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※はじめに※

平成28年診療報酬改定により「腹腔鏡下の肝切除術」、「腹腔鏡下の膵頭
十二指腸切除術」の２術式が診療報酬に採択されました。それに伴い、
該当術式についてNCDデータベースへの症例登録が必須となります。

＜既存の症例登録システムとの変更点＞

① 該当2術式に限り手術予定登録にステータス変更ボタンが新設されました。

② 実際に手術を実施するためには、上記の手術予定登録を手術実施日時より前に
「完了（承認済み）」にすることが条件となっています。

（手術後の手術予定登録は認められておりません。システムにより排除されます）

本マニュアルでは該当2術式における「術前登録」の手順をご説明します。
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1．ログイン

下記のURLから症例登録画面にログインしてください。

【症例登録画面URL】
https://registry3.ncd.or.jp/karte/htmldoc/login.html

＜ログイン画面＞
既存のID/PWをご利用いただけます。

＜症例登録領域選択＞

症例登録ポータルページでは、ご自身が所属される施設・診療科で登録する領
域を選択する仕様です。 初回ログイン時に自動的に領域選択画面（下記）に遷
移しますので「消化器外科（肝胆膵外科）」を選択してください。

＜画面は初回ログイン時の領域選択画面です＞

>>初回ログイン時の領域選択方法は本資料P.03をご覧ください。
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CLICK!

CLICK!

＜初回ログイン時 症例登録領域選択画面＞
初回ログイン時に自動的に下記の領域選択画面に遷移しますので「消化器外科（肝胆膵外科）」領域を選択してください。
こちらの作業が完了次第、新規症例登録を開始いただけます。

①

②

現在ログイン中の施設診療科名が表示されます。

※複数施設診療科に所属されている場合は、お間違えない
よう必ずご確認ください。施設・診療科の切替ができます。

1．ログイン



2.患者データ新規登録の選択

これから登録を行う施設診療科を確認し、「患者データ新規登録」ボタンを押下します。
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新規症例登録はこちらから



3.表示専門医の選択 (1/2)

①表示専門医で「消化器外科」・
「肝胆膵外科」を選択します。

②新たな項目【腹腔鏡下での肝切
除術、膵頭十二指腸切除術を
企図していますか？】が表示され
ます。

※腹腔鏡下肝切除術、または
腹腔鏡下膵頭十二指腸切除術
の施術を予定している場合は、
必ず「はい」を選択してください。
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症例登録の対象は、

消化器外科専門医術式の

・肝切除術(外側区域の除く区域以上)
・ 系統的亜区域切除

・膵頭十二指腸切除術

です。



3.表示専門医の選択 (2/2)

注意*
【手術予定日】は必ず実際の登録日時より
未来の日付を入力してください。

注意**
手術前登録では表示専門医は、
「消化器外科」+「肝胆膵外科」のみの選択
となります。

③『症例登録』ボタンで詳細登録
画面へ進みます。

※【腹腔鏡下での肝切除術、膵頭
十二指腸切除術を企図しています
か？】の選択と、【手術予定日】の
編集はこの画面でのみ有効です。
確認の上、登録を進めてください。

腹腔鏡下 肝切除術、腹腔鏡下
膵頭十二指腸切除術を実施予
定の場合は必ず「はい」を選択し
てください。

【腹腔鏡下での肝切除術、膵頭十二指腸切
除術を企図していますか？】 と【手術予定
日】は、これ以降変更することができません。

確認の上、詳細登録画面へ進んでください。
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4.手術予定 症例登録 (1/7)

「症例登録」ボタンをクリックすると、画面が遷移し
手術予定登録の詳細項目（術前情報と術中情報の一部）が表示されます。

手術予定登録では、術後情報や退院
時情報は非表示になっています。手術予定登録における

ステータス変更ボタンが
新たに追加されます。
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①【術式】には必ず、手術予定である
肝切除術または膵頭十二指腸切除
術を登録してください。
同時に施行予定の術式が複数ある
場合は【術式2】以降に登録してくだ
さい。

※肝切除術の具体的な入力方法は、９ページ、
膵頭十二指腸切除術の具体的な入力方法は、

１１ページをご確認ください。

4.手術予定 症例登録 (2/7)

各項目において、術前の情報や手
術時に予定している情報を登録し
てください。

②手術予定の肝切除術または
膵頭十二指腸切除術について、
【腹腔鏡使用の有無】で「はい」を
選択してください。
腹腔鏡使用なしの場合は
手術予定登録の対象外です。
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腹腔鏡下手術の予定登録ですので、
「開腹移行」は選択しないでください。



4.手術予定 症例登録 (3/7)

■肝切除術の場合

①【術式】に、企図している腹腔鏡下の肝切除術を

登録してください。

手術予定登録の対象術式については、

「手術予定登録の対象術式」をご確認ください。

②「内視鏡手術」に必ずチェックを入れてください。

※NCD術式名に「（腹腔鏡下）」と入っている場合にも

「内視鏡手術」にチェックを入れてください。

③手術予定登録対象となる消化器外科専門医術式

の、「肝切除術（外側区域を除く区域以上)」または、

「系統的亜区域切除術」を選択してください。

④①で登録した術式に応じて、

【肝切除・詳細】が展開されますので、切除予定の

部位を選択してください。
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②

①

③

④

↑ 肝切除術(外側区域を除く区域以上)

↑ 系統的亜区域切除術

①

②

③

④

消化器外科専門医術式の
「肝切除術(外側区域を除く区域以上)」・ 「系統的亜区域切除術」が対象です。



4.手術予定 症例登録 (4/7)

■NCD登録と肝臓内視鏡外科研究会 registryの項目について

手術予定日が平成30年10月1日以降の症例を対象に、NCD手術予定登録と、肝臓
内視鏡外科研究会 registryの統合が行われました。
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●項目の展開：
術前登録にて、
肝切除術に関する特定術式を選択し
た場合、
術前と術後に肝臓内視鏡外科研究会
registryの項目が展開されます。

●項目の表示：
項目が「青色」で表示されております。

●術後に予定していた術式と異なる手術
を施行した場合も、肝臓内視鏡外科研究
会 registryの項目を入力してください。



4.手術予定 症例登録 (5/7)
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 膵頭十二指腸切除術の場合

①【術式】に、企図している腹腔鏡下の
膵頭十二指腸切除術の術式を登録して
ください。
手術予定登録の対象術式については、
「手術予定登録の対象術式」をご確認く
ださい。

②「内視鏡手術」に必ずチェックを入れて
ください。

※NCD術式名に「（腹腔鏡下）」と入っている場

合にも「内視鏡手術」にチェックを入れてくださ
い。

③手術予定登録対象となる消化器外科
専門医術式の、
「膵頭十二指腸切除術」を選択してくだ
さい。

①

②

③

＜膵頭十二指腸切除の場合＞

消化器外科専門医術式の「膵頭十二指腸切除術」が対象です。



4.手術予定 症例登録 (6/7)

入力を中断する場合は、
「保存」ボタンを押下します。

入力漏れのチェックをする場合は
「エラーチェック」ボタンを押下しま
す。

※入力を中断する場合、
手術を実施する前に必ず登録を
再開・完了させるようにしてください。
【手術予定日】を過ぎた場合、
『手術予定登録』は行えません。
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4.手術予定 症例登録 (7/7)

※手術予定登録では、
・【手術予定日】を経過した症例
・「完了（承認済）」となった症例
の編集操作はできません。

手術実施前までに、正しく登録を
お願いいたします。 手術実施前（【手術予定日】より前）で、

「完了（未承認）」の症例は、「編集中」へ戻
し
内容を変更・修正することができます。
その場合は「取消」を押してください。

エラーチェックを行い、入力漏れが
なければ、ステータス変更を行います。
※「完了（承認済）」に変更できるのは、診療科長・
NCD主任医師の権限の方のみです。

「完了（承認済）」とすることで
手術予定時の情報が登録されます。
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5.手術後 症例登録 (1/7)

手術予定登録のステータスが「完了（承認済）」になると
通常の症例登録の項目（術後情報・退院時情報）が表示されます。

通常の症例登録のステータス変更が
可能になります。
術後情報や退院時情報も表示されます。

※手術予定時に登録した内容が補助的
に既に入力されています。
実際に実施した内容に応じて登録してく
ださい。 14



5.手術後 症例登録 (2/7)

※手術予定時に登録した内容が補助的に
既に入力されています。
実際に実施した手術内容に応じて登録
してください。
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①実施した手術の内容に基づいて、
各項目の登録を行ってください。

②予定していた手術を実施したか
否かを【手術実施状況】で回答して
ください。

【手術実施状況】 は、

① NCD【術式】

② NCD術式に紐づく「消化器外科専門医術式」

③ 【腹腔鏡使用の有無】

④ 【腹腔鏡・詳細】

の差異を基準に選択してください。

※【肝切除部位_詳細】は術前・術後のエラーチェック

対象ではありません。

①

②

③

④



5.手術後 症例登録 (3/7)
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・「企図した手術を実施」

→ 術前と術後で、①②③④の組み合わせが同じ場合に選択してください。

・「企図した手術と企図していない手術を実施」

→ 術前と術後で、①②③④の組み合わせが同じ場合、

＋術式2、術式3以降に術前に登録した術式とは異なる場合に選択してください。

※表示専門医で他領域の選択も可能です。

・「企図していない手術を実施」

→ 術前に選択した①②③④の組み合わせと異なる場合に選択してください。

・「手術を実施していない」

→ 手術予定自体がなくなった場合に選択してください。

【手術実施状況】 ※本マニュアルP15を参照



5.手術後 症例登録 (4/7)

■例：「企図していない手術を実施」の入力例

術前から術後で、 選択するNCD術式が異なるなど、

①～④の組み合わせが異なる場合は、

【手術実施状況】は、「企図していない手術を実施 」を選択頂きますようお願い致します。

17

■OQ0229 
肝切除術(亜区域・区域切除)(腹腔鏡下)

■消化器外科専門医術式：肝切除術(外側区域を除く区域以上)

■【肝切除・詳細】 ： ２区域切除

■NQ0512
肝切除術（1区域切除）（外側区域切除をのぞく）

■消化器外科専門医術式：肝切除術(外側区域を除く区域以上)

■【肝切除・詳細】 ： １区域切除

術前 術後



5.手術後 症例登録 (5/7)
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術後 ： 1区域切除術前 ： 2区域切除の場合

この登録方法では
登録が完了できません。

【肝切除部位_詳細】が異なる

■例：「企図していない手術を実施」としての入力例 - ② ※2018年10月時点

【肝切除部位_詳細】が術前から術後で異なる

⇒術前とは異なるNCD術式に変更の上、

「 企図していない手術を実施 」 を選択して頂きますよう、お願い致します。

（ ※ ①～④の組み合わせに変更がない場合、【手術実施状況】は、「企図した手術を実施」となります。

【肝切除部位・詳細】が術前と術後で異なる場合は、

術式も変更頂くようお願い致します。 ）

「企図していない手術を実施」として登録できない入力例



5.手術後 症例登録 (6/7)
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術後 選択術式例

術前：【OQ0229】肝切除術(亜区域・区域切除)(腹腔鏡下)を選択し、
術後登録において【肝切除部位_詳細】の選択が術前と異なる場合

術式は【OQ0229】肝切除術(亜区域・区域切除)
(腹腔鏡下)ではなく、下記該当術式を選択してください。

■NQ0512 肝切除術(1区域)(外側区域切除を除く)
■OQ0224 肝切除術(2区域)
■OQ0225 肝切除術(3区域切除)
■NQ0510 肝亜区域切除術

■例：「企図していない手術を実施」の入力例 - ②続き



5.手術後 症例登録 (7/7)

エラーチェックを行い、入力漏れがなければ、ステータス変更を行います。
ステータスが「完了（承認済）」で症例登録は完了です。
※「完了（承認済）」に変更できるのは、診療科長・NCD主任医師の権限の方のみです。
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6.手術予定時との比較

手術予定時の登録内容と、実施した手術の登録内容を
比較することができます。

①「手術予定時入力」ボタンを
クリックしてください。

②ブラウザの別タブで手術予定時の
画面が開きます。
手術予定時の画面は編集不可です。

手術予定時の登録
※編集不可

手術後の登録
（通常の症例登録）

比較
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7.お問い合わせ先
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