
資料 7-1 

＜がん登録部会：今年度事業計画の実績報告と評価および次年度事業計画＞ 

 

□ 部会目的事業計画別報告： 

１．拠点病院の院内がん登録の強化を図る 

実 績：那覇市立病院では外来のがん患者について院内がん登録の対象外としていたが、

2009 年 1 月 1 日より開始した。4 拠点病院の実務者全体が国立がんセンターの主

催する院内がん登録の研修会に参加した。（資料 7-1-1） 

評 価：４点：研修会に参加する以外に院内がん登録の強化を図るよう工夫が必要なため。  

次年度：引き続き継続する。 

 

２．拠点病院以外への院内がん登録の普及を図る 

実 績：医療法人信和会沖縄第一病院へ院内がん登録を開始するための初期指導を行い、

院内がん登録を開始した。 

評 価：３点：１施設目で初期指導の方法が決まったので、今後継続する。 

次年度：沖縄県で地域がん登録の対象としている医療機関 55 施設（資料 7-1-2）において、

院内がん登録を普及させるため、順次初期指導を開始する。 

 

３．沖縄県の院内がん登録のデータの解析とその活用を行う 

実 績：未実施。 

評 価：１点：未実施のため。 

次年度：引き続き継続する。 

 

４．院内がん登録と地域がん登録との統合とその活用を行う 

実 績：今まで沖縄県の作成した「悪性新生物登録票」に 1症例毎に記載し提出していた 

地域がん登録事業において、国立がんセンターが推奨するがん登録支援ソフト

「HosCanR」の「地域がん登録用として印刷用届出票を出力」を利用し、届け出を

行ってもよいとの回答があった。さらに、沖縄県に国立がんセンターが推奨する

「地域がん標準データベース」を導入するため、沖縄県知事宛てに要望書を提出

した。 

評 価：３点： 導入に至っていないため。 

次年度：引き続き継続する。 

 

５．院内がん登録及び地域がん登録の定期開示を行う 

実 績：未実施。一部の拠点病院では、院内がん登録の集計結果を院内の委員会等で報告

した。地域がん登録では、「沖縄県がん登録事業報告書」を作成し、医療機関や市

町村に配布した。 



 

評 価：１点：未実施のため。 

次年度：院内がん登録の集計結果をホームページ等に公開する。 

 

６．院内がん登録研修会を企画開催する（研修部会との共同作業） 

実 績：沖縄県診療情報管理研究会と共催し、平成 21 年 3 月 21 日に「院内がん登録研修 

会」を企画開催する。 

評 価：５点：第 1回院内がん登録研修会を開催し、好評を得たため。 

次年度：来年度より、がん種毎に《シリーズ化》年に 4回を目標に「院内がん登録研修会」 

    を企画開催する。 

 

７．DPC データの各施設間の比較分析（ベンチマーキング）を行う 

実 績：DPC データの比較分析については、地域ネットワーク部会がふさわしいと考えられ

るため、地域ネットワーク部会に移行するように依頼する。 

評 価：１点：未実施のため。  

次年度：来年度については目的から外す。 

 

□ 次年度事業計画 

１．拠点病院の院内がん登録の強化を図る 

  ① 国立がんセンターの主催する院内がん登録研修会に参加する。 

  ② すべての院内がん登録をしている施設において、国立がんセンターの院内がん登

録サポートメーリングリストに参加する。 

  ③ 医師と院内がん登録実務者との協力・連携体制の強化 

 

２．登録漏れを防ぐため、登録すべき腫瘍候補の見つけ出しを強化する。 

 

３．拠点病院以外への院内がん登録の普及を図る 

  沖縄県で地域がん登録の対象としている医療機関 55 施設において、院内がん登録を普 

及させるため、順次初期指導を開始する。 

 

４．沖縄県の地域および院内がん登録対象医療機関の見直しを行う。 

 

５．院内がん登録と地域がん登録との統合とその活用を行う 

  ① 沖縄県に国立がんセンターが推奨する「地域がん標準データベース」を導入する。 

  ② 拠点病院以外で、「HosCanR」を使用し院内がん登録を行っている 9施設において、

「HosCanR」の「地域がん登録用として印刷用届出票を出力」を利用し、地域がん



登録への届け出行うよう働きかける。また、「HosCanR」以外を使用している施設

でも、同様に届け出が出来るようにカスタマイズを行うよう働きかける。 

 

６．院内がん登録及び地域がん登録の定期開示を行う 

  ① 院内がん登録の集計結果を各拠点病院のホームページ等に公開する。 

  ② 沖縄県と 4 拠点病院の集計結果を「沖縄県がん診療連携協議会・がん登録部会」

のホームページに公開する。 

 

７．院内がん登録研修会を企画開催する（研修部会との共同作業） 

  来年度より、がん種毎に《シリーズ化》年に 4回を目標に「院内がん登録研修会」 

  を企画開催する。 

 

８．沖縄県と拠点病院が共同で「沖縄県院内及び地域がん登録報告書」を作成する。 

  登録情報の集計、解析及びその結果をまとめ、医療機関や市町村に配布する。 

 

９．がん登録部会の活動を学会等で報告する。 

 

１０．施設の登録患者の生存率を計測する。



各拠点病院院内がん登録研修会参加状況 
資料 7-1-1 北部地区医師会病院 

 実施日 研修会名称 場所 参加者名 役職 

1 3 月 3 日～4日 院内がん登録初級者研修 東京 玉城 順次 一般職員 

2 1 月 13 日 品質管理ツール講習会 梅田研修センター 玉城 順次 一般職員 

3 

4 

県立中部病院 

 実施日 研修会名称 場所 参加者名 役職 

1 9 月 26 院内がん登録初級修了者研修会 国立がんセンター 比嘉 初枝 主査 診療情報管理士 

2 12 月 8 日～12 日 院内がん登録中級者研修会 東京 比嘉 初枝 主査 診療情報管理士 

3 3 月 3 日～4日 院内がん登録初級者研修会 国立がんセンター 金城 友美 診療情報管理士 

那覇市立病院 

 実施日 研修会名称 場所 参加者名 役職 

1 6 月 9 日～10 日 院内がん登録初級者研修会（後期） 横浜 平安 政子 診療情報管理士 

2 6 月 9 日～10 日 院内がん登録初級者研修会（前期） 横浜 内村 五月 診療情報管理士 

3 1 月 22 日～23 日 院内がん登録初級者研修会（後期） 福岡 内村 五月 診療情報管理士 

4 1 月 26 日～30 日 院内がん登録指導者研修会 大宮 平安 政子 診療情報管理士 

琉球大学医学部附属病院 

 実施日 研修会名称 場所 参加者名 役職 

1 6 月 25 日～26 日 院内がん登録初級者研修会（後期） 福岡 伊禮 貞人 診療情報管理士 

1 6 月 25 日～26 日 院内がん登録初級者研修会（前期） 福岡 仲本 奈々 診療情報管理士 

2 1 月 23 日 院内がん登録初級者研修会（後期） 福岡 仲本 奈々 診療情報管理士 

3 1 月 13 日 品質管理ツール講習会 梅田研修センター 仲本 奈々 診療情報管理士 

 
 
 



          
【国立】 

１．琉球大学医学部附属病院 ２．国立病院機構 沖縄病院 

【県立】 

１. 沖縄県立北部病院 ２. 沖縄県立中部病院 ３. 沖縄県立南部医療センター ４. 沖縄県立八重山病院 ５. 沖縄県立宮古病院 

【公立】 

１. 那覇市立病院 ２. 公立久米島病院 ３. 沖縄赤十字病院 

【一般病院】 

１. 沖縄第一病院 ２. 浦添総合病院 ３. 北部地区医師会病院 ４. おもろまちﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ ５. 糸数病院 

６. 上村病院 ７. 翔南病院 ８. 大浜第一病院 ９. 中部徳洲会病院 １０. 南部徳洲会病院 

１１. 宮古島徳洲会病院 １２. 石垣島徳洲会病院 １３. ハートライフ病院 １４. ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｽﾄﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ １５. 豊見城中央病院 

１６. 沖縄メディカル病院 １７. 中頭病院 １８. 小禄病院 １９. 西武門病院 ２０. 琉生病院 

２１. 沖縄協同病院 ２２. 与那原中央病院 ２３. 同仁病院 ２４. 嶺井第一病院 ２５. 西崎病院 

２６. 医療法人ほくと会 北部病院 ２７. 大道中央病院 ２８. 中部協同病院 ２９. 名嘉病院 

【診療所】 

１. 那覇西クリニック ２. 島袋内科・胃腸科医院 ３. 神元内科医院 ４. 仲宗根クリニック ５. 川根内科・外科医院 

６. 高里内科胃腸科医院 ７. 当山美容形成外科医院 ８. 友寄内科胃腸科医院 ９. 東町外科医院 １０. 又吉胃腸科外科 

１１. 山内胃腸科内科医院 １２. 山城外科医院 １３. 宮城産婦人科医院 １４. ふじ胃腸科医院 １５. 下地内科医院 

１６. 宮城内科胃腸科医院 

 
 

院内がん登録を行っている医療機関（   ・・・「HosCanR」使用施設） 

１. 琉球大学医学部附属病院 ２. 北部地区医師会病院 ３. 沖縄県立中部病院 ４. 浦添総合病院 ５. ハートライフ病院 

６. 豊見城中央病院 ７. 中部徳洲会病院 ８. 南部徳洲会病院 ９. 中頭病院 

１．那覇西クリニック ２．那覇市立病院 
院内がん登録を行っている施設・・・11施設 

「HosCanR」を使用している施設・・・９施設 

その他のシステムを使用している施設・・・２施設 

沖縄県で地域がん登録の対象としている施設・・・55施設 

資料 7-1-2 
沖縄県で地域がん登録の対象としている医療機関 

 

 


