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（２） 疾病分類表 

疾病分類表（大分類） 

分類名 基本分類コ－ド 

a-0100 感染症及び寄生虫症 A00－B99 

a-0101 腸管感染症 A00－A09 

a-0102 結核 A15－A19 

a-0103 皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス性疾患 B00－B09 

a-0104 真菌症 B35－B49 

a-0105 その他の感染症及び寄生虫症 A00－B99の残り 

a-0200 新生物＜腫瘍＞ C00－D48 

（悪性新生物＜腫瘍＞） （C00－C97） 

a-0201 胃の悪性新生物＜腫瘍＞ C16 

a-0202 結腸及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞ C18－C20 

a-0203 気管，気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞ C33－C34 

a-0204 その他の悪性新生物＜腫瘍＞ C00－C15，C17，C21－C32，C37－C97 

a-0205 良性新生物＜腫瘍＞及びその他の新生物＜腫 D00－D48 

瘍＞ 

a-0300 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 D50－D89 

a-0301 貧血 D50－D64 

a-0302 その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機 D65－D89 

構の障害 

a-0400 内分泌，栄養及び代謝疾患 E00－E90 

a-0401 甲状腺障害 E00－E07 

a-0402 糖尿病 E10－E14 

a-0403 脂質異常症 E78 

a-0404 その他の内分泌，栄養及び代謝疾患 E15－E77，E79－E90 

a-0500 精神及び行動の障害 F00－F99 

a-0501 統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障 F20－F29 

害 

a-0502 気分［感情］障害（躁うつ病を含む） F30－F39 

a-0503 神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表 F40－F48 

現性障害 

a-0504 その他の精神及び行動の障害 F00－F19，F50－F99 

a-0600 神経系の疾患 G00－G99 

a-0700 眼及び付属器の疾患 H00－H59 

a-0701 白内障 H25－H26 

a-0702 その他の眼及び付属器の疾患 H00－H22，H27－H59 

a-0800 耳及び乳様突起の疾患 H60－H95 

a-0801 外耳疾患 H60－H62 

a-0802 中耳炎 H65－H67 

a-0803 その他の中耳及び乳様突起の疾患 H68－H75 

a-0804 内耳疾患 H80－H83 

a-0805 その他の耳疾患 H90－H95 
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a-0900 循環器系の疾患 I00－I99 

a-0901 高血圧性疾患 I10－I15 

（心疾患（高血圧性のものを除く）） （I01－I02.0，I05－I09，I20－I25， 

 I27，I30－I52） 

a-0902 虚血性心疾患 I20－I25 

a-0903 その他の心疾患 I01－I02.0，I05－I09，I27，I30－ 

 I52 

（脳血管疾患） （I60－I69） 

a-0904 脳梗塞 I63，I69.3 

a-0905 その他の脳血管疾患 I60－I62，I64－I68，I69.0－I69.2, 

 I69.4－I69.8 

a-0906 その他の循環器系の疾患 I00，I02.9，I26，I28，I70－I99 

a-1000 呼吸器系の疾患 J00－J99 

a-1001 急性上気道感染症 J00－J06 

a-1002 肺炎 J12－J18 

a-1003 急性気管支炎及び急性細気管支炎 J20－J21 

a-1004 気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患 J40－J44 

a-1005 喘息 J45－J46 

a-1006 その他の呼吸器系の疾患 J00－J99の残り 

a-1100 消化器系の疾患 K00－K93 

a-1101 う蝕 K02 

a-1102 歯肉炎及び歯周疾患 K05 

a-1103 その他の歯及び歯の支持組織の障害 K00－K01， K03－K04， K06－K08 

a-1104 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍 K25－K27 

a-1105 胃炎及び十二指腸炎 K29 

a-1106 肝疾患 K70－K77 

a-1107 その他の消化器系の疾患 K00－K93の残り 

a-1200 皮膚及び皮下組織の疾患 L00－L99 

a-1300 筋骨格系及び結合組織の疾患 M00－M99 

a-1301 炎症性多発性関節障害 M05－M14 

a-1302 脊柱障害 M40－M54 

a-1303 骨の密度及び構造の障害 M80－M85 

a-1304 その他の筋骨格系及び結合組織の疾患 M00－M99の残り 

a-1400 腎尿路生殖器系の疾患 N00－N99 

a-1401 糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全 N00－N19 

a-1402 乳房及び女性生殖器の疾患 N60－N98，N99.2－N99.3 

a-1403 その他の腎尿路生殖器系の疾患 N00－N99の残り 

a-1500 妊娠，分娩及び産じょく O00－O99 

a-1501 流産 O00－O08 

a-1502 妊娠高血圧症候群 O10－O16 

a-1503 単胎自然分娩 O80 

a-1504 その他の妊娠，分娩及び産じょく O20－O75，O81－O99 

a-1600 周産期に発生した病態 P00－P96 

a-1700 先天奇形，変形及び染色体異常 Q00－Q99 
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a-1800 症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見 R00－R99 

で他に分類されないもの 

a-1900 損傷，中毒及びその他の外因の影響 S00－T98 

a-1901 骨折 S02，S12，S22，S32，S42，S52，S62， 

 S72，S82，S92，T02，T08，T10，T12， 

 T14.2 

a-1902 その他の損傷，中毒及びその他の外因の影響 S00－T98の残り 

a-2100 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービ Z00－Z99 

スの利用 

a-2101 正常妊娠及び産じょくの管理並びに家族計画 Z30－Z39 

a-2102 歯の補てつ Z46.3 

a-2103 その他の健康状態に影響を及ぼす要因及び保 Z00－Z99の残り 

健サービスの利用 

a-2200 特殊目的用コード U00－U99 

a-2210 重症急性呼吸器症候群［SARS］ U04 

a-2220 その他の特殊目的用コード U00－U99の残り 

 

疾病分類表（中分類） 

分類名 基本分類コード 大分類コード 

b-0100 感染症及び寄生虫症 A00－B99 a-0100 

b-0101 腸管感染症 A00－A09 a-0101 

b-0102 結核 A15－A19 a-0102 

b-0103 主として性的伝播様式をとる感染症 A50－A64 a-0105 

b-0104 皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス性疾患 B00－B09 a-0103 

b-0105 ウイルス性肝炎 B15－B19 a-0105 

b-0106 その他のウイルス性疾患 A80－A99，B20－B34 a-0105 

b-0107 真菌症 B35－B49 a-0104 

b-0108 感染症及び寄生虫症の続発・後遺症 B90－B94 a-0105 

b-0109 その他の感染症及び寄生虫症 A00－B99の残り a-0105 

b-0200 新生物＜腫瘍＞ C00－D48 a-0200 

b-0201 胃の悪性新生物＜腫瘍＞ C16 a-0201 

b-0202 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞ C18 a-0202 

b-0203 直腸 S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜ C19－C20 a-0202 

腫瘍＞ 

b-0204 肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞ C22 a-0204 

b-0205 気管，気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞ C33－C34 a-0203 

b-0206 乳房の悪性新生物＜腫瘍＞ C50 a-0204 

b-0207 子宮の悪性新生物＜腫瘍＞ C53－C55 a-0204 

b-0208 悪性リンパ腫 C81－C86 a-0204 

b-0209 白血病 C91－C95 a-0204 

b-0210 その他の悪性新生物＜腫瘍＞ C00－C97の残り a-0204 

b-0211 良性新生物＜腫瘍＞及びその他の新生物＜腫 D00－D48 a-0205 

瘍＞ 

b-0300 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 D50－D89 a-0300 

b-0301 貧血 D50－D64 a-0301 
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b-0302 その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機 D65－D89 a-0302 

構の障害 

b-0400 内分泌，栄養及び代謝疾患 E00－E90 a-0400 

b-0401 甲状腺障害 E00－E07 a-0401 

b-0402 糖尿病 E10－E14 a-0402 

b-0403 脂質異常症 E78 a-0403 

b-0404 その他の内分泌，栄養及び代謝疾患 E15－E77，E79－E90 a-0404 

b-0500 精神及び行動の障害 F00－F99 a-0500 

b-0501 血管性及び詳細不明の認知症 F01，F03 a-0504 

b-0502 精神作用物質使用による精神及び行動の障害 F10－F19 a-0504 

b-0503 統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障 F20－F29 a-0501 

害 

b-0504 気分［感情］障害（躁うつ病を含む） F30－F39 a-0502 

b-0505 神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表 F40－F48 a-0503 

現性障害 

b-0506 知的障害＜精神遅滞＞ F70－F79 a-0504 

b-0507 その他の精神及び行動の障害 F00－F99の残り a-0504 

b-0600 神経系の疾患 G00－G99 a-0600 

b-0601 パーキンソン病 G20 a-0600 

b-0602 アルツハイマー病 G30 a-0600 

b-0603 てんかん G40－G41 a-0600 

b-0604 脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群 G80－G83 a-0600 

b-0605 自律神経系の障害 G90 a-0600 

b-0606 その他の神経系の疾患 G00－G99の残り a-0600 

b-0700 眼及び付属器の疾患 H00－H59 a-0700 

b-0701 結膜炎 H10 a-0702 

b-0702 白内障 H25－H26 a-0701 

b-0703 屈折及び調節の障害 H52 a-0702 

b-0704 その他の眼及び付属器の疾患 H00－H59の残り a-0702 

b-0800 耳及び乳様突起の疾患 H60－H95 a-0800 

b-0801 外耳炎 H60 a-0801 

b-0802 その他の外耳疾患 H61－H62 a-0801 

b-0803 中耳炎 H65－H67 a-0802 

b-0804 その他の中耳及び乳様突起の疾患 H68－H75 a-0803 

b-0805 メニエール病 H81.0 a-0804 

b-0806 その他の内耳疾患 H80，H81.1－H83 a-0804 

b-0807 その他の耳疾患 H90－H95 a-0805 

b-0900 循環器系の疾患 I00－I99 a-0900 

b-0901 高血圧性疾患 I10－I15 a-0901 

b-0902 虚血性心疾患 I20－I25 a-0902 

b-0903 その他の心疾患 I01－I02.0，I05－I09， a-0903 

 I27，I30－I52 

b-0904 くも膜下出血 I60，I69.0 a-0905 

b-0905 脳内出血 I61，I69.1 a-0905 

b-0906 脳梗塞 I63，I69.3 a-0904 
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b-0907 脳動脈硬化（症） I67.2 a-0905 

b-0908 その他の脳血管疾患 I62，I64－I67.1， a-0905 

 I67.3－I68，I69.2， 

 I69.4－I69.8 

b-0909 動脈硬化（症） I70 a-0906 

b-0911 低血圧（症） I95 a-0906 

b-0912 その他の循環器系の疾患 I00－I99の残り a-0906 

b-1000 呼吸器系の疾患 J00－J99 a-1000 

b-1001 急性鼻咽頭炎［かぜ］＜感冒＞ J00 a-1001 

b-1002 急性咽頭炎及び急性扁桃炎 J02－J03 a-1001 

b-1003 その他の急性上気道感染症 J01，J04－J06 a-1001 

b-1004 肺炎 J12－J18 a-1002 

b-1005 急性気管支炎及び急性細気管支炎 J20－J21 a-1003 

b-1006 アレルギー性鼻炎 J30 a-1006 

b-1007 慢性副鼻腔炎 J32 a-1006 

b-1008 急性又は慢性と明示されない気管支炎 J40 a-1004 

b-1009 慢性閉塞性肺疾患 J41－J44 a-1004 

b-1010 喘息 J45－J46 a-1005 

b-1011 その他の呼吸器系の疾患 J00－J99の残り a-1006 

b-1100 消化器系の疾患 K00－K93 a-1100 

b-1101 う蝕 K02 a-1101 

b-1102 歯肉炎及び歯周疾患 K05 a-1102 

b-1103 その他の歯及び歯の支持組織の障害 K00－K01，K03－K04， a-1103 

 K06－K08 

b-1104 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍 K25－K27 a-1104 

b-1105 胃炎及び十二指腸炎 K29 a-1105 

b-1106 痔核 K64 a-1107 

b-1107 アルコ－ル性肝疾患 K70 a-1106 

b-1108 慢性肝炎（アルコール性のものを除く） K73 a-1106 

b-1109 肝硬変（アルコール性のものを除く） K74.3－K74.6 a-1106 

b-1110 その他の肝疾患 K71－K72，K74.0－ a-1106 

 K74.2，K75－K77 

b-1111 胆石症及び胆のう炎 K80－K81 a-1107 

b-1112 膵疾患 K85－K86 a-1107 

b-1113 その他の消化器系の疾患 K00－K93の残り a-1107 

b-1200 皮膚及び皮下組織の疾患 L00－L99 a-1200 

b-1201 皮膚及び皮下組織の感染症 L00－L08 a-1200 

b-1202 皮膚炎及び湿疹 L20－L30 a-1200 

b-1203 その他の皮膚及び皮下組織の疾患 L10－L14，L40－L99 a-1200 

b-1300 筋骨格系及び結合組織の疾患 M00－M99 a-1300 

b-1301 炎症性多発性関節障害 M05－M14 a-1301 

b-1302 関節症 M15－M19 a-1304 

b-1303 脊椎障害（脊椎症を含む） M45－M49 a-1302 

b-1304 椎間板障害 M50－M51 a-1302 

b-1305 頚腕症候群 M53.1 a-1302 
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b-1306 腰痛症及び坐骨神経痛 M54.3－M54.5 a-1302 

b-1307 その他の脊柱障害 M40－M43，M53.0， a-1302 

 M53.2－M53.9，M54.0－ 

 M54.2，M54.6－M54.9 

b-1308 肩の傷害＜損傷＞ M75 a-1304 

b-1309 骨の密度及び構造の障害 M80－M85 a-1303 

b-1310 その他の筋骨格系及び結合組織の疾患 M00－M99の残り a-1304 

b-1400 腎尿路生殖器系の疾患 N00－N99 a-1400 

b-1401 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患 N00－N16 a-1401 

b-1402 腎不全 N17－N19 a-1401 

b-1403 尿路結石症 N20－N23 a-1403 

b-1404 その他の腎尿路系の疾患 N25－N39，N99.0－ a-1403 

 N99.1，N99.4－N99.9 

b-1405 前立腺肥大（症） N40 a-1403 

b-1406 その他の男性生殖器の疾患 N41－N51 a-1403 

b-1407 月経障害及び閉経周辺期障害 N91－N92，N94.0， a-1402 

 N94.3－N95 

b-1408 乳房及びその他の女性生殖器の疾患 N60－N90，N93，N94.1 a-1402 

 －N94.2，N96－N98， 

 N99.2－N99.3 

b-1500 妊娠，分娩及び産じょく O00－O99 a-1500 

b-1501 流産 O00－O08 a-1501 

b-1502 妊娠高血圧症候群 O10－O16 a-1502 

b-1503 単胎自然分娩 O80 a-1503 

b-1504 その他の妊娠，分娩及び産じょく O20－O75，O81－O99 a-1504 

b-1600 周産期に発生した病態 P00－P96 a-1600 

b-1601 妊娠及び胎児発育に関連する障害 P05－P08 a-1600 

b-1602 その他の周産期に発生した病態 P00－P04，P10－P96 a-1600 

b-1700 先天奇形，変形及び染色体異常 Q00－Q99 a-1700 

b-1701 心臓の先天奇形 Q20－Q24 a-1700 

b-1702 その他の先天奇形，変形及び染色体異常 Q00－Q18，Q25－Q99 a-1700 

b-1800 症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見 R00－R99 a-1800 

で他に分類されないもの 

b-1900 損傷，中毒及びその他の外因の影響 S00－T98 a-1900 

b-1901 骨折 S02，S12，S22，S32， a-1901 

 S42，S52，S62，S72， 

 S82，S92，T02，T08， 

 T10，T12，T14.2 

b-1902 頭蓋内損傷及び内臓の損傷 S06，S26－S27，S36－ a-1902 

 S37 

b-1903 熱傷及び腐食 T20－T32 a-1902 

b-1904 中毒 T36－T65 a-1902 

b-1905 その他の損傷及びその他の外因の影響 S00－T98の残り a-1902 
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b-2100 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービ Z00－Z99 a-2100 

スの利用 

b-2101 検査及び診査のための保健サービスの利用者 Z00－Z13 a-2103 

b-2102 予防接種 Z23－Z27 a-2103 

b-2103 正常妊娠及び産じょくの管理並びに家族計画 Z30－Z39 a-2101 

b-2104 歯の補てつ Z46.3 a-2102 

b-2105 特定の処置（歯の補てつを除く）及び保健ケ Z40－Z46.2，Z46.4－ a-2103 

アのための保健サービスの利用者 Z54 

b-2106 その他の理由による保健サービスの利用者 Z00－Z99の残り a-2103 

b-2200 特殊目的用コード U00－U99 a-2200 

b-2210 重症急性呼吸器症候群［SARS］ U04 a-2210 

b-2220 その他の特殊目的用コード U00－U99の残り a-2220 

 

疾病分類表（小分類）    

分類名 基本分類コ－ド 中分類コ－ド 

c-0100 感染症及び寄生虫症 A00－B99 b-0100 

c-0101 原因の明示された腸管感染症 A00－A08 b-0101 

c-0102 感染症と推定される下痢及び胃腸炎 A09 b-0101 

c-0103 呼吸器結核 A15－A16 b-0102 

c-0104 その他の結核 A17－A19 b-0102 

c-0105 百日咳 A37 b-0109 

c-0106 敗血症 A40－A41 b-0109 

c-0107 その他の細菌性疾患 A20－A36，A38－A39， b-0109 

 A42－A49 

c-0108 梅毒 A50－A53 b-0103 

c-0109 淋菌感染症 A54 b-0103 

c-0110 主として性的伝播様式をとるその他の感染症 A55－A64 b-0103 

c-0111 ヘルペスウイルス感染症 B00 b-0104 

c-0112 水痘 B01 b-0104 

c-0113 帯状疱疹 B02 b-0104 

c-0114 麻疹 B05 b-0104 

c-0115 風疹 B06 b-0104 

c-0116 皮膚及び粘膜の病変を伴うその他のウイルス B03－B04，B07－B09 b-0104 

性疾患 

c-0117 B型ウイルス性肝炎 B16－B17.0，B18.0－ b-0105 

 B18.1 

c-0118 C型ウイルス性肝炎 B17.1，B18.2 b-0105 

c-0119 その他のウイルス性肝炎 B15－B19の残り b-0105 

c-0120 ヒト免疫不全ウイルス［HIV］病 B20－B24 b-0106 

c-0121 ムンプス B26 b-0106 

c-0122 その他のウイルス性疾患 A80－A99，B25，B27－ b-0106 

 B34 

c-0123 皮膚糸状菌症 B35 b-0107 

c-0124 カンジダ症 B37 b-0107 

c-0125 その他の真菌症 B36，B38－B49 b-0107 
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c-0126 結核の続発・後遺症 B90 b-0108 

c-0127 その他の感染症及び寄生虫症の続発・後遺症 B91－B94 b-0108 

c-0128 その他の感染症及び寄生虫症 A00－B99の残り b-0109 

c-0200 新生物＜腫瘍＞ C00－D48 b-0200 

c-0201 口唇，口腔及び咽頭の悪性新生物＜腫瘍＞ C00－C14 b-0210 

c-0202 食道の悪性新生物＜腫瘍＞ C15 b-0210 

c-0203 胃の悪性新生物＜腫瘍＞ C16 b-0201 

c-0204 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞ C18 b-0202 

c-0205 直腸 S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜ C19－C20 b-0203 

腫瘍＞ 

c-0206 肛門及び肛門管の悪性新生物＜腫瘍＞ C21 b-0210 

c-0207 肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞ C22 b-0204 

c-0208 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物＜腫 C23－C24 b-0210 

瘍＞ 

c-0209 膵の悪性新生物＜腫瘍＞ C25 b-0210 

c-0210 その他の消化器の悪性新生物＜腫瘍＞ C17，C26 b-0210 

c-0211 喉頭の悪性新生物＜腫瘍＞ C32 b-0210 

c-0212 気管，気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞ C33－C34 b-0205 

c-0213 その他の呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物 C30－C31，C37－C39 b-0210 

＜腫瘍＞ 

c-0214 骨及び関節軟骨の悪性新生物＜腫瘍＞ C40－C41 b-0210 

c-0215 皮膚の悪性黒色腫 C43 b-0210 

c-0216 その他の皮膚の悪性新生物＜腫瘍＞ C44 b-0210 

c-0217 中皮及び軟部組織の悪性新生物＜腫瘍＞ C45－C49 b-0210 

c-0218 乳房の悪性新生物＜腫瘍＞ C50 b-0206 

c-0219 子宮頚（部）の悪性新生物＜腫瘍＞ C53 b-0207 

c-0220 子宮体（部）の悪性新生物＜腫瘍＞ C54 b-0207 

c-0221 子宮の部位不明の悪性新生物＜腫瘍＞ C55 b-0207 

c-0222 卵巣の悪性新生物＜腫瘍＞ C56 b-0210 

c-0223 その他の女性生殖器の悪性新生物＜腫瘍＞ C51－C52，C57－C58 b-0210 

c-0224 前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞ C61 b-0210 

c-0225 その他の男性生殖器の悪性新生物＜腫瘍＞ C60，C62－C63 b-0210 

c-0226 腎及び腎盂の悪性新生物＜腫瘍＞ C64－C65 b-0210 

c-0227 膀胱の悪性新生物＜腫瘍＞ C67 b-0210 

c-0228 その他の尿路の悪性新生物＜腫瘍＞ C66，C68 b-0210 

c-0229 眼及び付属器の悪性新生物＜腫瘍＞ C69 b-0210 

c-0230 中枢神経系の悪性新生物＜腫瘍＞ C70－C72，C75.1－ b-0210 

 C75.3 

c-0231 甲状腺の悪性新生物＜腫瘍＞ C73 b-0210 

c-0232 ホジキンリンパ腫 C81 b-0208 

c-0233 非ホジキンリンパ腫 C82－C86 b-0208 

c-0234 白血病 C91－C95 b-0209 

c-0235 その他のリンパ組織，造血組織及び関連組織 C88－C90，C96 b-0210 

の悪性新生物＜腫瘍＞ 

c-0236 その他の悪性新生物＜腫瘍＞ C00－C97の残り b-0210 
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c-0237 子宮頚（部）の上皮内癌 D06 b-0211 

c-0238 その他の上皮内新生物＜腫瘍＞ D00－D05，D07－D09 b-0211 

c-0239 皮膚の良性新生物＜腫瘍＞ D22－D23 b-0211 

c-0240 乳房の良性新生物＜腫瘍＞ D24 b-0211 

c-0241 子宮平滑筋腫 D25 b-0211 

c-0242 卵巣の良性新生物＜腫瘍＞ D27 b-0211 

c-0243 腎尿路の良性新生物＜腫瘍＞ D30 b-0211 

c-0244 中枢神経系のその他の新生物＜腫瘍＞ D32－D33，D35.2－ b-0211 

 D35.4，D42－D43， 

 D44.3－D44.5 

c-0245 その他の新生物＜腫瘍＞ D00－D48の残り b-0211 

c-0300 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 D50－D89 b-0300 

c-0301 鉄欠乏性貧血 D50 b-0301 

c-0302 その他の貧血 D51－D64 b-0301 

c-0303 出血性の病態並びにその他の血液及び造血器 D65－D77 b-0302 

の疾患 

c-0304 免疫機構の障害 D80－D89 b-0302 

c-0400 内分泌，栄養及び代謝疾患 E00－E90 b-0400 

c-0401 甲状腺中毒症 E05 b-0401 

c-0402 甲状腺炎 E06 b-0401 

c-0403 その他の甲状腺障害 E00－E04，E07 b-0401 

c-0404 １型糖尿病 E10 b-0402 

c-0405 ２型糖尿病 E11 b-0402 

c-0406 その他の糖尿病 E12－E14 b-0402 

c-0407 卵巣機能障害 E28 b-0404 

c-0408 栄養失調（症）及びビタミン欠乏症 E40－E46，E50－E56 b-0404 

c-0409 肥満（症） E66 b-0404 

c-0410 脂質異常症 E78 b-0403 

c-0411 体液量減少（症） E86 b-0404 

c-0412 その他の内分泌，栄養及び代謝疾患 E00－E90の残り b-0404 

c-0500 精神及び行動の障害 F00－F99 b-0500 

c-0501 血管性及び詳細不明の認知症 F01，F03 b-0501 

c-0502 アルコ－ル使用＜飲酒＞による精神及び行動 F10 b-0502 

の障害 

c-0503 その他の精神作用物質使用による精神及び行 F11－F19 b-0502 

動の障害 

c-0504 統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障 F20－F29 b-0503 

害 

c-0505 気分［感情］障害（躁うつ病を含む） F30－F39 b-0504 

c-0506 神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表 F40－F48 b-0505 

現性障害 

c-0507 知的障害＜精神遅滞＞ F70－F79 b-0506 

c-0508 その他の精神及び行動の障害 F00－F99の残り b-0507 

c-0600 神経系の疾患 G00－G99 b-0600 

c-0601 髄膜炎 G00－G03 b-0606 
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c-0602 中枢神経系の炎症性疾患 G04－G09 b-0606 

c-0603 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群 G12 b-0606 

c-0604 パーキンソン病 G20 b-0601 

c-0605 アルツハイマー病 G30 b-0602 

c-0606 多発性硬化症 G35 b-0606 

c-0607 てんかん G40－G41 b-0603 

c-0608 片頭痛及びその他の頭痛症候群 G43－G44 b-0606 

c-0609 一過性脳虚血発作及び関連症候群 G45 b-0606 

c-0610 睡眠障害 G47 b-0606 

c-0611 神経，神経根及び神経そうの障害 G50－G64 b-0606 

c-0612 脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群 G80－G83 b-0604 

c-0613 自律神経系の障害 G90 b-0605 

c-0614 その他の神経系の疾患 G00－G99の残り b-0606 

c-0700 眼及び付属器の疾患 H00－H59 b-0700 

c-0701 麦粒腫及びさん粒腫 H00 b-0704 

c-0702 涙器の障害 H04 b-0704 

c-0703 結膜炎 H10 b-0701 

c-0704 角膜炎 H16 b-0704 

c-0705 白内障 H25－H26 b-0702 

c-0706 網膜剥離及び裂孔 H33 b-0704 

c-0707 網膜血管閉塞症 H34 b-0704 

c-0708 緑内障 H40－H42 b-0704 

c-0709 斜視 H49－H50 b-0704 

c-0710 屈折及び調節の障害 H52 b-0703 

c-0711 両眼性及び単眼性視覚障害（盲を含む） H54 b-0704 

c-0712 その他の眼及び付属器の疾患 H00－H59の残り b-0704 

c-0800 耳及び乳様突起の疾患 H60－H95 b-0800 

c-0801 外耳炎 H60 b-0801 

c-0802 耳垢栓塞 H61.2 b-0802 

c-0803 その他の外耳疾患 H61.0－H61.1，H61.3 b-0802 

 －H62 

c-0804 中耳炎 H65－H67 b-0803 

c-0805 耳管炎 H68.0 b-0804 

c-0806 耳管閉塞 H68.1 b-0804 

c-0807 中耳真珠腫 H71 b-0804 

c-0808 その他の中耳及び乳様突起の疾患 H69－H70，H72－H75 b-0804 

c-0809 メニエール病 H81.0 b-0805 

c-0810 中枢性めまい H81.4 b-0806 

c-0811 その他の内耳疾患 H80，H81.1－H81.3， b-0806 

 H81.8－H81.9，H82－H83 

c-0812 難聴 H90－H91 b-0807 

c-0813 その他の耳疾患 H92－H95 b-0807 

c-0900 循環器系の疾患 I00－I99 b-0900 

c-0901 本態性（原発性）高血圧（症） I10 b-0901 

c-0902 高血圧性心疾患 I11 b-0901 
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c-0903 高血圧性腎疾患 I12 b-0901 

c-0904 高血圧性心腎疾患 I13 b-0901 

c-0905 二次性高血圧症 I15 b-0901 

c-0906 狭心症 I20 b-0902 

c-0907 急性心筋梗塞 I21－I22 b-0902 

c-0908 冠動脈硬化症 I25.0－I25.1 b-0902 

c-0909 陳旧性心筋梗塞 I25.2 b-0902 

c-0910 その他の虚血性心疾患 I23－I24，I25.3－ b-0902 

 I25.9 

c-0911 慢性リウマチ性心疾患 I05－I09 b-0903 

c-0912 慢性非リウマチ性心内膜疾患 I34－I39 b-0903 

c-0913 心筋症 I42－I43 b-0903 

c-0914 不整脈及び伝導障害 I44－I49 b-0903 

c-0915 心不全 I50 b-0903 

c-0916 その他の心疾患 I01－I02.0，I27，I30 b-0903 

 －I33，I40－I41，I51 

 －I52 

c-0917 くも膜下出血 I60，I69.0 b-0904 

c-0918 脳内出血 I61，I69.1 b-0905 

c-0919 脳梗塞 I63，I69.3 b-0906 

c-0920 脳動脈硬化（症） I67.2 b-0907 

c-0921 その他の脳血管疾患 I62，I64－I67.1， b-0908 

 I67.3－I68，I69.2， 

 I69.4－I69.8 

c-0922 肺塞栓症 I26 b-0912 

c-0923 動脈硬化（症） I70 b-0909 

c-0924 大動脈瘤及び解離 I71 b-0912 

c-0925 レイノー症候群 I73.0 b-0912 

c-0926 動脈の塞栓症及び血栓症 I74 b-0912 

c-0927 その他の動脈，細動脈及び毛細血管の疾患 I72，I77－I79 b-0912 

c-0928 静脈炎，血栓（性）静脈炎並びに静脈の塞栓 I80－I82 b-0912 

症及び血栓症 

c-0929 下肢の静脈瘤 I83 b-0912 

c-0931 食道静脈瘤 I85 b-0912 

c-0932 低血圧（症） I95 b-0911 

c-0933 その他の循環器系の疾患 I00－I99の残り b-0912 

c-1000 呼吸器系の疾患 J00－J99 b-1000 

c-1001 急性鼻咽頭炎［かぜ］＜感冒＞ J00 b-1001 

c-1002 急性副鼻腔炎 J01 b-1003 

c-1003 急性咽頭炎及び急性扁桃炎 J02－J03 b-1002 

c-1004 急性喉頭炎及び気管炎 J04 b-1003 

c-1005 その他の急性上気道感染症 J05－J06 b-1003 

c-1006 インフルエンザ J09－J11 b-1011 

c-1007 肺炎 J12－J18 b-1004 

c-1008 急性気管支炎 J20 b-1005 
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c-1009 急性細気管支炎 J21 b-1005 

c-1010 アレルギー性鼻炎 J30 b-1006 

c-1011 慢性副鼻腔炎 J32 b-1007 

c-1012 その他の鼻及び副鼻腔の疾患 J31，J33－J34 b-1011 

c-1013 扁桃及びアデノイドの慢性疾患 J35 b-1011 

c-1014 その他の上気道の疾患 J36－J39 b-1011 

c-1015 急性又は慢性と明示されない気管支炎 J40 b-1008 

c-1016 慢性閉塞性肺疾患 J41－J44 b-1009 

c-1017 喘息 J45－J46 b-1010 

c-1018 気管支拡張症 J47 b-1011 

c-1019 じん肺（症） J60－J65 b-1011 

c-1020 間質性肺疾患 J80－J84 b-1011 

c-1021 気胸 J93 b-1011 

c-1022 その他の呼吸器系の疾患 J00－J99の残り b-1011 

c-1100 消化器系の疾患 K00－K93 b-1100 

c-1101 う蝕 K02 b-1101 

c-1102 歯肉炎及び歯周疾患 K05 b-1102 

c-1103 その他の歯及び歯の支持組織の障害 K00－K01，K03－K04， b-1103 

 K06－K08 

c-1104 口内炎及び関連疾患 K12 b-1113 

c-1105 その他の口腔，唾液腺及び顎の疾患 K09－K11，K13－K14 b-1113 

c-1106 胃潰瘍 K25 b-1104 

c-1107 十二指腸潰瘍 K26 b-1104 

c-1108 部位不明の消化性潰瘍 K27 b-1104 

c-1109 胃炎及び十二指腸炎 K29 b-1105 

c-1110 その他の食道，胃及び十二指腸の疾患 K20－K23，K28，K30－ b-1113 

 K31 

c-1111 虫垂の疾患 K35－K38 b-1113 

c-1112 鼠径ヘルニア K40 b-1113 

c-1113 その他のヘルニア K41－K46 b-1113 

c-1114 クロ－ン病 K50 b-1113 

c-1115 潰瘍性大腸炎 K51 b-1113 

c-1116 腸閉塞 K56 b-1113 

c-1117 過敏性腸症候群 K58 b-1113 

c-1118 便秘 K59.0 b-1113 

c-1119 裂肛及び痔瘻 K60 b-1113 

c-1120 痔核 K64 b-1106 

c-1121 その他の胃腸の疾患 K52，K55，K57， b-1113 

 K59.1－K59.9，K61－K63 

c-1122 腹膜の疾患 K65－K67 b-1113 

c-1123 アルコール性肝疾患 K70 b-1107 

c-1124 慢性肝炎（アルコール性のものを除く） K73 b-1108 

c-1125 肝硬変（アルコール性のものを除く） K74.3－K74.6 b-1109 

c-1126 その他の肝疾患 K71－K72，K74.0－ b-1110 

 K74.2，K75－K77 
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c-1127 胆石症 K80 b-1111 

c-1128 胆のう炎 K81 b-1111 

c-1129 急性膵炎 K85 b-1112 

c-1130 慢性膵炎 K86.0－K86.1 b-1112 

c-1131 その他の膵疾患 K86.2－K86.9 b-1112 

c-1132 その他の消化器系の疾患 K82－K83，K87－K93 b-1113 

c-1200 皮膚及び皮下組織の疾患 L00－L99 b-1200 

c-1201 皮膚及び皮下組織の感染症 L00－L08 b-1201 

c-1202 アトピー性皮膚炎 L20 b-1202 

c-1203 接触皮膚炎 L21－L25 b-1202 

c-1204 その他の皮膚炎及び湿疹 L26－L30 b-1202 

c-1205 乾せん及びその他の丘疹落せつ性障害 L40－L45 b-1203 

c-1206 じんま疹 L50 b-1203 

c-1207 爪の障害 L60－L62 b-1203 

c-1208 脱毛症 L63－L65 b-1203 

c-1209 ざ瘡＜アクネ＞ L70 b-1203 

c-1210 色素異常症 L80－L81 b-1203 

c-1211 うおのめ及びべんち L84 b-1203 

c-1212 その他の皮膚及び皮下組織の疾患 L00－L99の残り b-1203 

c-1300 筋骨格系及び結合組織の疾患 M00－M99 b-1300 

c-1301 関節リウマチ M05－M06 b-1301 

c-1302 痛風 M10 b-1301 

c-1303 その他の炎症性多発性関節障害 M07－M09，M11－M14 b-1301 

c-1304 関節症 M15－M19 b-1302 

c-1305 四肢の後天性変形 M20－M21 b-1310 

c-1306 膝内障 M23 b-1310 

c-1307 関節痛 M25.5 b-1310 

c-1308 その他の関節障害 M00－M03，M22，M24－ b-1310 

 M25.4，M25.6－M25.9 

c-1309 全身性エリテマトーデス＜SLE＞ M32 b-1310 

c-1310 乾燥症候群［シェーグレン症候群］ M35.0 b-1310 

c-1311 ベーチェット病 M35.2 b-1310 

c-1312 その他の全身性結合組織障害 M30－M31，M33－M34， b-1310 

 M35.1，M35.3－M36 

c-1313 脊椎障害（脊椎症を含む） M45－M49 b-1303 

c-1314 椎間板障害 M50－M51 b-1304 

c-1315 頚腕症候群 M53.1 b-1305 

c-1316 腰痛症及び坐骨神経痛 M54.3－M54.5 b-1306 

c-1317 その他の背部痛 M54.6－M54.9 b-1307 

c-1318 その他の脊柱障害 M40－M43，M53.0， b-1307 

 M53.2－M53.9，M54.0 

 －M54.2 

c-1319 軟部組織障害 M60－M73，M76－M79 b-1310 

c-1320 肩の傷害＜損傷＞ M75 b-1308 

c-1321 骨粗しょう症 M80－M82 b-1309 
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c-1322 その他の骨の密度及び構造の障害 M83－M85 b-1309 

c-1323 骨髄炎 M86 b-1310 

c-1324 若年性骨軟骨症＜骨端症＞ M91－M92 b-1310 

c-1325 その他の筋骨格系及び結合組織の疾患 M87－M90，M93－M99 b-1310 

c-1400 腎尿路生殖器系の疾患 N00－N99 b-1400 

c-1401 急性及び急速進行性腎炎症候群 N00－N01 b-1401 

c-1402 ネフローゼ症候群 N04 b-1401 

c-1403 その他の糸球体疾患 N02－N03，N05－N08 b-1401 

c-1404 腎尿細管間質性疾患 N10－N16 b-1401 

c-1405 慢性腎臓病 N18 b-1402 

c-1406 その他の腎不全 N17，N19 b-1402 

c-1407 尿路結石症 N20－N23 b-1403 

c-1408 膀胱炎 N30 b-1404 

c-1409 その他の腎尿路系の疾患 N25－N29，N31－N39， b-1404 

 N99.0－N99.1，N99.4 

 －N99.9 

c-1410 前立腺肥大（症） N40 b-1405 

c-1411 その他の男性生殖器の疾患 N41－N51 b-1406 

c-1412 乳房の障害 N60－N64 b-1408 

c-1413 卵管炎及び卵巣炎 N70 b-1408 

c-1414 子宮頚（部）の炎症性疾患 N72 b-1408 

c-1415 その他の女性骨盤臓器の炎症性疾患 N71，N73－N77 b-1408 

c-1416 子宮内膜症 N80 b-1408 

c-1417 女性性器脱 N81 b-1408 

c-1418 卵巣，卵管及び子宮広間膜の非炎症性障害 N83 b-1408 

c-1419 月経障害 N91－N92，N94.0， b-1407 

 N94.3－N94.9 

c-1420 閉経期及びその他の閉経周辺期障害 N95 b-1407 

c-1421 女性不妊症 N97 b-1408 

c-1422 その他の女性生殖器の疾患 N82，N84－N90，N93， b-1408 

 N94.1－N94.2，N96， 

 N98，N99.2－N99.3 

c-1500 妊娠，分娩及び産じょく O00－O99 b-1500 

c-1501 自然流産 O03 b-1501 

c-1502 医学的人工流産 O04 b-1501 

c-1503 その他の流産 O00－O02，O05－O08 b-1501 

c-1504 妊娠高血圧症候群 O10－O16 b-1502 

c-1505 妊娠早期の出血（切迫流産を含む） O20 b-1504 

c-1506 前置胎盤，胎盤早期剥離及び分娩前出血 O44－O46 b-1504 

c-1507 その他の胎児及び羊膜腔に関連する母体のケ O30－O43，O47－O48 b-1504 

ア並びに予想される分娩の諸問題 

c-1508 早産 O60 b-1504 

c-1509 分娩後出血 O72 b-1504 

c-1510 単胎自然分娩 O80 b-1503 
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c-1511 その他の妊娠及び分娩の障害及び合併症 O21－O29，O61－O71， b-1504 

 O73－O75，O81－O84 

c-1512 主として産じょくに関連する合併症及びその O85－O99 b-1504 

他の産科的病態，他に分類されないもの 

c-1600 周産期に発生した病態 P00－P96 b-1600 

c-1601 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害 P05－P08 b-1601 

c-1602 出産外傷 P10－P15 b-1602 

c-1603 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害 P20－P29 b-1602 

c-1604 周産期に特異的な感染症 P35－P39 b-1602 

c-1605 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害 P50－P61 b-1602 

c-1606 その他の周産期に発生した病態 P00－P96の残り b-1602 

c-1700 先天奇形，変形及び染色体異常 Q00－Q99 b-1700 

c-1701 二分脊椎＜脊椎披裂＞ Q05 b-1702 

c-1702 その他の神経系の先天奇形 Q00－Q04，Q06－Q07 b-1702 

c-1703 心臓の先天奇形 Q20－Q24 b-1701 

c-1704 その他の循環器系の先天奇形 Q25－Q28 b-1702 

c-1705 唇裂及び口蓋裂 Q35－Q37 b-1702 

c-1706 小腸の先天欠損，閉鎖及び狭窄 Q41 b-1702 

c-1707 その他の消化器系の先天奇形 Q38－Q40，Q42－Q45 b-1702 

c-1708 停留精巣＜睾丸＞ Q53 b-1702 

c-1709 その他の腎尿路生殖器系の先天奇形 Q50－Q52，Q54－Q64 b-1702 

c-1710 股関節部の先天変形 Q65 b-1702 

c-1711 足の先天変形 Q66 b-1702 

c-1712 脊柱及び骨性胸郭の先天奇形 Q76 b-1702 

c-1713 その他の筋骨格系の先天奇形及び変形 Q67－Q75，Q77－Q79 b-1702 

c-1714 その他の先天奇形 Q10－Q18，Q30－Q34， b-1702 

 Q80－Q89 

c-1715 染色体異常，他に分類されないもの Q90－Q99 b-1702 

c-1800 症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見 R00－R99 b-1800 

で他に分類されないもの 

c-1801 腹痛及び骨盤痛 R10 b-1800 

c-1802 めまい R42 b-1800 

c-1803 不明熱 R50 b-1800 

c-1804 頭痛 R51 b-1800 

c-1805 老衰 R54 b-1800 

c-1806 その他の症状，徴候及び異常臨床所見・異常 R00－R99の残り b-1800 

検査所見で他に分類されないもの 

c-1900 損傷，中毒及びその他の外因の影響 S00－T98 b-1900 

c-1901 頭蓋骨及び顔面骨の骨折 S02 b-1901 

c-1902 頚部，胸部及び骨盤の骨折（脊椎を含む） S12，S22，S32，T08 b-1901 

c-1903 大腿骨の骨折 S72 b-1901 

c-1904 その他の四肢の骨折 S42，S52，S62，S82， b-1901 

 S92，T10，T12 

c-1905 多部位及び部位不明の骨折 T02，T14.2 b-1901 



- 16 - 

 

c-1906 脱臼，捻挫及びストレイン S03，S13，S23，S33， b-1905 

 S43，S53，S63，S73， 

 S83，S93，T03，T14.3 

c-1907 眼球及び眼窩の損傷 S05 b-1905 

c-1908 頭蓋内損傷 S06 b-1902 

c-1909 その他の内臓の損傷 S26－S27，S36－S37 b-1902 

c-1910 挫滅損傷及び外傷性切断 S07－S08，S17－S18， b-1905 

 S28，S38，S47－S48， 

 S57－S58，S67－S68， 

 S77－S78，S87－S88， 

 S97－S98，T04－T05， 

 T14.7 

c-1911 その他の明示された部位，部位不明及び多部 S00－S01，S04，S09－ b-1905 

位の損傷 S11，S14－S16，S19－ 

 S21，S24－S25，S29－ 

 S31，S34－S35，S39－ 

 S41，S44－S46，S49－ 

 S51，S54－S56，S59－ 

 S61，S64－S66，S69－ 

 S71，S74－S76，S79－ 

 S81，S84－S86，S89－ 

 S91，S94－S96，S99， 

 T00-T01，T06－T07， 

 T09，T11，T13，T14.1， 

 T14.4－T14.6，T14.8－ 

 T14.9 

c-1912 自然開口部からの異物侵入の作用 T15－T19 b-1905 

c-1913 熱傷及び腐食 T20－T32 b-1903 

c-1914 薬物，薬剤及び生物学的製剤による中毒 T36－T50 b-1904 

c-1915 薬用を主としない物質の毒作用 T51－T65 b-1904 

c-1916 虐待症候群 T74 b-1905 

c-1917 その他及び詳細不明の外因の作用 T33－T35，T66－T73， b-1905 

 T75－T78 

c-1918 外傷の早期合併症並びに外科的及び内科的ケ T79－T88 b-1905 

アの合併症，他に分類されないもの 

c-1919 損傷，中毒及びその他の外因による影響の続 T90－T98 b-1905 

発・後遺症 

c-2100 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービ Z00－Z99 b-2100 

スの利用 

c-2101 検査及び診査のための保健サービスの利用者 Z00－Z13 b-2101 

c-2102 無症候性ヒト免疫不全ウイルス［HIV］感 Z21 b-2106 

染状態 

c-2103 予防接種 Z23－Z27 b-2102 

c-2104 伝染病に関連する健康障害をきたす恐れのあ Z20，Z22，Z28－Z29 b-2106 

るその他の者 
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c-2105 避妊管理 Z30 b-2103 

c-2106 分娩前スクリーニング及びその他の妊娠の管 Z34－Z36 b-2103 

理 

c-2107 その他の生殖に関連する環境下での保健サー Z31－Z33，Z37－Z38 b-2103 

ビスの利用者 

c-2108 分娩後のケア及び検査 Z39 b-2103 

c-2109 歯の補てつ Z46.3 b-2104 

c-2110 特定の処置（歯の補てつを除く）及び保健ケ Z40－Z46.2，Z46.4－ b-2105 

アのための保健サービスの利用者 Z54 

c-2111 腎透析依存 Z99.2 b-2106 

c-2112 その他の理由による保健サービスの利用者 Z55－Z99.1，Z99.3－ b-2106 

 Z99.9 

c-2200 特殊目的用コード U00－U99 b-2200 

c-2210 重症急性呼吸器症候群［SARS］ U04 b-2210 

c-2220 その他の特殊目的用コード U00－U99の残り b-2220 


