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第Ⅱ章 新生物＜腫瘍＞（C00－D48）  
Chapter II Neoplasms 

 

本章は新生物＜腫瘍＞の下記の中間分類項目群から構成されている： 

Ｃ00－Ｃ97 悪性新生物＜腫瘍＞ 

Ｃ00－Ｃ75 原発と記載された又は推定された， 明示された部位の悪性新生物＜腫瘍＞，ただしリ

ンパ組織， 造血組織及び関連組織を除く 

 Ｃ00－Ｃ14 口唇， 口腔及び咽頭の悪性新生物＜腫瘍＞ 

 Ｃ15－Ｃ26 消化器の悪性新生物＜腫瘍＞ 

 Ｃ30－Ｃ39 呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物＜腫瘍＞ 

 Ｃ40－Ｃ41 骨及び関節軟骨の悪性新生物＜腫瘍＞ 

 Ｃ43－Ｃ44 皮膚の悪性新生物＜腫瘍＞ 

 Ｃ45－Ｃ49 中皮及び軟部組織の悪性新生物＜腫瘍＞ 

 Ｃ50  乳房の悪性新生物＜腫瘍＞ 

 Ｃ51－Ｃ58 女性生殖器の悪性新生物＜腫瘍＞ 

 Ｃ60－Ｃ63 男性生殖器の悪性新生物＜腫瘍＞ 

 Ｃ64－Ｃ68 腎尿路の悪性新生物＜腫瘍＞ 

 Ｃ69－Ｃ72 眼， 脳及び中枢神経系のその他の部位の悪性新生物＜腫瘍＞ 

 Ｃ73－Ｃ75 甲状腺及びその他の内分泌腺の悪性新生物＜腫瘍＞ 

Ｃ76－Ｃ80 部位不明確， 続発部位及び部位不明の悪性新生物＜腫瘍＞ 

Ｃ81－Ｃ96 原発と記載された又は推定されたリンパ組織， 造血組織及び関連組織の悪性新生物

＜腫瘍＞ 

Ｃ97 独立した（原発性）多部位の悪性新生物＜腫瘍＞ 

Ｄ00－Ｄ09 上皮内新生物＜腫瘍＞ 

Ｄ10－Ｄ36 良性新生物＜腫瘍＞ 

Ｄ37－Ｄ48 性状不詳又は不明の新生物＜腫瘍＞ 

 

注： 

1． 悪性新生物＜腫瘍＞の原発部位， 不明確な部位， 続発部位及び不明な部位 

     項目Ｃ76－Ｃ80 は発生部位の明確な表示がないがん，又は，原発部位の記載がなく「播種性」 

「浸潤性」 と述べられているがんから成る悪性新生物＜腫瘍＞で構成される。この両者は原発

部位不明と考えられる。  

2． 機能的活性 

     すべての新生物＜腫瘍＞は機能的に活性であると否とにかかわらず本章に分類する。新生物

＜腫瘍＞に関連する機能的活性の分類が必要である場合は第Ⅳ章から追加コードを引用する

ことができる。たとえば， 副腎のカテコールアミン産性悪生褐色細胞腫はＣ74，追加コードＥ27．

5；クッシング＜Cushing＞症候群を伴う下垂体の好塩基性細胞腺腫はＤ35．2，追加コードＥ24．

0 のように引用する。  

3． 形態 
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     悪性新生物＜腫瘍＞は形態（組織）学的分類によって多数の群に分けられている：すなわち， 

扁平上皮癌及び腺癌を含む癌（腫）＜carcinoma＞；肉腫；中皮腫を含むその他の軟部組織腫

瘍；リンパ腫（ホジキン＜Hodgkin＞及び非ホジキン＜non-Hodgkin＞）；白血病；その他の明示さ

れた型及び部位特異的な型；及び詳細不明のがん＜cancer＞である。がん＜cancer＞は包括

的な用語であり， 上記のどの群に対して使用してもよい。ただしリンパ組織，造血組織及び関連

組織の悪性新生物＜腫瘍＞にはほとんど用いない。「癌（腫）＜carcinoma＞」は時々「がん＜

cancer＞」の同義語として使用されるがこれは誤りである。  

    第Ⅱ章における新生物＜腫瘍＞の配置は良性又は悪性等の性状の分類に次いで部位を優

先する。 ごくわずかな例外があり， 形態が分類項目及び細分類項目に示されている。  

     生物の組織型を分類したい場合は， 包括的な独立した形態コードが別に記載されている。こ

れらの形態コードは， 国際疾病分類－腫瘍学（ＩＣＤ－Ｏ 第２版）から引用されている。  

 ＩＣＤ－Ｏは二軸分類から成っており， 局在及び形態のそれぞれ独立したコーディングシステムを

持っている。 形態コードは６桁である：最初の４桁は組織型を示し；第５桁は性状コード（悪性原

発， 悪性続発性（転移性）， 上皮内， 良性， 悪性か良性か不明）であり；第６桁は固形腫

瘍のための異型度コード（分化度）であり， リンパ腫と白血病のための特殊コードとしても使用され

ている。  

4． 第Ⅱ章における細分類項目の使用 

     本章の細分類項目 「．８」 の特殊な使用に注意する ［注５を参照］。 「その他」 の細分類

項目が必要な場合は細分類項目 「．７」 として一般的に示している。  

5． 境界部位にまたがる悪性新生物＜腫瘍＞及び細分類項目 「．８」 「境界部病巣」 の使用 

     項目Ｃ00－Ｃ75 はその原発部位にしたがって悪性新生物＜腫瘍＞を分類するものである。 ３

桁分類項目の多くはさらに， 問題となっている臓器の部分又は細分類項目に分けられている。 

３桁分類項目内の２項目以上の連続部位に重複して分類され， 原発部位が決定できない新

生物＜腫瘍＞は， その組み合わせが特に他の所に指示されていない限り， ４桁細分類項目 「．

８」 「境界部病巣」 に分類する。 たとえば， 食道及び胃の癌（腫）は特にＣ16．0（噴門）に指

示されているが， 舌尖及び舌下面の癌（腫）はＣ02．8 に分類するべきである。 しかし， 舌尖の

癌（腫）が舌下面に拡がった場合は原発部位が舌尖であると判明しているため， Ｃ02．1 にコード

する。 「境界部」 とは関連した部位が連続性（お互いにつながっている）であることを意味している。  

数字上連続している細分類項目はしばしば解剖学的に連続しているが， これは必ずしもそうとは

限らないので（例膀胱Ｃ67.-）， コーダーは部位関係を決定するにあたって解剖学書を参照するこ

とが望ましい。  

     時に，新生物＜腫瘍＞はある器官系で３桁分類項目の境界にまたがることがある。 このことを
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考慮して下記の細分類項目を定めている： 

Ｃ02．8 舌の境界部病巣 

Ｃ08．8 大唾液腺の境界部病巣  

Ｃ14．8 口唇， 口腔及び咽頭の境界部病巣 

Ｃ21．8 直腸， 肛門及び肛門管の境界部病巣 

Ｃ24．8 胆道の境界部病巣 

Ｃ26．8 消化器系の境界部病巣 

Ｃ39．8 呼吸器系及び胸腔内臓器の境界部病巣 

Ｃ41．8 骨及び関節軟骨の境界部病巣 

Ｃ49．8 結合組織及び軟部組織の境界部病巣 

Ｃ57．8 女性生殖器の境界部病巣 

Ｃ63．8 男性生殖器の境界部病巣 

Ｃ68．8 腎尿路の境界部病巣 

Ｃ72．8 中枢神経系の境界部病巣 

     一例をあげると胃と小腸の癌（腫）の場合には， Ｃ26．8（消化器系の境界部病巣）にコードす

べきである。  

6． 異所性組織の悪性新生物＜腫瘍＞ 

     異所性組織の悪性新生物＜腫瘍＞は記載された部位にコードすることとなる。 たとえば， 異

所性膵悪性新生物＜腫瘍＞は， 膵， 部位不明（Ｃ25．9）にコードする。  

7．新生物＜腫瘍＞コーディングにおける索引表の使用 

     新生物＜腫瘍＞コーディングの場合， 部位に加えて形態及び性状を考慮に入れなければなら

ない。新生物＜腫瘍＞を分類する場合は先ず形態学的記載のための索引表にしたがわなけれ

ばならない。  

     第三巻の序論には索引表の正しい使用法について一般的な説明が記載されている。 第Ⅱ章

の分類項目と細分類項目を正しく使用するために，新生物＜腫瘍＞に関する特記事項と例を

参照すべきである。  

8． 国際疾病分類 － 腫瘍学（ＩＣＤ－Ｏ）の使用 

     形態型の確認のため， 第Ⅱ章ではかなり限定された局在分類を行っているものがある一方， 

全く行っていないものもある。 ＩＣＤ－Ｏの局在コードはすべての新生物＜腫瘍＞に対して基本的

には， 第Ⅱ章の悪性新生物＜腫瘍＞（Ｃ00－Ｃ77， Ｃ80）で使用される同じ３桁及び４桁分

類項目を使用し， これにより部位の特異性を他の新生物＜腫瘍＞（悪性続発性（転移性）， 

良性， 上皮内及び性状不詳又は性状不明）にも与えている。  
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     したがって， 腫瘍の部位と形態の両方を分類する必要のある機関， たとえば， がん登録機関，  

がん病院， 病理部門や他のがん専門機関ではＩＣＤ－Ｏを使用することが勧告された。  

 

悪性新生物＜腫瘍＞ (Ｃ00－Ｃ97) 

Malignant neoplasms 

抗悪性腫瘍薬への耐性を分類する必要がある場合には追加コード(U85)を使用する。 

原発と記載された又は推定された明示された部位の悪性新生物＜腫瘍＞， ただしリンパ組織， 造

血組織及び関連組織を除く（Ｃ00－Ｃ75） 

 

口唇， 口腔及び咽頭の悪性新生物＜腫瘍＞（Ｃ00－Ｃ14） 

Malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx 

 

Ｃ00 口唇の悪性新生物＜腫瘍＞ 

 Malignant neoplasm of lip 

 除外： 

   口唇の皮膚（Ｃ43．0， Ｃ44．0） 

Ｃ00．0 外側上唇 

  上唇： 

  ・ＮＯＳ 

  ・赤唇部分 

  ・赤唇部＜縁＞ 

Ｃ00．1 外側下唇 

  下唇： 

  ・ＮＯＳ 

  ・赤唇部分  

  ・赤唇部＜縁＞ 

Ｃ00．2 外側口唇， 部位不明 

  赤唇部＜縁＞ＮＯＳ 

Ｃ00．3 上唇， 内側面 

  上唇： 

  ・頬側面 

  ・小帯 
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  ・粘膜 

  ・口腔面 

Ｃ00．4 下唇， 内側面 

  下唇： 

  ・頬側面 

  ・小帯 

  ・粘膜 

  ・口腔面 

Ｃ00．5 口唇， 部位不明， 内側面 

  口唇， 上下の明示されていないもの： 

  ・頬側面 

  ・小帯 

  ・粘膜 

  ・口腔面 

Ｃ00．6 唇交連 

Ｃ00．8 口唇の境界部病巣 

  ［この章の冒頭の注５を参照］ 

Ｃ00．9 口唇， 部位不明 

Ｃ01 舌根＜基底＞部の悪性新生物＜腫瘍＞ 

 Malignant neoplasm of base of tongue 

 包含： 

   舌根＜基底＞部の背面 

   舌固定部分 ＮＯＳ 

   舌の後３分の１ 

Ｃ02 舌のその他及び部位不明の悪性新生物＜腫瘍＞ 

 Malignant neoplasm of other and unspecified parts of tongue 

Ｃ02．0 舌背面 

  舌の前３分の２， 背面 

 除外： 

   舌根＜基底＞部の背面（Ｃ01） 

Ｃ02．1 舌縁 

  舌尖 
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Ｃ02．2 舌下面 

  舌の前３分の２， 下面 

  舌小帯 

Ｃ02．3 舌の前３分の２， 部位不明 

  舌の中（央）３分の１ ＮＯＳ 

  舌可動部 ＮＯＳ 

Ｃ02．4 舌扁桃 

 除外： 

   扁桃 ＮＯＳ（Ｃ09．9） 

Ｃ02．8 舌の境界部病巣 

  ［この章の冒頭の注５を参照］ 

  舌の悪性新生物＜腫瘍＞で， その発生部位がＣ01－Ｃ02．4 のいずれの項目にも分

類されないもの 

Ｃ02．9 舌， 部位不明 

Ｃ03 歯肉の悪性新生物＜腫瘍＞ 

 Malignant neoplasm of gum 

 包含： 

   歯槽堤＜顎堤＞粘膜 

   歯肉 

 除外： 

   悪性歯原性新生物＜腫瘍＞（Ｃ41．0－Ｃ41．1） 

Ｃ03．0 上顎歯肉 

Ｃ03．1 下顎歯肉 

Ｃ03．9 歯肉， 部位不明 

Ｃ04 口（腔）底の悪性新生物＜腫瘍＞ 

 Malignant neoplasm of floor of mouth 

Ｃ04．0 前部口（腔）底 

  小臼歯・犬歯境界部より前の部分 

Ｃ04．1 側部口（腔）底 

Ｃ04．8 口（腔）底の境界部病巣 

  ［この章の冒頭の注５を参照］ 

Ｃ04．9 口（腔）底， 部位不明 
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Ｃ05 口蓋の悪性新生物＜腫瘍＞ 

 Malignant neoplasm of palate 

Ｃ05．0 硬口蓋 

Ｃ05．1 軟口蓋 

 除外： 

   軟口蓋の鼻＜上＞咽頭面（Ｃ11．3） 

Ｃ05．2 口蓋垂 

Ｃ05．8 口蓋の境界部病巣 

  ［この章の冒頭の注５を参照］ 

Ｃ05．9 口蓋， 部位不明 

  口腔上壁＜口蓋＞ 

Ｃ06 その他及び部位不明の口腔の悪性新生物＜腫瘍＞ 

 Malignant neoplasm of other and unspecified parts of mouth 

Ｃ06．0 頬粘膜 

  頬部粘膜 ＮＯＳ 

  頬内部 

Ｃ06．1 口腔前庭 

  頬側溝（上）（下） 

  口唇溝（上）（下） 

Ｃ06．2 臼後部 

Ｃ06．8 その他及び部位不明の口腔の境界部病巣 

  ［この章の冒頭の注５を参照］ 

Ｃ06．9 口腔， 部位不明 

  小唾液腺， 部位不明 

  口腔 ＮＯＳ 

Ｃ07 耳下腺の悪性新生物＜腫瘍＞ 

 Malignant neoplasm of parotid gland 

Ｃ08 その他及び部位不明の大唾液腺の悪性新生物＜腫瘍＞ 

 Malignant neoplasm of other and unspecified major salivary glands 

 除外： 

   明示された小唾液腺の悪性新生物＜腫瘍＞で解剖学的部位にしたがって分類

されたもの 
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   小唾液腺の悪性新生物＜腫瘍＞ ＮＯＳ（Ｃ06．9） 

   耳下腺（Ｃ07） 

Ｃ08．0 顎下腺 

 Submaxillary gland 

Ｃ08．1 舌下腺 

Ｃ08．8 大唾液腺の境界部病巣 

  ［この章の冒頭の注５を参照］ 

 大唾液腺の悪性新生物＜腫瘍＞で， その発生部位がＣ07－Ｃ08．1 のいずれの項

目にも分類されないもの 

Ｃ08．9 大唾液腺， 部位不明 

  （大）唾液腺 ＮＯＳ 

Ｃ09 扁桃の悪性新生物＜腫瘍＞ 

 Malignant neoplasm of tonsil 

 除外： 

   舌扁桃（Ｃ02．4） 

   咽頭扁桃（Ｃ11．1） 

Ｃ09．0 扁桃窩 

Ｃ09．1 扁桃口蓋弓（前）（後） 

Ｃ09．8 扁桃の境界部病巣 

  ［この章の冒頭の注５を参照］  

Ｃ09．9 扁桃， 部位不明 

  扁桃： 

  ・ＮＯＳ 

  ・口峡 

  ・口蓋 

Ｃ10 中咽頭の悪性新生物＜腫瘍＞ 

 Malignant neoplasm of oropharynx 

 除外： 

   扁桃（Ｃ09.-） 

Ｃ10．0 喉頭蓋谷 

Ｃ10．1 喉頭蓋の前面 

  喉頭蓋， 自由縁 
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  舌喉頭蓋ひだ 

 除外： 

   喉頭蓋（舌骨上部） ＮＯＳ（Ｃ32．1） 

Ｃ10．2 中咽頭側壁 

Ｃ10．3 中咽頭後壁 

Ｃ10．4 鰓裂 

  鰓のう＜嚢＞胞 ［新生物＜腫瘍＞の部位］  

Ｃ10．8 中咽頭の境界部病巣 

  ［この章の冒頭の注５を参照］ 

  中咽頭の接合＜移行＞部 

Ｃ10．9 中咽頭， 部位不明 

Ｃ11 鼻＜上＞咽頭の悪性新生物＜腫瘍＞ 

 Malignant neoplasm of oropharynx 

Ｃ11．0 鼻＜上＞咽頭上壁 

Ｃ11．1 鼻＜上＞咽頭後壁 

  アデノイド 

  咽頭扁桃 

Ｃ11．2 鼻＜上＞咽頭側壁 

  ローゼンミューラー＜Rosenm üller＞窩 

  耳管開口部 

  咽頭陥凹  

Ｃ11．3 鼻＜上＞咽頭前壁 

  鼻＜上＞咽頭下壁 

  軟口蓋の鼻＜上＞咽頭（前）（後）面 

  後縁： 

  ・後鼻孔 

  ・鼻中隔 

Ｃ11．8 鼻＜上＞咽頭の境界部病巣 

  ［この章の冒頭の注５を参照］ 

Ｃ11．9 鼻＜上＞咽頭， 部位不明 

  鼻咽頭壁 ＮＯＳ 

Ｃ12 梨状陥凹＜洞＞の悪性新生物＜腫瘍＞ 
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 Malignant neoplasm of piriform sinus 

 包含： 

   梨状窩 

Ｃ13 下咽頭の悪性新生物＜腫瘍＞ 

 Malignant neoplasm of hypopharynx 

 除外： 

  梨状陥凹（Ｃ12） 

Ｃ13．0 後輪状軟骨部 

Ｃ13．1 披裂喉頭蓋ひだ， 下咽頭面 

  披裂喉頭蓋ひだ： 

  ・ＮＯＳ 

  ・辺縁部 

 除外： 

   披裂喉頭蓋ひだ， 喉頭面（Ｃ32．1） 

Ｃ13．2 下咽頭後壁 

Ｃ13．8 下咽頭の境界部病巣 

  ［この章の冒頭の注５を参照］ 

Ｃ13．9 下咽頭， 部位不明 

  下咽頭壁 ＮＯＳ 

Ｃ14 その他及び部位不明確の口唇， 口腔及び咽頭の悪性新生物＜腫瘍＞ 

 Malignant neoplasm of other and ill-defined sites in the lip, oral cavity and pharynx 

 除外： 

   口腔 ＮＯＳ（Ｃ06．9） 

Ｃ14．0 咽頭， 部位不明 

Ｃ14．2 ワルダイエル＜Waldeyer＞環＜輪＞  

Ｃ14．8 口唇， 口腔及び咽頭の境界部病巣 

  ［この章の冒頭の注５を参照］ 

  口唇， 口腔及び咽頭の悪性新生物＜腫瘍＞で， その発生部位がＣ00－Ｃ14．2 の

いずれの項目にも分類されないもの 

 

消化器の悪性新生物＜腫瘍＞（Ｃ15－Ｃ26） 

Malignant neoplasms of digestive organs 
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Ｃ15 食道の悪性新生物＜腫瘍＞ 

 Malignant neoplasm of oesophagus 

 注：二種類の細分類項目が定められており， どちらか選択できる： 

 ．0－．2 解剖学的記述によるもの 

 ．3－．5 ３区分によるもの 

 この二つの分類は， ともに用語として使用されているが， それらによる解剖学的区

分は類似しないので， 「分類は相互に重なってはならない」 という原則からは逸脱

しているが， 便宜的に採用することになった。  

Ｃ15．0 頚部食道 

Ｃ15．1 胸部食道 

Ｃ15．2 腹部食道 

Ｃ15．3 上部食道 

Ｃ15．4 中部食道 

Ｃ15．5 下部食道 

Ｃ15．8 食道の境界部病巣 

  ［この章の冒頭の注５を参照］ 

Ｃ15．9 食道， 部位不明 

Ｃ16 胃の悪性新生物＜腫瘍＞ 

 Malignant neoplasm of stomach 

Ｃ16．0 噴門 

  噴門入口部 

  噴門食道接合＜移行＞部 

  胃食道接合＜移行＞部 

  食道及び胃 

Ｃ16．1 胃底部 

Ｃ16．2 胃体部 

Ｃ16．3 幽門前庭 

  胃前庭部  

Ｃ16．4 幽門 

  幽門前部 

  幽門管 
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Ｃ16．5 胃小弯， 部位不明 

  胃小弯， Ｃ16．1－Ｃ16．4 に分類されないもの 

Ｃ16．6 胃大弯， 部位不明 

  胃大弯， Ｃ16．0－Ｃ16．4 に分類されないもの 

Ｃ16．8 胃の境界部病巣 

  ［この章の冒頭の注５を参照］ 

Ｃ16．9 胃， 部位不明 

  胃がん ＮＯＳ 

Ｃ17 小腸の悪性新生物＜腫瘍＞ 

 Malignant neoplasm of small intestine 

Ｃ17．0 十二指腸 

Ｃ17．1 空腸 

Ｃ17．2 回腸 

 除外： 

   回盲弁（Ｃ18．0） 

Ｃ17．3 メッケル＜Meckel＞憩室 

Ｃ17．8 小腸の境界部病巣 

  ［この章の冒頭の注５を参照］ 

Ｃ17．9 小腸， 部位不明 

Ｃ18 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞ 

 Malignant neoplasm of colon 

Ｃ18．0 盲腸 

  回盲弁 

Ｃ18．1 虫垂 

Ｃ18．2 上行結腸 

Ｃ18．3 右結腸曲＜肝弯曲＞ 

Ｃ18．4 横行結腸 

Ｃ18．5 左結腸曲＜脾弯曲＞ 

Ｃ18．6 下行結腸  

Ｃ18．7 Ｓ状結腸 

  Ｓ状結腸（曲） 

 除外： 
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   直腸Ｓ状結腸移行部（Ｃ19） 

Ｃ18．8 結腸の境界部病巣 

  ［この章の冒頭の注５を参照］ 

Ｃ18．9 結腸， 部位不明 

  大腸 ＮＯＳ 

 Ｃ19 直腸Ｓ状結腸移行部の悪性新生物＜腫瘍＞ 

 Malignant neoplasm of rectosigmoid junction 

 包含： 

   直腸を含む結腸 

   直腸Ｓ状結腸 

Ｃ20 直腸の悪性新生物＜腫瘍＞ 

 Malignant neoplasm of rectum 

 包含： 

   直腸膨大部 

Ｃ21 肛門及び肛門管の悪性新生物＜腫瘍＞ 

 Malignant neoplasm of anus and anal canal 

Ｃ21．0 肛門， 部位不明 

 除外： 

   肛門縁（Ｃ43．5， Ｃ44．5） 

   肛門皮膚（Ｃ43．5， Ｃ44．5） 

   肛門周囲皮膚（Ｃ43．5， Ｃ44．5） 

Ｃ21．1 肛門管 

  肛門括約筋 

Ｃ21．2 総排泄腔由来部 

Ｃ21．8 直腸， 肛門及び肛門管の境界部病巣 

  ［この章の冒頭の注５を参照］ 

  肛門直腸移行部 

  肛門直腸 

直腸， 肛門及び肛門管の悪性新生物＜腫瘍＞で， その発生部位がＣ20－Ｃ21．

2 のいずれの項目にも分類されないもの 

Ｃ22 肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞ 

 Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts 
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 除外： 

   胆道 ＮＯＳ（Ｃ24．9） 

   肝の続発性悪性新生物＜腫瘍＞（Ｃ78．7）  

Ｃ22．0 肝細胞癌 

  肝癌 

  ヘパトーマ 

Ｃ22．1 肝内胆管癌 

  胆管細胞癌 

Ｃ22．2 肝芽（細胞）腫 

Ｃ22．3 肝血管肉腫 

  クッパー＜クッペル＞＜Kupffer＞細胞肉腫 

Ｃ22．4 その他の肝の肉腫 

Ｃ22．7 その他の明示された肝の癌（腫） 

  ※肝細胞癌・胆管細胞癌の混合型 

Ｃ22．9 肝， 詳細不明 

Ｃ23 胆のう＜嚢＞の悪性新生物＜腫瘍＞ 

 Malignant neoplasm of gallbladder 

Ｃ24 その他及び部位不明の胆道の悪性新生物＜腫瘍＞ 

 Malignant neoplasm of other and unspecified parts of biliary tract 

 除外： 

   肝内胆管（Ｃ22．1） 

Ｃ24．0 肝外胆管 

  胆管 ＮＯＳ 

  総胆管 

  胆のう＜嚢＞管 

  肝管 

Ｃ24．1 ファーター＜Vater＞乳頭膨大部 

Ｃ24．8 胆道の境界部病巣 

  ［この章の冒頭の注５を参照］ 

  肝内外胆管の悪性新生物＜腫瘍＞ 

  胆道の悪性新生物＜腫瘍＞で， その発生部位がＣ22．0－Ｃ24．1 のいずれの項目

にも分類されないもの 
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Ｃ24．9 胆道， 部位不明 

Ｃ25 膵の悪性新生物＜腫瘍＞ 

 Malignant neoplasm of pancreas 

Ｃ25．0 膵頭部 

Ｃ25．1 膵体部 

Ｃ25．2 膵尾部 

Ｃ25．3 膵管 

Ｃ25．4 内分泌膵 

  ランゲルハンス＜Langerhans＞島 

Ｃ25．7 膵のその他の部位 

  膵頚部 

Ｃ25．8 膵の境界部病巣 

  ［この章の冒頭の注５を参照］ 

Ｃ25．9 膵， 部位不明 

Ｃ26 その他及び部位不明確の消化器の悪性新生物＜腫瘍＞ 

 Malignant neoplasm of other and ill-defined digestive organs 

 除外： 

   腹膜及び後腹膜（Ｃ48.-） 

Ｃ26．0 腸管， 部位不明 

  腸 ＮＯＳ 

Ｃ26．1 脾 

 除外： 

   ろ＜濾＞胞性リンパ腫（Ｃ82.-） 

   ホジキン＜Hodgkin＞リンパ腫（Ｃ81.-） 

   成熟 T/NK 細胞リンパ腫（Ｃ84.-） 

   非ろ＜濾＞胞性リンパ腫（Ｃ83.-） 

   非ホジキン＜non-Hodgkin＞リンパ腫のその他及び詳細不明の型（Ｃ85.-） 

Ｃ26．8 消化器系の境界部病巣 

  ［この章の冒頭の注５を参照］ 

消化器の悪性新生物＜腫瘍＞で， その発生部位がＣ15－Ｃ26．1 のいずれの項目

にも分 類されないもの 

 除外： 
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   噴門食道接合＜移行＞部（Ｃ16．0） 

Ｃ26．9 消化器系， 部位不明確 

  胃腸管 ＮＯＳ 

  消化管 ＮＯＳ 

 

呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物＜腫瘍＞（Ｃ30－Ｃ39） 

Malignant neoplasms of respiratory and intrathoracic organs 

 包含： 

   中耳 

 除外： 

   中皮腫（Ｃ45.-） 

Ｃ30 鼻腔及び中耳の悪性新生物＜腫瘍＞ 

 Malignant neoplasm of nasal cavity and middle ear  

Ｃ30．0 鼻腔 

  鼻軟骨 

  鼻甲介 

  鼻内部 

  鼻中隔 

  鼻前庭 

 除外： 

   鼻骨（Ｃ41．0） 

   鼻 ＮＯＳ（Ｃ76．0） 

   嗅球（Ｃ72．2） 

   鼻中隔及び後鼻孔の後縁（Ｃ11．3） 

   鼻の皮膚（Ｃ43．3， Ｃ44．3） 

Ｃ30．1 中耳 

  耳管 

  内耳 

  乳（様）突（起）蜂巣 

 除外： 

   外耳道（Ｃ43．2， Ｃ44．2） 

   耳（道）の骨（Ｃ41．0） 
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   軟骨部外耳道（Ｃ49．0） 

   （外）耳の皮膚（Ｃ43．2， Ｃ44．2） 

Ｃ31 副鼻腔の悪性新生物＜腫瘍＞ 

 Malignant neoplasm of accessory sinuses 

Ｃ31．0 上顎洞 

  ハイモア＜Highmore＞洞 

Ｃ31．1 篩骨洞 

Ｃ31．2 前頭洞 

Ｃ31．3 蝶形骨洞 

Ｃ31．8 副鼻腔の境界部病巣 

  ［この章の冒頭の注５を参照］ 

Ｃ31．9 副鼻腔， 部位不明 

Ｃ32 喉頭の悪性新生物＜腫瘍＞ 

 Malignant neoplasm of larynx 

Ｃ32．0 声門 

  内喉頭 

  声帯（真性） ＮＯＳ  

Ｃ32．1 声門上部 

  披裂喉頭蓋ひだ， 喉頭面 

  喉頭蓋（舌骨上部） ＮＯＳ 

  外喉頭 

  偽声帯 

  喉頭蓋後（喉頭）面 

  仮声帯 

 除外： 

   喉頭蓋の前面（Ｃ10．1） 

   披裂喉頭蓋ひだ： 

   ・ＮＯＳ（Ｃ13．1） 

   ・下咽頭面（Ｃ13．1） 

   ・辺縁部（Ｃ13．1） 

Ｃ32．2 声門下部 

Ｃ32．3 喉頭軟骨 
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  ※披裂軟骨 ※楔状軟骨 

  ※輪状軟骨 ※甲状軟骨 

Ｃ32．8 喉頭の境界部病巣 

  ［この章の冒頭の注５を参照］ 

Ｃ32．9 喉頭， 部位不明 

Ｃ33 気管の悪性新生物＜腫瘍＞ 

 Malignant neoplasm of trachea 

Ｃ34 気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞ 

 Malignant neoplasm of bronchus and lung 

Ｃ34．0 主気管支 

  分岐部 

  肺門部 

Ｃ34．1 上葉， 気管支又は肺 

Ｃ34．2 中葉， 気管支又は肺 

Ｃ34．3 下葉， 気管支又は肺 

Ｃ34．8 気管支及び肺の境界部病巣 

  ［この章の冒頭の注５を参照］ 

Ｃ34．9 気管支又は肺， 部位不明 

Ｃ37 胸腺の悪性新生物＜腫瘍＞  

 Malignant neoplasm of thymus 

Ｃ38 心臓， 縦隔及び胸膜の悪性新生物＜腫瘍＞ 

 Malignant neoplasm of heart, mediastinum and pleura 

 除外： 

   中皮腫（Ｃ45.-） 

Ｃ38．0 心臓 

  心膜 

 除外： 

   大血管（Ｃ49．3） 

Ｃ38．1 前縦隔 

Ｃ38．2 後縦隔 

Ｃ38．3 縦隔， 部位不明 

Ｃ38．4 胸膜 
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Ｃ38．8 心臓， 縦隔及び胸膜の境界部病巣 

  ［この章の冒頭の注５を参照］ 

Ｃ39 その他及び部位不明確の呼吸器系及び胸腔内臓器の悪性新生物＜腫瘍＞ 

 Malignant neoplasm of other and ill-defined sites in the respiratory system and 

intrathoracic organs 

 除外： 

   胸腔内 ＮＯＳ（Ｃ76．1） 

   胸部 ＮＯＳ（Ｃ76．1） 

Ｃ39．0 上気道， 部位不明 

Ｃ39．8 呼吸器及び胸腔内臓器の境界部病巣 

  ［この章の冒頭の注５を参照］ 

  呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物＜腫瘍＞で， 発生部位がＣ30－Ｃ39．0 のい

ずれの項目にも分類されないもの 

Ｃ39．9 呼吸器系， 部位不明確 

  気道 ＮＯＳ 

 

骨及び関節軟骨の悪性新生物＜腫瘍＞（Ｃ40－Ｃ41） 

Malignant neoplasms of bone and articular cartilage 

 除外： 

   骨髄 ＮＯＳ（Ｃ96．7） 

   滑膜（Ｃ49.-） 

 

Ｃ40 （四）肢の骨及び関節軟骨の悪性新生物＜腫瘍＞ 

 Malignant neoplasm of bone and articular cartilage of limbs 

Ｃ40．0 肩甲骨及び上肢の長骨 

  ※ 肩峰突起 

  ※ 橈骨 

  ※ 上腕骨 

  ※ 尺骨 

  ※ 上肢の骨 ＮＯＳ 

Ｃ40．1 上肢の短骨 

  ※ 手根骨 
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  ※ 大菱形骨 

  ※ 豆状骨 

  ※ 小菱形骨 

  ※ 有鉤骨 

  ※ 半月状骨又は月状骨 

  ※ 舟状骨， 手 

  ※ 中手骨 

  ※ 楔状骨， 手 

  ※ 指節骨 

Ｃ40．2 下肢の長骨 

  ※ 大腿骨                 

  ※ 下肢骨 ＮＯＳ            

  ※ 頚骨 

  ※ 腓骨 

Ｃ40．3 下肢の短骨 

  ※ 膝蓋骨                 

  ※ 足根骨                 

  ※ 舟状骨， 足              

  ※ 楔状骨， 足              

  ※ 立方骨 

  ※ 踵骨 

  ※ 距骨 

  ※ 中足骨 

  ※ 趾節骨 

Ｃ40．8 （四）肢の骨及び関節軟骨の境界部病巣 

  ［この章の冒頭の注５を参照］ 

Ｃ40．9 （四）肢の骨及び関節軟骨， 部位不明 

Ｃ41 その他及び部位不明の骨及び関節軟骨の悪性新生物＜腫瘍＞ 

 Malignant neoplasm of bone and articular cartilage of other and unspecified site s 

 除外： 

   （四）肢の骨（Ｃ40.-） 

   軟骨： 
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   ・耳（Ｃ49．0） 

   ・喉頭（Ｃ32．3） 

   ・（四）肢（Ｃ40.-） 

   ・鼻（Ｃ30．0） 

Ｃ41．0 頭蓋骨及び顔面骨 

  ※ 前頭骨 

  ※ 側頭骨 

  ※ 頭頂骨 

  ※ 後頭骨 

  ※ 篩骨 

  ※ 蝶形骨 

  ※ 鼻骨 

  ※ 鼻甲介 

  ※ 鋤骨 

 眼窩の骨 

  ※ 頬骨 

 上顎骨 

 除外： 

   骨内又は歯原性を除くすべての型の癌（腫）： 

   ・上顎洞（Ｃ31．0） 

   ・上顎（Ｃ03．0） 

   （下）顎骨（Ｃ41．1） 

Ｃ41．1 下顎 

  下顎骨 

  ※ 顎骨 ＮＯＳ 

 除外： 

   骨内又は歯原性を除くすべての型の癌（腫）： 

   ・顎 ＮＯＳ（Ｃ03．9） 

   ・下顎（Ｃ03．1） 

   上顎骨（Ｃ41．0） 

Ｃ41．2 脊柱 

 除外： 
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   仙骨及び尾骨（Ｃ41．4） 

Ｃ41．3 肋骨， 胸骨及び鎖骨 

  ※ 肋軟骨 

  ※ 剣状突起 

Ｃ41．4 骨盤骨， 仙骨及び尾骨 

  ※ 腸骨 

  ※ 坐骨 

  ※ 恥骨 

Ｃ41．8 骨及び関節軟骨の境界部病巣 

  ［この章の冒頭の注５を参照］ 

  骨及び関節軟骨の悪性新生物＜腫瘍＞で， その発生部位がＣ40－Ｃ41．4 のいず

れの 項目にも分類されないもの 

Ｃ41．9 骨及び関節軟骨， 部位不明  

 

皮膚の黒色腫及びその他の皮膚の悪性新生物＜腫瘍＞（Ｃ43－Ｃ44） 

Melanoma and other malignant neoplasms of skin 

 

Ｃ43 皮膚の悪性黒色腫 

 Malignant melanoma of skin 

 包含： 

   形態コードＭ872－Ｍ879 で， 性状コード／３のもの 

 除外： 

   性器の皮膚の悪性黒色腫（Ｃ51－Ｃ52， Ｃ60.-， Ｃ63.-） 

Ｃ43．0 口唇の悪性黒色腫 

 除外： 

   口唇の赤唇部＜縁＞（Ｃ00．0－Ｃ00．2） 

Ｃ43．1 眼瞼の悪性黒色腫， 眼角を含む 

Ｃ43．2 耳及び外耳道の悪性黒色腫 

Ｃ43．3 その他及び部位不明の顔面の悪性黒色腫 

Ｃ43．4 頭皮及び頚部の悪性黒色腫 

Ｃ43．5 体幹の悪性黒色腫 

  肛門縁 
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  肛門皮膚 

  肛門周囲皮膚 

  乳房皮膚 

 除外： 

   肛門 ＮＯＳ（Ｃ21．0） 

Ｃ43．6 上肢の悪性黒色腫， 肩を含む 

Ｃ43．7 下肢の悪性黒色腫， 股関節部を含む 

Ｃ43．8 皮膚境界部悪性黒色腫 

  ［この章の冒頭の注５を参照］ 

Ｃ43．9 皮膚の悪性黒色腫， 部位不明 

  黒色腫（悪性） ＮＯＳ 

Ｃ44 皮膚のその他の悪性新生物＜腫瘍＞ 

 Other malignant neoplasms of skin 

 包含： 

   悪性新生物＜腫瘍＞： 

   ・（皮）脂腺 

   ・汗腺 

 除外： 

   カポジ＜Kaposi＞肉腫（Ｃ46.-） 

   皮膚の悪性黒色腫（Ｃ43.-） 

   性器の皮膚（Ｃ51－Ｃ52， Ｃ60.-， Ｃ63.-） 

Ｃ44．0 口唇の皮膚 

  口唇の基底細胞癌 

 除外： 

   口唇の悪性新生物＜腫瘍＞（Ｃ00.-）  

Ｃ44．1 眼瞼の皮膚， 眼角を含む 

 除外： 

   眼瞼の結合組織（Ｃ49．0） 

Ｃ44．2 耳及び外耳道の皮膚 

 除外： 

   耳の結合組織（Ｃ49．0） 

Ｃ44．3 その他及び部位不明の顔面の皮膚 
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Ｃ44．4 頭皮及び頚部の皮膚 

Ｃ44．5 体幹の皮膚 

  肛門縁 

  肛門皮膚 

  肛門周囲皮膚 

  乳房皮膚 

 除外： 

   肛門 ＮＯＳ（Ｃ21．0） 

Ｃ44．6 上肢の皮膚， 肩を含む 

Ｃ44．7 下肢の皮膚， 股関節部を含む 

Ｃ44．8 皮膚の境界部病巣 

  ［この章の冒頭の注５を参照］ 

Ｃ44．9 皮膚の悪性新生物＜腫瘍＞， 部位不明 

 

中皮及び軟部組織の悪性新生物＜腫瘍＞（Ｃ45－Ｃ49） 

Malignant neoplasms of mesothelial and soft tissue 

 

Ｃ45 中皮腫 

 Mesothelioma 

 包含： 

   形態コードＭ905 で， 性状コード／３のもの 

Ｃ45．0 胸膜中皮腫 

 除外： 

   胸膜のその他の悪性新生物＜腫瘍＞（Ｃ38．4） 

Ｃ45．1 腹膜中皮腫 

  腸間膜 

  結腸間膜 

  大網 

  腹膜（壁側）（骨盤） 

 除外： 

   腹膜のその他の悪性新生物＜腫瘍＞（Ｃ48.-） 

Ｃ45．2 心膜中皮腫 
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 除外： 

   心膜のその他の悪性新生物＜腫瘍＞（Ｃ38．0） 

Ｃ45．7 その他の部位の中皮腫 

Ｃ45．9 中皮腫， 部位不明 

Ｃ46 カポジ＜Kaposi＞肉腫 

 Kaposi sarcoma 

 包含： 

   形態コードＭ9140 で， 性状コード／３のもの  

Ｃ46．0 皮膚のカポジ＜Kaposi＞肉腫 

Ｃ46．1 軟部組織のカポジ＜Kaposi＞肉腫 

Ｃ46．2 口蓋のカポジ＜Kaposi＞肉腫 

Ｃ46．3 リンパ節のカポジ＜Kaposi＞肉腫 

Ｃ46．7 その他の部位のカポジ＜Kaposi＞肉腫 

Ｃ46．8 多臓器のカポジ＜Kaposi＞肉腫 

Ｃ46．9 カポジ＜Kaposi＞肉腫， 部位不明 

Ｃ47 末梢神経及び自律神経系の悪性新生物＜腫瘍＞ 

 Malignant neoplasm of peripheral nerves and autonomic nervous system 

 包含： 

    交感神経， 副交感神経及び神経節 

Ｃ47．0 頭部， 顔面及び頚部の末梢神経 

 除外： 

   眼窩の末梢神経（Ｃ69．6） 

Ｃ47．1 上肢の末梢神経， 肩を含む 

Ｃ47．2 下肢の末梢神経， 股関節部を含む 

Ｃ47．3 胸部＜郭＞の末梢神経 

Ｃ47．4 腹部の末梢神経 

Ｃ47．5 骨盤の末梢神経 

Ｃ47．6 体幹の末梢神経， 部位不明 

Ｃ47．8 末梢神経及び自律神経系の境界部病巣 

  ［この章の冒頭の注５を参照］ 

Ｃ47．9 末梢神経及び自律神経系， 部位不明 

Ｃ48 後腹膜及び腹膜の悪性新生物＜腫瘍＞ 
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 Malignant neoplasm of retroperitoneum and peritoneum 

 除外： 

   カポジ＜Kaposi＞肉腫（Ｃ46．1） 

   中皮腫（Ｃ45.-） 

Ｃ48．0 後腹膜 

Ｃ48．1 腹膜の明示された部位 

  結腸間膜 

  腸間膜 

  大網 

  腹膜： 

  ・壁側 

  ・骨盤 

Ｃ48．2 腹膜， 部位不明 

Ｃ48．8 後腹膜及び腹膜の境界部病巣 

  ［この章の冒頭の注５を参照］  

Ｃ49 その他の結合組織及び軟部組織の悪性新生物＜腫瘍＞ 

 Malignant neoplasm of other connective and soft tissue 

 包含： 

   血管 

   滑膜 

   軟骨 

   筋膜 

   脂肪 

   靱帯， 子宮を除く 

   リンパ管 

   筋 

   滑液のう＜嚢＞ 

   腱（鞘） 

 除外： 

   軟骨： 

   ・関節（Ｃ40－Ｃ41） 

   ・喉頭（Ｃ32．3） 
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   ・鼻（Ｃ30．0） 

   乳房の結合組織（Ｃ50.-） 

   カポジ＜Kaposi＞肉腫（Ｃ46.-） 

   中皮腫（Ｃ45.-） 

   末梢神経及び自律神経系（Ｃ47.-） 

   腹膜（Ｃ48.-） 

   後腹膜（Ｃ48．0） 

Ｃ49．0 頭部， 顔面及び頚部の結合組織及び軟部組織 

  結合組織： 

  ・耳 

  ・眼 

 除外： 

   眼窩の結合組織（Ｃ69．6） 

Ｃ49．1 上肢の結合組織及び軟部組織， 肩を含む 

Ｃ49．2 下肢の結合組織及び軟部組織， 股関節部を含む 

Ｃ49．3 胸部＜郭＞の結合組織及び軟部組織 

  腋窩 

  横隔膜 

  大血管 

 除外： 

   乳房（Ｃ50.-） 

   心臓（Ｃ38．0） 

   縦隔（Ｃ38．1－Ｃ38．3） 

   胸腺（Ｃ37） 

Ｃ49．4 腹部の結合組織及び軟部組織 

  腹壁 

  季肋部  

Ｃ49．5 骨盤の結合組織及び軟部組織 

  殿部 

  そけい＜鼠径＞部 

  会陰部 

Ｃ49．6 体幹の結合組織及び軟部組織， 部位不明 
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  背部 ＮＯＳ 

Ｃ49．8 結合組織及び軟部組織の境界部病巣 

  ［この章の冒頭の注５を参照］ 

  結合組織及び軟部組織の悪性新生物＜腫瘍＞で， その発生部位がＣ47－Ｃ49．6

のいずれの項目にも分類されないもの 

Ｃ49．9 結合組織及び軟部組織， 部位不明 

 

乳房の悪性新生物＜腫瘍＞（Ｃ50） 

Malignant neoplasm of breast 

 

Ｃ50 乳房の悪性新生物＜腫瘍＞ 

 Malignant neoplasm of breast 

 包含： 

   乳房の結合組織 

 除外： 

   乳房の皮膚（Ｃ43．5， Ｃ44．5） 

Ｃ50．0 乳頭部及び乳輪 

Ｃ50．1 乳房中央部 

Ｃ50．2 乳房上内側４分の１ 

Ｃ50．3 乳房下内側４分の１ 

Ｃ50．4 乳房上外側４分の１ 

Ｃ50．5 乳房下外側４分の１ 

Ｃ50．6 乳腺腋窩尾部＜Axillary tail of breast＞ 

Ｃ50．8 乳房の境界部病巣 

  ［この章の冒頭の注５を参照］ 

Ｃ50．9 乳房， 部位不明 

 

女性生殖器の悪性新生物＜腫瘍＞（Ｃ51－Ｃ58） 

Malignant neoplasms of female genital organs 

 包含： 

   女性生殖器の皮膚 

Ｃ51 外陰（部）の悪性新生物＜腫瘍＞ 
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 Malignant neoplasm of vulva 

Ｃ51．0 大陰唇 

  バルトリン＜Bartholin＞腺 ［大前庭腺］  

Ｃ51．1 小陰唇 

Ｃ51．2 陰核 

Ｃ51．8 外陰（部）の境界部病巣 

  ［この章の冒頭の注５を参照］ 

Ｃ51．9 外陰（部）， 部位不明 

  女性外性器 ＮＯＳ 

  外陰部 

Ｃ52 腟の悪性新生物＜腫瘍＞ 

 Malignant neoplasm of vagina 

Ｃ53 子宮頚部の悪性新生物＜腫瘍＞ 

 Malignant neoplasm of cervix uteri 

Ｃ53．0 子宮頚内膜＜endocervix＞ 

Ｃ53．1 子宮頚外部＜exocervix＞ 

Ｃ53．8 子宮頚部の境界部病巣 

  ［この章の冒頭の注５を参照］ 

Ｃ53．9 子宮頚（部）， 部位不明 

Ｃ54 子宮体部の悪性新生物＜腫瘍＞ 

 Malignant neoplasm of corpus uteri 

Ｃ54．0 子宮峡部 

  子宮下部 

Ｃ54．1 子宮内膜 

Ｃ54．2 子宮筋層 

Ｃ54．3 子宮底 

Ｃ54．8 子宮体部の境界部病巣 

  ［この章の冒頭の注５を参照］ 

Ｃ54．9 子宮体部， 部位不明 

Ｃ55 子宮の悪性新生物＜腫瘍＞， 部位不明 

 Malignant neoplasm of uterus, part unspecified 

Ｃ56 卵巣の悪性新生物＜腫瘍＞  
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 Malignant neoplasm of ovary 

Ｃ57 その他及び部位不明の女性生殖器の悪性新生物＜腫瘍＞ 

 Malignant neoplasm of other and unspecified female genital organs 

Ｃ57．0 卵管 

Ｃ57．1 子宮広間膜＜靱帯＞ 

Ｃ57．2 子宮円索＜靱帯＞ 

Ｃ57．3 子宮傍（結合）組織 

  子宮靱帯 ＮＯＳ 

Ｃ57．4 子宮付属器， 部位不明 

Ｃ57．7 その他の明示された女性生殖器 

  ウォルフ＜Wolff＞体＜管＞ 

Ｃ57．8 女性生殖器の境界部病巣 

  ［この章の冒頭の注５を参照］ 

  女性生殖器の悪性新生物＜腫瘍＞で， その発生部位がＣ51－Ｃ57．7， Ｃ58 のい

ずれの項目にも分類されないもの 

   卵管－卵巣 

  子宮－卵巣 

Ｃ57．9 女性生殖器， 部位不明 

  女性尿路生殖器 ＮＯＳ 

Ｃ58 胎盤の悪性新生物＜腫瘍＞ 

 Malignant neoplasm of placenta 

 包含： 

   絨毛癌 ＮＯＳ 

   絨毛上皮腫 ＮＯＳ 

 除外： 

   絨毛腺腫（破壊性）（Ｄ39．2） 

   胞状奇胎： 

   ・ＮＯＳ（Ｏ01．9） 

   ・侵入（Ｄ39．2） 

   ・悪性（Ｄ39．2） 

 

男性生殖器の悪性新生物＜腫瘍＞（Ｃ60－Ｃ63） 
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Malignant neoplasms of male genital organs 

 包含： 

   男性生殖器の皮膚 

 

Ｃ60 陰茎の悪性新生物＜腫瘍＞  

 Malignant neoplasm of penis 

Ｃ60．0 包皮 

Ｃ60．1 亀頭 

Ｃ60．2 陰茎体部 

  海綿体 

Ｃ60．8 陰茎の境界部病巣 

  ［この章の冒頭の注５を参照］ 

Ｃ60．9 陰茎， 部位不明 

  陰茎の皮膚 ＮＯＳ 

Ｃ61 前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞ 

 Malignant neoplasm of prostate 

Ｃ62 精巣＜睾丸＞の悪性新生物＜腫瘍＞ 

 Malignant neoplasm of testis 

Ｃ62．0 停留精巣＜睾丸＞ 

  異所性精巣＜睾丸＞ ［新生物＜腫瘍＞の部位］  

  停留精巣＜睾丸＞ ［新生物＜腫瘍＞の部位］  

Ｃ62．1 下降精巣＜睾丸＞ 

  陰のう＜嚢＞精巣＜睾丸＞ 

Ｃ62．9 精巣＜睾丸＞， 部位不明 

Ｃ63 その他及び部位不明の男性生殖器の悪性新生物＜腫瘍＞ 

 Malignant neoplasm of other and unspecified male genital organs 

Ｃ63．0 精巣上体＜副睾丸＞ 

Ｃ63．1 精索 

Ｃ63．2 陰のう＜嚢＞ 

  陰のう＜嚢＞の皮膚 

Ｃ63．7 その他の明示された男性生殖器 

  精のう＜嚢＞ 
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  精巣＜睾丸＞鞘膜 

Ｃ63．8 男性生殖器の境界部病巣 

  ［この章の冒頭の注５を参照］ 

  男性生殖器の悪性新生物＜腫瘍＞で， その発生部位がＣ60－Ｃ63．7 のいずれの

項目にも分類されないもの 

Ｃ63．9 男性生殖器， 部位不明 

  男性尿路生殖器 ＮＯＳ  

 

腎尿路の悪性新生物＜腫瘍＞（Ｃ64－Ｃ68） 

Malignant neoplasms of urinary tract 

 

Ｃ64 腎盂を除く腎の悪性新生物＜腫瘍＞ 

 Malignant neoplasm of kidney, except renal pelvis 

 除外： 

   腎盂（Ｃ65） 

   腎杯（Ｃ65） 

Ｃ65 腎盂の悪性新生物＜腫瘍＞ 

 Malignant neoplasm of renal pelvis 

 包含： 

   腎盂尿管移行＜接合＞部 

   腎杯 

Ｃ66 尿管の悪性新生物＜腫瘍＞ 

 Malignant neoplasm of ureter 

 除外： 

   膀胱の尿管口（Ｃ67．6） 

Ｃ67 膀胱の悪性新生物＜腫瘍＞ 

 Malignant neoplasm of bladder 

Ｃ67．0 膀胱三角 

Ｃ67．1 膀胱円蓋 

Ｃ67．2 膀胱側壁 

Ｃ67．3 膀胱前壁 

Ｃ67．4 膀胱後壁 
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Ｃ67．5 膀胱頚部 

  内尿道口 

Ｃ67．6 尿管口 

Ｃ67．7 尿膜管 

Ｃ67．8 膀胱の境界部病巣 

  ［この章の冒頭の注５を参照］ 

Ｃ67．9 膀胱， 部位不明 

Ｃ68 その他及び部位不明の尿路の悪性新生物＜腫瘍＞ 

 Malignant neoplasm of other and unspecified urinary organs 

 除外： 

   尿路生殖器 ＮＯＳ： 

   ・女性（Ｃ57．9） 

   ・男性（Ｃ63．9） 

Ｃ68．0 尿道 

 除外： 

   膀胱の尿道口（Ｃ67．5） 

Ｃ68．1 尿道傍腺 

Ｃ68．8 腎尿路の境界部病巣 

  ［この章の冒頭の注５を参照］ 

  腎尿路の悪性新生物＜腫瘍＞で， その発生部位がＣ64－Ｃ68．1 のいずれの項目に

も分類されないもの 

Ｃ68．9 尿路， 部位不明 

  尿路系 ＮＯＳ 

 

眼， 脳及びその他の中枢神経系の部位の悪性新生物＜腫瘍＞（Ｃ69－Ｃ72） 

Malignant neoplasms of eye, brain and other parts of central nervous system 

 

Ｃ69 眼及び付属器の悪性新生物＜腫瘍＞ 

 Malignant neoplasm of eye and adnexa 

 除外： 

   眼瞼の結合組織（Ｃ49．0） 

   眼瞼（皮膚）（Ｃ43．1， Ｃ44．1） 
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   視神経（Ｃ72．3） 

Ｃ69．0 結膜 

Ｃ69．1 角膜 

Ｃ69．2 網膜 

Ｃ69．3 脈絡膜 

Ｃ69．4 毛様体 

Ｃ69．5 涙腺及び涙管 

  涙のう＜嚢＞ 

  鼻涙管 

Ｃ69．6 眼窩 

  眼窩の結合組織 

  外眼筋 

  眼窩の末梢神経 

  眼（球）後部組織 

 除外： 

   眼窩の骨（Ｃ41．0） 

Ｃ69．8 眼及び付属器の境界部病巣 

  ［この章の冒頭の注５を参照］ 

Ｃ69．9 眼， 部位不明 

  眼球 

Ｃ70 髄膜の悪性新生物＜腫瘍＞ 

 Malignant neoplasm of meninges 

Ｃ70．0 脳髄膜 

Ｃ70．1 脊髄膜 

Ｃ70．9 髄膜， 部位不明 

Ｃ71 脳の悪性新生物＜腫瘍＞ 

 Malignant neoplasm of brain 

 除外： 

   脳神経（Ｃ72．2－Ｃ72．5） 

   眼（球）後部組織（Ｃ69．6） 

Ｃ71．0 脳葉及び脳室を除く大脳 

  テント上 ＮＯＳ 
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Ｃ71．1 前頭葉 

Ｃ71．2 側頭葉 

Ｃ71．3 頭頂葉 

Ｃ71．4 後頭葉 

Ｃ71．5 脳室 

 除外： 

   第４脳室（Ｃ71．7） 

Ｃ71．6 小脳 

Ｃ71．7 脳幹 

  第４脳室 

  テント下 ＮＯＳ 

Ｃ71．8 脳の境界部病巣 

  ［この章の冒頭の注５を参照］ 

Ｃ71．9 脳， 部位不明 

Ｃ72 脊髄， 脳神経及びその他の中枢神経系の部位の悪性新生物＜腫瘍＞ 

 Malignant neoplasm of spinal cord, cranial nerves and other parts of central nervous 

system 

 除外： 

   末梢神経及び自律神経系（Ｃ47.-） 

   髄膜（Ｃ70.-） 

Ｃ72．0 脊髄 

Ｃ72．1 馬尾 

Ｃ72．2 嗅神経 

  嗅球 

Ｃ72．3 視神経 

Ｃ72．4 聴神経  

Ｃ72．5 その他及び部位不明の脳神経 

  脳神経 ＮＯＳ 

Ｃ72．8 脳及び中枢神経系のその他の部位の境界部病巣 

  ［この章の冒頭の注５を参照］ 

  脳及び中枢神経系のその他の部位の悪性新生物＜腫瘍＞で， その発生部位がＣ70

－Ｃ72．5 のいずれの項目にも分類されないもの 
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Ｃ72．9 中枢神経系， 部位不明 

  神経系 ＮＯＳ 

 

甲状腺及びその他の内分泌腺の悪性新生物＜腫瘍＞（Ｃ73－Ｃ75） 

Malignant neoplasms of thyroid and other endocrine glands 

 

Ｃ73 甲状腺の悪性新生物＜腫瘍＞ 

 Malignant neoplasm of thyroid gland 

Ｃ74 副腎の悪性新生物＜腫瘍＞ 

 Malignant neoplasm of adrenal gland 

Ｃ74．0 副腎皮質 

Ｃ74．1 副腎髄質 

Ｃ74．9 副腎， 部位不明 

  ※ 神経芽細胞腫 ＮＯＳ 

Ｃ75 その他の内分泌腺及び関連組織の悪性新生物＜腫瘍＞ 

 Malignant neoplasm of other endocrine glands and related structures 

 除外： 

   副腎（Ｃ74.-） 

   内分泌膵（Ｃ25．4） 

   卵巣（Ｃ56） 

   精巣＜睾丸＞（Ｃ62.-） 

   胸腺（Ｃ37） 

   甲状腺（Ｃ73） 

Ｃ75．0 上皮小体＜副甲状腺＞ 

Ｃ75．1 下垂体 

Ｃ75．2 頭蓋咽頭管 

Ｃ75．3 松果体 

Ｃ75．4 頚動脈小体 

Ｃ75．5 大動脈小体及びその他のパラガングリア＜傍神経節＞ 

Ｃ75．8 複数の内分泌腺， 部位不明 

 注：多発の部位が判明している場合は， 部位別にコードする。  

Ｃ75．9 内分泌腺， 部位不明  
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部位不明確， 続発部位及び部位不明の悪性新生物＜腫瘍＞（Ｃ76－Ｃ80） 

Malignant neoplasms of ill-defined, secondary and unspecified sites 

 

Ｃ76 その他及び部位不明確の悪性新生物＜腫瘍＞ 

 Malignant neoplasm of other and ill-defined sites 

 除外： 

   悪性新生物＜腫瘍＞： 

   ・尿路性器 ＮＯＳ： 

    ・女性（Ｃ57．9） 

    ・男性（Ｃ63．9） 

   ・リンパ組織， 造血組織及び関連組織（Ｃ81－Ｃ96） 

   ・部位不明（Ｃ80.-） 

Ｃ76．0 頭部， 顔面及び頚部 

  頬 ＮＯＳ 

  鼻 ＮＯＳ 

Ｃ76．1 胸部＜郭＞ 

  腋窩 ＮＯＳ 

  胸腔内 ＮＯＳ 

  胸郭 ＮＯＳ 

Ｃ76．2 腹部 

Ｃ76．3 骨盤 

  そけい＜鼠径＞部 ＮＯＳ 

  下記のような骨盤内の器官系の境界＜移行＞部位： 

  ・直腸膣（中隔） 

  ・直腸膀胱（中隔） 

Ｃ76．4 上肢 

Ｃ76．5 下肢 

Ｃ76．7 その他の不明確な部位 

Ｃ76．8 その他及び部位不明確の境界部病巣 

  ［この章の冒頭の注５を参照］ 

Ｃ77 リンパ節の続発性及び部位不明の悪性新生物＜腫瘍＞ 
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 Secondary and unspecified malignant neoplasm of lymph nodes 

 除外： 

   原発性と記載されたリンパ節の悪性新生物＜腫瘍＞（Ｃ81－C86，Ｃ96.-） 

Ｃ77．0 頭部， 顔面及び頚部リンパ節 

  鎖骨上リンパ節  

Ｃ77．1 胸腔内リンパ節 

  ※ 縦隔リンパ節 

  ※ 気管気管支リンパ節 

  ※ 気管支肺リンパ節 

Ｃ77．2 腹腔内リンパ節 

  ※ 後腹膜 

  ※ 腸間膜 

  ※ 腸 

Ｃ77．3 腋窩及び上肢リンパ節 

  胸筋リンパ節 

  ※ 上腕リンパ節 

  ※ 肘滑車上リンパ節 

Ｃ77．4 そけい＜鼠径＞及び下肢リンパ節 

  ※ 頚骨リンパ節 

  ※ 膝窩リンパ節 

Ｃ77．5 骨盤内リンパ節 

  ※ 腸骨リンパ節 

Ｃ77．8 多部位のリンパ節 

Ｃ77．9 リンパ節， 部位不明 

Ｃ78 呼吸器及び消化器の続発性悪性新生物＜腫瘍＞ 

 Secondary malignant neoplasm of respiratory and digestive organs 

Ｃ78．0 肺の続発性悪性新生物＜腫瘍＞ 

Ｃ78．1 縦隔の続発性悪性新生物＜腫瘍＞ 

Ｃ78．2 胸膜の続発性悪性新生物＜腫瘍＞ 

  悪性胸水 ＮＯＳ 

Ｃ78．3 中耳並びにその他及び部位不明の呼吸器の続発性悪性新生物＜腫瘍＞ 

Ｃ78．4 小腸の続発性悪性新生物＜腫瘍＞ 
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Ｃ78．5 大腸及び直腸の続発性悪性新生物＜腫瘍＞ 

Ｃ78．6 後腹膜及び腹膜の続発性悪性新生物＜腫瘍＞ 

  悪性腹水 ＮＯＳ 

Ｃ78．7 肝及び肝内胆管の続発性悪性新生物＜腫瘍＞ 

Ｃ78．8 その他及び部位不明の消化器の続発性悪性新生物＜腫瘍＞ 

Ｃ79 その他の部位及び部位不明の続発性悪性新生物＜腫瘍＞ 

 Secondary malignant neoplasm of other and unspecified sites 

Ｃ79．0 腎及び腎盂の続発性悪性新生物＜腫瘍＞ 

Ｃ79．1 膀胱並びにその他及び部位不明の尿路の続発性悪性新生物＜腫瘍＞ 

Ｃ79．2 皮膚の続発性悪性新生物＜腫瘍＞ 

Ｃ79．3 脳及び脳髄膜の続発性悪性新生物＜腫瘍＞ 

Ｃ79．4 その他及び部位不明の中枢神経系の続発性悪性新生物＜腫瘍＞ 

Ｃ79．5 骨及び骨髄の続発性悪性新生物＜腫瘍＞ 

Ｃ79．6 卵巣の続発性悪性新生物＜腫瘍＞ 

Ｃ79．7 副腎の続発性悪性新生物＜腫瘍＞ 

Ｃ79．8 その他の明示された部位の続発性悪性新生物＜腫瘍＞ 

C79．9 続発性悪性新生物＜腫瘍＞，部位不明 

  播種性（続発性）： 

  ・がんＮＯＳ 

  ・悪性腫瘍ＮＯＳ 

  全身性（続発性）： 

  ・がんＮＯＳ 

  ・悪性腫瘍ＮＯＳ 

  続発性多発がん＜重複がん＞ＮＯＳ 

  肉腫症（続発性）ＮＯＳ 

Ｃ80 悪性新生物＜腫瘍＞，部位が明示されていないもの 

 Malignant neoplasm, without specification of site 

C80．0 悪性新生物＜腫瘍＞，原発部位不明と記載されたもの 

  原発部位不明 

C80．9 悪性新生物＜腫瘍＞，原発部位詳細不明 

  がんＮＯＳ 

  癌（腫）ＮＯＳ 
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  悪性腫瘍ＮＯＳ 

  悪性悪液質ＮＯＳ 

  多発がん＜重複がん＞ＮＯＳ 

 除外： 

   続発性悪性新生物＜腫瘍＞，部位不明（C79．9） 

 

リンパ組織，造血組織及び関連組織の悪性新生物＜腫瘍＞， 

原発と記載された又は推定されたもの（C81－C96） 

Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, 

of lymphoid, haematopoietic and related tissue 

 除外： 

   リンパ節の続発性及び詳細不明の新生物＜腫瘍＞（Ｃ77.-）  

 

Ｃ81 ホジキン＜Hodgkin＞リンパ腫 

 Hodgkin lymphoma 

 包含： 

   形態コードＭ965－Ｍ966 で， 性状コード／３のもの 

Ｃ81．0 結節性リンパ球優勢型ホジキン＜Hodgkin＞リンパ腫 

C81．1 結節硬化型（古典的）ホジキン＜Hodgkin＞リンパ腫 

C81．2 混合細胞型（古典的）ホジキン＜Hodgkin＞リンパ腫 

C81．3 リンパ球減少型（古典的）ホジキン＜Hodgkin＞リンパ腫 

C81．4 リンパ球豊富型（古典的）ホジキン＜Hodgkin＞リンパ腫 

 除外： 

   結節性リンパ球優勢型ホジキン＜Hodgkin＞リンパ腫（C81．0） 

C81．7 その他の（古典的）ホジキン＜Hodgkin＞リンパ腫 

  古典的ホジキン＜Hodgkin＞リンパ腫，詳細不明の型 

C81．9 ホジキン＜Hodgkin＞リンパ腫， 詳細不明 

Ｃ82 ろ＜濾＞胞性リンパ腫 

 Follicular lymphoma 

 包含： 

   びまん性領域を伴う又は伴わないろ＜濾＞胞性リンパ腫 

 除外： 
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   成熟 T/NK 細胞リンパ腫（Ｃ84.-） 

C82．0 ろ＜濾＞胞性リンパ腫グレードⅠ 

C82．1 ろ＜濾＞胞性リンパ腫グレードⅡ 

C82．2 ろ＜濾＞胞性リンパ腫グレードⅢ，詳細不明 

C82．3 ろ＜濾＞胞性リンパ腫グレードⅢa 

C82．4 ろ＜濾＞胞性リンパ腫グレードⅢb 

C82．5 びまん性ろ＜濾＞胞中心リンパ腫 

C82．6 皮膚ろ＜濾＞胞中心リンパ腫 

C82．7 ろ＜濾＞胞性リンパ腫のその他の型 

C82．9 ろ＜濾＞胞性リンパ腫，詳細不明 

  結節性リンパ腫ＮＯＳ 

C83 非ろ＜濾＞胞性リンパ腫 

 Non-follicular lymphoma 

C83．0 小細胞型Ｂ細胞性リンパ腫 

  リンパ球形質細胞性リンパ腫 

  筋内性＜節性＞辺縁帯リンパ腫 

  B-CLL の非白血病性変異 

  脾性辺縁帯リンパ腫 

 除外： 

   慢性リンパ球性白血病（C91．1） 

   ワルデンシュトレーム＜Waldenström＞マクログロブリン血症（C88．0） 

   成熟 T/NK 細胞リンパ腫（Ｃ84.-） 

C83．1 マントル細胞リンパ腫 

  中心細胞性リンパ腫悪性 

  リンパ腫ポリポーシス 

C83．3 びまん性大細胞型Ｂ細胞性リンパ腫 

  未分化（型） 

CD30 陽性 

  胚中心芽球型 

  形質芽球型       びまん性大細胞型Ｂ細胞性リンパ腫 

  免疫芽球型 

  明示されない亜型 
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  高 T 細胞 

 除外： 

   縦隔（胸腺）大細胞型Ｂ細胞性リンパ腫（C85．2） 

   成熟 T/NK 細胞リンパ腫（Ｃ84.-） 

C83．5 リンパ芽球性（びまん性）リンパ腫 

  Ｂ前駆細胞性リンパ腫 

  リンパ芽球性Ｂ細胞性リンパ腫 

  リンパ芽球性リンパ腫ＮＯＳ 

  リンパ芽球性 T 細胞リンパ腫 

  T 前駆細胞リンパ腫 

C83．7 バーキット＜Burkitt＞リンパ腫 

  異型バーキット＜Burkitt＞リンパ腫 

  “バーキット＜Burkitt＞様”リンパ腫 

 除外： 

   成熟Ｂ細胞性白血病バーキット＜Burkitt＞型（C91．8） 

C83．8 その他の非ろ＜濾＞胞性リンパ腫 

  原発性滲出性Ｂ細胞性リンパ腫 

  血管内大細胞型Ｂ細胞性リンパ腫 

  リンパ様肉芽腫症 

 除外： 

   縦隔（胸腺）大細胞型Ｂ細胞性リンパ腫（C85．2） 

   高 T 細胞Ｂ細胞性リンパ腫（C83．3） 

C83．9 非ろ＜濾＞胞性（びまん性）リンパ腫，詳細不明 

C84 成熟Ｔ/NK 細胞リンパ腫 

 Mature T/NK-cell lymphomas 

Ｃ84．0 菌状息肉症 

Ｃ84．1 セザリー＜Sézary＞病 

C84．4 末梢性Ｔ細胞リンパ腫，他に分類されないもの 

  レンネルト＜Lennert＞リンパ腫 

  リンパ類上皮性リンパ腫 

C84．5 その他の成熟Ｔ/NK 細胞リンパ腫 

 注：特定のリンパ腫と関連してＴ細胞の系統又は障害が記載されている場合は，より特定
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しやすい記載名にコードする。 

 除外： 

   血管性免疫芽球性 T 細胞リンパ腫（C86．5） 

   芽球性 NK 細胞リンパ腫（C86．4） 

   腸症性 T 細胞リンパ腫（C86．2） 

   節外性 NK 細胞リンパ腫，鼻腔型（C86．0） 

   肝脾型 T 細胞リンパ腫（C86．1） 

   原発性皮膚 CD30 陽性 T 細胞増殖（C86．6） 

   皮下脂肪組織炎様 T 細胞リンパ腫（C86．3） 

   T 細胞白血病（C91.-） 

C84．6  未分化大細胞型リンパ腫，ALK 陽性 

   未分化大細胞型リンパ腫，CD30 陽性 

C84．7 未分化大細胞型リンパ腫，ALK 陰性 

 除外： 

   原発性皮膚 CD30 陽性 T 細胞増殖（C86．6） 

C84．8 皮膚 T 細胞リンパ腫，詳細不明 

C84．9 成熟 T/NK 細胞リンパ腫，詳細不明 

  NK/T 細胞リンパ腫ＮＯＳ 

 除外： 

   成熟 T 細胞リンパ腫，他に分類されないもの（C84．4） 

Ｃ85 非ホジキン＜non-Hodgkin＞リンパ腫のその他及び詳細不明の型 

 Other and unspecified types of non-Hodgkin lymphoma 

Ｃ85．1 Ｂ細胞性リンパ腫，詳細不明 

 注：特定のリンパ腫と関連してＢ細胞の系統又は障害が記載されている場合は，より特

定しやすい記載名にコードする。 

C85．2 縦隔（胸腺）大細胞型Ｂ細胞性リンパ腫 

Ｃ85．7 非ホジキン＜non-Hodgkin＞リンパ腫のその他の明示された型 

Ｃ85．9 非ホジキン＜non-Hodgkin＞リンパ腫， 詳細不明 

  リンパ腫 ＮＯＳ 

  悪性リンパ腫 ＮＯＳ 

  非ホジキンリンパ腫 ＮＯＳ 

C86 T/NK 細胞リンパ腫のその他の明示された型  
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 Other specified types of T/NK-cell lymphoma 

 除外： 

   未分化大細胞型リンパ腫，ALK 陰性（C84．7） 

   未分化大細胞型リンパ腫，ALK 陽性（C84．6） 

C86．0 節外性 NK/T 細胞リンパ腫，鼻型 

C86．1 肝脾 T 細胞リンパ腫 

 除外： 

   α-β及びγ-Δ型 

C86．2 腸症＜腸管＞型 T 細胞リンパ腫 

  腸症関連 T 細胞リンパ腫 

C86．3 皮下脂肪組織炎様 T 細胞リンパ腫 

C86．4 芽球性 NK 細胞リンパ腫 

C86．5 血管免疫芽球性 T 細胞リンパ腫 

  異常タンパク血症を伴う血管性免疫芽球性リンパ節症（AILD） 

C86．6  原発性皮膚 CD30 陽性 T 細胞増殖 

  リンパ腫様丘疹症 

  原発性皮膚未分化大細胞リンパ腫 

  原発性皮膚 CD30 陽性大 T 細胞リンパ腫 

Ｃ88 悪性免疫増殖性疾患 

 Malignant immunoproliferative diseases 

C88．0 ワルデンシュトレーム＜Waldenström＞マクログロブリン血症 

  IgM 産生を伴うリンパ形質細胞性リンパ腫 

  マクログロブリン血症（原発性）（特発性） 

 除外： 

   小細胞型Ｂ細胞リンパ腫（C83．0） 

C88．2 その他のＨ＜重＞鎖病 

  フランクリン＜Franklin＞病 

  ガンマ H＜重＞鎖病 

  ミューH＜重＞鎖病 

C88．3 免疫増殖性小腸疾患 

  アルファ H＜重＞鎖病 

  地中海リンパ腫 
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C88．4 節外性粘膜関連リンパ組織辺縁帯Ｂ細胞性リンパ腫［MALT リンパ腫］ 

 注：高悪性（びまん性大細胞型）リンパ腫への移行の分類が必要な場合は，追加コード

（C83．3）を使用する。 

  皮膚関連リンパ様組織リンパ腫（SALT リンパ腫） 

  気管支関連リンパ様組織リンパ腫（BALT リンパ腫） 

Ｃ88．7 その他の悪性免疫増殖性疾患 

Ｃ88．9 悪性免疫増殖性疾患， 詳細不明 

  免疫増殖性疾患 ＮＯＳ 

C90 多発性骨髄腫及び悪性形質細胞性新生物＜腫瘍＞ 

 Multiple myeloma and malignant plasma cell neoplasms 

C90．0 多発性骨髄腫 

  カーレル＜Kahler＞病 

  髄様形質細胞腫 

  骨髄腫症 

  形質細胞性骨髄腫 

 除外： 

   弧立性形質細胞腫（C90．３） 

C90．1 形質細胞性白血病 

  形質細胞性白血病 

C90．2 髄外（性）形質細胞腫 

C90．3 孤立性形質細胞腫 

  限局性悪性形質細胞腫ＮＯＳ 

  形質細胞腫ＮＯＳ 

  孤立性骨髄腫 

C91 リンパ性白血病 

 Lymphoid leukaemia 

C91．0 急性リンパ芽球性白血病[ALL] 

 注： このコードは，前駆 T 細胞及びＢ細胞リンパ芽球性白血病にのみ使用する。 

C91．1 Ｂ細胞性慢性リンパ球性白血病 

  リンパ形質細胞性白血病 

  リヒター症候群 

 除外： 
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   リンパ形質細胞性リンパ腫（C83．0） 

C91．3 Ｂ細胞性前リンパ性白血病 

Ｃ91．4 毛様細胞性＜hairy-cell＞白血病 

  白血性細網内皮症 

C91．5 成人 T 細胞リンパ腫/白血病 ［HTLV-1 関連］ 

  急性 

  慢性         成人Ｔ細胞リンパ腫/白血病の変異 

  リンパ腫様 

  くすぶり型 

C91．6 T 細胞性前リンパ性白血病 

C91．7 その他のリンパ性白血病 

  T 細胞大顆粒リンパ球性白血病（関節リウマチに関連するもの） 

C91．8 成熟 B 細胞性白血病バーキット＜Burkitt＞型 

 除外： 

   骨髄浸潤をほとんど伴わない又は伴わないバーキット＜Burkitt＞リンパ腫（C83．

7） 

Ｃ91．9 リンパ性白血病， 詳細不明  

Ｃ92 骨髄性白血病 

 Myeloid leukaemia 

 包含： 

   白血病： 

   ・顆粒球性 

   ・骨髄性 

C92．0 急性骨髄芽球性白血病［AML］ 

  急性骨髄芽球性白血病，最小分化 

  急性骨髄芽球性白血病（成熟を伴うもの） 

  AML1/ETO 

  AML M0 

  AML M1 

  AML M2 

  AML，t（8；21）を伴うもの 

  AML（FAB 分類なし）ＮＯＳ 
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  白血病移行期にある芽球過剰性不応性貧血 

 除外： 

   慢性骨髄性白血病の急性増悪（C92．1） 

C92．1 慢性骨髄性白血病[CML]，BCR/ABL 陽性 

  慢性骨髄性白血病，フィラデルフィア染色体（Ph1）陽性 

  慢性骨髄性白血病，t（9；22）（q34；q11） 

  芽球細胞クリーゼを伴う慢性骨髄性白血病 

 除外： 

   異型性慢性骨髄性白血病（C92．2） 

   慢性骨髄単球性白血病（C93．1） 

   分類不能の骨髄増殖性疾患（D47．1） 

C92．2 非定型慢性骨髄性白血病，BCR/ABL 陰性 

C92．3 骨髄性肉腫 

 注：未成熟骨髄細胞の腫瘍 

  緑色腫 

  顆粒球性肉腫 

C92．4 急性前骨髄球性白血病[PML] 

  AML M3 

  AML M3，t（15；17）及び変異を伴うもの 

C92．5 急性骨髄単球性白血病 

  AML M4 

  AML M4 Eo，inv（16）又は t（16；16）を伴うもの 

C92．6 11q23 異常を伴う急性骨髄性白血病 

  MLL 遺伝子変異を伴う急性骨髄性白血病 

C92．7 その他の骨髄性白血病 

 除外： 

   慢性好酸球性白血病[好酸球増多症候群]（D47．5） 

C92．8 多系統異形成を伴う急性骨髄性白血病 

 注：既往歴に造血形成異常及び/又は骨髄異形成疾患を伴う急性骨髄性白血病 

C92．9 骨髄性白血病，詳細不明 

Ｃ93 単球性白血病 

 Monocytic leukaemia 



 

 

- 48 - 

 

 包含： 

   単球様白血病 

C93．0 急性単芽球性/単球性白血病 

  AML M5a 

  AML M5b 

  AML M5  

C93．1 慢性骨髄単球性白血病 

  慢性単球性白血病 

  CMML-1 

  CMML-2 

  CMML，好酸球増加症を伴うもの 

C93．3   若年性骨髄単球性白血病 

C93．7 その他の単球性白血病 

C93．9 単球性白血病，詳細不明 

C94 細胞型の明示されたその他の白血病 

 Other leukaemias of specified cell type 

 除外： 

   白血性細網内皮症（C91．4） 

   形質細胞白血病（C90．1） 

C94．0 急性赤白血病 

  急性骨髄性白血病 M6（a）（ｂ） 

  赤白血病 

C94．2 急性巨核芽球性白血病 

  急性骨髄性白血病, M7 

  急性巨核球性白血病 

C94．3 肥満細胞白血病 

C94．4 骨髄線維症を伴う急性汎骨髄症 

  急性骨髄線維症 

C94．6  骨髄異形成及び骨髄増殖性疾患，他に分類されないもの 

C94．7 その他の明示された白血病 

  侵襲性 NK 細胞白血病 

  急性好塩基球性白血病 
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C95 細胞型不明の白血病 

 Leukaemia of unspecified cell type 

C95．0 細胞型不明の急性白血病 

  急性多系統白血病 

  急性混合系白血病 

  多形質性急性白血病 

  系統の不明確な幹細胞性白血病＜stem cell leukaemia＞ 

 除外： 

   詳細不明の慢性白血病の急性増悪（C95．1） 

C95．1 細胞型不明の慢性白血病 

C95．7 細胞型不明のその他の白血病 

C95．9 白血病，詳細不明 

C96 リンパ組織，造血組織及び関連組織のその他及び詳細不明の悪性新生物＜腫瘍＞ 

 Other and unspecified malignant neoplasms of lymphoid, haematopoietic and related 

tissue  

C96．0 多病巣性及び多臓器型（播種性）ランゲルハンス＜Langerhans＞細胞組織球症[レット

レル・ジーベ＜Letterer-Siwe＞病] 

  ヒスチオサイトーシス X，多臓器型 

C96．2 悪性肥満細胞腫 

  侵襲性全身性肥満細胞症 

  肥満細胞肉腫 

 除外： 

   無痛性肥満細胞症（D47．0） 

   肥満細胞白血病（C94．3） 

   肥満細胞症（先天性）（皮膚）（Ｑ82．2） 

C96．4 樹状細胞（補助細胞）肉腫 

  指間樹状細胞肉腫 

  ランゲルハンス＜Langerhans＞細胞肉腫 

  ろ＜濾＞胞樹状細胞肉腫 

C96．5 多病巣性及び単一臓器型ランゲルハンス＜Langerhans＞細胞組織球症 

  ハンド・シューラー・クリスチャン病 

  ヒスチオサイトーシス X，多病巣性 
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C96．6 単局性ランゲルハンス＜Langerhans＞細胞組織球症 

  好酸球性肉芽腫 

  ヒスチオサイトーシス X，単発性 

  ヒスチオサイトーシス XＮＯＳ 

  ランゲルハンス＜Langerhans＞細胞組織球症ＮＯＳ 

C96．7 リンパ組織，造血組織及び関連組織のその他の明示された悪性新生物＜腫瘍＞ 

C96．8 組織球性肉腫 

  悪性組織球症 

C96．9 リンパ組織，造血組織及び関連組織の悪性新生物＜腫瘍＞，詳細不明 

 

独立した（原発性）多部位の悪性新生物＜腫瘍＞（C97） 

Malignant neoplasms of independent (primary) multiple sites 

 

Ｃ97 独立した（原発性）多部位の悪性新生物＜腫瘍＞ 

 Malignant neoplasms of independent (primary) multiple sites 

 注：本項目使用の際は死亡コーディングルール及びガイドラインを参照する。   

 

上皮内新生物＜腫瘍＞（Ｄ00－Ｄ09） 

In situ neoplasms 

 注：多くの上皮内新生物＜腫瘍＞は， さまざまな程度の異形成及び浸潤がんの間の一

連の形態的変化の中に位置するものと考えられている。 たとえば， 子宮頚（部）上皮内

腫瘍＜intraepithelial neoplasia＞（ＣＩＮ）は３段階の異型度＜grade＞があり， その異

型度＜grade＞Ⅲ（ＣＩＮⅢ）は高度異形成と上皮内癌の両方を含んでいる。 この分類

体系は他の器官， たとえば女性外陰及び腟にも拡張されている。 高度異形成の記載

の有無にかかわらず， 異型度＜grade＞Ⅲ上皮内腫瘍＜intraepithelial neoplasia＞の

記載があればこの項目に分類する；異型度＜grade＞Ⅰ及びⅡはその器官系の異形成

に分類し， 関連する身体系統の章にコードする。  

 包含： 

   ボウエン＜Bowen＞病 

   紅＜赤＞色肥厚（症）＜エリトロプラジア＞ 

   ケイラー＜Queyrat＞紅＜赤＞色肥厚症 

   性状コード／２を伴う形態コード 
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Ｄ00 口腔， 食道及び胃の上皮内癌 

 Carcinoma in situ of oral cavity, oesophagus and stomach 

 除外： 

   上皮内黒色腫（Ｄ03.-） 

Ｄ00．0 口唇， 口腔及び咽頭 

  披裂喉頭蓋ひだ： 

  ・ＮＯＳ 

  ・下咽頭面 

  ・辺縁部 

  口唇の赤唇部＜縁＞ 

 除外： 

   披裂喉頭蓋ひだ， 喉頭面（Ｄ02．0） 

   喉頭蓋： 

   ・ＮＯＳ（Ｄ02．0） 

   ・舌骨上部（Ｄ02．0） 

   口唇の皮膚（Ｄ03．0， Ｄ04．0） 

Ｄ00．1 食道 

Ｄ00．2 胃 

Ｄ01 その他及び部位不明の消化器の上皮内癌 

 Carcinoma in situ of other and unspecified digestive organs 

 除外： 

   上皮内黒色腫（Ｄ03.-） 

Ｄ01．0 結腸 

 除外： 

   直腸Ｓ状結腸移行部（Ｄ01．1） 

Ｄ01．1 直腸Ｓ状結腸移行部 

Ｄ01．2 直腸 

Ｄ01．3 肛門及び肛門管 

 除外： 

   肛門縁（Ｄ03．5， Ｄ04．5） 

   肛門皮膚（Ｄ03．5， Ｄ04．5） 

   肛門周囲皮膚（Ｄ03．5， Ｄ04．5） 
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Ｄ01．4 その他及び部位不明の腸 

 除外： 

   ファーター＜Vater＞乳頭膨大部（Ｄ01．5） 

Ｄ01．5 肝， 胆のう＜嚢＞及び胆管 

  ファーター＜Vater＞乳頭膨大部 

Ｄ01．7 その他の明示された消化器 

  膵 

Ｄ01．9 消化器， 部位不明 

Ｄ02 中耳及び呼吸器系の上皮内癌 

 Carcinoma in situ of middle ear and respiratory system 

 除外： 

   上皮内黒色腫（Ｄ03.-） 

Ｄ02．0 喉頭 

  披裂喉頭蓋ひだ， 喉頭面 

  喉頭蓋（舌骨上部）  

 除外： 

   披裂喉頭蓋ひだ： 

   ・ＮＯＳ（Ｄ00．0） 

   ・下咽頭面（Ｄ00．0） 

   ・辺縁部（Ｄ00．0） 

Ｄ02．1 気管 

Ｄ02．2 気管支及び肺 

Ｄ02．3 中耳及び呼吸器系のその他の部位 

  副鼻腔 

  中耳 

  鼻腔 

 除外： 

   （外）耳（皮膚）（Ｄ03．2， Ｄ04．2） 

   鼻 ＮＯＳ（Ｄ09．7） 

   鼻の皮膚（Ｄ03．3， Ｄ04．3） 

Ｄ02．4 呼吸器系， 部位不明  

Ｄ03 上皮内黒色腫 
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 Melanoma in situ 

 包含： 

   形態コードＭ872－Ｍ879 で， 性状コード／２のもの 

Ｄ03．0 口唇の上皮内黒色腫 

Ｄ03．1 眼瞼の上皮内黒色腫， 眼角を含む 

Ｄ03．2 耳及び外耳道の上皮内黒色腫 

Ｄ03．3 その他及び部位不明の顔面の上皮内黒色腫 

Ｄ03．4 頭皮及び頚部の上皮内黒色腫 

Ｄ03．5 体幹の上皮内黒色腫 

  肛門縁 

  肛門皮膚 

  乳房（皮膚）（軟部組織） 

  肛門周囲皮膚 

Ｄ03．6 上肢の上皮内黒色腫， 肩を含む 

Ｄ03．7 下肢の上皮内黒色腫， 股関節部を含む 

Ｄ03．8 その他の部位の上皮内黒色腫 

Ｄ03．9 上皮内黒色腫， 部位不明 

Ｄ04 皮膚の上皮内癌 

 Carcinoma in situ of skin 

 除外： 

   ケイラー＜Queyrat＞紅＜赤＞色肥厚症（陰茎） ＮＯＳ（Ｄ07．4） 

   上皮内黒色腫（Ｄ03.-） 

Ｄ04．0 口唇の皮膚 

 除外： 

   口唇の赤唇部＜縁＞（Ｄ00．0） 

Ｄ04．1 眼瞼の皮膚， 眼角を含む 

Ｄ04．2 耳及び外耳道の皮膚 

Ｄ04．3 その他及び部位不明の顔面の皮膚 

Ｄ04．4 頭皮及び頚部の皮膚 

Ｄ04．5 体幹の皮膚 

  肛門縁 

  肛門皮膚 
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  肛門周囲皮膚 

  乳房の皮膚 

 除外： 

   肛門 ＮＯＳ（Ｄ01．3） 

   性器の皮膚（Ｄ07.-） 

Ｄ04．6 上肢の皮膚， 肩を含む 

Ｄ04．7 下肢の皮膚， 股関節部を含む 

Ｄ04．8 その他の部位の皮膚  

Ｄ04．9 皮膚， 部位不明 

Ｄ05 乳房の上皮内癌 

 Carcinoma in situ of breast 

 除外： 

   乳房の皮膚の上皮内癌（Ｄ04．5） 

   乳房（皮膚）の上皮内黒色腫（Ｄ03．5） 

Ｄ05．0 小葉の上皮内癌 

Ｄ05．1 乳管内の上皮内癌 

Ｄ05．7 乳房のその他の上皮内癌 

Ｄ05．9 乳房の上皮内癌， 部位不明 

Ｄ06 子宮頚（部）の上皮内癌 

 Carcinoma in situ of cervix uteri 

 包含： 

   子宮頚（部）上皮内腫瘍＜intraepithelial neoplasia＞ ［ＣＩＮ］， 異型度Ⅲ， 

高度異形成の記載の有無にかかわらない 

 除外： 

   子宮頚（部）上皮内黒色腫（Ｄ03．5） 

   子宮頚（部）高度異形成 ＮＯＳ（Ｎ87．2） 

Ｄ06．0 子宮頚内膜＜endocervix＞ 

Ｄ06．1 子宮外頚部＜exocervix＞ 

Ｄ06．7 子宮頚（部）のその他の部位 

Ｄ06．9 子宮頚（部）， 部位不明 

Ｄ07 その他及び部位不明の生殖器の上皮内癌 

 Carcinoma in situ of other and unspecified genital organs 



 

 

- 55 - 

 

 除外： 

   上皮内黒色腫（Ｄ03．5） 

Ｄ07．0 子宮内膜 

Ｄ07．1 外陰部 

  外陰部上皮内腫瘍＜intraepithelial neoplasia＞ ［ＶＩＮ］， 異型度Ⅲ， 高度異形

成の記載の有無にかかわらない 

 除外： 

   外陰高度異形成 ＮＯＳ（Ｎ90．2） 

Ｄ07．2 腟 

  腟上皮内腫瘍＜intraepithelial neoplasia＞ ［ＶＡＩＮ］， 異型度Ⅲ， 高度異形成の

記載の有無にかかわらない 

 除外： 

   腟の高度異形成 ＮＯＳ（Ｎ89．2） 

Ｄ07．3 その他及び部位不明の女性生殖器  

Ｄ07．4 陰茎 

  ケイラー＜Queyrat＞紅＜赤＞色肥厚症 ＮＯＳ 

D07．5 前立腺 

 除外：  

   前立腺の低度異形成（N42．3） 

Ｄ07．6 その他及び部位不明の男性生殖器 

Ｄ09 その他及び部位不明の上皮内癌 

 Carcinoma in situ of other and unspecified sites 

 除外： 

   上皮内黒色腫（Ｄ03.-） 

Ｄ09．0 膀胱 

Ｄ09．1 その他及び部位不明の腎尿路 

Ｄ09．2 眼 

 除外： 

   眼瞼の皮膚（Ｄ04．1） 

Ｄ09．3 甲状腺及びその他の内分泌腺 

 除外： 

   内分泌膵（Ｄ01．7） 
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   卵巣（Ｄ07．3） 

   精巣＜睾丸＞（Ｄ07．6） 

Ｄ09．7 その他の明示された部位の上皮内癌 

Ｄ09．9 上皮内癌， 部位不明 

 

良性新生物＜腫瘍＞（Ｄ10－Ｄ36） 

Benign neoplasms 

 包含： 

   性状コード／０を伴う形態コード 

 

Ｄ10 口腔及び咽頭の良性新生物＜腫瘍＞ 

 Benign neoplasm of mouth and pharynx 

Ｄ10．0 口唇 

  口唇（小帯）（内面）（粘膜）（赤唇部＜縁＞） 

 除外： 

   口唇の皮膚（Ｄ22．0， Ｄ23．0） 

Ｄ10．1 舌 

  舌扁桃 

Ｄ10．2 口（腔）底  

Ｄ10．3 その他及び部位不明 

  小唾液腺 ＮＯＳ 

 除外： 

   良性歯原性新生物＜腫瘍＞（Ｄ16．4－Ｄ16．5） 

   口唇の粘膜（Ｄ10．0） 

   軟口蓋の鼻＜上＞咽頭面（Ｄ10．6） 

Ｄ10．4 扁桃 

  扁桃（口峡）（口蓋） 

 除外： 

   舌扁桃（Ｄ10．1） 

   咽頭扁桃（Ｄ10．6） 

 扁桃： 

   ・窩（Ｄ10．5） 
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   ・口蓋弓（Ｄ10．5） 

Ｄ10．5 中咽頭のその他の部位 

  喉頭蓋， 前面 

  扁桃： 

  ・窩 

  ・口蓋弓 

  喉頭蓋谷 

 除外： 

   喉頭蓋： 

   ・ＮＯＳ（Ｄ14．1） 

   ・舌骨上部（Ｄ14．1） 

Ｄ10．6 鼻＜上＞咽頭 

  咽頭扁桃 

  鼻中隔の後縁及び後鼻孔  

Ｄ10．7 下咽頭 

Ｄ10．9 咽頭， 部位不明 

Ｄ11 大唾液腺の良性新生物＜腫瘍＞ 

 Benign neoplasm of major salivary glands 

 除外： 

 明示された小唾液腺の良性新生物＜腫瘍＞で解剖学的部位にしたがって分

類されたもの 

   小唾液腺の良性新生物＜腫瘍＞ ＮＯＳ（Ｄ10．3） 

Ｄ11．0 耳下腺 

Ｄ11．7 その他の大唾液腺 

  舌下腺 

  顎下腺 

Ｄ11．9 大唾液腺， 部位不明  

Ｄ12 結腸， 直腸， 肛門及び肛門管の良性新生物＜腫瘍＞ 

 Benign neoplasm of colon, rectum, anus and anal canal 

Ｄ12．0 盲腸 

  回盲弁 

Ｄ12．1 虫垂 
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Ｄ12．2 上行結腸 

Ｄ12．3 横行結腸 

  右結腸曲＜肝弯曲＞ 

  左結腸曲＜脾弯曲＞ 

Ｄ12．4 下行結腸 

Ｄ12．5 Ｓ状結腸 

Ｄ12．6 結腸， 部位不明 

  結腸の腺腫症 

  大腸 ＮＯＳ 

  大腸ポリポージス＜大腸腺腫症＞（遺伝性） 

Ｄ12．7 直腸Ｓ状結腸移行部 

Ｄ12．8 直腸 

Ｄ12．9 肛門及び肛門管 

 除外： 

   肛門縁（Ｄ22．5， Ｄ23．5） 

   肛門皮膚（Ｄ22．5， Ｄ23．5） 

   肛門周囲皮膚（Ｄ22．5， Ｄ23．5） 

Ｄ13 消化器系のその他及び部位不明確の良性新生物＜腫瘍＞ 

 Benign neoplasm of other and ill-defined parts of digestive system 

Ｄ13．0 食道 

Ｄ13．1 胃 

Ｄ13．2 十二指腸 

Ｄ13．3 その他及び部位不明の小腸 

Ｄ13．4 肝 

  肝内胆管 

Ｄ13．5 肝外胆管 

Ｄ13．6 膵 

 除外： 

   内分泌膵（Ｄ13．7）  

Ｄ13．7 内分泌膵 

  島細胞腫 

  ランゲルハンス＜Langerhans＞島 
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Ｄ13．9 消化器系， 部位不明確 

  消化器系 ＮＯＳ 

  腸 ＮＯＳ 

  脾 

Ｄ14 中耳及び呼吸器系の良性新生物＜腫瘍＞ 

 Benign neoplasm of middle ear and respiratory system 

Ｄ14．0 中耳， 鼻腔及び副鼻腔 

  鼻軟骨 

 除外： 

   （外）耳道（Ｄ22．2， Ｄ23．2） 

   耳の骨（Ｄ16．4） 

   鼻の骨（Ｄ16．4） 

   耳軟骨（Ｄ21．0） 

   （外）耳（皮膚）（Ｄ22．2， Ｄ23．2） 

   鼻 ＮＯＳ（Ｄ36．7） 

   鼻の皮膚（Ｄ22．3， Ｄ23．3） 

   嗅球（Ｄ33．3） 

   ポリープ： 

   ・副鼻腔（Ｊ33．8） 

   ・（中）耳（Ｈ74．4） 

   ・鼻（腔）（Ｊ33.-） 

   鼻中隔の後縁及び後鼻孔（Ｄ10．6） 

Ｄ14．1 喉頭 

  喉頭蓋（舌骨上部） 

 除外： 

   喉頭蓋， 前面（Ｄ10．5） 

   声帯及び喉頭のポリープ（Ｊ38．1） 

Ｄ14．2 気管 

Ｄ14．3 気管支及び肺 

Ｄ14．4 呼吸器系， 部位不明 

Ｄ15 その他及び部位不明の胸腔内臓器の良性新生物＜腫瘍＞ 

 Benign neoplasm of other and unspecified intrathoracic  organs 
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 除外： 

   中皮組織（Ｄ19.-） 

Ｄ15．0 胸腺 

Ｄ15．1 心臓 

 除外： 

   大血管（Ｄ21．3） 

Ｄ15．2 縦隔 

Ｄ15．7 その他の明示された胸腔内臓器 

Ｄ15．9 胸腔内臓器， 部位不明 

Ｄ16 骨及び関節軟骨の良性新生物＜腫瘍＞ 

 Benign neoplasm of bone and articular cartilage 

 除外： 

   下記の結合組織： 

   ・耳（Ｄ21．0） 

   ・眼瞼（Ｄ21．0） 

   ・喉頭（Ｄ14．1） 

   ・鼻（Ｄ14．0） 

   滑膜（Ｄ21.-） 

Ｄ16．0 肩甲骨及び上肢の長骨 

Ｄ16．1 上肢の短骨 

Ｄ16．2 下肢の長骨 

Ｄ16．3 下肢の短骨 

Ｄ16．4 頭蓋骨及び顔面骨 

  上顎骨 

  眼窩の骨 

 除外： 

   下顎骨（Ｄ16．5） 

Ｄ16．5 下顎骨 

Ｄ16．6 脊柱 

 除外： 

   仙骨及び尾骨（Ｄ16．8） 

Ｄ16．7 肋骨， 胸骨及び鎖骨 
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Ｄ16．8 骨盤骨， 仙骨及び尾骨 

Ｄ16．9 骨及び関節軟骨， 部位不明 

Ｄ17 良性脂肪腫性新生物＜腫瘍＞（脂肪腫を含む） 

 Benign lipomatous neoplasm 

 包含： 

   形態コードＭ885－Ｍ888 で， 性状コード／０のもの 

Ｄ17．0 頭部， 顔面及び頚部の皮膚及び皮下組織 

Ｄ17．1 体幹の皮膚及び皮下組織 

Ｄ17．2 （四）肢の皮膚及び皮下組織 

Ｄ17．3 その他及び部位不明の皮膚及び皮下組織 

Ｄ17．4 胸腔内臓器 

Ｄ17．5 腹腔内臓器 

 除外： 

   腹膜及び後腹膜（Ｄ17．7） 

Ｄ17．6 精索  

Ｄ17．7 その他の部位 

  腹膜 

  後腹膜 

Ｄ17．9 良性脂肪腫性新生物＜腫瘍＞， 部位不明 

  脂肪腫 ＮＯＳ 

Ｄ18 血管腫及びリンパ管腫， 全ての部位 

 Haemangioma and lymphangioma, any site 

 包含： 

   形態コードＭ912－Ｍ917 で， 性状コード／０のもの 

 除外： 

   青色母斑又は色素性母斑（Ｄ22.-） 

Ｄ18．0 血管腫， 全ての部位 

  血管腫 ＮＯＳ 

Ｄ18．1 リンパ管腫， 全ての部位 

Ｄ19 中皮組織の良性新生物＜腫瘍＞ 

 Benign neoplasm of mesothelial tissue 

 包含： 
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   形態コードＭ905 で， 性状コード／０のもの 

Ｄ19．0 胸膜の中皮組織 

Ｄ19．1 腹膜の中皮組織 

Ｄ19．7 その他の部位の中皮組織 

Ｄ19．9 中皮組織， 部位不明 

  良性中皮腫 ＮＯＳ 

Ｄ20 後腹膜及び腹膜の軟部組織の良性新生物＜腫瘍＞ 

 Benign neoplasm of soft tissue of retroperitoneum and peritoneum 

 除外： 

   腹膜及び後腹膜の良性脂肪腫性新生物＜腫瘍＞（Ｄ17．7） 

   中皮組織（Ｄ19.-） 

Ｄ20．0 後腹膜 

Ｄ20．1 腹膜  

Ｄ21 結合組織及びその他の軟部組織のその他の良性新生物＜腫瘍＞ 

 Other benign neoplasms of connective and other soft tissue 

 包含： 

   血管 

   滑液のう＜嚢＞ 

   軟骨 

   筋膜 

   脂肪 

   靱帯， 子宮のものを除く 

   リンパ管 

   筋 

   滑膜 

   腱（鞘） 

 除外： 

   軟骨： 

   ・関節（Ｄ16.-） 

   ・喉頭（Ｄ14．1） 

   ・鼻（Ｄ14．0） 

   乳房の結合組織（Ｄ24） 
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   血管腫（Ｄ18．0） 

   脂肪腫性新生物＜腫瘍＞（Ｄ17.-） 

   リンパ管腫（Ｄ18．1） 

   末梢神経及び自律神経系（Ｄ36．1） 

   腹膜（Ｄ20．1） 

   後腹膜（Ｄ20．0） 

   子宮： 

   ・平滑筋腫（Ｄ25.-） 

   ・すべての靱帯＜広間膜， 円索＞（Ｄ28．2） 

   脈管組織（Ｄ18.-） 

Ｄ21．0 頭部， 顔面及び頚部の結合組織及びその他の軟部組織 

  結合組織： 

  ・耳 

  ・眼瞼 

 除外： 

   眼窩の結合組織（Ｄ31．6） 

Ｄ21．1 上肢の結合組織及びその他の軟部組織， 肩を含む 

Ｄ21．2 下肢の結合組織及びその他の軟部組織， 股関節部を含む 

Ｄ21．3 胸部＜郭＞の結合組織及びその他の軟部組織 

  腋窩 

  横隔膜 

  大血管 

 除外： 

   心臓（Ｄ15．1） 

   縦隔（Ｄ15．2） 

   胸腺（Ｄ15．0） 

Ｄ21．4 腹部の結合組織及びその他の軟部組織  

Ｄ21．5 骨盤の結合組織及びその他の軟部組織 

 除外： 

   子宮： 

   ・平滑筋腫（Ｄ25.-） 

   ・すべての靱帯＜広間膜， 円索＞（Ｄ28．2） 
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Ｄ21．6 体幹の結合組織及びその他の軟部組織， 部位不明 

  背部 ＮＯＳ 

Ｄ21．9 結合組織及びその他の軟部組織， 部位不明 

Ｄ22 メラニン細胞性母斑 

 Melanocytic naevi 

 包含： 

   形態コードＭ872－Ｍ879 で， 性状コード／０のもの 

   母斑： 

   ・ＮＯＳ 

   ・青色 

   ・有毛性 

   ・色素性 

Ｄ22．0 口唇のメラニン細胞性母斑 

Ｄ22．1 眼瞼のメラニン細胞性母斑， 眼角を含む 

Ｄ22．2 耳及び外耳道のメラニン細胞性母斑 

Ｄ22．3 その他及び部位不明の顔面のメラニン細胞性母斑 

Ｄ22．4 頭皮及び頚部のメラニン細胞性母斑 

Ｄ22．5 体幹のメラニン細胞性母斑 

  肛門縁 

  肛門皮膚 

  肛門周囲皮膚 

  乳房の皮膚 

Ｄ22．6 上肢のメラニン細胞性母斑， 肩を含む 

Ｄ22．7 下肢のメラニン細胞性母斑， 股関節部を含む 

Ｄ22．9 メラニン細胞性母斑， 部位不明 

Ｄ23 皮膚のその他の良性新生物＜腫瘍＞ 

 Other benign neoplasms of skin 

 包含： 

   良性新生物＜腫瘍＞： 

   ・毛のう＜嚢＞＜包＞ 

   ・（皮）脂腺 

   ・汗腺 



 

 

- 65 - 

 

 除外： 

   良性脂肪腫性新生物＜腫瘍＞（脂肪腫を含む）（Ｄ17．0－Ｄ17．3） 

   メラニン細胞性母斑（Ｄ22.-）  

Ｄ23．0 口唇の皮膚 

 除外： 

   口唇の赤唇部＜縁＞（Ｄ10．0） 

Ｄ23．1 眼瞼の皮膚， 眼角を含む 

Ｄ23．2 耳及び外耳道の皮膚 

Ｄ23．3 その他及び部位不明の顔面の皮膚 

Ｄ23．4 頭皮及び頚部の皮膚 

Ｄ23．5 体幹の皮膚 

  肛門縁 

  肛門皮膚 

  肛門周囲皮膚 

  乳房の皮膚 

 除外： 

   肛門 ＮＯＳ（Ｄ12．9） 

   性器の皮膚（Ｄ28－Ｄ29） 

Ｄ23．6 上肢の皮膚， 肩を含む 

Ｄ23．7 下肢の皮膚， 股関節部を含む 

Ｄ23．9 皮膚， 部位不明 

Ｄ24 乳房の良性新生物＜腫瘍＞ 

 Benign neoplasm of breast 

  乳房： 

  ・結合組織 

  ・軟部組織 

 除外： 

   良性乳房異形成（症）（Ｎ60.-） 

   乳房の皮膚（Ｄ22．5， Ｄ23．5） 

Ｄ25 子宮平滑筋腫 

 Leiomyoma of uterus 

 包含： 



 

 

- 66 - 

 

   形態コードＭ889 で性状コード／０の子宮の良性新生物＜腫瘍＞ 

   子宮線維筋腫 

Ｄ25．0 粘膜下子宮平滑筋腫 

Ｄ25．1 壁内子宮平滑筋腫 

Ｄ25．2 漿膜下子宮平滑筋腫 

Ｄ25．9 子宮平滑筋腫， 部位不明 

Ｄ26 子宮のその他の良性新生物＜腫瘍＞ 

 Other benign neoplasms of uterus 

Ｄ26．0 子宮頚（部） 

Ｄ26．1 子宮体部 

Ｄ26．7 子宮のその他の部位 

Ｄ26．9 子宮， 部位不明 

Ｄ27 卵巣の良性新生物＜腫瘍＞ 

 Benign neoplasm of ovary 

Ｄ28 その他及び部位不明の女性生殖器の良性新生物＜腫瘍＞ 

 Benign neoplasm of other and unspecified female genital organs 

 包含： 

   腺腫性ポリープ 

   女性生殖器の皮膚 

Ｄ28．0 外陰 

Ｄ28．1 腟 

Ｄ28．2 卵管及び子宮靱帯＜広間膜， 円索＞ 

  卵管 

  子宮靱帯＜広間膜， 円索＞ 

Ｄ28．7 その他の明示された女性生殖器 

Ｄ28．9 女性生殖器， 部位不明 

Ｄ29 男性生殖器の良性新生物＜腫瘍＞ 

 Benign neoplasm of male genital organs 

 包含： 

   男性生殖器の皮膚 

Ｄ29．0 陰茎 

Ｄ29．1 前立腺 
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 除外： 

   前立腺（腺腫性）過形成（Ｎ40） 

   前立腺： 

   ・腫大（Ｎ40） 

   ・肥大（Ｎ40） 

Ｄ29．2 精巣＜睾丸＞ 

Ｄ29．3 精巣上体＜副睾丸＞ 

Ｄ29．4 陰のう＜嚢＞ 

  陰のう＜嚢＞の皮膚 

Ｄ29．7 その他の男性生殖器 

  精のう＜嚢＞ 

  精索 

  精巣＜睾丸＞鞘膜 

Ｄ29．9 男性生殖器， 部位不明 

Ｄ30 腎尿路の良性新生物＜腫瘍＞ 

 Benign neoplasm of urinary organs 

Ｄ30．0 腎 

 除外： 

   腎杯（Ｄ30．1） 

   腎盂（Ｄ30．1） 

Ｄ30．1 腎盂 

Ｄ30．2 尿管 

 除外： 

   膀胱の尿管口（Ｄ30．3） 

Ｄ30．3 膀胱 

  膀胱の尿道口 

  膀胱の尿管口 

Ｄ30．4 尿道 

 除外： 

   膀胱の尿道口（Ｄ30．3） 

Ｄ30．7 その他の尿路 

  尿道（傍）腺 
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Ｄ30．9 尿路， 部位不明 

  尿路系 ＮＯＳ 

Ｄ31 眼及び付属器の良性新生物＜腫瘍＞ 

 Benign neoplasm of eye and adnexa 

 除外： 

   眼瞼の結合組織（Ｄ21．0） 

   視神経（Ｄ33．3） 

   眼瞼の皮膚（Ｄ22．1， Ｄ23．1） 

Ｄ31．0 結膜 

Ｄ31．1 角膜 

Ｄ31．2 網膜 

Ｄ31．3 脈絡膜 

Ｄ31．4 毛様体 

Ｄ31．5 涙腺及び涙管 

  涙のう＜嚢＞ 

  鼻涙管  

Ｄ31．6 眼窩， 部位不明 

  眼窩の結合組織 

  外眼筋 

  眼窩の末梢神経 

  眼（球）後部組織 

 除外： 

   眼窩の骨（Ｄ16．4） 

Ｄ31．9 眼， 部位不明 

  眼球 

Ｄ32 髄膜の良性新生物＜腫瘍＞ 

 Benign neoplasm of meninges 

Ｄ32．0 脳髄膜 

 ※ 大脳鎌 

 ※ 小脳テント 

Ｄ32．1 脊髄膜 

Ｄ32．9 髄膜， 部位不明 
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  髄膜腫＜メニンギオーマ＞ ＮＯＳ 

Ｄ33 脳及び中枢神経系のその他の部位の良性新生物＜腫瘍＞ 

 Benign neoplasm of brain and other parts of central nervous system 

 除外： 

  血管腫（Ｄ18．0） 

  髄膜（Ｄ32.-） 

  末梢神経及び自律神経系（Ｄ36．1） 

  眼後部組織（Ｄ31．6） 

Ｄ33．0 脳， テント上 

  脳室 

  大脳 

  前頭葉 

  後頭葉 

  頭頂葉 

  側頭葉 

 除外： 

   第４脳室（Ｄ33．1） 

Ｄ33．1 脳， テント下 

  脳幹 

  小脳 

  第４脳室 

Ｄ33．2 脳， 部位不明 

Ｄ33．3 脳神経 

  嗅球 

Ｄ33．4 脊髄 

Ｄ33．7 中枢神経系のその他の明示された部位 

Ｄ33．9 中枢神経系， 部位不明 

  （中枢）神経系 ＮＯＳ 

Ｄ34 甲状腺の良性新生物＜腫瘍＞ 

 Benign neoplasm of thyroid gland 

Ｄ35 その他及び部位不明の内分泌腺の良性新生物＜腫瘍＞ 

 Benign neoplasm of other and unspecified endocrine glands 
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 除外： 

   内分泌膵（Ｄ13．7） 

   卵巣（Ｄ27） 

   精巣＜睾丸＞（Ｄ29．2） 

   胸腺（Ｄ15．0） 

Ｄ35．0 副腎 

Ｄ35．1 上皮小体＜副甲状腺＞ 

Ｄ35．2 下垂体 

Ｄ35．3 頭蓋咽頭管 

Ｄ35．4 松果体 

Ｄ35．5 頚動脈小体 

Ｄ35．6 大動脈小体及びその他のパラガングリア＜傍神経節＞ 

Ｄ35．7 その他の明示された内分泌腺 

Ｄ35．8 複数の内分泌腺 

Ｄ35．9 内分泌腺， 部位不明 

Ｄ36 その他の部位及び部位不明の良性新生物＜腫瘍＞ 

 Benign neoplasm of other and unspecified sites 

Ｄ36．0 リンパ節 

Ｄ36．1 末梢神経及び自律神経系 

 除外： 

   眼窩の末梢神経（Ｄ31．6） 

Ｄ36．7 その他の明示された部位 

  鼻 ＮＯＳ 

Ｄ36．9 部位不明の良性新生物＜腫瘍＞  

 

性状不詳又は不明の新生物＜腫瘍＞（Ｄ37－Ｄ48） 

Neoplasms of uncertain or unknown behaviour 

 注：項目Ｄ37－Ｄ48 は性状不詳又は不明の新生物＜腫瘍＞， すなわち悪性か良性

か確定できない新生物＜腫瘍＞の部位による分類である。 これらの新生物＜腫瘍＞に

は新生物＜腫瘍＞の形態分類で性状コード／１が付けられている。  

 

Ｄ37 口腔及び消化器の性状不詳又は不明の新生物＜腫瘍＞ 
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Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of oral cavity and digestive organs 

Ｄ37．0 口唇， 口腔及び咽頭 

  披裂喉頭蓋ひだ：  

  ・ＮＯＳ 

  ・下咽頭面 

  ・辺縁部 

 大唾液腺及び小唾液腺 

 口唇の赤唇部＜縁＞ 

 除外： 

   披裂喉頭蓋ひだ， 喉頭面（Ｄ38．0） 

   喉頭蓋： 

   ・ＮＯＳ（Ｄ38．0） 

   ・舌骨上部（Ｄ38．0） 

   口唇の皮膚（Ｄ48．5） 

Ｄ37．1 胃 

Ｄ37．2 小腸 

Ｄ37．3 虫垂 

Ｄ37．4 結腸 

Ｄ37．5 直腸 

  直腸Ｓ状結腸移行部 

Ｄ37．6 肝， 胆のう＜嚢＞及び胆管 

  ファーター＜Vater＞乳頭膨大部 

Ｄ37．7 その他の消化器 

  肛門管 

  肛門括約筋 

  肛門 ＮＯＳ 

  腸 ＮＯＳ 

  食道 

  膵 

 除外： 

   肛門縁（Ｄ48．5） 

   肛門皮膚（Ｄ48．5） 
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   肛門周囲皮膚（Ｄ48．5） 

Ｄ37．9 消化器， 部位不明  

Ｄ38 中耳， 呼吸器及び胸腔内臓器の性状不詳又は不明の新生物＜腫瘍＞ 

Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of middle ear and respiratory and 

intrathoracic organs 

 除外： 

   心臓（Ｄ48．7） 

Ｄ38．0 喉頭 

  披裂喉頭蓋ひだ， 喉頭面 

  喉頭蓋（舌骨上部） 

 除外： 

   披裂喉頭蓋ひだ： 

   ・ＮＯＳ（Ｄ37．0） 

   ・下咽頭面（Ｄ37．0） 

   ・辺縁部（Ｄ37．0） 

Ｄ38．1 気管， 気管支及び肺 

Ｄ38．2 胸膜 

Ｄ38．3 縦隔 

Ｄ38．4 胸腺 

Ｄ38．5 その他の呼吸器 

 副鼻腔 

 鼻の軟骨 

 中耳 

 鼻腔 

 除外： 

   （外）耳（皮膚）（Ｄ48．5） 

   鼻： 

   ・ＮＯＳ（Ｄ48．7） 

   ・皮膚（Ｄ48．5） 

Ｄ38．6 呼吸器， 部位不明 

Ｄ39 女性生殖器の性状不詳又は不明の新生物＜腫瘍＞ 

 Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of female genital organs 
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Ｄ39．0 子宮 

Ｄ39．1 卵巣 

Ｄ39．2 胎盤 

  破壊性絨毛腺腫 

  胞状奇胎： 

  ・侵入 

  ・悪性 

 除外： 

   胞状奇胎 ＮＯＳ（Ｏ01．9）  

Ｄ39．7 その他の女性生殖器 

  女性生殖器の皮膚 

Ｄ39．9 女性生殖器， 部位不明 

Ｄ40 男性生殖器の性状不詳又は不明の新生物＜腫瘍＞ 

 Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of male genital organs 

Ｄ40．0 前立腺 

Ｄ40．1 精巣＜睾丸＞ 

Ｄ40．7 その他の男性生殖器 

  男性生殖器の皮膚 

Ｄ40．9 男性生殖器， 部位不明 

Ｄ41 腎尿路の性状不詳又は不明の新生物＜腫瘍＞ 

 Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of urinary organs 

Ｄ41．0 腎 

 除外： 

   腎盂（Ｄ41．1） 

Ｄ41．1 腎盂 

Ｄ41．2 尿管 

Ｄ41．3 尿道 

Ｄ41．4 膀胱 

Ｄ41．7 その他の尿路 

Ｄ41．9 尿路， 部位不明 

Ｄ42 髄膜の性状不詳又は不明の新生物＜腫瘍＞ 

 Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of meninges 
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Ｄ42．0 脳髄膜 

 ※ 大脳鎌 

 ※ 小脳テント 

Ｄ42．1 脊髄膜 

Ｄ42．9 髄膜， 部位不明 

Ｄ43 脳及び中枢神経系の性状不詳又は不明の新生物＜腫瘍＞ 

Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of brain and central nervous system 

 除外： 

   末梢神経及び自律神経系（Ｄ48．2）  

Ｄ43．0 脳， テント上 

  脳室 

  大脳 

  前頭葉 

  後頭葉 

  頭頂葉 

  側頭葉 

 除外： 

   第４脳室（Ｄ43．1） 

Ｄ43．1 脳， テント下 

  脳幹 

  小脳 

  第４脳室 

Ｄ43．2 脳， 部位不明 

Ｄ43．3 脳神経 

Ｄ43．4 脊髄 

Ｄ43．7 中枢神経系のその他の部位 

Ｄ43．9 中枢神経系， 部位不明 

 （中枢）神経系 ＮＯＳ 

Ｄ44 内分泌腺の性状不詳又は不明の新生物＜腫瘍＞ 

 Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of endocrine glands 

 除外： 

   内分泌膵（Ｄ37．7） 
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   卵巣（Ｄ39．1） 

   精巣＜睾丸＞（Ｄ40．1） 

   胸腺（Ｄ38．4） 

Ｄ44．0 甲状腺 

Ｄ44．1 副腎 

Ｄ44．2 上皮小体＜副甲状腺＞ 

Ｄ44．3 下垂体 

Ｄ44．4 頭蓋咽頭管 

Ｄ44．5 松果体 

Ｄ44．6 頚動脈小体 

Ｄ44．7 大動脈小体及びその他のパラガングリア＜傍神経節＞ 

Ｄ44．8 複数の内分泌腺 

  多発性内分泌腺腫症 

Ｄ44．9 内分泌腺， 部位不明 

Ｄ45 真正赤血球増加症＜多血症＞ 

 Polycythaemia vera 

 注：真性赤血球増加症＜多血症＞は，ICD-O 第 3 版では悪性コードに再分類された

が，D45 のコードは，引き続き性状不詳又は不明の新生物＜腫瘍＞の章で使用す

る。分類の修正は，ICD の改訂まで保留する。 

Ｄ46 骨髄異形成症候群 

 Myelodysplastic syndromes 

 包含：  

    アルキル化剤関連による骨髄異形成症候群 

   エピポドフィロトキシン関連による骨髄異形成症候群 

   治療関連骨髄異形成症候群ＮＯＳ 

 除外： 

   薬物誘発性再生不良性貧血（D61．1）  

D46．0 環状鉄芽球を伴わない不応性貧血と記載されたもの 

 注：鉄芽球を伴わない，過剰芽球性 

D46．1 環状鉄芽球を伴う不応性貧血 

D46．2 芽球過剰性不応性貧血 

  RAEB I 
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  RAEB II 

Ｄ46．4 不応性貧血， 詳細不明 

D46．5 多系統異形成を伴う不応性貧血 

D46．6 単独 del（5q）染色体異常を伴う骨髄異形成症候群 

  5p マイナス症候群 

D46．7 その他の骨髄異形成症候群 

 除外： 

   慢性骨髄単球性白血病（C93．1） 

Ｄ46．9 骨髄異形成症候群， 詳細不明 

  骨髄異形成 ＮＯＳ 

  前白血病（症候群） ＮＯＳ 

Ｄ47 リンパ組織， 造血組織及び関連組織の性状不詳又は不明のその他の新生物＜腫瘍

＞ 

 Other neoplasms of uncertain or unknown behaviour of lymphoid, haematopoietic 

and related tissue 

D47．0 性状不詳及び不明の組織球性及び肥満細胞性腫瘍 

  無痛性全身性肥満細胞症 

  肥満細胞性腫瘍ＮＯＳ 

  肥満細胞腫ＮＯＳ 

  全身性肥満細胞症，クローン造血非脂肪細胞症に関連するもの（SM-AHNMD） 

 除外： 

   肥満細胞症（先天性）（皮膚）（Ｑ82．2） 

D47．1 慢性骨髄増殖性疾患 

  慢性好中球性白血病 

  骨髄増殖性疾患，詳細不明 

 除外： 

   異型性慢性骨髄性白血病（C92．2） 

   慢性骨髄性白血病[CML]BCR/ABL 陽性（C92．1） 

D47．2 意義不明の単クローングロブリン血症（MGUS） 

D47．3 本態性（出血性）血小板血症 

 特発性出血性血小板血症 

D47．4 骨髄線維症 
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  慢性特発性骨髄線維症 

  骨髄線維症（特発性）（骨髄様化生を伴う） 

  骨髄様化生を伴う骨髄硬化症（（骨髄）巨核球性） 

  骨髄増殖性疾患における続発性骨髄線維症 

 除外： 

   急性骨髄線維症（C94．4） 

D47．5 慢性好酸球性白血病［好酸球増加症候群］ 

D47．7 リンパ組織，造血組織及び関連組織の性状不詳又は不明のその他の明示された新生

物＜腫瘍＞ 

  性状不詳及び不明の組織球性腫瘍 

D47．9 リンパ組織，造血組織及び関連組織の性状不詳又は不明の新生物＜腫瘍＞，詳細

不明 

  リンパ増殖性疾患ＮＯＳ 

Ｄ48 その他及び部位不明の性状不詳又は不明の新生物＜腫瘍＞ 

 Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of other and unspecified site s 

 除外： 

   神経線維腫症（非悪性）（Ｑ85．0） 

Ｄ48．0 骨及び関節軟骨 

 除外： 

   軟骨： 

   ・耳（Ｄ48．1） 

   ・喉頭（Ｄ38．0） 

   ・鼻（Ｄ38．5） 

   眼瞼の結合組織（Ｄ48．1） 

   滑膜（Ｄ48．1） 

Ｄ48．1 結合組織及びその他の軟部組織 

  結合組織： 

  ・耳 

  ・眼瞼 

 除外： 

   軟骨： 

   ・関節（Ｄ48．0） 
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   ・喉頭（Ｄ38．0） 

   ・鼻（Ｄ38．5） 

   乳房の結合組織（Ｄ48．6） 

Ｄ48．2 末梢神経及び自律神経系 

 除外： 

   眼窩の末梢神経（Ｄ48．7） 

Ｄ48．3 後腹膜 

Ｄ48．4 腹膜 

Ｄ48．5 皮膚 

  肛門縁 

  肛門皮膚 

  肛門周囲皮膚 

  乳房の皮膚 

 除外： 

   肛門 ＮＯＳ（Ｄ37．7） 

   性器の皮膚（Ｄ39．7， Ｄ40．7） 

   口唇の赤唇部＜縁＞（Ｄ37．0） 

Ｄ48．6 乳房 

  乳房の結合組織 

  葉状のう＜嚢＞胞性肉腫 

 除外： 

   乳房の皮膚（Ｄ48．5）  

Ｄ48．7 その他の明示された部位 

  眼 

  心臓 

  眼窩の末梢神経 

 除外： 

   結合組織（Ｄ48．1） 

   眼瞼の皮膚（Ｄ48．5） 

Ｄ48．9 性状不詳又は不明の新生物＜腫瘍＞， 部位不明 

  （異常）増殖 ＮＯＳ 

  新生物＜腫瘍＞ ＮＯＳ 
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  新成長 ＮＯＳ 

  腫瘍 ＮＯＳ 

  


