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参考資料２

ICD-O-3（3.1 版）について

国際疾病分類－腫瘍学（ICD-O: International Classification of Diseases for
Oncology）は、世界保健機関（WHO）／国際がん研究機関（IARC）が作成する
腫瘍に関する国際分類である。WHO の国際統計分類（WHO-FIC）の派生分類の
一つとされ、我が国のがん登録においても使用されている。
2000 年に公表された ICD-O の第３版（ICD-O-3）は、その後、医学的知見を
反映したコードの修正、使われなくなった用語の削除、より一般的な用語への
修正等が行われ、2011 年に改正内容が発表され、我が国では、これを ICD-O-3
（2012 年改正版）として公表し、使用しているところである。
その後、これらの改正内容について WHO から ICD-O-3（3.1 版）として書籍
版が 2013 年に刊行され、今般、この内容を反映した邦訳版が、国立がん研究セ
ンターから刊行される予定となっている。現行 2012 年改正版からの変更点につ
いては、別紙のとおりである。
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ICD-O3（3.1版）とICD-O3（2012年改正版）との比較表
（上段：日本語、下段：英語）
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ICD-O3（3.1版）
8148/0 胆管上皮内腫瘍，低異型度

8148/0 Biliary glandular intraepithelial neoplasia, low grade

8148/0 Biliary intraepithelial neoplasia, low grade

8148/2 平坦型上皮内腫瘍（異形成），高異型度（C24.1）

8148/2 平坦型上皮内腫瘍（異形成），高異型度（C24.1）

8148/2 Flat intraepithelial glandular neoplasia, high grade
(C24.1)

8148/2 Flat intraepithelial neoplasia (dysplasia), high grade
(C24.1)

8148/2 食道腺上皮異形成（上皮内腫瘍），高異型度（C16._)

8148/2 食道腺上皮異形成（上皮内腫瘍），高異型度（C16._)
食道上皮内腫瘍，高異型度（Ｃ16._）

8148/2 Esophageal glandular dysplasia (intraepithelial neoplasia), 8148/2 Esophageal glandular dysplasia (intraepithelial neoplasia),
high grade (C16._)
high grade (C16._)
Esophageal intraepithelial neoplasia, high grade(C16._)
8152/1 腸グルカゴン腫瘍，ＮＯＳ（Ｃ25._）

8152/1 グルカゴン腫瘍，ＮＯＳ（Ｃ25._）
腸グルカゴン腫瘍，ＮＯＳ

8152/1 Enteroglucagonoma, NOS (C25._)

8152/1 Glucagonoma, NOS (C25._)
Enteroglucagonoma, NOS

8152/3 腸グルカゴン腫瘍，悪性（Ｃ25._）

8152/3 グルカゴン腫瘍，悪性（Ｃ25._）
腸グルカゴン腫瘍，悪性

8152/3 Enteroglucagonoma, malignant(C25._)

8152/3 Glucagonoma, malignant (C25._)
Enteroglucagonoma, malignant

8162/3 クラッキン腫瘍（Ｃ22.1）

8162/3 クラッキン腫瘍（Ｃ22.1，Ｃ24.0）

8162/3 Klatskin tumor (C22.1)

8162/3 Klatskin tumor (C22.1，Ｃ24.0)

8163/2 高異型度上皮内腫瘍を伴う乳頭状腫瘍，膵胆管型（Ｃ
24.1)

8163/2 高異型度上皮内腫瘍を伴う乳頭状腫瘍，膵胆管型（Ｃ
24.1)

8163/2 Pancreatobiliary neoplasm, non-invasive (C24.1)

8163/2 Papillary neoplasm, pancreatobiliary-type, with high
grade intraepithelial neoplasia (C24.1)

変更内容

同等語の修正

同等語の同義語の修正

同等語の同義語の追加

第一選択用語の修正、元の
第一選択用語は、同等語へ

第一選択用語の修正、元の
第一選択用語は、同等語へ

代表的部位コードを追加

8240/3 カルチノイド腫瘍，NOS
…
気管支腺腫，カルチノイド（C34._）

8240/3 カルチノイド腫瘍，NOS
…
気管支腺腫，カルチノイド（C34._）
カルチノイド腫瘍NOS，虫垂（C18.1)
カルチノイド，NOS， 虫垂（C18.1）

8240/3 Carcinoid tumor, NOS
…
Bronchial adenoma, carcinoid (C34._)

8240/3 Carcinoid tumor, NOS
…
Bronchial adenoma, carcinoid (C34._)
Carcinoid tumor, NOS, of appendix (C18.1)
Carcinoid, NOS, of appendix (C18.1)

8244/3 腺神経内分泌癌
…
カルチノイド腺癌混合癌

8244/3 腺神経内分泌癌
…
カルチノイド腺癌混合癌
腺癌混合カルチノイド
8244/3 Mixed adenoneuroendocrine carcinoma
…
Mixed carcinoid-adenocarcinoma
Combined carcinoid and adenocarcinoma

8244/3 Mixed adenoneuroendocrine carcinoma
…
Mixed carcinoid-adenocarcinoma
8252/3 細気管支肺胞上皮癌，Ⅱ型肺胞細胞型（Ｃ34._）

8252/3 細気管支肺胞上皮癌，Ⅱ型肺胞細胞型（Ｃ34._）

8252/3 Bronchiolo-alveolar carcinoma, type II pneumocyte type
(C34._)

8252/3 Bronchiolo-alveolar carcinoma; type II pneumocyte
(C34._)

8453/0 導管内乳頭状粘液腺腫（C25._）
…
中等度異形成を伴う導管内乳頭状粘液腫瘍 (C25._)
中等度異形成を伴うIPMN（C25._）

8453/0 導管内乳頭状粘液腺腫（C25._）
…
中等度異形成を伴う導管内乳頭状粘液腫瘍 (C25._)
中等度異形成を伴うIPMN（C25._）
中等度異形成を伴う導管内乳頭状粘液腫瘍 (C25._)

141

143

（最右欄の変更内容に使用される用語の説明）
例：
8148/0 上皮内腺腫瘍，高異型度
←第一選択用語（ボールド）
上皮内腺腫瘍，Ⅲ度
←第一選択用語の同義語（一字下げ）
前立腺上皮内腫瘍，Ⅲ度
←同等語（字下げなし）
PINⅢ
←同等語の同義語（一字下げ）

8148/0 胆管上皮内腫瘍，低異型度

8453/0 Intraductal papillary-mucinous adenoma (C25._)
…
Intraductal papillary-mucinous tumor with moderate
dysplasia (C25._)
IPMN with moderate dysplasia (C25._)
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8453/0 Intraductal papillary-mucinous adenoma (C25._)
…
Intraductal papillary-mucinous tumor with moderate
dysplasia (C25._)
IPMN with moderate dysplasia (C25._)
Intraductal papillary-mucinous tumor with intermediate
dysplasia (C25._)

8470/0 中等度異形成を伴う粘液性のう胞腫瘍 (C25._)

8470/0 中等度異形成を伴う粘液性のう胞腫瘍 (C25._)

8470/0 Mucinous cystic neoplasm with intermediate dysplasia
(C25._)

8470/0 Mucinous cystic tumor with intermediate dysplasia

8503/0 中異型度上皮内腫瘍を伴う導管内乳頭状腫瘍(C22._,
C24.0)

8503/0 中異型度腫瘍を伴う導管内乳頭状腫瘍(C22._, C24.0)

8503/0 Intraductal papillary neoplasm with intermediate grade
intraepithelial neoplasia (C22._, C24.0)

8503/0 Intraductal papillary neoplasm with intermediate grade
neoplasia (C22._, C24.0)

8503/0 低異型度上皮内腫瘍を伴う腺内乳頭状腫瘍(C22.1,
C24.0)

8503/0 低異型度上皮内腫瘍を伴う腺内乳頭状腫瘍(C22.1,
C24.0)

第一選択用語の修正

同等語及び同等語の同義語
の追加

第一選択用語の同義語の追
加

第一選択用語の同義語の修
正

同等語の追加

同等語の修正

同等語の同義語の修正

8503/0 Intragrandular papillary neoplasm with intermediate grade 8503/0 Intragrandular papillary neoplasm with low grade
intraepithelial neoplasia (C22.1, C24.0)
intraepithelial neoplasia (C22.1, C24.0)

同等語の同義語の修正

9330/0 エナメル上皮線維腫
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174

コード及び第一選択用語の追加

9330/0 Ameloblastic fibroma
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15

16

9679/3 縦隔大細胞性B細胞リンパ腫（C38.3）

9679/3 縦隔（胸腺）大細胞性B細胞リンパ腫（C38.3）

9679/3 Mediastinal large B-cell lymphoma (C38.3)

9679/3 Mediastinal (thymic) large B-cell lymphoma (C38.3)

9688/3 T細胞／組織球豊富型大細胞型Ｂ細胞リンパ腫
…
高組織球大細胞性B細胞型リンパ腫

9688/3 Ｔ細胞豊富型大細胞型Ｂ細胞リンパ腫
…
高組織球大細胞性B細胞型リンパ腫
T細胞／組織球豊富型大細胞型Ｂ細胞リンパ腫

9688/3 T-cell rich/histiocyte rich large B-cell lymphoma
...
Histiocyte-rich large B-cell lymphoma

9688/3 T-cell rich large B-cell lymphoma
...
Histiocyte-rich large B-cell lymphoma
T-cell rich/histiocyte rich large B-cell lymphoma

9767/1 血管性免疫芽球性リンパ節症（AIL）
免疫芽球性リンパ節症（ＩＢＬ） [obs]
AIL （血管性免疫芽球性リンパ節症）

9767/1 血管性免疫芽球性リンパ節症

9767/1 Angioimmunoblastic lymphadenopathy (AIL)
Immunoblastic lymphadenopathy (IBL) [obs]
AIL (Angioimmunoblastic lymphadenopathy)

9767/1 Angioimmunoblastic lymphadenopathy

185

187

第一選択用語の修正

193

第一選択用語の修正、元の
第一選択用語は、同等語へ

第一選択用語の修正並びに
第一選択用語の同義語及び
第一選択用語の同等語の削
除

9831/1 Ｔ細胞大顆粒リンパ球性白血病（9831/3へ移行）
Ｔ細胞大顆粒リンパ球増加症
ＮＫ細胞大顆粒リンパ球性白血病
大顆粒リンパ球増加症， ＮＯＳ

17-1

195

項目の削除（9831/3へ移行）

9831/1 T-cell large granular lymphocytic leukemia (use
9831/3)
T-cell large granular lymphocytosis
NK-cell large granular lymphocytic leukemia
Large granular lymphocytosis, NOS
9831/3 T細胞大顆粒リンパ球性白血病（9831／1から性状コー
ド変更）

17-2

9831/3 T細胞大顆粒リンパ球性白血病
Ｔ細胞大顆粒リンパ球増加症
ＮＫ細胞大顆粒リンパ球性白血病
大顆粒リンパ球増加症， ＮＯＳ

195, 196
9831/3 T-cell large granular lymphocytic leukemia (behavior
code change from 9831/1)

9831/3 T-cell large granular lymphocytic leukemia
T-cell large granular lymphocytosis
NK-cell large granular lymphocytic leukemia
Large granular lymphocytosis, NOS

第一選択用語の注記の削除
及び第一選択用語の同義語
の追加

