
　２．診療科別患者数トップ３　（診断群分類別）

  
○集計の定義・方法　

　①入院を診療科別に症例数の多い順に集計しています。

　②全国平均は厚生労働省のDPC対象病院Ⅱ群病院の平均在院日数を表示しています。

　＊本院はのDPC対象病院Ⅱ群病院に該当しています。

　＊診断群分類とは、入院期間中に治療を行った傷病のうち医療資源を最も投入した傷病名を

　　手術・処置などの診療行為で診断群分類したものです。

DPCコード DPC名称 患者数

平均

在院日数

（本院）

平均

在院日数

（全国）

転院率 平均年齢 患者用パス

010110xxxxx40x

免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手

術・処置等２４あり 副傷病なし

33 28.0 50.1 9.09% 69.7 ・・・

040080x099x0xx

肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎

（15歳以上） 手術なし 手術・処置等２な

し

28 12.0 14.3 3.57% 67.0 ・・・

010060x099000x

脳梗塞（JCS10未満） 手術なし 手術・処

置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病な

し

20 18.9 15.8 5.00% 79.6 ・・・

【解説】

　　慢性炎症性脱髄性多発性神経炎に対してのグロブリン治療を多く行っていることが特徴です。

　　肺炎・脳梗塞に対しても、かかりつけ医から受け入れています。

     慢性炎症性脱髄性多発性神経炎と肺炎等の平均在院日数は全国平均より短くなっていますが、

　脳梗塞は全国平均より、平均在院日数が長くなっています。

DPCコード DPC名称 患者数

平均

在院日数

（本院）

平均

在院日数

（全国）

転院率 平均年齢 患者用パス

060340xx03x00x

胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔

膿瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病

なし

58 11.2 10.9 15.52% 74.7 ・・・

060060xx97100x

胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 その他の手

術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等

２なし 副傷病なし

35 17.2 16.7 11.43% 84.0 ・・・

060020xx04x0xx

胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポ

リープ・粘膜切除術 手術・処置等２なし

21 14.9 9.2 0.00% 75.4 ・・・

【解説】

　　胆管がん及び胆管結石等により胆管閉塞にたいしてステント留置と排石術を多く行っています。

　　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ切除術を多く行っています。

　　本院は共同利用・開放型病院（紹介型）のため、紹介目的が完了された患者様や病状が軽快

　された患者様は、紹介元等の医療施設に転院されるため転院率が高くなっています。

DPCコード DPC名称 患者数

平均

在院日数

（本院）

平均

在院日数

（全国）

転院率 平均年齢 患者用パス

050050xx99100x

狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手

術・処置等１１あり 手術・処置等２なし 副

傷病なし

205 4.5 3.1 0.49% 68.6 ・・・

050130xx99000x

心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手

術・処置等２なし 副傷病なし

79 28.2 18.3 6.33% 82.0 ・・・

050050xx0200xx

狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動

脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり

手術・処置等２なし

69 5.3 4.9 1.45% 70.4 ・・・

【解説】

　　狭心症に対してカテーテル検査及びステント留置等の治療を多く行っています。

　　心不全憎悪に対して多くの治療を行っています。

循環器内科

神経内科

消化器内科



DPCコード DPC名称 患者数

平均

在院日数

（本院）

平均

在院日数

（全国）

転院率 平均年齢 患者用パス

060035xx99x50x

結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし

手術・処置等２５あり 副傷病なし

116 5.2 4.5 0.00% 69.0 ・・・

060040xx99x60x

直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性

腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり 副

傷病なし

93 4.1 4.5 0.00% 66.9 ・・・

060035xx99x30x

結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし

手術・処置等２３あり 副傷病なし

56 5.3 5.5 0.00% 69.6 ・・・

【解説】

　　大腸癌に対するがん化学療法を入院で多く行っています。本院では消化器外科で胃・大腸がんに対する手術を行っており、

　その術後の化学療法を行っています。

　　そのほか、胆のう結石、鼠径ヘルニアの手術も多く行っています。

　　転院率が０％ですが、入院加療後、がん化学療法を本院にて実施、フォローを行っています。

DPCコード DPC名称 患者数

平均

在院日数

（本院）

平均

在院日数

（全国）

転院率 平均年齢 患者用パス

120060xx02xxxx

子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全

摘術等

143 9.2 6.3 0.00% 41.9 ・・・

120070xx02xxxx

卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式

を含む。）　腹腔鏡によるもの等

138 8.6 6.5 0.00% 40.7 ・・・

120100xx01xx0x

子宮内膜症 子宮全摘術等 副傷病なし

77 8.8 8.1 0.00% 37.8 ・・・

【解説】

　　腹腔鏡下での子宮筋腫及び卵巣腫瘍に対する手術を多く行っております。

　　転院率が０％ですが、入院加療後、本院にて術後のケア・フォローを行っています。

※この集計は平成２７年度分です。泌尿器科は診療科を閉科したため平成２８年４月以降の診療は

　行っておりません.。

DPCコード DPC名称 患者数

平均

在院日数

（本院）

平均

在院日数

（全国）

転院率 平均年齢 患者用パス

110070xx0200xx

膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的

手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２

なし

11 11.6 7.6 0.00% 79.6 ・・・

110420xx97xx0x

水腎症（その他） その他の手術あり 副

傷病なし

9 5.2 5.5 0.00% 48.7 ・・・

11001xxx99x2xx

腎腫瘍 手術なし 手術・処置等２２あり

4 13.0 20.8 0.00% 63.8 ・・・

【解説】

　　膀胱腫瘍に対してのTUR-Bt経尿道的膀胱腫瘍生検を多く行っています。

　　前立腺がん確定のための生検を行っています。

外科

泌尿器科

婦人科



DPCコード DPC名称 患者数

平均

在院日数

（本院）

平均

在院日数

（全国）

転院率 平均年齢 患者用パス

010111xxxxx0xx

遺伝性ニューロパチー 手術・処置等２な

し

3 8.7 14.3 0.00% 52.3 ・・・

010160xx99x00x

パーキンソン病 手術なし 手術・処置等２

なし 副傷病なし

1 14.0 19.0 0.00% 45.0 ・・・

040080x099x0xx

肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎

（15歳以上） 手術なし 手術・処置等２な

し

1 85.0 14.3 0.00% 88.0 ・・・

【解説】

　　神経系疼痛の患者様に対いてペインクリニックを行っており、その症例です。

　　肺炎の重症患者様に対して麻酔科と神経内科で連携して治療を行った症例です。

DPCコード DPC名称 患者数

平均

在院日数

（本院）

平均

在院日数

（全国）

転院率 平均年齢 患者用パス

040040xx9900xx

肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１

なし 手術・処置等２なし

2 9.5 15.0 0.00% 65.5 ・・・

010069xx99000x

脳卒中の続発症 手術なし 手術・処置等

１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし

1 3.0 10.9 0.00% 91.0 ・・・

03001xxx97x00x

頭頸部悪性腫瘍 その他の手術あり 手

術・処置等２なし 副傷病なし

1 29.0 14.2 0.00% 61.0 ・・・

【解説】

　　緩和ケアで入院された患者様でしたが、一時的に一般病棟に入院された症例です。

　　本院には緩和ケア病棟があり、肺がんの合併症などの症例のケアを行っています。

緩和ケア科

麻酔科


