●指標リスト 医療提供体制

資料E①
ロジックモデル上の表記

指標番
指標名
号
03- F01 5年相対生存率

指標内容

SPO

情報源

肺がん

大腸がん

胃がん

乳がん

5年相対生存率 2009-20011年（男）（％）#23
5年相対生存率 2009-2011年（女）（％）#24
進行度別5年生存率 2009-2011年 限局（男）（％）#33
進行度別5年生存率 2009-2011年 領域（男）（％）#34
進行度別5年生存率 2009-2011年 遠隔（男）（％）#35
進行度別5年生存率 2009-2011年 限局（女）（％）#37
進行度別5年生存率 2009-2011年 領域（女）（％）#38
進行度別5年生存率 2009-2011年 遠隔（女）（％）#39

5年相対生存率 2009-20011年（男）（％）#23
5年相対生存率 2009-2011年（女）（％）#24
進行度別5年生存率 2009-2011年 限局（男）（％）#33
進行度別5年生存率 2009-2011年 領域（男）（％）#34
進行度別5年生存率 2009-2011年 遠隔（男）（％）#35
進行度別5年生存率 2009-2011年 限局（女）（％）#37
進行度別5年生存率 2009-2011年 領域（女）（％）#38
進行度別5年生存率 2009-2011年 遠隔（女）（％）#39

5年相対生存率 2009-20011年（男）（％）#23
5年相対生存率 2009-2011年（女）（％）#24
進行度別5年生存率 2009-2011年 限局（男）（％）#33
進行度別5年生存率 2009-2011年 領域（男）（％）#34
進行度別5年生存率 2009-2011年 遠隔（男）（％）#35
進行度別5年生存率 2009-2011年 限局（女）（％）#37
進行度別5年生存率 2009-2011年 領域（女）（％）#38
進行度別5年生存率 2009-2011年 遠隔（女）（％）#39

5年相対生存率 2009-2011年（女）（％）#18
進行度別5年生存率 2009-2011年 限局（女）（％）#25
進行度別5年生存率 2009-2011年 領域（女）（％）#26
進行度別5年生存率 2009-2011年 遠隔（女）（％）#27

―
これまでの治療に納得している患者の割合#03-F03

―
これまでの治療に納得している患者の割合#03-F03

―
これまでの治療に納得している患者の割合#03-F03

O

全国がん罹患モニタリング集計200920011生存率報告

03- F02 上記の医療圏差異 上記の医療圏差異

O

同上から

03- F03 これまでの治療に 「これまで受けた治療に納得し
納得している患者の ている」に対し「とても/ある程度
割合
そう思う」と回答した患者の割合

O

―
厚生労働省厚生労働省患者体験調査成 これまでの治療に納得している患者の割合#03-F03
人問20-10

03- F04 上記の医療圏差異 上記の医療圏差異

O

同上から

03- F05 がんの診断・治療全 今回のがんの診断・治療全般につ
いて総合的な10段階評価で6-10が
体の総合的評価
ついた患者の割合

O

―
―
―
―
厚生労働省厚生労働省患者体験調査成 がんの診断・治療全体の総合的評価（平均点）#03- がんの診断・治療全体の総合的評価（平均点）#03- がんの診断・治療全体の総合的評価（平均点）#03- がんの診断・治療全体の総合的評価（平均点）#03人問23, 小児問25
F05
F05
F05
F05

03- F06 上記の医療圏差異 上記の医療圏差異

O

同上から

―

―

―

―

03- M01 標準的治療の実施 標準的治療の実施割合
割合

P

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「がん登録部会
Quality Indicator 研究」

―

―

―

―

03- M02 上記の医療圏差異 上記の医療圏差異

P

＊追加参考指標
03-M03 治療を始められた
患者の割合

5年相対生存率

今回、用意できたデータ

同上から

―

厚生労働省厚生労働省患者体験調査成 十分な情報をもって治療を始められた患者の割合#03- 十分な情報をもって治療を始められた患者の割合#03- 十分な情報をもって治療を始められた患者の割合#03- 十分な情報をもって治療を始められた患者の割合#03人問15-1
M03
M03
M03
M03
同上から

03- M05 医療スタッフと十分 「医療スタッフと十分な対話がで
な対話ができた患 きた」に対し「とても/ある程度そ
者・家族の割合
う思う」と回答した患者の割合

P

厚生労働省患者体験調査成人問20-3

03- M06 上記の医療圏差異 上記の医療圏差異

P

同上から

03-M07 担当医からセカンド
オピニオンについて
話があった患者の
割合
＊追加参考指標

P

厚生労働省患者体験調査 成人問13

「がん治療が始まる前に、担当医か
らセカンドオピニオンについて話が
ありましたか」に対し「話があった」と
回答した患者の割合

＊追加参考指標

＊追加参考指標

03- M08 上記の医療圏差異 上記の医療圏差異

P

03- M09 クリティカルパスの
運用数（⇒地域連
携に関する診療行
為数）

P

がん治療連携計画策定料・標
準化レセプト出現比（NDBSCR）

―
医療スタッフと十分な対話ができた患者・家族の割合
#03-M05

―
医療スタッフと十分な対話ができた患者・家族の割合
#03-M05

拠点病院カバー率＃98

―

スタッフから治療に関する十分な情
報を得ることができた」に対し「とても
/ある程度そう思う」と回答した患者
の割合

P

拠点病院カバー率#104

―

＊追加参考指標

03- M04 上記の医療圏差異 上記の医療圏差異

拠点病院カバー率＃97

―

＊追加参考指標

―
医療スタッフと十分な対話ができた患者・家族の割合
#03-M05

拠点病院カバー率＃82

―
医療スタッフと十分な対話ができた患者・家族の割合
#03-M05

―
―
―
―
担当医からセカンドオピニオンについて話があった患者 担当医からセカンドオピニオンについて話があった患者 担当医からセカンドオピニオンについて話があった患者 担当医からセカンドオピニオンについて話があった患者
の割合#03-M07
の割合#03-M07
の割合#03-M07
の割合#03-M07

がん患者指導管理料（医師と看護師の共同診療方針等
を文書等で提供）入院 #NDB-SCR262
同・外来 #NDB-SCR263
同・入院＋外来 #NDB-SCR264

がん患者指導管理料（医師と看護師の共同診療方針等
を文書等で提供）入院 #NDB-SCR262
同・外来 #NDB-SCR263
同・入院＋外来 #NDB-SCR264

がん患者指導管理料（医師と看護師の共同診療方針等
を文書等で提供）入院 #NDB-SCR262
同・外来 #NDB-SCR263
同・入院＋外来 #NDB-SCR264

がん患者指導管理料（医師と看護師の共同診療方針等
を文書等で提供）入院 #NDB-SCR262
同・外来 #NDB-SCR263
同・入院＋外来 #NDB-SCR264

―
がん対策地域別データ集、NDB-SCR表、 がん治療連携計画策定料１ 入院 #NDB-SCR234
234- 237 （内閣府、医療提供状況の地域 がん治療連携計画策定料１ 外来 #NDB-SCR235
差、NDB-SCR）
がん治療連携計画策定料１ 入院＋外来 #NDBSCR236
がん治療連携指導料 外来 #NDB-SCR237
同上から
同上

―
がん治療連携計画策定料１ 入院 #NDB-SCR234
がん治療連携計画策定料１ 外来 #NDB-SCR235
がん治療連携計画策定料１ 入院＋外来 #NDBSCR236
がん治療連携指導料 外来 #NDB-SCR237
同上

―
がん治療連携計画策定料１ 入院 #NDB-SCR234
がん治療連携計画策定料１ 外来 #NDB-SCR235
がん治療連携計画策定料１ 入院＋外来 #NDBSCR236
がん治療連携指導料 外来 #NDB-SCR237
同上

―
がん治療連携計画策定料１ 入院 #NDB-SCR234
がん治療連携計画策定料１ 外来 #NDB-SCR235
がん治療連携計画策定料１ 入院＋外来 #NDBSCR236
がん治療連携指導料 外来 #NDB-SCR237
同上

同上から

03- M10 上記の医療圏差異 上記の医療圏差異

P

03- M11 紹介先の医療機関 がんの治療が始まってから今までに
を支障なく受診でき 転院した患者のうち、「紹介先の医
療機関を支障なく受診できた」と回
た患者の割合

P

厚生労働省患者体験調査成人問2012

紹介先の医療機関を支障なく受診できた患者の割合
#03-M11

紹介先の医療機関を支障なく受診できた患者の割合
#03-M11

紹介先の医療機関を支障なく受診できた患者の割合
#03-M11

紹介先の医療機関を支障なく受診できた患者の割合
#03-M11

03- M12 上記の医療圏差異 上記の医療圏差異

P

同上から

―

―

―

―

03- M13 希望する転院先に
転院できた患者の
割合

P

患者体験調査 成人問20-13

希望通りの医療機関に転院することができた患者の割 希望通りの医療機関に転院することができた患者の割 希望通りの医療機関に転院することができた患者の割 希望通りの医療機関に転院することができた患者の割
合#03-M13
合#03-M13
合#03-M13
合#03-M13

03- M14 上記の医療圏差異 上記の医療圏差異

P

同上から

―

―

―

―

03- M15 必要な介護支援に 介護支援等連携指導料・標準
ついて説明を受け 化レセプト出現比（NDB-SCR）
た患者の割合

P

内閣府、医療提供状況の地域差、 NDB- ―
SCR（次回データ公表時）

―

―

―

03- M16 上記の医療圏差異 上記の医療圏差異

P

同上から

―

―

―

外来がん患者在宅連携指導料 外来 #NDB-SCR239
地域連携診療計画加算（診療情報提供料１） 外来
#NDB-SCR240
看取り加算（在宅患者訪問診療料（１）１・（２）イ・往診
料） 外来 #NDB-SCR241
在がん医総（機能強化した在支診等）（病床あり）（処方
箋あり） 外来 #NDB-SCR242
在がん医総（機能強化した在支診等）（病床なし）（処方
箋あり） 外来 #NDB-SCR244

外来がん患者在宅連携指導料 外来 #NDB-SCR239
地域連携診療計画加算（診療情報提供料１） 外来
#NDB-SCR240
看取り加算（在宅患者訪問診療料（１）１・（２）イ・往診
料） 外来 #NDB-SCR241
在がん医総（機能強化した在支診等）（病床あり）（処方
箋あり） 外来 #NDB-SCR242
在がん医総（機能強化した在支診等）（病床なし）（処方
箋あり） 外来 #NDB-SCR244

外来がん患者在宅連携指導料 外来 #NDB-SCR239
地域連携診療計画加算（診療情報提供料１） 外来
#NDB-SCR240
看取り加算（在宅患者訪問診療料（１）１・（２）イ・往診
料） 外来 #NDB-SCR241
在がん医総（機能強化した在支診等）（病床あり）（処方
箋あり） 外来 #NDB-SCR242
在がん医総（機能強化した在支診等）（病床なし）（処方
箋あり） 外来 #NDB-SCR244

答した患者の割合

＊参考指標

転院経験のある患者のうち、「希望
通りの医療機関に転院することがで
き た」に対し、とても/ある程度そう
思うと回答した患者・家族の割合

＊参考指標

―

がん対策地域別データ集、NDB-SCR表、 外来がん患者在宅連携指導料 外来 #NDB-SCR239
239-242 （内閣府、医療提供状況の地域 地域連携診療計画加算（診療情報提供料１） 外来
差、NDB-SCR）
#NDB-SCR240
看取り加算（在宅患者訪問診療料（１）１・（２）イ・往診
料） 外来 #NDB-SCR241
在がん医総（機能強化した在支診等）（病床あり）（処方
箋あり） 外来 #NDB-SCR242
在がん医総（機能強化した在支診等）（病床なし）（処方
箋あり） 外来 #NDB-SCR244

