ICD-10（2013年版）提要の修正（内容例示）（案）
NO

1

2

提要の
該当ページ

8

1021

第24回疾病、傷害及び死因分類専門委員会

【下線が修正箇所】

令和2年12月3日

変更前（現行）

資料3

変更後

第１巻
目次
（中略）
参4.3 ICD-10（2003年版）の適用
参4.3.1 社会保障審議会統計分科会疾病、傷害及び死因分類部会
参4.3.2 主な改正点：ICD-10（2003年）準拠版
参4.3.3 分類項目数：ICD-10（2003年）準拠版
参4.3.4 改正時の委員名簿：ICD-10（2003年）準拠版

第１巻
目次
（中略）
参4.3 ICD-10（2003年版）の適用
参4.3.1 社会保障審議会統計分科会疾病、傷害及び死因分類部会
参4.3.2 主な改正点：ICD-10（2003年）準拠版
参4.3.3 分類項目数：ICD-10（2003年）準拠版
削除（併せてP1103〜P1104を削除）

U06 エマージェンシーコードU06

U06 ジカ＜Zika＞ウイルス病

項目U00-U49はWHOにより原因不明の新しい疾患に暫定的に使用される。非
常用項目において、電子版ではコードは利用しない。
ここで使用するU06項目の詳細は、WHOで指示があった場合に本分類項目を
確認し、細分類項目を用いる電子版システムで利用するものである。

項目U00-U49はWHOにより原因不明の新しい疾患に暫定的に使用される。非常時にお
いては、必ずしもコードが電子システムにおいて利用できるものではない。
ここで使用するU06項目の詳細は、WHOで指示があった場合に、直ちに、全ての電子シ
ステムでいつでもこの分類項目及び細分類項目が利用できるようにするものである。

U06.0
U06.1
U06.2
U06.3
U06.4
U06.5
U06.6
U06.7
U06.8
U06.9

U06.0
U06.1
U06.2
U06.3
U06.4
U06.5
U06.6
U06.7
U06.8
U06.9

エマージェンシーコードU06.0
エマージェンシーコードU06.1
エマージェンシーコードU06.2
エマージェンシーコードU06.3
エマージェンシーコードU06.4
エマージェンシーコードU06.5
エマージェンシーコードU06.6
エマージェンシーコードU06.7
エマージェンシーコードU06.8
エマージェンシーコードU06.9

1

エマージェンシーコードU06.0
エマージェンシーコードU06.1
エマージェンシーコードU06.2
エマージェンシーコードU06.3
エマージェンシーコードU06.4
エマージェンシーコードU06.5
エマージェンシーコードU06.6
エマージェンシーコードU06.7
エマージェンシーコードU06.8
ジカ＜Zika＞ウイルス病，詳細不明

NO

提要の
該当ページ

変更前（現行）

変更後

U07 エマージェンシーコードU07

U07 エマージェンシーコードU07

項目U00-U49はWHOにより原因不明の新しい疾患に暫定的に使用される。非
常用項目において、電子版ではコードは利用しない。
ここで使用するU06項目の詳細は、WHOで指示があった場合に本分類項目を
確認し、細分類項目を用いる電子版システムで利用するものである。

項目U00-U49はWHOにより原因不明の新しい疾患に暫定的に使用される。非常時にお
いては、必ずしもコードが電子システムにおいて利用できるものではない。
ここで使用するU07項目の詳細は、WHOで指示があった場合に、直ちに、全ての電子シ
ステムでいつでもこの分類項目及び細分類項目が利用できるようにするものである。

U07.0
U07.1
U07.2
U07.3
U07.4
U07.5
U07.6
U07.7
U07.8
U07.9

U07.0 ベイピングに関連する障害
ダビング関連肺傷害
ダビング関連障害
エレクトロニックシガレット関連肺傷害
エレクトロニックシガレット関連肺損傷
ダビング関連肺損傷
イーシガレット−［エレクトロニック］シガレット関連障害
EVALI［イーシガレット，又はベイピング，製品使用に伴う肺損傷］

エマージェンシーコードU07.0
エマージェンシーコードU07.1
エマージェンシーコードU07.2
エマージェンシーコードU07.3
エマージェンシーコードU07.4
エマージェンシーコードU07.5
エマージェンシーコードU07.6
エマージェンシーコードU07.7
エマージェンシーコードU07.8
エマージェンシーコードU07.9

肺炎又はその他の症状の分類が必要な場合は、追加コードを使用す
る。
U07.1 コロナウイルス感染症2019，ウイルスが同定されたもの
※
COVID-19，ウイルスが同定されたもの
コロナウイルス感染症2019〈COVID-19〉 NOS
臨床徴候又は症状の重症度にかかわらず、コロナウイルス感染症2019が検査
で確認された場合に使用する。肺炎又はその他の症状の分類が必要な場合
は、追加コードを使用する。

3

除外：コロナウイルス感染症，部位不明（B34.2）
他章に分類される疾患の原因であるコロナウイルス（B97.2）
重症急性呼吸器症候群［SARS］，詳細不明（U04.9）
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U07.2 コロナウイルス感染症2019，ウイルスが同定されていないもの
※
COVID-19，ウイルスが同定されていないもの
コロナウイルス感染症2019が臨床的又は疫学的に診断されているが、検査の結
果が確定的でない又は検査が利用できない場合に使用する。肺炎又はその他
の症状の分類が必要な場合は、追加コードを使用する。
除外：コロナウイルス感染症，部位不明（B34.2）
コロナウイルス感染症2019〈COVID-19〉：
・検査で確認されたもの（U07.1）
・特殊スクリーニング検査（Z11.5）
・疑われたが検査陰性により除外診断されたもの（Z03.8）
U07.3
U07.4
U07.5
U07.6
U07.7
U07.8
U07.9

2

エマージェンシーコードU07.3
エマージェンシーコードU07.4
エマージェンシーコードU07.5
エマージェンシーコードU07.6
エマージェンシーコードU07.7
エマージェンシーコードU07.8
エマージェンシーコードU07.9

NO

提要の
該当ページ

変更前（現行）

変更後

U08 コロナウイルス感染症2019の既往歴
※
COVID-19の既往歴
項目U00-U49はWHOにより原因不明の新しい疾患に暫定的に使用される。非常時にお
いては、必ずしもコードが電子システムにおいて利用できるものではない。
ここで使用するU08項目の詳細は、WHOで指示があった場合に、直ちに、全ての電子シ
ステムでいつでもこの分類項目及び細分類項目が利用できるようにするものである。
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U08.0
U08.1
U08.2
U08.3
U08.4
U08.5
U08.6
U08.7
U08.8
U08.9
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エマージェンシーコードU08.0
エマージェンシーコードU08.1
エマージェンシーコードU08.2
エマージェンシーコードU08.3
エマージェンシーコードU08.4
エマージェンシーコードU08.5
エマージェンシーコードU08.6
エマージェンシーコードU08.7
エマージェンシーコードU08.8
コロナウイルス感染症2019の既往歴，詳細不明
※
COVID-19の既往歴，詳細不明
注）この任意のコードは、もはやコロナウイルス感染症2019を患ってい
ないが、健康状態に影響を与えたと確認された又はその可能性が
高いコロナウイルス感染症2019の以前のエピソードを記録するた
めに使用される。このコードは死亡の一次製表に使用すべきでは
ない。

U09 コロナウイルス感染症2019後の病態
※
COVID-19後の病態
項目U00-U49はWHOにより原因不明の新しい疾患に暫定的に使用される。非常時にお
いては、必ずしもコードが電子システムにおいて利用できるものではない。
ここで使用するU09項目の詳細は、WHOで指示があった場合に、直ちに、全ての電子シ
ステムでいつでもこの分類項目及び細分類項目が利用できるようにするものである。
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U09.0
U09.1
U09.2
U09.3
U09.4
U09.5
U09.6
U09.7
U09.8
U09.9

1021

エマージェンシーコードU09.0
エマージェンシーコードU09.1
エマージェンシーコードU09.2
エマージェンシーコードU09.3
エマージェンシーコードU09.4
エマージェンシーコードU09.5
エマージェンシーコードU09.6
エマージェンシーコードU09.7
エマージェンシーコードU09.8
コロナウイルス感染症2019後の病態，詳細不明
※
COVID-19後の病態，詳細不明
注）この任意のコードは、コロナウイルス感染症2019との関連性の確
立を可能にするためのものである。このコードは、依然としてコロナ
ウイルス感染症2019を呈している場合には使用しない。

U10 コロナウイルス感染症2019に関連する多系統炎症性症候群
※
COVID-19に関連する多系統炎症性症候群
項目U00-U49はWHOにより原因不明の新しい疾患に暫定的に使用される。非常時にお
いては、必ずしもコードが電子システムにおいて利用できるものではない。
ここで使用するU10項目の詳細は、WHOで指示があった場合に、直ちに、全ての電子シ
ステムでいつでもこの分類項目及び細分類項目が利用できるようにするものである。
U10.0
U10.1
U10.2
U10.3
U10.4
U10.5
U10.6
U10.7
U10.8
U10.9

6

エマージェンシーコードU10.0
エマージェンシーコードU10.1
エマージェンシーコードU10.2
エマージェンシーコードU10.3
エマージェンシーコードU10.4
エマージェンシーコードU10.5
エマージェンシーコードU10.6
エマージェンシーコードU10.7
エマージェンシーコードU10.8
コロナウイルス感染症2019に関連する多系統炎症性症候群，詳細不明
※
COVID-19に関連する多系統炎症性症候群，詳細不明

サイトカインストーム
川崎病様症候群
小児炎症性多系統症候群（PIMS）
小児多系統炎症性症候群（MIS-C）

時間的にコロナウイルス
感染症2019に関連するもの

除外：皮膚粘膜リンパ節症候群［川崎病］（M30.3）

3

NO

提要の
該当ページ

変更前（現行）

変更後

U11 エマージェンシーコードU11
項目U00-U49はWHOにより原因不明の新しい疾患に暫定的に使用される。非常時にお
いては、必ずしもコードが電子システムにおいて利用できるものではない。
ここで使用するU11項目の詳細は、WHOで指示があった場合に、直ちに、全ての電子シ
ステムでいつでもこの分類項目及び細分類項目が利用できるようにするものである。
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U11.0
U11.1
U11.2
U11.3
U11.4
U11.5
U11.6
U11.7
U11.8
U11.9

1021

8

エマージェンシーコードU11.0
エマージェンシーコードU11.1
エマージェンシーコードU11.2
エマージェンシーコードU11.3
エマージェンシーコードU11.4
エマージェンシーコードU11.5
エマージェンシーコードU11.6
エマージェンシーコードU11.7
エマージェンシーコードU11.8
エマージェンシーコードU11.9

以下、U49.9まで同じ

4

ICD-10（2013年版）提要の修正（索引）（案）
NO

提要の
該当ページ

【下線が修正箇所】

変更前（現行）

変更後
第Ⅰ編 疾病及び傷害の性質の索引表

感染〈infection〉(性)(日和見)
・・・
- コロナウイルスNEC B34.2

1

- -種類又は部位不明 B34.2

感染〈infection〉(性)(日和見)
・・・
- コロナウイルスNEC B34.2
- -疾患2019［コロナウイルス感染症2019］ U07.1
- - -ウイルスが同定されたもの U07.1
- - -ウイルスが同定されていないもの U07.2
- -種類又は部位不明 B34.2

コロナウイルス、疾患の原因として B97.2

コロナウイルス、疾患の原因として B97.2

91

コロナウイルス病 2019 U07.1
- ウイルスが同定されたもの U07.1
- ウイルスが同定されていないもの U07.2

2

コロナウイルス感染症2019 U07.1
- ウイルスが同定されたもの U07.1
- ウイルスが同定されていないもの U07.2
- 疑い U07.2
- 確定 U07.1
- 可能性 U07.2
- 検査確認を伴う U07.1

214

コロボーマ〈Coloboma〉〈欠損〉 C13.0

コロボーマ〈Coloboma〉〈欠損〉 C13.0

疾患〈Disease〉〈病〉−症候群も参照

疾患〈Disease〉〈病〉−症候群も参照
- 2019年新型コロナウイルス急性呼吸器疾患 U07.1
- - 疑い U07.2
- - 検査確認を伴う U07.1
- - 臨床的又は疫学的に診断された U07.2
- Hb(疾患〈病〉，ヘモグロビンも参照)
・・・
- 骨膜 M89.8
- コロナウイルス2019 U07.1
- - 疑い U07.2
- - 検査確認を伴う U07.1
- - 臨床的又は疫学的に診断された U07.2
- コロナウイルス感染症2019 U07.1
- -ウイルスが同定されたもの U07.1
- -ウイルスが同定されていないもの U07.2
- -疑い U07.2
- -可能性 U07.2
- -検査確認を伴う U07.1
- -コロナウイルス感染症2019の臨床診断 U07.2
- -臨床的又は疫学的に診断されたコロナウイルス感染症2019 U07.2
- 混合(型)結合組織 M35.1

- Hb(疾患〈病〉，ヘモグロビンも参照)
・・・
- 骨膜 M89.8

3

279

- 混合(型)結合組織 M35.1

5

