がん登録部会 QI研 究
「がん診療均てん化 のための臨床情報デー タベース構築 と活用に関す る研究」
へ の参加 について
参加の背景 と目的】
【
当院は平成 20年 より東京都が指定する「東京都がん診療連携拠点病院Jと なつてお ります。これ
は国が指定するがん診療連携拠点病院と同等のがん診療機能を有する施設が指定されるものとなう
てお ります。 この度、当院におけるがん医療の質向上を目的として、国立がん研究センターが実施
している QI事 業にも参加することといたしました。 この QI事 業では、「院内がん登録」と「DPC
(Diagnosis Procedure Combinationと

呼ばれる、診療データ)」 の情報を基にした様々な指標が提

示されてお ります。
￨
結果は、当院でのがん診療の現場にフィー ドバ ックすることで、医療の質向上に役立てることが

￨

可 能 とな ります 。

￨

研究 の対象】
【
￨
当院において 2016年 以降 に診断又は治療 が行われたがん患者 の方 々が対象 とな ります。 尚、DPC

￨

デー タは 2015年 10月 以降の診療デー タを提 出 します。

￨

本研究について】
【

本研 究では情報 として院内がん登録 と DPCデ ー タ (様 式 1、 E,Fフ ァイル)を 用 い ます。 この
デー タに含 まれ る情報は以下の ものが挙げ られます。
￨
。性別、診断名、診断年月、初回治療方針、ステージ、施設名、入退院年月 日、診療明細 等
￨
院内がん登録 の専用番号 と参加施設 の診察券番号の対応表 は、当院 のみで保管 ・管理す るもの と
な ります。研究実施期間は令 和 4年 3月 までですが、 国立がん研究セ ンターの倫理委員会 の審査
午
経 て延長 の可能性 があ ります。
￨
(参 考)国

立がん研 究センター

がん診療評価指標 (QI)の 開発 と計測 システ ムの構築
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外部へ の試料・ 情報 の提供 。公表】
【

(が

￨

院内がん登録 の専用番号 と参加施設 の診察券番号の対応表は、当院にお いて個人情報管理者 が鍵
のかか る場所 で管理 します。研究事務局へ のデー タの提供は、アクセ ス権を付与 された担 当者 のみ
が利用 で きるシステ ム上で行 われます。提供 されたデー タは国立がん研究セ ンターの高セキュ リ■
ィ領域に保存 され、研究責任者 によ り個別 のア クセス権 を付与 された者 のみがアクセスで きる状態
で保管 されます。国立がん研究セ ンター以外 の外部へ のデー タの提供は行 い ませ ん。外部へ の成果
の公表は、学会 ,論 文発表あるいは公開の報告書といった形で行われ、学術・がん対策に活用され

ます。報告に際 しては、常に集団を記述する数値データのみの報告 とし、個人が特定される可能性
のある個別データの報告・公表は一切行なわず、かつ特定の個人が発表成果から同定できないよう
に十分に配慮されます。

問 い合わせ先 】
【
個人を特定 で きない匿名化 したデー タを国 立がん研究セ ンターヘ提供 します。情報が 当該研究 に
用 い られ る こ とについて、患者本人 も しくは本人代理人 の方が ご了承 いただけ ない場合 には研究対
象 と致 しませんので、下記連絡先 までお 申出 くだ さい。 この場合 も患者本人 に不利益 が生 じること
は ご ざい ません。
本研 究内容 に関す る問 い合 わせ先

:
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患者情報 につい て研究へ利用す ることを拒否す る場合 の 問い合 わせ 先
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