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区分 内　　容 区分 内　　容 区分 内　　容 区分 内　　容

１．①がん登録実務者の認定お
よび更新試験が実施され、国や
患者が求めるがん登録実務者の
技能向上が求められている

　②これまでの登録数や治療内
容の分析が不十分である。年報
作成も行えていない。また、生
存確認調査の消息判明率などの
データ広報ができていない。

２．体制整備されるまでの2009
年症例の全国集計が対象外扱い
となった。

３．今年からは、がん登録等の
推進に関する法律が施行され、
院内がん登録実務をめぐる制度
改変の時期を迎えており、それ
に対応した実務者の確保が課題
となっている。

【院内業務】

１．①法律の制定に伴い運用マニュアルや様
式の登録改訂の理解を深める研修に参加す
る。新規採用者は、初級者認定試験合格・初
級者合格者は、中級者認定を目指し取り組
む。
登録の集計や品質管理を行い国や県に届出す
る。

　②登録データを集計・分析能力向上目的の
研修に参加し技能を磨き、年報作成をする。
全がん協のデータなども活用していき、患者
さんに治療成績などわかりやすい情報提供が
できる。

２．今年度、2009年症例5年生存率の調査が完
了し届出を行っていく。

３．法律が施行され、院内がん登録実務をめ
ぐる制度改変に応じた人材の確保や情報管理
者のセキュリティー意識を高める

概ね
達成

１．①国立がん研究センター
主催の中級者認定研修に1名
が参加し、8月の中級試験を
受験し合格した。初級者認定
試験は1名が受験した。
9月に昨年の院内がん登録
3775件の届出を行った。

②他県の分析研修などに参
加。
今年度は、過去5年間のが
ん登録数や治療法集計を
行い年報を作成し関連機
関に広報した。

２．2009年症例整備を終え、5
年生存率全国集計の届出は
行えた。

３．がん登録等の推進に関す
る法律の理解と守秘義務など
の認識を高めた。

１①初級者認定試験の結果
を確認していく。様式について
他病院の質問に対応し不明
点は国立がん研究センターに
問合せ解決していく。

②集計・分析や登録システム
研修は、11月と2月に受講し
分析技能を高める。

自施設のホームページの生
存率公表は、国がんの施設
別5年生存率公表を待って行
う予定

生存確認調査の消息判明率
などのデータや2015年届出症
例のホームページを改訂して
いく

達成

１．国立がん研究センター
主催の初級・中級者認定
試験に各1名づつ合格し
た。分析技能を高める研修
に参加し集計に役立てられ
た。

２．これまで整備できてい
なかった過去（2009年診断
症例）のがん登録整備を終
え、5年生存率全国集計の
届出が行えた。

３．がん登録等の推進に関す
る法律の理解と守秘義務確
認とセキュリティー強化（情報
管理）を実施した。

１．がん登録の集計や分析技
能向上目的の研修に今後も
積極的に参加する。

２．全がん協＋国がんの生存
率集計結果を確認しホーム
ページ改訂などに活用してい
く。

３．昨年末のがん対策基本法
改正に伴い予後調査の住民
票照会の申請文を修正する。
個人情報保護法も考慮した法
律の遵守に今後も努める。

がん診療情報を収
集・分析する体制
整備（院外：都道
府県がん拠点病院
の役割）

拠点病院の指定要件に院内がん
登録のデータを活用し、登録数
や各治療法をホームページにて
広報することが挙げられている
が、こども病院を除く国拠点14
病院の1割強は登録数、6割弱は
治療法が掲載されていない現状
で、集計方法もさまざまであ
る。

【院外業務】

 都道府県がん診療連携拠点病院の指定要件と
して、県内の院内がん登録に関する情報の収
集を行っている事とあり、がん診療連携協議
会の加盟病院の登録数を協議会のホームペー
ジにまとめて広報することなどを検討する。

4月のがん診療連携協議会で承認を得る。
院内がん登録実務者ミーティングにおける事
務局会議に国指定拠点病院の実務者に協力が
得られるか確認する。

H29年3月 ○ △
未達
成

昨年のがん登録数とがん種
類別集計を各拠点病院に10
月21日までに提出してもらう
よう依頼中、
当院がまとめて集計する予定

11月15日第2回兵庫県院内が
ん登録実務者ミーティング開
催時に当室がまとめた集計を
提示しがん診療連携協議会
のホームページにアップして
いく内容を検討する。

○
概ね
達成

１．協議会参加45病院から
集約した2014年がん登録
数とがん部位別割合を提
示し、各病院の公表意向も
検討）３月末に各施設別登
録数を広報した。

２．外来掲示やがん登録
ニュースでがん登録情報の発
信はしているが、生存率など
のホームページ改訂までに
至っていない。

１．各施設別の治療法につい
て兵庫県がん診療連携協議
会のホームページで広報して
いく。

２．ホームページの生存率公
表は、国がんの施設別5年生
存率公表を待って行う予定
（どのように公表活用していく
か、がん登録委員会等を通じ
て検討していく）

県内拠点病院のが
ん登録実務者の人
材育成（院外：都
道府県がん拠点病
院の役割）

現在、県内の拠点病院は、精度
の高い登録と自施設データを分
析し、特徴を広報することが求
められているが、地域がん登録
のみしか対応していない施設か
ら自施設の登録データを解析で
きる施設まで実務者の技巧格差
が大きい。
 また、実務者の指導をする指導
者研修終了者は初級者を育成す
る役割をになっているが、マン
パワー不足により、初級者への
研修の一部を国立がん研究セン
ターの講師を招聘することで
補っている。

【院外業務】
兵庫県がん登録実務者ミーティングは、国拠
点病院の持ち回り当番病院と連携して会の企
画・運営を行っていく。
また、がん登録実務初級者研修会のうち、第1
回目は、今年から採用される肝の規約、新標
準登録様式と多重がんの変更点を県内の指導
者2名では、その内容に関する講義が未熟なた
め、講師を招聘するよう計画した。第２・３
回については、指導者が企画・運営・講師も
行っていく予定。

（第1回　H28年5月11日
　講師：当院消化器外科部長
　　　　　国立がん研究センターより講師招
聘）
（第2回　H28年11月15日）
（第3回　H29年2月24日）

H29年3月 ○ ○
概ね
達成

第1回は、41拠点病院74名の
参加者へ新しい登録様式の
変更点を国立がん研究セン
ターの江森先生や肝癌の取
扱い規約の変更点を当院の
消化器外科千堂先生より講
義を受け、その企画・運営を
柏原病院の実務者とともに
行った。
第2回は、西神戸医療セン
ターの実務者とともに企画し
各拠点病院へ案内中。

各拠点病院の実務者に今年
より改定された様式での登録
に困っている質問に回答し支
援する。

継続

11月15日第2回実務者ミー
ティング開催に向けて兵庫県
全体の拠点病院のがん登録
数の集計など行っていく予定
である。
Ｈ２９年２月第3回は、西脇市
民病院とともに企画・運営を
行う予定。
議題は、各拠点病院治療法
の公表について検討予定で
ある。

引き続き、実務者ミーティング
や相談メールを通して、登録
で困っている症例などの解決
ができるよう支援する。

○
概ね
達成

第1回は、41病院74名の実
務者へ新登録様式や肝癌の
取扱い規約の変更点につい
て初級向け研修を柏原病院と
共に企画・運営を実施した。

第2回は、36病院56名の実
務者へ分析研修及び新登録
の疑問点指導を西神戸医療
センター・指導者（姫路赤十字
病院）とともに企画・運営を実
施した。

第3回は、38病院58名の実
務者と登録の初回治療法の
定義理解について西脇病院と
共に研修の企画・運営を実施
した。

継続

今後もがん登録の精度を上
げるための取組みと拠点病院
のがん登録数や治療法など
の全体集計を行っていく。

2月24日国指定拠点病院参加
の事務局会議でＨ２９年度以
降のミーティング当番や内容
（研修など）を検討する。

来年度より指導者制度がなく
なるが、がん登録副部会長と
して引き続き、実務者ミーティ
ングや相談メールを通して、
登録で困っている症例などの
解決ができるよう支援していく

（注）実施管理・区分欄の記入について
　 C評価における区分は、「達成」「概ね達成」「未達成」から、A改善における区分は、「完了」「継続」「その他」から、それぞれ１つ選んで記入する。
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継続 継続

がん登録実務の精
度向上(院内）

H29年3月 ○ ○ 継続 ○

Ａ 改善

《平成２８年度　Ｐ Ｄ Ｃ Ａ サ イ ク ル実施計画・管理表 》
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