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第1節

登録作業の概略

図 3 に、地域がん登録の地域がん登録室における標

既登録情報と照合することにより、登録患者の県内死亡

準的な登録作業の流れを示した。

を確認することができる。

1.

4.

届出票の収集と入力
対象地域の医療施設・検診機関などから、登録対象腫

集約
同一人物に由来する票が複数件存在する場合は、多重

瘍について、標準登録票項目 25 項目を満たす「届出票」

がんか否かの判定を行った上で、登録されたデ－タ（1

を用いて、がん患者の診断・治療に関する情報を収集す

票 1 件）から 1 腫瘍 1 件の「集約デ－タ」を作成する。

る（届出・出張採録）。届出票の記載内容を点検し、不
備不明な点があれば届出機関に照会する。登録・集計に

5.

遡り調査

必要な項目をコーディングして入力する。
集約デ－タのうち、死亡票のみで把握されている腫瘍

2.

照合

を抽出し（遡り調査対象者）、死亡診断した医療機関に、
届出票と同じ様式による罹患情報の届出（遡り調査票）

個人識別指標（姓名、生年月日、性別、住所など）の
一致・不一致を、新規届出票と既登録情報とで機械的に

を依頼する。提出された遡り調査票を、届出票と同じ手
順でコーディング、入力、照合する。

比較し、一致状況が一定の条件を満たす同一人物候補を
リスト出力する（コンピュータによる照合）
。リストを

6.

生存確認調査

目視確認して、同一人物か否かを判定する。
同一人物と判定した場合は、新規届出票に既登録と同

集約デ－タのうち、診断から一定期間（たとえば 5

じ個人登録番号を付す。同一人物の個人識別指標に不一

年間）経過した時点で、死亡情報を得ていない患者を抽

致がある場合は、個人識別指標の代表値として採用する

出し（生存確認調査対象者）
、市町村役場などの協力を

情報を決定する。別人と判定した場合は、新規届出票に

得て、住民票の閲覧による生存確認調査を実施する。住

新たな個人識別番号を割り当てる。

民登録の有無、転出日・転出先住所、死亡日、個人識別
指標の訂正事項などを生存確認調査票として入力し、既

3.

死亡転写票の利用

登録情報と照合する。生死確認のみならず、個人識別指
標の確認も、生存確認調査の大きな目的である。個人識

厚生労働省統計情報部が管理している人口動態統計の

別指標の不備・不足、変更によって、誤って別人として

死亡情報を、統計法第 33 条に基づいて 2 次利用申請し、

登録されていた同一人物を抽出・統合することにより、

承認を得て、対象地域における人口動態死亡（小）票か

罹患集計の品質・完全性の向上に寄与する。

ら、所定の項目を「死亡転写票」として収集する。死亡
転写票の記載事項から、
がんの記載がある票（がん死亡）

7.

統計データ作成、集計・解析

と記載のない票（非がん死亡）を選別する。
がん死亡について、把握に必要な項目をコーディング
して、届出票の照合と同じ手順で照合、医療機関に対し

更新し、報告書や登録資料の提供に用いる「統計データ」

て遡り調査を実施する。この作業により、医療機関から

を抽出する。罹患数は、統計データを作成するたびに変

の届出 ･ 採録漏れを補完する。

化するので、年報の作成に用いた統計データの作成日を

非がん死亡についても、個人識別指標及び死亡日と、
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年間の一定の作業が終了した時点で、集約デ－タを再

記録する。全国がん罹患モニタリング集計には、年報作
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成に用いた統計データからモニタリング集計用デ－タを
抽出・加工して、提出する。

8.

ロジカルチェック
情報の入手、
整理、
データ化、
コーディング、
登録、追加・

修正、など、全ての作業過程において、単純ミスのみな
らず、誤解、知識・経験不足による漏れ・間違いが発生
しうる。登録作業の各ステップにおいて、適切なロジカ
ルチェックを実施して、
より正確な登録資料を作成する。

がんの診断・
初回治療の把握

登録漏れの把握
登録患者の生死確認
登録患者の死亡確認 個人識別指標の確認

医療機関
など
遡り調査票
照会

届出票

人口動態
死亡統計

市区町村
役場など

死亡転写票

生存確認調査票
照会

コーディング・ファイルインポート

データ入力（1票１件）

照合
集約データ作成（随時）

遡り調査対象者

集約デ－タ （１腫瘍１件）

人口動態死亡（小）票による情報のみ

生存確認調査対象者
死亡情報なし

統計データ作成（年１回）

モニタリング
集計用デ－タ

統計データ （１腫瘍１件）

全国がん罹患
モニタリング集計

標準集計表

図 3.

登録作業の各ステッ
プにおいて、適切な
ロジカルチェックを
実施する
年報など

地域がん登録室における登録作業の流れ
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第2節
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登録対象と集計対象

地域がん登録標準登録票項目（2006 年 8 月）では、

2.

部位、組織形態、性状

登録対象腫瘍を以下のように定めた。
がん登録で用いる ICD-O-3 は、部位、組織形態、性

（1）必ず登録する腫瘍は、
国際疾病分類－腫瘍学（ICD-O、
現在第 3 版 ICD-O-3）における性状コード 2 もしく

状の 3 つで当該腫瘍を表現する。登録室によって、性

は 3 とする。

状不詳の新生物、良性の病変、前がん病変も登録したい

（2） 頭 蓋 内 腫 瘍（ICD-O-3 の 部 位 コ ー ド：

C70.0,

場合、ICD-O-3 の性状コードを適切にコードし、性状 2、

C70.9, C71.0 ～ C71.9, C72.2 ～ C72.9, C75.1 ～

3 の悪性新生物と区別できるように管理しなくてはなら

C75.3）は、
原則的に良性・良悪性不詳の場合でも（性

ない。また、がん登録では、診療部位ではなく、原発部

状コード 0 もしくは 1 であっても）
、登録対象とす

位に基づき登録する。例えば、原発不明の転移性肝がん

る。

は、肝臓ではなく、原発部位不明（C80.9）
、遠隔転移

（3） 必 ず 登 録 す る 腫 瘍 と し て、 国 際 が ん 研 究 機 関
（International Agency for Research on Cancer,

として登録する。ICD-O-3 によるコーディングの実際に
ついては別節（p.24

第 9 節）参照のこと。

IARC）/ 国 際 が ん 登 録 学 会（International
Association of Cancer Registries, IACR）の多重がん

3.

多重がん

の判定基準の Recording rule を適用すること。
地域がん登録の最大の目的である罹患率計算では、

（4）診断時住所が当該地域にある者に発生した腫瘍と
する。
地域がん登録室において登録対象腫瘍を決定する場
合、以下の点に留意する必要がある。

個々のがんの数をカウントするため、多重がんの判定基
準は罹患率に少なからず影響を及ぼす。例えば、結腸の
亜部位に発生した複数のがんをそれぞれ独立したがんと
して登録する登録室と、最初に発生した亜部位のがんに

1.

登録対象と集計対象

限って登録する登録室では、結腸がんの罹患数が異なる
ことが想像できる。地域間の罹患率の比較をするために

地域がん登録標準登録票項目における登録対象の定義

は、各登録室が多重がんの判定に共通のルールを用いる

は、地域がん登録として基本的な機能を満たすことを基

ことが望まれる。多重がんの定義については別節（p.25
第 10 節）参照のこと。

準として決定された。地域の特性に応じて、登録対象を
拡大することは問題ない。ただし、標準方式との相違点
を明確にするとともに、全国集計のためのデ－タ提出時

4.

診断時住所

には、モニタリング項目の分類に正しく変換できる仕組
みを必要とする。
報告書や統計解析等で用いる集計対象を共通の定義で

域の人口である。従って、分子となる登録対象も、診断

統一すると、自地域の報告のみならず、国内間、国際間

時においてその地域に居住する人でなくてはならない。

の比較が容易になるので、
登録室、
登録室外の双方にとっ
てメリットが大きい。登録対象を地域独自に拡大すれば
するほど、集計対象の抽出時など登録室の負担が大きく
なることは認識しておく必要がある。

14

地域がん登録室で算出する罹患率の分母は、各々の地
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詳細版参照

第3節
1.

届出票の収集と入力
するとともに、経費を増大させる。従って、追加する項

地域がん登録において収集する項目

目一つ一つについて、
「その項目を追加したいか」と問
がん登録に必要な情報は、がん登録の目的と直接関連
しており、その目的によって決定される。地域がん登録

うより先に、
「なぜその項目が必要か」を問わなければ
ならない。

は、一般地域集団におけるがんの罹患を正確に評価する
ことが目的である。必要な情報項目は、それぞれの地域

4.

項目の比較性

がん登録事業の機能と目的を十分考慮して決定されるべ
きであるが、ほとんどすべての地域がん登録事業で共通
に収集すべき項目がある。

少なくとも同一国内にある登録室は、地域がん登録に
用いる項目の定義やコード区分、罹患率・死亡率を求め
る際の分母である人口の定義を一致させ、国内比較を可

2.

能にすべきである。

標準登録票項目
院内がん登録など、患者管理に関わる登

録では必要不可欠な情報項目でも、がん罹
患の計測が第一の目的である地域がん登録

表 2.

標準登録票項目

項目
番号

項目名

区分

1

医療機関名

2

カルテ番号

項目（表 2）は、わが国の地域がん登録に

3

漢字姓・名

おいて収集する共通の基本項目として決定

4

性別

1 男、2 女

されたものである。これ以外の項目を収集

5

生年月日

日付

6

診断時住所

住所

7

初発・治療開始後

1 初発内容、2 治療開始後・再発

収集方法、あるいはその登録室が利用可能

8

初回診断日

日付

な情報源によって自ずから決まる。登録室

9

自施設診断日

日付

が収集する項目と、登録室がデータとして

10

発見経緯

1 がん検診、2 健診・人間ドック、3 他疾患の経過観察
中、4 剖検、9 自覚症状・その他・不明

蓄積する項目とを区別することも重要であ

11

診断名（原発部位名） テキスト *、もしくは、コードによる提出

る。収集した項目すべてをコーディングし

12

側性

1 右側、2 左側、3 両側、9 不明

て蓄積するわけではない（例えば、情報の

13

進展度（臨床進行度）

0 上皮内、1 限局、2 所属リンパ節転移、3 隣接臓器浸
潤、4 遠隔転移、9 不明

管理目的で収集する項目がある）
。標準登録

14

組織診断名

テキスト *、もしくは、ICD-O-3-M コード

票項目に情報の管理に必要な項目をいくつ

15

診断根拠

1 原発巣の組織診、2 転移巣の組織診、3 細胞診、4 部
位特異的な腫瘍マーカー、5 臨床検査、6 臨床診断

か追加して作成した、紙の登録票様式及び

16

外科的治療の有無

1 有、2 無、9 不明

その記載要領を本節末に示す（図 4）
。

17

体腔鏡的治療の有無

1 有、2 無、9 不明

あまりにも多くの項目を収集しようとし

18

内視鏡的治療の有無

1 有、2 無、9 不明

て失敗した地域がん登録は多い。情報の量

19

外 科 的・ 体 腔 鏡 的・ 原発巣切除（1 治癒切除、2 非治癒切除、3 治癒度不明）
、
内視鏡的治療の結果 4 姑息・対症療法・転移巣切除・試験開腹、9 不詳

よりもむしろ質の方に重点をおかなければ

20

放射線

1 有、2 無、9 不明

ならない。

21

化学療法

1 有、2 無、9 不明

22

免疫療法

1 有、2 無、9 不明

23

内分泌療法

1 有、2 無、9 不明

24

その他

1 有、2 無、9 不明

25

死亡日

日付

では必要としない項目が多い。標準登録票

するかどうかは、その登録の目的、情報の

3.

任意追加項目
情報項目の追加は、登録の処理を複雑に

* テキストとは、日本語や英語などの文字情報を指す。
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用に関する研究」班が定める進展度などが存在する。標

個人の同定

準登録票項目では、取扱い規約は頻繁に改定されるため
情報収集の継続性、国際比較性の点で問題があること、

個人識別指標を用いた照合作業は、同じ患者や腫瘍の
重複登録を防ぐためにすべての地域がん登録で必要不可

UICC の TNM 分類は日常的に用いられていない地域の

欠である。標準登録票項目では、漢字姓・名（項目 3）
、

ある可能性から、上皮内、限局、所属リンパ節転移、隣

生年月日（項目 5）
、診断時住所（項目 6）が個人識別

接臓器浸潤、遠隔転移の 5 つに分類する進展度を採用

指標として用いられる。性別（項目 4）
、届出医療機関

した。

名（項目 1）
、
カルテ番号（項目 2）
、
死亡日（項目 25）は、
補助的な個人識別指標である。

6.

7.

項目の区分とコーディング
登録室で独自に区分やコーディングルールを持つ場合

腫瘍に関する記述

は、標準登録票項目の区分との対応表を作成し、その妥
原発部位名（項目 11）
、側性（項目 12）
、組織診断名

当性を検討しておく必要がある。

（項目 14）、進展度（項目 13）
、診断根拠（項目 15）な

項目の区分やコーディングルールを変更する場合、登

どの項目は、地域がん登録の中心的な項目である。原発

録室では、実際に変更された時からそれに従うか、変更

部位と組織診断名のコーディングについては別節（p.24

に対応させるためにそれまでに登録されたすべてのデー

第 9 節）を参照のこと。

タのコードを変換するかの選択が必要になる。前者の場

病期分類として、わが国では各学会の定める取扱い

合には、登録データに厄介な不連続性がいつまでも残っ

規約の TNM 分類、国際対がん連合（UICC）の定める

てしまい、長期にわたって分析の複雑さに対処しなくて

TNM 分類、米国立がん研究所が作成した分類を参考に、

はならない。また、後者では、変換作業に時間と予算が

厚生労働省がん研究助成金「地域がん登録精度向上と活

かかり、かつ、系統的な間違いを誘発しやすい。

受付番号

事務局
使用欄

悪性新生物患者届出票 秘

性別

記載要領

届出者

医療機関

貴 院 患 者 ID

20090806

使事
用務
欄局

受付年月日

照会先所属

名称

医療機関

自施設名称。正式名称記入が望ましい（ゴム印でも可）。照会先所属、届出者は問い合わ
せに使用。

貴院患者ID

貴院で患者固有に与えられている番号・記号。患者情報照会に使用。

姓・名
（漢字）

姓と名を別々に漢字表記で記入。重複登録を防ぐ大事な項目のため、イニシャル、カタカ
ナ等の略記は避け、本名を記入。なお、漢字表記できない外国名の場合はカタカナ表記
とする。

性別

性別を記入。

生年月日

生年月日を記入。西暦もしくは和暦（元号）、どちらでも記入可。

診断時住所

診断時に居住していた住所。市町村のみならず、マンション・部屋番号までのできるだけ
詳細な住所を記入。

生年月日
0 西暦
1 明治

1 男

姓・名
（漢字）

2 大正

年

月

日

3 昭和

2 女

4 平成
診断時住所
左右
両側臓器のみ記載

9 不明

2 左

1右
右

3 両側 (卵巣, 腎芽腫, 網膜芽腫)
病理診断名

（例 胃Ｕ，肺S2，など）

診断名

部位

詳細にお願いしま
す

臓器名と詳細部位

悪性リンパ腫は「主病変の部位」を記載

初発・
治療開始後
診断根拠
（複数回答可）

１ 初発（自施設で診断かつ/もしくは初回治療）
２ 治療開始後（前医で当該腫瘍の初回治療を開始した以降）・再発
細胞診
2 転移巣の組織診
4 部位特異的腫瘍ﾏｰｶｰ ( PSA,AFP,HCG,VMA,免疫ｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ高値 )
1 原発巣の組織診

6 臨床診断

5 臨床検査

年

月

日

・初回治療前に自施設で実施した検査の
うち、診断根拠の番号の最も小さい検査
の検体採取日や検査日
・他施設診断の場合は、当該腫瘍自施設
初診日

年

月

日

他施設診断の場合、その診断日をわか
る範囲で必ず記入

0 西暦

自施設
診断日

診断情報

1 昭和
2 平成

診断日

0 西暦
初回
診断日

発見経緯
病期
・手術施行の場合
術後評価を優先
・術前化学・放射
線治療後手術の場
合は治療前評価
を優先
再発では記載不要

病巣の拡がり
UICC TNM*

2 平成

部位

腫瘍の原発部位を､できるだけ詳細な情報を含んだ言葉で記入。固形腫瘍では、原発臓
器名とその詳細部位を記入（例：｢肺左上葉｣、｢結腸脾弯曲部｣等）。転移性がんの場合は､
原発臓器を記入（例：食道がんの肺転移の場合は、転移部位の「肺」ではなく、「食道」を
記入）。原発が不明な場合は「原発不明」とする。白血病の場合、診断部位は「骨髄」とし、
病理診断名に「急性骨髄性白血病M2」等と記入。悪性リンパ腫の場合、診断部位は主病
変の部位とし（例：胃の悪性リンパ腫の場合は、「胃」を記入）、詳細な診断名は病理診断
名に「びまん性大細胞性B細胞型リンパ腫」のように記入。がん登録では、国際疾病分類
一腫瘍学(ICD-O)を用いるのが世界基準であり(2009年現在第3版)、登録室では原発部
位情報をICD-O-Tに基づいてコーディングしている。

病理診断名

腫瘍の病理組織を､できるだけ詳細な情報を含んだ言葉で記入。病理報告に記入されて
いる組織型を完全に記入することが望ましい。腫瘍の形状、腫瘍の性状(良性、良悪不詳､
上皮内、悪性､等)､及び分化度(高･中･低･未分化）/リンパ性造血器腫瘍の場合の表面抗
原(T-cell､B-cell､Null-cell)等を全て含む事が望ましい。登録室では病理診断名をICDO-Mを用いて６桁の数字でコーディングしている｡

9 自覚症状・その他・不明

4 剖検

4 遠隔転移

3 隣接臓器浸潤
T

2 所属リンパ節転移

1 限局

0 上皮内

N

M

9 不明
ステージ

手術

1

有

2

無

体腔鏡的

1

有

2

無

内視鏡的

1

有

2

無

観血的治療を総合

貴院における初回の
一連の治療について
すべてご記入くださ
い。

初発の場合、病巣の拡がりか
UICCTNMのどちらかは必ず記入
(地域がん登録では病巣の拡がりを集計する。
病巣の拡がりに記入がなければTNM分類やそ
の他の情報からコード化する。)

その他の
治療

原発巣切除

(1 治癒切除

2 非治癒切除 3治癒度不明 )

した治療結果

4 姑息・対症療法・転移巣切除・試験開腹

放射線

1

有

2

無

化学療法

1

有

2

無

免疫療法

1

有

2

無

診断情報

内分泌療法

1

有

2

無

初発・治療開
始後

その他
0 西暦
1 平成

年

月

９不詳

初発、治療開始後・再発を区別するための項目。
・初発：自施設において、当該腫瘍の診断、診断と初回治療、あるいは初回治療を実施し
た場合 。
・治療開始後・再発：他施設にて当該腫瘍の初回治療を開始した後、自施設にて患者を
診療した場合。自施設・他施設を問わずに初回治療が完了した後、自施設にて患者を診
療した場合（再発を含む）。

日

オプション
(自由記載欄）

図 4.
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原発部位が両側臓器(肺・乳房等側性のある臓器）のみ記入。「両側」は卵巣・腎芽腫・網
膜芽腫に用いる。その他の側性を有する臓器において、一方が他方の転移と判断されな
い腫瘍が左右に存在するとき、左右それぞれを独立した腫瘍として別々の届出票に記入。
一方が他方の転移で、原発側が判断されない場合は「不明」とする。

その他

観血的治療

死亡年月日

左右

3 他疾患の経過観察中

2 健診・人間ドック

1 がん検診

診断名

深達度，腫瘍径など病巣の拡がりの判定に役立つ情報があれば、ご記入ください。

初回治療

再発では記載不要

1 昭和

患者の全経過を通じて,がん
と診断する根拠となった検
査に○(初回治療前の診断に
限定しない)

標準登録票様式と記載要領（抜粋）

第2章

地域がん登録の標準方式

詳細版参照

第4節

照合

照合の問題を考える前に、重複届出、重複腫瘍（多重

レコードとして追加登録する。また、既登録であり、腫

がん）、および重複登録の、基礎概念を理解しておくこ

瘍も既に登録されている場合でも（重複届出）
、新たな

とが重要である。

記録が追加情報（住所や姓の変更、詳細部位や組織型の
詳細など）を含んでいる可能性があるので同一レコード

1.

内で追加登録する。登録室では、同一人物に属する情報

複数の報告

を紐付ける個人識別番号と、登録室に集められた個々の

(1)

記録を区別するシリアル番号の二種類で記録を管理する

重複届出

一人のがん患者における一つの腫瘍に関して登録室が

必要がある。

受け取った複数の報告を指す。もしもある患者がある病
院でがんと診断され、治療のために別の病院に紹介され

3.

照合の指標

る場合、両病院とも、その患者を地域がん登録に届け出
ることがよくある。登録室は、これらの報告を重複届出

世界には、社会保険番号等の一生涯変更されない個人

と認識し、集計前に情報を集約する必要がある。

識別番号が国民一人一人に付与されているところがある

(2)

が、そのような番号を持たない国において患者が既登録

重複腫瘍（多重がん）

地域がん登録は、がん患者数というよりも、原発性悪

かどうかを確認する基本は、新規患者の姓名と登録室が

性腫瘍の数を数えるものである。従って、一人の患者が

作成管理する個人識別指標データベースとの照合であ

複数の原発性悪性腫瘍に罹患した場合、その各々につい

る。しかし、通常、姓名のみの照合では不十分である。

て独立して登録しなければならない。
地域がん登録室は、

非常にありふれた姓名、記載間違い、婚姻、離婚、養子

原発性悪性腫瘍の過剰および過小登録を避けるために、

による改姓、中国系や韓国系の本名と日本名、および本

多重がんの定義を十分に理解して作業する必要がある。

人の希望による通称などがその原因である。姓名に加え

わが国の地域がん登録で採用する多重がんの定義は別節

て、生年月日を照合に用いると照合精度が上がる。その

参照のこと（p.25

他、性別、住所、死亡年月日などが、照合精度を上げる

(3)

第 10 節）
。

重複登録

重複登録は、地域がん登録が一人の同じ患者を別人と

ために用いられる。仮にこれらの指標が全て合致してい
ない場合でも、記載間違い、婚姻状況、転居等を考慮し

して登録したり、一つの同じ腫瘍を誤って重複腫瘍とし

た結果、同一人物と判断できる場合がある。そのため、

て登録することによって生じる。

これらの照合指標は変更があった場合でも変更前の個人
識別指標を消去せずに履歴で管理し、照合の際に広めに

2.

照合とは

同一人物の候補として挙げることが望ましい。また、日
本人の姓名の場合、同音異字の漢字、旧字、略字、ひら

地域がん登録における照合の目的は、同一人に属する

仮名、カタ仮名などの組み合わせで、戸籍上の表記と異

各記録を集めて、その記録が、既に登録されている腫瘍

なる記載がされている場合が日常的に存在する。例えば、

に関するものなのか（重複届出）
、あるいは新発生の原

廣島・広島、久子・ひさ子・ヒサ子は、照合の際に同一

発腫瘍に関するものなのかを決定することである。

人物の候補として挙げることが望ましい。

地域がん登録に集まる情報の例とその登録の流れを図
5 に示した。患者が未登録と判明すれば、新規患者登録

4.

照合の実際

が行われ、新たに個人識別番号が付与される。既登録で
あり、
もし記録が、
既登録の腫瘍と異なった原発腫瘍（多

基本的な照合作業は、（1）個人識別指標を、新しい

重がん）に関するものであれば、その腫瘍の情報を別の

情報と既登録情報で比較し、同一人物の可能性のある組

17

第2章

地域がん登録の標準方式
せを分類し、同一人物候補リストに挙がる数
とその作成に要する時間を計測し、精度・効

新規情報（シリアル番号の付与）
● 届出票、出張採録票
● 死亡転写票
● 遡り調査票

率のよい個人識別指標の組み合わせを検討し
た（表 3）。コンピュータによる漢字処理に制
約の多かった時代、個人識別指標としてカナ

Yes

表記姓名を用いてきた場合もあるが、漢字表

Yes
既登録患者か？

No
新規登録
（新規個人識別
番号の付与）

記の方が個人を識別する能力が高いため、今

既登録腫瘍
があるか？

日ではこれを用いる。
同一人物候補リストに挙がる数が少なすぎ

No

ると同一人物が別人として処理されている可
新規登録
（重複腫瘍）

重複届出
（既登録腫瘍に
データ追加）

能性が高くなり、多すぎるとその後の手作業
による同一人物判定作業に時間がかかったり、
見落とす可能性が高くなる。表 3 から、わが

図 5.

地域がん登録室における情報の照合の基本的手順

国において照合精度がよい（同一人物を別人
と判定する可能性が低い）、かつ照合効率がよ

み合わせを作る作業（同一人物候補リストの作成）、
（2）
（1）で作成された同一人物候補リストについて、他の

い（同一人物候補の数が少ない）方法は、C、D、E 方
式であると言える。

指標を参考にしなが
ら、同一人物か別人か
を判定する作業（判定
作 業 ）、 の 二 段 階 から
成る。
かつて照合は、台帳

照合方式による照合の精度と効率の比較
照合方式

同一人物候補
リスト作成に
要する時間 *

Ａ．生年月日が一致、あるいは姓名が一致

2

Ｂ．生年月日が一致した者のうち、他の指標の一致状況を比較

2

同一人物
候補ペア
出現数

同一人物
ペアの見落と
し数（％）

23,662

4 (0.1)

B-1. 他指標として、性 , 住所 , 姓名の３指標を利用

という紙の個人識別指

B-1-1. ３指標のうち１指標以上一致

14,144

80 (2.7)

標データベースを用い

B-1-2. ３指標のうち２指標以上一致

3,571

87 (3.0)

80 (2.7)

て、手作業で行われて

B-2 他指標として、性 , 住所 , 姓 , 名の４指標を利用
B-2-1. ４指標のうち１指標以上一致

14,157

き た が、 今 日 の が ん

B-2-2. ４指標のうち２指標以上一致

3,640

81 (2.8)

罹患数とコンピュータ

B-2-3. ４指標のうち３指標以上一致

3,242

100 (3.4)

データベースシステム
の導入状況を考える
と、手作業の照合は現
実的ではない。ここで
は、コンピュータデー
タベースシステムを用
いた照合の実際を記述
する。
味 木 ら は、 コ ン

Ｃ．Ｂ方式を姓名（＋他指標）の一致リストで補足

4

C-1. 他の３指標のうち１指標以上一致

14,589

4 (0.1)

C-2. 他の３指標のうち２指標以上一致

3,680

11 (0.4)

4,942

18 (0.6)

Ｄ．複数指標のうち、一致する項目数が一定値以上
D-1. 生年西暦 , 生月 , 姓 , 名の４指標を利用

4

D-1. ４指標のうち３指標以上一致
D-2 元号 , 年 , 月 , 日 , 性 , 住所 , 姓 , 名の８指標を利用
D-2-1. ８指標のうち６指標以上一致

28

3,825

5 (0.2)

D-2-2. ８指標のうち７指標以上一致

8

3,327

35 (1.2)

Ｅ．大阪府がん登録の方式 **

4

E-1. 氏名としてカナコードを使用

3,371

0 (0.0)

E-2. 氏名として姓の第１漢字を使用

3,325

0 (0.0)

ピュータによる同一人

E-3. 氏名として姓名の第１＋３漢字を使用

2,957

4 (0.1)

物候補リストの作成に

E-4. 姓名の全漢字を使用（伏せ字は同じとみなす）

2,950

7 (0.2)

E-5, 姓名の全漢字を使用（伏せ字は異なるとみなす）

2,950

7 (0.2)

ついて、わが国の地域
がん登録で用いられて
きた漢字姓名、生年月
日、性別、住所らの個
人識別指標の組み合わ
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表 3.

住所：市区町村単位
大阪府がん登録に、平成４年４月～平成５年３月の一年間に届けられた届出票（24,648 件、うち同一人物と判
定したペア数 2,912 件）の資料を用いて検討した。
* 生年月日一致リストを作成するために必要な時間を１とした場合
** 生年月日、カナコード（氏名第 1 漢字に対するカナコード）、住所（市区町村 + 通字丁）、性別、照合用部位
の一致状況の組み合わせが一定のパターンを満たす場合

第2章

地域がん登録の標準方式

詳細版参照

第5節

死亡転写票の収集と確認

地域がん登録では、人口動態調査死亡小票の写し（以

がなく、死亡情報から把握・登録された「がん」につい

下、死亡転写票）を利用申請して入手し、届出票による

て遡り調査の対象とするか、遡り調査の結果が得られな

登録漏れの補完登録、登録患者の死亡日確認の目的のた

い例を集計対象に含めるか否かを判断するための情報と

めに用いる。前者の目的のためにはがんの記載のある死

して利用する。

亡転写票の情報のみで十分であるが、後者の目的のため
には全死亡転写票の情報が必要となり、罹患率と生存率

3.

罹患集計に含める「がん」の範囲

の計測を目的とする地域がん登録では死因に関わらず全
死亡転写票を入手し、処理する必要がある。

届出がなく、死亡情報から把握された「がん」につい
ては、遡り調査により診断・治療情報を求めるが、遡り

1.

死亡転写票において確認する「がん」の
対象病名等

調査の結果が得られない例については、下記を罹患集計
の対象とする。
（1） 悪性新生物

「死亡の原因」欄のみならず、死亡転写票内のどこか

（2） 一部の良性・悪性の別不詳の新生物に該当する

（「付言」や「備考」などを含む）に、以下の「がん（対

もののうち、肝、腎、膵、肺、膀胱腫瘍については、

象病名）
」記載がある死亡転写票を対象とする（表 4）。

I 欄（原死因）に記載のあった場合に限り、悪性新
生物であった可能性が高いと考え、浸潤がんとして

2.

死亡転写票において確認する標準項目

集計対象とする。I 欄以外（他死因）の場合、及び、
奇形腫、胸腺腫、GIST などは集計対象としない。

死亡転写票の記載事項とともに、がんの部位・側性・ （3） 頭蓋内の良性腫瘍、良性・悪性の別不詳の新生物
組織、診断根拠、治療の有無、ならびに「がん記載区分」

に該当する場合は、いずれも罹患集計の対象とする

をコードして登録する。がん記載区分は、登録対象疾患

（ただし、当該がん登録が頭蓋内良性腫瘍、良性・

名の記載欄（死亡の原因のⅠ欄かそれ以外か）と記載方

悪性の別不詳の新生物を登録対象としていない場合

法（悪性か疑いか、など）を区別する項目である。届出

は除く）。

表 4.

死亡転写票において確認するがん死亡の範囲

（1） がん死亡転写票の登録対象病名
1） 上皮内がんを含む全悪性新生物（「疑い」を含む）
ICD-O-3 の性状コードが 2 あるいは 3
2） 悪性の可能性のある一部の良性・悪性の別不詳の新生物
① ○○腫瘍（組織 800019 とコード）
例：肝腫瘍など
② NOS の性状コードが 1 となる組織
例：奇形腫、胸腺腫、GIST など
3） 頭蓋内の良性、良性・悪性の別不詳の新生物（ただし地域がん登録の登録対象としていない場合は登録の必要ない）
性状コード 0、1 かつ ICD-O-3 の部位コード：C70.0、C70.9、C71.0 ～ C71.9、C72.2 ～ C72.9、C75.1 ～ C75.3
（2） 登録対象外
1） 良性・悪性の別不詳の腫瘍
① 登録対象病名の 2）3）に該当しない性状コード 1 の病態
例：レックリングハウセン氏病など
2） 頭蓋内以外の良性腫瘍
① 性状コード 0
② 頭蓋内以外で、良性の明記がある場合
③ 甲状腺腫、ポリープ など
④ NOS の性状コードが 0 となる組織
例：リンパ管腫 NOS、など
3） 非腫瘍性疾患・病態
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第6節

生存確認調査

地域がん登録資料に基づく生存率は、その地域におけ

存率が誤って高く計測される可能性が高い。生存率とと

るがんの診断と治療とを総合的に評価する指標であり、

もに、登録患者の生死確認の方法を明確に記述すること

がん対策の企画・評価に大きな役割を果たす。信頼性の

が重要である。

高い生存率を算出するためには、罹患計測の精度をあげ
るとともに、生存確認調査の実施が不可欠である。

1.

2.

住民票照会の目的と方法
住民票照会は、登録患者の予後の把握方法として、信

生存確認調査の種類と特徴

頼性が高い方法である（表 6）。個人識別指標（氏名、
生存確認調査とは、狭義には、住民票照会等による生

生年月日、性別、住所）を確認することも、大きな目的

存状況の確認作業を意味する（表 5）
。一方、わが国の

の一つである。個人識別指標に不備・不足・変更がある

死亡診断書は、質量とも信頼性が高く、県外転出の少な

と、登録情報の中で、同一人物が誤って別人として登録

い地域においては、県内の死亡情報を適切に利用するこ

されうる。住民票照会によって、罹患集計の質的精度も

とにより、住民票照会に近い予後把握精度を得ることが

改善しうる。住民票閲覧は、住民票照会を実施する登録

可能である。非がん死亡について、個人識別指標を入力

における第一選択の方法である。県外転出の多い地域に

して、登録患者と照合する方法では、入力が正確で、照

おいては住民票交付申請も必要となる場合がある。

合方式の信頼性が高く、かつ、登録作業の流れにおいて

近年、いくつかの県は、住民基本台帳ネットワークを

適切な時期に照合実行すれば、その信頼性は高いと言え

利用するようになった。利用には、各県の「住民基本台

る。大規模人口県で、非がん死亡の入力作業が困難な地

帳法に基づく本人確認情報の利用及び提供に関する条

域においては、人口動態テープとの照合により、県内死

例」に基づき、地域がん登録事業における生存確認調査

亡の把握が可能となる。しかし、人口動態テープとの

業務での利用を事務とすることの承認が必要である。

照合は、個人識別指標として性、生年月日、
住所コードしか用いることができず、完全
一致のみを拾い上げた場合、照合漏れの可
能性が高い点に留意が必要である。
死亡情報との照合のみで登録患者の予後
を把握する場合、死亡情報を得ていない登
録患者は、照合した死亡情報がカバーする
期間の最終日において、生存と見なされる。
死亡が把握できないと、生存率が実際より
高く見積もられる。
「がんの実態把握研究」班の第 2 期基準
に お い て は、 死 亡 情 報 の 利 用 に よ る「 が
ん以外の死亡確認」を実施した場合は、住

表 5.

地域がん登録における生存確認調査の方法と特徴

種類

方法

住民票照会

がん死亡と同様に、非がん死亡に
ついても生年月日、氏名などの個 県外転出の少ない地域では、住民
非がん死亡と
人識別指標を入力して、登録患者 票照会に近い把握精度を得ること
の照合
と照合することにより、登録患者 が可能
の県内死亡を確認する
人口動態テープに含まれる生年月
日、性別、市区町村コードを用いて、 照合に利用可能な指標が限られ、
人口動態テー
登録患者と照合を実施し、事件簿 県内死亡であっても照合漏れとな
プとの照合
番号により人口動態死亡（小）票 る可能性が高い
に戻って県内死亡を把握する方法

表 6.

地域がん登録における住民票照会の方法
種類

民票照会による生存確認を伴わない場合で
あっても、生存率の計測を可能と位置づけ

る。特に人口動態テープとの照合では、生

20

対象地域

方法

住民票閲覧

都道府県の保健担当部局・市区町村の協力を
地 域 が ん 登 録 が 管 得て、住民票（除票）を閲覧し、住民登録の
轄する都道府県内
有無、死亡日、転出日、転居・転出先住所を
対象者リストに転記する

住民票交付申請

市区町村役場の住民登録担当に、対象者リス
地域がん登録が管
トを送付し、住民票（除票）の写しの交付を
轄する都道府県外
請求する

た。しかし、予後把握の精度は、先述のよ
うに、調査方法と作業の精度によって異な

特徴

住民票の閲覧、あるいは写しの交 最も信頼性が高い。自治体の協力
付申請により、登録患者の生死を と、地域がん登録室の作業員の確
確認する
保が必要
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地域がん登録の精度指標

地域がん登録の精度指標として、
（1）完全性の指標、

微鏡的に確かめられたもの（MV）の割合という場合に
は、組織診の他に、細胞診で確かめた例も含まれる。

（2）診断精度の指標が用いられる。

(2)

1.

DCO（Death Certificate Only）

死亡票からがん罹患を把握した者で届出票がないもの

完全性の指標

について、遡り調査により診断・治療情報を医療機関に

(1)

DCN（Death Certificate Notification）、IM 比

求めるが、その返答のなかった者は死亡票のみ（DCO）
となる。ただし、死亡診断書には、病理組織の情報が記

（Incidence/Mortality ratio）
対象地域の真の罹患数のうちのどれだけが登録されて

載されていることがある（図中の DCO ②）。このような

いるか、すなわち登録の完全性の指標として、1）がん

場合は、死亡票に記載された死亡時の臨床診断のみで
「が

死亡票ではじめて把握された者の割合（DCN 割合）と、2）

ん」として登録される腫瘍（図中の DCO ①）と区別する。

罹患数と死亡数との比（IM 比）がある（図 6）
。届出票

わ が 国 で は、DCO ① + ② を DCO と し て 利 用 し て

がなく、がん死亡票ではじめて登録された者（DCN, c）

きたが、国際がん研究機関（International Agency for

が大きいと、登録漏れ患者（d）も大きいことが類推さ

Research on Cancer, IARC）による「診断の根拠」の定

れる。登録の完全性が低いと DCN 割合は高く、IM 比は

義では、DCO ②は DCO に含まれない。今後、標準集計

低くなる。DCN 割合は低ければ低いほど完全性が高く、

では、
「死亡時の臨床診断のみ」の DCO ① を「診断の

IM 比は、部位割合によって異なるものの、今日のわが

信頼性」の指標として算出する計画である。

国のがん患者 5 年生存率（約 53％）から、上皮内がん

DCO 割合が高い場合は、診断精度が低いのみならず、

を含まない全部位で 2.1 程度が適当と考えられる。

登録の完全性も低くなる。一方、DCO 割合が低い場合は、

(2)

登録の完全性の保証とならない旨、注意が必要である。

真の罹患数と登録率の推定

複数地域の DCN 割合と IM 比を用いて、数学モデル
を利用して、真の罹患数および登録率（罹患数 / 真の

国際的には、DCO 割合が 10％未満でないと、診断精度
が低いデータと考えられる。

罹患数）を推定する方法が考案されている。当方法に
よる 2000 年の全国推計罹患数に対する登録率は、男性
81％、女性 75.5％と推定された。すなわち、
20 ～ 25％程過小評価された罹患数が報告さ
れていると考えられる。地域がん登録におい

生存
(d)

登録漏れ患者・把握不可能

て高い量的精度を目指した制度の構築が急務
である。

DCN

DCＯ①

死亡時の臨床診断のみ

DCＯ②

死亡時の臨床診断
+病理・手術・剖検所見など

死亡
(c)

遡り調査による罹患情報

HV（Histologically Verified Cases）、
MV（Microscopically Verified Cases）

登録票あり（Ｒ）

(1)

罹患数（Ｉ）

診断精度の指標

真の罹患数

2.

がんの診断は、最終的には病理組織診断に
よる。そこで、組織診の成績のある患者（HV）
の 割 合 を も っ て、 地 域 が ん 登 録 の 診 断 精 度

生存
(b)

死亡
(a)

ＤＣＯ① がん診断の信頼性の指標としてIARCで用いられるDCO
ＤＣＯ① + ② わが国が用いてきたDCO
死亡数 = 死亡（a）+（c）

の一指標とする。HV 割合が全部位を通じて
80％以上というのが国際的な基準である。顕

図 6.

地域がん登録の精度指標
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地域がん登録の標準方式

地域がん登録の精度向上

出張採録

1） 手術材料：手術症例に関する情報を効率よく収集
することができる。

出張採録は、地域がん登録室の職員が医療機関に直接
出向いて診療録を閲覧し、必要な情報を届出票に転記す
る情報収集方法である。出張採録により登録漏れの症例
を減少させることができるだけでなく、地域がん登録の
実務を行っている地域がん登録室職員が直接情報の抽出
を行うことで標準化された高い精度の登録情報が得られ
るという利点がある。
実際の作業は地域がん登録室が定期的（年 1 回程度）

2） 生検材料：手術の行われなかった症例の情報収集
に役立つ。
3） 剖検材料：剖検によって初めて診断がつく症例を
拾うことができる。
4） 細胞診：肺がんや、肝・胆・膵のがんなど生検が
困難な部位の情報を入手するのに役立つ。

（2） 対象症例
以下の 4 種類が登録対象となる。

に医療機関に対し文書により依頼し承諾を受けた後に、

1） 悪性腫瘍：全部位が登録対象となる。

入院・退院台帳、手術台帳、病理検査台帳、放射線治療

2） 良性腫瘍：脳など一部の臓器が対象となることが

台帳、死亡診断書等から登録対象となる患者の見つけ出
し（case finding）を行い、当該患者の診療録を閲覧し
て必要情報を転記する。診療録から地域がん登録に必要
な診断、治療の内容を抽出することができる職員を十分
に確保することが必要となる。実施に当っては作業にお

多い。
3） 性状不詳の腫瘍：全部位を登録対象とすることが
望ましい。
4） 前がん病変を含む腫瘍様病変：収集する疾患の範
囲を登録室で決定する必要がある。

いて見聞きした全ての医療情報に関して機密を保持する （3） 情報の保管場所
責任があるとともに、転記した情報の安全な搬送に関し
て必要な手段を講じなければならない。
的確な case finding のためにも診療録の適切な記載が

通常、カルテの中に綴じこまれる他、病理医あるいは
細胞診スクリーナーを有する施設では、検査室病理部門
がその綴りを保管している。仮に、そのいずれもいない

出張採録を効率的に実施しかつ登録漏れがなく正確な情

施設であっても、検査室で管理されていることが多い。

報を得る上で重要であり、医療機関側の協力を得て精度

まれに、このような別綴じを持たない施設も存在する。

の向上に努める必要がある。

（4） 病理診断を集める利点
1） わが国においては、80 ～ 95％の症例が病理診断

2.

病理情報による登録精度向上

されており、これを満遍なく集めることにより、登
録のカバー率が高まる。つまり、登録の完全性の向

病理診断情報は、
地域がん登録に不可欠の情報である。
一般に、病理診断の収集方法として、医療機関からの届
出による場合と、これとは別に病理施設あるいは院内の
検査室から直接得る方法とがある。後者の場合に、病理
施設から腫瘍症例の病理診断と臨床病歴に加えて病理組

上に繋がる。
2） 院内の 1 箇所に保管されているため、出張採録す
る際、アクセスが容易である。
3） 登録対象疾患のスクリーニングを検査室に依頼す
ることも可能である。

織標本（顕微鏡標本）をも提出してもらい登録するのが （5） 病理診断情報の制約、課題
腫瘍組織登録であり、わが国では広島と長崎でのみ行わ
れている。

（1） 検体の種類
以下の 4 種類あり、1）、2）は同じ綴りになっている
施設が多いが、分かれて綴られている場合もある。
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1） 個人識別情報の不備：住所、生年月日のない症例
が多く存在する。また、名前がカタカナ氏名のみの
場合もある。医事課に協力を求め、不足情報を補う
必要がある。
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長崎においては、組織登録された症例に関しては、

2） 登録地域外に検体の診断依頼がなされるケースが
増加している。
：現時点ではその把握は非常に困難

複数の病理医による標本レビューが行われ、合議に

である。

て診断が付け直される。その診断が登録されるので、
診断のゴールドスタンダードと考えることができ、

3） 収集する資料の量が増大する。殊に、病理切片を

経験の浅い病理医の自己研鑚、あるいは診断基準の

も収集する場合には、保管場所の確保が問題である。

標準化に非常に役立っている。

（6） 利用許可をどこに求めるか
1） 医療機関に情報提供を求める場合
独立した病理施設（病理医が管理している）では、病

3.

検診情報による登録精度向上

理医の許可を求める。管理者としての病理医がいない施
設では、施設長（通常、院長）の許可を求める。
2） 病理検査機関に情報提供を求める場合

地域がん登録資料の活用法の 1 つとして、がん検診
の精度管理への利用がある。すなわち、がん検診の受

開業医向けに医師会が行っている検査施設あるいは商

診者ファイルと地域がん登録資料を記録照合すること

業ベースの検査施設に情報提供を求めることも考えられ

によって、偽陰性例の把握ができる。各検診機関では 1

る。この場合は、そこの施設長に情報提供の許可を求め

次検診にて要精検となったものに対しての追跡調査は実

る。現在、一部の府県では、医師会検査室から、病理診、

施しているが、異常なしと判定されたものに対しての追

細胞診データが地域がん登録に届けられている。

跡調査は実施していないために偽陰性例の把握は地域が

（7） 収集する資料
1） 病理組織検査依頼書：届出の全項目をカバーする
ことはできないが、臨床病歴が得られる。
2） 病理組織学的検査報告書：病理診断の一環として、

ん登録資料を使ってのみ可能となる。逆に地域がん登録
からみれば、がん検診が要精検者の追跡調査を実施して
発見されたがんの情報を得ているということは、地域が
ん登録の精度向上に利用できる。すなわち検診機関から

がん取扱い規約情報など、進展度に関する詳細な情

も一般の医療機関と同じように要精検者から発見された

報が得られることが多い。

がん患者の情報を収集することにより、届出漏れを少な

3） 病理組織切片：現在、広島、長崎でのみ収集され
ているが、以下のような利点がある。

くすることができる。しかしながら、検診機関が医療機
関から集めている検診発見がん患者の情報が地域がん登

①

診断の見直しが可能である。

録の届出項目を満たしていない場合がある。この場合は、

②

WHO 分類の見直しに伴う ICD-O の改訂など、頻

検診機関から検診発見がん患者の医療機関の名簿を入手

繁に行われる再分類にも過去の症例をも含め対応可

して、それに基づいて各医療機関に対して届出を依頼す

能である。

る必要がある。

③

病理診断の標準化に役立てることができる。特に、
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国際疾病分類腫瘍学第 3 版（ICD-O-3）
の利用

地域がん登録では、以下の 3 要素により、対象腫瘍
を系統的に分類して登録する。

(1)

組織型（第 1 ～ 4 桁目）：組織型分類を示す

1）上皮性組織から発生する悪性腫瘍

（1）局在：腫瘍の身体内の位置（解剖学的位置、部位）

2）結合組織から発生する悪性腫瘍

（2）形態：顕微鏡で調べた腫瘍像（病理組織、組織）

3）特殊組織から発生する悪性腫瘍

（3）性状：悪性、良性、上皮内がん、の別

(2)

国際的に統一された腫瘍の分類には、以下の 2 分類
が用いられてきた。

示す（表 7）
(3)

（2）国際疾病分類腫瘍学（International Classification

異型度、分化度、免疫学的表現型（第 6 桁目）

固形腫瘍では組織学的異型度（grade）および分化度

（1） 国 際 疾 病 分 類（International Classification of
Diseases, ICD）
：現行は第 10 版（ICD-10）

性状（第 5 桁目）：腫瘍の性状（behavior）を

（differentiation）、リンパ腫と白血病では免疫学的表現
型（immunophenotype）を示す（表 8）。

of Diseases for Oncology, ICD-O）
： 現行は第 3 版
（ICD-O-3）
標準化された地域がん登録ならびに院内がん登録で
は、ICD-O-3 を用いる。

1.

ICD-O-3 の特徴
腫瘍（新生物）のために作られた分類である。腫瘍の

局在 topography（部位，
Ｔ）と形態診断 morphology（病
理組織診断，Ｍ）との組合せで用いる。
表 7.

2.

ICD-O-3T（ICD-O Topography：局在）
C ＋ ##（2 桁：分類項目）＋ .（小数点）＋ #（1 桁：

詳細分類）
（1）C00.0 ～ C77.9 および C80.9（原発部位不明）
（2）ICD-10 の C00 ～ C80 にほぼ対応し、腫瘍の局在
を分類する。
（3）性状に関わらず、各局在に唯一のコードが割り当
てられている。

3.

ICD-O-3M（ICD-O Morphology：形態）
####（4 桁：組織型）＋ #（1 桁：性状）＋ #（1 桁：

定義

ICD-10 対応コード

/0

良性

D10-D36

/1

良性・悪性の別不詳

D37-D48

/2

上皮内がん

D00-D09

/3

悪性、原発部位

C00-C97

表 8. 異型度、分化度、免疫学的表現型（第 6 桁目）
のコード
固形腫瘍の場合
1

異型度Ⅰ

高分化

2

異型度Ⅱ

中分化

3

異型度Ⅲ

低分化

4

異型度Ⅳ

未分化，退形成

9

悪性度または分化度が未決定または未記載、適用外

リンパ腫・白血病の場合
5

T 細胞

6

B 細胞（前 B、B 前駆細胞）

組織型を分類する数字 4 桁（8000-9989）と、性状

7

Null 細胞（非 T、非 B）

を示す数字 1 桁ならびに異型度・分化度・免疫学的表

8

NK 細胞（ナチュラルキラー細胞）

現型を示す数字 1 桁の計 6 桁から成る。

9

細胞型未決定、未記載、適用外

異型度、分化度、免疫学的表現型）
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多重がんの登録

がん登録では、同一の患者に複数の独立した腫瘍（多

IARC/IACR から、集約時における多重がんの判定規則

重がん）が診断された場合、それぞれの腫瘍を別々に登

（Recording rule）、並びに、罹患・生存率集計時に適用

録・集計する。多重がんの発生には、
（1）同一の要因

される判定規則（Reporting rule）が示された。わが国

が複数の異なる器官に作用する場合（例：喫煙者の喫煙

でもこのルールを、地域がん登録の標準方式に採用する

関連がん）、（2）第 1 がんの治療が第 2 がんの要因とな

ことが決まった（表 9、10）。

る場合（例：子宮頸がん放射線治療後の直腸がん、など）、

再発・転移がんを、誤って多重がんと判定すると、正

（3）個体の素因が問題となる場合があり、多重がんの

しいがん統計を得ることができない。多重がんの判定に

発生状況を把握し評価することは、がんの発生予防のた

は、原発部位、左右の別、組織診断名、ならびにがんの

めにも、適切な診断・治療計画のためにも、重要な意味

拡がりに関して、正確な情報を得るとともに、正しく分

を持つ。

類することが不可欠である。

地域がん登録においては、各地域が異なる多重がんの
判定規則を用いると、
罹患統計の比較が困難となるため、
共通のルールに従い多重がんの判定を行う。2004 年に、

表 9.

多重がんにおける部位、組織、時期の定義
集約時（Recording）

集計時（Reporting）

同一部位とする。
同じ
部位

ICD-O3T の
前 3 桁部位
異なる

結 腸（C18） と 皮 膚（C44） に つ い て は、 同一部位とする
4 桁目が異なる場合には異なる部位とする。
ICD-O3T の前 3 桁部位が異なる場合でも、
一定の部位の組み合わせであれば同一部位 同左
とする。

組織

1. Berg の組織型群で、同じ群であれば同一組織型とする。
2. Berg の組織型群の 5、14、17 については、5 は 1 ～ 4 と同一組織型、 同左
14 は 8 ～ 13 と同一組織型、17 は 1 ～ 16 と同一組織型とする。

時期

同時・異時の区別はしない。

表 10.
部位

同じ

同左

多重がんの判定基準
組織

同じ

集約時（Recording）

集計時（Reporting）

側性のない部位

1. 単一の腫瘍。
2. 多発がん（同一部位に発生し、第一がんとは明らかに連
同左
続性のない複数の腫瘍：膀胱がんなど）の場合も、同じ組
織型であれば単一の腫瘍とする。

側性のある部位

一方が他方の転移によるものでなければ、多重がんとする。
両側性腫瘍は単一の腫瘍とす
但し、下記の両側性腫瘍は単一の腫瘍とする。
る。
卵巣腫瘍、腎臓のウィルムス腫瘍（腎芽腫）、網膜芽細胞腫

1. 1 年未満であれば単一がんとして浸潤がんのみを登録。
上皮内がんから浸潤がんと 2. 1 年以上の間隔がある場合は、上皮内がんと浸潤がんの
なった場合
重複がんとして別々に登録する。
同左
（一定期間経過した後）*
3. 後発の浸潤がんが再発がんと診断された場合にも 1. また
は 2. が適用される。

異なる

異なる

多重がん

同じ

1. 一方が他方の腫瘍の進展、再発、転移によるものでなければ多重がんとする。
2. 多くの異なる臓器を侵す可能性のある全身性（多中心性）がんでは、単一の腫瘍とす 同左
る（例：カポジ肉腫、造血臓器の腫瘍）。

同左

異なる

多重がん

同左

* 日本における固有のルール
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がんの拡がりと進行度

病期とは、進行程度、拡がりを示すことであり、治療

2.

研究班による進展度分類

前病期分類に基づく適切な治療方法の決定や、治療結果
の評価の際に考慮する因子として利用することができ

地域がん登録では、全部位のがんを登録するので、臓

る、有用な指標である。地域がん登録において、各登録

器横断的に利用できる単純な病期分類が必要となる。

が、同じ病期分類を用いれば、治療施設間の情報交換が

よって、後述の UICC TNM 悪性腫瘍の分類（補足 1）や、

容易となり、また、一登録において同じ病期分類を一定

日本の臓器毎の学会による取扱い規約 TNM 分類（補足

期間用いれば、継続的な分析も可能となる

2）等、医療機関において利用されている複数の分類を

がんの拡がりの分類、記載には種々の規約があるが、

要約しなければならない。また、UICC TNM 分類や取扱

地域がん登録では、米国カリフォルニア州腫瘍登録室と

い規約などは頻繁に改訂があるが、地域がん登録で用い

米国国立がん研究所、End Result Section が作成した分

る進展度はその影響を受けにくく、経時変化をみること

類を参考に、厚生労働省がん研究助成金「地域がん登

ができることが特徴である。

録の精度向上と活用に関する研究」班が、限局、所属

進展度は、北米のがん登録組織 SEER の考え方を取り

リンパ節転移、隣接臓器浸潤、遠隔転移の 4 病期に改

入れたものであり、地域がん登録データの比較において、

変したもの（進展度）を用いる。臨床上は、UICC によ

世界的に用いうるものである。

る TNM 分類や各学会・研究会による「がん取扱い規約」

0

上皮内 (in situ)：上皮内にとどまって浸潤していな
い

が用いられるが、
ここでは進展度分類を中心に説明する。
いずれの病期でも、治療前に得られた情報（臨床的検

1

限局 (localized)：がんが原発臓器に限局している

索、画像診断、内視鏡検査、生検、外科的検索、等）に

2

所属リンパ節転移 (Regional lymph nodes)：所属リ

基づき実施するもの（治療前臨床分類）と、手術後の病

ンパ節への転移を伴うが、隣接組織、臓器への浸潤

理組織学的検索で得られた知見により補足修正するもの

がない。

（術後病理組織学的分類）の 2 つがあるが、地域がん登

3

に直接浸潤しているが、遠隔転移がない。

録では、術後の病理組織学的分類を優先して登録する。
4

1.

隣接臓器浸潤 (Regional extension)：隣接組織、臓器
遠隔転移 (Distant)：遠隔転移がある。
腫瘍の原発部位での拡がりの程度と、所属リンパ節・

がんの拡がり方

遠隔臓器への転移の有無とで、表 11 のように分類する。
がんの拡がりの特徴は、腫瘍が浸潤性に発育すること
と、転移することである。転移の経路・様式には、リン

なお、集計においては、所属リンパ節転移と隣接臓器浸
潤を「領域」と統合する場合もある。

パ行性転移、血行性転移、漿膜面への転移（播種）の 3
つがある。

補足 1.

TNM 分類

（1）リンパ行性転移
UICC による悪性腫瘍に関する国際的分類で、進展度

がん病巣周囲のリンパ管内に浸潤→所属リンパ節転移
→遠隔リンパ節転移、他臓器に波及

（2）血行性転移
腫瘍細胞の浸潤が静脈壁内に波及→静脈血とともに遠

パ節・遠隔臓器への転移の有無とを、以下の記号を用い
て表現する。

隔他臓器に着床、増殖

T

原発腫瘍の拡がり（例：T0 ～ 3）

（3）漿膜面への転移（播種 dissemination）

N

所属リンパ節転移の有無と拡がり（例：N0 ～ 3）

M

遠隔転移の有無（例：M0、M1）

胸腔、腹腔などの体腔内にがん細胞が剥離脱落→漿膜
面に着床して多発性転移巣を形成
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と同様、腫瘍の原発部位での拡がりの程度と、所属リン

・臨床分類（治療前臨床分類）TNM（cTNM）
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・病理学的分類（術後病理組織学的分類）pTNM

補足 2.

各がん取扱い規約による進行度分類

病期分類 Stage（TNM の組み合わせで病期 0 ～ IV）
病期 0

上皮内がん（例：T0 N0 M0）～病期 IV

遠隔

転移例（T、N に係わらず M1 の場合）

頭頸部、口腔、食道、胃、大腸、肝、胆道、膵、肺、乳房、腎、
腎・尿管・膀胱、前立腺、子宮頚部、体部、甲状腺の各

胃、大腸、肝、肺、乳腺の主要 5 部位のがんについては、

癌；縦隔、造血器、皮膚、悪性骨、悪性軟部、精巣、卵

TNM 分類も院内がん登録の標準登録項目と位置づけら

巣、副腎、脳の各腫瘍；絨毛性疾患、の取扱い規約があ

れており、がん診療連携拠点病院のがん登録では、診療

る。詳細版（2012.11.1）の付録では、66 部位について、

情報から TNM をコードすることとなっている。

進展度分類と UICC・取扱い規約による分類との対応表
を提示している（表 12）。

表 11.

原発部位での拡がりとリンパ節への転移の状況からみた進展度
原発部位での拡がり

進展度分類
限局

「限局」

*1

所属リンパ節転移
隣接臓器浸潤
遠隔転移

*2

「隣接臓器浸潤」

リンパ節転移
「遠隔」

「所属」

「遠隔」

＋

－

－

－

－

＋

－

－

＋

－

＋

－

＋・－

－

*3

*4

＋・－

－・＋

*1 がんが原発臓器に限局しているもの。*2 所属リンパ節への転移を伴うが、隣接組織、臓器への浸潤がないもの。
*3 隣接組織、臓器に直接浸潤しているが、遠隔転移がないもの。*4 遠隔転移があるもの。

表 12.

詳細版に進展度と取扱い規約分類の対応表がある部位（2012.11.1）

（1）口唇及び口腔（頬粘膜、歯槽・
（18）虫垂カルチノイド
歯肉、硬口蓋、舌、口腔底）

（35）軟部組織

（2）中（口腔）咽頭

（19）胃カルチノイド

（36） 皮膚癌（眼瞼、外陰、陰茎
（53）腎盂、尿管
を除く）

（3）上（鼻）咽頭

（20）十二指腸、膨大部、空腸、回
（37）眼瞼の皮膚癌
腸カルチノイド

（4）下咽頭

（21）大腸カルチノイド

（38） 皮膚（外陰、陰茎、陰嚢を
（55）尿道－ 男性・女性
含む）の悪性黒色腫

（5）喉頭（声門上部）

（22）結腸

（39）皮膚メルケル細胞癌

（52）腎臓

（54）膀胱

（56）尿道－ 前立腺部の尿路
上皮癌

（6）喉頭（声門）

（23）直腸、直腸Ｓ状結腸移行部

（40）乳房

（57）副腎皮質腫瘍

（7）喉頭（声門下部）

（24）肛門管

（41）外陰

（58）結膜癌

（8）上顎洞

（25）肝－肝細胞癌

（42）膣

（59）結膜悪性黒色腫

（9）鼻腔・篩骨洞

（26）肝－肝内胆管

（43）子宮頚部

（60）虹彩悪性黒色腫

（10）上気道消化管の悪性黒色腫

（27）胆嚢

（44）子宮内膜（子宮体癌）

（61）毛様体・脈絡膜悪性黒
色腫

（11）大唾液腺（耳下腺、顎下腺、
（28）肝外胆管―肝門部
舌下腺）

（45）子宮肉腫－平滑筋肉腫、子
（62）網膜芽細胞腫
宮内膜間質肉腫、腺肉腫共通

（12）甲状腺（乳頭癌、濾胞癌、髄
（29）肝外胆管―遠位
様癌）
、甲状腺（未分化癌）

（46）卵巣

（63）眼窩肉腫

（13）食道と食道胃接合部

（30）ファーター乳頭部

（47）卵管

（64）涙腺癌

（14）胃

（31）膵

（48）妊娠絨毛性腫瘍

（65）脳及び脳髄膜

（15）消化管間質腫瘍（GIST）

（32）主気管支・気管支・肺

（49）陰茎

（66）悪性リンパ腫

（16）小腸

（33）胸膜中皮腫

（50）前立腺

（17）虫垂癌

（34）骨

（51）精巣

出典：平成 24 年度地域がん登録実務者研修（資料集） 国立がん研究センターがん対策情報センター
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