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全国がん登録届出マニュアル 2016-2017 改訂版 修正箇所一覧 （2019 年 5 月現在） 
頁 付表番号 更新内容 更新日付 

表紙  修正前）全国がん登録 届出マニュアル 2016 2017改訂版 

        ダウンロード版 

修正後）全国がん登録 届出マニュアル 2016 2019改訂版 

ダウンロード版 

2019/05/31 

扉  修正前）全国がん登録 届出マニュアル 2016 2017改訂版 

        ダウンロード版 

修正後）全国がん登録 届出マニュアル 2016 2019改訂版 

        ダウンロード版 

2019/05/31 

6 全国がん登録担当

部署一覧 

修正前）秋田県 健康福祉部健康推進課がん対策室 

修正後）秋田県 健康福祉部健康づくり推進課 

2019/05/31 

6 全国がん登録担当

部署一覧 

修正前）茨城県 保健福祉部保健予防課 

修正後）茨城県 保健福祉部疾病対策課 

2019/05/31 

6 全国がん登録担当

部署一覧 

修正前）愛知県 健康福祉部保健医療局健康対策課  

修正後）愛知県 保健医療局健康医務部健康対策課 

2019/05/31 

6 全国がん登録担当

部署一覧 

修正前）滋賀県 健康医療福祉部健康医療課  

修正後）滋賀県 健康医療福祉部健康寿命推進課 

2019/05/31 

6 全国がん登録担当

部署一覧 

修正前）大阪府 健康医療部保健医療室健康づくり課  

修正後）大阪府 健康医療部健康推進室健康づくり課 

2019/05/31 

6 全国がん登録担当

部署一覧 

修正前）大分県 福祉保健部健康対策課  

    097-506-2666 

修正後）大分県 福祉保健部健康づくり支援課 

    097-506-2674 

2019/05/31 

9 全国がん登録 

届出先 

修正前）公益財団法人宮城県対がん協会  

       980-0011 仙台市青葉区上杉 5丁目 7番 30号  

修正後）地方独立行政法人宮城県立病院機構 

宮城県立がんセンター  

981-1293 名取市愛島塩手字野田山 47-1 

2019/05/31 

13 全国がん登録 

届出票① 

見本を差し替えました。 

⑭診断日㉖死亡日の元号を削除しました。㉑観血的治療の範囲

を、「1.原発巣切除」を「1.腫瘍遺残なし」に、「4.姑息的な観血

的治療」を「4.腫瘍遺残あり」に用語変更統一しました。 

2019/05/31 

54 全国がん登録遡り

調査票① 

見本を差し替えました。 

⑭診断日㉖死亡日の元号を削除しました。㉑観血的治療の範囲

を、「1.原発巣切除」を「1.腫瘍遺残なし」に、「4.姑息的な観血

的治療」を「4.腫瘍遺残あり」に用語変更統一しました。 

2019/05/31 
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頁 付表番号 更新内容 更新日付 

17 全国がん登録届出

項目一覧 

21 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲 

修正前）1 原発巣切除、4 姑息的な観血的治療 

修正後）1 腫瘍遺残なし 4 腫瘍遺残あり 

2019/01/07 

43 外科的・鏡視下・内

視鏡的治療の範囲 

「原発巣切除」を「腫瘍遺残なし」に、「姑息的な観血的治療」

を「腫瘍遺残あり」に用語変更統一しました。 

2019/01/07 

44 放射線治療の有無 【摘要】追加 

※1「症状緩和的」等と記載されていても、腫瘍に対して照射が

行われている場合は含めます（2019年 1月から）。 

2019/01/07 

付録

[5]4 

電子ファイルによ

る届出 

23 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲 

修正前）1 原発巣切除、4 姑息的な観血的治療 

修正後）1 腫瘍遺残なし 4 腫瘍遺残あり 

2019/01/07 

6 全国がん登録担当

部署一覧 

修正前）鹿児島県 保健福祉部健康増進課  

修正後）鹿児島県 くらし保健福祉部健康増進課 

2018/10/9 

9 全国がん登録 

届出先 

修正前）滋賀県 滋賀県立成人病センター  

修正後）滋賀県 滋賀県立総合病院 

2018/10/9 

12 全国がん登録届出

申出書 

見本を差し替えました。 2018/10/9 

13 全国がん登録 

届出票① 

見本を差し替えました。 2018/10/9 

14 全国がん登録の 

届出チャート 

カラー図版に差し替えました（内容に変更はありません）。 2018/10/9 

16 全国がん登録届出項目一覧 

進展度・治療前 

修正前）420 所属リンパ節転移 

修正後）420 領域リンパ節転移 

2018/10/9 

17 全国がん登録届出項目一覧 

進展度・術後病理学的 

修正前）420 所属リンパ節転移 

修正後）420 領域リンパ節転移 

2018/10/9 

19 進展度について 

歴史 

修正前）所属リンパ節転移  

修正後）領域リンパ節転移 

2018/10/9 

20 進展度について 

進展度区分の定義 

修正前）所属リンパ節転移  

修正後）領域リンパ節転移 

2018/10/9 

20 進展度について 

進展度区分の定義 

修正前）所属リンパ節  

修正後）領域リンパ節 

2018/10/9 

20 進展度について 

進展度区分の 

定義適用の例外  

修正前）所属リンパ節転移  

修正後）領域リンパ節転移 

2018/10/9 

21 進展度について 

進展度の総則 

修正前）所属リンパ節転移  

修正後）領域リンパ節転移 

 

2018/10/9 
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頁 付表番号 更新内容 更新日付 

38 進展度・治療前 修正前）所属リンパ節転移 

修正後）領域リンパ節転移 

2018/10/9 

38 進展度・治療前 

コードの選択 

修正前）420 所属リンパ節転移 

修正後）420 領域リンパ節転移 

2018/10/9 

39 進展度・術後病理学

的 

修正前）所属リンパ節転移 

修正後）領域リンパ節転移 

2018/10/9 

39 進展度・術後病理学的 

コードの選択 

修正前）420 所属リンパ節転移 

修正後）420 領域リンパ節転移 

2018/10/9 

54 全国がん登録遡り

調査票① 

見本を差し替えました。 2018/10/9 

付録

[5]3 

電子ファイルによる届出  

進展度・治療前 

修正前）420 所属リンパ節転移 

修正後）420 領域リンパ節転移 

2018/10/9 

付録

[5]4 

電子ファイルによる届出 

進展度・術後病理学的 

修正前）420 所属リンパ節転移 

修正後）420 領域リンパ節転移 

2018/10/9 

6 全国がん登録担当

部署一覧 

北海道 保健福祉部健康安全局地域保健課  

修正前）011-204-5117（25-530） 

修正後）011-204-5117 

2018/06/20 

6 全国がん登録担当

部署一覧 

修正前）山形県 健康福祉部健康長寿推進課  

修正後）山形県 健康福祉部健康づくり推進課 

2018/06/20 

6 全国がん登録担当

部署一覧 

修正前）東京都 福祉保健局保健政策部健康推進課地域がん  

登録担当  

修正後）東京都 福祉保健局保健政策部健康推進課がん登録 

担当 

2018/06/20 

6 全国がん登録担当

部署一覧 

修正前）神奈川県 保健福祉局保健医療部がん対策課  

修正後）神奈川県 健康医療局保健医療部がん・疾病対策課 

2018/06/20 

6 全国がん登録担当

部署一覧 

石川県 健康福祉部健康推進課 

修正前）076-225-1437 

修正後）076-225-1584 

2018/06/20 

6 全国がん登録担当

部署一覧 

修正前）三重県 健康福祉部医療対策局健康づくり課  

修正後）三重県 医療保健部健康づくり課 

2018/06/20 

6 全国がん登録担当

部署一覧 

大阪府 健康医療部保健医療室健康づくり課  

修正前）06-6944-6029 

修正後）06-6944-6791 

2018/06/20 

6 全国がん登録担当

部署一覧 

修正前）奈良県 医療政策部保健予防課 

修正後）奈良県 福祉医療部医療政策局疾病対策課 

 

2018/06/20 
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頁 付表番号 更新内容 更新日付 

9 全国がん登録届出

先 

修正前）山形県 山形県立がん・生活習慣病センター 

修正後）山形県 山形県立中央病院・がん生活習慣病センター 

2018/06/20 

6 全国がん登録担当

部署一覧 

福井県 健康福祉部健康増進課  

修正前）0776-20-0351 

修正後）0776-20-0349 

2018/01/05 

目次  修正前)国際疾病分類腫瘍学第 3版（一部改正 2012） 

修正後)国際疾病分類腫瘍学第 3版（3.1版） 

2017/12/25 

2  修正前)国際疾病分類腫瘍学第 3版（一部改正 2012）ICD-3 

修正後)国際疾病分類腫瘍学第 3版（3.1版） 

2017/12/25 

2  修正前)付録［2］一覧：国際疾病分類腫瘍学第 3版（一部改正 2012） 

修正後)付録［2］一覧：国際疾病分類腫瘍学第 3 版（3.1版） 

2017/12/25 

2  修正前)付録［3］一覧：国際疾病分類腫瘍学第 3版（一部改正 2012） 

修正後)付録［3］一覧：国際疾病分類腫瘍学第 3 版（3.1版） 

2017/12/25 

2  修正前)付録［4］一覧：その他の政令で定める疾病に対する国際

疾病分類腫瘍学第 3版（一部改正 2012） 

修正後)付録［4］一覧：その他の政令で定める疾病に対する国際

疾病分類腫瘍学第 3版（3.1 版） 

2017/12/25 

30 原発部位 修正前)ICD-O-3（国際疾病分類－腫瘍学－第 3版 一部改正

2012） 

修正後)ICD-O-3（国際疾病分類－腫瘍学－第 3版 3.1 版） 

2017/12/25 

31 病理診断 修正前)ICD-O-3（国際疾病分類－腫瘍学－第 3版 一部改正

2012） 

修正後)ICD-O-3（国際疾病分類－腫瘍学－第 3版 3.1 版） 

2017/12/25 

55 付録(扉) 修正前)国際疾病分類腫瘍学第 3版（一部改正 2012） 

修正後)国際疾病分類腫瘍学第 3版（3.1版） 

2017/12/25 

付録

[2]1 

付録 2 修正前)国際疾病分類腫瘍学第 3版（一部改正 2012） 

修正後)国際疾病分類腫瘍学第 3版（3.1版） 

2017/12/25 

付録

[3]1 

付録 3 修正前)国際疾病分類腫瘍学第 3版（一部改正 2012） 

修正後)国際疾病分類腫瘍学第 3版（3.1版） 

2017/12/25 

付録

[4]1 

付録 4 修正前)国際疾病分類腫瘍学第 3版（一部改正 2012） 

修正後)国際疾病分類腫瘍学第 3版（3.1版） 

2017/12/25 

6 全国がん登録担当

部署一覧 

神奈川県 保健福祉局保健医療部がん対策課 

修正前）045-210-1111（5016） 

修正後）045-210-5015 

2017/12/1 

 

6 全国がん登録担当

部署一覧 

修正前）宮城県 保健福祉部疾病・感染症対策室  

修正後）宮城県 保健福祉部健康推進課がん対策班 

2017/7/18 
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頁 付表番号 更新内容 更新日付 

6 全国がん登録担当

部署一覧 

修正前）福岡県 保健医療介護部健康増進課 092-643-3270 

(3052) 

修正後）福岡県 保健医療介護部がん感染症疾病対策課 

092-643-3317 (3064) 

2017/06/06 

6 全国がん登録担当

部署一覧 

埼玉県 保健医療部疾病対策課  

修正前）048-830-3598 

修正後）048-720-1051 

2017/05/30 

6 

 

全国がん登録担当

部署一覧 

長崎県 福祉保健部医療政策課 

修正前) 095-895-2463 

修正後) 095-895-2466 

2017/05/30 

9 全国がん登録届出

先 

修正前）公益社団法人富山県医師会 

    939-8222 富山県蜷川 336 

修正後）富山県がん登録室（富山県健康増進センター内） 

        939-8555 富山市蜷川373番地 富山県健康増進センター

3 階 

2017/05/30 

9 全国がん登録届出

先 

修正前）大阪府立成人病センター がん予防情報センター 

    537-8511 大阪市東成区中道 1丁目 3番 3号 

修正後）大阪府立病院機構 大阪国際がんセンターがん対策 

センター 

    541-8567 大阪市中央区大手前 3 丁目 1－69 

2017/05/30 

9 全国がん登録届出

先 

修正前）兵庫県健康福祉部健康局疾病対策課 

    650-8567 神戸市中央区下山手通 5丁目 10番 1号 

修正後）公益財団法人兵庫県健康財団 

    651-2103 神戸市西区学園西町 6－3－1 

2017/05/30 

9 全国がん登録届出

先 

修正前）(広島県)（調整中） 

修正後）公益財団法人放射線影響研究所 

    732-0815 広島市南区比治山公園 5番 2 号 

2017/05/30 

9 

 

全国がん登録届出

先 

修正前) 沖縄県衛生環境研究所 

901-1202 南城市大里字大里 2085 

修正後）沖縄県保健医療部衛生環境研究所 

904-2241 うるま市字兼箇段 17 番地 1 

2017/05/30 

10  届出情報の提出形式、届出の方法の内容を更新しました。 2017/05/30 

11  届出情報の提出形式、届出の方法の内容を更新しました。 2017/05/30 

12 全国がん登録届出

申出書 

見本を差し替えました。 2017/05/30 

13 全国がん登録届出

票 

見本を差し替えました。 2017/05/30 
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頁 付表番号 更新内容 更新日付 

14 全国がん登録

の届出チャート 

新たに加えました。 2017/05/30 

18  がん治療、初回治療の定義の内容を更新しました。 2017/05/30 

32 診断根拠が顕微鏡

的（病理学的）診断

でない時に用いて

よい形態コード 

“9590 リンパ腫” を追記しました。 2017/05/30 

38 コードの選択 499 不明 の項 

“容易な適用は避けて、進展度区分の判断に必要な情報がない場

合、適用します。” を追記しました。 

2017/05/30 

39 コードの選択 499 不明 の項 

“容易な適用は避けて、進展度区分の判断に必要な情報がない場

合、適用します。” を追記しました。 

2017/05/30 

50  病院等における情報等の保護の内容を更新しました。 

 

2017/05/30 

53 当該病院等で発行

された死亡診断書

の記載内容と死亡

者情報票の記録に

矛盾 

表を差し替えました。 2017/05/30 

54 全国がん登録遡り

調査票 

見本を差し替えました。 2017/05/30 

 付録〔5〕 内容更新しました。 2017/05/30 

 1 付録〔5〕 修正前）標準的な院内がん登録から全国がん登録への提出形式 

修正後）電子ファイルによる全国がん登録への提出形式 

修正前）推奨ファイル形式：csv 

修正後）ファイル形式：csv 

2016/11/25 

10  電子ファイルによる届出に関し、院内がん登録情報からの作成に

限らない旨に、文言、文章を修正。 

2016/11/25 

32  修正前）Not Other Specified 

修正後）Not Otherwise Specified 

2016/11/25 

9 

 

 

全国がん登録届出

先 

修正前）青森県健康福祉部がん・生活習慣病対策課 

    030-8570 青森市長島一丁目１番１号（北棟 6 階） 

修正後）国立大学法人弘前大学医学部附属病院 

    036-8563 弘前市本町 53 

2016/04/20 
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頁 付表番号 更新内容 更新日付 

9 

 

全国がん登録届出

先 

修正前）福岡県※ 

修正後）福岡県 

2015/12/24 

9 

 

全国がん登録届出

先 

行削除）※病院等によって届出先が異なるので、県の担当部署に

お問合せください。 

2015/12/24 

9 全国がん登録届出

先 

 

修正前）（調整中） 

修正後）兵庫県健康福祉部健康局疾病対策課 

    650-8567 神戸市中央区下山手通 5丁目 10番 1号 

2015/12/24 

9 

 

 

全国がん登録届出

先 

修正前）公益社団法人富山県医師会  

939-8222  富山市蜷川 336 

修正後）(調整中) 

2015/11/30 

13 

 

全国がん登録届出

票① 

 

⑮発見経緯 

誤）4.部検発見 

正）4.剖検発見 

2015/10/16 

18  「造血器腫瘍以外の悪性腫瘍（がん）の初回治療の定義」 

4 点目の記載内容 

誤）経過観察を選択している場合、初回治療はないと判断する。 

正）経過観察を選択している場合、「治療をしない」あるいは「経

過観察」という行為を初回治療と扱います。 

誤）がんの大きさ･･･治療が開始された場合も、この治療は初回

治療に含めません。（初回治療なしとします）。 

正）がんの大きさ･･･治療が開始された場合も、経過観察という

行為が初回治療と扱われ、経過観察後に行われた治療は初回治療

に含めません（経過観察のみが初回治療となります）。 

2015/10/16 

21 

 

 

 

全国がん登録届出項目詳細 

誤）患者基本情報、腫瘍情報、初回の治療情報の大きく４つの情

報 

正）患者基本情報、腫瘍情報、初回の治療情報の大きく３つの情

報 

2015/10/16 

37  発見経緯【コードの選択】 

誤）3 他疾患経の過観察中の偶然発見 

正）3 他疾患の経過観察中の偶然発見 

8 その他 

誤）1,2,5に当てはまらないもの。 

正）1,3,4に当てはまらないもの。 

2015/10/16 

 

 

2 付録〔2〕 行削除）8240 カルチノイド腫瘍、ＮＯＳ（虫垂 M-8240/1 を除

く） 

行削除）8249 神経内分泌癌、中分化 

2015/10/16 
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頁 付表番号 更新内容 更新日付 

 1 付録〔4〕 《別表第一に掲げる卵巣腫瘍性疾患》 

組織型の誤り 

誤）8452 境界悪性乳頭状のう胞腺腫（C56.9） 

正）8451 境界悪性乳頭状のう胞腺腫（C56.9） 

2015/10/16 

 3（付録〔5〕） 連番 11 「以下の条件を満たせばそのまま提出」の項目 

誤）4 自施設で初回治療を終了後に、自施設に受診 

正）4 他施設で初回治療を終了後に、自施設に受診 

2015/10/16 

 


