
a-0101 腸管感染症 A09.0, A09.9 新規追加

a-0103 皮膚及び粘膜の病変を伴うウイ
ルス性疾患

用語の適正化

a-0105 その他の感染症及び寄生虫症 B17.9, B98 新規追加

a-0200 新生物＜腫瘍＞ 用語の適正化

悪性新生物＜腫瘍＞ 用語の適正化

a-0201 胃の悪性新生物＜腫瘍＞ 用語の適正化

a-0202 結腸及び直腸の悪性新生物＜
腫瘍＞

用語の適正化

a-0203 気管、気管支及び肺の悪性新生
物＜腫瘍＞

用語の適正化

C79.9, C80.0,
C80.9, C81.4,
C82.3, C82.4,
C82.5, C82.6,
C84.6, C84.7,
C84.8, C84.9,
C85.2, C86,
C88.4, C90.3,
C91.6, C91.8,
C92.6, C92.8,
C93.3, C94.6,
C96.4, C96.5,
C96.6, C96.8

新規追加

C83.2, C83.4,
C83.6, C84.2,
C84.3, C85.0,
C88.1, C91.2,
C93.2, C94.1,
C94.5, C95.2,
C96.1, C96.3

削除

A00-B99の残り

C00-D48

疾病分類表（大分類）

B00-B09

C16

C00-C97

C18-C20

a-0204 その他の悪性新生物＜腫瘍＞ C00-C15, C17, C21-
C32, C37-C97

統計法第28条第1項及び附則第3条の規定に基づく疾病、傷害及び死因に関する分類

疾病分類表（大分類、中分類、小分類）・新旧対照表（案）

用語の適正化

大分類
コード

A00-A09

C33-C34

現行　・　専門委員会案

基本分類コード分　類　名
当該コード内の追加・削除

（ＷＨＯ勧告）等
修正提案理由

資料１－２
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D46.5, D46.6,
D47.4, D47.5

新規追加

D46.3 削除

Ｄ68.5, D68.6,
D89.3

新規追加

D75.2, D76.0 削除

a-0403  その他の内分泌，栄養及び代謝
 疾患脂質異常症

E15-E77,
E79-E90

削除

E15-E77,
E79-E90

追加

E88.3 新規追加

a-0600 神経系の疾患 G14, G21.4 新規追加

H54.9 新規追加

H54.7 削除

a-0903 その他の心疾患（脳血管疾患） I48.0, I48.1,
I48.2, I48.3,
I48.4, I48.9

新規追加

I72.5, I72.6,
I98.3

新規追加

I84 削除

a-1002 肺炎 J12.3 新規追加

a-1003 急性気管支炎及び急性細気管
支炎

J21.1 新規追加

a-1006 その他の呼吸器系の疾患 J09 新規追加

a-1101 う蝕 K02 K02.5 新規追加

用語の適正化

高脂血症→脂質異常
症
に名称変更、また医療
計画の指標例としてあ
げられているため、大
分類に追加し、該当
コードの整理。

E15-E77, E79-E90

a-0702

その他の循環器系の疾患

a-0404 その他の内分泌，栄養及び代謝
疾患

a-0302 その他の血液及び造血器の疾
患並びに免疫機構の障害

その他の眼及び付属器の疾患

a-0205 D00-D48

E15-E90
E78

H00-H22, H27-H59

G00-G99

J00-J99の残り

J12-J18

J20-J21

D65-D89

良性新生物＜腫瘍＞及びその
他の新生物＜腫瘍＞

I01-I02.0, I05-I09, I27,
I30-I52 (I60-I69)

a-0906 I00, I02.9, I26, I28,
I70-I99

現行　・　専門委員会案
当該コード内の追加・削除

（ＷＨＯ勧告）等
修正提案理由大分類

コード
分　類　名 基本分類コード
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K12.3, K22.7,
K35.2, K35.3,
K35.8, K43.3,
K43.4, K43.5,
K43.6, K43.7,
K52.3, K64,
K85.0, K85.1,
K85.2, K85.3,
K85.8, K85.9

新規追加

K35.0, K35.1,
K35.9, K51.1

削除

L89.0, L89.1,
L89.2, L89.3,
L89.9

新規追加

L41.2 削除

a-1304 その他の筋骨格系及び結合組
織の疾患

M31.7, M79.7 新規追加

N18.1, N18.2,
N18.3, N18.4,
N18.5

新規追加

N18.0, N18.8 削除

a-1403 その他の腎尿路生殖器系の疾
患

N42.3 新規追加

a-1502 妊娠高血圧症候群 O14.2 新規追加

a-1504 その他の妊娠，分娩及び産じょく O43.2, O60.0,
O60.1, O60.2,
O60.3, O96.0,
O96.1, O96.9,
O97.0, O97.1,
O97.9, O98.7

新規追加

R26.3, R29.6,
R50.2, R50.8,
R57.2, R63.6,
R65, R95.0,
R95.9

新規追加

R50.0, R50.1 削除

a-1800 症状，徴候及び異常臨床所見・
異常検査所見で他に分類されな
いもの

R00-R99

a-1401

a-1200 皮膚及び皮下組織の疾患

a-1107

N00-N19

M00-M99の残り

K00-K93の残り

L00-L99

O20-O75, O81-O99

糸球体疾患，腎尿細管間質性疾
患及び腎不全

現行　・　専門委員会案

O10-O16

その他の消化器系の疾患

N00-N99の残り

当該コード内の追加・削除
（ＷＨＯ勧告）等

修正提案理由大分類
コード

分　類　名 基本分類コード

3 / 16 第４回社会保障審議会統計分科会疾病、傷害及び死因分類部会



a-1901 骨折 T14.2 追加

a-1902 その他の損傷，中毒及びその他
の外因の影響

T14.2 削除

a-2102 歯の補てつ Z46.4 削除

Z46.4 追加

Z58.7, Z92.6 新規追加

U06, U07,
U82, U83,
U84, U85

新規追加

U80, U81 削除

b-0101 腸管感染症 A00-A09 a-0101 A09.0, A09.9 新規追加

b-0104 皮膚及び粘膜の病変を伴うウイ
ルス性疾患

B00-B09 a-0103 用語の適正化

b-0105 ウイルス性肝炎 B15-B19 a-0105 B17.9 新規追加 用語の適正化

b-0106 その他のウイルス性肝炎 A80-A99,
B20-B34

a-0105 用語の適正化

b-0109 その他の感染症及び寄生虫症 A00-B99の
残り

a-0105 B98 新規追加

b-0200 新生物＜腫瘍＞ C00-D48 a-0200 用語の適正化

b-0201 胃の悪性新生物＜腫瘍＞ C16 a-0201 用語の適正化

b-0202 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞ C18 a-0202 用語の適正化

b-0203 直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸
の悪性新生物＜腫瘍＞

C19 a-0203 用語の適正化

b-0204 肝及び肝内胆管の悪性新生物
＜腫瘍＞

C22 a-0204 用語の適正化

Z46.4は、「歯の補て
つ」ではなく、「特定の
処置及び保健ケアの
ための保健サービス
の利用者」に分類し、
該当コードの整理

T14.2（骨折のコード）
を骨折の分類に含め、
骨折全体の分類とし、
該当する分類コードの
整理

疾病分類表（中分類）

a-2220 その他の特殊目的用コード

Z00-Z99の残り

S02,S12,S22,S32,S42,
S52,S62,S72,S82,S92,
T02,T08,T10,T12,
T14.2

U00-U99の残り

その他の健康状態に影響を及
ぼす要因及び保健サービスの利
用

Z46.3-Z46.4

S00-T98の残り

a-2103

基本分類
コード

現行　・　専門委員会案
大分類
コード

現行　・　専門委員会案
当該コード内の追加・削除

（ＷＨＯ勧告）等
修正提案理由大分類

コード
分　類　名 基本分類コード

当該コード内の追加・削除
（ＷＨＯ勧告）等

修正提案理由中分類
コード

分　類　名
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b-0205 気管、気管支及び肺の悪性新生
物＜腫瘍＞

C33-C34 a-0203 用語の適正化

b-0206 乳房の悪性新生物＜腫瘍＞ C50 a-0204 用語の適正化

b-0207 子宮の悪性新生物＜腫瘍＞ C53-C55 a-0204 用語の適正化

C81.4, C82.3,
C82.4, C82.5,
C82.6, C84.6,
C84.7, C84.8,
C84.9, C85.2,
C86

新規追加

C83.2, C83.4,
C83.6, C84.2,
C84.3, C85.0

削除

C91.6, C91.8,
C92.6, C92.8,
C93.3, C94.6

新規追加

C91.2, C93.2,
C94.1, C94.5,
C95.2

削除

C79.9, C80.0,
C80.9, C88.4,
C90.3, C96.4,
C96.5, C96.6,
C96.8

新規追加

C88.1, C96.1,
C96.3

削除

D46.5, D46.6,
D47.4, D47.5

新規追加 用語の適正化

D46.3 削除

D68.5, D68.6,
D89.3

新規追加

D75.2, D76.0 削除

b-0403  その他の内分泌，栄養及び代謝
 疾患脂質異常症

E15-E90
E78

a-0403 E15-E77,
E79-E90

削除

E15-E77,
E79-E90

追加

E88.3 新規追加

b-0209 白血病 C91-C95 a-0204

a-0404

a-0205D00-D48

高脂血症→脂質異常
症
に名称変更、また医療
計画の指標例としてあ
げられているため、中
分類に追加し、該当
コードの整理。

用語の適正化b-0210 その他の悪性新生物＜腫瘍＞ C00-C97の
残り

a-0204

b-0211

b-0208 悪性リンパ腫 C81-C85C86 a-0204

良性新生物及びその他の新生
物＜腫瘍＞

その他の内分泌，栄養及び代謝
疾患

その他の血液及び造血器の疾
患並びに免疫機構の障害

D65-D89

E15-E77,
E79-E90

a-0302b-0302

b-0404

修正提案理由中分類
コード

分　類　名
基本分類

コード

現行　・　専門委員会案
大分類
コード

当該コード内の追加・削除
（ＷＨＯ勧告）等
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b-0606 その他の神経系の疾患 G00-G99の
残り

a-0600 G14, G21.4 新規追加

H54.9 新規追加

H54.7 削除

b-0903 その他の心疾患 I01-I02.0,
I05-I09, I27,
I30-I52

a-903 I48.0, I48.1,
I48.2, I48.3,
I48.4, I48.9

新規追加

b-0910  痔核 I84 a-906 I84 削除

b-0912 その他の循環器系の疾患 I00-I99の残
り

a-0906 I72.5, I72.6,
I98.3

新規追加

b-1004 肺炎 J12-J18 a-1002 J12.3 新規追加

b-1005 急性気管支炎及び急性細気管
支炎

J20-J21 a-1003 J21.1 新規追加

b-1011 その他の呼吸器系の疾患 J00-J99の
残り

a-1006 J09 新規追加

b-1101 う蝕 K02 a-1101 K02.5 新規追加

b-1106 痔核 K64 a-1107 K64 新規追加

b-1106
b-1107

アルコール性肝疾患 K70 a-1106 項目追加によ
る中分類コー
ド変更

b-1107
b-1108

慢性肝炎（アルコール性のもの
を除く）

K73 a-1106 項目追加によ
る中分類コー
ド変更

b-1108
b-1109

肝硬変（アルコール性のものを
除く）

K74.3-K74.6 a-1106 項目追加によ
る中分類コー
ド変更

b-1109
b-1110

その他の肝疾患 K71-K72,
K74.0-K74.2,
K75-K77

a-1106 項目追加によ
る中分類コー
ド変更

b-1110
b-1111

胆石症及び胆のう炎 K80-K81 a-1107 項目追加によ
る中分類コー
ド変更

b-1111
b-1112

膵疾患 K85-K86 a-1107 K85.0, K85.1,
K85.2, K85.3,
K85.8, K85.9

新規追加

H00-H59の
残り

その他の眼及び付属器の疾患 a-0702b-0704

分　類　名
基本分類

コード

現行　・　専門委員会案
大分類
コード

当該コード内の追加・削除
（ＷＨＯ勧告）等

修正提案理由中分類
コード
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K12.3, K22.7,
K35.2, K35.3,
K35.8, K43.3,
K43.4, K43.5,
K43.6, K43.7,
K52.3

新規追加

K35.0, K35.1,
K35.9, K51.1

削除

L89.0, L89.1,
L89.2, L89.3,
L89.9

新規追加

L41.2 削除

b-1310 その他の筋骨格系及び結合組
織の疾患

M00-M99の
残り

a-1304 M31.7, M79.7 新規追加

N18.1, N18.2,
N18.3, N18.4,
N18.5

新規追加

N18.0, N18.8 削除

b-1406 その他の男性性器の疾患 N41-N51 a-1403 N42.3 新規追加

b-1502 妊娠高血圧症候群 O10-O16 a-1502 O14.2 新規追加

b-1504 その他の妊娠，分娩及び産じょく O20-O75,
O81-O99

a-1504 O43.2, O60.0,
O60.1, O60.2,
O60.3, O96.0,
O96.1, O96.9,
O97.0, O97.1,
O97.9, O98.7

新規追加

R26.3, R29.6,
R50.2, R50.8,
R57.2, R63.6,
R65, R95.0,
R95.9

新規追加

R50.0, R50.1 削除

当該コード内の追加・削除
（ＷＨＯ勧告）等

基本分類
コード

修正提案理由

a-1800R00-R99b-1800

その他の皮膚及び皮下組織の
疾患

L10-L14,
L40-L99

腎不全

b-1112
b-1113

その他の消化器系の疾患 K00-K93の
残り

b-1402

分　類　名
中分類
コード

症状，徴候及び異常臨床所見・
異常検査所見で他に分類されな
いもの

現行　・　専門委員会案

b-1203

N17-N19 a-1401

a-1107

a-1200

大分類
コード
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b-1901 骨折 S02,S12,S22,
S32,S42,S52,
S62,S72,S82,
S92,T02,T08,
T10,T12,
T14.2

a-1901 T14.2 追加 T14.2（骨折のコード）
を骨折の分類に含め、
骨折全体の分類とし、
該当する分類コードの
整理

b-1905 その他の損傷及びその他の外
因の影響

S00-T98の
残り

a-1902 T14.2 削除

b-2104 歯の補てつ Z46.3-Z46.4
Z46.3

a-2102 Z46.4 削除

b-2105 特定の処置（歯の補てつを除く）
及び保健ケアのための保健サー
ビスの利用者

Z40-
Z46.2,Z46.5-
Z54 Z46.4-
Z54

a-2103 Z46.4 追加

b-2106 その他の理由による保健サービ
スの利用者

Z00-Z99の
残り

a-2103 Z58.7, Z92.6 新規追加

U06, U07,
U82, U83,
U84, U85

新規追加

U80, U81 削除

c-0102 感染症と推定される下痢及び胃
腸炎

A09 b-0101 A09.0, A09.9 新規追加

c-0117 Ｂ型ウイルス性肝炎 B16-B17.0,
B18.0-B18.1

b-0105 用語の適正化

c-0118 Ｃ型ウイルス性肝炎 B17.1, B18.2 b-0105 用語の適正化

c-0119 その他のウイルス性肝炎 B15-B19の
残り

b-0105 B17.9 新規追加 用語の適正化

c-0128 その他の感染症及び寄生虫症 A00-B99の
残り

b-0109 B98 新規追加

c-0200 新生物＜腫瘍＞ C00-D48 b-0200 用語の適正化

c-0201 口唇、口腔及び咽頭の悪性新生
物＜腫瘍＞

C00-C14 b-0210 用語の適正化

c-0202 食道の悪性新生物＜腫瘍＞ C15 b-0210 用語の適正化

Z46.4は、「歯の補て
つ」ではなく、特定の処
置及び保健ケアのた
めの保健サービスの
利用者」に分類し、該
当コードの整理

中分類
コード

b-2220 a-2220

現行　・　専門委員会案
大分類
コード

疾病分類表（小分類）
現行　・　専門委員会案

その他の特殊目的用コード U00-U99の
残り

分　類　名
基本分類

コード

当該コード内の追加・削除
（ＷＨＯ勧告）等

修正提案理由中分類
コード

分　類　名
基本分類

コード

当該コード内の追加・削除
（ＷＨＯ勧告）等

修正提案理由小分類
コード
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c-0203 胃の悪性新生物＜腫瘍＞ C16 b-0201 用語の適正化

c-0204 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞ C18 b-0202 用語の適正化

c-0205 直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸
の悪性新生物＜腫瘍＞

C18 b-0203 用語の適正化

c-0206 肛門及び肛門管の悪性新生物
＜腫瘍＞

C21 b-0210 用語の適正化

c-0207 肝及び肝内胆管の悪性新生物
＜腫瘍＞

C22 b-0204 用語の適正化

c-0208 胆のう及びその他の胆道の悪性
新生物＜腫瘍＞

C23-C24 b-0210 用語の適正化

c-0209 膵の悪性新生物＜腫瘍＞ C25 b-0210 用語の適正化

c-0210 その他の消化器の悪性新生物
＜腫瘍＞

C17, C26 b-0210 用語の適正化

c-0211 喉頭の悪性新生物＜腫瘍＞ C32 b-0210 用語の適正化

c-0212 気管、気管支及び肺の悪性新生
物＜腫瘍＞

C33-C34 b-0205 用語の適正化

c-0213 その他の呼吸器及び胸腔内臓
器の悪性新生物＜腫瘍＞

C30-C31,
C37-C39

b-0210 用語の適正化

c-0214 骨及び関節軟骨の悪性新生物
＜腫瘍＞

C40-C41 b-0210 用語の適正化

c-0216 その他の皮膚の悪性新生物＜
腫瘍＞

C44 b-0210 用語の適正化

c-0217 中皮及び軟部組織の悪性新生
物＜腫瘍＞

C45-C49 b-0210 用語の適正化

c-0218 乳房の悪性新生物＜腫瘍＞ C50 b-0206 用語の適正化

c-0219 子宮頚（部）の悪性新生物＜腫
瘍＞

C53 b-0207 用語の適正化

c-0220 子宮体（部）の悪性新生物＜腫
瘍＞

C54 b-0207 用語の適正化

修正提案理由基本分類
コード

小分類
コード

分　類　名

現行　・　専門委員会案
中分類
コード

当該コード内の追加・削除
（ＷＨＯ勧告）等
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c-0221 子宮の部位不明の悪性新生物
＜腫瘍＞

C55 b-0207 用語の適正化

c-0222 卵巣の悪性新生物＜腫瘍＞ C56 b-0210 用語の適正化

c-0223 その他の女性生殖器の悪性新
生物＜腫瘍＞

C51-C52,
C57-C58

b-0210 用語の適正化

c-0224 前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞ C61 b-0210 用語の適正化

c-0225 その他の男性生殖器の悪性新
生物＜腫瘍＞

C60, C62-
C63

b-0210 用語の適正化

c-0226 腎及び腎盂の悪性新生物＜腫
瘍＞

C64-C65 b-0210 用語の適正化

c-0227 膀胱の悪性新生物＜腫瘍＞ C67 b-0210 用語の適正化

c-0228 その他の尿路の悪性新生物＜
腫瘍＞

C66, C68 b-0210 用語の適正化

c-0229 眼及び付属器の悪性新生物＜
腫瘍＞

C69 b-0210 用語の適正化

c-0230 中枢神経系の悪性新生物＜腫
瘍＞

C70-C72,
C75.1-C75.3

b-0210 用語の適正化

c-0231 甲状腺の悪性新生物＜腫瘍＞ C73 b-0210 用語の適正化

c-0232 ホジキン 病リンパ腫 C81 b-0208 C81.4 新規追加

C82.3, C82.4,
C82.5, C82.6,
C84.6, C84.7,
C84.8, C84.9,
C85.2, C86

新規追加

C83.2, C83.4,
C83.6, C84.2,
C84.3, C85.0

削除

C91.6, C91.8,
C92.6, C92.8,
C93.3, C94.6

新規追加

C91.2, C93.2,
C94.1, C94.5,
C95.2

削除

b-0209

C82-C85C86 b-0208

現行　・　専門委員会案
中分類
コード

c-0234 白血病 C91-C95

c-0233 非ホジキンリンパ腫

当該コード内の追加・削除
（ＷＨＯ勧告）等

修正提案理由小分類
コード

分　類　名
基本分類

コード
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C88.4, C90.3,
C96.4, C96.5,
C96.6, C96.8

新規追加

C88.1, C96.1,
C96.3

削除

c-0236 その他の悪性新生物＜腫瘍＞ C00-C97の
残り

b-0210 C79.9, C80.0,
C80.9

新規追加 用語の適正化

c-0238 その他の上皮内新生物＜腫瘍
＞

D00-D05,
D07-D09

b-0211 用語の適正化

c-0239 皮膚の良性新生物＜腫瘍＞ D22-D23 b-0211 用語の適正化

c-0240 乳房の良性新生物＜腫瘍＞ D24 b-0211 用語の適正化

c-0242 卵巣の良性新生物＜腫瘍＞ D27 b-0211 用語の適正化

c-0243 腎尿路の良性新生物＜腫瘍＞ D30 b-0211 用語の適正化

c-0244 中枢神経系のその他の良性新
生物＜腫瘍＞

D32-D33,
D35.2-D35.4,
D42-D43,
D44.3-D44.5

b-0211 用語の適正化

D46.5, D46.6,
D47.4, D47.5

新規追加 用語の適正化

D46.3 削除

D68.5, D68.6 新規追加

D75.2, D76.0 削除

c-0304 免疫機構の障害 D80-D89 b-0302 D89.3 新規追加

c-0404  インスリン依存性糖尿病１型糖
尿病

E10 b-0402 項目名変更 委員からの意見による
修正

c-0405  インスリン非依存性糖尿病２型
糖尿病

E11 b-0402 項目名変更 委員からの意見による
修正

c-0407 卵巣機能障害 E28 b-0403
b-0404

c-0408 栄養失調（症）及びビタミン欠乏
症

E40-E46,
E50-E56

b-0403
b-0404

用語の適正化

その他の新生物＜腫瘍＞ D00-D48の
残り

b-0211

c-0303 出血性の病態並びにその他の
血液及び造血器の疾患

b-0210

D65-D77 b-0302

その他のリンパ組織，造血組織
及び関連組織の悪性新生物＜
腫瘍＞

C88-C90,
C96

分　類　名
基本分類

コード

現行　・　専門委員会案
中分類
コード

当該コード内の追加・削除
（ＷＨＯ勧告）等

修正提案理由小分類
コード

c-0235

c-0245
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c-0409 肥満（症） E66 b-0403
b-0404

c-0410  高脂血症脂質異常症 E78.0-E78.5
E78

b-0403 E78.6-E78.9 追加 高脂血症→脂質異常
症
に名称変更、また医療
計画の指標例としてあ
げられているため、大
分類に追加し、該当c-0411 体液量減少（症） E86 b-0403

b-0404

E88.3 新規追加

E78.6-E78.9 削除

c-0614 その他の神経系の疾患 G00-G99の
残り

b-0606 G14, G21.4 新規追加

H54.9 新規追加

H54.7 削除

c-0914 不整脈及び伝導障害 I44-I49 b-903 I48.0, I48.1,
I48.2, I48.3,
I48.4, I48.9

新規追加

c-0927 その他の動脈，細動脈及び毛細
血管の疾患

I72, I77-I79 b-0912 I72.5, I72.6 新規追加

c-0930  痔核 I84 b-910 I84 削除

c-0933 その他の循環器系の疾患 I00-I99の残
り

b-0912 I98.3 新規追加

c-1006 インフルエンザ J10J09-J11 b-1011 J09 新規追加

c-1007 肺炎 J12-J18 b-1004 J12.3 新規追加

c-1009 急性細気管支炎 J21 b-1005 J21.1 新規追加

c-1022 その他の呼吸器系の疾患 J00-J99の
残り

b-1011 J09 新規追加

c-1101 う蝕 K02 b-1101 K02.5 新規追加

c-1104 口内炎及び関連疾患 K12 b-1112
b-1113

K12.3 新規追加

c-1110 その他の食道，胃及び十二指腸
の疾患

K20-K23,
K28, K30-
K31

b-1112
b-1113

K22.7 新規追加

K35.2, K35.3,
K35.8

新規追加

K35.0, K35.1,
K35.9

削除

b-0704

その他の内分泌，栄養及び代謝
疾患

 盲〈失明〉及び低視力両眼性及
び単眼性視覚障害（盲を含む）

現行　・　専門委員会案
中分類
コード

虫垂の疾患 K35-K38 b-1112
b-1113

c-0412

c-0711 H54

E00-E90の
残り

c-1111

b-0403
b-0404

当該コード内の追加・削除
（ＷＨＯ勧告）等

修正提案理由小分類
コード

分　類　名
基本分類

コード
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c-1112  鼡鼠径ヘルニア K40 b-1112
b-1113

用語の適正化

c-1113 その他のヘルニア K41-K46 b-1112
b-1113

K43.3, K43.4,
K43.5, K43.6,
K43.7

新規追加

c-1115 潰瘍性大腸炎 K51 b-1112
b-1113

K51.1 削除

c-1120 痔核 K64 b-1106 K64 新規追加

c-1120
c-1121

その他の胃腸の疾患 K52, K55,
K57, K59.1-
K59.9, K61-
K63

b-1113 K52.3 新規追加

c-1121
c-1122

腹膜の疾患 K65-K67 b-1112
b-1113

項目追加によ
る小分類コー
ド変更

c-1122
c-1123

アルコール性肝疾患 K70 b-1106
b-1107

項目追加によ
る小分類コー
ド変更

c-1123
c-1124

慢性肝炎（アルコール性の者を
除く）

K73 b-1107
b-1108

項目追加によ
る小分類コー
ド変更

c-1124
c-1125

肝硬変（アルコール性のものを
除く）

K74.3-K74.6 b-1108
b-1109

項目追加によ
る小分類コー
ド変更

c-1125
c-1126

その他の肝疾患 K71-K72,
K74.0-K74.2,
K75-K77

b-1109
b-1110

項目追加によ
る小分類コー
ド変更

c-1126
c-1127

胆石症 K80 b-1110
b-1111

項目追加によ
る小分類コー
ド変更

c-1127
c-1128

胆のう炎 K81 b-1110
b-1111

項目追加によ
る小分類コー
ド変更

c-1128
c-1129

急性膵炎 K85 b-1111
b-1112

K85.0, K85.1,
K85.2, K85.3,
K85.8, K85.9

新規追加

c-1129
c-1130

慢性膵炎 K86.0-K86.1 b-1111
b-1112

項目追加によ
る小分類コー
ド変更

c-1130
c-1131

その他の膵疾患 K86.2-K86.9 b-1111
b-1112

項目追加によ
る小分類コー
ド変更

c-1131
c-1132

その他の消化器系の疾患 K82-K83,
K87-K93

b-1112
b-1113

項目追加によ
る小分類コー
ド変更

現行　・　専門委員会案
中分類
コード

当該コード内の追加・削除
（ＷＨＯ勧告）等

修正提案理由小分類
コード

分　類　名
基本分類

コード

13 / 16 第４回社会保障審議会統計分科会疾病、傷害及び死因分類部会



c-1205 乾せん及びその他の丘疹落せ
つ性障害

L40-L45 b-1203 L41.2 削除

c-1212 その他の皮膚及び皮下組織の
疾患

L00-L99の
残り

b-1203 L89.0, L89.1,
L89.2, L89.3,
L89.9

新規追加

c-1312 その他の全身性結合組織障害 M30-M31,
M33-M34,
M35.1,
M35.3-M36

b-1310 M31.7 新規追加

c-1319 軟部組織障害 M60-M73,
M76-M79

b-1310 M79.7 新規追加

N18.1, N18.2,
N18.3, N18.4,
N18.5

新規追加

N18.0, N18.8 削除

c-1411 その他の男性性器の疾患 N41-N51 b-1406 N42.3 新規追加

c-1504 妊娠高血圧症候群 O10-O16 b-1502 O14.2 新規追加

c-1507 その他の胎児及び羊膜腔に関
連する母体のケア並びに予想さ
れる分娩の諸問題

O30-O43,
O47-O48

b-1504 O43.2 新規追加

c-1508 切迫早産及び早産 O60 b-1504 O60.0, O60.1,
O60.2, O60.3

新規追加

c-1512 主として産じょくに関連する合併
症及びその他の産科的病態，他
に分類されないもの

O85-O99 b-1504 O96.0, O96.1,
O96.9, O97.0,
O97.1, O97.9,
O98.7

新規追加

R50.2, R50.8 新規追加

R50.0, R50.1 削除

c-1806 その他の症状，徴候及び異常臨
床所見・異常検査所見で他に分
類されないもの

R00-R99の
残り

b-1800 R26.3, R29.6,
R57.2, R63.6,
R65, R95.0,
R95.9

新規追加

N18 b-1402

c-1803 その他の原因による熱及び不明
熱

R50 b-1800

c-1405 慢性 腎不全腎臓病

現行　・　専門委員会案
中分類
コード

当該コード内の追加・削除
（ＷＨＯ勧告）等

修正提案理由小分類
コード

分　類　名
基本分類

コード
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c-1905 多部位及び部位不明の骨折 T02, T14.2 b-1901 T14.2 追加 T14.2（骨折のコード）
を骨折の分類に含め、
骨折全体の分類とし、
該当する分類コードの
整理

c-1906  明示された部位及び多部位の脱
臼，捻挫及びストレイン

S03,S13,S23,
S33,S43,S53,
S63,S73,S83,
S93,T03,
T14.3

b-1905 T14.3 追加 現行の小分類に、部
位不明の分類「脱臼、
捻挫およびストレイン
(T14.3)」も含め、該当
するコード分類の整理

c-1910  明示された部位及び多部位の挫
滅損傷及び外傷性切断

S07-
S08,S17-
S18,S28,S38,
S47-
S48,S57-
S58,S67-
S68,S77-
S78,S87-
S88,S97-
S98,T04-
T05, T14.7

b-1905 T14.7 追加 現行の小分類に、部
位不明の分類「挫滅損
傷および外傷性切断
(T14.7)」も含め、該当
するコード分類の整理

c-1911 その他の明示された部位，部位
不明及び多部位の損傷

S00-
S01,S04,S09
-S11,S14-
S16,S19-
S21,S24-
S25,S29-
S31,S34-
S35,S39-
S41,S44-
S46,S49-
S51,S54-
S56,S59-
S61,S64-
S66,S69-
S71,S74-
S76,S79-
S81,S84-
S86,S89-
S91,S94-
S96, S99,
T00-T01,
T06-T07,
T09, T11,
T13-T14
T13, T14.1,
T14.4-T14.6,
T14.8, T14.9

b-1905 T14.2, T14.3,
T14.7

削除 「部位不明の骨折」「部
位不明の脱臼、捻挫
およびストレイン」「部
位不明の挫滅損傷お
よび外傷性切断」の
コード整理

現行　・　専門委員会案
中分類
コード

当該コード内の追加・削除
（ＷＨＯ勧告）等

修正提案理由小分類
コード

分　類　名
基本分類

コード
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c-2109 歯の補てつ Z46.3-Z46.4 b-2104 Z46.4 削除

c-2110 特定の処置（歯の補てつを除く）
及び保健ケアのための保健サー
ビスの利用者

Z40-
Z46.2,Z46.5-
Z54 Z46.4-
Z54

b-2105 Z46.4 追加

c-2112 その他の理由による保健サービ
スの利用者

Z55-Z99.1,
Z99.3-Z99.9

b-2106 Z58.7, Z92.6 新規追加

U06, U07,
U82, U83,
U84, U85

新規追加

U80, U81 削除

現行　・　専門委員会案
中分類
コード

当該コード内の追加・削除
（ＷＨＯ勧告）等

修正提案理由小分類
コード

分　類　名
基本分類

コード
Z46.4は、「歯の補て
つ」ではなく、特定の処
置及び保健ケアのた
めの保健サービスの
利用者」に分類し、該
当コードの整理

c-2220 その他の特殊目的用コード U00-U99の
残り

b-2220
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