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始めに

マニュアルの内容と連絡先
当マニュアルはラジオ波焼灼術(RFA)適応拡大の適正使用指針に基づく

症例登録(学会レジストリー)として行われる症例Web登録事業の入力方法
を記述したマニュアルです。

入力を行う対象者として日本インターベンショナルラジオロジー学会の
IVR症例Web登録を既に行っている会員を対象に作成されています。IVR症
例Web登録のログインが出来ない、症例登録の仕方がわからない、術者と
して所属施設に登録されていないなどのトラブルについては、eメールも
しくはFAXで下記に問い合わせください。

マニュアルの作成にあたってテスト環境下でWindows 10、Google 
Chromeを使用した際のスクリーンショットを使用しています。本番環境
での動作や、使用するOSやBrowserでの若干の差異を生じる可能性があり
ますがあらかじめご了承ください。入力や閲覧が出来ない場合は、環境
（OS・使用しているPCもしくはスマートフォンの機種・Browserの種類）
の情報と共に下記にeメールにて連絡をするようにお願いします。
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日本インターベンショナルラジオロジー学会
〒355-0063埼玉県東松山市元宿1-18-4
TEL：0493-35-4250 / FAX：0493-35-4236
office@jsir.or.jp



調査対象について

適応症例
Cool-tip RFAシステムEシリーズ（コヴィディエンジャ

パン株式会社・医療機器承認番号：
22300BZX00335000）を用いて治療を行った症例。
経皮、腹腔鏡下及び開腹術、胸腔鏡下及び開胸術で下

記の組織凝固及び焼灼を行った症例。
－小径腎悪性腫瘍の一部または全体の凝固及び焼灼
－標準治療に不適・不応の以下の腫瘍に対する治療（症状緩和
を含む）を目的とした凝固及び焼灼
・肺悪性腫瘍
・悪性骨腫瘍
・類骨骨腫
・骨盤内悪性腫瘍
・四肢、胸腔内及び腹腔内に生じた軟部腫瘍

※肝腫瘍および無心体双胎における無心体への血流遮断を目的とした凝固
及び焼灼はCool-tip RFA システム E シリーズの適応となりますが、本調査
の対象外です。

調査対象期間
2022/09/01以降に治療が行われた症例。
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調査票の種類
・肺RFA調査票
・腎RFA調査票
・骨軟部RFA調査票
・類骨骨腫RFA調査票
・骨盤部RFA調査票



症例のエントリー

ログイン方法
日本IVR学会IVR症例Web登録（https://jsir-case.jp）に通常の

Web登録と同様にログインする。

症例新規登録

Cool-tip RFAシステムEシリーズ以外のRFAシステムで治療を
行った場合は、保険未・非適応材料使用の他の欄に機種名を記
載してください。レジストリーシステムからは除外されません
が、調査票の入力は不要です
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通常のWeb症例登録と同様に症例新規登録を行う。

詳細術式の選択により
調査対象かどうかが決まります



症例のエントリー

登録確定
必要な項目を入力したら、通常の症例登録と同

様に内容を確認してから確定してください。

 調査票と対象とする詳細術式
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肺RFA調査票
胸部－非血管系－経皮的組織壊死術－肺・ラジオ波

腎RFA調査票
生殖・泌尿器－非血管系－経皮的組織壊死術－腎腫瘍・ラジオ波

骨軟部RFA調査票
骨・骨盤・脊椎・四肢・体表－非血管系ー経皮的組織壊死術－体幹部悪性骨腫瘍・ラジオ波
骨・骨盤・脊椎・四肢・体表－非血管系ー経皮的組織壊死術－四肢悪性骨腫瘍・ラジオ波
胸部－非血管系－経皮的組織壊死術－胸腔内軟部腫瘍（縦隔含む）・ラジオ波
胸部－非血管系－経皮的組織壊死術－胸壁軟部腫瘍・ラジオ波
腹部－非血管系－経皮的組織壊死術－腹腔内軟部腫瘍・ラジオ波
腹部－非血管系－経皮的組織壊死術－後腹膜軟部腫瘍・ラジオ波
腹部－非血管系－経皮的組織壊死術－腹壁軟部腫瘍・ラジオ波
骨・骨盤・脊椎・四肢・体表－非血管系ー経皮的組織壊死術－四肢軟部腫瘍・ラジオ波

類骨骨腫RFA調査票
骨・骨盤・脊椎・四肢・体表－非血管系ー経皮的組織壊死術－体幹部類骨骨腫・ラジオ波
骨・骨盤・脊椎・四肢・体表－非血管系ー経皮的組織壊死術－四肢類骨骨腫・ラジオ波

骨盤部RFA調査票
骨・骨盤・脊椎・四肢・体表－非血管系ー経皮的組織壊死術－骨盤内悪性腫瘍（骨盤内後腹
膜含む）・ラジオ波



施行時調査票入力

症例一覧表示
症例管理タブをクリックして症例一覧を表示（更新）して
ください

リストからの選択
新規症例登録後に直ちに調査票登録をする場合は、登録日▽

ボタンを押して、登録日が新しい順に並び替えてください。リ
ストの一番上に表示されます。

調査票を入力しようとする症例の詳細項目の「登録（治療
時）」ボタンを押してください。尚、リストのピンクは未入力、
オレンジは入力済を示しています。
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施行時調査票入力

 RFA調査票の入力
表示された調査票の実施日時、年齢、性別等に間違いが

無いことを確認してください。症例選択を間違った場合は
「症例管理」タブをクリックして症例一覧表示に戻って下
さい。

既に入力された情報（病名や術者など）に間違いがあっ
た場合には、「症例編集画面へ」ボタンを押して、修正し
てください。

RFA調査通知メール送信先はデフォルトはでログインし

ているユーザーのアドレスが設定されています。調査情報
を管理している人が別にいる場合は修正してください。

症例情報に問題が無い場合は1.患者情報以下の情報を入
力してください。
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任意のアドレスが設定できますが、

有効アドレスかどうかを含め事務
局では確認が取れません。変更す
る場合には入力間違いに十分に注
意してください。



施行時調査票入力

治療時調査登録
必要項目を入力したら「登録」ボタンを押してください。
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施行時調査票入力

入力内容確認
治療時調査新規登録確認画面で、入力項目に間違いが無

いことを確認したら「確定」ボタンを押してください。

 必須入力項目が入力されていな
い場合

入力項目の一部は入力忘れを防ぐために必須入力項目となっ
ており、空欄となっていると登録出来ません。入力の上で、再
度「登録」ボタンを押してください。（入力途中での登録も出
来ません）
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必須入力項目以外は、後日編集で入力する事が可能です。



30日後調査票入力

 30日後調査
退院後～8週間の間に生じた合併症を調査するために30日後調

査票があります。2週間後になったら詳細項目に「登録(30日
後)」ボタンが出現します。ボタンをクリックして調査票（30日
後調査新規登録）画面を開きます。

 30日後調査の入力
表示された調査票の実施日時、年齢、性別等に間違いが無い

ことを確認してください。症例選択を間違った場合は「症例管
理」タブをクリックして症例一覧表示に戻って下さい。

既に入力された情報（病名や術者など）に間違いがあった場
合には、「症例編集画面へ」ボタンを押して、修正してくださ
い。

問題が無い場合は生死以下の項目を入力してください。
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30日後調査票入力

 30日後調査登録
必要項目を入力したら「登録」ボタンを押してください。

入力内容確認
30日後調査新規登録確認画面で、入力項目に間違いが無いこ

とを確認したら「確定」ボタンを押してください。
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30日後調査票入力
 必須入力項目が入力されていな
い場合

入力項目の一部は入力忘れを防ぐために必須入力項目となっ
ており、空欄となっていると登録出来ません。入力の上で、再
度「登録」ボタンを押してください。（入力途中での登録も出
来ません）
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必須入力項目以外は、後日編集で入力する事が可能です。



半年後以降の調査票入力

半年後調査（9週～9ヶ月）
肺、骨軟部、骨盤部には半年後調査票があります。治療後9週

間～9ヶ月の間の受診状況および検査状況、臨床情報、合併症の
状況を入力してください。

 1年後調査（10ヶ月～15ヶ月）
全ての調査票に1年後調査票があります。治療後10ヶ月～

15ヶ月の受診状況および検査状況、臨床情報を入力してくださ

い。合併症については全期間に生じた合併症を把握するため、
肺、骨盤部、骨軟部については治療後10ヶ月～15ヶ月の間に生
じた合併症を入力してください。腎、類骨骨腫については9週
～15ヶ月に生じた合併症を入力してください。
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 2年後調査（22ヶ月～27ヶ月）
全ての調査票に2年後調査票があります。治療後22ヶ月～

27ヶ月の受診状況および検査状況、臨床情報を入力してくださ
い。合併症については、16ヶ月～27ヶ月の間に生じた合併症を
入力してください。



お知らせメール

症例登録メール
症例登録を行った会員に対して、30日後、半年後、1年後、2

年後調査の対象期間の始めと終わりにIVR学会より案内のメール

をお送りします。症例登録を行う会員は、ご自身のメールが受
信出来る状態になっていること、迷惑メール機能などで届かな
い設定にならないようにお気をつけください。

又、施設を異動した会員の方は、後任者へメールの転送をす
るか、送信先アドレスを変更してください。
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よくある質問

 CTCAEのversion 5.0とは？
CTCAEとはがん領域の有害事象評価において世界共通で

用いられている有害事象共通用語基準のことでCommon 
Terminology Criteria for Adverse Eventsの頭文字をとった略
語になります。

米国国立がん研究所（National Cancer Institute : NCI）が

主導しがんの治療法の安全性評価を容易にし、全てのがん
領域での有害事象の記録や報告を標準化し世界共通で使用
する目的で開発されました。

RFA市販後調査では、調査開始時点で広く普及していた
version 5.0で入力をする必要がありますが、現在の最新版
はversion 6.0になります。

各項目についてはNCIのホームページおよび日本臨床腫
瘍研究グループ（Japan Clinical Oncology Group : JCOG）が
公開している日本語訳を参照してください。

米国国立がん研究所（National Cancer Institute : NCI）
https://www.cancer.gov/

日本臨床腫瘍研究グループ（Japan Clinical Oncology Group : JCOG）

http://jcog.jp/
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よくある質問

 2022/09/01～2023/01/09に行っ

た症例についてはどのように
すれば良いでしょうか？
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症例登録の開始が遅くなり申し訳ありません。
2022/09/01～2022/12/31に実施・症例登録した症例につい

ては、事務局で以下の術式に変更の上、調査対象とさせて
いただきます。体幹部骨軟部腫瘍、四肢骨軟部腫瘍として
登録されたものは、骨腫瘍、軟部腫瘍、類骨骨腫のいずれ
かの判断が出来ないため、暫定的に骨軟部腫瘍の調査票に
対応させて頂きます。類骨骨腫の症例は間違った調査票が
表示されることになります。ご自身で詳細術式を変更後に
入力するか、事務局までご連絡を下さい。事務局で、個別
に詳細術式変更で対応させて頂きます。

肺RFA調査票
胸部－非血管系－経皮的組織壊死術－肺・縦隔・胸壁腫瘍・ラジオ波（調査票対象）

骨盤部RFA調査票
腹部－非血管系－経皮的組織壊死術－腹腔・骨盤・後腹膜腫瘍・ラジオ波（調査票対象）

骨軟部RFA調査票

骨・骨盤・脊椎・四肢・体表－非血管系ー経皮的組織壊死術－体幹部骨軟部腫瘍（調査票
対象）

骨・骨盤・脊椎・四肢・体表－非血管系ー経皮的組織壊死術－四肢骨軟部腫瘍（調査票対
象）

2023/01/01～01/09に登録した症例については2023/01/10
より該当する調査票が表示されることとなります。登録を
よろしくお願いします。



よくある質問

調査票を入力している人と、
実務担当者が別に居る場合に、
メールの送信先と変更するに
はどのようにすれば良いで
しょうか？
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症例登録開始時には、変更出来ませんでしたが、調査開
始後にメールの送信先を変更したいという要望があり、対
応いたしました。登録（治療時）にRFA調査通知メール送
信先を変更するか（マニュアル8ページ参照）、詳細画面
から修正を行ってください。

治療時調査新規登録の腫瘍個
数とは全病変数でしょうか？

当該セッションに於いて治療を行った病変数を記入して
ください。

 30日後調査登録の対象は退院後
からですが、2週間後からしか
入力出来ないのでしょうか？

調査対象は退院直後からですが、システム上退院日を知
ることが出来ません。退院直後に生じた合併症については、
2週間後入力ができる様になってからまとめて入力してい
ただくようお願いします。
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