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第ⅩⅥ章 周産期に発生した病態（P00－P96） 

Certain conditions originating in the perinatal period 

 

包含： 

周産期後において発病又は死亡した場合であっても， その原因が周産期に発生した病態にあ

る場合 

除外：  

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） 

新生児破傷風（Ａ33） 

 

本章は， 次の中間分類項目を含む： 

Ｐ00－Ｐ04 母体側要因並びに妊娠及び分娩の合併症により影響を受けた胎児及び新生児 

Ｐ05－Ｐ08 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害 

Ｐ10－Ｐ15 出産外傷 

Ｐ20－Ｐ29 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害 

Ｐ35－Ｐ39 周産期に特異的な感染症 

Ｐ50－Ｐ61 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害 

Ｐ70－Ｐ74 胎児及び新生児に特異的な一過性の内分泌障害及び代謝障害 

Ｐ75－Ｐ78 胎児及び新生児の消化器系障害 

Ｐ80－Ｐ83 胎児及び新生児の外皮及び体温調節に関連する病態 

Ｐ90－Ｐ96 周産期に発生したその他の障害 

 

本章の星印（＊）項目は下記のとおりである： 

P75＊ のう＜嚢＞胞性線維症＜システィックファイブローシス＞における胎便＜メコニウム＞イレウス 

 

母体側要因並びに妊娠及び分娩の合併症により影響を受けた胎児及び新生児（Ｐ00－Ｐ

04） 

Fetus and newborn affected by maternal factors and by complications of pregnancy, 

labour and delivery 

包含： 
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  本中間分類項目に記載された母体の病態で， 胎児又は新生児の死亡又は疾病

の原因として明示された場合  

 

Ｐ00 現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態により影響を受けた胎児及び新生児 

 Fetus and newborn affected by maternal conditions that may be unrelated to present 

pregnancy 

  除外： 

   下記により影響を受けた胎児及び新生児： 

   ・母体の妊娠合併症（Ｐ01.-） 

   ・母体の内分泌障害及び代謝障害（Ｐ70－Ｐ74） 

   ・胎盤又は母乳を介して受けた有害な影響（Ｐ04.-） 

Ｐ00．0 母体の高血圧性障害により影響を受けた胎児及び新生児 

 Ｏ10－Ｏ11， Ｏ13－Ｏ16 に分類される母体の病態により影響を受けた胎児又は新生

児 

Ｐ00．1 母体の腎及び尿路疾患により影響を受けた胎児及び新生児 

  Ｎ00－Ｎ39 に分類される母体の病態により影響を受けた胎児又は新生児 

Ｐ00．2 母体の感染症及び寄生虫症により影響を受けた胎児及び新生児 

 Ａ00－Ｂ99， J09－J11 に分類される母体の感染症により影響を受けた胎児又は新生

児であるが， 胎児又は新生児自身はその疾患を発現していないもの 

 除外：  

   周産期に特異的な感染症（Ｐ35－Ｐ39） 

   母体の性器及びその他の局所感染症（Ｐ00．8） 

Ｐ00．3 その他の母体の循環器系疾患及び呼吸器系疾患により影響を受けた胎児及び      

新生児 

   Ｉ00－Ｉ99， Ｊ00－Ｊ99， Ｑ20－Ｑ34 に分類されるが， Ｐ00．0， Ｐ00．2 に含まれな

い母体の病態により影響を受けた胎児又は新生児 

Ｐ00．4 母体の栄養障害により影響を受けた胎児及び新生児 

   Ｅ40－Ｅ64 に分類される母体の障害により影響を受けた胎児又は新生児 

   母体の栄養失調（症） ＮＯＳ 

Ｐ00．5 母体の損傷により影響を受けた胎児及び新生児 

  Ｓ00－Ｔ79 に分類される母体の病態により影響を受けた胎児又は新生児 

Ｐ00．6 母体に対する外科的処置により影響を受けた胎児及び新生児 

 除外：  
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   今回の分娩のための帝王切開（Ｐ03．4） 

   羊水穿刺， 帝王切開又は外科的分娩誘発による胎盤の障害（Ｐ02．1） 

   子宮又は骨盤臓器の既往手術（Ｐ03．8） 

   妊娠中絶， 胎児（Ｐ96．4）  

Ｐ00．7  母体に対するその他の医学的処置により影響を受けた胎児及び新生児， 他に分類され

ないもの 

 母体に対する放射線により影響を受けた胎児又は新生児 

 除外： 

   羊水穿刺， 帝王切開又は外科的分娩誘発による胎盤の障害（Ｐ02．1） 

   その他の分娩合併症により影響を受けた胎児又は新生児（Ｐ03.-） 

Ｐ00．8 その他の母体の病態により影響を受けた胎児及び新生児 

  下記により影響を受けた胎児又は新生児： 

  ・Ｔ80－Ｔ88 に分類される病態 

  ・母体の性器及びその他の局所感染症 

  ・母体の全身性エリテマトーデス＜紅斑性狼瘡＞＜ＳＬＥ＞ 

 除外： 

   一過性の新生児内分泌障害及び代謝障害（Ｐ70－Ｐ74） 

Ｐ00．9 詳細不明の母体の病態により影響を受けた胎児及び新生児 

Ｐ01 母体の妊娠合併症により影響を受けた胎児及び新生児 

 Fetus and newborn affected by maternal complications of pregnancy 

Ｐ01．0 無力頚管により影響を受けた胎児及び新生児 

Ｐ01．1 前期破水により影響を受けた胎児及び新生児 

Ｐ01．2 羊水過少症により影響を受けた胎児及び新生児 

 除外： 

   前期破水による場合（Ｐ01．1） 

Ｐ01．3 羊水過多症により影響を受けた胎児及び新生児 

Ｐ01．4 子宮外妊娠により影響を受けた胎児及び新生児 

  腹腔妊娠＜腹膜妊娠＞ 

Ｐ01．5 多胎妊娠により影響を受けた胎児及び新生児 

  三胎（妊娠） 

  双胎（妊娠） 

Ｐ01．6 母体死亡により影響を受けた胎児及び新生児 

Ｐ01．7 分娩開始前の胎位異常により影響を受けた胎児及び新生児 
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  骨盤位    

  外回転 

  顔位              分娩開始前 

  横位 

  不安定胎位  

Ｐ01．8 その他の母体の妊娠合併症により影響を受けた胎児及び新生児 

  自然流産， 胎児 

Ｐ01．9 母体の妊娠合併症により影響を受けた胎児及び新生児， 詳細不明 

Ｐ02 胎盤， 臍帯及び卵膜の合併症により影響を受けた胎児及び新生児 

Fetus and newborn affected by complications of placenta, cord and membranes 

Ｐ02．0 前置胎盤により影響を受けた胎児及び新生児 

Ｐ02．1 その他の様式の胎盤剥離及び出血により影響を受けた胎児及び新生児 

  （常位）胎盤早期剥離                 

  不慮の出血 

  分娩前出血                      

  羊水穿刺， 帝王切開又は外科的分娩誘発による胎盤の障害 

  母体の失血 

Ｐ02．2 その他及び詳細不明の胎盤の形態及び機能の異常により影響を受けた胎児及び新生児 

  胎盤： 

  ・機能障害 

  ・梗塞 

  ・機能不全 

Ｐ02．3 胎盤輸血症候群により影響を受けた胎児及び新生児 

  双胎間又はその他の経胎盤輸血の原因となった胎盤及び臍帯の異常 

  胎児又は新生児に生じた病態を分類する場合は， 追加コードを使用する。  

Ｐ02．4 臍帯脱出により影響を受けた胎児及び新生児 

Ｐ02．5 臍帯のその他の圧迫により影響を受けた胎児及び新生児 

  臍帯頚部巻絡 

  臍帯巻絡 

  臍帯結節 

Ｐ02．6 臍帯のその他及び詳細不明の病態により影響を受けた胎児及び新生児 

  過短臍帯 

  前置血管 
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 除外： 

   単一臍動脈（Ｑ27．0） 

Ｐ02．7 絨毛羊膜炎により影響を受けた胎児及び新生児 

  羊膜炎 

  卵膜炎 

  胎盤炎 

Ｐ02．8 卵膜のその他の異常により影響を受けた胎児及び新生児 

Ｐ02．9 卵膜の異常により影響を受けた胎児及び新生児， 詳細不明  

Ｐ03 その他の分娩合併症により影響を受けた胎児及び新生児 

 Fetus and newborn affected by other complications of labour and delivery 

Ｐ03．0 骨盤位分娩及び牽出により影響を受けた胎児及び新生児 

Ｐ03．1  分娩中のその他の胎位異常， 胎向異常及び胎児骨盤不均衡により影響を受けた胎児

及び新生児 

  狭骨盤 

  Ｏ64－Ｏ66 に分類される病態により影響を受けた胎児又は新生児 

  後方後頭定位 

  横位 

Ｐ03．2 鉗子分娩により影響を受けた胎児及び新生児 

Ｐ03．3 吸引分娩により影響を受けた胎児及び新生児 

Ｐ03．4 帝王切開分娩により影響を受けた胎児及び新生児 

Ｐ03．5 急産により影響を受けた胎児及び新生児 

  急速分娩第２期 

Ｐ03．6 異常子宮収縮により影響を受けた胎児及び新生児 

  Ｏ62．3 を除くＯ62.-に分類される病態により影響を受けた胎児又は新生児 

  過強陣痛 

  微弱陣痛 

Ｐ03．8 その他の明示された分娩合併症により影響を受けた胎児及び新生児 

  母体の軟部組織の異常 

  分娩促進のための胎児縮小術 

Ｏ60－Ｏ75 に分類される病態並びにＰ02.-及びＰ03．0－Ｐ03．6 に含まれない分娩に

用いられた医学的処置により影響を受けた胎児又は新生児 

  陣痛誘発 

Ｐ03．9 分娩合併症により影響を受けた胎児及び新生児， 詳細不明 
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Ｐ04 胎盤又は母乳を介して有害な影響を受けた胎児及び新生児 

Fetus and newborn affected by noxious influences transmitted via placenta or breast 

milk 

 包含： 

   経胎盤性移行物質の非催奇形性効果 

 除外：  

    先天奇形（Ｑ00－Ｑ99） 

 新生児黄疸， 母体から移行した薬物又は毒素によるもの（P58．4） 

Ｐ04．0 妊娠及び分娩における母体の麻酔及び鎮痛治療により影響を受けた胎児及び

 新生児 

  分娩中の母体に投与したアヘン剤及び精神安定薬＜トランキライザー＞による反応及び

中毒 

Ｐ04．1 その他の母体への投薬により影響を受けた胎児及び新生児 

  がんの化学療法 

  細胞毒性薬物 

 除外：  

   ワーファリンによる異形（態）症（Ｑ86．2）胎児ヒダントイン症候群（Ｑ86．1） 

   母体の嗜癖性薬物使用（Ｐ04．4） 

Ｐ04．2 母体のタバコ使用＜喫煙＞により影響を受けた胎児及び新生児 

Ｐ04．3 母体のアルコール使用＜飲酒＞により影響を受けた胎児及び新生児 

 除外： 

   胎児アルコール症候群（Ｑ86．0） 

Ｐ04．4 母体の嗜癖性薬物使用により影響を受けた胎児及び新生児 

 除外： 

   母体の麻酔及び鎮痛治療（Ｐ04．0） 

   母体の嗜癖性薬物使用からの離脱症状（Ｐ96．1） 

Ｐ04．5 母体の栄養性化学物質の使用により影響を受けた胎児及び新生児 

Ｐ04．6 母体の環境化学物質の曝露により影響を受けた胎児及び新生児 

Ｐ04．8 母体のその他の有害な影響を受けた胎児及び新生児 

Ｐ04．9 母体の有害な影響を受けた胎児及び新生児， 詳細不明 

 

妊娠期間及び胎児発育に関連する障害（Ｐ05－Ｐ08） 

Disorders related to length of gestation and fetal growth 
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Ｐ05 胎児発育遅延＜成長遅滞＞及び胎児栄養失調（症） 

 Slow fetal growth and fetal malnutrition 

Ｐ05．0 妊娠期間に比較して低体重 

通常， 妊娠期間に比較して体重は 10 パーセンタイル未満， 身長は 10 パーセンタイルを

越える場合をいう。  

  light-for-dates 

Ｐ05．1 妊娠期間に比較して低体重・低身長 

通常， 妊娠期間に比較して体重・身長共に 10 パーセンタイル未満である場合をいう。  

  small-for-dates 

  small-and-light-for-dates 

Ｐ05．2 妊娠期間に比較して低体重又は低身長の記載のない胎児栄養失調（症） 

妊娠期間に比較して低体重又は低身長ではないが， 皮膚の乾燥， 剥脱及び皮下組

織の喪失のような胎児栄養失調（症）の徴候を示す児 

 除外： 

   下記の記載のある胎児栄養失調（症）： 

・妊娠期間に比較して低体重（Ｐ05．0） 

   ・妊娠期間に比較して低体重・低身長（Ｐ05．1） 

Ｐ05．9 胎児の発育遅延＜成長遅滞＞， 詳細不明 

  胎児発育遅滞＜成長遅延＞ ＮＯＳ 

Ｐ07 妊娠期間短縮及び低出産体重に関連する障害， 他に分類されないもの 

Disorders related to short gestation and low birth weight, not elsewhere classified 

注：出産体重及び妊娠期間の両者の記載がある場合は， 出産体重を優先する。  

 包含： 

   新生児の死亡・疾病の原因又は付加的ケアの理由として記載された本項 

 目の病態で， それ以上の説明のないもの 

  除外： 

   胎児発育遅延＜成長遅滞＞及び胎児栄養失調（症）による低出産体重児（Ｐ

05.-） 

Ｐ07．0 超低出産体重（児） 

  出産体重 999 グラム以下 

Ｐ07．1 その他の低出産体重（児） 

  出産体重 1000 グラム－2499 グラム 
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Ｐ07．1ａ その他の低出産体重（児）のうち， 出産体重 1000 グラム－1499 グラムの児 

Ｐ07．1ｂ その他の低出産体重（児）のうち， 出産体重 1500 グラム－2499 グラムの児 

Ｐ07．2 超未熟（児） 

  妊娠満 28 週未満（満 196 日未満） 

 ※ 超早産児 

Ｐ07．3 その他の早産児 

  妊娠満 28 週以上で満 37 週未満（満 196 日以上満 259 日未満） 

  未熟児 ＮＯＳ 

 ※ 妊娠満 28 週以降の早産児 

Ｐ08 遷延妊娠及び高出産体重に関連する障害 

 Disorders related to long gestation and high birth weight 

注：出産体重及び妊娠期間の両者の記載がある場合は， 出産体重を優先する。  

 包含： 

    胎児又は新生児の死亡・疾病の原因又は付加的ケアの理由として記載された本

項目の病態で， それ以上の説明のないもの 

Ｐ08．0 超巨大児 

  通常， 出産体重 4500 グラム以上を意味する 

 除外：  

   糖尿病母体の児症候群（Ｐ70．1） 

   妊娠性糖尿病母体の児症候群（Ｐ70．0） 

P08．1 妊娠期間に比較して過体重のその他の児 

  妊娠期間の長短にかかわらず，妊娠期間に比較して過体重又は過大のその他の胎児

又は児 

  通常，出生体重がその妊娠期間における出生体重の 90 パーセンタイルを超えた場合又は

満期時に出生体重が 4000g 以上であることを意味する。 

除外： 

  下記における児の症候群： 

  ・糖尿病母体から出産した児の症候群（P70．1） 

  ・妊娠性糖尿病母体の児症候群（P70．0） 

  ・出生体重 4500g 以上（P08．0） 

Ｐ08．2 過期産児， 妊娠期間に比較して過体重でないもの 

 妊娠満 42 週以上（満 294 日以上）の胎児又は児で， 妊娠期間に比較して過体重又

は高身長でないもの 
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  過熟児 ＮＯＳ 

 

出産外傷（Ｐ10－Ｐ15） 

Birth trauma 

 

Ｐ10 出産損傷による頭蓋内裂傷＜laceration＞及び出血 

 Intracranial laceration and haemorrhage due to birth injury 

 除外： 

   胎児又は新生児の頭蓋内出血： 

   ・ＮＯＳ（Ｐ52．9） 

   ・無酸素症又は低酸素症によるもの（Ｐ52.-） 

Ｐ10．0 出産損傷による硬膜下出血 

  出産損傷による硬膜下血腫（限局性） 

 除外： 

   （小脳）テント裂傷＜断裂＞＜tear＞に関連する硬膜下出血（Ｐ10．4） 

Ｐ10．1 出産損傷による脳出血 

Ｐ10．2 出産損傷による脳室内出血 

Ｐ10．3 出産損傷によるくも膜下出血 

Ｐ10．4 出産損傷による（小脳）テント裂傷＜断裂＞＜tear＞ 

Ｐ10．8 出産損傷によるその他の頭蓋内裂傷＜laceration＞及び出血 

Ｐ10．9 出産損傷による詳細不明の頭蓋内裂傷＜laceration＞及び出血 

Ｐ11 中枢神経系のその他の出産損傷 

 Other birth injuries to central nervous system 

Ｐ11．0 出産損傷による脳浮腫 

Ｐ11．1 出産損傷によるその他の明示された脳傷害 

Ｐ11．2 出産損傷による詳細不明の脳傷害  

Ｐ11．3 顔面神経の出産損傷 

  出産損傷による顔面神経麻痺 

Ｐ11．4 その他の脳神経の出産損傷 

Ｐ11．5 脊椎及び脊髄の出産損傷 

  出産損傷による脊椎骨折 

Ｐ11．9 中枢神経系の出産損傷， 詳細不明 

Ｐ12 頭皮の出産損傷 
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 Birth injury to scalp 

Ｐ12．0 出産損傷による頭血腫 

Ｐ12．1 出産損傷による後頭部まげ状隆起 

Ｐ12．2 出産損傷による帽状腱膜下出血 

Ｐ12．3 出産損傷による頭皮の皮下出血 

Ｐ12．4 モニタリングによる新生児頭皮の損傷 

  採血のための切開 

  頭皮クリップ（電極）損傷 

Ｐ12．8 頭皮のその他の出産損傷 

Ｐ12．9 頭皮の出産損傷， 詳細不明 

Ｐ13 骨格の出産損傷 

 Birth injury to skeleton 

 除外： 

   脊椎の出産損傷（Ｐ11．5） 

Ｐ13．0 出産損傷による頭蓋骨折 

Ｐ13．1 頭蓋のその他の出産損傷 

 除外： 

   頭血腫（Ｐ12．0） 

Ｐ13．2 大腿骨の出産損傷 

Ｐ13．3 その他の長管骨の出産損傷 

Ｐ13．4 出産損傷による鎖骨の骨折 

Ｐ13．8 その他の部位の骨格の出産損傷 

Ｐ13．9 骨格の出産損傷， 詳細不明 

Ｐ14 末梢神経系の出産損傷 

 Birth injury to peripheral nervous system 

Ｐ14．0 出産損傷によるエルプ＜Erb＞麻痺 

Ｐ14．1 出産損傷によるクルンプケ＜Klumpke＞麻痺 

Ｐ14．2 出産損傷による横隔神経麻痺 

Ｐ14．3 その他の上腕神経そう＜叢＞の出産損傷 

Ｐ14．8 末梢神経系のその他の部位の出産損傷 

Ｐ14．9 末梢神経系の出産損傷， 詳細不明 

Ｐ15 その他の出産損傷 

 Other birth injuries 
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Ｐ15．0 肝の出産損傷 

  出産損傷による肝破裂 

Ｐ15．1 脾の出産損傷 

  出産損傷による脾破裂 

Ｐ15．2 出産損傷による胸鎖乳突筋損傷 

 ※ 出産損傷による斜頚 

Ｐ15．3 眼の出産損傷 

  結膜下出血 

                  出産損傷によるもの 

  外傷性緑内障 

Ｐ15．4 顔面の出産損傷 

  出産損傷による顔面うっ血 

Ｐ15．5 外性器の出産損傷 

Ｐ15．6 出産損傷による皮下脂肪え＜壊＞死 

Ｐ15．8 その他の明示された出産損傷 

Ｐ15．9 出産損傷， 詳細不明 

 

周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害（Ｐ20－Ｐ29） 

Respiratory and cardiovascular disorders specific to the perinatal period 

 

Ｐ20 子宮内低酸素症 

 Intrauterine hypoxia 

 包含： 

   胎児心拍数異常      

   胎児又は子宮内： 

   ・アシドーシス 

   ・無酸素症 

   ・仮死＜ジストレス＞ 

   ・低酸素症 

   羊水中の胎便          

   胎便の排出              

 除外： 

   無酸素症又は低酸素症による頭蓋内出血（Ｐ52.-） 

Ｐ20．0 分娩開始前に初めて気付かれた子宮内低酸素症 
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Ｐ20．1 分娩中に初めて気付かれた子宮内低酸素症 

Ｐ20．9 子宮内低酸素症， 詳細不明 

Ｐ21 出生時仮死 

 Birth asphyxia 

注：本項目は， 仮死又はその他の呼吸障害の記載のない低アプガー＜Apgar＞ 

スコアには使用すべきではない。  

 除外： 

   子宮内低酸素症又は仮死（Ｐ20.-） 

Ｐ21．0 重度出生時仮死 

出生時における脈拍が 1 分間 100 未満で減少又は持続， 無呼吸又はあえぎ，蒼白， 

筋緊張欠如 

  １分間アプガ－＜Apgar＞スコア 0－3 を伴う仮死 

  白色仮死 

Ｐ21．1 軽度及び中等度出生時仮死 

 １分間以内に正常呼吸は確立しないが， 心拍数 100 以上， 若干の筋緊張存在， 

刺激に若干反応 

  １分間アプガ－＜Apgar＞スコア 4－7 を伴う仮死 

  青色仮死 

Ｐ21．9 出生時仮死， 詳細不明 

  無酸素症       ＮＯＳ 

  仮死ろ    

  低酸素症  

Ｐ22 新生児の呼吸窮＜促＞迫 

 Respiratory distress of newborn 

 除外： 

   新生児の呼吸不全（Ｐ28．5） 

Ｐ22．0 新生児呼吸窮＜促＞迫症候群＜ＩＲＤＳ＞ 

  肺硝子＜ヒアリン＞膜症 

Ｐ22．1 新生児一過性頻呼吸 

Ｐ22．8 新生児のその他の呼吸窮＜促＞迫 

Ｐ22．9 新生児の呼吸窮＜促＞迫， 詳細不明 

Ｐ23 先天性肺炎 

 Congenital pneumonia 
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 包含： 

   子宮内で又は出産中にり患した感染性肺炎 

 除外： 

   吸引による新生児肺炎（Ｐ24.-） 

Ｐ23．0 ウイルスによる先天性肺炎 

 除外： 

   先天性風疹肺臓炎（Ｐ35．0） 

Ｐ23．1 クラミジアによる先天性肺炎 

Ｐ23．2 ブドウ球菌による先天性肺炎 

Ｐ23．3 Ｂ群連鎖球菌による先天性肺炎 

Ｐ23．4 大腸菌による先天性肺炎 

Ｐ23．5 緑膿菌による先天性肺炎 

Ｐ23．6 その他の細菌による先天性肺炎 

  インフルエンザ菌                      

  肺炎桿菌           

  マイコプラズマ 

               Ｂ群以外の連鎖球菌 

Ｐ23．8 その他の病原体による先天性肺炎 

Ｐ23．9 先天性肺炎， 詳細不明 

Ｐ24 新生児吸引症候群 

 Neonatal aspiration syndromes 

 包含： 

   吸引による新生児肺炎 

Ｐ24．0 新生児の胎便吸引 

Ｐ24．1 新生児の羊水及び粘液の吸引 

Ｐ24．2 新生児の血液吸引 

Ｐ24．3 新生児の乳汁及び吐出食物の吸引 

Ｐ24．8 その他の新生児吸引症候群 

Ｐ24．9 新生児吸引症候群， 詳細不明 

  新生児吸引性肺炎 ＮＯＳ 

Ｐ25 周産期に発生した間質性気腫及び関連病態 

Interstitial emphysema and related conditions originating in the perinatal period  

Ｐ25．0 周産期に発生した間質性気腫 
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Ｐ25．1 周産期に発生した気胸 

Ｐ25．2 周産期に発生した気縦隔症 

Ｐ25．3 周産期に発生した気心膜（症） 

Ｐ25．8 周産期に発生した間質性気腫に関連するその他の病態 

Ｐ26 周産期に発生した肺出血 

 Pulmonary haemorrhage originating in the perinatal period 

Ｐ26．0 周産期に発生した気管気管支出血 

Ｐ26．1 周産期に発生した大量肺出血 

Ｐ26．8 周産期に発生したその他の肺出血 

Ｐ26．9 周産期に発生した詳細不明の肺出血 

Ｐ27 周産期に発生した慢性呼吸器疾患 

 Chronic respiratory disease originating in the perinatal period 

Ｐ27．0 ウィルソン・ミキティ＜Wilson-Mikity＞症候群 

  肺の成熟異常 

Ｐ27．1 周産期に発生した気管支肺異形成（症） 

Ｐ27．8 周産期に発生したその他の慢性呼吸器疾患 

  先天性肺線維症 

  新生児における人工呼吸器肺 

Ｐ27．9 周産期に発生した詳細不明の慢性呼吸器疾患 

Ｐ28 周産期に発生したその他の呼吸器病態 

 Other respiratory conditions originating in the perinatal period 

 除外： 

   呼吸器系の先天奇形（Ｑ30－Ｑ34） 

Ｐ28．0 新生児原発性無気肺 

  原発性終末気道拡張不全 

  妊娠期間短縮に関連した肺低形成 

  未熟肺 ＮＯＳ 

Ｐ28．1 その他及び詳細不明の新生児無気肺 

  無気肺： 

  ・ＮＯＳ 

  ・部分 

  ・続発性 

  呼吸窮＜促＞迫症候群を伴わない吸収性無気肺 
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Ｐ28．2 新生児のチアノーゼ発作 

 除外： 

   新生児無呼吸（Ｐ28．3－Ｐ28．4） 

P28．3 新生児原発性睡眠時無呼吸 

  新生児睡眠時無呼吸： 

・中枢性 

 ・NOS 

 ・閉塞性 

P28．4 新生児のその他の無呼吸 

  無呼吸（下記の） 

・新生児，閉塞性 

・未熟児 

 除外： 

 新生児の閉塞性睡眠時無呼吸（P28．3） 

Ｐ28．5 新生児の呼吸不全 

Ｐ28．8 新生児のその他の明示された呼吸器病態 

  先天性（喉頭）喘鳴 ＮＯＳ 

  新生児におけるスナッフル＜鼻性呼吸＞ 

 除外： 

   早期先天梅毒性鼻炎（Ａ50．0） 

Ｐ28．9 新生児の呼吸器病態， 詳細不明  

Ｐ29 周産期に発生した心血管障害 

 Cardiovascular disorders originating in the perinatal period 

 除外： 

   循環器系の先天奇形（Ｑ20－Ｑ28） 

Ｐ29．0 新生児心不全 

Ｐ29．1 新生児心調律障害 

Ｐ29．2 新生児高血圧（症） 

Ｐ29．3 胎児循環持続＜遺残＞ 

  動脈管の閉鎖遅延 

  新生児の（持続性）肺高血圧（症） 

Ｐ29．4 新生児の一過性心筋虚血 

Ｐ29．8 周産期に発生したその他の心血管障害 
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Ｐ29．9 周産期に発生した心血管障害， 詳細不明 

 

周産期に特異的な感染症（Ｐ35－Ｐ39） 

Infections specific to the perinatal period 

 包含： 

   子宮内で又は出産中にり患した感染症 

 除外： 

   無症候性ヒト免疫不全ウイルス ［ＨＩＶ］ 感染状態（Ｚ21） 

   先天（性）：  

   ・淋菌感染症（Ａ54.-） 

   ・肺炎（Ｐ23.-） 

   ・梅毒（Ａ50.-） 

   ヒト免疫不全ウイルス ［ＨＩＶ］ 病（Ｂ20－Ｂ24） 

   出生後り患した感染症（Ａ00－Ｂ99， Ｊ10－Ｊ11） 

    腸管感染症（Ａ00－Ａ09） 

   ヒト免疫不全ウイルス ［ＨＩＶ］ 抗体の検査陽性（Ｒ75） 

 胎児又は新生児自身はその疾患を発現していないが， 死亡又は疾病の原因とな

った母体の感染症（Ｐ00．2） 

   新生児破傷風（Ａ33） 

 

Ｐ35 先天性ウイルス性疾患 

 Congenital viral diseases 

Ｐ35．0 先天性風疹症候群 

  先天性風疹肺臓炎 

Ｐ35．1 先天性サイトメガロウイルス感染症 

Ｐ35．2 先天性ヘルペスウイルス ［単純ヘルペス］ 感染症  

Ｐ35．3 先天性ウイルス性肝炎 

Ｐ35．8 その他の先天性ウイルス性疾患 

  先天性水痘症 ［鶏痘］  

Ｐ35．9 先天性ウイルス性疾患， 詳細不明 

Ｐ36 新生児の細菌性敗血症 

 Bacterial sepsis of newborn 

 包含： 
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   先天性敗血症 

Ｐ36．0 Ｂ群連鎖球菌による新生児の敗血症 

Ｐ36．1 その他及び詳細不明の連鎖球菌による新生児の敗血症 

Ｐ36．2 黄色ブドウ球菌による新生児の敗血症 

Ｐ36．3 その他及び詳細不明のブドウ球菌による新生児の敗血症 

Ｐ36．4 大腸菌による新生児の敗血症 

Ｐ36．5 嫌気性菌による新生児の敗血症 

Ｐ36．8 新生児のその他の細菌性敗血症 

Ｐ36．9 新生児の細菌性敗血症， 詳細不明 

Ｐ37 その他の先天性感染症及び寄生虫症 

 Other congenital infectious and parasitic diseases 

 除外： 

   先天梅毒（Ａ50.-） 

   胎児又は新生児のえ＜壊＞死性腸炎（Ｐ77） 

   新生児下痢症： 

   ・感染性（Ａ00－Ａ09） 

   ・非感染性（Ｐ78．3） 

   淋菌による新生児眼炎（Ａ54．3） 

   新生児破傷風（Ａ33） 

Ｐ37．0 先天性結核 

Ｐ37．1 先天性トキソプラズマ症 

  先天性トキソプラズマ症による水頭症 

Ｐ37．2 新生児（播種性）リステリア症 

Ｐ37．3 先天性熱帯熱マラリア 

Ｐ37．4 その他の先天性マラリア 

Ｐ37．5 新生児カンジダ症 

Ｐ37．8 その他の明示された先天性感染症及び寄生虫症 

Ｐ37．9 先天性感染症又は寄生虫症， 詳細不明  

 

Ｐ38 軽度出血を伴う又は伴わない新生児の臍炎 

 Omphalitis of newborn with or without mild haemorrhage 

Ｐ39 周産期に特異的なその他の感染症 

 Other infections specific to the perinatal period 
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Ｐ39．0 新生児感染性乳腺炎 

 除外： 

   新生児の乳房腫脹（Ｐ83．4） 

   新生児非感染性乳腺炎（Ｐ83．4） 

Ｐ39．1 新生児結膜炎及び涙のう＜嚢＞炎 

  新生児クラミジア結膜炎 

  新生児眼炎 ＮＯＳ 

 除外： 

   淋菌性結膜炎（Ａ54．3） 

Ｐ39．2 胎児の羊水内感染症， 他に分類されないもの 

Ｐ39．3 新生児尿路感染症 

Ｐ39．4 新生児皮膚感染症 

  新生児膿皮症 

 除外： 

   新生児天疱瘡（Ｌ00） 

   ブドウ球菌性熱傷様皮膚症候群＜ＳＳＳＳ＞（Ｌ00） 

Ｐ39．8 周産期に特異的なその他の明示された感染症 

Ｐ39．9 周産期に特異的な感染症， 詳細不明 

 

胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害（Ｐ50－Ｐ61） 

Haemorrhagic and haematological disorders of fetus and newborn 

 除外： 

   胆管の先天（性）狭窄（Ｑ44．3） 

   クリグラー・ナジャール＜Crigler-Najjar＞症候群（Ｅ80．5） 

   デュビン・ジョンソン＜Dubin-Johnson＞症候群（Ｅ80．6） 

   ジルベール＜Gilbert＞症候群（Ｅ80．4） 

   遺伝性溶血性貧血（Ｄ55－Ｄ58） 

 

Ｐ50 胎 児 失 血 

 Fetal blood loss 

 除外： 

   胎児失血による先天性貧血（Ｐ61．3） 

Ｐ50．0 前置血管からの胎児失血 
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Ｐ50．1 臍帯破裂からの胎児失血 

Ｐ50．2 胎盤からの胎児失血 

Ｐ50．3 双胎の対児への失血 

Ｐ50．4 母体循環への失血 

Ｐ50．5 双胎の対児の臍帯断端からの胎児失血 

Ｐ50．8 その他の胎児失血 

Ｐ50．9 胎児失血， 詳細不明 

  胎児失血 ＮＯＳ 

Ｐ51 新生児の臍出血 

 Umbilical haemorrhage of newborn 

 除外： 

   軽度出血を伴う臍炎（Ｐ38） 

Ｐ51．0 新生児の大量臍出血 

Ｐ51．8 新生児のその他の臍出血 

  臍帯結紮の脱落 ＮＯＳ 

Ｐ51．9 新生児の臍出血， 詳細不明 

Ｐ52 胎児及び新生児の頭蓋内非外傷性出血 

 Intracranial nontraumatic haemorrhage of fetus and newborn 

 包含： 

   無酸素症又は低酸素症による頭蓋内出血 

 除外： 

   下記による頭蓋内出血：  

   ・出産損傷（Ｐ10.-） 

   ・母体損傷（Ｐ00．5） 

   ・その他の損傷（Ｓ06.-） 

Ｐ52．0 胎児及び新生児の脳室内（非外傷性）出血， 第１度 

  上衣下出血（脳室内出血を伴わないもの） 

Ｐ52．1 胎児及び新生児の脳室内（非外傷性）出血， 第２度 

  脳室内出血を伴う上衣下出血 

Ｐ52．2 胎児及び新生児の脳室内（非外傷性）出血， 第３度 

  脳室内出血及び脳内出血を伴う上衣下出血 

Ｐ52．3 胎児及び新生児の詳細不明の脳室内（非外傷性）出血 

Ｐ52．4 胎児及び新生児の脳内（非外傷性）出血 



- 20 - 

 

Ｐ52．5 胎児及び新生児のくも膜下（非外傷性）出血 

Ｐ52．6 胎児及び新生児の小脳（非外傷性）及び後頭蓋窩出血 

Ｐ52．8 胎児及び新生児のその他の頭蓋内（非外傷性）出血 

Ｐ52．9 胎児及び新生児の頭蓋内（非外傷性）出血， 詳細不明  

Ｐ53 胎児及び新生児の出血性疾患 

 Haemorrhagic disease of fetus and newborn 

 包含： 

   新生児のビタミンＫ欠乏症 

Ｐ54 その他の新生児出血 

 Other neonatal haemorrhages 

 除外：  

   胎児失血（Ｐ50.-） 

   周産期に発生した肺出血（Ｐ26.-） 

Ｐ54．0 新生児吐血 

 除外： 

   母体血液のえん＜嚥＞下によるもの（Ｐ78．2） 

Ｐ54．1 新生児メレナ 

 除外： 

   母体血液のえん＜嚥＞下によるもの（Ｐ78．2） 

Ｐ54．2 新生児直腸出血 

Ｐ54．3 その他の新生児胃腸出血 

Ｐ54．4 新生児副腎出血 

Ｐ54．5 新生児皮膚出血 

  皮下出血 

  斑状出血＜皮下溢血＞     胎児又は新生児におけるもの 

  点状出血 

  表在血腫 

 除外：  

   出産損傷による頭皮の皮下出血（Ｐ12．3） 

   出産損傷による頭血腫（Ｐ12．0） 

Ｐ54．6 新生児腟出血 

  仮性月経＜新生児月経様出血＞ 

Ｐ54．8 その他の明示された新生児出血 
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Ｐ54．9 新生児出血， 詳細不明 

Ｐ55 胎児及び新生児の溶血性疾患 

 Haemolytic disease of fetus and newborn 

Ｐ55．0 胎児及び新生児の Rh 同種免疫 

Ｐ55．1 胎児及び新生児のＡＢＯ同種免疫 

Ｐ55．8 胎児及び新生児のその他の溶血性疾患 

Ｐ55．9 胎児及び新生児の溶血性疾患， 詳細不明  

Ｐ56 溶血性疾患による胎児水腫 

 Hydrops fetalis due to haemolytic disease 

 除外： 

   胎児水腫 ＮＯＳ（Ｐ83．2） 

   ・溶血性疾患によらないもの（Ｐ83．2） 

Ｐ56．0 同種免疫による胎児水腫 

Ｐ56．9 その他及び詳細不明の溶血性疾患による胎児水腫 

Ｐ57 核 黄 疸 

 Kernicterus 

Ｐ57．0 同種免疫による核黄疸 

Ｐ57．8 その他の明示された核黄疸 

 除外： 

   クリグラー・ナジャール＜Crigler-Najjar＞症候群（Ｅ80．5） 

Ｐ57．9 核黄疸， 詳細不明 

Ｐ58 その他の多量の溶血による新生児黄疸 

 Neonatal jaundice due to other excessive haemolysis 

 除外： 

   同種免疫による黄疸（Ｐ55－Ｐ57） 

Ｐ58．0 皮下出血による新生児黄疸 

Ｐ58．1 出血による新生児黄疸 

Ｐ58．2 感染症による新生児黄疸 

Ｐ58．3 赤血球増加症＜多血症＞による新生児黄疸 

Ｐ58．4 母体から移行した又は新生児に投与された薬物又は毒素による新生児黄疸 

  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。  

Ｐ58．5 母体血液のえん＜嚥＞下による新生児黄疸 

Ｐ58．8 その他の明示された多量の溶血による新生児黄疸 
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Ｐ58．9 多量の溶血による新生児黄疸， 詳細不明 

Ｐ59 その他及び詳細不明の原因による新生児黄疸 

 Neonatal jaundice from other and unspecified causes 

 除外： 

   先天代謝異常によるもの（Ｅ70－Ｅ90） 

   核黄疸（Ｐ57.-） 

Ｐ59．0 早産に関連する新生児黄疸 

  未熟児の高ビリルビン血症 

  早産に関連する抱合遅延による黄疸 

Ｐ59．1 濃縮胆汁症候群  

P59．2  その他及び詳細不明の肝細胞傷害による新生児黄疸 

   胎児又は新生児の巨細胞性肝炎 

  胎児又は新生児（特発性）肝炎 

 除外： 

   先天性ウイルス性肝炎（P35．3） 

Ｐ59．3 母乳の抱合抑制因子による新生児黄疸 

Ｐ59．8 その他の明示された原因による新生児黄疸 

Ｐ59．9 新生児黄疸， 詳細不明 

  生理的黄疸（強度）（遷延性） ＮＯＳ 

Ｐ60 胎児及び新生児の播種性血管内凝固 

 Disseminated intravascular coagulation of fetus and newborn 

 包含： 

   胎児又は新生児の脱線維素症候群 

Ｐ61 その他の周産期の血液障害 

 Other perinatal haematological disorders 

 除外： 

   乳児一過性低ガンマグロブリン血症（Ｄ80．7） 

Ｐ61．0 一過性新生児血小板減少症 

  下記による新生児血小板減少症： 

  ・交換輸血 

  ・母体の特発性血小板減少症 

  ・同種免疫 

Ｐ61．1 新生児赤血球増加症＜多血症＞ 
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Ｐ61．2 未熟児の貧血 

Ｐ61．3 胎児失血による先天性貧血 

Ｐ61．4 その他の先天性貧血， 他に分類されないもの 

  先天性貧血 ＮＯＳ 

Ｐ61．5 一過性新生児好中球減少症 

Ｐ61．6 その他の一過性新生児血液凝固障害 

Ｐ61．8 その他の明示された周産期の血液障害 

Ｐ61．9 周産期の血液障害， 詳細不明 

 

胎児及び新生児に特異的な一過性の内分泌障害及び代謝障害（Ｐ70－Ｐ74） 

Transitory endocrine and metabolic disorders specific to fetus and newborn 

包含： 

   母体の内分泌及び代謝因子に対する児の応答， 又は子宮外生活への児の適応に

起因する一過性の内分泌障害及び代謝障害 

 

Ｐ70 胎児及び新生児に特異的な一過性糖質代謝障害 

Transitory disorders of carbohydrate metabolism specific to fetus and newborn 

P70．0 妊娠性糖尿病母体の児の症候群 

  母体の妊娠糖尿病の影響を受けた胎児又は新生児（低血糖を伴うもの） 

P70．1 糖尿病母体から出産した児の症候群 

  母体の糖尿病（既存）の影響を受けた胎児又は新生児（低血糖を伴うもの）       

Ｐ70．2 新生児糖尿病 

Ｐ70．3 医原性新生児低血糖 

Ｐ70．4 その他の新生児低血糖 

  一過性新生児低血糖 

Ｐ70．8 胎児及び新生児のその他の一過性糖質代謝障害 

Ｐ70．9 胎児及び新生児の一過性糖質代謝障害， 詳細不明 

Ｐ71 カルシウム及びマグネシウム代謝の一過性新生児障害 

 Transitory neonatal disorders of calcium and magnesium metabolism 

Ｐ71．0 新生児における牛乳低カルシウム血症 

Ｐ71．1 その他の新生児低カルシウム血症 

 除外： 

   新生児上皮小体＜副甲状腺＞機能低下症（Ｐ71．4） 
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Ｐ71．2 新生児低マグネシウム血症 

Ｐ71．3 カルシウム又はマグネシウム欠乏症を伴わない新生児テタニー 

  新生児テタニー ＮＯＳ 

Ｐ71．4 一過性新生児上皮小体＜副甲状腺＞機能低下症 

Ｐ71．8 カルシウム及びマグネシウム代謝のその他の一過性新生児障害 

Ｐ71．9 カルシウム及びマグネシウム代謝の一過性新生児障害， 詳細不明 

Ｐ72 その他の一過性新生児内分泌障害 

 Other transitory neonatal endocrine disorders 

 除外： 

    甲状腺腫を伴う又は伴わない先天性甲状腺機能低下症（Ｅ03．0－Ｅ03．1） 

   ホルモン機能不全性甲状腺腫（Ｅ07．1） 

   ペンドレッド＜Pendred＞症候群（Ｅ07．1） 

Ｐ72．0 新生児甲状腺腫， 他に分類されないもの 

  機能正常な一過性先天性甲状腺腫 

Ｐ72．1 一過性新生児甲状腺機能亢進症 

  新生児甲状腺中毒症 

Ｐ72．2 その他の一過性新生児甲状腺機能障害， 他に分類されないもの 

  一過性新生児甲状腺機能低下症 

Ｐ72．8 その他の明示された一過性新生児内分泌障害 

Ｐ72．9 一過性新生児内分泌障害， 詳細不明  

Ｐ74 その他の一過性新生児電解質障害及び代謝障害 

 Other transitory neonatal electrolyte and metabolic disturbances 

Ｐ74．0 新生児の遅発代謝性アシドーシス 

Ｐ74．1 新生児脱水症 

Ｐ74．2 新生児のナトリウム平衡障害 

Ｐ74．3 新生児のカリウム平衡障害 

Ｐ74．4 新生児のその他の一過性電解質障害 

Ｐ74．5 新生児一過性チロジン血症 

Ｐ74．8 新生児のその他の一過性代謝障害 

Ｐ74．9 新生児の一過性代謝障害， 詳細不明 

 

胎児及び新生児の消化器系障害（Ｐ75－Ｐ78） 

Digestive system disorders of fetus and newborn 
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Ｐ75＊ のう＜嚢＞胞線維症における胎便＜メコニウム＞イレウス（Ｅ84．1†） 

 Meconium ileus in cystic fibrosis 

Ｐ76 新生児のその他の腸閉塞 

 Other intestinal obstruction of newborn 

Ｐ76．0 胎便栓症候群 

 包含： 

    のう＜嚢＞胞線維症が存在しないことがわかっている症例における胎便＜メコニウム

＞イレウス 

Ｐ76．1 新生児一過性イレウス 

 除外： 

   ヒルシュスプルング＜Hirschsprung＞病（Ｑ43．1） 

Ｐ76．2 濃縮乳による腸閉塞 

Ｐ76．8 新生児のその他の明示された腸閉塞 

 除外： 

   Ｋ56．0－Ｋ56．5 に分類される腸閉塞 

Ｐ76．9 新生児の腸閉塞， 詳細不明 

Ｐ77 胎児及び新生児のえ＜壊＞死性腸炎 

 Necrotizing enterocolitis of fetus and newborn 

Ｐ78 その他の周産期の消化器系障害 

 Other perinatal digestive system disorders 

 除外： 

   新生児胃腸出血（Ｐ54．0－Ｐ54．3） 

Ｐ78．0 周産期の腸穿孔 

  胎便性腹膜炎 

Ｐ78．1 その他の新生児腹膜炎 

  新生児腹膜炎 ＮＯＳ 

Ｐ78．2 母体血液のえん＜嚥＞下による新生児吐血及びメレナ  

Ｐ78．3 新生児非感染性下痢症 

 除外： 

   原因が感染性であると推定できる国における新生児の下痢 ＮＯＳ（Ａ09） 

Ｐ78．8 その他の明示された周産期の消化器系障害 

  先天性肝硬変 
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  新生児食道逆流 

  新生児消化性潰瘍   

Ｐ78．9 周産期の消化器系障害， 詳細不明 

 

胎児及び新生児の外皮及び体温調節に関連する病態（Ｐ80－Ｐ83） 

Conditions involving the integument and temperature regulation of fetus and newborn 

 

Ｐ80 新生児低体温 

 Hypothermia of newborn 

Ｐ80．0   寒冷傷害症候群 

 顔面紅潮， 浮腫及び神経学的・生化学的異常を伴う重度で通常は慢性の低体温 

 除外： 

   新生児軽度低体温（Ｐ80．8） 

Ｐ80．8 その他の新生児低体温 

  新生児軽度低体温 

Ｐ80．9 新生児低体温， 詳細不明 

Ｐ81 新生児のその他の体温調節機能障害 

 Other disturbances of temperature regulation of newborn 

Ｐ81．0 新生児の環境による高体温 

Ｐ81．8 新生児のその他の明示された体温調節機能障害 

Ｐ81．9 新生児の体温調節機能障害， 詳細不明 

  新生児の発熱 ＮＯＳ 

Ｐ83 胎児及び新生児に特異的な外皮のその他の病態 

 Other conditions of integument specific to fetus and newborn 

 除外： 

   皮膚及び外皮の先天奇形（Ｑ80－Ｑ84） 

   頭部脂漏＜cradle cap＞（Ｌ21．0） 

   おむつ皮膚炎（Ｌ22） 

   溶血性疾患による胎児水腫（Ｐ56.-） 

   新生児皮膚感染症（Ｐ39．4） 

   ブドウ球菌性熱傷様皮膚症候群＜ＳＳＳＳ＞（Ｌ00） 

Ｐ83．0 新生児皮膚硬化症 

Ｐ83．1 新生児中毒性紅斑  
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Ｐ83．2 溶血性疾患によらない胎児水腫 

  胎児水腫 ＮＯＳ 

Ｐ83．3 胎児及び新生児に特異的なその他及び詳細不明の浮腫 

Ｐ83．4 新生児の乳房腫脹 

  新生児非感染性乳腺炎 

Ｐ83．5 先天性精巣＜睾丸＞水瘤 

Ｐ83．6 新生児の臍ポリープ 

Ｐ83．8 胎児及び新生児に特異的な外皮のその他の明示された病態 

  ブロンズベビー症候群 

  新生児強皮症 

  新生児じんま＜蕁麻＞疹 

Ｐ83．9 胎児及び新生児に特異的な外皮の病態， 詳細不明 

 

周産期に発生したその他の障害（Ｐ90－Ｐ96） 

Other disorders originating in the perinatal period 

 

Ｐ90 新生児のけいれん＜痙攣＞ 

 Convulsions of newborn 

 除外： 

   良性新生児けいれん＜痙攣＞（家族性）（Ｇ40．3） 

Ｐ91 新生児の脳のその他の機能障害 

 Other disturbances of cerebral status of newborn 

Ｐ91．0 新生児脳虚血 

Ｐ91．1 新生児の後天性脳室周囲のう＜嚢＞胞 

Ｐ91．2 新生児の脳白質軟化症 

Ｐ91．3 新生児の脳における易刺激性 

Ｐ91．4 新生児の脳機能抑制 

Ｐ91．5 新生児昏睡 

Ｐ91．6 新生児の低酸素性虚血性脳症 

Ｐ91．8 新生児の脳のその他の明示された機能障害 

Ｐ91．9 新生児の脳の機能障害， 詳細不明 

Ｐ92 新生児の哺乳上の問題 

 Feeding problems of newborn 
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Ｐ92．0 新生児嘔吐 

Ｐ92．1 新生児胃・食道逆流及び反すう 

Ｐ92．2 新生児の緩慢哺乳 

Ｐ92．3 新生児の哺乳不足  

Ｐ92．4 新生児の哺乳過剰 

Ｐ92．5 新生児の母体乳房からの哺乳困難 

Ｐ92．8 新生児のその他の哺乳上の問題 

Ｐ92．9 新生児の哺乳上の問題， 詳細不明 

Ｐ93 胎児及び新生児に投与された薬物による反応及び中毒 

 Reactions and intoxications due to drugs administered to fetus and newborn 

 包含： 

   クロラムフェニコ－ル投与による新生児のグレイ＜灰白＞症候群 

 除外： 

   母体から移行した又は新生児に投与された薬物又は毒素による黄疸 

    （Ｐ58．4） 

   母体へ投与したアヘン剤， 精神安定薬＜トランキライザー＞及びその他の投薬に

よる反応及び中毒（Ｐ04．0－Ｐ04．1， Ｐ04．4） 

   下記からの離脱症状： 

   ・母体の嗜癖性薬物使用（Ｐ96．1） 

   ・新生児における治療的な薬物使用（Ｐ96．2） 

Ｐ94 新生児の筋緊張障害 

 Disorders of muscle tone of newborn 

Ｐ94．0 一過性新生児重症筋無力症 

 除外： 

   重症筋無力症（Ｇ70．0） 

Ｐ94．1 先天性筋緊張亢進 

Ｐ94．2 先天性筋緊張低下 

  非特異性フロッピーベビー症候群 

Ｐ94．8 新生児のその他の筋緊張障害 

Ｐ94．9 新生児の筋緊張障害， 詳細不明 

Ｐ95 原因不明の胎児死亡 

 Fetal death of unspecified cause 

 包含： 
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   死産児 ＮＯＳ 

   死産 ＮＯＳ 

Ｐ96 周産期に発生したその他の病態 

 Other conditions originating in the perinatal period 

Ｐ96．0 先天性腎不全 

  新生児尿毒症  

Ｐ96．1 母体の嗜癖性薬物使用による新生児離脱症状 

  薬物依存の母の児における薬物離脱症候群 

  新生児禁断症候群 

 除外： 

    分娩中の母体に投与したアヘン製剤及び精神安定薬＜トランキライザー＞による

反応及び中毒（P04．0）   

Ｐ96．2 新生児における治療的な薬物使用による離脱症状 

Ｐ96．3 新生児頭蓋縫合開大 

  新生児頭蓋ろう＜癆＞ 

P96．4 妊娠中絶，胎児及び新生児に影響を与える場合 

 除外： 

   妊娠中絶（母体に影響を与える場合）（Ｏ04.-） 

Ｐ96．5 子宮内処置の合併症， 他に分類されないもの 

Ｐ96．8 周産期に発生したその他の明示された病態 

Ｐ96．9 周産期に発生した病態， 詳細不明 

  先天性弱質 ＮＯＳ 

 


