超音波検査　　　　手術治療　　　退院時要約

　　　その他（　　　　　　　　　　　　）

　〇委員会の構成メンバー役職・職名をご記入ください。

回/月

　○登録実務者以外の場合、具体的な職種をご記入下さい。
　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・1年未満　　　　　　  名
・1年以上2年未満　　　 名
・2年以上　　　　 　　 名

（2）院内がん登録を行っている職員：（　　　　　　　　　）



　○定期的に割り振りを見直している はい いいえ

（7）登録情報のダブルチエックについて している していない

（8）医師による、登録内容のチエックを行っている している していない

（9）登録に利用しているテキスト(資料について）

　　　がん情報サービスのHPから5部位の
　　 部位別テキストを定期的にダウンロードしている

している していない

     院内がん登録支援のページから5部位以外の
　　 部位別テキストを定期的にダウンロードしている

している していない

　　 〇その他，登録に利用しているテキストについて
　　　　　　（例）○○解剖アトラス等
　　　　各がん取扱い規約
　　　　メディックメディア病気が見えるシリーズ
　　　　グレイ解剖学アトラス

（1）集計する項目を院内で定めている はい いいえ

（2）集計した項目を院内で検討し確認している はい いいえ

（3）報告書を作成している　例）会議資料・年次報告書等 はい いいえ

（4）集計結果を院内誌やホームページ等で広報している はい いいえ

（5）院内がん登録の情報の利用を希望する場合の利用規定がある はい いいえ

Ⅵ 院内がん登録の教育研修について

（1）国立がん研究センター主催の院内がん登録実務者研修の修了
　　 状況

（2）定期的に国立がん研究センターが主催する初級継続研修会を
　　 受講している

はい いいえ

 (3)県内で開催される、院内がん実務者研修会に参加している はい いいえ

Ⅶ 自由記述

Ⅴ院内がん登録システムのソフト（アプリケーション）ついて

Ⅳ 集計、解析、報告書について

　○ダブルチエックを「している」場合は、具体的な方法をご記入ください。

（1）使用してる院内がん登録ソフト名：（　　　　　　　　　　　） 

・初　級　　　名
・中　級　　　名
・指導者　　　名

　○「はい」の場合（該当する項目に○を付けてください。複数回答可）

　毎月会議資料等を作成している　　毎年報告書を作成している　　数年に一度報告書を作成している

　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（6）登録する部位の割り振りについて

　○部位の割り振りの方法について（該当する項目に○を付けてください）

　　　部位別　　　　件数別（全ての部位）　　　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）


