
形態、番号順リスト 

116 ページ 下から 7 行目 左段 

新規コード追加 8077／0 扁平上皮内腫瘍、低異型度 

追加        扁平上皮内腫瘍、Ⅰ度 

〃        扁平上皮内腫瘍、Ⅱ度 

〃  肛門上皮内腫瘍、低異型度 (C21.1)  

〃       子宮頚（部）上皮内腫瘍、低異型度 (C53._)  

〃     食道扁平上皮腫瘍（異形成）、低異型度 (C15._) 

 

116 ページ 下から 9 行目 右段 

新規コード追加 8077／0 Squamous intraepithelial neoplasia, low grade  

追加      Squamous intraepithelial neoplasia, grade I 

〃       Squamous intraepithelial neoplasia, grade II 

〃     Anal intraepithelial neoplasia, low grade (C21.1)  

〃    Cervical intraepithelial neoplasia, low grade (C53._) 

 〃    Esophageal squamous intraepithelial neoplasia  

     (dysplasia), low grade (C15._)  

 

116 ページ 下から 6 行目 左段 

第一選択用語変更 8077／2 扁平上皮内腫瘍、Ⅲ度 扁平上皮内腫瘍、高異型度 

同義語に変更      扁平上皮内腫瘍、Ⅲ度 

変更なし       子宮頚上皮内腫瘍，Ⅲ度 (C53._) 

〃          CIN，Ⅲ，NOS (C53._) 

〃          CIN，Ⅲ，高度異形成を伴う (C53._) 

〃        腟上皮内腫瘍，Ⅲ度 (C52._)※2 

〃          VAIN，Ⅲ (C52._) 

〃        外陰上皮内腫瘍，Ⅲ度 (C51._)※2 

〃          VIN，Ⅲ (C51._) 

〃        肛門上皮内腫瘍，Ⅲ度 (C21.1)※2 

〃       AIN，Ⅲ (C21.1) 

同等語追加     食道扁平上皮内腫瘍（異形成）、高異軽度 (C15._) 

 

116 ページ 下から 8 行目 右段 

第一選択用語変更 8077／2 Squamous intraepithelial neoplasia, grade III  

   Squamous intraepithelial neoplasia, high grade 

資料３－２ 



同義語に変更   Squamous intraepithelial neoplasia, grade III 

変更なし   Cervical intraepithelial neoplasia, gradeIII 

〃      CIN III, NOS (C53._) 

〃      CIN III with severe dysplasia (C53._) 

〃    Vaginal intraepithelial neoplasia,  

    gradeIII (C52._)※2 

〃      VAIN III (C52._) 

〃    Vulvar intraepithelial neoplasia,  

    gradeIII (C51._)※2 

〃      VIN III (C51._) 

〃        Anal intraepithelial neoplasia, gradeIII (C21.1)※2 

〃       AIN III (C21.1) 

同等語追加     Esophageal squamous intraepithelial neoplasia  

       (dysplasia), high grade (C15._) 

 

120 ページ 下から 10 行目 左段 

新規コード追加 8148／0 上皮内腺腫瘍、低異型度 

追加    上皮内腺腫瘍、Ⅰ度 

〃    上皮内腺腫瘍、Ⅱ度 

〃   胆道上皮内腫瘍、低異型度 

〃   食道腺上皮異形成（上皮内腫瘍）、低異型度 (C16._) 

 

120 ページ 下から 12 行目 右段 

新規コード追加 8148／0 Glandular intraepithelial neoplasia, low grade 

追加    Glandular intraepithelial neoplasia, grade I 

〃    Glandular intraepithelial neoplasia, grade II 

〃   Biliary intraepithelial neoplasia, low grade  

〃   Esophageal glandular dysplasia 

   (intraepithelial neoplasia), low grade (C16._)  

 

120 ページ 下から 9 行目 左段 

第一選択用語変更 8148／2  上皮内腺腫瘍、Ⅲ度 上皮内腺腫瘍、高異型度  

同義語に変更   上皮内腺腫瘍、Ⅲ度 

同義語追加    扁平上皮内腫瘍、高異型度 

変更なし  前立腺上皮内腫瘍，Ⅲ度（C61.9）※1 

〃    PIN Ⅲ（C61.9）※1 



同等語追加  扁平腺上皮内腫瘍、高異型度 (C24.1)  

同等語の同義語追加   扁平上皮内腫瘍（異形成）、高異型度 (C24.1) 

同等語追加  胆道上皮内腫瘍、高異型度  

同等語の同義語追加   胆道上皮内腫瘍、Ⅲ度 (BilIN-3) 

同等語追加  食道腺上皮異形成（上皮内腫瘍）、高異型度 (C16._) 

同等語の同義語追加   食道上皮内腫瘍、高異型度 (C16._) 

 

120 ページ 下から 11 行目 右段 

第一選択用語変更 8148／2  Glandular intraepithelial neoplasia, grade III 

   Glandular intraepithelial neoplasia, high grade  

同義語に変更   Glandular intraepithelial neoplasia, grade III 

同義語追加    Flat intraepithelial neoplasia, high grade 

変更なし  Prostatic intraepithelial neoplasia, grade III 

   (C61.9)※1 

〃    PIN III (C61.9）※1 

同等語追加  Flat intraepithelial glandular neoplasia,  

   high grade (C24.1) 

同等語の同義語追加   Flat intraepithelial neoplasia (dysplasia),  

    high grade (C24.1) 

同等語追加  Biliary intraepithelial neoplasia, high grade 

同等語の同義語追加   Biliary intraepithelial neoplasia,  

    grade 3 (BilIN-3) 

同等語追加  Esophageal glandular dysplasia 

   (intraepithelial neoplasia), high grade (C16._) 

同等語の同義語追加   Esophageal intraepithelial neoplasia,  

    high grade (C16._) 

 

120 ページ 下から 5 行目 左段 

第一選択用語変更 8150／0 島細胞腺腫 (C25._) 膵内分泌腫瘍，良性 (C25._) 

同義語に変更   島細胞腺腫 (C25._) 

変更なし   島細胞腫瘍，良性 (C25._) 

〃    膵島細胞腫 (C25._) 

〃  島細胞腺腫症 (C25._)※2 

同等語追加  膵微小腺腫 (C25._) 

 

120 ページ 下から 5 行目 右段 



第一選択用語変更 8150／0 Islet cell adenoma (C25._)   

   Pancreatic endocrine tumor, NOS (C25._) 

同義語に変更   Islet cell adenoma (C25._) 

変更なし   Islet cell tumor, benign (C25._) 

〃    Nesidioblastoma (C25._) 

〃   Islet cell adenomatosis (C25._) 

同等語追加  Pancreatic microadenoma (C25._) 

 

120 ページ 下から 1 行目 左段 

第一選択用語変更 8150／1 島細胞腫瘍、NOS (C25._)※2 

   膵内分泌腫瘍、NOS (C25._) 

同義語に変更   島細胞腫瘍、NOS (C25._) 

 

120 ページ 下から 1 行目 右段 

第一選択用語変更 8150／1 Islet cell tumor, NOS (C25._) 

   Pancreatic endocrine tumor, NOS (C25._) 

同義語に変更   Islet cell tumor, NOS (C25._) 

 

121 ページ 1 行目 左段 

第一選択用語変更 8150／3 島細胞癌 (C25._)  膵内分泌腫瘍、悪性 

同義語に変更   島細胞癌 (C25._) 

変更なし   島細胞腺癌 (C25._) 

同等語追加  膵内分泌腫瘍、非機能性 

 

121 ページ 1 行目 右段 

第一選択用語変更 8150／3 Islet cell carcinoma (C25._)   

   Pancreatic endocrine tumor, malignant 

同義語に変更   Islet cell carcinoma (C25._) 

変更なし   Islet cell adenocarcinoma (C25._) 

同等語追加  Pancreatic endocrine tumor, nonfunctioning 

 

121 ページ 7 行目 左段 

用語変更 8152／1 グルカゴノーマ，NOS (C25._)※6  

   腸グルカゴン腫瘍，NOS (C25._) 

変更なし   アルファ細胞腫瘍，NOS (C25._)※2 

同等語追加  L 細胞腫瘍 



〃   グルカゴン様ペプチド産生腫瘍 

〃   パンクレアチックペプチドとパンクレアチック 

   ペプチド様ペプチドを伴うチロシンアミノ産生腫瘍 

同等語の同義語追加   PP/PYY 産生腫瘍 

 

121 ページ 7 行目 右段 

用語変更 8152／1 Glucagonoma, NOS (C25._)※6 

   Enteroglucagonoma, NOS (C25._) 

変更なし   Alpha cell tumor, NOS (C25._)※2 

同等語追加  L-cell tumor 

〃   Glucagon-like peptide-producing tumor 

〃   Pancreatic peptide and pancreatic peptide-like 

   peptide within terminal tyrosine amide producing 

   tumor 

同等語の同義語追加   PP/PYY producing tumor 

 

121 ページ 9 行目 左段 

用語変更 8152／3 グルカゴノーマ，悪性 (C25._)  

   腸グルカゴン腫瘍，悪性 (C25._) 

変更なし   アルファ細胞腫瘍，悪性 (C25._) 

 

121 ページ 9 行目 右段 

用語変更 8152／3 Glucagonoma，malignant (C25._)  

   Enteroglucagonoma, malignant (C25._) 

変更なし   Alpha cell tumor，malignant (C25._) 

 

121 ページ 17 行目 左段 

第一選択用語変更 8154／3 島細胞・外分泌細胞混合腺癌 (C25._) 

   膵内分泌・外分泌細胞混合腫瘍、悪性 (C25._) 

変更なし   小葉・内分泌混合癌 (C25._)※2 

〃   導管・内分泌混合癌 (C25._)※2 

同等語追加  内分泌・外分泌細胞混合腺癌 (C25._) 

同等語の同義語   島細胞・外分泌細胞混合腺癌 (C25._) 

に変更 

同等語追加  小葉・内分泌・導管混合癌 

 



121 ページ 17 行目 右段 

第一選択用語変更 8154／3 Mixed islet cell and exocrine adenocarcinoma (C25._)  

   Mixed pancreatic endocrine and exocrine tumor,  

   malignant (C25._) 

変更なし   Mixed acinar-endocrine carcinoma (C25._)※2 

〃   Mixed ductal-endocrine carcinoma (C25._) ※2 

同等語追加  Mixed endocrine and exocrine adenocarcinoma  

   (C25._) 

同等語の同義語   Mixed islet cell and exocrine adenocarcinoma 

に変更    (C25._) 

同等語追加  Mixed acinar-endocrine-ductal carcinoma 

 

121 ページ 下から 8 行目 左段 

コード削除 8157／1 腸グルカゴン腫瘍、NOS※1 （8152／1 へ） 

 

121 ページ 下から 11 行目 右段 

コード削除 8157／1 Enteroglucagonoma, NOS※1 (to 8152／1) 

 

121 ページ 下から 7 行目 左段 

コード削除 8157／3 腸グルカゴン腫瘍、悪性※1 （8152／3 へ） 

 

121 ページ 下から 10 行目 右段 

コード削除 8157／3 Enteroglucagonoma, malignant※1 (to 8152／3) 

 

121 ページ 下から 6 行目 左段 

新規コード追加 8158／1 機能性内分泌腫瘍、NOS 

追加   ACTH 産生腫瘍 

 

121 ページ 下から 10 行目 右段 

新規コード追加 8158／1 Endocrine tumor, functioning, NOS 

追加   ACTH-producing tumor 

 

122 ページ 2 行目 左段 

新規コード追加 8163／0 膵胆管腫瘍、非浸潤性 

追加    低度異形成を伴う非浸潤性乳頭状膵胆管腫瘍 

〃    低度異型度上皮内腫瘍を伴う非浸潤性乳頭状 



    膵胆管腫瘍 

 

122 ページ 2 行目 右段 

新規コード追加 8163／0 Pancreatobiliary neoplasm, non-invasive 

追加    Noninvasive pancreatobiliary papillary neoplasm  

    with low grade dysplasia 

〃    Noninvasive pancreatobiliary papillary neoplasm  

    with low grade intraepithelial neoplasia 

 

122 ページ 2 行目 左段 

新規コード追加 8163／2 高度異型度上皮内腫瘍を伴う乳頭状腫瘍， 

   膵胆管型 (C24.1) 

追加    高度異形成を伴う非浸潤性乳頭状膵胆管腫瘍  

    (C24.1) 

〃    高度異型度上皮内腫瘍を伴う非浸潤性乳頭状 

    膵胆管腫瘍 (C24.1) 

 

122 ページ 2 行目 右段 

新規コード追加 8163／2 Papillary neoplasm, pancreatobiliary-type, with high  

   grade intraepithelial neoplasia (C24.1) 

追加    Noninvasive pancreatobiliary papillary neoplasm 

    with high grade dysplasia (C24.1) 

〃    Noninvasive pancreatobiliary papillary neoplasm 

    with high grade intraepithelial neoplasia (C24.1) 

 

122 ページ 2 行目 左段 

新規コード追加 8163／3 膵胆管型癌 (C24.1) 

追加    膵胆管型腺癌 (C24.1) 

 

122 ページ 2 行目 右段 

新規コード追加 8163／3 Pancreatobiliary-type carcinoma (C24.1) 

追加    Adenocarcinoma, pancreatobiliary type (C24.1) 

 

123 ページ 2 行目 左段 

変更なし 8201／3 篩状癌，NOS (C50._) 

〃    管状癌，篩状型 (C50._)※2 



同等語追加  篩状面皰型癌 (C18._, C19.9, C20.9) 

同等語の同義語追加   腺癌、篩状面皰型 (C18._, C19.9, C20.9) 

 

123 ページ 2 行目 右段 

変更なし 8201／3 Cribriform carcinoma, NOS 

〃    Ductal carcinoma, cribriform type (C50._)※2 

同等語追加  Cribriform comedo-type carcinoma 

    (C18._, C19.9, C20.9) 

同等語の同義語追加   Adenocarcinoma, cribriform comedo-type 

     (C18._, C19.9, C20.9) 

 

123 ページ 下から 9 行目 左段 

変更なし 8213／0 鋸歯状腺腫 (C18._)※1 

同義語追加   従来型鋸歯状腺腫 

変更なし   腺腫性・過形成混合ポリープ (C18._)※1 

同等語追加  無茎性鋸歯状腺腫 

〃   無茎性鋸歯状ポリープ 

〃   従来型無茎性鋸歯状腺腫 

 

123 ページ 下から 12 行目 右段 

変更なし 8213／0 Serrated adeoma (C18._)※1 

同義語追加   Traditional serrated adenoma 

変更なし   Mixed adenomatous and hyperplastic polyp 

    (C18._)※1 

同等語追加  Sessile serrated adenoma 

〃   Sessile serrated polyp 

〃   Traditional sessile serrated adenoma 

 

123 ページ 下から 7 行目 左段 

新規コード追加 8213／3 鋸歯状腺癌 

 

123 ページ 下から 10 行目 右段 

新規コード追加 8213／3 Serrated adenocarcinoma 

 

124 ページ 11 行目 左段 

変更なし 8240／1 悪性度不詳のカルチノイド腫瘍※2 



性状コード変更  カルチノイド腫瘍，NOS，虫垂 (C18.1) 

のため削除 

性状コード変更   虫垂カルチノイド腫瘍，NOS (C18.1) 

のため削除 

変更なし  カルチノイド腫瘍，銀親和性，NOS※3 

〃   銀親和性細胞腫，NOS[oba]※3 

 

124 ページ 15 行目 右段 

変更なし 8240／1 Carcinoid tumor of uncertain malignant potential※2 

性状コード変更  Carcinoid tumor, NOS, of appendix (C18.1) 

のため削除 

性状コード変更   Carcinoid, NOS, of appendix (C18.1) 

のため削除 

変更なし  Caricinoid tumor, argentaffin, NOS※3 

〃   Argentaffinoma, NOS [obs]※3 

 

124 ページ 16 行目 左段 

用語変更 8240／3 カルチノイド腫瘍，NOS（虫垂 M-8240／1 を除く） 

〃    カルチノイド，NOS（虫垂 M-8240／1 を除く） 

変更なし  定型的カルチノイド※2 

〃   気管支腺腫，カルチノイド (C34._) 

同等語追加  神経内分泌腫瘍、異型度Ⅰ 

〃   神経内分泌癌、低異型度 

〃   神経内分泌癌、高分化 

 

124 ページ 22 行目 右段 

用語変更 8240／3 Carcinoid tumor, NOS (except of appendix M-8240/1) 

〃    Carcinoid, NOS (except of appendix M-8240/1) 

変更なし  Typical carcinoid※2 

〃   Bronchial adenoma, carcinoid (C34._) 

同等語追加  Neuroendocrine tumor, grade 1 

〃   Neuroendocrine carcinoma, low grade 

〃   Neuroendocrine carcinoma, well-differentiated 

 

124 ページ 下から 2 行目 左段 

第一選択用語変更 8244／3 複合カルチノイド 腺神経内分泌癌 



同義語に変更   複合カルチノイド 

変更なし   カルチノイドと腺癌の複合癌 

〃    カルチノイド腺癌混合癌※2 

同義語追加   カルチノイドと腺癌の混合癌 

〃    MANEC 

 

124 ページ 下から 3 行目 右段 

第一選択用語変更 8244／3 Composite carcinoid  

   Mixed adenoneuroendocrine carcinoma 

同義語に変更   Composite carcinoid 

変更なし   Conbined carcinoid and adenocarcinoma 

〃    Mixed carcinoid-adenocarcinoma※2 

同義語追加   Combined/mixed carcinoid and adenocarcinoma 

〃    MANEC 

 

125 ページ 9 行目 左段 

変更なし 8249／3 異型カルチノイド腫瘍※1 

同義語追加   神経内分泌腫瘍、異型度Ⅱ 

同等語追加  神経内分泌癌、中分化 

 

125 ページ 10 行目 右段 

変更なし 8249／3 Atypical carcinoid tumor※1 

同義語追加   Neuroendocrine tumor, grade 2 

同等語追加   Neuroendocrine carcinoma, moderately  

    differentiated 

 

126 ページ 11 行目 左段 

変更なし 8263／0 腺管絨毛腺腫，NOS 

〃    絨毛状腺管腺腫 

同義語追加   管状乳頭状腺腫 

変更なし  乳頭状管状腺腫 

 

126 ページ 12 行目 右段 

変更なし 8263／0 Tubulovillous adenoma, NOS 

〃    Villoglandular adenoma 

同義語追加   Tubulo-papillary adenoma 



変更なし  Papillotubular adenoma 

 

126 ページ 20 行目 左段 

新規コード追加 8265／3 微小乳頭状癌、NOS (C18._, C19.9, C20.9) 

 

126 ページ 23 行目 右段 

新規コード追加 8265／3 Micropapillary carcinoma, NOS 

    (C18._, C19.9, C20.9) 

 

127 ページ 1 行目 左段 

変更なし 8290／0 好酸性腺腫 

〃    オンコサイト性腺腫 

〃    オンコサイトーマ 

〃   ヒュルトル細胞腺腫 (C73.9) 

〃   ヒュルトル細胞腫瘍 (C73.9) 

〃   ろ胞腺腫，好酸性細胞型 (C73.9)※2 

同等語追加  紡錘細胞膨大腫 (C75.1) 

 

127 ページ 1 行目 右段 

変更なし 8290／0 Oxyphilic adenoma 

〃    Oncocytoic adenoma 

〃    Oncocytoma 

〃   Hurthle cell adenoma (C73.9) 

〃   Hurthle cell tumor (C73.9) 

〃   Follicular carcinoma, oxyphilic cell type (C73.9)※2 

同等語追加  Spindle cell oncocytoma (C75.1) 

 

133 ページ 下から 3 行目 左段 

変更なし 8453／0 導管内乳頭状粘液腺腫 (C25._) 

同等語追加  低等度異形成を伴う導管内乳頭状粘液腫瘍 (C25._)  

同等語の同義語追加   低等度異形成を伴う導管内乳頭状粘液腫瘍 (C25._) 

同等語追加  中等度異形成を伴う導管内乳頭状粘液腫瘍 (C25._)   

同等語の同義語追加   中等度異形成を伴う導管内乳頭状粘液腫瘍 (C25._) 

同等語追加  中間異形成を伴う導管内乳頭状粘液腫瘍 (C25._)  

 

133 ページ 下から 4 行目 右段 



変更なし 8450／0 Intraductal papillary-mucinous adenoma (C25._)※1 

同等語追加  Intraductal papillary-mucinous tumor with low  

   grade dysplasia (C25._) 

同等語の同義語追加   Intraductal papillary-mucinous neoplasm with low  

    grade dysplasia (C25._) 

同等語追加  Intraductal papillary-mucinous tumor with  

   moderate dysplasia (C25._)  

同等語の同義語追加   Intraductal papillary-mucinous neoplasm with  

    moderate dysplasia (C25._) 

同等語追加  Intraductal papillary-mucinous tumor with 

   intermediate dysplasia (C25._) 

 

133 ページ 下から 2 行目 左段 

コード削除 8453／1 中等度異形成を伴う導管内乳頭状粘液腫瘍 (C25.1)  

   （8453／0 へ） 

 

133 ページ 下から 2 行目 右段 

コード削除 8453／1 Intraductal papillary-mucinous tumor with  

   ｍoderate dysplasia (C25.1) ( 8453／0 へ) 

 

134 ページ 1 行目 左段 

変更なし 8453／2 導管内乳頭状粘液癌，非浸潤性 (C25._)※1 

同等語追加  高等度異形成を伴う導管内乳頭状粘液腫瘍 

 

134 ページ 1 行目 右段 

変更なし 8453／2 Intraductal papillary-mucinous carcinoma,  

   non-invasive (C25._)※1 

同等語追加  Intraductal papillary mucinous neoplasm with high  

   grade dysplasia 

 

134 ページ 3 行目 左段 

変更なし 8453／3 導管内乳頭状粘液癌，浸潤性 (C25._)※1 

同等語追加  浸潤癌を伴う導管内乳頭状粘液腫瘍 

 

134 ページ 3 行目 右段 

変更なし 8453／2 Intraductal papillary-mucinous carcinoma,  



   invasive (C25._)※1 

同等語追加  Intraductal papillary mucinous neoplasm with an  

   associated invasive carcinoma 

 

134 ページ 下から 10 行目 左段 

変更なし 8470／0 粘液性のう胞腺腫，NOS (C56.9) 

〃    粘液性のう胞腫 (C56.9) 

〃    偽粘液性のう胞腺腫，NOS (C56.9) 

同等語追加  低等度異形成を伴う粘液性のう胞腫瘍 (C25._) 

〃   低異型度上皮内腫瘍を伴う粘液性のう胞腫瘍 (C22._) 

〃   中間型異型度上皮内腫瘍を伴う粘液性のう胞 

   腫瘍 (C22._) 

〃   低等度異形成を伴う粘液性のう胞腫瘍 (C25._) 

〃   中間型異形成を伴う粘液性のう胞腫瘍 (C25._) 

〃   中等度異形成を伴う粘液性のう胞腫瘍 (C25._) 

〃   中間異形成を伴う粘液性のう胞腫瘍 (C25._) 

 

134 ページ 下から 16 行目 右段 

変更なし 8470／0 Mucinous cystadenoma, NOS (C56.9) 

〃    Mucinous cystoma (C56.9) 

〃    Pseudomucinous cystadenoma, NOS (C56.9) 

同等語追加  Mucinous cystic tumor with low grade  

   dysplasia (C25._) 

〃   Mucinous cystic neoplasm with low-grade  

   intraepithelial neoplasia (C22._) 

〃   Mucinous cystic neoplasm with intermediate-grade  

   intraepithelial neoplasia (C22._) 

〃   Mucinous cystic neoplasm with low-grade  

   dysplasia (C25._) 

〃   Mucinous cystic neoplasm with intermediate-grade 

   dysplasia (C25._) 

〃   Mucinous cystic tumor with moderate dysplasia  

   (C25._) 

〃   Mucinous cystic tumor with intermediate dysplasia  

   (C25._) 

 



134 ページ 下から 7 行目 左段 

コード削除 8470／1 中等度異形成を伴う粘液性のう胞腫瘍 (C25._) 

   （8470／0 へ） 

 

134 ページ 下から 12 行目 右段 

コード削除 8470／1 Mucinous cystic tumor with moderate dysplasia  

   (C25._)  (8470/0 へ) 

 

134 ページ 下から 5 行目 左段 

変更なし 8470／2 粘液性のう胞腺癌，非浸潤性 (C25._)※2 

同等語追加  高等度異形成を伴う粘液性のう胞腫瘍 (C25._) 

同等語の同義語追加   高異型度上皮内腫瘍を伴う粘液性のう胞腫瘍 

    (C22._) 

〃    高等度異形成を伴う粘液性のう胞腫瘍 (C25._) 

 

134 ページ 下から 10 行目 右段 

変更なし 8470／2 Mucinous cystadenocarcinoma, non-invasive 

    (C25._)※2 

同等語追加  Mucinous cystic tumor with high-grade dysplasia  

   (C25._)  

同等語の同義語追加   Mucinous cystic neoplasm with high-grade  

    intraepithelial neoplasia (C22._) 

〃    Mucinous cystic neoplasm with high-grade  

    dysplasia (C25._) 

 

134 ページ 下から 4 行目 左段 

変更なし 8470／3 粘液性のう胞腺癌，NOS (C56.9) 

〃    偽粘液性腺癌 (C56.9) 

〃    偽粘液性のう胞腺癌 (C56.9) 

同等語追加  浸潤癌を伴う粘液性のう胞腫瘍 (C25._) 

同等語の同義語追加   浸潤癌を伴う粘液性のう胞腫瘍 (C25._) 

 

134 ページ 下から 8 行目 右段 

変更なし 8470／3 Mucinous cystadenocarcinoma, NOS (C56.9) 

〃    Pseudomucinous adenocarcinoma (C56.9) 

〃    Pseudomucinous cystadenocarcinoma (C56.9) 



同等語追加  Mucinous cystic tumor with an associated invasive  

   carcinoma (C25._)  

同等語の同義語追加   Mucinous cystic neoplasm with an associated  

    invasive carcinoma (C25._) 

 

135 ページ 下から 20 行目 左段 

新規コード追加 8480／1 低異型度虫垂粘液腫瘍 (C18.1) 

 

135 ページ 下から 24 行目 右段 

新規コード追加 8480／1 Low grade appendiceal mucinous neoplasm (C18.1) 

 

135 ページ 下から 3 行目 左段 

変更なし 8490／3 印環細胞癌 

〃    印環細胞腺癌 

同等語追加  低粘着性癌 

 

135 ページ 下から 3 行目 右段 

変更なし 8490／3 Signet ring cell carcinoma 

〃    Signet ring cell adenocarcinoma 

同等語追加  Poorly cohesive carcinoma 

 

136 ページ 下から 11 行目 左段 

変更なし 8503／0 導管内乳頭腫 

〃    導管腺腫, NOS 

〃    導管乳頭腫 

同等語追加  導管内乳頭状腫瘍，NOS 

〃   低異型度上皮内腫瘍を伴う導管内乳頭状腫瘍 

   (C22._, C24.0) 

同等語の同義語追加   中間型異型度腫瘍を伴う導管内乳頭状腫瘍 

    (C22._, C24.0) 

同等語追加  低異型度上皮内腫瘍を伴うのう胞内乳頭状腫瘍 

   (C23.9) 

同等語の同義語追加   中間型異型度上皮内腫瘍を伴うのう胞内乳頭状腫瘍  

    (C23.9) 

〃    低異型度上皮内腫瘍を伴う腺内乳頭状腫瘍 

    (C22.1, C24.0) 



同等語追加  導管内管状乳頭状腫瘍，低異型度 

 

136 ページ 下から 11 行目 左段 

変更なし 8503／0 Intraductal papilloma 

〃    Duct adenoma, NOS 

〃    Ductal papilloma 

同等語追加  Intraductal papillary neoplasm, NOS 

〃   Intraductal papillary neoplasm with low grade  

   intraepithelial neoplasia (C22._, C24.0) 

同等語の同義語追加    Intraductal papillary neoplasm with intermediate 

     grade neoplasia (C22._, C24.0) 

同等語追加  Intracystic papillary neoplasm with low grade  

   intraepithelial neoplasia (C23.9) 

同等語の同義語追加   Intracystic papillary neoplasm with intermediate 

grade intraepithelial neoplasia (C23.9) 

〃    Intraglandular papillary neoplasm with low grade 

intraepithelial neoplasia (C22.1, C24.0) 

同等語追加  Intraductal tubular-papillary neoplasm, low grade 

 

136 ページ 下から 5 行目 左段 

変更なし 8503／2 非浸潤性導管内乳頭状腺癌 

〃    非浸潤性導管内乳頭状癌（C50._） 

〃    導管内乳頭状腺癌, NOS（C50._） 

〃   導管内乳頭状癌, NOS（C50._） 

〃   上皮内導管癌, 乳頭状 C50._）※2 

〃   DCIS, 乳頭状 C50._）※2 

同等語追加  高異型度上皮内腫瘍を伴う導管内乳頭状腫瘍 

同等語の同義語追加   高等度異形成を伴う導管内乳頭状腫瘍 

〃    高異型度上皮内腫瘍を伴う導管内乳頭状腫瘍 

〃    高等度異形成を伴う導管内乳頭状腫瘍 

〃    高異型度上皮内腫瘍を伴うのう胞内乳頭状腫瘍  

    (C23.9) 

〃    高異型度上皮内腫瘍を伴うのう胞内乳頭状腫瘍  

    (C23.9) 

〃    高等度異形成を伴うのう胞内乳頭状腫瘍 (C23.9) 

〃    高異型度上皮内腫瘍を伴うのう胞内乳頭状腫瘍  



    (C23.9) 

同等語追加  導管内管状乳頭状腫瘍、高異型度 

 

136 ページ 下から 7 行目 右段 

変更なし 8503／2 Noninfiltrating intraductal papillary denocarcinoma   

   (C50._) 

〃    Noninfiltrating intraductal papillary carcinoma 

    (C50._) 

〃    Intraductal papillary adenocarcinoma, NOS 

    (C50._) 

〃    Intraductal papillary carcinoma, NOS (C50._) 

〃    Ductal carcinoma in situ, papillary (C50._) ※2 

〃    DSIC, papillary (C50._)※2 

同等語追加  Intraductal papillary neoplasm with high grade  

   intraepithelial neoplasia 

同等語の同義語追加   Intraductal papillary neoplasm with high grade 

    dysplasia 

〃    Intraductal papillary tumor with high grade 

    Intraepithelial neoplasia 

〃    Intraductal papillary tumor with high grade 

    dysplasia 

〃    Intracystic papillary neoplasm with high grade  

    intraepithelial neoplasia (C23.9) 

〃    Intracystic papillary tumor with high grade 

    Intraepithelial neoplasia (C23.9) 

〃    Intracystic papillary tumor with high grade 

    Dysplasia (C23.9) 

〃    Intracystic papillary tumor with high grade  

    Entraepithelial neoplasia (C23.9) 

同等語追加  Intraductal tubular-papillary neoplasm, high grade 

 

136 ページ 下から 1 行目 左段 

変更なし 8503／3 浸潤を伴う導管内乳頭腺癌，NOS (C50._) 

〃    浸潤性乳頭腺癌※2 

〃    浸潤性・乳頭腺癌 

同等語追加  浸潤癌を伴う導管内乳頭状腫瘍  



同等語の同義語追加   浸潤癌を伴うのう胞内乳頭状腫瘍 (C23.9) 

 

136 ページ 下から 1 行目 右段 

変更なし 8503／3 Intraductal papillary adenocarcinoma with invasion  

   (C50._) 

〃    Infiltrating papillary adenocarcinoma※2 

〃    Infiltrating and papillary adenocarcinoma 

同等語追加  Intraductal papillary neoplasm with associated  

   invasive carcinoma 

同等語の同義語追加   Intracystic papillary neoplasm with associated  

    invasive carcinoma (C23.9) 

 

138 ページ 下から 1 行目 左段 

新規コード追加 8552／3 腺房導管混合癌 

 

138 ページ 下から 1 行目 右段 

新規コード追加 8552／3 Mixed acinar-ductal carcinoma 

 

147 ページ 17 行目 左段 

変更なし 8811／0 線維粘液腫 

〃    粘膜性線維腫 

〃    粘液線維腫 

同等語追加  つる状線維粘液腫 

 

147 ページ 20 行目 右段 

変更なし 8811／0 Fibromyoma 

〃    Myxiod fibroma 

〃    Myxofibroma, NOS 

同等語追加  Plexiform fibromyxoma 

 

153 ページ 17 行目 左段 

変更なし 8970／3 肝芽腫（C22.0） 

〃    胎芽性肝癌 （C22.0） 

同等語追加  類上皮肝芽腫 (C22.0) 

〃   類上皮間葉肝芽腫 (C22.0) 

 



153 ページ 20 行目 右段 

変更なし 8970／3 Hepatoblastoma（C22.0） 

〃    Embryonal hepatoma（C22.0） 

同等語追加  Hepatoblastoma, epithelioid (C22.0) 

〃   Hepatoblastoma, mixed epithelial-mesenchymal  

   (C22.0) 

 

153 ページ 下から 15 行目 左段 

新規コード追加 8975／1  石灰化ネスト化間質・上皮腫瘍 (C22.0) 

 

 

153 ページ 下から 15 行目 右段 

新規コード追加 8975／1  Calcifying nested epithelial stromal tumor (C22.0) 

 

165 ページ 下から 9 行目 左段 

新規コード追加 9395／3 松果体乳頭腫瘍 

 

165 ページ 下から 1 行目 右段 

新規コード追加 9395／3 Papillary tumor of the pineal region 

 

166 ページ 下から 14 行目 左段 

新規コード追加 9425／3 毛様細胞性星細胞腫 

 

166 ページ 下から 17 行目 右段 

新規コード追加 9425／3 Pilomyxoid astrocytoma 

 

166 ページ 下から 13 行目 左段 

新規コード追加 9431／1 血管内神経膠腫 

 

166 ページ 下から 16 行目 右段 

新規コード追加 9431／1 Angiocentric glioma 

 

166 ページ 下から 13 行目 左段 

新規コード追加 9432／1 下垂体細胞腫 

 

166 ページ 下から 16 行目 右段 



新規コード追加 9432／1 Pituicytoma 

 

167 ページ 7 行目 左段 

変更なし 9471／3 線維形成性結節性髄芽腫（C71.6）※2 

〃    線維形成性髄芽腫（C71.6） 

〃    限局性くも膜性小脳肉腫（C71.6） 

同等語追加  多結節を伴う髄芽腫 

 

167 ページ 10 行目 右段 

変更なし 9471／3 Desmoplastic nodular medulloblastoma(C71.6)※2 

〃    Desmoplastic medulloblastoma(C71.6) 

〃    Circumscribed arachnoidal cerebellar sarcoma 

    (C71.6)[obs] 

同等語追加  Medulloblastoma with extensive nodularity 

 

167 ページ 15 行目 左段 

変更なし 9474／3 大細胞髄芽腫 （C71.6）※1 

同等語追加  退形成髄芽腫 

 

167 ページ 18 行目 右段 

変更なし 9474／3 Large cell medulloblastoma（C71.6）※1 

同等語追加  Anaplastic medulloblastoma 

 

168 ページ 11 行目 左段 

変更なし 9506／1 中枢神経細胞腫 ※2 

〃    神経細胞腫※6 

〃   小脳脂肪神経細胞腫（C71.6）※2 

〃    脂肪腫様髄芽種（C71.6）※2 

〃    神経脂肪腫（C71.6）※2 

〃    髄芽細胞腫（C71.6）※2 

同等語追加  脳室外神経細胞腫 

 

168 ページ 12 行目 右段 

変更なし 9506／1 Central neurocytoma ※2 

〃    Neurocytoma※6 

〃   Cerebellar liponeurocytoma（C71.6）※2 



〃    Lipomatous medulloblastoma（C71.6）※2 

〃    Neurolipocytoma（C71.6）※2 

〃    Medullocytoma（C71.6）※2 

同等語追加  Extraventricular neurocytoma 

 

168 ページ 13 行目 左段 

新規コード追加 9509／1 乳頭状神経膠腫 

同等語追加  バラ（薔薇）状神経膠腫 

 

168 ページ 15 行目 右段 

新規コード追加 9509／1 Papillary glioneuronal tumor 

同等語追加  Rosette-forming glioneuronal tumor 

 

171 ページ 下から 9 行目 左段 

変更なし 9591／3 悪性リンパ腫，非ホジキン，NOS 

〃    非ホジキンリンパ種, NOS 

〃   Ｂ細胞リンパ腫，NOS※2 

〃   悪性リンパ腫，非切れ込み核型細胞，NOS 

〃   悪性リンパ腫，びまん性，NOS※3 

〃   悪性リンパ腫，リンパ球性，中程度分化，結節性[obs] 

   ※3 

〃   悪性リンパ腫，小細胞，非切れ込み核型，びまん性[obs] 

   ※3 

〃    悪性リンパ腫，未分化細胞型，非バーキット[obs]※3 

〃    悪性リンパ腫，未分化細胞型，NOS [obs]※3 

〃   リンパ球肉腫, NOS [obs]※3 

〃    リンパ球肉腫，びまん性[obs]※3 

〃   細網細胞肉腫，NOS [obs]※3 

〃    細網細胞肉腫，びまん性[obs]※3 

〃    細網肉腫，NOS [obs]※3 

〃    細網肉腫，びまん性[obs]※3 

〃   悪性リンパ腫，小切れ込み核型細胞，びまん性[obs]※3 

〃   悪性リンパ種，リンパ球性，低分化，びまん性[obs]※3 

〃    悪性リンパ腫，小切れ込み核型細胞，NOS [obs]※3 

〃    悪性リンパ種，切れ込み核型細胞，NOS [obs]※3 

同等語追加  脾性Ｂ細胞リンパ腫／白血病，NOS 



〃   脾性びまん性赤脾髄小 B 細胞リンパ腫 

〃   有毛細胞白血病変異体 

 

171 ページ 下から 10 行目 右段 

変更なし 9591／3 Composite Hodgkin and non-Hodgkin lymphoma 

〃    Non-Hodgkin lymphoma, NOS 

〃   B cell lymphoma, NOS ※2 

〃   Malignant lymphoma, non-cleaved cell, NOS 

〃   Malignant lymphoma, diffuse, NOS※3 

〃   Malignant lymphoma, lymphocytic, intermediate  

   differentiation, nodular [obs]※3 

〃   Malignant lymphoma, small cell, noncleaved, diffuse  

   [obs]※3 

〃    Malignant lymphoma, undifferentiated cell,  

    non-Burkitt [obs]※3 

〃    Malignant lymphoma, undifferentiated cell type,  

    NOS[obs]※3 

〃   Lymphosarcoma [obs]※3 

〃    Lymphosarcoma, diffuse [obs]※3 

〃   Reticulum cell sarcoma, NOS [obs]※3 

〃    Reticulum cell sarcoma, diffuse [obs]※3 

〃    Reticulosarcoma, NOS [obs]※3 

〃    Reticulosarcoma, diffuse [obs]※3 

〃   Malignant lymphoma, small cleaved cell, diffuse 

    [obs]※3 

〃  Malignant lymphoma, lymphocytic, poorl 

  differentiated, diffuse [obs]※3 

〃   Malignant lymphoma, small cleaved cell, NOS  

   [obs]※3 

〃    Malignant lymphoma, cleaved cell, NOS [obs]※3 

同等語追加  Splenic B-cell lymphoma/leukemia, unclassifiable 

〃   Splenic diffuse red pulp small B-cell lymphoma 

〃   Hairy cell leukemia variant 

 

171 ページ 下から 8 行目 左段 

変更なし 9596／3 複合ホジキン及び非ホジキンリンパ腫※1 



同等語追加  びまん性大細胞型 B 細胞リンパ腫と古典的ホジキン 

   リンパ腫の中間の特徴を有する分類不能型の B 細胞 

   リンパ腫 

 

171 ページ 下から 8 行目 右段 

変更なし 9596／3 Composite Hodgkin and non-Hodgkin lymphoma※1 

同等語追加  B-cell lymphoma, unclassifiable, with features  

   intermediate between diffuse large B-cell lymphoma  

   and classical Hodgkin lymphoma 

 

171 ページ 下から 8 行目 左段 

新規コード追加 9597／3 原発性皮膚濾胞中心リンパ腫 

 

171 ページ 下から 8 行目 右段 

新規コード追加 9597／3 Primary cutaneous follicle centre lymphoma 

 

174 ページ 9 行目 左段 

変更なし 9680／3 悪性リンパ腫，大細胞性 B 細胞型，びまん性，NOS 

〃    びまん性大細胞性Ｂ細胞リンパ腫, NOS 

〃    悪性リンパ腫, 大細胞型, NOS 

〃    悪性リンパ腫, 大細胞性 B 細胞型, NOS 

〃    悪性リンパ腫, 組織球型, NOS [obs] 

〃    悪性リンパ腫, 組織球型, びまん性 

〃    悪性リンパ腫, 大細胞型, 切れ込み核型及び 

    非切れ込み核型[obs] 

〃    悪性リンパ腫, 大細胞型, びまん性, NOS [obs] 

〃    悪性リンパ腫, 大切れ込み核細胞型, NOS [obs] ※3 

〃    悪性リンパ腫, 大細胞型, 切れ込み核型, びまん性 

    ※3 

〃    悪性リンパ腫, 大細胞型, 切れ込み核型, NOS※3 

〃    悪性リンパ腫, 大細胞型, 非切れ込み核型, びまん性 

    ※3 

〃    悪性リンパ腫, 大細胞型, 非切れ込み核型, NOS※3 

〃    悪性リンパ腫, 非切れ込み核型, びまん性, NOS 

    [obs]※3 

〃    悪性リンパ腫, 非切れ込み核型, NOS※3 



〃   悪性リンパ腫, 大細胞性Ｂ細胞型, びまん性, 胚中心 

   芽球型, NOS※2 

〃   悪性リンパ腫, 胚中心芽球型, NOS※3 

〃   悪性リンパ腫, 胚中心芽球型, びまん性※3 

〃   血管内大細胞性 B 細胞型リンパ腫（C49.9）※2 

〃    血管内Ｂ細胞型リンパ腫※2 

〃    血管内皮細胞腫症※3 

〃    血管中心性リンパ腫※2 

〃   高 T 細胞大細胞性 B 細胞型リンパ腫* ※2/※3 

〃    高組織球大細胞性 B 細胞型リンパ腫※2 

同義語削除   高Ｔ細胞／高組織球大細胞性Ｂ細胞型リンパ腫※2 

      （9688／3 へ） 

変更なし  未分化大細胞性 B 細胞型リンパ腫※2 

同等語追加  慢性炎症を伴ったびまん性大細胞性 B 細胞リンパ腫  

〃   びまん性大細胞性 B 細胞リンパ腫とバーキット 

   リンパ腫の中間型を伴う分類不能型 B 細胞性リンパ腫 

〃   EBV 陽性高齢性びまん性大細胞性 B 細胞性リンパ腫  

〃   中枢神経系原発性びまん性大細胞性 B 細胞リンパ腫  

   (C70._, C71._, C72._) 

〃   原発性皮膚びまん性大細胞性 B 細胞リンパ腫，下肢型  

   (C44.7) 

 

174 ページ 9 行目 左段 

変更なし 9680／3 Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS 

〃    Diffuse large B-cell lymphoma, NOS 

〃    Malignant lymphoma, large cell, NOS 

〃    Malignant lymphoma, large B-cell, NOS 

〃    Malignant lymphoma, histiocytic, NOS [obs] 

〃    Malignant lymphoma, histiocytic, diffuse 

〃    Malignant lymphoma, large cell, cleaved and  

    noncleaved[obs]  

〃    Malignant lymphoma, large cell, diffuse, NOS 

〃    Malignant lymphoma, large cleaved cell, NOS  

    [obs] ※3 

〃    Malignant lymphoma, large cell, cleaved, diffuse  

    ※3 



〃    Malignant lymphoma, large cell, cleaver, NOS ※3 

〃    Malignant lymphoma, large cell, noncleaved,  

    diffuse ※3 

〃    Malignant lymphoma, large cell, noncleaved, MOS 

    ※3 

〃    Malignant lymphoma, noncleaved, diffused, NOS  

    [obs] ※3 

〃    Malignant lymphoma, noncleaved, NOS ※3 

〃    Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse,  

    centroblastic, NOS ※2 

〃   Malignant lymphoma, centroblastic, NOS ※3 

〃   Malignant lymphoma, centroblastic, diffuse ※3 

〃   Intravascular large B-cell lymphoma （C49.9）※2 

〃    Intravascular B-cell lymphoma ※2 

〃    Angioendotheliomatosis ※3 

〃    Angiotropic lymphoma ※2 

〃   T-cell rich large B-cell lymphoma* ※2/※3 

〃    Histiocyte-rich large B-cell lymphoma ※2 

同義語削除   T-cell/histiocyte rich large B-cell lymphoma※2 

     （9688／3 へ） 

変更なし  Anaplastic large B-cell lymphoma ※2 

同等語追加  Diffuse large B-cell lymphoma associated with  

   chronic inflammation B-cell lymphoma, nclassifiable,  

   with features intermediate between diffuse large  

   B-cell lymphoma and Burkitt lymphoma 

〃   EBV positive diffuse large B-cell lymphoma of the 

   elderly 

〃   Primary diffuse large B-cell lymphoma of the CNS  

   (C70._, C71._, C72._) 

〃   Primary cutaneous DLBCL, leg type (C44.7) 

 

175 ページ 14 行目 左段 

変更なし 9684／3 悪性リンパ腫，大細胞性 B 細胞型，びまん性， 

   免疫芽球型，NOS※2 

〃    悪性リンパ腫, 免疫芽球型, NOS 

〃    免疫芽球性肉腫[obs] 



〃    悪性リンパ腫, 大細胞型, 免疫芽球型 

同等語削除   形質芽球型リンパ腫※2 （9735／3 へ） 

 

175 ページ 16 行目 右段 

変更なし 9684／3 Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse,  

   immunoblastic, NOS ※2 

〃    Malignant, lymphoma, immunoblastic, NOS 

〃    Immunoblastic sarcoma[obs] 

〃    Malignant lymphoma, large-cell, immunoblastic 

同等語削除   Plasmablastic lymphoma （9735／3 へ） 

 

175 ページ 23 行目 左段 

コードの復活 9688／3 T 細胞／高組織球大細胞性 B 細胞性リンパ腫 

   （ICD-O-2 より） 

 

175 ページ 25 行目 右段 

コードの復活 9688／3 T-cell/histiocyte rich large B-cell lymphoma 

 

176 ページ 23 行目 左段 

変更なし 9698／3 ろ胞性リンパ腫，悪性度 3 ※2 

〃    悪性リンパ腫, 大細胞型, ろ胞性, NOS 

〃    悪性リンパ腫, 大細胞型, 非切れ込み型, ろ胞性 

    [obs] 

〃    悪性リンパ腫, 組織球性, 結節性[obs] 

〃    悪性リンパ種, 非切れ込み核型細胞, ろ胞性, NOS 

    [obs] 

〃    悪性リンパ腫, 大細胞切れ込み核型, ろ胞性[obs] 

〃    悪性リンパ腫, 胚中心芽球型, ろ胞性※3 

〃    悪性リンパ腫, リンパ球性, 高分化型, 結節性[obs] 

    ※3 

同義語追加   ろ胞性リンパ腫、悪性度 3A 

〃    ろ胞性リンパ腫、悪性度 3B 

 

176 ページ 26 行目 右段 

変更なし 9698／3 Follicular lymphoma, grade 3 ※2 

〃    Malignant lymphome, large cell, follicular, NOS 



〃    Malignant lymphome, large cell, noncleaved,  

    follicular [obs] 

〃    Malignant lymphome, histiocytic, nodular [obs] 

〃    Malignant lymphome, noncleaved cell, follicular,  

    NOS[obs] 

〃    Malignant lymphome, large cleaved cell , follicular  

    [obs] 

〃    Malignant lymphome, centroblastic, follicular ※3 

〃    Malignant lymphome, lymphocytic, well  

    differentiated, nodular [obs]※3 

同義語追加   Follicular lymphoma, grade 3A 

〃    Follicular lymphoma, grade 3B 

 

176 ページ 下から 10 行目 左段 

変更なし 9699／3 辺縁層 B 細胞リンパ腫, NOS ※1 

〃    辺縁層リンパ腫, NOS * ※1/※3 

同義語追加   粘膜関連リンパ様組織の節外性辺縁層リンパ腫 

変更なし   粘膜関連リンパ様組織リンパ種* ※1/※3 

〃     MALT リンパ種* ※1/※3 

〃    気管支関連リンパ様組織リンパ種※1 

〃     BALT リンパ種※1 

〃    皮膚関連リンパ様組織リンパ種※1 

〃     SALT リンパ種※1 

〃    単球様 B 細胞リンパ種※3 

〃    節内性編縁層リンパ種※1 

 

176 ページ 下から 10 行目 右段 

変更なし 9699／3 Marginal zone B-cell lymphoma, NOS ※1 

〃    Marginal zone lymphoma, NOS* ※1/※3 

同義語追加   Extranodal marginal zone lymphoma of  

    mucosa-associated lymphoid tissue 

〃    Mucosal-associated lymphoidtissue lymphoma* 

    ※1/※3 

〃     MALT lymphoma* ※1/※3 

〃    Bronchial-associated lymphoid tissue lymphoma 

    ※1 



〃     BALT lymphoma※1 

〃    Skin-associated lymphoid tissue lymphoma 

〃     SALT lymphoma ※1 

〃    Monocytoid B-cell lymphoma※3 

〃     Nodal marginal zone lymphoma ※1 

 

176 ページ 9 行目 左段 

変更なし 9702／3 成熟 T 細胞リンパ腫，NOS ※2 

〃    末梢性Ｔ細胞リンパ種，NOS 

〃   T 細胞リンパ腫, NOS※2 

〃    末梢性Ｔ細胞リンパ腫, 多形性小細胞※3 

〃    末梢性Ｔ細胞リンパ腫, 多形性中及び大細胞※3 

〃    末梢性Ｔ細胞リンパ腫, 大細胞※2 

〃    T ゾーンリンパ腫※3 

〃   リンパ類上皮性リンパ腫※3 

〃    レナートリンパ腫※3 

同等語追加  形成大細胞リンパ腫、ALK 陰性 

 

176 ページ 11 行目 右段 

変更なし 9702／3 Mature T-cell lymphoma, NOS ※2 

〃    Peripheral T-cell lymphoma, NOS 

〃    T-cell lymphoma, NOS※2 

〃    Peripheral T-cell lymphoma, pleomorphic small  

    cell※3 

〃    Peripheral T-cell lymphoma, pleomorphic medium 

    and large cell ※3 

〃    Peripheral T-cell lymphoma, pleomorphic large cell 

    ※2 

〃    T-zone lymphoma ※3 

〃   Lymphoepithelioid lymphoma ※3 

〃    Lennert lymphoma ※3 

同等語追加  Anaplastic large cell lymphoma, ALK negative 

 

177 ページ 17 行目 左段 

変更なし 9709／3 皮膚 T 細胞リンパ腫,NOS （C44._） ※2 

〃    皮膚リンパ腫, NOS（C44._）[obs] 



同等語追加  原発性皮膚 CD8 陽性侵攻性表皮向性細胞傷害性 

   （キラー）T 細胞リンパ腫 

〃   原発性皮膚 CD4 陽性小・中間 T 細胞リンパ腫 

 

177 ページ 23 行目 右段 

変更なし 9709／3 Cutaneous T-cell lymphoma, NOS （C44._） ※2 

〃    Cutaneous lymphoma, NOS（C44._）[obs] 

同等語追加  Primary cutaneous CD8-positive aggressive  

   Epidermotropic cytotoxic T-cell lymphoma 

〃   Primary cutaneous CD4-positive small/medium 

   T-cell lymphoma 

 

177 ページ 17 行目 左段 

コードの復活 9712／3 血管内大細胞性 B 細胞リンパ腫 (C49.9) 

   （ICD-O-2 より） 

 

177 ページ 23 行目 右段 

コードの復活 9712／3 Intravascular large B-cell lymphoma (C49.9)  

 

177 ページ 下から 18 行目 左段 

変更なし 9714／3 未分化大細胞リンパ腫，T 細胞及びヌル細胞型 ※2 

〃    大細胞型（Ki-1）リンパ腫[obs] 

〃   未分化大細胞リンパ腫, NOS※2 

〃    未分化大細胞リンパ腫，CD30＋ ※2 

同等語追加  退形成大細胞リンパ腫、ALK 陽性 

 

177 ページ 下から 23 行目 左段 

変更なし 9714／3 Anaplastic large cell lymphoma, T-cell and Null cell  

   type ※2 

〃    Large cell (Ki-1+) lymphoma [obs] 

〃   Anaplastic large cell lymphoma, NOS ※2 

〃    Anaplastic large lymphoma, CD30+ ※2 

同等語追加  Anaplastic large cell lymphoma, ALK positive 

 

177 ページ 下から 16 行目 左段 

第一選択用語変更 9716／3 肝脾型 T 細胞リンパ腫 



同義語に変更   肝脾型（ガンマ・デルタ）細胞リンパ腫 

 

177 ページ 下から 22 行目 右段 

第一選択用語変更 9716／3 Hepatosplenic T-cell lymphoma 

同義語に変更   Hepatosplenicys (gamma-delta) cell lymphoma 

 

177 ページ 下から 1 行目 左段 

変更なし 9719／3 NK/T 細胞リンパ腫，鼻腔及び鼻腔型 ※1 

   T／ＮＫ細胞リンパ腫※1 

   血管中心性Ｔ細胞リンパ腫[obs]※3 

    悪性細網症, NOS[obs] ※3 

    悪性正中線細網症[obs] ※3 

同義語追加   節外性 NK-T 細胞リンパ腫、鼻腔型 

 

177 ページ 下から 1 行目 右段 

変更なし 9719／3 NK/T-cell lymphoma, nasal and nasal-type ※1 

   T/NK-cell lymphoma ※1 

   Angiocentric T-cell lymphoma [obs]※3 

    Malignant reticulosis, NOS [obs] ※3 

    Malignant midline reticulosis [obs] ※3 

同義語追加   Extranodal NK/T-cell lymphoma, nasal type 

 

178 ページ 2 行目 左段 

新コード追加 9724／3 小児全身 EBV 陽性 T 細胞リンパ増殖性疾患 

 

178 ページ 2 行目 右段 

新コード追加 9724／3 Systemic EBV positive T-cell lymphoproliferative  

   disease of childhood 

 

178 ページ 2 行目 左段 

新コード追加 9725／3 種痘様水疱症様リンパ腫 

 

178 ページ 2 行目 右段 

新コード追加 9725／3 Hydroa vacciniforme-like lymphoma 

 

178 ページ 2 行目 左段 



新コード追加 9726／3  原発性皮膚ガンマ・デルタ T 細胞性リンパ腫  

 

178 ページ 行目 右段 

新コード追加 9726／3  Primary cutaneous gamma-delta T-cell lymphoma 

 

178 ページ 9 行目 左段 

変更なし 9727／3 前駆細胞リンパ芽球性リンパ腫，NOS 

〃   （M-9835／3 も参照） ※1 

〃    悪性リンパ腫, リンパ芽球性, NOS 

〃    （M-9821／3 も参照） ※3 

〃    悪性リンパ腫, くびれ状細胞[obs]※3 

〃    リンパ芽球腫[obs] ※3 

同等語追加  芽球性形質細胞性樹状細胞腫瘍 

〃   芽球性 NK 細胞リンパ腫 [obs] 

 

178 ページ 11 行目 右段 

変更なし 9727／3 Precursor cell lymphoblastic lymphoma, NOS 

    (see also M-9835/3) ※1 

〃    Malignant lymphoma, lymphoblastic, NOS 

     (see also M-9835/3) ※3 

〃    Malignant lymphoma, convoluted cell [obs]※3 

〃    Lymphoblastoma [obs] ※3 

同等語追加  Blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm 

〃   Blastic NK cell lymphoma [obs] 

 

178 ページ 下から 10 行目 左段 

変更なし 9734／3 形質細胞腫，髄外 （骨におきていないもの）※3 

同義語追加   骨外性形質細胞腫 

 

178 ページ 下から 10 行目 右段 

変更なし 9734／3 Plasmacytoma, extramedullary 

    (Not occurring in bone）※3 

同義語追加   Extraosseous plasmacytoma 

 

178 ページ 下から 10 行目 左段 

新コード追加 9735／3 形質芽球性リンパ腫 



 

178 ページ 下から 10 行目 右段 

新コード追加 9735／3 Plasmablastic lymphoma 

 

178 ページ 下から 10 行目 左段 

新コード追加 9737／3 ALK 陽性大細胞性 B 細胞リンパ腫 

 

178 ページ 下から 10 行目 右段 

新コード追加 9737／3 ALK positive large B-cell lymphoma 

 

178 ページ 下から 10 行目 左段 

新コード追加 9738／3 HHV8 関連多中心性キャッスルマン病に発生した 

   大細胞性 B 細胞リンパ腫 

 

178 ページ 下から 10 行目 右段 

新コード追加 9738／3 Large B-cell lymphoma arising in HHV8-associated  

   multicentric Castleman disease 

 

178 ページ 下から 7 行目 左段 

変更なし 9740／1 肥満細胞腫，NOS 

〃    肥満細胞腫瘍, NOS 

同等語追加  皮膚肥満細胞症  

〃   色素性じんま疹  

〃   びまん性皮膚肥満細胞症  

同等語の同義語追加   皮膚の孤立性肥満細胞腫 

同等語の同義語追加   皮膚外性肥満細胞腫 

 

178 ページ 下から 7 行目 右段 

変更なし 9740／1 Mastocytoma, NOS 

〃    Mast cell tumor, NOS 

同等語追加  Cutaneous mastocytosis  

〃   Urticaria pigmentosa  

〃   Diffuse cutaneous mastocytosis  

同等語の同義語追加   Solitary mastocytoma of skin 

同等語の同義語追加   Extracutaneous mastocytoma 

 



178 ページ 下から 4 行目 左段 

新コード追加 9741／1 無痛性全身性肥満細胞症 

 

178 ページ 下から 4 行目 右段 

新コード追加 9741／1 Indolent systemic mastocytosis 

 

178 ページ 下から 2 行目 左段 

変更なし 9741／3 悪性肥満細胞症 

〃    全身性肥満細胞症 

同等語追加  クローンの血液学的な非肥満細胞病を伴う全身性肥満 

   細胞症 

〃   AHNMD を伴う全身性肥満細胞症 

〃   侵攻性全身性肥満細胞症 

 

178 ページ 下から 2 行目 右段 

変更なし 9741／3 Malignant mastocytosis 

〃    Systemic tissue mast cell disease 

同等語追加  Systemic mastocytosis with associated hematological  

   clonal non-mast cell disorder 

〃   Systemic mastocytosis with AHNMD 

〃   Aggressive systemic mastocytosis 

 

179 ページ 5 行目 左段 

説明の追加 9751／1 ランゲルハンス細胞組織球症，NOS [obs]  

   （9751/3 へ） 

〃    ランゲルハンス肉芽腫症 [obs] (9751/3 へ) 

〃   組織球症 X、NOS [obs] (9751/3 へ) 

 

179 ページ 6 行目 右段 

説明の追加 9751／1 Langerhans cell histiocytosis, NOS [obs] (use 9751/3) 

〃    Langerhans cell granulomatosis [obs] (use 9751/3) 

〃   Histiocytosis X, NOS [obs] (use 9751/3) 

 

179 ページ 8 行目 左段 

性状コードの変更 9751／3 ランゲルハンス細胞組織球症，NOS 

古い用語   ランゲルハンス肉芽腫症[obs] 



〃   組織球症 X、NOS [obs]  

〃   ランゲルハンス細胞組織球症、単局性[obs]  

〃    ランゲルハンス肉芽腫症、単局性 [obs] 

〃   ランゲルハンス細胞組織球症、単骨浸透性[obs]   

〃   ランゲルハンス細胞組織球症、多病巣性 [obs] 

〃   ランゲルハンス細胞組織球症、多骨浸透性 [obs]  

〃   ハンド・シューラー・クリスチャン病 [obs]  

〃   ランゲルハンス細胞組織球症、播種性 [obs]  

〃   ランゲルハンス細胞組織球症、全身性 [obs]  

〃   レッテラー・ジーベ病 [obs]  

〃   急性進行性組織球症 X [obs]  

〃   非脂質性細網上皮増殖症 [obs] 

 

179 ページ 9 行目 右段 

性状コードの変更 9751／3 Langerhans cell histiocytosis, NOS 

 

179 ページ 8 行目 左段 

説明の追加 9752／1 ランゲルハンス細胞組織球症、単局性[obs]  

   (9751/3 へ) 

〃    ランゲルハンス肉芽腫症、単局性 [obs] (9751/3 へ) 

〃   ランゲルハンス細胞組織球症、単骨浸透性[obs]  

   (9751/3 へ) 

 

179 ページ 9 行目 右段 

説明の追加 9752／1 Langerhans cell histiocytosis, unifocal [obs] 

    (use 9751/3) 

〃    Langerhans cell granulomatosis, unifocal [obs] 

     (use 9751/3) 

〃   Langerhans cell histiocytosis, mono-ostotic [obs] 

    (use 9751/3) 

 

179 ページ 13 行目 左段 

説明の追加 9753／1 ランゲルハンス細胞組織球症、多病巣性 [obs] 

   (9751/3 へ) 

〃   ランゲルハンス細胞組織球症、多骨浸透性 [obs]  

   (9751/3 へ) 



〃   ハンド・シューラー・クリスチャン病 [obs] (9751/3 へ) 

 

179 ページ 17 行目 右段 

説明の追加 9753／1 Langerhans cell histiocytosis, multifocal [obs] 

    (use 9751/3) 

〃   Langerhans cell histiocytosis, poly-ostotic [obs] 

    (use 9751/3) 

〃   Hand-Schuller-Christian disease [obs] (use 9751/3) 

 

179 ページ 19 行目 左段 

説明の追加 9754／3 ランゲルハンス細胞組織球症、播種性 [obs] (9751/3 へ) 

〃   ランゲルハンス細胞組織球症、全身性 [obs] (9751/3 へ) 

〃   レッテラー・ジーベ病 [obs] (9751/3 へ) 

〃   急性進行性組織球症 X [obs] (9751/3 へ) 

〃   非脂質性細網上皮増殖症 [obs] (9751/3 へ) 

 

179 ページ 22 行目 右段 

説明の追加 9754／3 Langerhans cell histiocytosis, disseminated [obs]  

   (use 9751/3) 

〃   Langerhans cell histiocytosis, generalized [obs] 

    (use 9751/3) 

〃   Letterer-Siwe disease [obs] (use 9751/3) 

〃   Acute progressive histiocytosis X [obs] (use 9751/3) 

〃   Nonlipid reticuloendotheliosis [obs] (use 9751/3) 

 

179 ページ 下から 9 行目 左段 

変更なし    9757／3 指間樹状細胞肉腫※1 

〃        樹枝状細胞肉腫※1 

〃       樹状細胞肉腫、NOS※1 

同等語追加           不定樹状細胞腫瘍 

 

179 ページ 下から 13 行目 右段 

新規コード追加 9757／3 Interdigitating dendritic cell sarcoma  

変更なし     Interdigitating cell sarcoma 

〃      Dendritic cell sarcoma,NOS※1 

同等語追加   Indeterminate dendritic cell tumor  



 

179 ページ 下から 7 行目 左段 

新規コード追加   9759／3 線維芽細胞性細網細胞腫瘍 

 

179 ページ 下から 7 行目  右段 

新規コード追加      9759／3 Fibroblastic reticular cell tumor 

 

180 ページ 11 行目 左段 

変更なし      9766／1  血管中心性免疫増殖性病変  

 用語変更      リンパ様肉芽腫症 リンパ腫様肉芽腫症 

180 ページ 11 行目 右段 

変更なし      9766／1 Angiocentric immunoproliferative lesion 

用語変更   Lymphoid granulomatosis   

   Lymphomatoid Granulomatosis 

 

180 ページ 下から 5 行目 左段 

新規コード追加 9806／3 混合表現型急性白血病、t(9;22)(q34;q11.2); BCR-ABL1 

 

180 ページ 下から 6 行目 右段 

新規コード追加 9806／3  Mixed phenotype acute leukemia  

   with t(9;22)(q34;q11.2); BCR-ABL1 

 

180 ページ 下から 5 行目 左段       

新規コード追加  9807／3 混合表現型急性白血病、t(v;11q23); 骨髄性白血病／ 

  リンパ腫転位 

 

180 ページ 下から 6 行目 右段       

新規コード追加 9807／3 Mixed phenotype acute leukemia with t(v;11q23); 

   MLL rearranged 

 

180 ページ 下から 5 行目 左段     

新規コード追加 9808／3 混合表現型急性白血病、B 細胞性／骨髄性、NOS 

 

180 ページ 下から 6 行目 右段       

新規コード追加 9808／3 Mixed phenotype acute leukemia, B/myeloid, NOS  

 



180 ページ 下から 5 行目 左段     

新規コード追加 9809／3 混合表現型急性白血病、T 細胞性／骨髄性、NOS 

 

180 ページ 下から 6 行目 右段       

新規コード追加 9809／3 Mixed phenotype acute leukemia, T/myeloid, NOS 

 

180 ページ 下から 4 行目 左段 

ICD-O 見出し 981-993 リンパ性白血病 (C42.1) 

 

180 ページ 下から 5 行目 右段 

ICD-O 見出し 981-993 LYMPHOID LEUKEMIAS (C42.1)  

 

180 ページ 下から 3 行目 左段 

新規コード追加 9811／3 B 細胞リンパ芽球性白血病／リンパ腫、NOS 

 

180 ページ 下から 4 行目 右段 

新規コード追加 9811／3 B lymphoblastic leukemia/lymphoma, NOS 

 

180 ページ 下から 3 行目 左段 

新規コード追加 9812／3 B細胞リンパ芽球性白血病／リンパ t(9;22)(q34;q11.2);  

   BCR-ABL1 

 

180 ページ 下から 4 行目 右段 

新規コード追加 9812／3 B lymphoblastic leukemia/lymphoma with  

      t(9;22)(q34;q11.2); BCR-ABL1 

 

180 ページ 下から 3 行目 左段 

新規コード追加 9813／3 B 細胞リンパ芽球性白血病／リンパ腫、t(v;11q23);  

      骨髄性白血病／リンパ腫転位 

 

180 ページ 下から 4 行目 右段 

新規コード追加 9813／3 B lymphoblastic leukemia/lymphoma with  

      t(v;11q23); MLL rearranged 

 

180 ページ 下から 3 行目 左段 

新規コード追加 9814／3 B 細胞リンパ芽球性白血病／リンパ腫、 



      t(12;21)(p13;q22); TEL-AML1 (ETV6-RUNX1) 

 

180 ページ 下から 4 行目 右段 

新規コード追加 9814／3 B lymphoblastic leukemia/lymphoma with  

      t(12;21)(p13;q22); TEL-AML1 (ETV6-RUNX1)  

 

180 ページ 下から 3 行目 左段 

新規コード追加 9815／3 高二倍性 B 細胞リンパ芽球性白血病／リンパ腫 

 

180 ページ 下から 4 行目 右段 

新規コード追加 9815／3 B lymphoblastic leukemia/lymphoma with  

      hyperdiploidy 

 

180 ページ 下から 3 行目 左段 

新規コード追加 9816／3 低二倍性 B 細胞リンパ芽球性白血病／リンパ腫  

   (低二倍性 ALL) 

 

180 ページ 下から 4 行目 右段 

新規コード追加 9816／3 B lymphoblastic leukemia/lymphoma with  

      hypodiploidy (Hypodiploid ALL) 

 

180 ページ 下から 3 行目 左段 

新規コード追加 9817／3 B 細胞リンパ芽球性白血病／リンパ腫、 

      t(5;14)(q31;q32); IL3-IGH 

 

180 ページ 下から 4 行目 右段 

新規コード追加 9817／3 B lymphoblastic leukemia/lymphoma with  

      t(5;14)(q31;q32); IL3-IGH 

 

180 ページ 下から 3 行目 左段 

新規コード追加 9818／3 B 細胞リンパ芽球性白血病／リンパ腫、 

      t(1;19)(q23;p13.3); E2A-PBX1 (TCF3-PBX1) 

 

180 ページ 下から 4 行目 右段 

新規コード追加 9818／3 B lymphoblastic leukemia/lymphoma with  

      t(1;19)(q23;p13.3); E2A-PBX1 (TCF3-PBX1) 



 

182 ページ 25 行目 左段 

変更なし  9837／3 前駆 T 細胞リンパ芽球性白血病，NOS 

   (M－9729／3 も参照） 

〃    前 TALL※1 

〃    前 TALL※1 

〃    皮質性 TALL※1 

〃    成熟 TALL※ 

同等語追加   T 細胞リンパ芽球性白血病／リンパ腫 

 

 

182 ページ 25 行目 右段 

変更なし  9837／3 Precursor T-cell lymphoblastic leukemia 

      （see also M－9729／3）※1 

〃   Pro－T ALL※1 

〃    Pro－T ALL※1 

〃    Cortical T ALL※1 

〃    Mature T ALL※1 

同等語追加     T lymphoblastic leukemia/lymphoma 

 

183 ページ 11 行目 左段 

変更なし    9861／3 急性骨髄性白血病，NOS (FAB 又は WHO 型の明示さ 

れないもの)（M－9930／3 も参照）※2 

〃       急性非リンパ球性白血病 

〃    急性顆粒球性白血病 

〃    急性骨髄原性白血病  

〃    急性骨髄球性白血病 

同等語追加  PM1 変異を伴う急性骨髄性白血病 

同等語追加   CEBPA 変異を伴う急性骨髄性白血病 

 

183 ページ 15 行目 右段 

変更なし 9861／3 Acute myeloid leukemia, NOS (FAB or WHO type  

   not specified)(see also M－9930／3) 

〃    Acute non-lymphocytic leukenia※2 

〃    Acute granulocytic leukenia 

〃    Acute myelogenous leukenia 



〃    Acute myelocytic leukenia 

同等語追加     Acute myeloid leukemia with mutated NPM1 

同等語追加     Acute myeloid leukemia with mutated CEBPA 

 

183 ページ 上から 21 行目 左段 

新規コード追加 9865／3 急性骨髄性白血病、t(6;9)(p23;q34); DEK-NUP214 

 

183 ページ 上から 26 行目 右段 

新規コード追加 9865／3 Acute myeloid leukemia with t(6;9)(p23;q34);  

   DEK-NUP214  

 

183 ページ 下から 14 行目 左段 

新規コード追加 9869／3 急性骨髄性白血病、inv(3)(q21q26.2) or  

   t(3;3)(q21;q26.2); RPN1-EVI1  

 

183 ページ 下から 14 行目 右段 

新規コード追加 9869／3 Acute myeloid leukemia with inv(3)(q21q26.2) or  

   t(3;3)(q21;q26.2); RPN1-EVI1 

 

184 ページ 下から 18 行目 左段 

変更なし  9891／3 急性単球性白血病 

〃    急性単芽球性白血病 

〃    単芽球性白血病,NOS 

〃    FAB M5（すべての変異体を含む） 

同等語追加   急性単芽球単球性白血病 

 

184 ページ 下から 20 行目 右段 

変更なし  9891／3 Acute monocytic leukemia 

〃       Acute monoblastic leukemia 

〃       Monoblastic leukemia,NOS 

〃       FAB M5（includes all variants） 

同等語追加     Acute monoblastic and monocytic leukemia 

 

184 ページ 下から 14 行目 左段 

第一選択用語変更  9895／3 多系統形成異常を伴う急性骨髄性白血病※1 

骨髄異形成関連転化を伴う急性骨髄性白血病 



同義語に変更    多系統形成異常を伴う急性骨髄性白血病 

変更なし    既往に骨髄異形成症候群を伴う急性骨髄性白血病 

     ※1 

〃     既往に骨髄異形成症候群を伴わない急性骨髄性 

     白血病※1 

 

184 ページ 下から 16 行目 右段 

第一選択用語変更  9895／3  Acute myeloid leukemia with multilineage dysplasia 

  ※1 

  Acute myeloid leukemia with multilineage dysplasia 

同義語に変更   Acute myeloid leukemia with multilineage  

   dysplasia 

変更なし   Acute myeloid luekemia with prior 

myelodysplastic syndrome ※1 

〃             Acute myeloid luekemia without prior  

   myelodysplastic syndrome ※1 

 

184 ページ 下から 8 行目 左段 

変更なし 9896／3 急性骨髄性白血病，t(8;21)(q22;q22) 

〃      急性骨髄性白血病,AML1（CBF－アルファ）／ETO 

     ※1 

〃    FAB M2,t(8:21)(q22:;q22) ※1 

〃    FAB M2,AML1(CBF－アルファ）／ETO※1 

同義語追加     急性骨髄性白血病, t(8:21)(q22:;q22):PUNX1 

    －RUNX1T 

 

184 ページ 下から 10 行目 右段 

変更なし 9896／3 Acute myeloid leukemia, t(8;21)(q22;q22) 

〃     Acute myeloid leukemia, AML1（CBF－alpha）／ 

 ETO※1 

〃    FAB M2,t(8:21)(q22:;q22) ※1 

〃    FAB M2,AML1(CBF－アルファ）／ETO※1 

同義語追加    Acute myeloid leukemia with  

 t(8;21)(q22;q22); RUNX1-RUNX1T1 

 

184 ページ 下から 2 行目 左段 



変更なし 9897／3 急性骨髄性白血病，11q23 異常※1 

〃    急性骨髄性白血病，MLL※1 

同義語追加   急性骨髄性白血病、t(9;11)(p22;q23); MLLT3-MLL 

 

184 ページ 下から 3 行目 右段 

変更なし 9897／3 Acute myeloid leukemia, 11q23 abnormalities※1 

〃    Acute myeloid leukemia, MLL※1 

同義語追加   Acute myeloid leukemia with t(9;11)(p22;q23);  

    MLLT3-MLL 

 

185 ページ 1 行目 左段 

新規コード追加 9898／1 一過性異常骨髄造血 

 

185 ページ 1 行目 右段 

新規コード追加 9898／1 Transient abnormal myelopoiesis 

 

185 ページ 1 行目 左段 

新規コード追加 9898／3 ダウン症関連骨髄性白血病 

 

185 ページ 1 行目 右段 

新規コード追加 9898／3 Myeloid leukemia associated with Down Syndrome 

 

185 ページ 1 行目 左段 

新規コード追加 9911／3 急性骨髄性白血病（巨核芽球性）、t(1;22)(p13;q13);  

RBM15-MKL1 

 

185 ページ 1 行目 右段 

新規コード追加 9911／3 Acute myeloid leukemia (megakaryoblastic) with  

t(1;22)(p13;q13); RBM15-MKL1 

 

185 ページ 上から 4 行目 左段 

第一選択用語変更  9920／3 治療関連急性骨髄性白血病，NOS 

治療関連骨髄性新生物（腫瘍） 

同義語に変更   治療関連急性骨髄性白血病，NOS 

変更なし   治療関連急性骨髄性白血病,アルキン化剤関連※1 

〃   治療関連急性骨髄性白血病,エピポドフィロトキシン 



    関連※1 

 

185 ページ 上から 4 行目 右段 

第一選択用語変更  9920／3 Therapy-related acute myeloid leukemia, NOS※1 

Therapy related myeloid neoplasm 

同義語に変更   Therapy-related acute myeloid leukemia, NOS 

変更なし   Therapy-related acute myeloid leukemia,  

    alkylating agent related※1 

〃    Therapy-related acute myeloid leukemia,  

    epipodophyllotoxin-related※1 

 

186 ページ 1 行目 左段 

第一選択用語変更 9960／3 慢性骨髄増殖性疾患，NOS※6 

   骨髄増殖性新生物（腫瘍）、NOS 

同義語に変更   慢性骨髄増殖性疾患，NOS 

変更なし   慢性骨髄増殖性疾患※6 

同義語追加   骨髄増殖性疾患，NOS 

 

186 ページ 1 行目 右段 

第一選択用語変更 9960／3 Chronic myeloproliferative disease, NOS※6 

   Myeloproliferative neoplasm, NOS 

同義語に変更   Chronic myeloproliferative disease, NOS 

変更なし   Chronic myeloproliferative disorder※6 

同義語追加   Myeloproliferative disease, NOS 

 

186 ページ 3 行目 左段 

第一選択用語変更 9961／3 骨髄化生を伴う骨髄硬化症※6 

   原発性骨髄増殖性疾患 

同義語に変更   骨髄化生を伴う骨髄硬化症 

変更なし   骨髄増殖性疾患の結果としての骨髄線維症※2 

〃    慢性特発性骨髄線維症※2 

〃    原因不明骨髄様化生※2 

〃    骨髄巨核球性骨髄硬化症※6 

〃    骨髄化生を伴う骨髄線維症※6 

 

186 ページ 5 行目 右段 



第一選択用語変更 9961／3 Myelosclerosis with myeloid metaplasia※6 

   Primary myelofibrosis 

同義語に変更   Myelosclerosis with myeloid metaplasia 

変更なし   Myelofibrosis as a result of myeloproliferative  

    disease※2 

〃    Chronic idiopathic myelofibrosis※2 

〃    Agnogenic myeloid metaplasis※2 

〃    Megakaryocytic myelosclerosis※6 

〃    Myelofibrosis with myeloid metaplasia※6 

 

 

186 ページ 15 行目 左段 

第一選択用語変更 9964／3 好酸球増多症候群※1 慢性好酸球性白血病、NOS 

同義語に変更   好酸球増多症候群 

変更なし   慢性好酸球性白血病※1 

 

186 ページ 21 行目 右段 

第一選択用語変更 9964／3 Hypereosinophilic syndrome※1 

   Chronic eosinophilic leukemia, NOS 

同義語に変更    Hypereosinophilic syndrome 

変更なし   Chronic eosinophilic leukemia 

 

186 ページ 17 行目 左段 

新規コード追加 9965／3 PDGFRA 転位を伴う骨髄性リンパ性新生物（腫瘍） 

 

186 ページ 23 行目 右段 

新規コード追加 9965／3 Myeloid and lymphoid neoplasms with PDGFRA  

   rearrangement 

 

186 ページ 17 行目 左段 

新規コード追加 9966／3 PDGFRB 転位を伴う骨髄性新生物（腫瘍） 

 

186 ページ 23 行目 右段 

新規コード追加 9966／3 Myeloid neoplasms with PDGFRB rearrangement 

 

186 ページ 17 行目 左段 



新規コード追加 9967／3 FGFR1 異常を伴う骨髄性リンパ性新生物（腫瘍） 

 

186 ページ 23 行目 右段 

新規コード追加 9967／3 Myeloid and lymphoid neoplasms with FGFR1  

   abnormalities 

 

186 ページ 20 行目 左段 

新規コード追加 9971／1 移植後リンパ増殖疾患、NOS 

追加   PTLD, NOS 

 

 

186 ページ 27 行目 右段 

新規コード追加 9971／1 Post transplant lymphoproliferative disorder, NOS  

追加   PTLD, NOS 

 

186 ページ 20 行目 左段 

新規コード追加 9971／3 多形性移植後リンパ増殖疾患 

 

186 ページ 27 行目 右段 

新規コード追加 9971／3 Polymorphic post transplant lymphoproliferative  

   disorder 

 

186 ページ 21 行目 左段 

コード削除 9975／1 骨髄増殖性疾患、NOS [obs] （9960／3 へ） 

 

186 ページ 28 行目 右段 

コード削除 9975／1 Myeloproliferative disease, NOS [obs] （9960／3 へ） 

 

186 ページ 22 行目 左段 

新規コード追加 9975／3 骨髄増殖性新生物（腫瘍）、分類不能 

追加    骨髄異形成／骨髄増殖性新生物（腫瘍）、分類不能型 

 

186 ページ 29 行目 右段 

新規コード追加 9975／3 Myloproliferative neoplasm, unclassifiable  

追加    Myelodysplastic/myeloproliferative neoplasm,  

    unclassifiable 



 

186 ページ 下から 10 行目 左段 

変更なし 9982／3 鉄芽球を伴う不応性貧血※6 

〃    環状鉄芽球を伴う不応性貧血※2 

〃    PARS※2 

同義語追加   環状鉄芽球関連血小板増加症を伴う不応性貧血 

 

186 ページ 下から 12 行目 右段 

変更なし 9982／3 Refractory anemia with sideroblasts※6 

〃    Refractory anemia with ringed sideroblasts※2 

〃    PARS※2 

同義語追加   Refractory anemia with ring sideroblasts  

    associated with marked thrombocytosis 

 

187 ページ 1 行目 左段 

変更なし 9985／3 多系統形成異常を伴う不応性血球減尐※1 

同義語追加   小児不応性血球減尐 

 

187 ページ 1 行目 右段 

変更なし 9985／3 Refractory cytopenia with multilineage dysplasia※1 

同義語追加   Refractory cytopenia of childhood 

 

187 ページ 3 行目 左段 

変更なし 9986／3 5ｑ欠失（5ｑ-）症候群を伴う骨髄異形成症候群※1 

同義語追加   （5q）単独欠損を伴う骨髄異形成症候群 

 

187 ページ 3 行目 右段 

変更なし 9986／3 Myelodysplastic syndrome with 5q deletion  

   (5q-) syndrome※1 

同義語追加   Myelodysplastic syndrome with isolated del (5q) 

 

187 ページ 10 行目 左段 

変更なし 9989／3 骨髄異形成症候群，NOS※6 

〃    前白血病[obs]※6 

〃    前白血病症候群[obs]※6 

同義語追加   骨髄異形成症候群、分類不能 



 

187 ページ 13 行目 右段 

変更なし 9989／3 Myelodysplastic syndrome, NOS※6 

〃    Preleukemia[obs]※6 

〃    Preleukemia sydrome[obs]※6 

同義語追加   Myelodysplastic syndrome, unclassifiable 

 

187 ページ 13 行目 左段 

新規コード追加 9991／3 不応性好中球減尐症 

 

187 ページ 16 行目 右段 

新規コード追加 9991／3 Refractory neutropenia 

 

187 ページ 13 行目 左段 

新規コード追加 9992／3 不応性血小板減尐症 

 

187 ページ 16 行目 右段 

新規コード追加 9991／3 Refractory thrombocytopenia 

 

 


