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１．本年度の研究成果	 

本研究は、がん対策の実態を把握・評価してその進捗管理のための指標を算定するため

の既存データを利用する可能性について検討することを目的としている。主に、診療の質

に関して既存データから評価可能な範囲やその課題を検討しつつシステムの構築を図ると

ともに、がん診療連携拠点病院の連携実態やがん患者の満足度などを既存の調査から測定

することの妥当性についても検討する計画である。	 

	 

１）診療の質の評価測定	 

5 大がん（乳・胃・肺・大腸・肝）について、がん医療水準均てん化の達成度を測定す

るために、診療内容・過程を評価する「診療の質指標」（QI:	 Quality	 Indicator）が、昨

年までの先行研究であるがん臨床研究事業「医療機関におけるがん診療の質を評価する指

標の開発とその計測システムの確立に関する研究」（研究代表者：祖父江友孝）において開

発されてきた。そこでは、がん登録実務者による診療録採録を想定して詳細な臨床情報を

収集してきたが、作業負荷が著しいことから広くがん診療拠点病院で測定することが容易

ではないため、既存のデータをより活用する方法が必要であることが指摘された。	 

そこで、本研究においてはある程度詳細な診療データの得られる既存のデータとして、

院内がん登録と診療報酬請求情報（DPC の E/F ファイルまたはレセプト）の突合による QI

の測定を試行した。参加施設は都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会・がん登録部会

で募集し、本研究の研究分担者の施設を含む 13 施設からデータが提出された。内訳は、都

道府県がん診療連携拠点病院７施設、地域がん診療連携拠点病院５施設、県指定の専門病

院１施設であった。	 

まず両データの突合のために、院内がん登録と DPC/レセプトを共通の ID で匿名化する

ことを計画した。院内がん登録は国立がん研究センターに 1 年毎に提出・蓄積され、その

提出の際に各施設で匿名化されている。各施設では、この匿名化された院内がん登録用匿

名 ID と、院内で使われている病歴番号や個人情報との対応表を管理しており、これらを使

って DPC/レセプトデータ上の病歴番号を院内がん登録と同一の匿名 ID に置き換えれば、

個人情報を保護しつつ両者の突合することが可能である。本研究ではまず、このような作

業のための専用ソフトを開発した。また対象症例を指定するため、参加施設の許可を得て

国立がん研究センターに蓄積された院内がん登録から、2010 年症例の 5 大がんの自施設治

療分（症例区分２～４）を抽出し、その匿名 ID リストを上述の専用ソフトソフトとともに

各施設へ送付した。各施設では 2009 年 9 月～2011 年 12 月の外来・入院を含む DPC の全 E/F

ファイルを出力（E/F ファイルが出力できない場合には電算レセプト）、専用ソフトによる

症例分の内容を抽出・匿名化を行った上で、研究事務局へデータ提出を受けた。	 

	 参加 13 施設のうち、６施設ではすべての期間で外来・入院ともに DPC の E/F ファイルで



データが提出され、残りの施設では一部の期間・あるいは外来分のみ電算レセプトが提出

された。このうち抄録作成時点で解析可能な形態に変換の完了した８施設のデータを解析

したところ、いくつかの QI での算定は可能であった。例えば、術後病期Ⅲ期の大腸癌にお

ける術後８週以内の化学療法の実施に関する QI では、全体としての実施率は 57％、施設

間では 20％～81％の実施率となった。他にも、Ⅱ～Ⅲ期の胃癌（T1、T3N0）を除く胃癌の

術後 S1 療法の実施に関する QI では、全体実施率 61％(施設毎 0％～88％)、乳房温存術後

の放射線療法施行率は、全体で 80％（施設毎 50％～93％。非拠点病院 1 施設を除く）であ

った。	 

	 以上のように、これら一定の QI 実施率の算定は可能であったものの、参加施設から得ら

れた DPC/レセプトデータでは、他施設で行われた診療行為がデータに入らず、また患者の

非標準的治療の希望、あるいは、患者の併存症や全身状態による治療変更などの個別事情

が加味されない欠点を補うことが今後の課題と考えられる。そのため、標準非実施の個別

症例が特定でき、診療録を元として理由を検討することを可能にするシステムが必要であ

る。そのため、先行研究班で開発された施設別 QI 実施率のフィードバックのためのホーム

ページに追加機能を実装する形で、標準非実施の個別症例を検索可能にし、標準非実施理

由を入力可能なインターフェースの開発も平行して行っている。	 

	 

２）全国レセプトデータベースによる拠点病院の治療シェアの検討	 

	 レセプトデータベースは行われた診療行為が網羅的に蓄積されることや、患者が複数の

医療機関を受診した際にも患者の加入する保険者への請求が集まり追跡が比較的容易であ

ることから、がん患者の拠点利用割合、がん治療における拠点病院のシェア、連携のパタ

ーン等の実態を明らかにするのに有用であると考えられる。そこで、厚生労働省が集積し

ている全国レセプトデータベースを利用申請し、１０月１８日付けで承認された。抄録作

成現在、データ抽出作業が行われており、データの提供を待機している。	 

	 

２．前年度までの研究成果	 

本研究は本年度が初年度であるが、診療を評価する指標を開発してきた平成２１年―２

３年がん臨床研究事業「医療機関におけるがん診療の質を評価する指標の開発とその計測

システムの確立に関する研究」を先行研究とし、その成果を応用している。本研究で使用

している診療の質指標はこの先行研究で開発されたものの中から、院内がん登録・DPC/レ

セプトデータで測定可能なものを抽出して使用している。また、先行研究では、施設別の

フィードバックを目的に、各施設が割り当てられた ID を使ってログインすると自施設の

QI 実施率が他施設の QI 実施率分布の中での位置づけとともに表示されるシステムを開発

してきたが、本研究においては機能を追加して標準非実の個別症例を検索することを可能

にし、理由の検討が行える機能を追加したシステムを開発している。	 

	 

３．研究成果の意義及び今後の発展性	 

	 がん対策基本法が平成１９年施行され様々ながん対策が進められてきたものの、その進

捗が明らかではないという問題が指摘されている。特に医療・診療実態としては、全国レ



ベルでのがん診療連携拠点病院の整備、専門家の育成などに施策がとられているものの、

がん診療均てん化の達成度を測定する方法が明確でないという指摘がある。本研究は、先

行研究で開発された指標を現実に可能な形で計測するシステムの確立を目指すものであり、

そのための具体的な既存データの利用方法が明らかになるとともに、その限界も含めた基

礎資料が作成され、実際にシステムとして計測がなされた時にその結果の公正な解釈が可

能になることが期待される。	 

	 また別の課題としてがん診療連携拠点病院を中心に院内がん登録など、情報収集や医療

の均てん化のための施策が整備されているものの、その医療全体の中での役割の実態は明

らかではない。ナショナル・レセプトデータベースの解析により、日本全体の各種がん治

療における、がん診療連携拠点病院での治療実施シェアが明らかになれば、わが国全体の

医療均てん化施策の資源配分を考える上での基礎資料となることが期待できる。	 

	 

４．倫理面への配慮	 

本研究の方法は、関連各施設における倫理委員会の審査を受け承認を得ている。研究解

析においては、いかなる形であっても個人が特定されることのないよう、施設内で解析開

始前に匿名化されており、施設外において個人が特定されることはない。さらに解析用デ

ータファイルは暗号化されて管理されており、万が一パソコンの盗難が起きた際にも個人

特定がなされることが無いように細心の注意を払っている。	 
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