
 

- 1 - 

 

第ⅩⅠ章 消化器系の疾患（K00－K93） 

Diseases of the digestive system 

 

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： 

Ｋ00－Ｋ14 口腔， 唾液腺及び顎の疾患 

Ｋ20－Ｋ31 食道， 胃及び十二指腸の疾患 

Ｋ35－Ｋ38 虫垂の疾患 

Ｋ40－Ｋ46 ヘルニア 

Ｋ50－Ｋ52 非感染性腸炎及び非感染性大腸炎 

Ｋ55－Ｋ64 腸のその他の疾患 

Ｋ65－Ｋ67 腹膜の疾患 

Ｋ70－Ｋ77 肝疾患 

Ｋ80－Ｋ87 胆のう＜嚢＞， 胆管及び膵の障害 

Ｋ90－Ｋ93 消化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： 

Ｋ23＊ 他に分類される疾患における食道の障害 

Ｋ67＊ 他に分類される感染症における腹膜の障害 

Ｋ77＊ 他に分類される疾患における肝障害 

Ｋ87＊ 他に分類される疾患における胆のう＜嚢＞， 胆管及び膵の障害 

Ｋ93＊ 他に分類される疾患におけるその他の消化器の障害  

 

口腔， 唾液腺及び顎の疾患（Ｋ00－Ｋ14） 

Diseases of oral cavity, salivary glands and jaws 

 

Ｋ00 歯の発育及び萌出の障害 
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 Disorders of tooth development and eruption 

 除外： 

   埋伏歯（Ｋ01.-） 

Ｋ00．0 無歯症 

  部分的無歯症 

  歯数不足（症） 

Ｋ00．1 過剰歯 

  臼後歯               

  第四（大）臼歯            

  正中歯 

  臼旁歯 

  加生歯 

Ｋ00．2 歯の大きさ及び形の異常 

  癒着＜癒合＞歯           

  融合歯               

  双生歯               

  外反歯               

  歯内歯               

  重積歯  

  エナメル真珠  

  巨大歯  

  矮小歯  

  栓状歯 ［円錐歯］ 

  タウロドンティズム           

  臼旁結節 

 除外： 

   カラベリー＜Carabelli＞結節は正常のバリエーションとみなし， コード化しない。  

Ｋ00．3 斑状歯 

  歯のフッ素（沈着）症 

  斑状エナメル質 

  非フッ素（沈着）性エナメル斑 

 除外： 

   歯の沈着物 ［付着物］ （Ｋ03．6） 

Ｋ00．4 歯の形成障害 

  セメント質の無形成及び低形成＜形成不全＞ 

  歯根弯曲 
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  エナメル質低形成＜形成不全＞（新生児）（生後）（出生前） 

  限局性歯牙異形成 

  ターナー＜Turner＞歯   

 除外： 

   先天梅毒におけるハッチンソン＜Hutchinson＞歯及び桑実状臼歯（Ａ50．5） 

   斑状歯（Ｋ00．3）  

Ｋ00．5 歯の構造の遺伝性障害， 他に分類されないもの 

  （遺伝性）エナメル質形成不全症    

  （遺伝性）象牙質形成不全症  

  歯牙形成不全   

  象牙質異形成症 

  殻状歯 

Ｋ00．6 歯の萌出障害 

  早期生歯 

  出生歯 

  新生児歯 

  歯の早期萌出 

  乳歯の早期脱落 

  乳歯の晩期残存 

Ｋ00．7 生歯症候群 

Ｋ00．8 歯のその他の発育障害 

  歯の形成期の変色 

  歯の内因性着色 ＮＯＳ 

Ｋ00．9 歯の発育障害， 詳細不明 

  歯の形成障害 ＮＯＳ 

Ｋ01 埋 伏 歯 

 Embedded and impacted teeth 

 除外： 

   それ自体又は隣接歯の異常位を伴う埋伏歯（Ｋ07．3） 

Ｋ01．0 埋伏歯＜embedded teeth＞ 

  埋伏歯＜embedded teeth＞とは， 他の歯の妨害による萌出障害とは別の原因により， 

萌出してこない歯である。  

Ｋ01．1 埋伏歯＜impacted teeth＞ 

  埋伏歯＜impacted teeth＞とは， 他の歯の妨害による萌出障害の結果， 萌出してこ

ない歯である。  

Ｋ02 う＜齲＞蝕 
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 Dental caries 

Ｋ02．0 エナメル質に限局したう＜齲＞蝕 

  エナメル白斑病巣（病変） ［初期う＜齲＞蝕］  

Ｋ02．1 象牙質う＜齲＞蝕 

Ｋ02．2 セメント質う＜齲＞蝕 

Ｋ02．3 停止性う＜齲＞蝕 

Ｋ02．4 う＜齲＞蝕による歯の破折＜odontoclasia＞ 

 ※ 注：この分類は日本では使用しない 

  乳児黒変歯           

  破折した黒変歯＜melanodontoclasia＞ 

K02．5 露髄のあるう＜齲＞蝕 

Ｋ02．8 その他のう＜齲＞蝕 

Ｋ02．9 う＜齲＞蝕， 詳細不明 

Ｋ03 歯の硬組織のその他の疾患 

 Other diseases of hard tissues of teeth 

 除外： 

   歯ぎしり ＮＯＳ（Ｆ45．8） 

 う＜齲＞蝕（Ｋ02.-） 

Ｋ03．0 歯の過度咬耗症 

  咬耗： 

  ・隣接面 

               歯 

  ・咬合面 

Ｋ03．1 歯の磨耗（症） 

  磨耗（症）： 

  ・歯磨剤性  

  ・習慣性  

  ・職業性             歯 

  ・儀式によるもの 

  ・伝統的なもの  

  くさび＜楔＞状欠損 ＮＯＳ 

Ｋ03．2 歯の酸蝕症 

  歯の酸蝕症： 

  ・ＮＯＳ             

  ・下記によるもの：  

  ・食事 

  ・薬物及び薬剤 



 

- 5 - 

 

  ・持続性嘔吐 

  ・特発性              

  ・職業性               

Ｋ03．3 歯の病的吸収（症） 

  歯髄の内部性肉芽腫 

  歯の（外部性）吸収（症） 

Ｋ03．4 セメント質増殖症 

  セメント（化）過形成 

Ｋ03．5 歯の（骨性）癒着  

Ｋ03．6 歯の沈着物 ［付着物］  

  歯石：  

  ・歯肉縁下 

  ・歯肉縁上 

  歯の沈着物 ［付着物］ ： 

  ・びんろうじ 

  ・黒色 

  ・緑色 

  ・白質 

  ・オレンジ色・タバコ 

  歯の着色： 

  ・ＮＯＳ 

  ・外因性 ＮＯＳ 

Ｋ03．7 歯の硬組織の萌出後の変色 

 除外： 

   歯の沈着物 ［付着物］ （Ｋ03．6） 

Ｋ03．8 歯の硬組織のその他の明示された疾患 

  放射線照射を受けたエナメル質 

  象牙質の知覚過敏（症） 

放射線誘発性で， 放射線の分類が必要な場合は， 追加外因コード（ⅩⅩ章）を使用

する。  

Ｋ03．9 歯の硬組織の疾患， 詳細不明 

Ｋ04 歯髄及び根尖部歯周組織の疾患 

 Diseases of pulp and periapical tissues 

Ｋ04．0 歯髄炎 

  歯髄炎： 

NOS 
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急性 

慢性（増殖性）（潰瘍性） 

不可逆性 

可逆性 

Ｋ04．1 歯髄え＜壊＞死 

  歯髄え＜壊＞疽 

Ｋ04．2 歯髄の変性 

  象牙（質）粒 

  歯髄の石灰化 

  歯髄結石 

Ｋ04．3 歯髄における異常硬組織の形成 

  第２又は不規則象牙質 

Ｋ04．4 歯髄原発の急性根尖性歯周炎 

  急性根尖性歯周炎 ＮＯＳ  

Ｋ04．5 慢性根尖性歯周炎 

  根尖肉芽腫 

  根尖性歯周炎 ＮＯＳ 

Ｋ04．6 瘻（孔）を伴う根尖周囲膿瘍 

  歯性膿瘍    

               瘻（孔）を伴うもの 

  歯槽膿瘍  

Ｋ04．7 瘻（孔）を伴わない根尖周囲膿瘍 

  歯性    

  歯槽          膿瘍 ＮＯＳ 

  根尖周囲  

Ｋ04．8 歯根のう＜嚢＞胞 

  根尖（歯周）のう＜嚢＞胞 

  根尖周囲のう＜嚢＞胞 

  残存のう＜嚢＞胞 

 除外： 

   側方性歯周のう＜嚢＞胞（Ｋ09．0） 

Ｋ04．9 歯髄及び根尖周囲組織のその他及び詳細不明の疾患 

Ｋ05 歯肉炎及び歯周疾患 

 Gingivitis and periodontal diseases 

Ｋ05．0 急性歯肉炎 

 除外： 

   急性え＜壊＞疽性潰瘍性歯肉炎（Ａ69．1） 
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   ヘルペスウイルス ［単純ヘルペス］ 性歯肉口内炎（Ｂ00．2） 

Ｋ05．1 慢性歯肉炎 

  歯肉炎（慢性）： 

  ・ＮＯＳ  

  ・剥離性            

  ・増殖性           

  ・単純性辺縁性 

  ・潰瘍性 

Ｋ05．2 急性歯周炎 

  急性歯冠周囲炎 

  歯周膿瘍 

 除外： 

   急性根尖性歯周炎（Ｋ04．4） 

   根尖周囲膿瘍（Ｋ04．7） 

   ・瘻（孔）を伴うもの（Ｋ04．6） 

Ｋ05．3 慢性歯周炎 

  慢性歯冠周囲炎 

  歯周炎： 

  ・ＮＯＳ 

  ・複雑性 

  ・単純性 

Ｋ05．4 歯周症 

  若年性歯周症 

Ｋ05．5 その他の歯周疾患 

Ｋ05．6 歯周疾患， 詳細不明 

Ｋ06 歯肉及び無歯顎堤のその他の障害 

 Other disorders of gingiva and edentulous alveolar ridge 

 除外： 

   無歯顎堤の退縮（Ｋ08．2） 

   歯肉炎： 

   ・ＮＯＳ（Ｋ05．1） 

   ・急性（Ｋ05．0） 

   ・慢性（Ｋ05．1） 

Ｋ06．0 歯肉退縮 

  歯肉退縮（広汎性）（限局性）（感染後）（術後） 

Ｋ06．1 歯肉腫大 
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  歯肉線維腫症 

Ｋ06．2 外傷に関連した歯肉及び無歯顎堤病巣 

  無歯顎堤の刺激性過形成 ［義歯性過形成］  

 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。  

Ｋ06．8 歯肉及び無歯顎堤のその他の明示された障害 

  線維性エプーリス          

  フラビー縁＜ガム＞＜浮動歯肉＞  

  巨細胞エプーリス 

  周辺性巨細胞肉芽腫 

  歯肉の化膿性肉芽腫 

Ｋ06．9 歯肉及び無歯顎堤の障害， 詳細不明 

Ｋ07 歯顎顔面（先天）異常 ［不正咬合を含む］  

 Dentofacial anomalies [including malocclusion] 

 除外：  

   顔面半側萎縮又は肥大（Ｑ67．4） 

   片側性下顎頭過形成又は形成不全（Ｋ10．8） 

Ｋ07．0 顎の大きさの著しい異常 

  過形成， 低形成： 

  ・上顎 

  ・下顎 

  大顎症（上顎）（下顎） 

  小顎症（上顎）（下顎） 

 除外： 

   末端肥大症＜先端巨大症＞（Ｅ22．0） 

     ロバン＜Robin＞症候群（Ｑ87．0） 

Ｋ07．1 顎と頭蓋底との関係の異常 

  顎の非対称 

  顎前突（症）（上顎）（下顎） 

  顎後退（症）（上顎）（下顎） 

Ｋ07．2 上下歯列弓の位置的関係の異常 

  交叉＜差＞咬合（前歯部）（臼歯部）   

  遠心咬合                        

  近心咬合                        

  歯列弓の正中偏位                  

  開咬（前歯部）（臼歯部） 

  （過剰な）オーバーバイト＜過蓋咬合＞： 
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  ・深部 

  ・水平的 

  ・垂直的 

  オーバージェット 

  下顎歯の後臼歯部舌側咬合＜鉄状咬合＞ 

Ｋ07．3 歯の位置異常 

  そう＜叢＞生  

  歯隙  

  転位＜displacement＞             歯 

  捻転＜回転＞  

  空隙， 異常  

  移転＜位置交換＞＜transposition＞  

  上記のような歯及び隣接歯の異常位を伴う埋伏歯 

 除外： 

   異常位を伴わない埋伏歯（Ｋ01.-） 

Ｋ07．4 不正咬合， 詳細不明  

Ｋ07．5 歯顎顔面の機能的異常 

  閉口異常 

  下記による不正咬合： 

  ・異常えん＜嚥＞下 

  ・口呼吸 

  ・舌， 口唇又は指の習癖 

 除外： 

   歯ぎしり ＮＯＳ（Ｆ45．8） 

Ｋ07．6 顎関節障害 

  コステン＜Costen＞徴候又は症候群 

  顎関節障害＜内障＞ 

  顎関節の snapping＜クリッキング＞ 

  顎関節疼痛機能障害症候群 

 除外： 

   新鮮顎関節脱臼（Ｓ03．0） 

   新鮮顎関節ストレイン（Ｓ03．4） 

Ｋ07．8 その他の歯顎顔面の異常 

Ｋ07．9 歯顎顔面の異常， 詳細不明 

Ｋ08 歯及び歯の支持組織のその他の障害 

 Other disorders of teeth and supporting structures 
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Ｋ08．0 全身的な原因による歯の脱落 

Ｋ08．1 事故， 抜歯又は局所の歯周疾患による歯の喪失 

Ｋ08．2 無歯顎堤の萎縮 

Ｋ08．3 残根 

Ｋ08．8 歯及び歯の支持組織のその他の明示された障害 

  歯槽（突起）裂 

  顎堤の腫大 ＮＯＳ 

  不規則歯槽突起 

  歯痛 ＮＯＳ 

Ｋ08．9 歯及び歯の支持組織の障害， 詳細不明 

Ｋ09 口腔部のう＜嚢＞胞， 他に分類されないもの 

 Cysts of oral region, not elsewhere classified 

 包含： 

 動脈瘤性骨のう＜嚢＞胞及び他の線維骨性病変の両者の組織像を示す病変 

 除外： 

   歯根のう＜嚢＞胞（Ｋ04．8）  

Ｋ09．0 発育性歯原性のう＜嚢＞胞 

  のう＜嚢＞胞： 

  ・含歯性 

  ・萌出 

  ・ろ＜濾＞胞性 

  ・歯肉 

  ・側方性歯周 

  ・原始性 

Ｋ09．1 口腔部の発育性（非歯原性）のう＜嚢＞胞 

  のう＜嚢＞胞： 

  鼻唇の［鼻歯槽（前庭）の］ 

 鼻口蓋管［切歯管］  

Ｋ09．2 その他の顎骨のう＜嚢＞胞 

  顎骨のう＜嚢＞胞： 

  ・ＮＯＳ 

  ・脈瘤性 

  ・出血性 

  ・外傷性 

 除外： 

   潜伏性顎骨のう＜嚢＞胞＜スタフネ＜Stafne＞のう＜嚢＞胞＞（Ｋ10．0） 
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Ｋ09．8 その他の口腔部のう＜嚢＞胞， 他に分類されないもの 

  皮様＜類皮＞のう＜嚢＞胞  

  類表皮のう＜嚢＞胞               口腔 

  リンパ上皮性のう＜嚢＞胞  

  エプスタイン＜Epstein＞真珠 

Ｋ09．9 口腔部のう＜嚢＞胞， 詳細不明  

Ｋ10 顎骨のその他の疾患 

 Other diseases of jaws 

Ｋ10．0 顎骨の発育性障害 

  潜伏性顎骨のう＜嚢＞胞＜スタフネ＜Stafne＞のう＜嚢＞胞＞ 

  （骨）隆起： 

  ・下顎 

  ・口蓋 

Ｋ10．1 巨細胞肉芽腫， 中心性 

  巨細胞肉芽腫 ＮＯＳ 

 除外： 

   周辺性巨細胞肉芽腫（Ｋ06．8） 

Ｋ10．2 炎症性顎骨病態 

  骨炎         

  骨髄炎（新生児） 

  骨え＜壊＞死（薬物誘発）（放射線誘発）       顎（急性）（慢性）（化膿性） 

  放射線骨え＜壊＞死             

  骨膜炎        

  顎の腐骨 

放射線誘発性で，放射線の分類が必要な場合，又は薬物誘発性で，薬物の分類が必

要な場合は，追加外因コード（XX 章）を使用する。 

Ｋ10．3 顎骨の歯槽炎 

  歯槽骨炎 

  ドライソケット 

Ｋ10．8 顎骨のその他の明示された疾患 

  ケルビズム                     

  外骨症           顎骨 

  線維性骨異形成（症）    

   片側性下顎頭： 

  ・過形成（症） 

  ・形成不全（症）            

Ｋ10．9 顎骨の疾患， 詳細不明 
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Ｋ11 唾液腺疾患 

 Diseases of salivary glands 

Ｋ11．0 唾液腺萎縮 

Ｋ11．1 唾液腺肥大 

Ｋ11．2 唾液腺炎 

 除外： 

   流行性耳下腺炎（Ｂ26.-） 

     ぶどう膜耳下腺熱 ［ヘールホ＜フォ＞ルト＜Heerfordt＞症候群］ （Ｄ86．8） 

Ｋ11．3 唾液腺膿瘍 

Ｋ11．4 唾液腺瘻 

 除外： 

   先天性唾液腺瘻（Ｑ38．4） 

Ｋ11．5 唾石症 

  唾液腺又は唾液管の結石 

Ｋ11．6 唾液腺粘液のう＜嚢＞胞＜腫＞ 

  粘液（性）： 

  ・唾液腺の溢性（型）のう＜嚢＞胞 

  ・唾液腺の停滞＜貯留＞（型）のう＜嚢＞胞 

  ガマ腫＜ラヌーラ＞ 

Ｋ11．7 唾液の分泌障害 

  唾液分泌不全 

  口腔（内）乾燥症 

  唾液（分泌）過多＜流涎（症）＞ 

 除外： 

   口内乾燥 ＮＯＳ（Ｒ68．2） 

Ｋ11．8 その他の唾液腺疾患 

  唾液腺の良性リンパ上皮性病変 

  ミクリッツ＜Mikulicz＞病 

  え＜壊＞死性唾液腺化生症 

  唾液腺拡張（症） 

  唾液管の閉塞［狭窄＜Stricture＞］（症） 

 除外： 

   乾燥症候群 ［シェーグレン＜Sj ögren＞症候群］ （Ｍ35．0） 

Ｋ11．9 唾液腺疾患， 詳細不明 

  唾液腺アデノパシー ＮＯＳ 

Ｋ12 口内炎及び関連病変 
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 Stomatitis and related lesions 

 除外：  

     口唇炎（Ｋ13．0） 

     ヘルペスウイルス ［単純ヘルペス］ （性）歯肉口内炎（Ｂ00．2）  

   （進行性）え＜壊＞死性口内炎＜ノーマ＞＜水癌＞（Ａ69．0） 

Ｋ12．0 再発性口腔アフタ 

  アフタ性口内炎（大）（小） 

  ベドナー＜Bednar＞アフタ 

  再発性え＜壊＞死性粘液腺周囲炎 

  再発性アフタ性潰瘍 

  疱疹＜ヘルペス＞状口内炎 

Ｋ12．1 その他の型の口内炎 

  口内炎： 

  ・ＮＯＳ 

  ・義歯性 

  ・潰瘍性 

  ・水疱性 

Ｋ12．2 口腔の蜂巣炎＜蜂窩織炎＞及び膿瘍 

  口腔（底）の蜂巣炎＜蜂窩織炎＞ 

  顎下膿瘍 

 除外： 

   膿瘍：  

   ・根尖周囲（Ｋ04．6－Ｋ04．7） 

   ・歯周（Ｋ05．2） 

   ・扁桃周囲（Ｊ36） 

   ・唾液腺（Ｋ11．3） 

   ・舌（Ｋ14．0） 

K12．3 口腔粘膜炎（潰瘍性） 

  粘膜炎（口腔）（中咽頭）： 

  ・NOS 

  ・薬物誘発性 

  ・放射線誘発性  

  ・ウイルス性 

 薬物誘発性で，外的因子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：  

 以下の粘膜炎（潰瘍性）：  
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 ・胃腸管（口腔及び中咽頭を除く）（K92．8） 

Ｋ13 口唇及び口腔粘膜のその他の疾患 

 Other diseases of lip and oral mucosa 

 包含： 

   舌の上皮の障害 

 除外： 

   歯肉及び無歯顎堤の障害（Ｋ05－Ｋ06） 

     口腔部のう＜嚢＞胞（Ｋ09.-） 

     舌の疾患（Ｋ14.-）  

     口内炎及び関連病変（Ｋ12.-） 

Ｋ13．0 口唇の疾患 

  口唇炎： 

  ・ＮＯＳ 

  ・口角 

  ・剥離性 

  ・腺性 

  口唇痛（症） 

  口唇症 

  口角びらん（症） ＮＥＣ 

 除外： 

     リボフラビン＜ビタミンＢ２＞欠乏症＜アリボフラビノーシス＞（Ｅ53．0） 

     放射線関連障害による口唇炎（Ｌ55－Ｌ59） 

   下記による口角びらん（症）： 

   ・カンジタ症（Ｂ37．8） 

   ・リボフラビン＜ビタミンＢ２＞欠乏症（Ｅ53．0） 

Ｋ13．1 頬粘膜及び口唇の咬癖 

Ｋ13．2 舌を含む口腔上皮の白板症及びその他の障害 

  紅板症        舌を含む口腔上皮 

  白色水腫 

  ニコチン性口蓋白色角化症 

  スモーカー口蓋 

 除外： 

   有毛性白板症（Ｋ13．3） 

Ｋ13．3 毛様白板症    

Ｋ13．4 口腔粘膜の肉芽腫及び肉芽腫様病変 

  好酸球性肉芽腫          

  化膿原性肉芽腫                口腔粘膜 
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  いぼ＜疣＞状＜疣贅型＞黄色腫   

Ｋ13．5 口腔粘膜下線維症 

  舌の粘膜下線維症 

Ｋ13．6 口腔粘膜の刺激性過形成 

 除外： 

   無歯顎堤の刺激性過形成 ［義歯性過形成］ （Ｋ06．2） 

Ｋ13．7 その他及び詳細不明の口腔粘膜の病変 

  巣状口腔ムチン（沈着）症  

Ｋ14 舌の疾患 

 Diseases of tongue 

 除外： 

   紅板症        

     巣状上皮性過形成 

     白色水腫              舌（Ｋ13．2） 

     白板症        

     有毛性白板症（Ｋ13．3） 

     巨＜大＞舌（症）（先天性）（Ｑ38．2） 

     舌の粘膜下線維症（Ｋ13．5） 

Ｋ14．0 舌炎 

  膿瘍  

                      舌 

  潰瘍形成（外傷性）   

 除外： 

   萎縮性舌炎（Ｋ14．4） 

Ｋ14．1 地図状舌 

  良性移動性舌炎 

  剥離性限局性舌炎 

Ｋ14．2 正中菱形舌炎 

Ｋ14．3 舌乳頭の肥大 

  黒毛舌 

  苔舌 

  葉状乳頭の肥大 

Ｋ14．4 舌乳頭の萎縮 

  萎縮性舌炎 

Ｋ14．5 溝（状）舌 

  亀裂＜溝（状）＞  

  陰のう＜嚢＞          舌 
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 除外： 

   舌の亀裂， 先天性（Ｑ38．3） 

Ｋ14．6 舌痛 

  灼熱舌 

  舌痛（症）  

Ｋ14．8 その他の舌疾患 

  舌萎縮 

  鋸歯状舌 

  舌腫大 

  舌肥大 

Ｋ14．9 舌疾患， 詳細不明 

  舌症 ＮＯＳ 

 

食道， 胃及び十二指腸の疾患（Ｋ20－Ｋ31） 

Diseases of oesophagus, stomach and duodenum 

 除外： 

   裂孔ヘルニア（Ｋ44.-） 

 

Ｋ20 食 道 炎 

 Oesophagitis 

 包含： 

   食道膿瘍 

   食道炎： 

   ・ＮＯＳ 

   ・化学的 

   ・消化性 

 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： 

     食道のびらん（Ｋ22．1） 

   逆流性食道炎（Ｋ21．0） 

     胃食道逆流症を伴うもの（Ｋ21．0） 

Ｋ21 胃食道逆流症 

 Gastro-oesophageal reflux disease 

Ｋ21．0 食道炎を伴う胃食道逆流症 

  逆流性食道炎 

Ｋ21．9 食道炎を伴わない胃食道逆流症 
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  食道逆流症 ＮＯＳ 

Ｋ22 食道のその他の疾患 

 Other diseases of oesophagus 

 除外： 

   食道静脈瘤（Ｉ85.-）  

Ｋ22．0 アカラシア 

 ※ 食道無し＜弛＞緩症 

  アカラシア ＮＯＳ 

  噴門けいれん＜痙攣＞ 

 除外： 

   先天性噴門けいれん＜痙攣＞（Ｑ39．5） 

K22．1 食道潰瘍 

  食道のびらん 

  食道潰瘍： 

 ・ＮＯＳ 

 ・下記の摂取による：  

 ・化学物質 

  ・薬物及び薬剤 

 ・真菌性 

 ・消化性 

 潰瘍性食道炎 

 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。 

Ｋ22．2 食道閉塞 

  圧迫  

  絞縮         食道 

  狭窄  

 除外： 

   先天性食道狭窄（Ｑ39．3） 

Ｋ22．3 食道穿孔 

  食道破裂 

 ※ ボールハーヴェ＜Boerhaave＞症候群 

 除外： 

   外傷性（胸部）食道穿孔（Ｓ27．8） 

Ｋ22．4 食道ジスキネジア 

  ら線状食道 

  びまん性食道けいれん＜痙攣＞ 
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  食道けいれん＜痙攣＞ 

 除外： 

   噴門けいれん＜痙攣＞（Ｋ22．0） 

Ｋ22．5 後天性食道憩室 

  後天性食道のう＜嚢＞ 

 除外： 

   食道憩室（先天性）（Ｑ39．6）  

Ｋ22．6 食道胃接合部裂傷出血症候群 

  マロリー・ワイス＜Mallory-Weiss＞症候群 

K22．7 バレット食道 

  バレット： 

 •病 

 •症候群 

 除外： 

   バレット潰瘍（K22．1） 

Ｋ22．8 食道のその他の明示された疾患 

  食道出血 ＮＯＳ 

Ｋ22．9 食道の疾患， 詳細不明 

Ｋ23＊  他に分類される疾患における食道の障害 

 Disorders of oesophagus in diseases classified elsewhere 

Ｋ23．0＊ 結核性食道炎（Ａ18．8†） 

Ｋ23．1＊ シャーガス＜Chagas＞病における巨大食道（Ｂ57．3†） 

Ｋ23．8＊ 他に分類されるその他の疾患における食道の障害 

 

  下記の４桁細分類項目は項目Ｋ25－Ｋ28 に使用する： 

 ．0  急性， 出血を伴うもの 

 ．1  急性， 穿孔を伴うもの 

 ．2  急性， 出血及び穿孔の両者を伴うもの 

 ．3  急性， 出血又は穿孔を伴わないもの 

 ．4  慢性又は詳細不明， 出血を伴うもの 

 ．5  慢性又は詳細不明， 穿孔を伴うもの 

 ．6  慢性又は詳細不明， 出血及び穿孔の両者を伴うもの 

 ．7  慢性， 出血又は穿孔を伴わないもの 

 ．9  急性又は慢性の別不明， 出血又は穿孔を伴わないもの 

Ｋ25 胃 潰 瘍 

 Gastric ulcer 
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  ［４桁細分類項目は上記を参照］  

 包含： 

   （急性）胃びらん 

   潰瘍（消化性）： 

   ・幽門 

   ・胃 

薬物誘発性で， 薬物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：  

   急性出血性びらん性胃炎（Ｋ29．0）  

   消化性潰瘍 ＮＯＳ（Ｋ27.-） 

Ｋ26 十二指腸潰瘍 

 Duodenal ulcer 

  ［４桁細分類項目は K25 の前を参照］  

 包含： 

   （急性）十二指腸びらん 

   潰瘍（消化性）： 

   ・十二指腸 

   ・幽門後 

薬物誘発性で， 薬物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： 

   消化性潰瘍 ＮＯＳ（Ｋ27.-） 

Ｋ27 部位不明の消化性潰瘍 

 Peptic ulcer, site unspecified 

  ［４桁細分類項目は K25 の前を参照］  

 包含： 

   胃十二指腸潰瘍 ＮＯＳ 

   消化性潰瘍 ＮＯＳ 

 除外： 

   新生児の消化性潰瘍（Ｐ78．8） 

Ｋ28 胃空腸潰瘍 

 Gastrojejunal ulcer 

  ［４桁細分類項目は K25 の前を参照］  

 包含： 

   潰瘍（消化性）又はびらん： 

   ・吻合部         

   ・胃結腸         
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   ・胃腸           

   ・胃空腸 

   ・空腸 

   ・辺縁性 

   ・ストマ性 

 除外： 

   小腸の原発性潰瘍（Ｋ63．3） 

Ｋ29 胃炎及び十二指腸炎 

 Gastritis and duodenitis 

 除外：  

   好酸球（増加）性胃炎又は胃腸炎（Ｋ52．8） 

   ゾリンジャー・エリソン＜Zollinger-Ellison＞症候群（Ｅ16．4） 

Ｋ29．0 急性出血性胃炎 

  急性（びらん性）胃炎， 出血を伴うもの 

 除外： 

   （急性）胃びらん（Ｋ25.-） 

Ｋ29．1 その他の急性胃炎 

Ｋ29．2 アルコール性胃炎 

Ｋ29．3 慢性表層性胃炎 

Ｋ29．4 慢性萎縮性胃炎 

  胃萎縮 

Ｋ29．5 慢性胃炎， 詳細不明 

  慢性胃炎： 

  ・前庭部 

  ・胃底部 

Ｋ29．6 その他の胃炎 

  巨（大）肥厚性胃炎 

  肉芽腫性胃炎 

  メネトリエ－＜Ménétrier＞病 

Ｋ29．7 胃炎， 詳細不明 

Ｋ29．8 十二指腸炎 

Ｋ29．9 胃十二指腸炎， 詳細不明 

Ｋ30 機能性ディスペプシア 

 Functional dyspepsia 

 包含： 

   消化不良 
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 除外： 

   ディスペプシア（症）：  

   ・神経性（Ｆ45．3） 

   ・神経症性（Ｆ45．3） 

   ・心因性（Ｆ45．3） 

   胸やけ（Ｒ12） 

Ｋ31 胃及び十二指腸のその他の疾患 

 Other diseases of stomach and duodenum 

 包含： 

   胃の機能障害 

 除外： 

   十二指腸憩室（Ｋ57．0－Ｋ57．1） 

   胃腸出血（Ｋ92．0－Ｋ92．2） 

Ｋ31．0 急性胃拡張 

Ｋ31．1 成人の肥厚性幽門狭窄 

  幽門狭窄 ＮＯＳ 

 除外： 

   先天性又は乳児性幽門狭窄（Ｑ40．0） 

Ｋ31．2 胃の砂時計状狭窄 

 除外：  

   先天性砂時計状胃（Ｑ40．2） 

   胃の砂時計状収縮（Ｋ31．8） 

Ｋ31．3 幽門けいれん＜痙攣＞， 他に分類されないもの 

 除外： 

   幽門けいれん＜痙攣＞： 

   ・先天性又は乳児性（Ｑ40．0） 

   ・神経症性（Ｆ45．3） 

   ・心因性（Ｆ45．3） 

Ｋ31．4 胃憩室 

 除外： 

   胃の先天性憩室（Ｑ40．2） 

Ｋ31．5 十二指腸閉塞 

  絞縮         十二指腸 

  狭窄        

  十二指腸イレウス（慢性） 

 除外： 

   十二指腸の先天（性）狭窄（Ｑ41．0） 
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Ｋ31．6 胃及び十二指腸瘻 

  胃結腸瘻 

  胃空腸結腸瘻 

Ｋ31．7 胃及び十二指腸のポリープ 

 除外： 

   胃の腺腫性ポリープ（Ｄ13．1） 

Ｋ31．8 胃及び十二指腸のその他の明示された疾患 

  無酸症 

  胃下垂 

  胃の砂時計状収縮 

Ｋ31．9 胃及び十二指腸の疾患， 詳細不明 

 

虫垂の疾患（Ｋ35－Ｋ38） 

Diseases of appendix 

 

Ｋ35 急性虫垂炎 

 Acute appendicitis 

K35．2 汎発性腹膜炎を伴う急性虫垂炎 

  破裂又は穿孔に続発する汎発性（びまん性）腹膜炎を伴う虫垂炎（急性） 

K35．3 限局性腹膜炎を伴う急性虫垂炎 

  腹膜炎を伴う急性虫垂炎（穿孔又は破裂を伴うもの又は伴わないもの）： 

 ・NOS 

 ・限局性 

  腹腔内膿瘍を伴う急性虫垂炎 

K35．8 急性虫垂炎，その他及び詳細不明 

  限局性又は汎発性腹膜炎の記載がない急性虫垂炎 

Ｋ36 その他の虫垂炎 

         Other appendicitis 

 包含： 

   虫垂炎： 

   ・慢性 

   ・再発性 

Ｋ37 詳細不明の虫垂炎 

 Unspecified appendicitis 

Ｋ38 虫垂のその他の疾患 

 Other diseases of appendix 
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Ｋ38．0 虫垂過形成 

Ｋ38．1 虫垂結石 

  糞石        虫垂 

  腸（結）石  

Ｋ38．2 虫垂憩室 

Ｋ38．3 虫垂瘻 

Ｋ38．8 虫垂のその他の明示された疾患 

  虫垂重積 

Ｋ38．9 虫垂の疾患， 詳細不明  

 

ヘルニア（Ｋ40－Ｋ46） 

Hernia 

注：え＜壊＞疽及び閉塞の両者を伴うヘルニアは， え＜壊＞疽を伴うヘルニアに分類す

る。  

 包含： 

   ヘルニア： 

   ・後天性 

   ・先天性 ［横隔膜ヘルニア又は裂孔ヘルニアを除く］  

   ・再発性 

 

Ｋ40 そけい＜鼠径＞ヘルニア 

 Inguinal hernia 

 包含： 

   そけい＜鼠径＞ヘルニア： 

   ・ＮＯＳ             

   ・直接＜内＞     

 ・重複 

   ・間接＜外＞ 

 ・斜 

   陰のう＜嚢＞ヘルニア 

Ｋ40．0 両側性そけい＜鼠径＞ヘルニア， 閉塞を伴い， え＜壊＞疽を伴わないもの 

Ｋ40．1 両側性そけい＜鼠径＞ヘルニア， え＜壊＞疽を伴うもの 

Ｋ40．2 両側性そけい＜鼠径＞ヘルニア， 閉塞及びえ＜壊＞疽を伴わないもの 

  両側性そけい＜鼠径＞ヘルニア ＮＯＳ 

Ｋ40．3 一側性又は患側不明のそけい＜鼠径＞ヘルニア， 閉塞を伴い， え＜壊＞疽を伴わない

もの 

  そけい＜鼠径＞ヘルニア（一側性）：  
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  ・閉塞性       

  ・かん＜嵌＞頓性         え＜壊＞疽を伴わないもの 

  ・非還納性      

  ・絞扼性       

Ｋ40．4 一側性又は患側不明のそけい＜鼠径＞ヘルニア， え＜壊＞疽を伴うもの 

  え＜壊＞疽を伴うそけい＜鼠径＞ヘルニア ＮＯＳ 

Ｋ40．9 一側性又は患側不明のそけい＜鼠径＞ヘルニア， 閉塞及びえ＜壊＞疽を伴わないもの 

  そけい＜鼠径＞ヘルニア（一側性） ＮＯＳ  

Ｋ41 大腿＜股＞ヘルニア 

 Femoral hernia 

Ｋ41．0 両側性大腿＜股＞ヘルニア， 閉塞を伴い， え＜壊＞疽を伴わないもの 

Ｋ41．1 両側性大腿＜股＞ヘルニア， え＜壊＞疽を伴うもの 

Ｋ41．2 両側性大腿＜股＞ヘルニア， 閉塞及びえ＜壊＞疽を伴わないもの 

  両側性大腿＜股＞ヘルニア ＮＯＳ 

Ｋ41．3 一側性又は患側不明の大腿＜股＞ヘルニア， 閉塞を伴い， え＜壊＞疽を伴わないもの 

  大腿＜股＞ヘルニア（一側性）： 

  ・閉塞性       

  ・かん＜嵌＞頓性       え＜壊＞疽を伴わないもの 

  ・非還納性      

  ・絞扼性       

Ｋ41．4 一側性又は患側不明の大腿＜股＞ヘルニア， え＜壊＞疽を伴うもの 

Ｋ41．9 一側性又は患側不明の大腿＜股＞ヘルニア， 閉塞及びえ＜壊＞疽を伴わないもの 

  大腿＜股＞ヘルニア（一側性） ＮＯＳ 

Ｋ42 臍ヘルニア 

 Umbilical hernia 

 包含： 

   臍傍ヘルニア 

 除外： 

   臍帯ヘルニア（Ｑ79．2） 

Ｋ42．0 臍ヘルニア， 閉塞を伴い， え＜壊＞疽を伴わないもの 

  臍ヘルニア： 

  ・閉塞性       

  ・かん＜嵌＞頓性       え＜壊＞疽を伴わないもの 

  ・非還納性      

  ・絞扼性       

Ｋ42．1 臍ヘルニア， え＜壊＞疽を伴うもの 
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  え＜壊＞疽性臍ヘルニア 

Ｋ42．9 臍ヘルニア， 閉塞及びえ＜壊＞疽を伴わないもの 

  臍ヘルニア ＮＯＳ  

Ｋ43 腹壁ヘルニア 

 Ventral hernia 

 包含： 

   ヘルニア： 

   ・上腹壁 

   ・切開後 

Ｋ43．0 瘢痕ヘルニア， 閉塞を伴い， え＜壊＞疽を伴わないもの 

  瘢痕ヘルニア： 

  ・閉塞性       

  ・かん＜嵌＞頓性      え＜壊＞疽を伴わないもの 

  ・非還納性      

  ・絞扼性       

Ｋ43．1 瘢痕ヘルニア， え＜壊＞疽を伴うもの 

  え＜壊＞疽性瘢痕ヘルニア 

K43．2  瘢痕ヘルニア，閉塞及びえ＜壊＞疽を伴わないもの 

  瘢痕ヘルニア NOS 

K43．3  傍ストーマヘルニア，閉塞を伴い，え＜壊＞疽を伴わないもの 

        傍ストーマヘルニア： 

       ・閉塞性 

  ・かん＜嵌＞頓性        え＜壊＞疽を伴わないもの 

  ・非還納性 

  ・絞扼性 

K43．4  傍ストーマヘルニア，え＜壊＞疽を伴うもの 

  え＜壊＞疽性傍ストーマヘルニア 

K43．5  傍ストーマヘルニア，閉塞及びえ＜壊＞疽を伴わないもの 

  傍ストーマヘルニア NOS 

K43．6  その他及び詳細不明の腹壁ヘルニア，閉塞を伴い，え＜壊＞疽を伴わないもの 

  ヘルニア： 

 ・上腹壁 

  ・下腹壁 

  ・正中腹壁  

  ・スピゲリウス 

  ・剣状突起下 
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 K43．6 にある下記のいずれかの状態： 

・閉塞性 

・かん＜嵌＞頓性       え＜壊＞疽を伴わないもの  

・非還納性 

・絞扼性 

K43．7  その他及び詳細不明の腹壁ヘルニア，え＜壊＞疽を伴うもの 

 K43．6 にあるいずれかの状態でえ＜壊＞疽を伴うと明示されたもの 

K43．9  その他及び詳細不明の腹壁ヘルニア，閉塞及びえ＜壊＞疽を伴わないもの 

 腹壁ヘルニア NOS 

Ｋ44 横隔膜ヘルニア 

 Diaphragmatic hernia 

 包含： 

   裂孔ヘルニア（食道）（滑脱） 

   旁食道ヘルニア 

 除外： 

   先天性ヘルニア：  

   ・横隔膜（Ｑ79．0） 

   ・食道裂孔（Ｑ40．1） 

Ｋ44．0 横隔膜ヘルニア， 閉塞を伴い， え＜壊＞疽を伴わないもの 

  横隔膜ヘルニア： 

  ・閉塞性       

  ・かん＜嵌＞頓性      え＜壊＞疽を伴わないもの 

  ・非還納性      

  ・絞扼性       

Ｋ44．1 横隔膜ヘルニア， え＜壊＞疽を伴うもの 

  え＜壊＞疽性横隔膜ヘルニア 

Ｋ44．9 横隔膜ヘルニア， 閉塞及びえ＜壊＞疽を伴わないもの 

  横隔膜ヘルニア ＮＯＳ  

Ｋ45 その他の腹部ヘルニア 

 Other abdominal hernia 

 包含： 

   ヘルニア： 

   ・腹部， 明示された部位 ＮＥＣ          

   ・腰            

   ・閉鎖孔  

   ・外陰部 
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   ・後腹膜 

   ・坐骨部       

Ｋ45．0 その他の明示された腹部ヘルニア， 閉塞を伴い， え＜壊＞疽を伴わないもの 

  Ｋ45 の各病態： 

  ・閉塞性      

  ・かん＜嵌＞頓性       え＜壊＞疽を伴わないもの 

  ・非還納性     

  ・絞扼性      

Ｋ45．1 その他の明示された腹部ヘルニア， え＜壊＞疽を伴うもの 

  え＜壊＞疽性と明示されたＫ45 の各病態 

Ｋ45．8 その他の明示された腹部ヘルニア， 閉塞及びえ＜壊＞疽を伴わないもの 

Ｋ46 詳細不明の腹部ヘルニア 

 Unspecified abdominal hernia 

 包含： 

   腸瘤 

   大網ヘルニア 

   ヘルニア： 

   ・ＮＯＳ 

   ・間質性 

   ・腸 

   ・腹腔内 

 除外： 

   腟小腸瘤（Ｎ81．5） 

Ｋ46．0 詳細不明の腹部ヘルニア， 閉塞を伴い， え＜壊＞疽を伴わないもの 

  Ｋ46 の各病態： 

  ・閉塞性       

  ・かん＜嵌＞頓性      え＜壊＞疽を伴わないもの 

  ・非還納性      

  ・絞扼性       

Ｋ46．1 詳細不明の腹部ヘルニア， え＜壊＞疽を伴うもの 

  え＜壊＞疽性と明示されたＫ46 の各病態 

Ｋ46．9 詳細不明の腹部ヘルニア， 閉塞及びえ＜壊＞疽を伴わないもの 

  腹部ヘルニア ＮＯＳ 

 

非感染性腸炎及び非感染性大腸炎（Ｋ50－Ｋ52） 

Noninfective enteritis and colitis 
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 包含： 

   非感染性炎症性腸疾患 

 除外： 

   過敏性腸症候群（Ｋ58.-） 

   巨大結腸（Ｋ59．3） 

 

Ｋ50 クローン＜Crohn＞病 ［限局性腸炎］ 

 Crohn disease [regional enteritis]  

 包含： 

   肉芽腫様腸炎 

 除外： 

   潰瘍性大腸炎（Ｋ51.-） 

Ｋ50．0 小腸のクローン＜Crohn＞病 

  下記のクローン病 ［限局性腸炎］ ： 

  ・十二指腸 

  ・回腸 

  ・空腸 

  限局性回腸炎 

  回腸末端炎 

 除外： 

   大腸のクローン病を伴うもの（Ｋ50．8） 

Ｋ50．1 大腸のクローン＜Crohn＞病 

  大腸炎：              

  ・肉芽腫様            

  ・限局性            

 下記のクローン病 ［限局性腸炎］ ： 

  ・結腸 

  ・大腸         

  ・直腸 

 除外： 

   小腸のクローン病を伴うもの（Ｋ50．8） 

Ｋ50．8 その他のクローン＜Crohn＞病 

  小腸及び大腸のクローン病 

Ｋ50．9 クローン＜Crohn＞病， 詳細不明 

  クローン病 ＮＯＳ 

  限局性腸炎 ＮＯＳ 
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K51 潰瘍性大腸炎 

 Ulcerative colitis 

K51．0 潰瘍性（慢性）全大腸炎 

 包含： 

  逆流性回腸炎 

K51．2 潰瘍性（慢性）直腸炎 

K51．3 潰瘍性（慢性）直腸Ｓ状結腸炎 

K51．4 炎症性ポリープ 

K51．5 左側大腸炎 

 包含： 

   左半結腸炎 

K51．8 その他の潰瘍性大腸炎 

K51．9 潰瘍性大腸炎，詳細不明 

Ｋ52 その他の非感染性胃腸炎及び非感染性大腸炎 

 Other noninfective gastroenteritis and colitis 

Ｋ52．0 放射線による胃腸炎及び大腸炎 

Ｋ52．1 中毒性胃腸炎及び大腸炎 

  薬物誘発性の胃腸炎及び大腸炎 

薬物誘発性又は毒性物質で、薬物の同定が必要な場合は、追加外因コード（XX 章）を

使用する。 

Ｋ52．2 アレルギー性及び食事性胃腸炎及び大腸炎 

  食物過敏性胃腸炎又は大腸炎 

K52．3 分類不能大腸炎 

Ｋ52．8 その他の明示された非感染性胃腸炎及び非感染性大腸炎 

  膠原性大腸炎 

  好酸球（増加）性胃炎又は胃腸炎 

  リンパ球性大腸炎 

  顕微鏡的大腸炎（膠原性大腸炎又はリンパ球性大腸炎） 

Ｋ52．9 非感染性胃腸炎及び非感染性大腸炎， 詳細不明 

  下痢        

  腸炎            

  回腸炎         非感染性と明示されたもの 

  空腸炎              

  Ｓ状結腸炎   

 除外： 

   大腸炎，下痢，腸炎，胃腸炎，： 
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   ・感染性（A09．0） 

   ・原因が詳細不明のもの（A09．9） 

   機能性下痢（K59．1） 

   新生児の下痢症（非感染性）（Ｐ78．3） 

   心因性下痢（Ｆ45．3） 

 

腸のその他の疾患（Ｋ55－Ｋ64） 

Other diseases of intestines 

 

Ｋ55 腸の血行障害 

 Vascular disorders of intestine 

 除外： 

   胎児又は新生児のえ＜壊＞死性腸炎（Ｐ77） 

Ｋ55．0 腸の急性血行障害 

  急性：                 

  ・電撃性虚血性大腸炎        

  ・腸梗塞                 

  ・小腸虚血   

  腸間膜（動脈）（静脈）： 

  ・塞栓症             

  ・梗塞 

  ・血栓症 

  亜急性虚血性大腸炎 

Ｋ55．1 腸の慢性血行障害 

  慢性虚血性：         

  ・大腸炎           

  ・腸炎              

  ・全腸炎  

  腸の虚血性狭窄   

  腸間膜： 

  ・アテローム＜じゅく＜粥＞状＞硬化（症） 

  ・血行不全 

Ｋ55．2 大腸の血管形成異常症 

Ｋ55．8 腸のその他の血行障害 

Ｋ55．9 腸の血行障害， 詳細不明 

  虚血性： 
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  ・大腸炎   

  ・腸炎        ＮＯＳ 

  ・全腸炎 

Ｋ56 麻痺性イレウス及び腸閉塞， ヘルニアを伴わないもの 

 Paralytic ileus and intestinal obstruction without hernia 

 除外： 

     腸の先天（性）狭窄（Ｑ41－Ｑ42） 

     腸の虚血性狭窄（Ｋ55．1） 

   胎便＜メコニウム＞イレウス（Ｅ84．1） 

 十二指腸閉塞（Ｋ31．5） 

     術後腸閉塞（Ｋ91．3） 

   肛門又は直腸の狭窄（Ｋ62．4） 

     ヘルニアを伴うもの（Ｋ40－Ｋ46） 

Ｋ56．0 麻痺性イレウス 

  麻痺： 

  ・腸 

  ・大腸 

  ・小腸 

 除外： 

   胆石性イレウス（Ｋ56．3） 

     イレウス ＮＯＳ（Ｋ56．7） 

     閉塞性イレウス ＮＯＳ（Ｋ56．6） 

Ｋ56．1 腸重積症 

  重積症： 

  ・腸 

  ・大腸 

  ・小腸 

  ・直腸 

 除外： 

   虫垂重積（Ｋ38．8） 

Ｋ56．2 軸捻（転） 

  絞扼        小腸又は大腸 

  捻転  

Ｋ56．3 胆石性イレウス 

  胆石による腸閉塞 

Ｋ56．4 その他の腸管かん＜嵌＞頓 

  腸石 
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  かん＜嵌＞頓： 

  ・大腸 

  ・糞便 

Ｋ56．5 閉塞を伴う腸癒着 ［索条物］  

  腸閉塞を伴う腹膜癒着 ［索条物］  

Ｋ56．6 その他及び詳細不明の腸閉塞 

  腸狭窄 

  閉塞性イレウス ＮＯＳ 

  閉塞       

  小腸又は大腸 

  狭窄 

 除外： 

   Ｐ76．8， Ｐ76．9 に分類される， その他及び詳細不明の新生児腸閉塞 

Ｋ56．7 イレウス， 詳細不明  

Ｋ57 腸の憩室性疾患 

 Diverticular disease of intestine 

 包含： 

   憩室炎   

     憩室症       （小）（大）腸 

     憩室    

 除外：  

     腸の先天性憩室（Ｑ43．8） 

   虫垂憩室（Ｋ38．2） 

     メッケル＜Meckel＞憩室（Ｑ43．0） 

Ｋ57．0 穿孔及び膿瘍を伴う小腸の憩室性疾患 

  腹膜炎を伴う小腸の憩室性疾患 

 除外： 

   穿孔及び膿瘍を伴う小腸及び大腸両者の憩室性疾患（Ｋ57．4） 

Ｋ57．1 穿孔又は膿瘍を伴わない小腸の憩室性疾患 

  小腸の憩室性疾患 ＮＯＳ 

 除外： 

   穿孔又は膿瘍を伴わない小腸及び大腸両者の憩室性疾患（Ｋ57．5） 

Ｋ57．2 穿孔及び膿瘍を伴う大腸の憩室性疾患 

  腹膜炎を伴う大腸の憩室性疾患 

 除外： 

   穿孔及び膿瘍を伴う小腸及び大腸両者の憩室性疾患（Ｋ57．4） 

Ｋ57．3 穿孔又は膿瘍を伴わない大腸の憩室性疾患 
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  大腸の憩室性疾患 ＮＯＳ 

 除外： 

   穿孔又は膿瘍を伴わない小腸及び大腸両者の憩室性疾患（Ｋ57．5） 

Ｋ57．4 穿孔及び膿瘍を伴う小腸及び大腸両者の憩室性疾患 

  腹膜炎を伴う小腸及び大腸両者の憩室性疾患 

Ｋ57．5 穿孔又は膿瘍を伴わない小腸及び大腸両者の憩室性疾患 

  小腸及び大腸両者の憩室性疾患 ＮＯＳ 

Ｋ57．8 腸の憩室性疾患， 部位不明， 穿孔及び膿瘍を伴うもの 

  腹膜炎を伴う腸の憩室性疾患 ＮＯＳ 

Ｋ57．9 腸の憩室性疾患， 部位不明， 穿孔又は膿瘍を伴わないもの 

  腸の憩室性疾患 ＮＯＳ 

Ｋ58 過敏性腸症候群 

 Irritable bowel syndrome 

 包含： 

   過敏結腸 

Ｋ58．0 下痢を伴う過敏性腸症候群  

Ｋ58．9 下痢を伴わない過敏性腸症候群 

  過敏性腸症候群 ＮＯＳ 

Ｋ59 その他の腸の機能障害 

 Other functional intestinal disorders 

 除外： 

   排便習慣の変化 ＮＯＳ（Ｒ19．4） 

   胃の機能障害（Ｋ31.-） 

   腸性吸収不良（症）（Ｋ90.-） 

   心因性腸障害（Ｆ45．3）       

Ｋ59．0 便秘 

Ｋ59．1 機能性下痢 

Ｋ59．2 神経性腸症， 他に分類されないもの 

Ｋ59．3 巨大結腸， 他に分類されないもの： 

 大腸の拡張 

 中毒性巨大結腸 

 除外： 

   巨大結腸（下記におけるもの）： 

 ・シャーガス＜Chagas＞病（B57．3） 

 ・クロストリジウム・ディフィシル（A04．7） 

   ・先天性（無神経節性）（Q43．1）  
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   •ヒルシュスプルング＜Hirschsprung＞病（Q43．1） 

Ｋ59．4 肛門けいれん＜痙攣＞ 

  一過性肛門周囲痛 

Ｋ59．8 その他の明示された腸の機能障害 

  大腸アトニー＜無緊張症＞ 

Ｋ59．9 腸の機能障害， 詳細不明 

Ｋ60 肛門部及び直腸部の裂（溝）及び瘻（孔） 

 Fissure and fistula of anal and rectal regions 

 除外： 

  膿瘍又は蜂巣炎＜蜂窩織炎＞を伴うもの（Ｋ61.-） 

Ｋ60．0 急性裂肛 

Ｋ60．1 慢性裂肛 

Ｋ60．2 裂肛， 詳細不明 

Ｋ60．3 痔瘻 

Ｋ60．4 直腸瘻 

  直腸皮膚瘻 

 除外：  

     直腸腟瘻（Ｎ82．3） 

   膀胱直腸瘻（Ｎ32．1） 

Ｋ60．5 肛門直腸瘻 

Ｋ61 肛門部及び直腸部の膿瘍 

 Abscess of anal and rectal regions 

 包含： 

   膿瘍                   肛門部及び直腸部， 瘻（孔）を伴うもの又は伴 

 蜂巣炎＜蜂窩織炎＞    わないもの 

Ｋ61．0 肛門膿瘍 

  肛門周囲膿瘍 

 除外： 

   （肛門）括約筋内膿瘍（Ｋ61．4） 

Ｋ61．1 直腸膿瘍 

  直腸周囲膿瘍 

 除外：坐骨直腸膿瘍（Ｋ61．3） 

Ｋ61．2 肛門直腸膿瘍 

Ｋ61．3 坐骨直腸膿瘍 

  坐骨直腸窩の膿瘍 

Ｋ61．4 （肛門）括約筋内膿瘍 

Ｋ62 肛門及び直腸のその他の疾患 
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 Other diseases of anus and rectum 

 包含： 

   肛門管 

 除外：  

     結腸瘻＜人工肛門＞及び小腸瘻の機能障害（Ｋ91．4） 

     便失禁（Ｒ15） 

   痔核（ K64.-） 

     潰瘍性直腸炎（Ｋ51．2） 

Ｋ62．0 肛門ポリープ 

Ｋ62．1 直腸ポリープ 

 除外： 

   腺腫様ポリープ（Ｄ12．8） 

Ｋ62．2 肛門脱＜脱肛＞ 

  肛門管脱 

Ｋ62．3 直腸脱 

  直腸粘膜脱 

Ｋ62．4 肛門及び直腸の狭窄 

  肛門（括約筋）の狭窄 

Ｋ62．5 肛門及び直腸の出血 

 除外： 

   新生児直腸出血（Ｐ54．2） 

Ｋ62．6 肛門及び直腸の潰瘍 

  潰瘍： 

  ・孤立性 

  ・宿便性 

 除外： 

   潰瘍性大腸炎におけるもの（Ｋ51.-）： 

   肛門及び直腸の裂（溝）及び瘻（孔）（K６０.-） 

Ｋ62．7 放射線直腸炎 

Ｋ62．8 肛門及び直腸のその他の明示された疾患 

  直腸炎 ＮＯＳ 

Ｋ62．9 肛門及び直腸の疾患， 詳細不明 

Ｋ63 腸のその他の疾患 

 Other diseases of intestine 

Ｋ63．0 腸膿瘍 

 除外： 
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   膿瘍：  

   ・肛門部及び直腸部（Ｋ61.-） 

   ・虫垂（Ｋ35．3） 

     憩室性疾患を伴うもの（Ｋ57.-） 

Ｋ63．1 腸穿孔（非外傷性） 

 除外： 

   穿孔（非外傷性）： 

・虫垂（K35．2，K35．3） 

・十二指腸（K26.-） 

    憩室性疾患を伴うもの（Ｋ57.-） 

Ｋ63．2 腸瘻（孔） 

 除外： 

   瘻（孔）：  

   ・肛門部及び直腸部（Ｋ60.-） 

   ・虫垂（Ｋ38．3） 

   ・十二指腸（Ｋ31．6） 

     ・腸・性器， 女性（Ｎ82．2－Ｎ82．4） 

   ・膀胱腸（Ｎ32．1） 

Ｋ63．3 腸潰瘍 

  小腸の原発性潰瘍 

 除外： 

   潰瘍： 

   ・肛門又は直腸（Ｋ62．6） 

   ・十二指腸（Ｋ26.-） 

   ・胃腸（Ｋ28.-） 

   ・胃空腸（Ｋ28.-） 

   ・空腸（Ｋ28.-） 

   ・消化性， 部位不明（Ｋ27.-） 

     潰瘍性大腸炎（Ｋ51.-） 

Ｋ63．4 腸下垂（症） 

Ｋ63．5 大腸＜結腸＞のポリープ 

 除外： 

   大腸＜結腸＞の腺腫性ポリープ （Ｄ12．6）  

   大腸ポリポージス＜大腸腺腫症＞ （Ｄ12．6）  

Ｋ63．8 腸のその他の明示された疾患 

Ｋ63．9 腸の疾患， 詳細不明 
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K64 痔核及び肛門周囲静脈血栓症 

 Haemorrhoids and perianal venous thrombosis 

 包含： 

   痔 

 除外： 

   合併症： 

 ・産じょく＜褥＞における痔核（O87．2） 

 ・妊娠（O22．4） 

K64．0 第１度痔核 

  グレード/ステージⅠ痔核 

  痔核（出血性），脱肛を伴わない 

K64．1 第２度痔核 

  グレード/ステージⅡ痔核 

  痔核（出血性），努責により脱肛するが，自然に還納する。 

K64．2 第３度痔核 

  グレード/ステージⅢ痔核 

  痔核（出血性），努責により脱肛し，用指的還納を必要とする。 

K64．3 第４度痔核 

  グレード/ステージⅣ痔核 

  痔核（出血性），脱肛を伴い用指的に還納できない 

K64．4 痔核性遺残皮膚突起 

  肛門皮垂 

K64．5 肛門周囲静脈血栓症 

  肛門周囲血腫 

K64．8 その他の明示された痔核 

K64．9 痔核，詳細不明 

  痔核（出血性）： 

･NOS 

･重症度の言及がないもの 

 

腹膜の疾患（Ｋ65－Ｋ67） 

Diseases of peritoneum 

 

Ｋ65 腹膜炎 

 Peritonitis 

 除外： 
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   腹膜炎： 

   ・無菌性（Ｔ81．6） 

   ・良性発作性（Ｅ85．0） 

   ・化学物質による（Ｔ81．6） 

   ・タルク又はその他の異物による（Ｔ81．6） 

   ・新生児（Ｐ78．0－Ｐ78．1） 

   ・周期性家族性（Ｅ85．0） 

   ・骨盤， 女性（Ｎ73．3－Ｎ73．5） 

   ・産じょく＜褥＞（性）（Ｏ85） 

   ・下記を伴う又は下記に続発する： 

   ・流産， 子宮外妊娠又は胞状奇胎妊娠（Ｏ00－Ｏ07， Ｏ08．0） 

   ・虫垂炎（Ｋ35.-） 

   ・腸の憩室性疾患（Ｋ57.-） 

Ｋ65．0 急性腹膜炎 

  膿瘍： 

   ・腹膜 

   ・腸間膜 

  ・大網 

  ・腹腔骨盤部 

  ・盲腸後部 

  ・後腹膜 

  ・横隔膜下 

  ・肝下 

  腹膜炎（急性）： 

  ・汎発性 

  ・骨盤， 男性 

  ・横隔膜下 

  ・化膿性 

 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。  

Ｋ65．8 その他の腹膜炎 

  慢性増殖性腹膜炎 

  腸間膜： 

  ・脂肪え＜壊＞死 

  ・けん＜鹸＞化 

  下記による腹膜炎： 

  ・胆汁 
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  ・尿 

Ｋ65．9 腹膜炎， 詳細不明  

Ｋ66 腹膜のその他の障害 

 Other disorders of peritoneum   

 除外： 

   腹水（Ｒ18） 

Ｋ66．0 腹膜癒着 

  癒着： 

  ・腹壁             

  ・横隔膜             

  ・腸 

  ・男性骨盤 

  ・腸間膜 

  ・大網 

  ・胃  

  癒着性索条物 

 除外： 

   癒着 ［索条物］：  

   ・女性骨盤（Ｎ73．6） 

   ・腸閉塞を伴うもの（Ｋ56．5） 

Ｋ66．1 腹腔内出血 

 除外： 

   外傷性腹腔内出血（Ｓ36．8） 

Ｋ66．8 腹膜のその他の明示された障害 

Ｋ66．9 腹膜の障害， 詳細不明 

Ｋ67＊  他に分類される感染症における腹膜の障害 

 Disorders of peritoneum in infectious diseases classified elsewhere 

Ｋ67．0＊   クラミジア腹膜炎（Ａ74．8†） 

Ｋ67．1＊   淋菌性腹膜炎（Ａ54．8†） 

Ｋ67．2＊   梅毒性腹膜炎（Ａ52．7†） 

Ｋ67．3＊   結核性腹膜炎（Ａ18．3†） 

Ｋ67．8＊   他に分類される感染症における腹膜のその他の障害  

 

 

肝疾患（Ｋ70－Ｋ77） 

Diseases of liver 
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 除外： 

     ヘモクロマトーシス＜血色素症＞（Ｅ83．1） 

     黄疸 ＮＯＳ（Ｒ17） 

     ライ＜Reye＞症候群（Ｇ93．7） 

   ウイルス性肝炎（Ｂ15－Ｂ19） 

     ウィルソン＜Wilson＞病（Ｅ83．0） 

 

Ｋ70 アルコール性肝疾患 

 Alcoholic liver disease 

Ｋ70．0 アルコール性脂肪肝 

Ｋ70．1 アルコール性肝炎 

Ｋ70．2 アルコール性肝線維症及び肝硬化症 

Ｋ70．3 アルコール性肝硬変 

  アルコール性肝硬変 ＮＯＳ 

Ｋ70．4 アルコール性肝不全 

  アルコール性肝不全： 

  ・ＮＯＳ 

  ・急性 

  ・慢性 

  ・亜急性 

  ・肝性昏睡を伴うもの又は伴わないもの 

Ｋ70．9 アルコール性肝疾患， 詳細不明 

Ｋ71 中毒性肝疾患 

         Toxic liver disease 

 包含： 

   薬物誘発性： 

   ・特異体質性（予知されない）肝疾患 

   ・中毒性（予知される）肝疾患 

   毒性物質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：  

     アルコール性肝疾患（Ｋ70.-）  

   バッド・キアリ＜Budd-Chiari＞症候群（Ｉ82．0） 

Ｋ71．0 胆汁うっ滞を伴う中毒性肝疾患 

  肝細胞障害を伴う胆汁うっ滞 

  “純”胆汁うっ滞 

Ｋ71．1 肝え＜壊＞死を伴う中毒性肝疾患 
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  薬物による肝不全（急性）（慢性） 

Ｋ71．2 急性肝炎を伴う中毒性肝疾患 

Ｋ71．3 慢性持続性肝炎を伴う中毒性肝疾患 

Ｋ71．4 慢性小葉（性）肝炎を伴う中毒性肝疾患 

Ｋ71．5 慢性活動性肝炎を伴う中毒性肝疾患 

  ルポイド肝炎を伴う中毒性肝疾患 

Ｋ71．6 肝炎を伴う中毒性肝疾患， 他に分類されないもの 

Ｋ71．7 肝線維症及び肝硬変を伴う中毒性肝疾患 

Ｋ71．8 その他の肝障害を伴う中毒性肝疾患 

  下記の中毒性肝疾患： 

  ・限局性結節性過形成       

  ・肝肉芽腫  

  ・肝臓紫斑病  

  ・肝静脈閉塞性疾患 

Ｋ71．9 中毒性肝疾患， 詳細不明 

Ｋ72 肝不全， 他に分類されないもの 

 Hepatic failure, not elsewhere classified 

 包含： 

   肝性： 

   ・昏睡 NOS 

   ・脳症 NOS 

   肝炎： 

            ・劇症 

ＮＥＣ，肝不全を伴うもの 

   ・malignant 

              肝（細胞）え＜壊＞死，肝不全を伴うもの 

              黄色肝萎縮又はジストロフィー 

 除外： 

   アルコール性肝不全（Ｋ70．4）      

      下記に合併する肝不全： 

   ・流産， 子宮外妊娠及び胞状奇胎妊娠（Ｏ00－Ｏ07， Ｏ08．8） 

   ・妊娠， 分娩又は産じょく＜褥＞（Ｏ26．6） 

   胎児及び新生児の黄疸（Ｐ55－Ｐ59） 

   ウイルス性肝炎（Ｂ15－Ｂ19）        

   中毒性肝疾患に伴うもの（Ｋ71．1） 

K72．0 急性及び亜急性肝不全 

  急性非ウイルス性肝炎 NOS 
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Ｋ72．1 慢性肝不全 

Ｋ72．9 肝不全， 詳細不明 

Ｋ73 慢性肝炎， 他に分類されないもの 

 Chronic hepatitis, not elsewhere classified 

 除外： 

   肝炎（慢性）： 

   ・アルコール性（Ｋ70．1）    

   ・薬物性（Ｋ71.-） 

   ・肉芽腫性 ＮＥＣ（Ｋ75．3） 

   ・反応性， 非特異的（Ｋ75．2） 

   ・ウイルス（Ｂ15－Ｂ19） 

Ｋ73．0 慢性持続性肝炎， 他に分類されないもの 

Ｋ73．1 慢性小葉（性）肝炎， 他に分類されないもの 

Ｋ73．2 慢性活動性肝炎， 他に分類されないもの 

Ｋ73．8 その他の慢性肝炎， 他に分類されないもの 

Ｋ73．9 慢性肝炎， 詳細不明 

Ｋ74 肝線維症及び肝硬変 

 Fibrosis and cirrhosis of liver 

 除外： 

   アルコール性肝線維症（Ｋ70．2） 

   心臓性肝硬化（症）（Ｋ76．1） 

   肝硬変： 

   ・アルコール性（Ｋ70．3）         

   ・先天性（Ｐ78．8）        

   中毒性肝疾患を伴うもの（Ｋ71．7） 

Ｋ74．0 肝線維症 

Ｋ74．1 肝硬化症 

Ｋ74．2 肝硬化症を伴う肝線維症 

Ｋ74．3 原発性胆汁性肝硬変 

  慢性非化膿性破壊性胆管炎 

Ｋ74．4 続発性胆汁性肝硬変 

Ｋ74．5 胆汁性肝硬変， 詳細不明 

Ｋ74．6 その他及び詳細不明の肝硬変 

  肝硬変： 

  ・ＮＯＳ               

  ・特発性              
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  ・大結節性 

  ・小結節性 

  ・混合型 

  ・門脈性 

  ・え＜壊＞死後性 

Ｋ75 その他の炎症性肝疾患 

 Other inflammatory liver diseases 

 除外： 

   慢性肝炎 NEC（K73.-） 

   肝炎： 

   ・急性又は亜急性： 

   ・NOS（B17．9） 

   ・非ウイルス性（K72．0） 

   ・ウイルス（B15－B19） 

   ･中毒性肝疾患（K71.-） 

Ｋ75．0 肝膿瘍 

  肝膿瘍： 

  ・ＮＯＳ               

  ・胆管炎性            

  ・血行性 

  ・リンパ行性    

  ・門脈炎性 

 除外： 

   アメーバ性肝膿瘍（Ａ06．4） 

     肝膿瘍を伴わない胆管炎（Ｋ83．0） 

     肝膿瘍を伴わない門脈炎（Ｋ75．1） 

Ｋ75．1 門脈の静脈炎 

  門脈炎 

 除外： 

   門脈炎性肝膿瘍（Ｋ75．0） 

Ｋ75．2 非特異的反応性肝炎 

Ｋ75．3 肉芽腫性肝炎， 他に分類されないもの 

Ｋ75．4 自己免疫性肝炎 

  ルポイド肝炎 ＮＥＣ 

Ｋ75．8 その他の明示された炎症性肝疾患 

   非アルコール性脂肪性肝炎（NASH） 
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Ｋ75．9 炎症性肝疾患， 詳細不明 

  肝炎 ＮＯＳ 

Ｋ76 その他の肝疾患 

 Other diseases of liver 

 除外： 

   アルコール性肝疾患（Ｋ70.-） 

   肝アミロイド変性（Ｅ85.-） 

     肝のう＜嚢＞胞性疾患（先天性）（Ｑ44．6） 

     肝静脈血栓症（Ｉ82．0） 

     肝腫大 ＮＯＳ（Ｒ16．0） 

     門脈血栓症（Ｉ81） 

     中毒性肝疾患（Ｋ71.-） 

Ｋ76．0 脂肪肝＜肝の脂肪化＞， 他に分類されないもの  

  非アルコール性脂肪性肝疾患（NAFLD） 

 除外： 

   非アルコール性脂肪性肝炎（K75．8） 

Ｋ76．1 慢性（受動性）うっ血肝 

  いわゆる心臓性肝硬変 

  心臓性肝硬化（症） 

Ｋ76．2 中心性出血性肝え＜壊＞死 

 除外： 

   肝え＜壊＞死， 肝不全を伴うもの（Ｋ72.-） 

Ｋ76．3 肝梗塞 

Ｋ76．4 肝臓紫斑病 

  肝血管腫症 

Ｋ76．5 肝静脈閉塞性疾患 

 除外： 

   バッド・キアリ＜Budd-Chiari＞症候群（Ｉ82．0） 

Ｋ76．6 門脈圧亢進（症） 

Ｋ76．7 肝腎症候群 

 除外： 

   分娩に続発するもの（Ｏ90．4） 

Ｋ76．8 その他の明示された肝疾患 

  単純性肝のう＜嚢＞胞 

  肝限局性結節性過形成 

  肝下垂（症） 
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Ｋ76．9 肝疾患， 詳細不明 

Ｋ77＊  他に分類される疾患における肝障害 

 Liver disorders in diseases classified elsewhere 

Ｋ77．0＊ 他に分類される感染症及び寄生虫症における肝障害 

  肝炎：  

  ・サイトメガロウイルス（性）（Ｂ25．1†） 

  ・ヘルペスウイルス ［単純ヘルペス］ （性）（Ｂ00．8†） 

  ・トキソプラズマ（Ｂ58．1†） 

  肝脾住血吸虫症（Ｂ65.-†） 

  住血吸虫症における門脈圧亢進（症）（Ｂ65.-†） 

  梅毒性肝疾患（Ａ52．7†） 

Ｋ77．8＊ 他に分類されるその他の疾患における肝障害 

  下記における肝肉芽腫：  

  ・ベリリウム肺（症）（Ｊ63．2†）  

  ・サルコイドーシス（Ｄ86．8†） 

 

胆のう＜嚢＞， 胆管及び膵の障害（Ｋ80－Ｋ87） 

Disorders of gallbladder, biliary tract and pancreas 

 

Ｋ80 胆石症 

 Cholelithiasis 

Ｋ80．0 急性胆のう＜嚢＞炎を伴う胆のう＜嚢＞結石 

  急性胆のう＜嚢＞炎を伴うＫ80．2 の各病態 

Ｋ80．1 その他の胆のう＜嚢＞炎を伴う胆のう＜嚢＞結石 

  （慢性）胆のう＜嚢＞炎を伴うＫ80．2 の各病態 

  胆石症を伴う胆のう＜嚢＞炎 ＮＯＳ 

Ｋ80．2 胆のう＜嚢＞炎を伴わない胆のう＜嚢＞結石 

  胆のう＜嚢＞結石症  

  胆石症  

  胆のう＜嚢＞の（再発性）仙痛     詳細不明又は胆のう＜嚢＞炎を          

  （かん＜嵌＞頓性）胆石（症）：       伴わないもの 

  ・胆のう＜嚢＞管  

  ・胆のう＜嚢＞ 

Ｋ80．3 胆管炎を伴う胆管結石 

  胆管炎を伴うＫ80．5 の各病態 

Ｋ80．4 胆のう＜嚢＞炎を伴う胆管結石 
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  胆のう＜嚢＞炎（及び胆管炎）を伴うＫ80．5 の各病態 

Ｋ80．5 胆管炎及び胆のう＜嚢＞炎を伴わない胆管結石 

  総胆管結石症  

  （かん＜嵌＞頓性）胆石（症）： 

  ・胆管 ＮＯＳ  

  ・総胆管             詳細不明又は胆管炎もしくは 

  ・肝管             胆のう＜嚢＞炎を伴わないもの 

  肝：  

  ・胆石症  

  ・仙痛（再発性） 

Ｋ80．8 その他の胆石症  

Ｋ81 胆のう＜嚢＞炎 

 Cholecystitis 

 除外： 

   胆石症を伴うもの（Ｋ80.-） 

Ｋ81．0 急性胆のう＜嚢＞炎 

  胆のう＜嚢＞膿瘍  

  胆管胆のう＜嚢＞炎         結石を伴わないもの 

  胆のう＜嚢＞炎： 

  ・（急性）気腫性  

  ・え＜壊＞疽性  

  ・化膿性  

  胆のう＜嚢＞膿腫  

  胆のう＜嚢＞え＜壊＞疽 

Ｋ81．1 慢性胆のう＜嚢＞炎 

Ｋ81．8 その他の胆のう＜嚢＞炎 

Ｋ81．9 胆のう＜嚢＞炎， 詳細不明 

Ｋ82 胆のう＜嚢＞のその他の疾患 

 Other diseases of gallbladder 

 除外：  

  胆のう＜嚢＞造影陰性（Ｒ93．2） 

   胆のう＜嚢＞摘出＜除＞後症候群（Ｋ91．5） 

Ｋ82．0 胆のう＜嚢＞の閉塞 

  閉塞 

           胆のう＜嚢＞管又は胆のう＜嚢＞， 結石を伴わないもの 

  狭窄 

 除外： 
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   胆石症を伴うもの（Ｋ80.-） 

Ｋ82．1 胆のう＜嚢＞水腫 

  胆のう＜嚢＞の粘液のう＜嚢＞胞＜腫＞ 

Ｋ82．2 胆のう＜嚢＞の穿孔 

  胆のう＜嚢＞管又は胆のう＜嚢＞の破裂 

Ｋ82．3 胆のう＜嚢＞瘻（孔） 

  胆のう＜嚢＞結腸              瘻 

  胆のう＜嚢＞十二指腸 

Ｋ82．4 胆のう＜嚢＞のコレステロール沈着症 

  苺状胆のう＜嚢＞  

Ｋ82．8 胆のう＜嚢＞のその他の明示された疾患 

  癒着  

  萎縮  

  のう＜嚢＞胞  胆のう＜嚢＞管又は胆のう＜嚢＞ 

  ジスキネジア  

  肥大  

  無機能 

  潰瘍  

Ｋ82．9 胆のう＜嚢＞の疾患， 詳細不明 

Ｋ83 胆道のその他の疾患 

 Other diseases of biliary tract 

 除外： 

   胆のう＜嚢＞管の障害を伴うもの（Ｋ81－Ｋ82） 

     胆のう＜嚢＞の障害を伴うもの（Ｋ81－Ｋ82） 

     胆のう＜嚢＞摘出＜除＞後症候群（Ｋ91．5） 

Ｋ83．0 胆管炎 

  胆管炎： 

  ・ＮＯＳ            

  ・上行性 

  ・原発性 

  ・再発性 

  ・硬化性       

  ・続発性 

  ・狭窄性         

  ・化膿性  

 除外：  

     胆管炎性肝膿瘍（Ｋ75．0） 
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     総胆管結石症を伴う胆管炎（Ｋ80．3－Ｋ80．4） 

   慢性非化膿性破壊性胆管炎（Ｋ74．3） 

Ｋ83．1 胆管閉塞 

  閉塞 

             胆管， 結石を伴わないもの 

  狭窄 

 除外： 

   胆石症を伴うもの（Ｋ80.-） 

Ｋ83．2 胆管穿孔 

  胆管破裂 

Ｋ83．3 胆管瘻（孔） 

  総胆管十二指腸瘻 

Ｋ83．4 オディ＜Oddi＞括約筋れん＜攣＞縮 

Ｋ83．5 胆のう＜嚢＞胞 

Ｋ83．8 胆道のその他の明示された疾患 

  癒着    

  萎縮       胆管 

  肥大   

  潰瘍   

Ｋ83．9 胆道の疾患， 詳細不明 

Ｋ85 急 性 膵 炎 

 Acute pancreatitis 

 包含： 

   膵膿瘍 

   膵え＜壊＞死： 

   ・急性 

   ・感染性 

   膵炎： 

   ・NOS 

   ・急性（再発性） 

  ・出血性 

  ・亜急性 

  ・化膿性 

K85．0 特発性急性膵炎 

K85．1 胆石性急性膵炎 

  胆石性膵炎 

K85．2 アルコール性急性膵炎 
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K85．3 薬物性急性膵炎 

 薬物の同定が必要な場合は，追加外因コード（XX 章）を使用する。 

K85．8 その他の急性膵炎 

K85．9 急性膵炎，詳細不明 

Ｋ86 その他の膵疾患 

 Other diseases of pancreas 

 除外：  

     膵のう＜嚢＞胞性線維症（Ｅ84.-） 

     膵性脂肪便症（Ｋ90．3） 

   島細胞腫瘍（膵）（Ｄ13．7） 

Ｋ86．0 アルコール性慢性膵炎 

Ｋ86．1 その他の慢性膵炎 

  慢性膵炎： 

  ・ＮＯＳ              

  ・感染性             

  ・再発性 

  ・反復性 

Ｋ86．2 膵のう＜嚢＞胞 

Ｋ86．3 膵仮性のう＜嚢＞胞  

Ｋ86．8 その他の明示された膵疾患 

  萎縮 

  結石       膵 

  硬変 

  線維症 

  膵： 

  ・発育不全症 

  ・え＜壊＞死： 

   ・ＮＯＳ 

   ・無菌性 

   ・脂肪 

Ｋ86．9 膵疾患， 詳細不明 

Ｋ87＊  他に分類される疾患における胆のう＜嚢＞， 胆道及び膵の障害 

 Disorders of gallbladder, biliary tract and pancreas in diseases classified   

Ｋ87．0＊ 他に分類される疾患における胆のう＜嚢＞及び胆道の障害 

Ｋ87．1＊ 他に分類される疾患における膵の障害 

  サイトメガロウイルス（性）膵炎（Ｂ25．2†） 
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  ムンプス膵炎（Ｂ26．3†） 

 

消化器系のその他の疾患（Ｋ90－Ｋ93） 

Other diseases of the digestive system 

 

Ｋ90 腸性吸収不良（症） 

 Intestinal malabsorption 

 除外： 

   胃腸手術に続発するもの（Ｋ91．2） 

Ｋ90．0 小児脂肪便症＜coeliac disease＞ 

  グルテン（過敏）性腸症 

  非熱帯性スプルー 

  特発性脂肪便症 

Ｋ90．1 熱帯性スプルー 

  スプルー ＮＯＳ  

  熱帯性脂肪便症 

Ｋ90．2 盲係蹄＜ブラインドループ＞症候群， 他に分類されないもの 

  盲係蹄＜ブラインドループ＞症候群 ＮＯＳ 

 除外： 

   盲係蹄＜ブラインドループ＞症候群：  

   ・先天性（Ｑ43．8） 

   ・術後（Ｋ91．2） 

Ｋ90．3 膵性脂肪便症 

Ｋ90．4 不耐性による吸収不良（症）， 他に分類されないもの 

  下記に対する不耐性による吸収不良（症）： 

  ・糖質＜炭水化物＞ 

  ・脂肪 

  ・タンパク＜蛋白＞  

  ・澱粉 

 除外：  

     グルテン（過敏）性腸症（Ｋ90．0） 

   乳糖不耐症（Ｅ73.-） 

Ｋ90．8 その他の腸性吸収不良（症） 

  ウイップル＜Whipple＞病†（Ｍ14．8＊） 

Ｋ90．9 腸性吸収不良（症）， 詳細不明 

Ｋ91 消化器系の処置後障害， 他に分類されないもの 
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 Postprocedural disorders of digestive system, not elsewhere classified 

 除外： 

   胃空腸潰瘍（Ｋ28.-） 

     放射線：  

   ・大腸炎（Ｋ52．0） 

   ・直腸炎（Ｋ62．7） 

   ・胃腸炎（Ｋ52．0） 

Ｋ91．0 胃腸手術に続発する嘔吐 

Ｋ91．1 胃手術後症候群 

  ダンピング症候群 

  胃切除後症候群 

  迷走神経切離後症候群 

Ｋ91．2 術後吸収不良， 他に分類されないもの 

  術後盲係蹄＜ブラインドループ＞症候群 

 除外： 

   吸収不良：  

   ・成人における骨軟化症（Ｍ83．2） 

   ・骨粗しょう＜鬆＞症＜オステオポローシス＞， 術後（Ｍ81．3） 

Ｋ91．3 術後腸閉塞 

Ｋ91．4 結腸瘻＜人工肛門＞及び小腸瘻の機能障害  

Ｋ91．5 胆のう＜嚢＞摘出＜除＞後症候群 

Ｋ91．8 消化器系のその他の処置後障害， 他に分類されないもの 

Ｋ91．9 消化器系の処置後障害， 詳細不明 

Ｋ92 消化器系のその他の疾患 

 Other diseases of digestive system 

 除外： 

   新生児胃腸出血（Ｐ54．0－Ｐ54．3） 

Ｋ92．0 吐血 

Ｋ92．1 メレナ 

 除外： 

   便潜血（R19．5） 

Ｋ92．2 胃腸出血， 詳細不明 

  出血： 

  ・胃 ＮＯＳ 

  ・腸 ＮＯＳ 

 除外：  
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     急性出血性胃炎（Ｋ29．0） 

     肛門及び直腸の出血（Ｋ62．5） 

   消化性潰瘍を伴うもの（Ｋ25－Ｋ28） 

Ｋ92．8 消化器系のその他の明示された疾患 

Ｋ92．9 消化器系の疾患， 詳細不明 

Ｋ93＊  他に分類される疾患におけるその他の消化器の障害 

 Disorders of other digestive organs in diseases classified elsewhere 

Ｋ93．0＊ 腸， 腹膜及び腸間膜リンパ節の結核性障害（Ａ18．3†） 

 除外： 

   結核性腹膜炎（Ｋ67．3＊） 

Ｋ93．1＊   シャーガス＜Chagas＞病における巨大結腸（Ｂ57．3†） 

Ｋ93．8＊   他に分類される疾患におけるその他の明示された消化器の障害 

 

 


