
内科手術件数　　５００件 外科手術件数　　３４８件

手 術 名 件 数 手 術 名 件 数

胸部 食道 食道狭窄拡張術 51件 胸部 乳腺 乳管腺葉区域切除術 1件

内視鏡的食道粘膜切除術 1件 乳腺悪性腫瘍手術 14件

内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術 8件 気管支、肺 胸腔鏡下肺切除術 11件

食道・胃静脈瘤硬化療法（内視鏡によるもの） 8件 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（リンパ節郭清を伴うもの） 4件

胸腔、胸膜 胸腔鏡下膿胸腔掻爬術 1件 食道 食道狭窄拡張術（拡張用バルーンによるもの） 5件

心・脈管 心、冠血管等 経皮的冠動脈形成術 15件 食道腫瘍摘出術（胸腔鏡下） 1件

経皮的冠動脈ステント留置術 43件 横隔膜 横隔膜縫合術 1件

体外ペースメーキング 8件 心・脈管 動脈 動脈塞栓除去術（開腹を伴うもの） 1件

ペースメーカー移植術 16件 抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用埋込型カテーテル設置 11件

ペースメーカー交換術 12件 血管塞栓術 1件

大動脈バルーンパンピング法（ＩＡＢＰ法） 10件 リンパ リンパ管摘出術 4件

動脈 血管塞栓術 38件 リンパ節群郭清術 11件

抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用埋込型カテーテル設置 3件 腹部 ヘルニア ヘルニア手術 53件

静脈 中心静脈栄養用埋込型カテーテル設置 1件 腹膜 経皮的腹腔膿瘍ドレナージ術 1件

下大腿静脈フィルター留置術 3件 大網切除術 2件

腹部 腹膜 経皮的腹腔膿瘍ドレナージ術 1件 胃、十二指腸 胃縫合術（大網充填術又は被覆術を含む） 2件

胃 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 20件 胃切除術（単純切除） 2件

内視鏡的消化管止血術 34件 胃切除術（悪性腫瘍手術） 8件

内視鏡的食道及び胃内異物摘出術 11件 胃切除術（単純全摘術） 1件

胃瘻造設術 27件 胃全摘術（胃悪性腫瘍手術） 9件

胆嚢、胆道 内視鏡的乳頭切開術 37件 胃腸吻合術 2件

内視鏡的胆道ステント留置術 41件 胆嚢、胆道 胆嚢摘出術 15件

内視鏡的胆道結石除去術 1件 腹腔鏡下胆嚢摘出術 32件

経皮経肝胆管ステント挿入術 1件 胆嚢悪性腫瘍手術 2件

経皮的胆管ドレナージ術 3件 経皮的胆管ドレナージ術 1件

胆管外瘻増設術 1件 内視鏡的乳頭切開術（乳頭括約筋切開のみのもの） 1件

肝臓 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法 9件 内視鏡的胆道ステント留置術 1件

小腸、結腸 小腸結腸内視鏡的止血術 5件 胃瘻造設術 1件

内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術 9件 肝 肝切除術 5件

大腸 内視鏡的大腸ポリープ切除術 58件 膵 膵中央切除術 1件

その他 その他 24件 膵体尾部腫瘍切除術 1件

500件 膵頭部腫瘍切除術 1件

膵管空腸吻合術 1件

整形外科手術件数　　４２７件 空腸、回腸、 腸管癒着症手術 2件

手 術 名 件 数 盲腸、虫垂、 小腸切除術 8件

皮膚、皮下組織 皮膚 全層植皮術（２５c㎡～１００c㎡） 1件 結腸 虫垂切除術 24件

筋骨格系・ 筋膜、筋、 腱縫合術 6件 結腸切除術 22件

四肢・体幹 腱、腱鞘 アキレス腱断裂手術 6件 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 2件

腱移行術 1件 腸瘻造設術 14件

四肢骨 骨折観血的手術 133件 人工肛門造設術 24件

難治性骨折超音波治療法 7件 人工肛門閉鎖術（腸管切除を伴うもの） 1件

超音波骨折治療法 7件 直腸 直腸切除・切断術 11件

骨移植術 6件 腹腔鏡下直腸切除・切断術 1件

四肢関節、 関節脱臼観血的整復術（鎖骨・指） 1件 肛門 痔核手術（根治手術） 1件

靱帯 関節滑膜切除術 6件 尿路・副腎 膀胱 膀胱悪性腫瘍手術 1件

滑液膜摘出術 1件 尿膜管摘出術 1件

関節鏡下半月板切除術 3件 性器 子宮 子宮全摘術 1件

関節鏡下三角線維軟骨複合体切除・縫合術 1件 子宮附属器腫瘍摘出術（両側） 1件

関節鏡下半月板縫合術 1件 子宮附属器悪性腫瘍手術（両側） 1件

関節内骨折観血的手術 12件 その他 その他 26件

関節形成術 2件 348件

人工骨頭挿入術 22件

人工関節置換術 2件

四肢切断 四肢切断術 3件

手、足 手根管開放手術 8件

脊柱、骨盤 骨盤骨折観血的手術 1件

神経系・頭蓋 脊髄、 神経剥離術 2件

末梢神経、 神経移行術 5件

その他 その他（腱鞘切開術、骨内異物除去術など） 190件

427件

小　　　計

小　　　計

小　　　計

分 類

各　診　療　科　別　年　間　手　術　症　例　数
対象期間：平成２３年１月１日～平成２３年１２月３１日

分 類 分 類



泌尿器科手術件数　１０４件 耳鼻いんこう科手術件数　１９４件

手 術 名 件 数 手 術 名 件 数

尿路系・副腎 腎、腎盂 腎（尿管）悪性腫瘍手術 1件 耳鼻咽喉 中耳 鼓膜（排液、換気）チューブ挿入術 13件

経皮的腎（腎盂）瘻造設術 2件 鼓膜形成手術 4件

尿管 経尿道的尿路結石除去術 9件 鼓室形成手術 9件

経尿道的尿管ステント留置術 25件 鼻 鼻前庭嚢胞摘出術 1件

膀胱 膀胱結石，異物摘出術（経尿道的手術） 13件 粘膜下下鼻甲介骨切除術 2件

膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術） 16件 鼻中隔矯正術 1件

膀胱瘻造設術 2件 副鼻腔 上顎洞根治手術 1件

性器 陰茎 陰茎悪性腫瘍手術（陰茎全摘） 1件 鼻内上顎洞根治手術 5件

精巣 精巣悪性腫瘍手術 1件 上顎洞篩骨洞根治手術 12件

前立腺 経尿道的前立腺手術 9件 咽頭、扁桃 口蓋扁桃手術（摘出） 14件

前立腺悪性腫瘍手術 8件 喉頭、気管 声帯ポリープ切除術 2件

その他 その他 17件 喉頭腫瘍摘出術 2件

104件 顔面・口腔 口腔・頬粘膜口腔底悪性腫瘍手術 1件

頸部 舌 甲状舌管嚢胞摘出術 1件

唾液腺 顎下腺摘出術 1件

産婦人科手術件数　　１８５件 耳下腺腫瘍摘出術 2件

年間分娩件数　　　　２３８件 甲状腺 甲状腺部分切除術・甲状腺腫摘出術 1件

手 術 名 件 数 その他 その他（鼓膜切開術、異物除去術・摘出術など） 122件

女子性器 外陰、会陰 女子外性器悪性腫瘍手術 1件 小　　　計 194件

子宮 子宮脱手術（腟壁形成手術及び子宮全摘術） 5件

子宮頸部（膣部）切除術 2件

子宮筋腫摘出（核出）術（腹式） 6件 その他

子宮全摘術 7件 手 術 名 件 数

子宮附属器 子宮附属器癒着剥離術 3件 創傷処理 337件

子宮附属器腫瘍摘出術 12件 小児創傷処理 30件

子宮附属器悪性腫瘍手術 2件 皮膚切開術 156件

産科手術 吸引娩出術 15件 皮膚，皮下，粘膜下血管腫摘出術 1件

帝王切開術 45件 皮膚，皮下腫瘍摘出術 77件

流産手術（妊娠１１週までの場合） 4件 皮膚腫瘍冷凍凝固摘出術 3件

会陰（陰門）切開及び縫合術（分娩時） 30件 内シャント血栓除去術 12件

会陰（膣壁）裂創縫合術（分娩時） 8件 内シャント設置術 25件

子宮頸管縫宿術 6件 その他 11件

子宮外妊娠手術（腹腔鏡） 1件

その他 その他 38件

185件

眼科手術件数　 １８９件

手 術 名 件 数

眼 涙道 涙嚢鼻腔吻合術 3件

眼瞼 眼瞼下垂症手術 1件

結膜 翼状片手術 3件

ぶどう膜 虹彩光凝固術 2件

眼房、網膜 網膜光凝固術 17件

水晶体、 硝子体切除術 4件

硝子体 硝子体茎顕微鏡下離断術 15件

水晶体再建術（眼内レンズを挿入） 110件

水晶体再建術（眼内レンズを挿入なし） 5件

後発白内障手術 18件

その他 その他 11件

189件

分 類

対象期間：平成２３年１月１日～平成２３年１２月３１日

分 類

小　　　計

分 類

小　　　計

小　　　計

分 類

分 類

各　診　療　科　別　年　間　手　術　症　例　数


