
⼿術名 合計 （腹腔鏡下）

胆嚢摘出術 87件 (73件)

結腸切除術 悪性腫瘍⼿術 26件 (21件)

結腸切除術  18件 (6件)

胃切除術 悪性腫瘍⼿術 17件 (5件)

胃切除術 2件

胃全摘術 悪性腫瘍⼿術 8件

直腸切除・切断術 悪性腫瘍⼿術 19件  (19件)

直腸切除・切断術 1件

肝切除術 10件

脾摘出術 1件

膵腫瘍切除術 7件

⾍垂切除術 71件 (44件)

急性汎発性腹膜炎⼿術 22件

乳腺悪性腫瘍⼿術（乳房温存術） 22件

乳腺悪性腫瘍⼿術（乳房切除術） 33件

⼈⼯肛門造設術 29件  (1件)

⿏径ヘルニア⼿術（⼤⼈） 98件 (45件)

⿏径ヘルニア⼿術（⼩児） 18件 (11件)

その他のヘルニア⼿術 18件 (3件)



⼿術名 合計 （腹腔鏡下）

胆嚢摘出術 79件 (63件)

結腸切除術 悪性腫瘍⼿術 44件 (36件)

結腸切除術  11件 (2件)

胃切除術 悪性腫瘍⼿術 15件 (5件)

胃切除術 4件 (1件)

胃全摘術 悪性腫瘍⼿術 7件 (2件)

直腸切除・切断術 2件

直腸切除・切断術 悪性腫瘍⼿術 25件 (23件)

肝切除術 11件

脾摘出術 2件

膵腫瘍切除術 10件

⾍垂切除術 51件 (24件)

急性汎発性腹膜炎⼿術 31件  (1件)

乳腺悪性腫瘍⼿術（乳房温存術） 12件

乳腺悪性腫瘍⼿術（乳房切除術） 35件

⼈⼯肛門造設術 20件

⿏径ヘルニア⼿術（⼤⼈） 95件 (6件)

⿏径ヘルニア⼿術（⼩児） 12件 (5件)

その他のヘルニア⼿術 18件 (2件)



⼿術名 合計 （腹腔鏡下）

胆嚢摘出術 95件 (65件)

結腸切除術 悪性腫瘍⼿術 42件 (24件)

結腸切除術  7件 (0件)

胃切除術 悪性腫瘍⼿術 13件 (6件)

胃切除術 3件 (3件)

胃全摘術 悪性腫瘍⼿術 11件 (1件)

胃全摘術（単純全摘術） 3件 (1件)

直腸切除・切断術 悪性腫瘍⼿術 14件 (14件)

肝切除術 10件

膵頭・⼗⼆指腸切除術 1件

脾摘出術 3件 (1件)

膵腫瘍切除術 9件

膵全摘術 1件

⾍垂切除術 65件 (34件)

急性汎発性腹膜炎⼿術 24件

乳腺悪性腫瘍⼿術（乳房温存術） 19件

乳腺悪性腫瘍⼿術（乳房切除術） 30件

⼈⼯肛門造設術 32件

⿏径ヘルニア⼿術（⼤⼈） 71件 (9件)

⿏径ヘルニア⼿術（⼩児） 13件 (5件)

その他のヘルニア⼿術 20件



⼿術名 合計 （腹腔鏡下）

胆嚢摘出術（内 腹腔鏡下⼿術） 108件 (70件)

結腸切除術（内 腹腔鏡下⼿術） 39件 (12件)

胃切除術 悪性腫瘍⼿術（内 腹腔鏡下⼿術） 16件 (3件)

胃全摘術 悪性腫瘍⼿術 9件 (1件)

胃全摘術（単純全摘術） 1件

直腸切除・切断術 悪性腫瘍⼿術（内 腹腔鏡下⼿術） 11件 (5件)

骨盤内臓全摘術 1件

肝切除術 15件

膵頭・⼗⼆指腸切除術 6件

肝門部胆管悪性腫瘍⼿術（⾎⾏再建なし） 1件

脾摘出術 1件

⾍垂切除術（内 腹腔鏡下⼿術） 66件 (18件)

急性汎発性腹膜炎⼿術 13件

乳腺悪性腫瘍⼿術（乳房温存術） 8件

乳腺悪性腫瘍⼿術（乳房切除術） 25件

⼈⼯肛門造設術 26件

⿏径ヘルニア⼿術（⼤⼈） 98件

⿏径ヘルニア⼿術（⼩児） 10件

その他のヘルニア⼿術 23件



⼿術名 合計 （腹腔鏡下）

胆嚢摘出術（内 腹腔鏡下⼿術） 92件 (59件)

結腸切除術（内 腹腔鏡下⼿術） 57件 (25件)

胃切除術 悪性腫瘍⼿術（内 腹腔鏡下⼿術） 22件 (8件)

胃全摘術 悪性腫瘍⼿術 7件

直腸切除・切断術 悪性腫瘍⼿術（内 腹腔鏡下⼿術） 19件 (11件)

肝切除術 8件

膵頭・⼗⼆指腸切除術 3件

膵体尾部切除術 2件

脾摘出術 4件

⾍垂切除術（内 腹腔鏡下⼿術） 63件 (7件)

乳腺悪性腫瘍⼿術（乳房温存術） 8件

乳腺悪性腫瘍⼿術（乳房切除術） 24件

⿏径ヘルニア⼿術（⼤⼈） 71件

⿏径ヘルニア⼿術（⼩児） 18件

その他のヘルニア⼿術 10件



⼿術名 合計 （腹腔鏡下）

胆嚢摘出術（内 腹腔鏡下⼿術） 97件 (71件)

結腸切除術（内 腹腔鏡下⼿術） 62件 (34件)

胃切除術 悪性腫瘍⼿術（内 腹腔鏡下⼿術） 27件 (10件)

胃全摘術 悪性腫瘍⼿術 7件 (1件)

直腸切除・切断術 悪性腫瘍⼿術（内 腹腔鏡下⼿術） 12件 (10件)

肝切除術 4件

膵頭・⼗⼆指腸切除術 1件

膵体尾部切除術 2件

脾摘出術 4件

⾍垂切除術（内 腹腔鏡下⼿術） 46件 (4件)

乳腺悪性腫瘍⼿術（乳房温存術） 17件

乳腺悪性腫瘍⼿術（乳房切除術） 16件

⿏径ヘルニア⼿術（⼤⼈） 87件

⿏径ヘルニア⼿術（⼩児） 19件

その他のヘルニア⼿術 17件



⼿術名 合計

胆嚢摘出術 （内 腹腔鏡下⼿術） 85件 （59件）

⿏径ヘルニア⼿術（⼤⼈） 81件

⾍垂切除術 56件

胆嚢摘出術 （内 腹腔鏡下⼿術） 42件 （8件）

乳腺悪性腫瘍⼿術（乳房温存術） 27件

乳腺悪性腫瘍⼿術（乳房切除術） 25件

胃切除術 悪性腫瘍⼿術 （内 腹腔鏡下⼿術） 19件 （7件）

胃全摘術 悪性腫瘍⼿術 18件

直腸切除・切断術 悪性腫瘍⼿術 （内 腹腔鏡下⼿術） 15件 （2件）

⿏径ヘルニア⼿術（⼩児） 14件

その他のヘルニア⼿術 8件

肝切除術 4件

膵頭・⼗⼆指腸切除術 4件

⾷道悪性腫瘍⼿術 1件

膵体尾部切除術 1件

脾摘出術 0件



消化器

⼿術名 合計

⾷道悪性腫瘍⼿術 2件

胃切除術 悪性腫瘍⼿術
（内 腹腔鏡下⼿術）

25件
（5件）

胃全摘術 悪性腫瘍⼿術 17件

結腸切除術 悪性腫瘍⼿術
（内 腹腔鏡下⼿術）

42件
（5件）

直腸切除・切断術 悪性腫瘍⼿術
（内 腹腔鏡下⼿術）

26件
（1件）

肝切除術 4件

膵頭・⼗⼆指腸切除術 6件

膵体尾部切除術 1件

脾摘出術 4件 

胆嚢摘出術
（内 腹腔鏡下⼿術）

71件
（61件）

⾍垂切除術 62件 

乳腺悪性腫瘍⼿術（乳房切除術） 27件 

乳腺悪性腫瘍⼿術（乳房温存術） 7件 

⿏径ヘルニア⼿術（⼤⼈） 49件 

⿏径ヘルニア⼿術（⼩児） 19件 

その他のヘルニア⼿術 16件 



消化器

⼿術名 合計

ヘルニア⼿術 ⿏径ヘルニア 91件

腹腔鏡下胆嚢摘出術 86件

抗悪性腫瘍剤動脈、
静脈⼜は腹腔内持続注⼊⽤埋込型カテーテル設置

50件

⾍垂切除術 49件

結腸切除術
全切除、亜全切除⼜は悪性腫瘍⼿術

41件

胆嚢摘除術 39件

乳腺悪性腫瘍⼿術
乳房切除術
（腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの）・胸筋切除を併施しないもの

27件

胃切除術 悪性腫瘍⼿術 25件

急性汎発性腹膜炎⼿術 17件

直腸切除・切断術
低位前⽅切除術

16件

腹腔鏡下胃切除術
悪性腫瘍⼿術 

4件 

膵頭部腫瘍切除術
周辺臓器（胃、結腸、腎、副腎等）の
合併切除を伴う腫瘍切除術の場合 

2件 

骨盤内臓全摘術 1件 


