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臓器 難度 消化器外科専⾨医術式名称 NCD術式コード NCD術式名称

⾷道 低 頸部⾷道周囲膿瘍ドレナージ NQ0472 ⾷道周囲膿瘍切開誘導術（頸部）
NQ0473 ⾷道周囲膿瘍切開誘導術（その他）
NQ0733 ⾷道⼤動脈瘻⼿術(⾷道切除のみ)

中 ⾷道縫合術（穿孔，損傷) OQ0003 ⾷道縫合術（穿孔または損傷）（頸部）
OQ0004 ⾷道縫合術（穿孔または損傷） （開胸）
OQ0005 ⾷道縫合術（穿孔または損傷） （開腹）
OQ0050 ⾷道瘻閉鎖術

中 胸部⾷道周囲膿瘍ドレナージ OQ0006 ⾷道周囲膿瘍切開誘導術（開胸）
OQ0007 ⾷道周囲膿瘍切開誘導術（胸⾻切開）

中 ⾷道異物摘出術 OQ0018 ⾷道異物摘出術（頸部）
OQ0019 ⾷道異物摘出術（開胸）
OQ0020 ⾷道異物摘出術（開腹）

中 ⾷道憩室切除術 OQ0023 ⾷道憩室切除術（胸腔鏡下）
OQ0024 ⾷道憩室切除術（頸部）
OQ0025 ⾷道憩室切除術（開胸）

中 ⾷道良性腫瘍摘出術 OQ0026 ⾷道良性腫瘍摘出術（胸腔鏡下）
OQ0031 ⾷道良性腫瘍摘出術（開胸・開腹）
NQ0476 ⾷道良性腫瘍摘出術（腹腔鏡下）
NQ0477 ⾷道良性腫瘍摘出術（縦隔鏡下）

中 ⾷道切除術（切除のみ) OQ0033 ⾷道悪性腫瘍切除術（切除のみ）（内視鏡下）
OQ0034 ⾷道悪性腫瘍切除術（切除のみ）（頸部⾷道）
OQ0035 ⾷道悪性腫瘍切除術（切除のみ）（胸部⾷道）
OQ0036 ⾷道悪性腫瘍切除術（切除のみ）（腹部⾷道）
NQ0612 ⾷道切除術（切除のみ）（頸部⾷道）
NQ0613 ⾷道切除術（切除のみ）（胸部⾷道）
NQ0614 ⾷道切除術（切除のみ）（腹部⾷道）
NQ0733 ⾷道⼤動脈瘻⼿術(⾷道切除のみ)
SQ0046 ⾮開胸⾷道抜去術（抜去のみ）

中 ⾷道再建術再建のみ（胃管再建）    NQ0713
⾷道悪性腫瘍切除術（消化管再建を併う）（頸部、胸部、腹部の操作）（⾎管
吻合を伴わない）＜開胸術＞

   NQ0714
⾷道悪性腫瘍切除術（消化管再建を併う）（頸部、胸部、腹部の操作）（⾎管
吻合を伴うもの）＜開胸術＞

   NQ0715 ⾷道悪性腫瘍切除術（消化管再建を併う）（胸部、腹部の操作）＜開胸術＞
   NQ0719 ⾷道悪性腫瘍切除術（消化管再建を併う）（腹部の操作）＜経裂孔を含む＞

   OQ0043
⾷道悪性腫瘍切除術（消化管再建を併う）（頸部、胸部、腹部の操作）（⾎管
吻合を伴わない）（胸腔鏡下）＜胸腔鏡下＞

   NQ0595
⾷道悪性腫瘍切除術（消化管再建を併う）（頸部、胸部、腹部の操作）（⾎管
吻合を伴うもの）＜胸腔鏡下＞

   NQ0596
⾷道悪性腫瘍切除術（消化管再建を併う）（胸部、腹部の操作）（⾎管吻合を
伴わない）＜胸腔鏡下＞

   NQ0716
⾷道悪性腫瘍切除術（消化管再建を併う）（頸部，胸部，腹部の操作）（⾎管
吻合を伴わない）＜縦隔鏡下＞

   NQ0717
⾷道悪性腫瘍切除術（消化管再建を併う）（頸部，胸部，腹部の操作）（⾎管
吻合を伴うもの）＜縦隔鏡下＞

   NQ0718
⾷道悪性腫瘍切除術（消化管再建を併う）（胸部，腹部の操作）（⾎管吻合を
伴わない）＜縦隔鏡下＞

中 ⾷道瘻造設 OQ0049 ⾷道瘻造設術
NQ0733 ⾷道⼤動脈瘻⼿術(⾷道切除のみ)

中 ⾷道噴⾨形成術 OQ0052 ⾷道噴⾨形成術（腹腔鏡下）
OQ0053 ⾷道噴⾨形成術（腹部・胸部）
OQ0162 噴⾨形成術（開腹）
OQ0163 噴⾨形成術（腹腔鏡下）

中 アカラシア⼿術 NQ0680 特発性⾷道拡張症（アカラジア）⼿術
NQ0681 特発性⾷道拡張症（アカラジア）⼿術（腹腔鏡下）
NQ0727 経⼝内視鏡的⾷道筋層切開術
AQ0461 ⾷道筋層切開術（胸腔鏡下）

⾼ ⾷道切除再建術 NQ0723 ⾷道切除再建術（頸部・胸部・腹部の操作）＜良性疾患＞
NQ0724 ⾷道切除再建術（胸部・腹部の操作）＜良性疾患＞
NQ0725 ⾷道切除再建術（腹部の操作）＜良性疾患＞

   NQ0713
⾷道悪性腫瘍切除術（消化管再建を併う）（頸部、胸部、腹部の操作）（⾎管
吻合を伴わない）＜開胸術＞

   NQ0714
⾷道悪性腫瘍切除術（消化管再建を併う）（頸部、胸部、腹部の操作）（⾎管
吻合を伴うもの）＜開胸術＞

   NQ0715 ⾷道悪性腫瘍切除術（消化管再建を併う）（胸部、腹部の操作）＜開胸術＞
   NQ0719 ⾷道悪性腫瘍切除術（消化管再建を併う）（腹部の操作）＜経裂孔を含む＞

   OQ0043
⾷道悪性腫瘍切除術（消化管再建を併う）（頸部、胸部、腹部の操作）（⾎管
吻合を伴わない）（胸腔鏡下）＜胸腔鏡下＞

   NQ0595
⾷道悪性腫瘍切除術（消化管再建を併う）（頸部、胸部、腹部の操作）（⾎管
吻合を伴うもの）＜胸腔鏡下＞

   NQ0596
⾷道悪性腫瘍切除術（消化管再建を併う）（胸部、腹部の操作）（⾎管吻合を
伴わない）＜胸腔鏡下＞

   NQ0720 頸部⾷道悪性腫瘍切除術（消化管再建を伴う）（頸部，腹部の操作）
   NQ0721 頸部⾷道悪性腫瘍切除術（消化管再建を伴う）（頸部，胸部，腹部の操作）
   NQ0609 胃管切除

   NQ0716
⾷道悪性腫瘍切除術（消化管再建を併う）（頸部，胸部，腹部の操作）（⾎管
吻合を伴わない）＜縦隔鏡下＞
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   NQ0717
⾷道悪性腫瘍切除術（消化管再建を併う）（頸部，胸部，腹部の操作）（⾎管
吻合を伴うもの）＜縦隔鏡下＞

   NQ0718
⾷道悪性腫瘍切除術（消化管再建を併う）（胸部，腹部の操作）（⾎管吻合を
伴わない）＜縦隔鏡下＞

   NQ0722 ⾮開胸⾷道抜去術(消化管再建を伴う）＜縦隔鏡下＞
   SQ0047 ⾮開胸⾷道抜去術（消化管再建を併う）

⾼ ⾷道再建術再建のみ（結腸再建）    NQ0713
⾷道悪性腫瘍切除術（消化管再建を併う）（頸部、胸部、腹部の操作）（⾎管
吻合を伴わない）＜開胸術＞

   NQ0714
⾷道悪性腫瘍切除術（消化管再建を併う）（頸部、胸部、腹部の操作）（⾎管
吻合を伴うもの）＜開胸術＞

   NQ0715 ⾷道悪性腫瘍切除術（消化管再建を併う）（胸部、腹部の操作）＜開胸術＞
   NQ0719 ⾷道悪性腫瘍切除術（消化管再建を併う）（腹部の操作）＜経裂孔を含む＞

NQ0735 頸部⾷道悪性腫瘍切除術(消化管再建のみを施⾏)(⽿⿐科・頭頸科との合同)

⾼ ⾷道再建術再建のみ（結腸再建）    OQ0043
⾷道悪性腫瘍切除術（消化管再建を併う）（頸部、胸部、腹部の操作）（⾎管
吻合を伴わない）（胸腔鏡下）＜胸腔鏡下＞

   NQ0595
⾷道悪性腫瘍切除術（消化管再建を併う）（頸部、胸部、腹部の操作）（⾎管
吻合を伴うもの）＜胸腔鏡下＞

   NQ0596
⾷道悪性腫瘍切除術（消化管再建を併う）（胸部、腹部の操作）（⾎管吻合を
伴わない）＜胸腔鏡下＞

   NQ0716
⾷道悪性腫瘍切除術（消化管再建を併う）（頸部，胸部，腹部の操作）（⾎管
吻合を伴わない）＜縦隔鏡下＞

   NQ0717
⾷道悪性腫瘍切除術（消化管再建を併う）（頸部，胸部，腹部の操作）（⾎管
吻合を伴うもの）＜縦隔鏡下＞

   NQ0718
⾷道悪性腫瘍切除術（消化管再建を併う）（胸部，腹部の操作）（⾎管吻合を
伴わない）＜縦隔鏡下＞

⾼ ⾷道バイパス術 OQ0048 ⾷道再建・⾷道空置バイパス作成術
⾼ ⾷道気管⽀瘻⼿術 OQ0051 ⾷道気管⽀瘻⼿術
⾼ ⾷道⼆次的再建術 OQ0055 ⾷道切除後⼆次的再建術（⽪弁形成）

OQ0056 ⾷道切除後⼆次的再建術（消化管利⽤）（⾎管吻合を伴わない）
OQ0057 ⾷道切除後⼆次的再建術（消化管利⽤）（⾎管吻合を伴う）
OQ0139 ⾷道腸吻合（空腸嚢移植術）
NQ0735 頸部⾷道悪性腫瘍切除術(消化管再建のみを施⾏)(⽿⿐科・頭頸科との合同)

胃・⼗⼆指腸 低 胃切開・縫合術 NQ0494 胃切開術（診断）
NQ0495 胃切開術（異物摘出）

低 憩室，ポリープ切除術（内視鏡的切除は除く） NQ0492 胃憩室反転埋没縫合術
NQ0493 ⼗⼆指腸憩室反転埋没縫合術
NQ0496 胃憩室切除術
NQ0497 ⼗⼆指腸憩室切除術
NQ0500 胃ポリープ切除術（開腹）
NQ0501 ⼗⼆指腸ポリープ切除術（開腹）

低 幹迷⾛神経切離術 NQ0597 ⾷道下部迷⾛神経切離術（幹迷切）（腹腔鏡下）
NQ0598 ⾷道下部迷⾛神経切離術（幹迷切）（単独）
NQ0599 ⾷道下部迷⾛神経切離術（幹迷切）（ドレナージを併施）

低 胃腸吻合術（⼗⼆指腸空腸吻合術を含む） OQ0152 胃腸吻合術
OQ0153 ⼗⼆指腸空腸吻合術
OQ0171 膵頭温存⼗⼆指腸切除術
NQ0502 重症肥満に対する胃ﾊﾞｲﾊﾟｽ術（開腹）
NQ0503 重症肥満に対する胃ﾊﾞｲﾊﾟｽ術（腹腔鏡下）
NQ0619 胃空腸吻合術
NQ0624 幽⾨空置術
NQ0738 スリーブ状胃切除・バイパス術(腹腔鏡下)

低 胃瘻造設術（PEGを除く） OQ0155 胃瘻造設術（開腹）
低 幽⾨形成術 OQ0159 幽⾨形成術（開腹）

NQ0576 肥厚性幽⾨狭窄症⼿術
NQ0686 肥厚性幽⾨狭窄症⼿術（腹腔鏡下）
NQ0742 幽⾨形成術(腹腔鏡下)

低 胃捻転症（軸捻症）⼿術・吊り上げ固定術 OQ0105 胃吊上げ固定術（胃下垂症⼿術）
OQ0107 胃捻転症⼿術
NQ0583 胃バンディング術（腹腔鏡下）

低
胃縫合術（胃破裂に対する胃縫合，胃・⼗⼆指腸穿
孔に対する縫合閉鎖術，⼤網充填術，⼤網被覆術を
含む）

OQ0100 ⼤網充填術または被覆術（胃⼗⼆指腸潰瘍穿孔）

OQ0101 胃縫合術（穿孔または破裂または損傷）（腹腔鏡下）
OQ0102 胃縫合術（穿孔または破裂または損傷）（開腹）
OQ0158 胃瘻閉鎖術（開腹）
NQ0618 ⼤網充填術または被覆術
NQ0620 ⼗⼆指腸縫合術（穿孔または破裂または損傷）（腹腔鏡下）
NQ0621 ⼗⼆指腸縫合術（穿孔または破裂または損傷）（開腹）
NQ0622 ⼗⼆指腸損傷漿膜パッチ術

低 胃局所切除術（楔状切除を含む） OQ0121 胃局所切除術（開腹）
OQ0122 胃局所切除術（腹腔鏡下）
SQ0126 スリーブ状胃切除術（腹腔鏡下）
NQ0738 スリーブ状胃切除・バイパス術(腹腔鏡下)
NQ0739 胃局所切除術(腹腔鏡下、内視鏡併⽤)
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中
胃切除術（幽⾨側胃切除術，幽⾨保存胃切除術，分
節（横断）胃切除術を含む）

OQ0123 胃切除術（悪性以外）

OQ0124 胃縮⼩術
OQ0134 胃悪性腫瘍⼿術（単純切除）
OQ0135 胃悪性腫瘍⼿術（広汎切除）
OQ0140 胃悪性腫瘍⼿術（切除）（腹腔鏡下）
NQ0600 ⾷道下部迷⾛神経切離術（幹迷切）（胃切除術を併施）
NQ0603 ⾷道下部迷⾛神経選択的切離術（胃切除術を併施）
NQ0609 胃管切除
NQ0611 残胃切除
NQ0623 ⼗⼆指腸憩室化術
NQ0736 幽⾨保存胃切除術

中 選択的迷⾛神経切離術 NQ0601 ⾷道下部迷⾛神経選択的切離術（単独）
NQ0602 ⾷道下部迷⾛神経選択的切離術（ドレナージを併施）
NQ0604 ⾷道下部迷⾛神経選択的切離術（腹腔鏡下）

⾼ 胃全摘術 OQ0127 胃全摘術（良性）
OQ0136 胃悪性腫瘍⼿術（単純全摘）
OQ0137 胃悪性腫瘍⼿術（広汎全摘・有茎腸管移植術を伴わない）
OQ0138 胃悪性腫瘍⼿術（広汎全摘・有茎腸管移植術を伴う）
OQ0141 胃悪性腫瘍⼿術（全摘）（腹腔鏡下）
NQ0609 胃管切除
NQ0610 残胃全摘
NQ0741 胃悪性腫瘍⼿術(広汎全摘・空腸嚢作成術を伴う)(腹腔鏡下)

⾼ 噴⾨側胃切除術 OQ0128 噴⾨側胃切除術（良性）
NQ0605 噴⾨側胃切除術（悪性）
NQ0740 胃悪性腫瘍⼿術(広汎噴⾨側胃切除術)

⾼ 噴⾨側胃切除術 NQ0741 胃悪性腫瘍⼿術(広汎全摘・空腸嚢作成術を伴う)(腹腔鏡下)
⾼ 左上腹部内臓全摘術 NQ0467 左上腹部内臓全摘術

⼩腸・結腸 低 腸切開・縫合術 OQ0292 破裂腸管縫合術
OQ0316 ⼤腸ポリープ切除術（開腹）
OQ0328 腸吻合術
OQ0334 腸狭窄部切開縫合術
OQ0359 直腸異物除去術（開腹）
OQ0361 直腸全層組織試験採取術
OQ0375 直腸狭窄形成術
NQ0536 腸切開術（診断）
NQ0537 腸切開術（異物除去）
NQ0538 腸切開術（腸組織試験採取）
NQ0625 ⼩腸漿膜筋層縫合術
NQ0626 結腸単純縫合術
NQ0627 結腸漿膜筋層縫合術
NQ0628 直腸単純縫合術
NQ0629 直腸漿膜筋層縫合術

低 腸重積整復術（観⾎的) OQ0297 腸重積症整復術（観⾎的）
NQ0708 腹腔鏡下腸重積症整復術

低 ⼩腸切除術（良性) OQ0091 腸間膜損傷⼿術（腸管切除を伴う）（簡単）
OQ0092 腸間膜損傷⼿術（腸管切除を伴う）（複雑）
OQ0097 臍腸管瘻⼿術（腸管切除を伴う）
OQ0298 ⼩腸切除術（腹腔鏡下）
OQ0299 ⼩腸切除術（開腹）
NQ0539 ⼩腸腫瘍摘出術
NQ0540 ⼩腸憩室摘出術
NQ0663 メッケル憩室切除術
NQ0664 腸管重複症⼿術

低 回盲部切除術（良性） OQ0326 結腸切除術（腹腔鏡下）
OQ0310 結腸切除術（⼩範囲切除）（開腹）
OQ0311 結腸切除術（⼩範囲切除）（腹腔鏡下）
NQ0543 ⼤腸腫瘍摘出術
NQ0544 ⼤腸憩室摘出術
OQ0316 ⼤腸ポリープ切除術（開腹）

低 結腸部分切除術・S状結腸切除術(良性） OQ0310 結腸切除術（⼩範囲切除）（開腹）
OQ0311 結腸切除術（⼩範囲切除）（腹腔鏡下）
NQ0543 ⼤腸腫瘍摘出術
NQ0544 ⼤腸憩室摘出術
OQ0326 結腸切除術（腹腔鏡下）
OQ0316 ⼤腸ポリープ切除術（開腹）

低 ⾍垂切除術 OQ0305 ⾍垂切除術（開腹）
OQ0306 ⾍垂切除術（簡単）（腹腔鏡下）
OQ0307 ⾍垂切除術（複雑）（腹腔鏡下）
OQ0308 ⾍垂切除術兼移動盲腸固定術
OQ0309 ⾍垂切除術兼盲腸皺壁形成術

低 腸瘻造設・閉鎖術（腸管切除なし） NQ0551 ⼩腸瘻造設術
NQ0552 ⾍垂瘻造設術
NQ0698 鎖肛⼿術（腹腔鏡下 ⾼位）
NQ0699 鎖肛⼿術（腹腔鏡下 中間位）
NQ0728 腹腔鏡下腸瘻、⾍垂瘻造設術
OQ0096 臍腸管瘻⼿術（腸管切除を伴わない）
OQ0330 結腸瘻造設術
OQ0331 結腸瘻造設術（逆流防⽌弁付加）
OQ0332 ⼈⼯肛⾨造設術
OQ0333 腹壁外腸管前置術
OQ0340 ⼩腸瘻閉鎖術（腸管切除なし）
OQ0342 結腸瘻閉鎖術（腸管切除なし）
OQ0344 ⼈⼯肛⾨閉鎖術（腸管切除なし）
OQ0346 ⼈⼯肛⾨閉鎖術（ハルトマン⼿術後）
OQ0353 ⼈⼯肛⾨修整術（開腹）
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中 ⼩腸切除術(悪性) NQ0547 ⼩腸切除術（悪性腫瘍）（単純切除）
NQ0549 ⼩腸切除術（悪性腫瘍）（広汎切除）
OQ0325 ⼩腸切除術（悪性腫瘍）（腹腔鏡下）
OQ0298 ⼩腸切除術（腹腔鏡下）
OQ0299 ⼩腸切除術（開腹）

中 回盲部切除術（悪性） NQ0547 ⼩腸切除術（悪性腫瘍）（単純切除）
NQ0548 結腸切除術（悪性腫瘍）（単純切除）
NQ0549 ⼩腸切除術（悪性腫瘍）（広汎切除）
NQ0550 結腸切除術（悪性腫瘍）（広汎切除）
OQ0323 結腸切除術（悪性腫瘍）（腹腔鏡下）
OQ0310 結腸切除術（⼩範囲切除）（開腹）
OQ0311 結腸切除術（⼩範囲切除）（腹腔鏡下）
NQ0543 ⼤腸腫瘍摘出術
OQ0316 ⼤腸ポリープ切除術（開腹）

中 結腸部分切除術・S状結腸切除術（悪性） OQ0323 結腸切除術（悪性腫瘍）（腹腔鏡下）
OQ0310 結腸切除術（⼩範囲切除）（開腹）
OQ0311 結腸切除術（⼩範囲切除）（腹腔鏡下）
NQ0543 ⼤腸腫瘍摘出術
NQ0548 結腸切除術（悪性腫瘍）（単純切除）
NQ0550 結腸切除術（悪性腫瘍）（広汎切除）
OQ0316 ⼤腸ポリープ切除術（開腹）

中 結腸右半切除術 OQ0312 結腸切除術（結腸半側切除）
NQ0548 結腸切除術（悪性腫瘍）（単純切除）
NQ0550 結腸切除術（悪性腫瘍）（広汎切除）
OQ0323 結腸切除術（悪性腫瘍）（腹腔鏡下）
OQ0326 結腸切除術（腹腔鏡下）

中 結腸左半切除術 OQ0312 結腸切除術（結腸半側切除）
NQ0548 結腸切除術（悪性腫瘍）（単純切除）
NQ0550 結腸切除術（悪性腫瘍）（広汎切除）
OQ0323 結腸切除術（悪性腫瘍）（腹腔鏡下）
OQ0326 結腸切除術（腹腔鏡下）

中 結腸全摘除術 NQ0541 結腸切除術（亜全摘）
NQ0542 結腸切除術（全切除）
OQ0314 ⼤腸全切除術（腹腔鏡下）
NQ0548 結腸切除術（悪性腫瘍）（単純切除）
NQ0550 結腸切除術（悪性腫瘍）（広汎切除）

中 結腸全摘除術 NQ0683 先天性巨⼤結腸症（ヒルシュスプルング病）⼿術
NQ0684 先天性巨⼤結腸症（ヒルシュスプルング病）（Martin)⼿術
OQ0323 結腸切除術（悪性腫瘍）（腹腔鏡下）
OQ0326 結腸切除術（腹腔鏡下）

中 腸閉塞⼿術 OQ0294 腸管癒着症⼿術（腹腔鏡下）
OQ0295 腸管癒着症⼿術（開腹）
OQ0298 ⼩腸切除術（腹腔鏡下）
OQ0299 ⼩腸切除術（開腹）
OQ0348 腸回転異常症⼿術
OQ0349 腸回転異常症⼿術（腹腔鏡下）
NQ0687 先天性腸閉鎖症⼿術（腸管切除なし）
NQ0688 先天性腸閉鎖症⼿術（腸管切除を伴う）
NQ0689 先天性腸閉鎖症⼿術（２カ所）

中 腸瘻造設・閉鎖術（腸管切除あり) OQ0341 ⼩腸瘻閉鎖術（腸管切除を伴う）
OQ0343 結腸瘻閉鎖術（腸管切除を伴う）
OQ0345 ⼈⼯肛⾨閉鎖術（腸管切除を伴う）
NQ0551 ⼩腸瘻造設術
NQ0552 ⾍垂瘻造設術
OQ0330 結腸瘻造設術
OQ0331 結腸瘻造設術（逆流防⽌弁付加）
OQ0332 ⼈⼯肛⾨造設術
OQ0333 腹壁外腸管前置術
OQ0346 ⼈⼯肛⾨閉鎖術（ハルトマン⼿術後）
OQ0353 ⼈⼯肛⾨修整術（開腹）

⾼ ⼤腸全摘回腸肛⾨（管）吻合術 NQ0468 ⼤腸全摘回腸肛⾨（管）吻合術
NQ0683 先天性巨⼤結腸症（ヒルシュスプルング病）⼿術
NQ0684 先天性巨⼤結腸症（ヒルシュスプルング病）（Martin)⼿術
NQ0743 全結腸・直腸切除嚢肛⾨(管)吻合術

直腸・肛⾨ 低 痔核切除術 OQ0382 痔核⼿術（硬化療法）
NQ0557 痔核（脱肛を含む）（結紮術）
NQ0558 痔核（脱肛を含む）（焼灼術）
NQ0559 痔核（脱肛を含む） （⾎栓摘出術）
NQ0560 痔核（脱肛を含む）（根治⼿術）
NQ0561 痔核⼿術（脱肛を含む）（PPH）
OQ0386 裂肛または肛⾨潰瘍根治⼿術

低 直腸周囲膿瘍切開術 OQ0358 直腸周囲膿瘍切開術
OQ0387 肛⾨周囲膿瘍切開術

低 痔瘻根治術 OQ0390 痔瘻根治⼿術（単純）
OQ0391 痔瘻根治⼿術（複雑）

低 経肛⾨的直腸腫瘍摘出術 OQ0362 直腸腫瘍摘出術（ポリープを含む）（経肛⾨）
OQ0389 直腸腫瘍摘出術（ポリープを含む）（経肛⾨的管腔内）
NQ0562 肛⾨良性腫瘍切除術
NQ0563 肛⾨ポリープ切除術
NQ0564 肛⾨尖圭コンジローム切除術

低 直腸脱⼿術（経肛⾨的） OQ0376 直腸脱⼿術（経肛⾨）
中 直腸切断術（良性) NQ0469 直腸切断術（開腹）

OQ0365 直腸腫瘍摘出術（ポリープを含む）（経腹経肛合併）
OQ0373 直腸切断術（腹腔鏡下）
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中 ⾼位前⽅切除術 OQ0366 直腸悪性腫瘍⼿術（単純切除）
OQ0367 直腸悪性腫瘍⼿術（広汎切除）（⾼位）
OQ0371 直腸切除術
NQ0665 腹腔鏡下⾼位前⽅切除術
NQ0683 先天性巨⼤結腸症（ヒルシュスプルング病）⼿術
NQ0684 先天性巨⼤結腸症（ヒルシュスプルング病）（Martin)⼿術
NQ0744 直腸悪性腫瘍⼿術(広汎切除術 仙⾻合併切除を伴う)

中 Hartmann⼿術 NQ0470 Hartmann⼿術
NQ0744 直腸悪性腫瘍⼿術(広汎切除術 仙⾻合併切除を伴う)

中 直腸脱⼿術（腹会陰式） OQ0377 直腸脱⼿術（直腸挙上固定術）
OQ0378 直腸脱⼿術（腸切除を含む）（腹会陰式）
OQ0379 直腸脱⼿術（腹腔鏡下）

中 直腸・肛⾨悪性腫瘍切除術（経肛⾨的) OQ0366 直腸悪性腫瘍⼿術（単純切除）
OQ0393 肛⾨悪性腫瘍⼿術（単純切除）
OQ0394 肛⾨悪性腫瘍⼿術（広汎切除）
OQ0362 直腸腫瘍摘出術（ポリープを含む）（経肛⾨）
NQ0702 直腸部分切除術

中 肛⾨括約筋形成術（組織置換による) OQ0395 肛⾨拡張術（内括約筋切断） （観⾎的）
OQ0396 肛⾨括約筋形成術（瘢痕切除または縫縮）
OQ0397 肛⾨括約筋形成術（組織置換）
OQ0403 肛⾨形成術（肛⾨狭窄形成術）
OQ0404 肛⾨形成術（直腸粘膜脱形成術）

⾼ 直腸切断術（悪性) OQ0370 直腸悪性腫瘍⼿術（広汎切断）
OQ0373 直腸切断術（腹腔鏡下）
OQ0393 肛⾨悪性腫瘍⼿術（単純切除）
OQ0394 肛⾨悪性腫瘍⼿術（広汎切除）
OQ0365 直腸腫瘍摘出術（ポリープを含む）（経腹経肛合併）
NQ0744 直腸悪性腫瘍⼿術(広汎切除術 仙⾻合併切除を伴う)

⾼ 低位前⽅切除術 OQ0366 直腸悪性腫瘍⼿術（単純切除）
OQ0368 直腸悪性腫瘍⼿術（広汎切除）（低位）
OQ0369 超低位直腸前⽅切除術（経肛⾨的結腸嚢肛⾨吻合）
OQ0371 直腸切除術
NQ0683 先天性巨⼤結腸症（ヒルシュスプルング病）⼿術
NQ0684 先天性巨⼤結腸症（ヒルシュスプルング病）（Martin)⼿術
NQ0685 腹腔鏡下低位前⽅切除術
NQ0744 直腸悪性腫瘍⼿術(広汎切除術 仙⾻合併切除を伴う)

⾼ ⾻盤内臓器全摘術 OQ0374 ⾻盤内臓全摘術
NQ0744 直腸悪性腫瘍⼿術(広汎切除術 仙⾻合併切除を伴う)

⾼ 直腸・肛⾨悪性腫瘍切除術（後⽅アプローチ ) OQ0363 直腸腫瘍摘出術（ポリープを含む）（経括約筋）
OQ0364 直腸腫瘍摘出術（ポリープを含む）（経仙⾻）

肝 低 肝縫合術 OQ0212 肝縫合術
OQ0213 肝損傷⾯の被覆術
NQ0631 肝損傷部焼灼・凝固⽌⾎術（⽌⾎製剤を含む）
NQ0632 肝切開⽌⾎術(hepatotomy)

低 肝膿瘍ドレナージ術（経⽪的⼿技を除く) OQ0214 肝膿瘍ドレナージ術（経腹腔）
OQ0215 肝膿瘍ドレナージ術（経胸腔）

低 肝嚢胞切開．縫縮．内瘻術 OQ0216 肝嚢胞切開術（腹腔鏡下）
NQ0506 肝嚢胞切開術（開腹）
NQ0507 肝嚢胞縫縮術

低 肝嚢胞切開．縫縮．内瘻術 OQ0218 肝嚢胞内瘻造設術
低 肝バイオプシー（経⽪的⼿技を除く) OQ0220 肝組織試験採取術（針穿刺）
低 肝凝固壊死療法術（経⽪的⼿技を除く） NQ0513 肝悪性腫瘍マイクロ波凝固術（開腹）

NQ0515 肝悪性腫瘍ラジオ波凝固術（開腹）
NQ0606 肝悪性腫瘍ラジオ波凝固術（鏡視下）

中 肝部分切除術 NQ0504 胆嚢悪性腫瘍⼿術（肝床切除を伴う）
NQ0508 肝嚢胞摘出術
NQ0509 肝膿瘍摘出術
OQ0222 肝切除術（部分切除）
OQ0228 肝切除術（部分切除）（腹腔鏡下）

中 肝外側区域切除 NQ0511 肝外側区域切除術
NQ0746 肝切除術(外側区域切除)(腹腔鏡下)

中 ⾷道・胃静脈瘤⼿術 OQ0058 ⾷道壁静脈瘤結紮術
OQ0059 ⾷道離断術（⾷道静脈瘤⼿術）（脾摘を伴う）
OQ0165 胃横断術（静脈瘤⼿術）
NT0287 ⾨脈ー肝内⾨脈吻合術（Rexシャントなど）

⾼ 肝外傷⼿術（ドレナージのみを除く） NQ0511 肝外側区域切除術
NQ0512 肝切除術（１区域切除）（外側区域切除をのぞく）
NQ0631 肝損傷部焼灼・凝固⽌⾎術（⽌⾎製剤を含む）
NQ0632 肝切開⽌⾎術(hepatotomy)
NQ0642 肝静脈縫合⽌⾎術
NQ0643 肝動脈縫合⽌⾎術
NQ0644 肝動脈結紮術
NQ0645 短肝静脈縫合⽌⾎術
OQ0082 試験開腹術（診断、組織試験採取）
OQ0211 肝タンポナーデ法
OQ0212 肝縫合術
OQ0213 肝損傷⾯の被覆術
OQ0222 肝切除術（部分切除）
OQ0224 肝切除術（２区域切除）
OQ0225 肝切除術（３区域切除）
OQ0226 肝切除術（⾎⾏再建を併う）
OQ0228 肝切除術（部分切除）（腹腔鏡下）
OQ0250 肝損傷⽌⾎術（ガーゼパッキング）
OQ0406 腹部外傷における出⾎性ショックに対するダメージコントロール⼿術

⾼ 肝切除術（外側区域を除く区域以上) OQ0224 肝切除術（２区域切除）
OQ0225 肝切除術（３区域切除）
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OQ0226 肝切除術（⾎⾏再建を併う）
NQ0505 胆嚢悪性腫瘍⼿術（亜区域4a+5以上の肝切除を伴う）
NQ0512 肝切除術（１区域切除）（外側区域切除をのぞく）
NQ0747 肝切除術(1区域切除)(外側区域切除をのぞく)(腹腔鏡下)
NQ0748 肝切除術(2区域切除)(腹腔鏡下)
NQ0749 肝切除術(3区域切除)(腹腔鏡下)
OQ0232 胆管悪性腫瘍切除術（肝切除を伴う）

⾼ 系統的亜区域切除術 OQ0232 胆管悪性腫瘍切除術（肝切除を伴う）
NQ0510 肝亜区域切除術
NQ0584 肝尾状葉切除術
NQ0745 肝切除術(亜区域切除)(腹腔鏡下)

⾼ 肝移植術 OQ0241 移植⽤部分肝採取術（⽣体）（左外側区域切除術）
OQ0242 移植⽤部分肝採取術（⽣体）（左葉切除術）
OQ0243 移植⽤部分肝採取術（⽣体）（左葉・尾状葉切除術）
OQ0244 移植⽤部分肝採取術（⽣体）（右葉切除術）
OQ0245 移植⽤部分肝採取術（⽣体）（拡⼤右後区域切除術）
NQ0517 ⽣体部分肝移植術
NQ0519 同種死体肝移植術
OQ0248 移植⽤肝採取術（脳死ドナー）

⾼ 肝膵同時切除術 OQ0249 肝膵同時切除術
OQ0232 胆管悪性腫瘍切除術（肝切除を伴う）
OQ0191 胆嚢悪性腫瘍⼿術（肝切除と膵頭⼗⼆指腸切除を伴う）
NQ0752 胆管悪性腫瘍⼿術(肝切除と膵頭⼗⼆指腸切除を伴う)

胆 低 胆管切開術 OQ0172 胆管切開術
低 胆嚢切開切⽯術 NQ0709 胆嚢切開結⽯摘出術
低 胆嚢摘出術 OQ0181 胆嚢摘出術（腹腔鏡下）

OQ0182 胆嚢摘出術（開腹）
OQ0188 胆嚢悪性腫瘍⼿術（胆嚢に限局）

低 胆嚢外瘻術 OQ0198 胆嚢外瘻造設術
低 胆嚢消化管吻合術 OQ0195 胆嚢－消化管吻合術
中 胆管切開切⽯術 OQ0178 胆管切開結⽯摘出術（腹腔鏡下）

OQ0219 肝内結⽯摘出術
NQ0710 胆管切開結⽯摘出術
NQ0711 経胆嚢管的胆管結⽯摘出術（開腹）
NQ0712 経胆嚢管的胆管結⽯摘出術（腹腔鏡下）

中 胆道再建術 OQ0171 膵頭温存⼗⼆指腸切除術
OQ0230 肝外胆道切除術（胆嚢胆道切除・胆道再建）

中 胆道バイパス術 OQ0196 総胆管－消化管吻合術
OQ0208 胆管空腸間置術
OQ0227 肝内胆管（肝管）消化管吻合術

中 胆管形成術 OQ0183 胆管形成術
OQ0184 胆管切開術兼胆管形成術

中 ⼗⼆指腸乳頭形成術 OQ0168 ⼗⼆指腸乳頭拡張術（開腹）
OQ0169 ⼗⼆指腸乳頭形成術（開腹）

中 総胆管拡張症⼿術 OQ0185 総胆管拡張症⼿術
NQ0707 腹腔鏡下総胆管拡張症⼿術

中 胆汁瘻閉鎖術 OQ0206 外胆汁瘻閉鎖術
OQ0207 内胆汁瘻閉鎖術

⾼ 胆道外傷⼿術（ドレナージのみを除く） OQ0082 試験開腹術（診断、組織試験採取）
OQ0181 胆嚢摘出術（腹腔鏡下）
OQ0182 胆嚢摘出術（開腹）
OQ0196 総胆管－消化管吻合術
OQ0198 胆嚢外瘻造設術
OQ0201 胆管外瘻造設術
OQ0227 肝内胆管（肝管）消化管吻合術
OQ0230 肝外胆道切除術（胆嚢胆道切除・胆道再建）

⾼ 胆嚢悪性腫瘍⼿術（単純胆嚢摘出術を除く） NQ0504 胆嚢悪性腫瘍⼿術（肝床切除を伴う）
NQ0505 胆嚢悪性腫瘍⼿術（亜区域4a+5以上の肝切除を伴う）
NQ0752 胆管悪性腫瘍⼿術(肝切除と膵頭⼗⼆指腸切除を伴う)

⾼ 胆管悪性腫瘍⼿術 OQ0231 胆管悪性腫瘍切除術（リンパ節郭清を伴う）
OQ0232 胆管悪性腫瘍切除術（肝切除を伴う）
OQ0233 肝⾨部胆管癌切除術（⾎⾏再建を伴う）
OQ0234 肝⾨部胆管癌切除術（⾎⾏再建なし）
NQ0752 胆管悪性腫瘍⼿術(肝切除と膵頭⼗⼆指腸切除を伴う)

⾼ 胆道閉鎖症⼿術 OQ0202 先天性胆道閉鎖症⼿術
NQ0704 胆道閉鎖の再⼿術（再掘削術・再吻合）
NQ0732 腹腔鏡下胆道閉鎖症根治術

膵 低 膵嚢胞外瘻術 NQ0529 膵嚢胞外瘻造設術（開腹）
NQ0530 膵嚢胞外瘻造設術（腹腔鏡下）

低 膵管外瘻術 OQ0280 膵管外瘻造設術
中 膵縫合術 OQ0252 膵縫合術

NQ0633 主膵管再建（膵縫合、Martin法）
中 膵部分切除術 OQ0258 膵腫瘍摘出術
中 膵体尾部切除術（良性) OQ0261 膵体尾部切除術（脾摘を伴なう）

OQ0262 膵体尾部切除術（脾温存）
OQ0263 膵体尾部切除術（リンパ節・神経叢郭清を伴う）
OQ0264 膵体尾部切除術（周辺臓器の合併切除を伴う）
OQ0265 膵体尾部切除術（⾎⾏再建を伴う）
OQ0266 膵体尾部切除術（脾摘を伴う）（腹腔鏡下）
OQ0267 膵体尾部切除術（脾温存）（腹腔鏡下）

中 膵嚢胞消化管吻合術 NQ0523 膵嚢胞胃吻合術（開腹）
NQ0524 膵嚢胞胃吻合術（腹腔鏡下）
NQ0526 膵嚢胞腸吻合術（開腹）
NQ0527 膵嚢胞腸吻合術（腹腔鏡下）

中 膵（管）消化管吻合術 OQ0277 膵管空腸吻合術
NQ0634 膵胃吻合術

6/8 ページ



消化器外科専門医術式に対応するNCD術式の一覧表　　１０．００版

中 急性膵炎⼿術 OQ0253 急性膵炎⼿術
OQ0273 膵壊死部切除術
NQ0635 膵損傷部周囲ドレナージ術
NQ0636 膵床ドレナージ術

中 膵⽯症⼿術 OQ0256 膵結⽯⼿術（膵切開）
OQ0257 膵結⽯⼿術（経⼗⼆指腸乳頭）

中 膵頭神経叢切除術 OQ0255 膵頭神経叢切断術
⾼ 膵外傷⼿術（ドレナージのみを除く） NQ0572 膵全摘術（動脈もしくは⾨脈同時再建を伴う）

NQ0580 膵頭⼗⼆指腸切除術（動脈・⾨脈同時再建を伴う）
NQ0633 主膵管再建（膵縫合、Martin法）
NQ0635 膵損傷部周囲ドレナージ術
NQ0636 膵床ドレナージ術
NQ0646 ⾨脈縫合⽌⾎術
NT0232 膵全摘術（動脈・⾨脈同時再建を伴う）
OQ0082 試験開腹術（診断、組織試験採取）
OQ0252 膵縫合術
OQ0261 膵体尾部切除術（脾摘を伴なう）
OQ0262 膵体尾部切除術（脾温存）
OQ0264 膵体尾部切除術（周辺臓器の合併切除を伴う）
OQ0265 膵体尾部切除術（⾎⾏再建を伴う）
OQ0266 膵体尾部切除術（脾摘を伴う）（腹腔鏡下）
OQ0267 膵体尾部切除術（脾温存）（腹腔鏡下）
OQ0269 膵頭⼗⼆指腸切除術
OQ0271 膵頭⼗⼆指腸切除術（周辺臓器の合併切除を伴う）
OQ0272 膵頭⼗⼆指腸切除術（動脈もしくは⾨脈再建を伴う）
OQ0273 膵壊死部切除術
OQ0274 膵中央切除術
OQ0275 膵全摘術（⾎⾏再建なし）
OQ0280 膵管外瘻造設術
OT0154 膵全摘術（動脈もしくは⾨脈再建を伴う）

⾼ 膵頭⼗⼆指腸切除術 OQ0269 膵頭⼗⼆指腸切除術
NQ0729 腹腔鏡下膵頭⼗⼆指腸切除術
NQ0521 膵頭⼗⼆指腸切除術（リンパ節・神経叢郭清を伴う）
OQ0271 膵頭⼗⼆指腸切除術（周辺臓器の合併切除を伴う）
OQ0272 膵頭⼗⼆指腸切除術（動脈もしくは⾨脈再建を伴う）
OQ0190 胆嚢悪性腫瘍⼿術（膵頭⼗⼆指腸切除を伴う）
NQ0580 膵頭⼗⼆指腸切除術（動脈・⾨脈同時再建を伴う）

⾼ 膵体尾部切除術（悪性） OQ0261 膵体尾部切除術（脾摘を伴なう）
OQ0262 膵体尾部切除術（脾温存）
OQ0263 膵体尾部切除術（リンパ節・神経叢郭清を伴う）
OQ0264 膵体尾部切除術（周辺臓器の合併切除を伴う）
OQ0265 膵体尾部切除術（⾎⾏再建を伴う）
OQ0266 膵体尾部切除術（脾摘を伴う）（腹腔鏡下）
OQ0267 膵体尾部切除術（脾温存）（腹腔鏡下）

⾼ 膵全摘術 OQ0275 膵全摘術（⾎⾏再建なし）
※術式選択時はQ消化器系ではなくT⾎管系より選択→ OT0154 膵全摘術（動脈もしくは⾨脈再建を伴う）

NQ0462 ドナー⽤膵採取術(死体）
NT0232 膵全摘術（動脈・⾨脈同時再建を伴う）
NQ0572 膵全摘術（動脈もしくは⾨脈同時再建を伴う）

⾼ ⼗⼆指腸温存膵頭切除術 NQ0522 ⼗⼆指腸温存膵頭切除術
NQ0587 膵ベーガー⼿術

⾼ 膵区域切除術 OQ0274 膵中央切除術
NQ0465 下膵頭切除
NQ0586 腹側膵切除術

⾼ 膵移植術 NQ0462 ドナー⽤膵採取術（死体）
NQ0531 ドナー⽤膵採取術（⽣体）
NQ0534 ⽣体膵臓移植術
NQ0535 同種死体膵臓移植術

脾 低 脾縫合術 OQ0286 脾縫合術
NQ0647 脾動脈損傷に対する縫合・結紮⽌⾎術
NQ0648 脾静脈損傷に対する縫合・⽌⾎術
NZ0030 脾損傷部焼灼・凝固⽌⾎術（⽌⾎製剤含む）

中 脾摘術 OQ0288 脾摘出術（腹腔鏡下）
OQ0289 脾摘出術（開腹）
OQ0290 脾摘出術（⾷道静脈瘤を伴う）

中 脾部分切除術 OQ0287 脾部分切除術
その他 低 腹部ヘルニア・⿏径ヘルニア⼿術 OQ0073 ヘルニア⼿術（腹腔鏡下）・⿏径ヘルニア

OQ0074 ヘルニア⼿術（直視下）・⿏径ヘルニア
OQ0075 ヘルニア⼿術（腹腔鏡下）・⼤腿ヘルニア

低 腹部ヘルニア・⿏径ヘルニア⼿術 OQ0076 ヘルニア⼿術（直視下）・⼤腿ヘルニア
NQ0487 ヘルニア⼿術・閉鎖孔ヘルニア
NQ0488 ヘルニア⼿術・坐⾻ヘルニア
NQ0489 ヘルニア⼿術・会陰ヘルニア
OQ0079 ヘルニア⼿術・内ヘルニア

低 限局性腹腔膿瘍⼿術 OQ0084 限局性腹腔膿瘍⼿術・横隔膜下膿瘍
OQ0085 限局性腹腔膿瘍⼿術・ダグラス窩膿瘍
OQ0086 限局性腹腔膿瘍⼿術・⾍垂周囲膿瘍
OQ0087 限局性腹腔膿瘍⼿術・その他のもの
OQ0281 膵瘻閉鎖術
NZ0031 後腹膜膿瘍切開排膿術
NS0394 腹腔鏡下尿膜管（嚢胞）摘出術

低 試験開腹術 OQ0082 試験開腹術（診断、組織試験採取）
OQ0083 腫瘍試験切除術（鏡視下）
OQ0099 胃⾎管結紮術（急性胃出⾎⼿術）
OQ0106 ⼗⼆指腸固定術
OQ0151 胃上部⾎⾏遮断術
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OQ0170 ⼗⼆指腸乳頭切除術
OQ0251 膵管結紮術
OQ0281 膵瘻閉鎖術
OQ0347 盲腸縫縮術
NQ0566 開腹⽌⾎術
NQ0571 審査腹腔鏡（診断）
NQ0630 肝周囲ガーゼパッキング除去術
NQ0637 腹部コンパートメントの減圧開腹術
NQ0638 ⼀時的陰圧閉腹
NQ0666 仙⾻神経刺激リード挿⼊術
NQ0667 仙⾻神経刺激リード交換術
NZ0029 脾周囲ガーゼパッキング除去術

中 急性汎発性腹膜炎⼿術 OQ0088 急性汎発性腹膜炎⼿術（腹腔内貯留膿汁処置および排膿誘導）
OQ0089 汎発性腹膜炎⼿術（腹腔鏡下）

中 腹壁ヘルニア⼿術 OQ0071 腹壁瘻⼿術（腹腔に通ずる）
OQ0072 ヘルニア⼿術（腹直筋離開）・臍ヘルニア
OQ0077 ヘルニア⼿術・腰ヘルニア
NA0177 ヘルニア⼿術・半⽉状線へルニア
NA0178 ヘルニア⼿術・⽩線へルニア
OA0108 ヘルニア⼿術（腹腔鏡下）・腹壁瘢痕ヘルニア
OA0109 ヘルニア⼿術（直視下）・腹壁瘢痕ヘルニア
NQ0639 腹直筋鞘前葉反転法
NQ0640 Component separation法
NQ0641 腹壁再建術（植⽪術を含む）

中 横隔膜縫合術 NQ0649 横隔膜縫縮術（経胸）
NQ0650 横隔膜縫縮術（経腹）
NQ0651 横隔膜縫縮術（胸腔鏡下）
NQ0652 横隔膜縫縮術（腹腔鏡下）
NQ0670 横隔膜縫合術（経胸）（パッチ再建を伴わない）
NQ0671 横隔膜縫合術（経胸）（パッチ再建を伴う）
NQ0672 横隔膜縫合術（経腹）（パッチ再建を伴わない）
NQ0673 横隔膜縫合術（経腹）（パッチ再建を伴う）
NQ0674 横隔膜縫合術（胸腹合併）（パッチ再建を伴わない）
NQ0675 横隔膜縫合術（胸腹合併）（パッチ再建を伴う）
NQ0676 横隔膜縫合術（胸腔鏡下）（パッチ再建を伴わない）
NQ0677 横隔膜縫合術（胸腔鏡下）（パッチ再建を伴う）
NQ0678 横隔膜縫合術（腹腔鏡下）（パッチ再建を伴わない）
NQ0679 横隔膜縫合術（腹腔鏡下）（パッチ再建を伴う）

中 ⾷道裂孔ヘルニア⼿術 NQ0485 ⾷道裂孔ヘルニア⼿術（経胸）
NQ0486 ⾷道裂孔ヘルニア⼿術（経腹）
OQ0069 ⾷道裂孔ヘルニア⼿術（胸腹合併）
OQ0070 ⾷道裂孔ヘルニア⼿術（腹腔鏡下）

中 後腹膜腫瘍⼿術 OQ0094 ⼤網と腸間膜および後腹膜腫瘍摘出術（腸切除を伴わない）
OQ0095 ⼤網と腸間膜および後腹膜腫瘍摘出術（腸切除を伴う）
OZ0008 後腹膜悪性腫瘍⼿術（単純摘出）
OZ0009 後腹膜悪性腫瘍⼿術（広汎摘出）
SZ0010 後腹膜腫瘍切除術（腹腔鏡下）
NQ0755 腹膜切除を伴う多臓器合併切除

中 腹壁・腸間膜・⼤網腫瘍切除 OQ0090 腸間膜損傷⼿術（縫合、修復のみ）
OQ0093 ⼤網切除術
OQ0094 ⼤網と腸間膜および後腹膜腫瘍摘出術（腸切除を伴わない）
OQ0095 ⼤網と腸間膜および後腹膜腫瘍摘出術（腸切除を伴う）
NS0394 腹腔鏡下尿膜管（嚢胞）摘出術
NQ0755 腹膜切除を伴う多臓器合併切除

中 消化管穿孔部閉鎖術 OQ0292 破裂腸管縫合術
⾼ 横隔膜裂孔ヘルニア⼿術 NQ0471 横隔膜裂孔ヘルニア⼿術
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