
２．診断群分類別患者数等（診療科別患者数上位５位まで）

各診療科別に患者数の多いDPC14桁分類についてDPCコード、名称、患者数、自院の平均在院日数、全国の平均在院日数、転院率、平均年齢を集計しています。

公表の集計ルールに従い10未満の数値の場合は、－（ハイフン）を記入しています。

【内科】

自院 全国

040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし 38 26.24 20.83 7.89% 85.68

110280xx99000x
慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 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
37 8.89 12.23 0.00% 68.03

180010x0xxx0xx 敗血症（1歳以上）  手術・処置等２なし 27 20.33 19.01 0.00% 81.22

110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし 24 12.71 12.34 4.17% 72.83

0400801499x002
肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし

A-DROP スコア2
24 18.04 15.12 8.33% 86.54

内科では誤嚥性肺炎が最も多くなっています。当院は呼吸器科常勤医不在のため呼吸器疾患は総合診療科が中心となって加療を行っています。

誤嚥性肺炎は再発の多い疾患で、今後高齢化が進むことにより更に増加が予想される疾患です。

次いで慢性腎臓病の疾患が多くなっています。

慢性腎臓病では腎臓以外に心臓病、貧血、脳血管障害、骨疾患など他の臓器の併発症が多く、全身管理を包括的に診療することが重要です。

総合内科専門医、糖尿病専門医、透析専門医、プライマリ・ケア専門医を中心に他診療科とも密に連携をとり、腎機能の温存を目指しています。

平均年齢DPCコード 名称 患者数
平均在院日数

転院率



【消化器内科】

自院 全国

060050xx97x0xx
肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） その他の手術あり 手術・処置等

２なし
50 13.72 11.44 0.00% 74.90

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
41 14.37 10.61 2.44% 77.83

180010x0xxx0xx 敗血症（1歳以上）  手術・処置等２なし 39 22.97 19.01 7.69% 78.03

060210xx99000x
ヘルニアの記載のない腸閉塞 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
37 10.43 8.98 0.00% 77.35

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 37 9.68 8.73 2.70% 75.35

消化器内科では肝細胞癌の疾患が最も多くなっています。

当院は日本肝臓学会の認定施設であるとともに播磨姫路医療圏域の肝疾患専門医療機関に選定されています。西播磨肝癌撲滅運動の中心的役割を担い

地域医療に貢献しています。

次に総胆管結石、胆管炎の疾患が多くなっています。最新の内視鏡・超音波装置等で最先端治療を提供できるようにしています。

DPCコード 名称 患者数
平均在院日数

転院率 平均年齢



【循環器科】

自院 全国

050050xx99200x
狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１－２あり 手術・処置等

２なし 副傷病なし
167 3.89 3.19 0.00% 71.80

050050xx99100x
狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１－１あり 手術・処置等

２なし 副傷病なし
131 3.70 3.03 0.76% 69.91

050050xx02000x
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 副傷病なし
128 6.20 4.62 0.78% 70.07

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 82 17.05 17.71 4.88% 83.46

050070xx01x0xx 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし 80 8.32 5.30 1.25% 67.86

循環器科では虚血性心疾患に対する圧ワイヤーを用いた生理的虚血検査や血管内超音波検査や光断層法（ＯＣＴ）を用いた血管内イメージングを併用した

心臓カテーテル検査入院が最も多くなっています。この検査は狭心症、心筋梗塞などの最終検査として有用です。

カテーテル検査で異常を認めた患者様には至適内服療法に加えて、心臓カテーテル治療で細くなった心臓の血管を広げたり、ロータブレーター（高速回転のドリル）

で削ったり、心臓の血管の中に金属の網目状の筒（ステント）を入れる治療を行っています。

DPCコード 名称 患者数
平均在院日数

転院率 平均年齢



【小児科】

自院 全国

100380xxxxxxxx 体液量減少症  47 4.94 9.16 0.00% 2.66

040130xx99x0xx 呼吸不全（その他） 手術なし 手術・処置等２なし 35 6.74 10.84 0.00% 1.80

140010x199x00x
妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手

術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし
13 3.46 6.18 0.00% 0.00

040090xxxxxx0x 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）  副傷病なし － － 5.94 － －

030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし － － 5.48 － －

小児科では体液量減少症が最も多くなっています。

その主な疾患は脱水症です。小人は感染や胃腸炎など脱水の原因となる疾患に罹る機会が多く、病気に罹ると経口的な水分摂取量が少なくなりやすいためです。

次いで呼吸不全が多くなっています。気管支炎や肺炎から呼吸機能障害を発症しています。

平均年齢DPCコード 名称 患者数
平均在院日数

転院率



【外科】

自院 全国

060335xx02000x
胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置

等２なし 副傷病なし
43 8.51 7.40 0.00% 66.16

060040xx99x70x
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２－７

あり 副傷病なし
29 4.55 4.81 0.00% 68.72

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２－６

あり 副傷病なし
27 3.33 4.38 0.00% 59.41

060040xx99x50x
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２－５

あり 副傷病なし
24 3.29 4.31 0.00% 66.83

060150xx03xxxx 虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 21 6.86 5.56 0.00% 35.76

外科では消化器系疾患が多く外科全体の85％を占めています。従来の一般外科・消化器外科治療に加え3D腹腔鏡下を用いた低侵襲手術に積極的に取り組んで

います。

腹腔鏡下で胆嚢摘出術を行った胆石症、胆嚢炎の疾患が最も多くなっています。

次いで直腸癌の化学療法のために計画的入院を繰り返している患者様が多くなっています。

DPCコード 名称 患者数
平均在院日数

転院率 平均年齢



【整形外科】

自院 全国

160800xx01xxxx 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等 58 49.24 27.09 10.34% 84.62

160690xx99xx0x 胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病なし 41 42.10 19.94 4.88% 81.46

160760xx97xx0x 前腕の骨折 手術あり 副傷病なし 29 10.28 5.21 0.00% 57.28

160620xx01xxxx 肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。） 腱縫合術等 25 7.60 11.41 0.00% 53.84

070230xx01xxxx 膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等 23 37.09 25.09 0.00% 74.09

整形外科では大腿骨頸部骨折等の高齢者骨折を始めとした外傷疾患が多くなっています。

外傷疾患に対して、MRI、CT,骨シンチ、関節造影、膝関節鏡、脊髄造影、筋電図等の検査を取り入れて外科的治療を軸とした診療を行っています。

股関節、脊椎疾患、膝関節の手術を積極的に行うとともに、機能障害が残らないようリハビリテーションの充実を図っています。

平均年齢DPCコード 名称 患者数
平均在院日数

転院率



【形成外科】

自院 全国

080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし 11 4.27 4.14 0.00% 56.55

070010xx010x0x
骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・

処置等１なし 副傷病なし
－ － 5.80 － －

080006xx01x0xx
皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２な

し
－ － 8.50 － －

180060xx97xxxx その他の新生物 手術あり － － 6.45 － －

090010xx05xxxx
乳房の悪性腫瘍 組織拡張器による再建手術（一連につき）　乳房（再建手

術）の場合等
－ － 8.02 － －

形成外科ではからだの表面のけがや病気に手術治療やレーザー治療を行っています。

皮膚にできものができたり、手や顔をけがした患者様が多いですが、対応疾患は多岐に渡っています。

最も多い疾患は皮膚の良性腫瘍です。次いで四肢・躯幹軟部腫瘍が多くなっています。

手術後は外見だけでなく、機能についても治療を行っています。

DPCコード 名称 患者数
平均在院日数

転院率 平均年齢



【脳神経外科】

自院 全国

010060x2990401
脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等

１なし 手術・処置等２－４あり 副傷病なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2
23 19.96 16.38 21.74% 74.96

010040x099x00x
非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術な

し 手術・処置等２なし 副傷病なし
15 35.73 19.10 53.33% 71.47

160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし 10 9.90 9.68 0.00% 75.10

010070xx9910xx 脳血管障害 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし 10 3.00 3.25 0.00% 76.10

010050xx02x00x
非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等２なし 副

傷病なし
－ － 11.75 － －

脳神経外科では脳血管障害、特に脳梗塞の入院が最も多くなっています。

脳保護療法としてエダラボン（ラジカット）を用いた療法が脳神経外科全204症例の約20％を占めています。

次いで脳内出血の疾患が多くなっています。血圧コントロールと全身状態が落ち着いてくると早期にリハビリテーションを開始して再発予防を行っています。

平均年齢DPCコード 名称 患者数
平均在院日数

転院率



【産婦人科】

自院 全国

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 － － 6.37 － －

120060xx01xxxx 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 － － 9.91 － －

120160xx99xxxx 妊娠高血圧症候群関連疾患 手術なし － － 7.45 － －

120090xx97xxxx 生殖器脱出症 手術あり － － 9.27 － －

12002xxx01x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし － － 12.94 － －

産婦人科の診断群分類別患者数では良性の卵巣腫瘍、子宮筋腫に手術を行った症例が多くなっています。

良性疾患では、卵巣腫瘍摘出術、子宮筋腫核出術、子宮全摘術等、腹腔鏡手術を積極的に行っています。

DPCコード 名称 患者数
平均在院日数

転院率 平均年齢



【耳鼻咽喉科】

自院 全国

030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 29 5.03 5.15 0.00% 70.45

030230xxxxxxxx 扁桃、アデノイドの慢性疾患 17 7.71 8.01 0.00% 31.71

030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 14 6.43 7.23 0.00% 59.07

100020xx01x0xx 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術　切除等 手術・処置等２なし － － 9.20 － －

030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし － － 5.48 － －

耳鼻咽喉科では急性疾患である末梢性めまいが最も多くなっています。

めまいは様々な原因で起こるため、どんなときに、どんなめまいが、どんな症状を伴って、どのくらいのあいだおきたか、診断のポイントが重要な疾患です。

抗めまい剤を投与し安静を保ちます。

次いで多いのは扁桃、アデノイド慢性疾患です。慢性扁桃炎に対して口蓋扁桃手術を行っています。

平均年齢DPCコード 名称 患者数
平均在院日数

転院率



【皮膚科】

自院 全国

080011xx99xxxx 急性膿皮症 手術なし － － 11.73 － －

080250xx99x0xx 褥瘡潰瘍 手術なし 手術・処置等２なし － － 24.55 － －

161060xx99x0xx 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等２なし － － 4.01 － －

161070xxxxx00x 薬物中毒（その他の中毒）  手術・処置等２なし 副傷病なし － － 3.58 － －

080020xxxxxxxx 帯状疱疹 － － 8.95 － －

皮膚科では急性膿皮症が多くなっています。急性膿皮症の主な疾患は蜂窩織炎です。

高熱を伴い、外来治療では十分な治療を行えない患者様の入院治療を行っています。

平均年齢DPCコード 名称 患者数
平均在院日数

転院率



【泌尿器科】

自院 全国

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
33 8.82 7.31 0.00% 75.79

110200xx02xxxx 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術 16 9.44 9.73 0.00% 72.50

110080xx99030x 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２－３あり 副傷病なし 15 30.80 14.81 6.67% 76.87

110080xx9902xx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２－２あり － － 26.31 － －

110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし － － 12.34 － －

泌尿器科の診断群分類別患者数では膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）を行った膀胱癌が多くなっています。

次いで前立腺手術（経尿道的手術）を行った前立腺肥大症が多くなっています。

DPCコード 名称 患者数
平均在院日数

転院率 平均年齢



【麻酔科】

自院 全国

071030xx99xxxx その他の筋骨格系・結合組織の疾患 手術なし － － 9.88 － －

160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし － － 9.68 － －

麻酔科はその他の筋骨格系・結合組織の疾患の入院となっています。下肢痛の急性増悪に対する疼痛緩和目的入院です。

平均年齢DPCコード 名称 患者数
平均在院日数

転院率


