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第Ⅹ章 呼吸器系の疾患（J00－J99） 

Diseases of the respiratory system 

 

注  ：呼吸器病態が複数の異なる部位に生じたと記載されているが， その部位が特に指示されない場

合は， 解剖学的に下位の部位に分類する（例・気管気管支炎はＪ40 の気管支炎に）。  

除外： 

周産期に発生した病態（Ｐ00－Ｐ96） 

感染症及び寄生虫症（Ａ00－Ｂ99） 

妊娠， 分娩及び産じょく＜褥＞の合併症（Ｏ00－Ｏ99） 

先天奇形， 変形及び染色体異常（Ｑ00－Ｑ99） 

内分泌， 栄養及び代謝疾患（Ｅ00－Ｅ90） 

損傷， 中毒及びその他の外因の影響（Ｓ00－Ｔ98） 

新生物＜腫瘍＞（Ｃ00－Ｄ48） 

症状， 徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの（Ｒ00－Ｒ99） 

 

本章は， 次の中間分類項目を含む： 

Ｊ00－Ｊ06 急性上気道感染症 

J09－J18 インフルエンザ及び肺炎 

Ｊ20－Ｊ22 その他の急性下気道感染症 

Ｊ30－Ｊ39 上気道のその他の疾患 

Ｊ40－Ｊ47 慢性下気道疾患 

Ｊ60－Ｊ70 外的因子による肺疾患 

Ｊ80－Ｊ84 主として間質を障害するその他の呼吸器疾患 

Ｊ85－Ｊ86 下気道の化膿性及び え＜壊＞死性病態 

Ｊ90－Ｊ94 胸膜のその他の疾患 

Ｊ95－Ｊ99 呼吸器系のその他の疾患 

 

本章の星印（＊）項目は下記のとおりである： 

Ｊ17＊   他に分類される疾患における肺炎 

Ｊ91＊   他に分類される病態における胸水 

Ｊ99＊   他に分類される疾患における呼吸器障害  

 

急性上気道感染症（Ｊ00－Ｊ06） 

Acute upper respiratory infections 

 除外： 

   急性増悪を伴う慢性閉塞性肺疾患 ＮＯＳ（Ｊ44．1） 
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Ｊ00 急性鼻咽頭炎 ［かぜ］ ＜感冒＞ 

 Acute nasopharyngitis [common cold] 

  鼻かぜ（急性）            

  鼻カタル， 急性             

  鼻咽頭炎：                

  ・ＮＯＳ 

  ・感染性 ＮＯＳ 

   鼻炎： 

   ・急性 

   ・感染性 

 除外： 

   慢性鼻咽頭炎（Ｊ31．1） 

   咽頭炎：              

   ・ＮＯＳ（Ｊ02．9）          

   ・急性（Ｊ02.-）          

   ・慢性（Ｊ31．2）           

       鼻炎： 

   ・ＮＯＳ（Ｊ31．0） 

   ・アレルギー性（Ｊ30．1－Ｊ30．4） 

   ・慢性（Ｊ31．0） 

   ・血管運動性（Ｊ30．0） 

   咽頭痛＜sore throat＞： 

   ・ＮＯＳ（Ｊ02．9） 

   ・急性（Ｊ02.-） 

   ・慢性（Ｊ31．2） 

Ｊ01 急性副鼻腔炎 

 Acute sinusitis 

 包含： 

   膿瘍 

 蓄膿症 

      感染症 

   炎症    

      化膿症         急性， 副鼻腔 

   感染病原体の分類が必要な場合は， 追加コード（Ｂ95－Ｂ97）を使用する。  

 除外： 

   副鼻腔炎， 慢性又はＮＯＳ（Ｊ32.-） 
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Ｊ01．0 急性上顎洞炎 

Ｊ01．1 急性前頭洞炎 

Ｊ01．2 急性篩骨洞＜蜂巣＞炎 

Ｊ01．3 急性蝶形骨洞炎 

Ｊ01．4 急性汎副鼻腔炎 

Ｊ01．8 その他の急性副鼻腔炎 

  汎副鼻腔炎ではないが複数の洞におよぶ急性副鼻腔炎 

Ｊ01．9 急性副鼻腔炎， 詳細不明 

Ｊ02 急性咽頭炎 

 Acute pharyngitis 

 包含： 

   急性咽頭痛＜sore throat＞ 

 除外：  

   膿瘍： 

   ・扁桃周囲（Ｊ36） 

   ・咽頭（Ｊ39．1） 

   ・咽後（Ｊ39．0） 

   急性喉頭咽頭炎（Ｊ06．0）         

   慢性咽頭炎（Ｊ31．2）               

Ｊ02．0 連鎖球菌による咽頭炎 

  連鎖球菌による咽頭痛＜sore throat＞ 

 除外： 

   猩紅熱（Ａ38） 

Ｊ02．8 その他の明示された病原体による急性咽頭炎 

 感染病原体の分類が必要な場合は， 追加コード（B95－B98）を使用する。  

 除外： 

   咽頭炎（下記によるもの）： 

   ・エンテロウイルス性水疱性（Ｂ08．5） 

   ・ヘルペスウイルス ［単純ヘルペス］ （性）（Ｂ00．2） 

   ・伝染性単核症（Ｂ27.-） 

   ・インフルエンザウイルス： 

   ・分離されたもの（J09，J10．1） 

   ・分離されないもの（Ｊ11．1） 

Ｊ02．9 急性咽頭炎， 詳細不明 

  咽頭炎（急性）： 

  ・ＮＯＳ 
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  ・え＜壊＞疽性 

  ・感染性 ＮＯＳ 

  ・化膿性 

  ・潰瘍性 

  咽頭痛＜sore throat＞（急性） ＮＯＳ  

Ｊ03 急性扁桃炎 

 Acute tonsillitis 

 除外： 

   扁桃周囲膿瘍（Ｊ36） 

   咽頭痛＜sore throat＞・ 

   ・ＮＯＳ（Ｊ02．9） 

   ・急性（Ｊ02.-） 

   ・連鎖球菌性（Ｊ02．0） 

Ｊ03．0 連鎖球菌による扁桃炎 

Ｊ03．8 その他の明示された病原体による急性扁桃炎 

 感染病原体の分類が必要な場合は， 追加コード（Ｂ95－Ｂ97）を使用する。  

 除外： 

   ヘルペスウイルス ［単純ヘルペス］ （性）咽頭扁桃炎（Ｂ00．2） 

Ｊ03．9 急性扁桃炎， 詳細不明 

  扁桃炎（急性）： 

  ・ＮＯＳ              

  ・ろ＜濾＞胞性 

  ・え＜壊＞疽性 

  ・感染性 

  ・潰瘍性  

Ｊ04 急性喉頭炎及び気管炎 

 Acute laryngitis and tracheitis 

 感染病原体の分類が必要な場合は， 追加コード（Ｂ95－Ｂ97）を使用する。  

 除外： 

   急性閉塞性喉頭炎 ［クループ］ 及び喉頭蓋炎（Ｊ05.-） 

   声門けいれん＜痙攣＞（喘鳴性）（Ｊ38．5） 

Ｊ04．0 急性喉頭炎 

  喉頭炎（急性）： 

  ・ＮＯＳ       

  ・浮腫性  

  ・声門下 
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  ・化膿性             

  ・潰瘍性 

 除外： 

   慢性喉頭炎（Ｊ37．0） 

   インフルエンザ喉頭炎： 

   ・インフルエンザウイルスが分離されたもの（Ｊ09，J10．1） 

   ・インフルエンザウイルスが分離されないもの（Ｊ11．1）  

Ｊ04．1 急性気管炎 

  気管炎（急性）： 

  ・ＮＯＳ 

  ・カタル性 

 除外： 

   慢性気管炎（Ｊ42） 

Ｊ04．2 急性喉頭気管炎 

  喉頭気管炎 ＮＯＳ 

  喉頭炎（急性）を伴う気管炎（急性） 

 除外： 

   慢性喉頭気管炎（Ｊ37．1） 

Ｊ05 急性閉塞性喉頭炎 ［クループ］ 及び喉頭蓋炎 

 Acute obstructive laryngitis [croup] and epiglottitis 

 感染病原体の分類が必要な場合は， 追加コード（Ｂ95－Ｂ97）を使用する。  

Ｊ05．0 急性閉塞性喉頭炎 ［クループ］  

  閉塞性喉頭炎 ＮＯＳ 

Ｊ05．1 急性喉頭蓋炎 

  喉頭蓋炎 ＮＯＳ 

Ｊ06 多部位及び部位不明の急性上気道感染症 

 Acute upper respiratory infections of multiple and unspecified sites 

 除外： 

   急性呼吸器感染症 ＮＯＳ（Ｊ22） 

   インフルエンザウイルスが分離されたもの（Ｊ09，Ｊ10．1） 

   インフルエンザウイルスが分離されないもの（Ｊ11．1） 

Ｊ06．0 急性喉頭咽頭炎 

Ｊ06．8 多部位のその他の急性上気道感染症 

Ｊ06．9 急性上気道感染症， 詳細不明 

  上気道： 

  ・疾患， 急性  
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  ・感染症 ＮＯＳ  

 

インフルエンザ及び肺炎（Ｊ09－Ｊ18） 

Influenza and pneumonia 

J09  特定のインフルエンザウイルスが分離されたインフルエンザ 

 nfluenza due to certain identified influenza viru 

 特に疫学上重要となるインフルエンザウイルスが原因のインフルエンザで動物-ヒト又はヒト-ヒ

トの感染を伴うもの，包含項目に含まれるものに限る。 

注：ウイルスの型の追加については、WHO による勧告による場合のみ可能とする。 

 包含： 

   インフルエンザ A/H1N1 2009 年流行型［豚インフルエンザ］ 

  インフルエンザ A/H5N1 流行型［鳥インフルエンザ］ 

  肺炎又はその他の症状発現の分類が必要な場合追加コードを用いる。 

 除外： 

   インフルエンザ菌［H.influenzae］： 

 ・感染症 NOS（A49．2) 

 ・髄膜炎（G00．0) 

 ・肺炎（J14) 

 

Ｊ10 その他のインフルエンザウイルスが分離されたインフルエンザ 

 Influenza due to other identified influenza virus 

 除外： 

   インフルエンザ菌 ［H．influenzae］： 

   ・感染症 ＮＯＳ（Ａ49．2） 

   ・髄膜炎（Ｇ00．0） 

   ・肺炎（Ｊ14） 

Ｊ10．0 肺炎を伴うインフルエンザ，その他のインフルエンザウイルスが分離されたもの 

  インフルエンザ（気管支）肺炎， その他のインフルエンザウイルスが分離されたもの 

Ｊ10．1 その他の呼吸器症状を伴うインフルエンザ，その他の インフルエンザウイルスが分離されたも

の 

  インフルエンザ  

  インフルエンザ： 

  ・急性上気道感染症      その他のインフルエンザウイルスが分離されたもの  

  ・喉頭炎  

  ・咽頭炎  

  ・胸水  
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Ｊ10．8 その他の症状を伴うインフルエンザ， その他のインフルエンザウイルスが分離されたもの 

  インフルエンザによる脳症   

  インフルエンザ：            その他のインフルエンザウイルスが分離されたもの 

  ・胃腸炎              

  ・心筋炎（急性）       

Ｊ11 インフルエンザ， インフルエンザウイルスが分離されないもの 

 Influenza, virus not identified 

 包含： 

   インフルエンザ        特異的なウイルスが分離されたという記載が 

   ウイルス性インフルエンザ     ないもの 

 除外： 

   インフルエンザ菌 ［H．influenzae］ ： 

   ・感染症 ＮＯＳ（Ａ49．2） 

   ・髄膜炎（Ｇ00．0） 

   ・肺炎（Ｊ14） 

Ｊ11．0 肺炎を伴うインフルエンザ， インフルエンザウイルスが分離されないもの 

インフルエンザ（気管支）肺炎， 詳細不明又は特異的なウイルスが分離されないもの  

Ｊ11．1 その他の呼吸器症状を伴うインフルエンザ， インフルエンザウイルスが分離されないもの 

  インフルエンザ ＮＯＳ 

  インフルエンザ：    

  ・急性上気道感染 

  ・喉頭炎             詳細不明又は特異的なウイルスが分離されないもの 

  ・咽頭炎 

  ・胸水        

Ｊ11．8 その他の症状を伴うインフルエンザ， インフルエンザウイルスが分離されないもの 

  インフルエンザによる脳症   

  インフルエンザ：           詳細不明又は特異的なウイルスが分離されない 

  ・胃腸炎              もの 

  ・心筋炎（急性）      

Ｊ12 ウイルス肺炎， 他に分類されないもの 

 Viral pneumonia, not elsewhere classified 

 包含： 

   インフルエンザウイルス以外のウイルスによる気管支肺炎 

 除外： 

   先天性風疹肺臓炎（Ｐ35．0） 

 肺炎： 
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 ・えん＜嚥＞下＜誤えん＜嚥＞＞性： 

 ・NOS（J69．0） 

 ・下記の麻酔： 

   ・分娩時（Ｏ74．0） 

   ・妊娠時（Ｏ29．0） 

   ・産じょく＜褥＞時（Ｏ89．0） 

   ・新生児吸引性（Ｐ24．9） 

   ・固形物及び液状物（J69.-） 

   ・先天性（Ｐ23．0） 

   ・インフルエンザにおける（J09，J10．0， J11．0） 

   ・間質性 NOS（J84．9） 

   ・リポイド（J69．1） 

   重症急性呼吸器症候群［SARS］（U04．9） 

Ｊ12．0 アデノウイルス肺炎 

Ｊ12．1 ＲＳウイルス肺炎 

Ｊ12．2 パラインフルエンザウイルス肺炎 

J12．3 ヒト・メタニューモウイルス肺炎 

Ｊ12．8 その他のウイルス肺炎 

Ｊ12．9 ウイルス肺炎， 詳細不明 

Ｊ13 肺炎連鎖球菌による肺炎 

      Pneumonia due to Streptococcus pneumoniae 

 包含： 

   肺炎連鎖球菌による気管支肺炎 

 除外：  

   肺炎連鎖球菌による先天性肺炎（Ｐ23．6） 

   その他の連鎖球菌による肺炎（Ｊ15．3－Ｊ15．4） 

Ｊ14 インフルエンザ菌による肺炎 

 Pneumonia due to Haemophilus influenzae 

 包含： 

   インフルエンザ菌による気管支肺炎 

 除外： 

   インフルエンザ菌による先天性肺炎（Ｐ23．6） 

Ｊ15 細菌性肺炎， 他に分類されないもの 

 Bacterial pneumonia, not elsewhere classified 

 包含： 

   肺炎連鎖球菌及びインフルエンザ菌以外の細菌による気管支肺炎 
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 除外：  

   クラミジア肺炎（Ｊ16．0） 

   先天性肺炎（Ｐ23.-） 

   レジオネラ症＜在郷軍人病＞（Ａ48．1） 

Ｊ15．0 肺炎桿菌による肺炎 

Ｊ15．1 緑膿菌による肺炎 

Ｊ15．2 ブドウ球菌による肺炎 

Ｊ15．3 Ｂ群連鎖球菌による肺炎 

Ｊ15．4 その他の連鎖球菌による肺炎 

 除外： 

   下記による肺炎：  

   ・Ｂ群連鎖球菌（Ｊ15．3） 

   ・肺炎連鎖球菌（Ｊ13） 

Ｊ15．5 大腸菌による肺炎 

Ｊ15．6 その他の好気性グラム陰性菌による肺炎 

  霊菌＜Serratia marcescens＞による肺炎 

Ｊ15．7 マイコプラズマ肺炎 

Ｊ15．8 その他の細菌性肺炎 

Ｊ15．9 細菌性肺炎， 詳細不明  

Ｊ16 その他の感染病原体による肺炎， 他に分類されないもの 

 Pneumonia due to other infectious organisms, not elsewhere classified 

 除外： 

   オルニトージス＜鳥類病＞（Ａ70） 

   ニューモシスチス カリニ肺炎＜ニューモシスチス症＞（Ｂ59） 

   肺炎： 

   ・ＮＯＳ（Ｊ18．9） 

   ・先天性（Ｐ23.-） 

Ｊ16．0 クラミジア肺炎 

Ｊ16．8 その他の明示された感染病原体による肺炎 

Ｊ17＊  他に分類される疾患における肺炎 

 Pneumonia in diseases classified elsewhere 

Ｊ17．0＊ 他に分類される細菌性疾患における肺炎 

  肺炎（下記によるもの）（下記におけるもの）： 

  ・放線菌症＜アクチノミセス症＞（Ａ42．0†） 

  ・炭疽（Ａ22．1†） 

  ・淋菌感染症（Ａ54．8†） 
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  ・ノカルジア症（Ａ43．0†） 

  ・サルモネラ感染症（Ａ02．2†） 

  ・野兎病＜ツラレミア＞（Ａ21．2†） 

  ・腸チフス（Ａ01．0†） 

  ・百日咳（Ａ37.-†） 

Ｊ17．1＊ 他に分類されるウイルス性疾患における肺炎 

  下記における肺炎： 

  ・サイトメガロウイルス病（Ｂ25．0†） 

  ・麻疹（Ｂ05．2†） 

  ・風疹（Ｂ06．8†） 

  ・水痘（Ｂ01．2†） 

Ｊ17．2＊ 真菌症における肺炎 

  下記における肺炎： 

  ・アスペルギルス症（Ｂ44．0－Ｂ44．1†） 

  ・カンジダ症（Ｂ37．1†） 

  ・コクシジオイデス症（Ｂ38．0－Ｂ38．2†） 

  ・ヒストプラスマ症（Ｂ39.-†） 

Ｊ17．3＊ 寄生虫症における肺炎 

  下記における肺炎： 

  ・回＜蛔＞虫症（Ｂ77．8†） 

  ・住血吸虫症（Ｂ65.-†） 

  ・トキソプラズマ症（Ｂ58．3†） 

Ｊ17．8＊ 他に分類されるその他の疾患における肺炎 

  下記における肺炎：  

  ・オルニト－ジス＜鳥類病＞（Ａ70†） 

  ・Ｑ熱（Ａ78†） 

  ・リウマチ熱（Ｉ00†） 

  ・スピロヘ－タ性， 他に分類されないもの（Ａ69．8†） 

Ｊ18 肺炎， 病原体不詳 

 Pneumonia, organism unspecified 

 除外： 

   肺炎を伴う肺膿瘍（J85．1） 

 薬物誘発性間質性肺障害（J70．2－J70．4） 

 肺炎： 

・えん＜嚥＞下＜誤えん＜嚥＞＞性： 

・NOS（J69．0） 
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・下記の麻酔： 

・分娩時（Ｏ74．0） 

・妊娠時（Ｏ29．0） 

・産じょく＜褥＞時（Ｏ89．0） 

・新生児吸引性（Ｐ24．9） 

・固形物及び液状物（J69.-） 

・先天性（Ｐ23．9） 

・間質性 NOS（J84．9） 

・リポイド（J69．1） 

・通常型間質性（J84．1） 

 肺臓炎，外的因子によるもの（J67－J70） 

Ｊ18．0 気管支肺炎， 詳細不明 

 除外： 

   急性細気管支炎（Ｊ21.-） 

Ｊ18．1 大葉性肺炎， 詳細不明 

Ｊ18．2 臥床＜沈下＞性肺炎， 詳細不明 

Ｊ18．8 その他の肺炎， 病原体不詳 

Ｊ18．9 肺炎， 詳細不明 

 

その他の急性下気道感染症（Ｊ20－Ｊ22） 

Other acute lower respiratory infections 

 除外： 

   下記を伴う慢性閉塞性肺疾患：  

   ・急性増悪 ＮＯＳ（Ｊ44．1） 

   ・急性下気道感染症（Ｊ44．0） 

 

Ｊ20 急性気管支炎 

 Acute bronchitis 

 包含： 

   気管気管支炎， 急性 

   気管支炎： 

   ・ＮＯＳ， 15 歳未満におけるもの 

   ・急性又は亜急性（下記を伴うもの）： 

   ・気管支れん＜攣＞縮  

   ・線維素性  

 ・膜性  
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・化膿性 

・敗血症性 

  ・気管炎           

 除外： 

   気管支炎： 

   ・ＮＯＳ， 15 歳以上におけるもの（Ｊ40） 

   ・アレルギー性 ＮＯＳ（Ｊ45．0） 

   ・慢性： 

   ・ＮＯＳ（Ｊ42） 

    ・粘液膿性（Ｊ41．1） 

    ・閉塞性（Ｊ44.-） 

    ・単純性（Ｊ41．0） 

   気管気管支炎： 

     ・ＮＯＳ（Ｊ40） 

     ・慢性（Ｊ42） 

     ・閉塞性（Ｊ44.-） 

Ｊ20．0 マイコプラズマによる急性気管支炎 

Ｊ20．1 インフルエンザ菌による急性気管支炎 

Ｊ20．2 連鎖球菌による急性気管支炎 

Ｊ20．3 コクサッキーウイルスによる急性気管支炎 

Ｊ20．4 パラインフルエンザウイルスによる急性気管支炎 

Ｊ20．5 ＲＳウイルスによる急性気管支炎 

Ｊ20．6 ライノウイルスによる急性気管支炎 

Ｊ20．7 エコーウイルスによる急性気管支炎 

Ｊ20．8 その他の明示された病原体による急性気管支炎 

Ｊ20．9 急性気管支炎， 詳細不明 

Ｊ21 急性細気管支炎 

 Acute bronchiolitis 

 包含： 

   気管支れん＜攣＞縮を伴うもの 

Ｊ21．0 ＲＳウイルスによる急性細気管支炎 

Ｊ21．1 ヒト・メタニューモウイルスによる急性細気管支炎 

Ｊ21．8 その他の明示された病原体による急性細気管支炎 

Ｊ21．9 急性細気管支炎， 詳細不明 

  細気管支炎（急性） 

Ｊ22 詳細不明の急性下気道感染症 
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 Unspecified acute lower respiratory infection 

 包含： 

   急性（下）気道＜呼吸器＞感染症 ＮＯＳ 

 除外： 

   上気道感染症（急性）（Ｊ06．9） 

 

上気道のその他の疾患（Ｊ30－Ｊ39） 

Other diseases of upper respiratory tract 

 

Ｊ30 血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞ 

 Vasomotor and allergic rhinitis 

 包含： 

   慢性鼻漏 

 除外：  

   喘息を伴うアレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞（Ｊ45．0） 

   鼻炎 ＮＯＳ（Ｊ31．0） 

Ｊ30．0 血管運動性鼻炎 

Ｊ30．1 花粉によるアレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞ 

  花粉によるアレルギー ＮＯＳ 

  花粉症 

  枯草熱 

Ｊ30．2 その他の季節性アレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞ 

Ｊ30．3 その他のアレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞ 

  通年性アレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞ 

Ｊ30．4 アレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞， 詳細不明  

Ｊ31 慢性鼻炎， 鼻咽頭炎及び咽頭炎 

      Chronic rhinitis, nasopharyngitis and pharyngitis 

Ｊ31．0 慢性鼻炎 

  臭鼻症＜オツェーナ＞ 

  鼻炎（慢性）： 

  ・ＮＯＳ  

  ・萎縮性  

  ・・肉芽腫性  

  ・肥厚性    

  ・閉塞性 

  ・化膿性・潰瘍性 
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 除外：  

   アレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞（Ｊ30．1－Ｊ30．4） 

   血管運動性鼻炎（Ｊ30．0） 

Ｊ31．1 慢性鼻咽頭炎 

 除外： 

   鼻咽頭炎， 急性又はＮＯＳ（Ｊ00） 

Ｊ31．2 慢性咽頭炎 

  慢性咽頭痛＜sore throat＞ 

  咽頭炎（慢性）： 

  ・萎縮性 

  ・顆粒性 

  ・肥大性 

 除外： 

   咽頭炎， 急性又はＮＯＳ（Ｊ02．9） 

Ｊ32 慢性副鼻腔炎 

 Chronic sinusitis 

 包含： 

   膿瘍 

   蓄膿症   

   感染症 

   化膿症            （慢性）副鼻腔 

 感染病原体の分類が必要な場合は， 追加コード（Ｂ95－Ｂ97）を使用する。  

 除外： 

   急性副鼻腔炎（Ｊ01.-） 

Ｊ32．0 慢性上顎洞炎 

  上顎洞炎（慢性） ＮＯＳ 

Ｊ32．1 慢性前頭洞炎 

  前頭洞炎 ＮＯＳ  

Ｊ32．2 慢性篩骨洞＜蜂巣＞炎 

  篩骨洞＜蜂巣＞炎 ＮＯＳ 

Ｊ32．3 慢性蝶形骨洞炎 

  蝶形骨洞炎 ＮＯＳ 

Ｊ32．4 慢性汎副鼻腔炎 

  汎副鼻腔炎 ＮＯＳ 

Ｊ32．8 その他の慢性副鼻腔炎 

  汎副鼻腔炎ではないが複数の洞におよぶ副鼻腔炎（慢性） 
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Ｊ32．9 慢性副鼻腔炎， 詳細不明 

  副鼻腔炎（慢性） ＮＯＳ 

Ｊ33 鼻ポリープ 

 Nasal polyp 

 ※ 鼻たけ＜茸＞ 

 除外： 

   腺腫様ポリープ（Ｄ14．0） 

Ｊ33．0 鼻腔のポリープ 

  ポリープ：  

  ・後鼻孔 

  ・鼻咽頭 

Ｊ33．1 副鼻腔ポリープ様変性 

  ウォーケス＜Woakes＞症候群又は篩骨洞＜蜂巣＞炎 

Ｊ33．8 副鼻腔のその他のポリープ 

  副鼻腔ポリープ： 

  ・副鼻腔        

  ・篩骨洞＜蜂巣＞    

  ・上顎洞  

  ・蝶形骨洞 

Ｊ33．9 鼻ポリープ， 詳細不明 

Ｊ34 鼻及び副鼻腔のその他の障害 

 Other disorders of nose and nasal sinuses 

 除外： 

   鼻中隔の静脈瘤性潰瘍（Ｉ86．8） 

Ｊ34．0 鼻の膿瘍， せつ＜フルンケル＞及びよう＜カルブンケル＞ 

  蜂巣炎     

  え＜壊＞死         鼻（中隔） 

  潰瘍      

Ｊ34．1 鼻及び副鼻腔の， のう＜嚢＞胞及び粘液のう＜嚢＞胞＜腫＞ 

Ｊ34．2 鼻中隔弯曲症 

  鼻中隔の弯曲又は偏位（後天性） 

Ｊ34．3 鼻甲介の肥厚 

Ｊ34．8 鼻及び副鼻腔のその他の明示された障害 

  鼻中隔穿孔 ＮＯＳ 

  鼻石 
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Ｊ35 扁桃及びアデノイドの慢性疾患 

 Chronic diseases of tonsils and adenoids 

Ｊ35．0 慢性扁桃炎 

 除外： 

   扁桃炎： 

   ・ＮＯＳ（Ｊ03．9） 

   ・急性（Ｊ03.-） 

Ｊ35．1 扁桃肥大 

Ｊ35．2 アデノイド肥大 

Ｊ35．3 アデノイド肥大を伴う扁桃肥大 

Ｊ35．8 扁桃及びアデノイドのその他の慢性疾患 

  アデノイド増殖症           

  扁桃遺残               

  扁桃（及びアデノイド）瘢痕 

  扁桃結石 

  扁桃潰瘍 

Ｊ35．9 扁桃及びアデノイドの慢性疾患， 詳細不明 

  扁桃及びアデノイドの疾患（慢性） ＮＯＳ 

Ｊ36 扁桃周囲膿瘍 

 Peritonsillar abscess 

 包含： 

   扁桃膿瘍 

   扁桃周囲炎 

 感染病原体の分類が必要な場合は， 追加コード（Ｂ95－Ｂ97）を使用する。  

 除外： 

   咽後膿瘍（Ｊ39．0） 

   扁桃炎 

   ・ＮＯＳ（Ｊ03．9） 

   ・急性（Ｊ03.-） 

   ・慢性（Ｊ35．0） 

Ｊ37 慢性喉頭炎及び慢性喉頭気管炎 

 Chronic laryngitis and laryngotracheitis 

 感染病原体の分類が必要な場合は， 追加コード（Ｂ95－Ｂ97）を使用する。  

Ｊ37．0 慢性喉頭炎 

  喉頭炎： 

  ・カタル性 
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  ・肥大性 

  ・乾燥性 

 除外： 

   喉頭炎： 

   ・ＮＯＳ（Ｊ04．0） 

   ・急性（Ｊ04．0） 

   ・閉塞性（急性）（Ｊ05．0） 

Ｊ37．1 慢性喉頭気管炎 

  慢性喉頭炎， 気管炎（慢性）を伴うもの 

  慢性気管炎， 喉頭炎を伴うもの 

 除外： 

   喉頭気管炎：            

   ・ＮＯＳ（Ｊ04．2）          

   ・急性（Ｊ04．2）   

 気管炎：  

   ・ＮＯＳ（Ｊ04．1）  

   ・急性（Ｊ04．1） 

   ・慢性（Ｊ42） 

Ｊ38 声帯及び喉頭の疾患， 他に分類されないもの 

 Diseases of vocal cords and larynx, not elsewhere classified 

 除外： 

   喉頭炎：  

   ・閉塞性（急性）（Ｊ05．0） 

   ・潰瘍性（Ｊ04．0） 

   処置後声門下狭窄（Ｊ95．5） 

   喘鳴＜stridor＞：  

   ・先天性（喉頭） ＮＯＳ（Ｐ28．8） 

   ・ＮＯＳ（Ｒ06．1） 

Ｊ38．0 声帯及び喉頭の麻痺 

  喉頭（筋）麻痺 

  声門麻痺 

Ｊ38．1 声帯及び喉頭のポリープ 

 除外： 

   腺腫様ポリープ（Ｄ14．1） 

Ｊ38．2 声帯結節 

  声帯炎（線維素性）（結節性）（隆起性） 
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  謡人結節 

  教師結節 

Ｊ38．3 声帯のその他の疾患 

  膿瘍      

  蜂巣炎 

   肉芽腫 

  白色角化症         声帯 

  白斑症     

Ｊ38．4 喉頭浮腫 

  浮腫： 

   ・声門 

   ・声門下 

   ・声門上 

 除外： 

   喉頭炎：  

   ・急性閉塞性 ［クループ］ （Ｊ05．0） 

   ・浮腫性（Ｊ04．0） 

Ｊ38．5 喉頭けいれん＜痙攣＞ 

  声門けいれん＜痙攣＞（喘鳴性） 

Ｊ38．6 喉頭狭窄 

Ｊ38．7 喉頭のその他の疾患 

  膿瘍  

  蜂巣炎  

  疾患 ＮＯＳ 

  え＜壊＞死 

  強皮症 

  軟骨膜炎 

  潰瘍               喉頭    

Ｊ39 上気道のその他の疾患 

 Other diseases of upper respiratory tract 

 除外： 

   急性呼吸器感染症 ＮＯＳ（Ｊ22） 

   ・上部（Ｊ06．9） 

   化学物質， ガス， フューム及び蒸気による上気道炎（Ｊ68．2） 

Ｊ39．0 咽後及び副咽頭間隙膿瘍 

  咽頭周囲膿瘍 
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 除外： 

   扁桃周囲膿瘍（Ｊ36） 

Ｊ39．1 咽頭のその他の膿瘍 

  咽頭蜂巣炎 

  鼻咽頭膿瘍 

Ｊ39．2 咽頭のその他の疾患 

  のう＜嚢＞胞    

                 咽頭又は鼻咽頭 

  浮腫 

 除外： 

   咽頭炎：  

   ・慢性（Ｊ31．2） 

   ・潰瘍性（Ｊ02．9） 

Ｊ39．3 上気道過敏反応， 部位不明 

Ｊ39．8 上気道のその他の明示された疾患 

Ｊ39．9 上気道の疾患， 詳細不明  

 

慢性下気道疾患（Ｊ40－Ｊ47） 

Chronic lower respiratory diseases 

 除外： 

   のう＜嚢＞胞性線維症（Ｅ84.-） 

 

Ｊ40 気管支炎， 急性又は慢性と明示されないもの 

 Bronchitis, not specified as acute or chronic 

 注：15 歳未満の場合は， 急性又は慢性と明示されていなくても， 気管支炎は急性と推

測できるのでＪ20.-に分類する。 

 包含：  

   気管支炎： 

   ・ＮＯＳ 

   ・カタル性 

   ・気管炎を伴うもの ＮＯＳ 

    気管気管支炎 ＮＯＳ 

 除外： 

   気管支炎： 

   ・アレルギー性 ＮＯＳ（Ｊ45．0） 

   ・喘息性 ＮＯＳ（Ｊ45．9） 

   ・化学物質性（急性）（Ｊ68．0） 
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Ｊ41 単純性慢性気管支炎及び粘液膿性慢性気管支炎 

 Simple and mucopurulent chronic bronchitis 

 除外： 

   慢性気管支炎： 

   ・ＮＯＳ（Ｊ42） 

   ・閉塞性（Ｊ44.-） 

Ｊ41．0 単純性慢性気管支炎 

Ｊ41．1 粘液膿性慢性気管支炎 

Ｊ41．8 単純性及び粘液膿性混在型慢性気管支炎  

Ｊ42 詳細不明の慢性気管支炎 

 Unspecified chronic bronchitis 

 包含： 

   慢性： 

   ・気管支炎 ＮＯＳ 

   ・気管炎 

   ・気管気管支炎 

 除外： 

   慢性： 

   ・喘息性気管支炎（Ｊ44.-） 

   ・気管支炎： 

   ・単純性及び粘液膿性（Ｊ41.-） 

   ・気道閉塞を伴うもの（Ｊ44.-） 

   ・気腫性気管支炎（Ｊ44.-） 

   ・閉塞性肺疾患 ＮＯＳ（Ｊ44．9） 

Ｊ43 肺 気 腫 

 Emphysema 

 除外： 

   代償性肺気腫（Ｊ98．3） 

   化学物質， ガス， フューム及び蒸気の吸入による肺気腫（Ｊ68．4） 

   間質性気腫（Ｊ98．2） 

   ・新生児（Ｐ25．0） 

   縦隔気腫（Ｊ98．2） 

   外科的（皮下）気腫（Ｔ81．8） 

     外傷性皮下気腫（Ｔ79．7） 

   慢性（閉塞性）気管支炎を伴う肺気腫（Ｊ44.-） 

 気腫性（閉塞性）気管支炎（Ｊ44.-） 
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Ｊ43．0 マクロード＜MacLeod＞症候群 

  一側性： 

  ・肺気腫 

  ・肺の（Ｘ線）透過性亢進 

Ｊ43．1 汎小葉性肺気腫 

  汎細葉性肺気腫 

Ｊ43．2 中心小葉性肺気腫 

Ｊ43．8 その他の肺気腫  

Ｊ43．9 肺気腫， 詳細不明 

  肺気腫： 

   ・ＮＯＳ 

   ・ブラ＜のう＜嚢＞胞＞性 

   ・肺胞性 

  ブレブ 

Ｊ44 その他の慢性閉塞性肺疾患 

 Other chronic obstructive pulmonary disease 

 包含： 

   慢性： 

   ・気管支炎：          

   ・喘息性（閉塞性）         

   ・気腫性               

   ・気道閉塞を伴うもの       

   ・肺気腫を伴うもの  

 ・閉塞性： 

・喘息 

・気管支炎 

・気管気管支炎 

 除外： 

       喘息（Ｊ45.-） 

       喘息性気管支炎 ＮＯＳ（Ｊ45．9） 

       気管支拡張症（Ｊ47） 

   慢性： 

   ・気管支炎： 

   ・ＮＯＳ（Ｊ42） 

   ・単純性及び粘液膿性（Ｊ41.-） 

   ・気管炎（Ｊ42） 
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   ・気管気管支炎（Ｊ42） 

   肺気腫（Ｊ43.-） 

       外的因子による肺疾患（Ｊ60－Ｊ70） 

Ｊ44．0 急性下気道感染症を伴う慢性閉塞性肺疾患 

 除外： 

   インフルエンザを伴うもの（J09－J11） 

Ｊ44．1 急性増悪を伴う慢性閉塞性肺疾患， 詳細不明 

Ｊ44．8 その他の明示された慢性閉塞性肺疾患 

  慢性気管支炎： 

  ・喘息性（閉塞性） ＮＯＳ 

  ・気腫性 ＮＯＳ 

  ・閉塞性 ＮＯＳ 

 除外： 

   急性下気道感染症を伴うもの（Ｊ44．0） 

     急性増悪を伴うもの（Ｊ44．1）  

Ｊ44．9 慢性閉塞性肺疾患， 詳細不明 

  慢性閉塞性： 

  ・気道疾患 ＮＯＳ 

  ・肺疾患 ＮＯＳ 

Ｊ45 喘   息 

 Asthma 

 除外： 

   急性重症喘息（Ｊ46） 

   慢性喘息性（閉塞性）気管支炎（Ｊ44.-） 

   慢性閉塞性喘息（Ｊ44.-） 

   好酸球（増加）性喘息（Ｊ82） 

   外的因子による肺疾患（Ｊ60－Ｊ70） 

   喘息発作重積状態（Ｊ46） 

Ｊ45．0 アレルギー性喘息を主とする疾患 

  アレルギー性：             

  ・気管支炎 ＮＯＳ 

  ・喘息を伴う鼻炎 

アトピー性喘息 

外因性アレルギー性喘息       

喘息を伴う枯草熱 

Ｊ45．1 非アレルギー性喘息 
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  特異体質性喘息 

  内因性非アレルギー性喘息 

Ｊ45．8 混合型喘息 

  Ｊ45．0 及びＪ45．1 に記載された病態の複合 

Ｊ45．9 喘息， 詳細不明 

  喘息性気管支炎 ＮＯＳ 

  中高年発症喘息 

Ｊ46 喘息発作重積状態 

 Status asthmaticus 

 包含： 

   急性重症喘息 

Ｊ47 気管支拡張症 

 Bronchiectasis 

 包含： 

   細気管支拡張症 

 除外： 

   先天性気管支拡張症（Ｑ33．4） 

   （活動性）結核性気管支拡張症（Ａ15－Ａ16） 

 

外的因子による肺疾患（Ｊ60－Ｊ70） 

Lung diseases due to external agents 

 除外： 

   Ｊ45.-に分類される喘息 

 

Ｊ60 炭坑夫じん＜塵＞肺（症） 

 Coalworker pneumoconiosis 

 包含： 

   炭（粉）珪肺（症） 

   炭坑夫肺（症） 

   炭粉沈着症＜炭肺症＞ 

 除外： 

   Ａ15－Ａ16 の結核を伴うもの（Ｊ65） 

Ｊ61 石綿＜アスベスト＞及びその他の無機質線維によるじん＜塵＞肺（症） 

 Pneumoconiosis due to asbestos and other mineral fibres 

 包含： 

   石綿＜アスベスト＞肺（症） 
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 除外：  

   石綿＜アスベスト＞肺（症）を伴う胸膜斑＜プラーク＞（Ｊ92．0） 

   Ａ15－Ａ16 の結核を伴うもの（Ｊ65） 

Ｊ62 珪酸を含む粉じん＜塵＞によるじん＜塵＞肺（症） 

 Pneumoconiosis due to dust containing silica 

 包含： 

   珪酸性肺線維症（塊状） 

 除外： 

   Ａ15－Ａ16 の結核を伴うじん＜塵＞肺（症）（Ｊ65） 

Ｊ62．0 タルク粉じん＜塵＞によるじん＜塵＞肺（症） 

Ｊ62．8 珪酸を含むその他の粉じん＜塵＞によるじん＜塵＞肺（症） 

  珪肺（症） ＮＯＳ 

Ｊ63 その他の無機粉じん＜塵＞によるじん＜塵＞肺（症） 

 Pneumoconiosis due to other inorganic dusts 

 除外： 

   Ａ15－Ａ16 の結核を伴うもの（Ｊ65） 

Ｊ63．0 アルミニウム肺（症） 

Ｊ63．1 ボーキサイト線維症＜肺（症）＞ 

Ｊ63．2 ベリリウム肺（症） 

Ｊ63．3 黒鉛線維症＜肺（症）＞ 

Ｊ63．4 鉄肺（症） 

Ｊ63．5 錫肺（症） 

Ｊ63．8 その他の明示された無機粉じん＜塵＞によるじん＜塵＞肺（症）  

Ｊ64 詳細不明のじん＜塵＞肺（症） 

 Unspecified pneumoconiosis 

 除外： 

   Ａ15－Ａ16 の結核を伴うもの（Ｊ65） 

Ｊ65 結核を伴うじん＜塵＞肺（症） 

 Pneumoconiosis associated with tuberculosis 

  結核を伴うＪ60－Ｊ64 における各病態， Ａ15－Ａ16 における各型 

Ｊ66 特異的な有機粉じん＜塵＞による気道疾患 

 Airway disease due to specific organic dust 

 除外： 

   さとうきび肺（Ｊ67．1） 

   農夫肺（Ｊ67．0） 

   有機粉じん＜塵＞による過敏性肺臓炎（Ｊ67.-） 
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   気道反応不全症候群（Ｊ68．3） 

Ｊ66．0 綿（花）肺 

  綿粉じん＜塵＞による気道疾患 

Ｊ66．1 麻服仕立工病 

Ｊ66．2 カンナビス症＜大麻肺＞ 

Ｊ66．8 その他の特異的な有機粉じん＜塵＞による気道疾患 

Ｊ67 有機粉じん＜塵＞による過敏性肺臓炎 

 Hypersensitivity pneumonitis due to organic dust 

 包含： 

   有機粉じん＜塵＞及び真菌， 放線菌（類）又はその他の粒子の吸入による 

   アレルギー性肺胞炎及び肺臓炎 

 除外： 

   化学物質， ガス， フューム及び蒸気の吸入による肺臓炎（Ｊ68．0） 

Ｊ67．0 農夫肺 

  収穫者肺 

  干し草製造者肺 

  カビ枯草病 

Ｊ67．1 さとうきび肺 

  バガス病 

  バガス肺臓炎 

Ｊ67．2 鳥飼病＜bird fancier's lung＞ 

  いんこ飼病＜肺＞ 

  鳩飼病＜肺＞  

Ｊ67．3 コルク肺 

  コルク取扱者病＜肺＞ 

  コルク作業者病＜肺＞ 

Ｊ67．4 麦芽製造業者肺 

  アスペルギルス クラバトスによる肺胞炎 

Ｊ67．5 きのこ作業者肺 

Ｊ67．6 かえで樹皮はぎ職人肺 

  クリプトストローマ症 

  クリプトストローマ コルチカーレによる肺胞炎 

Ｊ67．7 空調機肺及び加湿器肺 

  空調 ［エアコンディション］ システムにおいて発生する真菌， 好熱性放線菌（類） 

  及びその他の病原体によるアレルギー性肺胞炎 

Ｊ67．8 その他の有機粉じん＜塵＞による過敏性肺臓炎 
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  チーズ洗浄職人肺            

  コーヒー作業者肺            

  魚粉製造業者肺 

  毛皮商人肺 

  セコイア症 

Ｊ67．9 詳細不明の有機粉じん＜塵＞による過敏性肺臓炎 

  アレルギー性肺胞炎（外因性） ＮＯＳ 

  過敏性肺臓炎 ＮＯＳ 

Ｊ68 化学物質， ガス， フューム及び蒸気の吸入による呼吸器病態 

 Respiratory conditions due to inhalation of chemicals, gases, fumes and vapours 

 原因の分類が必要な場合は， 追加外因コード（ⅩⅩ章）を使用する。  

Ｊ68．0 化学物質， ガス， フューム及び蒸気による気管支炎及び肺臓炎 

  化学物質性気管支炎（急性） 

Ｊ68．1 化学物質， ガス， フューム及び蒸気による肺水腫 

  化学物質性肺水腫（急性） 

Ｊ68．2 化学物質， ガス， フューム及び蒸気による上気道炎， 他に分類されないもの 

Ｊ68．3 化学物質， ガス， フューム及び蒸気によるその他の急性及び亜急性呼吸器病態 

  気道反応不全症候群 

Ｊ68．4 化学物質， ガス， フューム及び蒸気による慢性呼吸器病態 

  肺気腫（びまん＜広汎＞性）（慢性）    化学物質， ガス， フューム及び蒸気の吸 

  閉塞性細気管支炎（慢性）（亜急性）   入による 

  肺線維症（慢性）  

Ｊ68．8 化学物質， ガス， フューム及び蒸気によるその他の呼吸器病態 

Ｊ68．9 化学物質， ガス， フューム及び蒸気による詳細不明の呼吸器病態 

Ｊ69 固形物及び液状物による肺臓炎 

 Pneumonitis due to solids and liquids 

 原因の分類が必要な場合は， 追加外因コード（ⅩⅩ章）を使用する。  

 除外： 

   新生児吸引症候群（Ｐ24.-） 

Ｊ69．0 食物及び吐物による肺臓炎 

  えん＜嚥＞下＜誤えん＜嚥＞＞性肺炎（下記による）： 

  ・ＮＯＳ             

  ・食物（逆流） 

  ・胃分泌物 

  ・乳 

  ・・吐物 
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 除外： 

   メンデルソン＜Mendelson＞症候群（Ｊ95．4） 

Ｊ69．1 油及びエッセンス剤による肺臓炎 

  リポイド肺炎 

Ｊ69．8 その他の固体及び液体による肺臓炎 

  血液のえん＜嚥＞下＜誤えん＜嚥＞＞による肺臓炎 

Ｊ70 その他の外的因子による呼吸器病態 

 Respiratory conditions due to other external agents 

 原因の分類が必要な場合は， 追加外因コード（ⅩⅩ章）を使用する。  

Ｊ70．0 放射線による急性肺症状 

  放射線肺臓炎 

Ｊ70．1 放射線による慢性及びその他の肺症状 

  放射線照射に続発する肺線維症 

Ｊ70．2 急性薬物誘発性間質性肺障害 

Ｊ70．3 慢性薬物誘発性間質性肺障害 

Ｊ70．4 薬物誘発性間質性肺障害， 詳細不明 

Ｊ70．8 その他の明示された外的因子による呼吸器病態 

Ｊ70．9 詳細不明の外的因子による呼吸器病態 

 

主として間質を障害するその他の呼吸器疾患（Ｊ80－Ｊ84） 

Other respiratory diseases principally affecting the interstitium 

 

Ｊ80 成人呼吸窮＜促＞迫症候群＜ＡＲＤＳ＞ 

 Adult respiratory distress syndrome 

 包含： 

   成人肺硝子膜＜ヒアリン膜＞症 

Ｊ81 肺 水 腫 

 Pulmonary oedema 

 包含： 

   急性肺水腫 

    肺うっ血（受＜被＞動性） 

 除外： 

   臥床＜沈下＞性肺炎（Ｊ18．2） 

   肺水腫：  

   ・化学物質性（急性）（Ｊ68．1） 

   ・外的因子によるもの（Ｊ60－Ｊ70） 
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   ・心疾患 ＮＯＳ 又は心不全の記載があるもの（Ｉ50．1） 

Ｊ82 肺好酸球症， 他に分類されないもの 

 Pulmonary eosinophilia, not elsewhere classified 

 包含： 

   好酸球（増加）性喘息 

   レフレル＜L öffler＞症候群 

   熱帯性（肺）好酸球（増加）症 ＮＯＳ 

 除外： 

   下記によるもの： 

   ・アスペルギルス症（Ｂ44.-） 

   ・薬物（Ｊ70．2－Ｊ70．4） 

   ・明示された寄生虫感染症（Ｂ50－Ｂ83） 

   ・全身性結合組織障害（Ｍ30－Ｍ36） 

Ｊ84 その他の間質性肺疾患 

 Other interstitial pulmonary diseases 

 除外：  

   薬物誘発生間質性肺障害（Ｊ70．2－Ｊ70．4） 

   間質性気腫（Ｊ98．2） 

   外的因子による肺疾患（Ｊ60－Ｊ70） 

   ヒト免疫不全ウイルス ［ＨＩＶ］ 病によるリンパ性間質性肺臓炎（Ｂ22．1） 

Ｊ84．0 肺胞性及び肺胞周囲性病態 

  肺胞タンパク＜蛋白＞症 

  肺胞微石症  

Ｊ84．1 肺線維症を伴うその他の間質性肺疾患 

  びまん＜広汎＞性肺線維症 

  線維化性肺胞炎（特発性） 

  ハンマン・リッチ＜Hamman-Rich＞症候群 

  特発性肺線維症 

     通常型間質性肺炎 

 除外： 

   肺線維症（慢性）： 

   ・化学物質， ガス， フューム及び蒸気の吸入による（Ｊ68．4） 

   ・放射線照射に続発する（Ｊ70．1） 

Ｊ84．8 その他の明示された間質性肺疾患 

Ｊ84．9 間質性肺疾患， 詳細不明 

  間質性肺炎 ＮＯＳ 
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下気道の化膿性及び え＜壊＞死性病態（Ｊ85－Ｊ86） 

Suppurative and necrotic conditions of lower respiratory tract 

 

Ｊ85 肺及び縦隔の膿瘍 

 Abscess of lung and mediastinum 

Ｊ85．0 肺のえ＜壊＞疽及び え＜壊＞死 

Ｊ85．1 肺炎を伴う肺膿瘍 

 除外： 

   明示された病原体による肺炎を伴うもの（J09－J16） 

Ｊ85．2 肺炎を伴わない肺膿瘍 

  肺膿瘍 ＮＯＳ 

Ｊ85．3 縦隔膿瘍 

Ｊ86 膿 胸 （症） 

 Pyothorax 

 包含： 

   膿瘍： 

   ・胸膜 

   ・胸郭 

   膿胸 

   膿気胸 

 感染病原体の分類が必要な場合は， 追加コード（Ｂ95－Ｂ97）を使用する。   

 除外： 

   結核によるもの（Ａ15－Ａ16） 

Ｊ86．0 瘻（孔）を伴う膿胸（症） 

Ｊ86．9 瘻（孔）を伴わない膿胸（症）  

 

胸膜のその他の疾患（Ｊ90－Ｊ94） 

Other diseases of pleura 

 

Ｊ90 胸水， 他に分類されないもの 

 Pleural effusion, not elsewhere classified 

 包含： 

   滲出性胸膜炎 

 除外：  

   乳び＜糜＞性（胸膜）滲出（Ｊ94．0） 
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   胸膜炎 ＮＯＳ（Ｒ09．1） 

   結核性（Ａ15－Ａ16） 

Ｊ91＊  他に分類される病態における胸水 

 Pleural effusion in conditions classified elsewhere 

Ｊ92 胸膜斑＜プラーク＞ 

 Pleural plaque 

 包含： 

   胸膜肥厚 

Ｊ92．0 石綿＜アスベスト＞を含む胸膜斑＜プラーク＞ 

Ｊ92．9 石綿＜アスベスト＞を含まない胸膜斑＜プラーク＞ 

  胸膜斑＜プラーク＞ ＮＯＳ 

Ｊ93 気   胸 

 Pneumothorax 

 除外： 

   気胸：  

   ・先天性又は新生児（Ｐ25．1） 

   ・外傷性（Ｓ27．0） 

   ・（活動性）結核性（Ａ15－Ａ16） 

   膿気胸（Ｊ86.-） 

Ｊ93．0 緊張性自然気胸 

Ｊ93．1 その他の自然気胸 

Ｊ93．8 その他の気胸 

Ｊ93．9 気胸， 詳細不明 

Ｊ94 その他の胸膜病態 

 Other pleural conditions 

 除外：  

   胸膜炎 ＮＯＳ（Ｒ09．1） 

   外傷性：  

   ・血気胸（Ｓ27．2） 

   ・血胸（Ｓ27．1） 

   （活動性）結核性胸膜病態（Ａ15－Ａ16） 

Ｊ94．0 乳び＜糜＞（胸膜）滲出 

  乳び＜糜＞性（胸膜）滲出 

Ｊ94．1 線維胸 

Ｊ94．2 血胸 

  血気胸 
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Ｊ94．8 その他の明示された胸膜病態 

  水胸 

Ｊ94．9 胸膜病態， 詳細不明 

 

呼吸器系のその他の疾患（Ｊ95－Ｊ99） 

Other diseases of the respiratory system 

 

Ｊ95 処置後呼吸器障害， 他に分類されないもの 

 Postprocedural respiratory disorders, not elsewhere classified 

 除外：  

   処置の結果生じた気腫（皮下）（Ｔ81．8） 

   放射線照射による肺症状（Ｊ70．0－Ｊ70．1） 

Ｊ95．0 気管切開による機能障害 

  気管切開孔からの出血 

  気管切開気道の閉塞 

  気管切開孔からの敗血症 

  気管切開に続発する気管食道瘻 

Ｊ95．1 胸部手術に続発する急性肺機能不全 

Ｊ95．2 胸部以外の手術に続発する急性肺機能不全 

Ｊ95．3 手術に続発する慢性肺機能不全 

Ｊ95．4 メンデルソン＜Mendelson＞症候群 

 除外： 

   下記に合併するもの：  

   ・分娩（Ｏ74．0） 

   ・妊娠（Ｏ29．0） 

   ・産じょく＜褥＞（Ｏ89．0） 

Ｊ95．5 処置後声門下狭窄 

Ｊ95．8 その他の処置後の呼吸器障害 

Ｊ95．9 処置後の呼吸器障害， 詳細不明  

Ｊ96 呼吸不全， 他に分類されないもの 

 Respiratory failure, not elsewhere classified 

除外： 

 心呼吸不全（Ｒ09．2） 

 処置後呼吸不全（J95.-） 

 呼吸： 

・停止（Ｒ09．2） 
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・窮＜促＞迫： 

   ・成人の症候群＜ARDS＞（J80） 

   ・新生児における＜IRDS＞（P22.-） 

 下記の補足的細分類は分類項目 J96 に伴うものとして任意的に使用する。 

 0  I 型［低酸素性］ 

 1  II 型［高炭酸ガス性］ 

 9  型詳細不明 

Ｊ96．0 急性呼吸不全 

Ｊ96．1 慢性呼吸不全 

Ｊ96．9 呼吸不全， 詳細不明 

Ｊ98 その他の呼吸器障害 

 Other respiratory disorders 

 除外： 

   無呼吸： 

   ・ＮＯＳ（Ｒ06．8） 

   ・新生児（Ｐ28．4） 

   ・睡眠時（Ｇ47．3） 

   ・新生児（Ｐ28．3） 

Ｊ98．0 気管支の疾患， 他に分類されないもの 

  気管支結石症 

  石灰沈着   

  狭窄         気管支 

  潰瘍     

  気管気管支： 

  ・虚脱 

  ・ジスキネジア 

Ｊ98．1 肺虚脱 

  無気肺 

  肺の虚脱 

 除外： 

   無気肺：  

   ・新生児（Ｐ28．0－Ｐ28．1）  

   ・（活動性）結核性（Ａ15－Ａ16） 

Ｊ98．2 間質性気腫 

  縦隔気腫 

 除外： 
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   肺気腫 ＮＯＳ（Ｊ43．9） 

   胎児及び新生児における気腫（Ｐ25．0） 

   外科的（皮下）気腫（Ｔ81．8） 

   外傷性皮下気腫（Ｔ79．7） 

Ｊ98．3 代償性肺気腫 

Ｊ98．4 肺のその他の障害 

  肺の石灰化 

  のう＜嚢＞胞性肺疾患（後天性） 

  肺疾患 ＮＯＳ 

  肺結石（症） 

Ｊ98．5 縦隔の疾患， 他に分類されないもの 

  線維症         

  ヘルニア               縦隔 

  退縮＜瘢痕性偏位＞   

  縦隔炎 

 除外： 

   縦隔膿瘍（Ｊ85．3） 

Ｊ98．6 横隔膜障害 

  横隔膜炎 

  横隔膜麻痺 

  横隔膜し＜弛＞緩 

 除外：  

     横隔膜の先天奇形 ＮＥＣ（Ｑ79．1） 

   横隔膜ヘルニア（Ｋ44.-） 

   ・先天性（Ｑ79．0） 

Ｊ98．8 その他の明示された呼吸器障害 

Ｊ98．9 呼吸器障害， 詳細不明 

  呼吸器疾患（慢性） ＮＯＳ 

Ｊ99＊  他に分類される疾患における呼吸器障害 

 Respiratory disorders in diseases classified elsewhere 

Ｊ99．0＊  リウマチ性肺疾患（Ｍ05．1†）  

Ｊ99．1＊  その他のびまん＜広汎＞性結合組織障害における呼吸器障害 

  下記における呼吸器障害：  

  ・皮膚筋炎（Ｍ33．0－Ｍ33．1†） 

  ・多発性筋炎（Ｍ33．2†） 

  ・乾燥症候群 ［シェーグレン＜Sj ögren＞症候群］ （Ｍ35．0†） 
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  ・全身性エリテマトーデス＜紅斑性狼瘡＞＜ＳＬＥ＞（Ｍ32．1†） 

  ・全身性硬化症（Ｍ34．8†） 

  ・ウェゲ＜ジ＞ナー＜Wegener＞肉芽腫症（Ｍ31．3†） 

Ｊ99．8＊ 他に分類されるその他の疾患における呼吸器障害 

  下記における呼吸器障害： 

  ・アメーバ症（Ａ06．5†） 

  ・強直性脊椎炎（Ｍ45†） 

  ・クリオグロブリン血症（Ｄ89．1†） 

  ・スポロトリコーシス（Ｂ42．0†） 

  ・梅毒（Ａ52．7†） 

 

 


