
改正理由

Chapter I  Certain infectious and parasitic
diseases (A00-B99) 第Ⅰ章　感染症及び寄生虫症

Chapter I  Certain infectious and parasitic
diseases (A00-B99)

第Ⅰ章　感染症及び寄生虫症
（A00－B99）

用語の適正化

A04.7 Enterocolitis due to Clostridium difficile クロストリジウム・ディフィシルによる全腸
炎

A04.7 Enterocolitis due to Clostridium difficile クロストリジウム・ディフィシルによる腸炎 用語の適正化

A09
Diarrhoea and gastroenteritis of
presumed infectious  origin 感染症と推定される下痢 A09

Other gastroenteritis and colitis of
infectious and unspecified origin

その他の胃腸炎及び大腸炎，感染症及
び詳細不明の原因によるもの

項目名の変更

A09.0
Other and unspecified gastroenteritis and
colitis of infectious origin

感染症が原因のその他及び詳細不明の
胃腸炎及び大腸炎

新規コード及び項
目の追加

A09.9
Gastroenteritis and colitis of unspecified
origin

詳細不明の原因による胃腸炎及び大腸
炎

新規コード及び項
目の追加

A34 Obstetrical tetanus 産科的破傷風 A34 Obstetrical tetanus 産科破傷風 用語の適正化

A49.0 Staphylococcal infection, unspecified ブドウ球菌感染症，詳細不明 A49.0 Staphylococcal infection, unspecified site ブドウ球菌感染症，部位不明 項目名の変更

A49.1 Streptococcal infection, unspecified レンサ球菌感染症，詳細不明 A49.1 Streptococcal infection, unspecified site 連鎖球菌感染症，部位不明 項目名の変更

A49.2
Haemophilus influenzae  infection,
unspecified インフルエンザ菌感染症，詳細不明 A49.2

Haemophilus influenzae  infection,
unspecified site インフルエンザ菌感染症，部位不明 項目名の変更

A49.3 Mycoplasma infection, unspecified マイコプラズマ感染症，詳細不明 A49.3 Mycoplasma infection, unspecified site マイコプラズマ感染症，部位不明 項目名の変更

A92.3   West Nile fever 西ナイル熱 A92.3 West Nile virus infection 西ナイルウイルス感染症 項目名の変更

Viral hepatitis (B15-B19) ウイルス肝炎（B15-B19) Viral hepatitis (B15-B19) ウイルス性肝炎（B15-B19） 用語の適正化

B17 Other acute viral hepatitis その他の急性ウイルス肝炎 B17 Other acute viral hepatitis その他の急性ウイルス性肝炎 用語の適正化

B17.8 Other specified acute viral hepatitis その他の明示された急性ウイルス肝炎 B17.8 Other specified acute viral hepatitis その他の明示された急性ウイルス性肝炎 用語の適正化

統計法第28条第1項及び附則第3条の規定に基づく疾病，傷害及び死因に関する分類
疾病，傷害及び死因の統計分類　基本分類表・新旧対照表（案）

現　　行 専門委員会案

資料１－１－１

1 / 25 第4回社会保障審議会統計分科会疾病、傷害及び死因分類部会



改正理由現　　行 専門委員会案

B17.9 Acute viral hepatitis, unspecified 急性ウイルス性肝炎，詳細不明
新規コード及び項
目の追加

B18 Chronic viral hepatitis 慢性ウイルス肝炎 B18 Chronic viral hepatitis 慢性ウイルス性肝炎 用語の適正化

B18.0 Chronic viral hepatitis B with delta-agent 慢性B型ウイルス肝炎、デルタ因子（重複
感染）を伴うもの

B18.0 Chronic viral hepatitis B with delta-agent 慢性B型ウイルス性肝炎，デルタ因子（重
複感染）を伴うもの

用語の適正化

B18.1
Chronic viral hepatitis B without delta-
agent

慢性B型ウイルス肝炎、デルタ因子（重複
感染）を伴わないもの

B18.1
Chronic viral hepatitis B without delta-
agent

慢性B型ウイルス性肝炎，デルタ因子（重
複感染）を伴わないもの

用語の適正化

B18.2 Chronic viral hepatitis C 慢性C型ウイルス肝炎 B18.2 Chronic viral hepatitis C 慢性C型ウイルス性肝炎 用語の適正化

B18.8 Other chronic viral hepatitis その他の慢性ウイルス肝炎 B18.8 Other chronic viral hepatitis その他の慢性ウイルス性肝炎 用語の適正化

B18.9 Chronic viral hepatitis, unspecified 慢性ウイルス肝炎，詳細不明 B18.9 Chronic viral hepatitis, unspecified 慢性ウイルス性肝炎，詳細不明 用語の適正化

B19 Unspecified viral hepatitis 詳細不明のウイルス肝炎 B19 Unspecified viral hepatitis 詳細不明のウイルス性肝炎 用語の適正化

B19.0 Unspecified viral hepatitis with coma 詳細不明のウイルス肝炎，昏睡を伴うも
の

B19.0
Unspecified viral hepatitis with hepatic
coma

詳細不明のウイルス性肝炎，肝性昏睡を
伴うもの

項目名の変更

B19.9 Unspecified viral hepatitis without coma 詳細不明のウイルス肝炎，昏睡を伴わな
いもの

B19.9
Unspecified viral hepatitis without hepatic
coma

詳細不明のウイルス性肝炎，肝性昏睡を
伴わないもの

項目名の変更

B20.0
HIV disease resulting in mycobacterial
infection

非結核性抗酸菌感染症を起こしたHIV病 B20.0
HIV disease resulting in mycobacterial
infection

マイコバクテリウム感染症を起こしたHIV
病

用語の適正化

B20.6
HIV disease resulting in Pneumocystis
jirovecii pneumonia

ニューモシスチス・イロベチイ肺炎を起こ
したHIV病

新規コード及び項
目の追加

B34.0  Adenovirus infection, unspecified  アデノウイルス感染症， 詳細不明 B34.0  Adenovirus infection, unspecified site  アデノウイルス感染症，部位不明 項目名の変更

B34.1 Enterovirus infection, unspecified エンテロウイルス感染症， 詳細不明 B34.1 Enterovirus infection, unspecified site エンテロウイルス感染症，部位不明 項目名の変更

B34.2 Coronavirus infection, unspecified コロナウイルス感染症， 詳細不明 B34.2 Coronavirus infection, unspecified site コロナウイルス感染症，部位不明 項目名の変更

B34.3 Parvovirus infection, unspecified パルボウイルス感染症，詳細不明 B34.3 Parvovirus infection, unspecified site パルボウイルス感染症，部位不明 項目名の変更

B34.4 Papovavirus infection, unspecified パポーバウイルス感染症，詳細不明 B34.4 Papovavirus infection, unspecified site パポバウイルス感染症，部位不明 項目名の変更

B94.2 Sequelae of viral hepatitis ウイルス肝炎の続発・後遺症 B94.2 Sequelae of viral hepatitis ウイルス性肝炎の続発・後遺症 用語の適正化
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改正理由現　　行 専門委員会案

B96
Other bacterial agents as the cause of
diseases classified to other chapters

他章に分類される疾患の原因であるその
他の細菌性病原体

B96
Other specified bacterial agents as the
cause of diseases classified to other
chapters

他章に分類される疾患の原因であるその
他の明示された細菌性病原体

項目名の変更

B96.5
Pseudomonas
(aeruginosa)(mallei)(pseudomallei) as the
cause of diseases classified to other

他章に分類される疾患の原因である緑膿
菌〈P.aeruginosa 〉〈P.mallei 〉
〈P.pseudomallei 〉

B96.5
Pseudomonas (aeruginosa)  as the cause
of diseases classified to other chapters

他章に分類される疾患の原因である緑

膿菌＜P.aeruginosa＞ 項目名の変更

B98
Other specified infectious agents as the
cause of diseases classified to other
chapters

他章に分類される疾患の原因であるその
他の明示された感染性病原体

新規コード及び項
目の追加

B98.0
Helicobacter pylori [H.pylori]  as the cause
of diseases classified to other chapters

他章に分類される疾患の原因であるヘ

リコバクター・ピロリ[H.pylori］
新規コード及び項
目の追加

B98.1
Vibrio vulnificus  as the cause of diseases
classified to other chapters

他章に分類される疾患の原因であるビブ
リオ・バルニフィカス

新規コード及び項
目の追加

Chapter II  Neoplasms (C00-D48) 第Ⅱ章　新生物 Chapter II  Neoplasms (C00-D48)
第Ⅱ章　新生物＜腫瘍＞
（C00-D48）

用語の適正化

C22.0 Liver cell carcinoma 肝癌 C22.0 Liver cell carcinoma 肝細胞癌（腫） 用語の適正化

C78.7 Secondary malignant neoplasm of liver 肝の続発性悪性新生物 C78.7
Secondary malignant neoplasm of liver
and intrahepatic bile duct

肝及び肝内胆管の続発性悪性新生物＜
腫瘍＞

項目名の変更

C79 Secondary malignant neoplasm of other その他の部位の続発性悪性新生物 C79
Secondary malignant neoplasm of other
and unspecified sites

その他の部位及び部位不明の続発性悪

性新生物＜腫瘍＞
項目名の変更

C79.9
Secondary malignant neoplasm,
unspecified site 続発性悪性新生物＜腫瘍＞，部位不明

新規コード及び項
目の追加

C80
Malignant neoplasm without specification
of site 部位の明示されない悪性新生物 C80

Malignant neoplasm, without specification
of site

悪性新生物＜腫瘍＞，部位が明示され

ていないもの
項目名の変更

C80.0
Malignant neoplasm, primary site
unknown, so stated

悪性新生物＜腫瘍＞，原発部位不明と

記載されたもの
新規コード及び項
目の追加

C80.9
Malignant neoplasm, primary site
unspecified

悪性新生物＜腫瘍＞，原発部位詳細不

明
新規コード及び項
目の追加

C81 Hodgkin's disease ホジキン〈Hodgkin〉病 C81 Hodgkin lymphoma ホジキン＜Hodgkin＞リンパ腫 項目名の変更

C81.0 Lymphocytic predominance リンパ球優勢型 C81.0
Nodular lymphocyte predominant
Hodgkin lymphoma

結節性リンパ球優勢型ホジキン＜

Hodgkin＞リンパ腫 項目名の変更

C81.1 Nodular sclerosis 結節硬化型 C81.1
Nodular sclerosis (classical) Hodgkin
lymphoma

結節硬化型（古典的）ホジキン＜

Hodgkin＞リンパ腫 項目名の変更
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改正理由現　　行 専門委員会案

C81.2 Mixed cellularity 混合細胞型 C81.2
Mixed cellularity (classical) Hodgkin
lymphoma

混合細胞型（古典的）ホジキン＜

Hodgkin＞リンパ腫 項目名の変更

C81.3 Lymphocytic depletion リンパ球減少型 C81.3
Lymphocyte depleted (classical) Hodgkin
lymphoma

リンパ球減少型（古典的）ホジキン＜

Hodgkin＞リンパ腫 項目名の変更

C81.4
Lymphocyte-rich (classical) Hodgkin
lymphoma

リンパ球豊富型（古典的）ホジキン＜

Hodgkin＞リンパ腫
新規コード及び項
目の追加

C81.7 Other Hodgkin's disease その他のホジキン〈Hodgkin〉病 C81.7 Other (classical) Hodgkin lymphoma
その他の（古典的）ホジキン＜

Hodgkin＞リンパ腫 項目名の変更

C81.9 Hodgkin's disease, unspecified ホジキン〈Hodgkin〉病，詳細不明 C81.9 Hodgkin lymphoma, unspecified
ホジキン＜Hodgkin＞リンパ腫，詳細
不明

項目名の変更

C82
Follicular [nodular] non-Hodgkin's
lymphoma

ろ〈沪〉胞性［結節性］非ホジキン〈non-
Hodgkin〉リンパ腫

C82 Follicular lymphoma ろ＜濾＞胞性リンパ腫 項目名の変更

C82.0 Small cleaved cell, follicular 中細胞型，ろ〈沪〉胞性 C82.0 Follicular lymphoma grade I ろ＜濾＞胞性リンパ腫グレードⅠ 項目名の変更

C82.1
Mixed small cleaved and large cell,
follicular 中細胞及び大細胞混合型，ろ〈沪〉胞性 C82.1 Follicular lymphoma grade II ろ＜濾＞胞性リンパ腫グレードⅡ 項目名の変更

C82.2 Large cell, follicular 大細胞型，ろ〈沪〉胞性 C82.2 Follicular lymphoma grade III, unspecified
ろ＜濾＞胞性リンパ腫グレードⅢ，詳

細不明
項目名の変更

C82.3 Follicular lymphoma grade IIIa ろ＜濾＞胞性リンパ腫グレードⅢa 新規コード及び項
目の追加

C82.4 Follicular lymphoma grade IIIb ろ＜濾＞胞性リンパ腫グレードⅢb 新規コード及び項
目の追加

C82.5 Diffuse follicle centre lymphoma びまん性ろ＜濾＞胞中心リンパ腫
新規コード及び項
目の追加

C82.6 Cutaneous follicle centre lymphoma 皮膚ろ＜濾＞胞中心リンパ腫
新規コード及び項
目の追加

C82.7
Other types of follicular non-Hodgkin's
lymphoma

ろ〈沪〉胞性非ホジキン〈non-Hodgkin〉リ
ンパ腫のその他の型

C82.7 Other types of follicular lymphoma ろ＜濾＞胞性リンパ腫のその他の型 項目名の変更

C82.9
Follicular non-Hodgkin's lymphoma,
unspecified

ろ〈沪〉胞性非ホジキン〈non-Hodgkin〉リ
ンパ腫，詳細不明

C82.9 Follicular lymphoma, unspecified ろ＜濾＞胞性リンパ腫，詳細不明 項目名の変更

C83 Diffuse non-Hodgkin's lymphoma
びまん性非ホジキン〈non-Hodgkin〉
リンパ腫

C83 Non-follicular lymphoma 非ろ＜濾＞胞性リンパ腫 項目名の変更

C83.0 Small cell (diffuse) 小細胞型（びまん性） C83.0 Small cell B-cell lymphoma 小細胞型Ｂ細胞性リンパ腫 項目名の変更

C83.1 Small cleaved cell (diffuse) 小切れ込み核細胞型（びまん性） C83.1 Mantle cell lymphoma マントル細胞リンパ腫 項目名の変更
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改正理由現　　行 専門委員会案

C83.2 Mixed small and large cell (diffuse) 小細胞及び大細胞混合型（びまん性）
コード及び項目名
の削除

C83.3 Large cell (diffuse) 大細胞型（びまん性） C83.3 Diffuse large B-cell lymphoma びまん性大細胞型Ｂ細胞性リンパ腫 項目名の変更

C83.4 Immunoblastic (diffuse) 免疫芽球型（びまん性）
コード及び項目名
の削除

C83.5 Lymphoblastic (diffuse) リンパ芽球型（びまん性） C83.5 Lymphoblastic (diffuse) lymphoma リンパ芽球性（びまん性）リンパ腫 項目名の変更

C83.6 Undifferentiated (diffuse) 未分化型（びまん性）
コード及び項目名
の削除

C83.7 Burkitt's tumour バーキット〈Burkitt〉腫瘍 C83.7 Burkitt lymphoma バーキット＜Burkitt＞リンパ腫 項目名の変更

C83.8
Other types of diffuse non-Hodgkin's
lymphoma

びまん性非ホジキン〈non-Hodgkin〉リンパ
腫のその他の型

C83.8 Other non-follicular lymphoma その他の非ろ＜濾＞胞性リンパ腫 項目名の変更

C83.9
Diffuse non-Hodgkin's lymphoma,
unspecified

びまん性非ホジキン〈non-Hodgkin〉リンパ
腫，詳細不明

C83.9
Non-follicular (diffuse) lymphoma,
unspecified

非ろ＜濾＞胞性（びまん性）リンパ

腫，詳細不明
項目名の変更

C84
Peripheral and cutaneous T-cell
lymphomas 末梢性及び皮膚Ｔ細胞リンパ腫 C84 Mature T/NK-cell lymphomas 成熟T/NK細胞リンパ腫 項目名の変更

C84.2 T-zone lymphoma Ｔゾーン〈T-zone〉リンパ腫
コード及び項目名
の削除

C84.3 Lymphoepithelioid lymphoma リンパ類上皮性リンパ腫
コード及び項目名
の削除

C84.4 Peripheral T-cell lymphoma 末梢性Ｔ細胞リンパ腫 C84.4
Peripheral T-cell lymphoma, not
elsewhere classified

末梢性Ｔ細胞リンパ腫，他に分類されな
いもの

項目名の変更

C84.5 Other and unspecified  T-cell lymphomas その他及び詳細不明のＴ細胞リンパ腫 C84.5 Other mature T/NK-cell lymphomas その他の成熟T/NK細胞リンパ腫 項目名の変更

C84.6
Anaplastic large cell lymphoma, ALK-
positive

未分化大細胞型リンパ腫，ALK陽性
新規コード及び項
目の追加

C84.7
Anaplastic large cell lymphoma, ALK-
negative

未分化大細胞型リンパ腫，ALK陰性
新規コード及び項
目の追加

C84.8 Cutaneous T-cell lymphoma, unspecified 皮膚Ｔ細胞リンパ腫，詳細不明
新規コード及び項
目の追加

C84.9 Mature T/NK-cell lymphoma, unspecified 成熟T/NK細胞リンパ腫，詳細不明
新規コード及び項
目の追加

C85.0 Lymphosarcoma リンパ肉腫
コード及び項目名
の削除
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改正理由現　　行 専門委員会案

C85.2
Mediastinal (thymic) large B-cell
lymphoma

縦隔（胸腺）大細胞型B細胞性リンパ
腫

新規コード及び項
目の追加

C85.9
Non-Hodgkin's lymphoma, unspecified
type

非ホジキン〈non-Hodgkin〉リンパ腫，型不
明

C85.9 Non-Hodgkin lymphoma, unspecified
非ホジキン＜non-Hodgkin＞リンパ
腫，詳細不明

項目名の変更

C86
Other specified types of T/NK-cell
lymphoma

T/NK細胞リンパ腫のその他の明示された
型

新規コード及び項
目の追加

C86.0
Extranodal NK/T-cell lymphoma, nasal
type

節外性NK/T細胞リンパ腫，鼻型
新規コード及び項
目の追加

C86.1 Hepatosplenic T-cell lymphoma 肝脾Ｔ細胞リンパ腫
新規コード及び項
目の追加

C86.2
Enteropathy-type (intestinal) T-cell
lymphoma 腸症＜腸管＞型T細胞リンパ腫

新規コード及び項
目の追加

C86.3
Subcutaneous panniculitis-like T-cell
lymphoma 皮下脂肪織炎様Ｔ細胞リンパ腫

新規コード及び項
目の追加

C86.4 Blastic NK-cell lymphoma 芽球性ＮＫ細胞リンパ腫
新規コード及び項
目の追加

C86.5 Angioimmunoblastic T-cell lymphoma 血管免疫芽球性T細胞リンパ腫
新規コード及び項
目の追加

C86.6
Primary cutaneous CD30-positive T-cell
proliferations

原発性皮膚CD30陽性Ｔ細胞増殖
新規コード及び項
目の追加

C88.1 Alpha heavy chain disease アルファＨ〈重〉鎖病
コード及び項目名
の削除

C88.2 Gamma  heavy chain disease ガンマＨ〈重〉鎖病 C88.2 Other heavy chain disease その他のＨ＜重＞鎖病 項目名の変更

C88.4
Extranodal marginal zone B-cell lymphoma
of mucosa-associated lymphoid tissue
[MALT-lymphoma]

節外性粘膜関連リンパ組織辺縁帯B細
胞性リンパ腫[MALTリンパ腫］

新規コード及び項
目の追加

C90.2 Plasmacytoma, extramedullary 形質細胞腫，髄外性 C90.2 Extramedullary plasmacytoma 髄外形質細胞腫 項目名の変更

C90.3 Solitary plasmacytoma 孤立性形質細胞腫
新規コード及び項
目の追加

C91.0 Acute lymphoblastic leukaemia 急性リンパ芽球性白血病 C91.0 Acute lymphoblastic leukaemia [All] 急性リンパ芽球性白血病[ALL］ 項目名の変更

C91.1 Chronic lymphocytic leukaemia 慢性リンパ球性白血病 C91.1
Chronic lymphocytic leukaemia of B-cell
type

B細胞性慢性リンパ球性白血病 項目名の変更
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改正理由現　　行 専門委員会案

C91.2 Subacute lymphocytic leukaemia 亜急性リンパ球性白血病
コード及び項目名
の削除

C91.3 Prolymphocytic leukaemia 前リンパ球性白血病 C91.3 Prolymphocytic leukaemia of B-cell type B細胞性前リンパ性白血病 項目名の変更

C91.5 Adult T-cell leukaemia 成人型Ｔ細胞白血病 C91.5
Adult T-cell lymphoma/leukaemia ［HTLV-
1-associated］

成人Ｔ細胞リンパ腫/白血病[HTLV-1関
連］

項目名の変更

C91.6 Prolymphocytic leukaemia of T-cell type Ｔ細胞性前リンパ性白血病
新規コード及び項
目の追加

C91.8 Mature B-cell leukaemia Burkitt-type
成熟Ｂ細胞性白血病バーキット＜

Burkitt＞型
新規コード及び項
目の追加

C92.0 Acute myeloid leukaemia 急性骨髄性白血病 C92.0 Acute myeloblastic leukaemia [AML] 急性骨髄芽球性白血病[AML］ 項目名の変更

C92.1 Chronic myeloid leukaemia 慢性骨髄性白血病 C92.1
Chronic myeloid leukaemia [CML],
BCR/ABL-positive

慢性骨髄性白血病[CML］，BCR/ABL陽
性

項目名の変更

C92.2 Subacute myeloid leukaemia 亜急性骨髄性白血病 C92.2
Atypical chronic myeloid leukaemia,
BCR/ABL-negative

非定型慢性骨髄性白血病，BCR/ABL陰性 項目名の変更

C92.4 Acute promyelocytic leukaemia 急性前骨髄球性白血病 C92.4 Acute promyelocytic leukaemia [PML] 急性前骨髄球性白血病[PML］ 項目名の変更

C92.6
Acute myeloid leukaemia with 11q23-
abnormality

11q23異常を伴う急性骨髄性白血病
新規コード及び項
目の追加

C92.8
Acute myeloid leukaemia with
multilineage dysplasia 多系統異形成を伴う急性骨髄性白血病

新規コード及び項
目の追加

C93.0 Acute monocytic leukaemia 急性単球性白血病 C93.0 Acute monoblastic/monocytic leukaemia 急性単芽球性/単球性白血病 項目名の変更

C93.1 Chronic monocytic leukaemia 慢性単球性白血病 C93.1 Chronic myelomonocytic leukaemia 慢性骨髄単球性白血病 項目名の変更

C93.2 Subacute monocytic leukaemia 亜急性単球性白血病
コード及び項目名
の削除

C93.3 Juvenile myelomonocytic leukaemia 若年性骨髄単球性白血病
新規コード及び項
目の追加

C94.0 Acute erythraemia and erythroleukaemia 急性赤血病及び赤白血病 C94.0 Acute erythroid leukaemia 急性赤白血病 項目名の変更

C94.1 Chronic erythraemia 慢性赤血病
コード及び項目名
の削除

C94.4 Acute panmyelosis 急性汎骨髄症 C94.4 Acute panmyelosis with myelofibrosis 骨髄線維症を伴う急性汎骨髄症 項目名の変更
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C94.5 Acute myelofibrosis 急性骨髄線維症
コード及び項目名
の削除

C94.6
Myelodysplastic and myeloproliferative
disease, not elsewhere classified

骨髄異形成及び骨髄増殖性疾患，他に
分類されないもの

新規コード及び項
目の追加

C95.2
Subacute leukaemia of unspecified cell
type 細胞型不明の亜急性白血病

コード及び項目名
の削除

C96.0 Letterer-Siwe disease レッテラー・ジーベ〈Letterer-Siwe〉病 C96.0
Multifocal and multisystemic
(disseminated) Langerhans-cell
histiocytosis [Letterer-Siwe disease]

多病巣性及び多臓器型（播種性）ラン

ゲルハンス＜Langerhans＞細胞組織球
症[レットレル・ジーベ＜Letterer-Siwe
＞病］

項目名の変更

C96.1 Malignant histiocytosis 悪性組織球症〈malignant histiocytosis〉 コード及び項目名
の削除

C96.3 True histiocytic lymphoma 真性組織球性リンパ腫
コード及び項目名
の削除

C96.4 Sarcoma of dendritic cells (accessory cells) 樹状細胞（補助細胞）肉腫 新規コード及び項
目の追加

C96.5
Multifocal and unisystemic Langerhans-
cell histiocytosis

多病巣性及び単一臓器型ランゲルハン

ス＜Langerhans＞細胞組織球症
新規コード及び項
目の追加

C96.6 Unifocal Langerhans-cell histiocytosis
単発性ランゲルハンス＜Langerhans＞
細胞組織球症

新規コード及び項
目の追加

C96.8 Histiocytic sarcoma 組織球性肉腫
新規コード及び項
目の追加

D46.0
Refractory anaemia without sideroblasts,
so stated

鉄芽球を伴わない不応性貧血と記載され
たもの

D46.0
Refractory anaemia without ringed
sideroblasts, so stated

環状鉄芽球を伴わない不応性貧血と記
載されたもの

項目名の変更

D46.1 Refractory anaemia with  sideroblasts 鉄芽球を伴う不応性貧血 D46.1
Refractory anaemia with ringed
sideroblasts 環状鉄芽球を伴う不応性貧血 項目名の変更

D46.3
Refractory anaemia with excess of blasts
with transformation

白血病移行期にある芽球過剰性不応性
貧血

コード及び項目名
の削除

D46.5
Refractory anaemia with multi-lineage
dysplasia 多系統異形成を伴う不応性貧血

新規コード及び項
目の追加

D46.6
Myelodysplastic syndrome with isolated
del(5q) chromosomal abnormality

単独del （5q） 染色体異常を伴う骨髄
異形成症候群

新規コード及び項
目の追加

D47.2 Monoclonal gammopathy 単クローン性異常免疫グロブリン血症
〈monoclonal gammopathy〉

D47.2
Monoclonal gammopathy of
undetermined significance (MGUS)

意義不明の単クローングロブリン血症

（MGUS） 項目名の変更

D47.4 Osteomyelofibrosis 骨髄線維症
新規コード及び項
目の追加
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D47.5
Chronic eosinophilic leukaemia
[hypereosinophilic syndrome]

慢性好酸球性白血病[好酸球増加症候
群］

新規コード及び項
目の追加

Chapter III  Diseases of the blood and
blood-forming organs and certain
disorders involving the immune
mechanism (D50-D89)

第Ⅲ章　血液及び造血器の疾患並びに
免疫機構の障害

Chapter III  Diseases of the blood and
blood-forming organs and certain
disorders involving the immune
mechanism (D50-D89)

第Ⅲ章　血液及び造血器の疾患並び

に免疫機構の障害（D50－D89） 用語の適正化

D68.5 Primary Thrombophilia 原発性血栓形成傾向
新規コード及び項
目の追加

D68.6 Other Thrombophilia その他の血栓形成傾向
新規コード及び項
目の追加

D75.2  Essential thrombocytosis 本態性血小板増加症
コード及び項目名
の削除

D76
Certain diseases involving lymphoreticular
tissue and reticulohistiocytic system

リンパ細網組織及び細網組織球系の疾
患

D76
Other specified diseases with participation
of lymphoreticular and reticulohistiocytic
tissue

リンパ細網組織及び細網組織球組織の
その他の明示された疾患

項目名の変更

D76.0
Langerhans' cell histiocytosis, not
elsewhere classified

ランゲルハンス〈Langerhans〉細胞組織球
症，他に分類されないもの

コード及び項目名
の削除

D89.3 Immune reconstitution syndrome 免疫再構築症候群
新規コード及び項
目の追加

Chapter IV  Endocrine, nutritional and
metabolic diseases (E00-E90) 第Ⅳ章　内分泌，栄養及び代謝疾患

Chapter IV  Endocrine, nutritional and
metabolic diseases (E00-E90)

第Ⅳ章　内分泌，栄養及び代謝疾患

（E00-E90） 用語の適正化

E10 Insulin-dependent diabetes mellitus インスリン依存性糖尿病〈IDDM〉 E10 Type 1 diabetes mellitus １型＜インスリン依存性＞糖尿病＜IDDM
＞

項目名の変更

E11 Non-insulin-dependent diabetes mellitus インスリン非依存性糖尿病〈NIDDM〉 E11 Type 2 diabetes mellitus ２型＜インスリン非依存性＞糖尿病＜
NIDDM＞

項目名の変更

E61 Deficiency of other nutrient elements その他の栄養素欠乏症 E61 Deficiency of other nutrient elements その他の栄養元素欠乏症 用語の適正化

E61.7 Deficiency of multiple nutrient elements 重複(性)栄養素欠乏症 E61.7 Deficiency of multiple nutrient elements 重複（性）栄養元素欠乏症 用語の適正化

E61.8
Deficiency of other specified nutrient
elements その他の明示された栄養素欠乏症 E61.8

Deficiency of other specified nutrient
elements その他の明示された栄養元素欠乏症 用語の適正化

E61.9
Deficiency of nutrient element,
unspecified 栄養素欠乏症，詳細不明 E61.9

Deficiency of nutrient element,
unspecified 栄養元素欠乏症，詳細不明 用語の適正化

E84 Cystic fibrosis のう〈囊〉胞線維症〈システィックファイブ
ローシス〉

E84 Cystic fibrosis のう＜嚢＞胞線維症 用語の適正化

E84.0
Cystic fibrosis with pulmonary
manifestations

肺の症状発現を伴うのう〈囊〉胞線維症
〈システィックファイブローシス〉

E84.0
Cystic fibrosis with pulmonary
manifestations 肺の症状発現を伴うのう＜嚢＞胞線維症 用語の適正化
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E84.1
Cystic fibrosis with intestinal
manifestations

腸の症状発現を伴うのう〈囊〉胞線維症
〈システィックファイブローシス〉

E84.1
Cystic fibrosis with intestinal
manifestations 腸の症状発現を伴うのう＜嚢＞胞線維症 用語の適正化

E84.8 Cystic fibrosis with other manifestations 腸の症状発現を伴うのう〈囊〉胞線維症
〈システィックファイブローシス〉

E84.8 Cystic fibrosis with other manifestations 腸の症状発現を伴うのう＜嚢＞胞線維症 用語の適正化

E84.9 Cystic fibrosis, unspecified のう〈囊〉胞線維症〈システィックファイブ
ローシス〉，詳細不明

E84.9 Cystic fibrosis, unspecified のう＜嚢＞胞線維症，詳細不明 用語の適正化

E83.3 Disorders of phosphorus metabolism リン代謝障害 E83.3
Disorders of phosphorus metabolism and
phosphatases リン代謝障害及びホスファターゼ障害 項目名の変更

E88.3 Tumour lysis syndrome 腫瘍溶解症候群
新規コード及び項
目の追加

Chapter V  Mental and behavioural
disorders (F00-F99) 第Ⅴ章　精神及び行動の障害

Chapter V  Mental and behavioural
disorders (F00-F99)

第Ⅴ章　精神及び行動の障害
（F00-F99）

用語の適正化

Chapter VI  Diseases of the nervous
system (G00-G99) 第Ⅵ章　神経系の疾患

Chapter VI  Diseases of the nervous
system (G00-G99)

第Ⅵ章　神経系の疾患（G00-G99） 用語の適正化

Systemic atrophies primarily affecting the
central nervous system
(G10-G13)

主に中枢神経を障害する系統萎縮症
（G10-G13)

Systemic atrophies primarily affecting the
central nervous system
(G10-G14)

主に中枢神経を障害する系統萎縮症

（G10-G14）

新規コード追加に
よる中間分類の範
囲の変更

G14 Postpolio syndrome ポリオ後症候群
新規コード及び項
目の追加

G21.4 Vascular parkinsonism
血管性パーキンソン＜Parkinson＞症候
群

新規コード及び項
目の追加

G23.1
Progressive supranuclear ophthalmoplegia
[Steele-Richardson-Olszewski]

 進行性核上性（眼筋）麻痺 [スティール・

リチャードソン・オルゼウスキー〈Steele-
Richardson- Olszewski〉病]

G23.1
Progressive supranuclear ophthalmoplegia
[Steele-Richardson-Olszewski]

進行性核上性眼筋麻痺 [スティール・
リチャードソン・オルゼウスキー＜

Steele-Richardson- Olszewski＞病］
用語の適正化

G73.1* Eaton-Lambert syndrome (C80†)
イートン・ランバート〈Eaton-Lambert〉症候

群(C80†）
G73.1* Lambert-Eaton syndrome (C00–D48†)

ランバート・イートン＜Lambert-Eaton
＞症候群（C00-D48†） 項目名の変更

Chapter VII  Diseases of the eye and
adnexa (H00-H59) 第Ⅶ章　眼及び付属器の疾患

Chapter VII  Diseases of the eye and
adnexa (H00-H59)

第Ⅶ章　眼及び付属器の疾患

（H00-H59）
用語の適正化

H35.0
Background retinopathy and retinal
vascular changes 背景網膜症及び網膜血管変化 H35.0

Background retinopathy and retinal
vascular changes 単純性網膜症及び網膜血管変化 用語の適正化

H35.2 Other proliferative retinopathy その他の増殖性網膜症 H35.2 Other proliferative retinopathy その他の増殖網膜症 用語の適正化

H54 Blindness and low vision 盲〈失明〉及び低視力 H54
Visual impairment including blindness
(binocular or monocular) 両眼性及び単眼性視覚障害（盲を含む） 項目名の変更

H54.0  Blindness, both eyes 盲〈失明〉，両眼 H54.0 Blindness, binocular 両眼性盲 項目名の変更
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H54.1 Blindness, one eye, low vision other eye 盲〈失明〉，片眼，他眼の低視力 H54.1 Severe visual impairment, binocular 両眼性重度視覚障害 項目名の変更

H54.2  Low vision, both eyes 両眼の低視力 H54.2 Moderate visual impairment, binocular 両眼性中度視覚障害 項目名の変更

H54.3  Unqualified visual loss, both eyes 詳細不明の視力障害，両眼 H54.3 Mild or no visual impairment, binocular 両眼性軽度視覚障害又は視覚障害なし 項目名の変更

H54.4 Blindness, one eye 盲〈失明〉，片眼 H54.4 Blindness, monocular 単眼性盲 項目名の変更

H54.5  Low vision, one eye 低視力，片眼 H54.5 Severe visual impairment, monocular 単眼性重度視覚障害 項目名の変更

H54.6 Unqualified visual loss, one eye 詳細不明の視力障害，片眼 H54.6 Moderate visual impairment, monocular 単眼性中度視覚障害 項目名の変更

H54.7  Unspecified visual loss 詳細不明の視力障害
コード及び項目名
の削除

H54.9 Unspecified visual impairment (binocular) 両眼性視覚障害（詳細不明）
新規コード及び項
目の追加

H59.0 
Vitreous syndrome following cataract
surgery 白内障手術に続発する硝子体症候群 H59.0

Keratopathy (bullous aphakic) following
cataract surgery

白内障手術に続発する角膜症（無水晶体
性水疱性角膜症）

項目名の変更

Chapter VIII  Diseases of the ear and
mastoid process (H60-H95) 第Ⅷ章　耳及び乳様突起の疾患

Chapter VIII  Diseases of the ear and
mastoid process (H60-H95)

第Ⅷ章　耳及び乳様突起の疾患

（H60-H95） 用語の適正化

Chapter IX  Diseases of the circulatory
system (I00-I99) 第Ⅸ章　循環器系の疾患

Chapter IX  Diseases of the circulatory
system (I00-I99)

第Ⅸ章　循環器系の疾患（I00-I99） 用語の適正化

I48.0 Paroxysmal atrial fibrillation 発作性心房細動
新規コード及び項
目の追加

I48.1 Persistent atrial fibrillation 持続性心房細動
新規コード及び項
目の追加

I48.2 Chronic atrial fibrillation 慢性心房細動
新規コード及び項
目の追加

I48.3 Typical atrial flutter 定型心房粗動
新規コード及び項
目の追加

I48.4 Atypical atrial flutter 非定型心房粗動
新規コード及び項
目の追加

I48.9
Atrial fibrillation and atrial flutter,
unspecified 心房細動及び心房粗動，詳細不明

新規コード及び項
目の追加

I72 Other aneurysm その他の動脈瘤 I72 Other aneurysm and dissection その他の動脈瘤及び解離 項目名の変更
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I72.0 Aneurysm of carotid artery 頚動脈瘤 I72.0 Aneurysm and dissection of carotid artery 頚動脈瘤及び解離 項目名の変更

I72.1 Aneurysm of artery of upper extremity 上肢の動脈瘤 I72.1
Aneurysm and dissection of artery of
upper extremity 上肢の動脈瘤及び解離 項目名の変更

I72.2 Aneurysm of renal artery 腎動脈瘤 I72.2 Aneurysm and dissection of renal artery 腎動脈瘤及び解離 項目名の変更

I72.3 Aneurysm of iliac artery 腸骨動脈瘤 I72.3 Aneurysm and dissection of iliac artery 腸骨動脈瘤及び解離 項目名の変更

I72.4 Aneurysm of artery of lower extremity 下肢の動脈瘤 I72.4
Aneurysm and dissection of artery of
lower extremity 下肢の動脈瘤及び解離 項目名の変更

I72.5
Aneurysm and dissection of other
precerebral arteries

その他の脳実質外動脈（脳底動脈，頚動
脈，椎骨動脈を含む）の動脈瘤及び解離

新規コード及び項
目の追加

I72.6
Aneurysm and dissection of vertebral
artery 椎骨動脈の動脈瘤及び解離

新規コード及び項
目の追加

I72.8 Aneurysm of other specified arteries その他の明示された動脈の動脈瘤 I72.8
Aneurysm and dissection of other
specified arteries

その他の明示された動脈の動脈瘤及び
解離

項目名の変更

I72.9 Aneurysm of unspecified site 部位不明の動脈瘤 I72.9
Aneurysm and dissection of unspecified
site 部位不明の動脈瘤及び解離 項目名の変更

I84 Haemorrhoids 痔核
コード及び項目名
の削除

I84.0 Internal thrombosed haemorrhoids 血栓性内痔核
コード及び項目名
の削除

I84.1
Internal haemorrhoids with other
complications その他の合併症を伴う内痔核

コード及び項目名
の削除

I84.2
Internal haemorrhoids without
complication 合併症を伴わない内痔核

コード及び項目名
の削除

I84.3 External thrombosed haemorrhoids 血栓性外痔核
コード及び項目名
の削除

I84.4
External haemorrhoids with other
complications その他の合併症を伴う外痔核

コード及び項目名
の削除

I84.5
External haemorrhoids without
complication 合併症を伴わない外痔核

コード及び項目名
の削除

I84.6 Residual haemorrhoidal skin tags 残遺痔核皮膚便
コード及び項目名
の削除

I84.7 Unspecified thrombosed haemorrhoids 詳細不明の血栓性痔核
コード及び項目名
の削除
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I84.8
Unspecified haemorrhoids with other
complications その他の合併症を伴う詳細不明の痔核

コード及び項目名
の削除

I84.9
Unspecified haemorrhoids without
complication 合併症を伴わない痔核，詳細不明

コード及び項目名
の削除

I87.0 Postphlebitic syndrome 静脈炎後症候群 I87.0 Postthrombotic syndrome 血栓後症候群 項目名の変更

I98.2* 
Oesophageal varices in diseases classified
elsewhere 他に分類される疾患における食道静脈瘤 I98.2*

Oesophageal varices without bleeding in
diseases classified elsewhere

他に分類される疾患における出血を伴わ
ない食道静脈瘤

項目名の変更

I98.3*
Oesophageal varices with bleeding in
diseases classified elsewhere

他に分類される疾患における出血を伴う
食道静脈瘤

新規コード及び項
目の追加

Chapter X　Diseases of the respiratory
system　(J00-J99) 第Ⅹ章　呼吸器系の疾患

Chapter X　Diseases of the respiratory
system　(J00-J99)

第Ⅹ章　呼吸器系の疾患（J00-J99） 用語の適正化

J09
Influenza due to certain identified
influenza virus

特定のインフルエンザウイルスが分離さ
れたインフルエンザ

新規コード及び項
目の追加

J10 Influenza due to identified influenza virus インフルエンザウイルスが分離されたイン
フルエンザ

J10
Influenza due to other identified influenza
virus

その他のインフルエンザウイルスが分離
されたインフルエンザ

項目名の変更

J10.0
Influenza with pneumonia, influenza virus
identified

肺炎を伴うインフルエンザ，インフルエン
ザウイルスが分離されたもの

J10.0
Influenza with pneumonia, other influenza
virus identified

肺炎を伴うインフルエンザ，その他のイン
フルエンザウイルスが分離されたもの

項目名の変更

J10.1
Influenza with other respiratory
manifestations, influenza virus identified

その他の呼吸器症状を伴うインフルエン
ザ，インフルエンザウイルスが分離された
もの

J10.1
Influenza with other respiratory
manifestations, other influenza virus
identified

その他の呼吸器症状を伴うインフルエン
ザ，その他のインフルエンザウイルスが
分離されたもの

項目名の変更

J10.8
Influenza with other manifestations,
influenza virus identified

その他の症状を伴うインフルエンザ，イン
フルエンザウイルスが分離されたもの

J10.8
Influenza with other manifestations, other
influenza virus identified

その他の症状を伴うインフルエンザ，そ
の他のインフルエンザウイルスが分離さ
れたもの

項目名の変更

J12.3 Human metapneumovirus pneumonia ヒト・メタニューモウイルス肺炎
新規コード及び項
目の追加

J21.1
Acute bronchiolitis due to human
metapneumovirus

ヒト・メタニューモウイルスによる急性細
気管支炎

新規コード及び項
目の追加

J68.1
Acute pulmonary oedema due to
chemicals, gases, fumes and vapours

化学物質，ガス，フューム及び蒸気によ
る急性肺水腫

J68.1
Pulmonary oedema due to chemicals,
gases, fumes and vapours

化学物質，ガス，フューム及び蒸気によ
る肺水腫

項目名の変更

Chapter XI  Diseases of the digestive
system (K00-K93) 第ⅩⅠ章　消化器系の疾患

Chapter XI  Diseases of the digestive
system (K00-K93)

第ⅩⅠ章　消化器系の疾患
（K00-K93）

用語の適正化

K02.5 Caries with pulp exposure 露髄のあるう＜齲＞蝕
新規コード及び項
目の追加

K12.3 Oral mucositis (ulcerative) 口腔粘膜炎（潰瘍性）
新規コード及び項
目の追加
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改正理由現　　行 専門委員会案

K22.7 Barrett’s esophagus バレット食道
新規コード及び項
目の追加

K30 Dyspepsia ディスペプシア（症） K30 Functional dyspepsia 機能性ディスペプシア 項目名の変更

K35.0
Acute appendicitis with generalized
peritonitis 汎発性腹膜炎を伴う急性虫垂炎

コード及び項目名
の削除

K35.1 Acute appendicitis with peritoneal abscess 腹腔内膿瘍を伴う急性虫垂炎
コード及び項目名
の削除

K35.2
Acute appendicitis with generalized
peritonitis 汎発性腹膜炎を伴う急性虫垂炎

新規コード及び項
目の追加

K35.3
Acute appendicitis with localized
peritonitis 限局性腹膜炎を伴う急性虫垂炎

新規コード及び項
目の追加

K35.8 Acute appendicitis, other and unspecified 急性虫垂炎，その他及び詳細不明
新規コード及び項
目の追加

K35.9 Acute appendicitis, unspecified 急性虫垂炎，詳細不明
コード及び項目名
の削除

K43.0
Ventral hernia with obstruction, without
gangrene

腹壁ヘルニア，閉塞を伴い，え〈壊〉疽を
伴わないもの

K43.0
Incisional hernia with obstruction, without
gangrene

瘢痕ヘルニア，閉塞を伴い，え＜壊＞

疽を伴わないもの
項目名の変更

K43.1 Ventral hernia with gangrene 腹壁ヘルニア，え〈壊〉疽を伴うもの K43.1 Incisional hernia with gangrene 瘢痕ヘルニア，え＜壊＞疽を伴うもの 項目名の変更

K43.2
Incisional hernia without obstruction or
gangrene

瘢痕ヘルニア，閉塞及びえ＜壊＞疽を

伴わないもの
新規コード及び項
目の追加

K43.3
Parastomal hernia with obstruction,
without gangrene

傍ストーマヘルニア，閉塞を伴い，え

＜壊＞疽を伴わないもの
新規コード及び項
目の追加

K43.4 Parastomal hernia with gangrene
傍ストーマヘルニア，え＜壊＞疽を伴

うもの
新規コード及び項
目の追加

K43.5
Parastomal hernia without obstruction or
gangrene

傍ストーマヘルニア，閉塞及びえ＜壊

＞疽を伴わないもの
新規コード及び項
目の追加

K43.6
Other and unspecified ventral hernia with
obstruction, without gangrene

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

新規コード及び項
目の追加

K43.7
Other and unspecified ventral hernia with
gangrene

その他及び詳細不明の腹壁ヘルニア，

え＜壊＞疽を伴うもの
新規コード及び項
目の追加

K43.9
Ventral hernia without obstruction or
gangrene

腹壁ヘルニア，閉塞またはえ〈壊〉疽を伴
わないもの

K43.9
Other and unspecified ventral hernia
without obstruction or gangrene

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
項目名の変更

14 / 25 第4回社会保障審議会統計分科会疾病、傷害及び死因分類部会



改正理由現　　行 専門委員会案

K51.0 Ulcerative (chronic) enterocolitis 潰瘍性（慢性）全腸炎 K51.0 Ulcerative (chronic) pancolitis 潰瘍性（慢性）全大腸炎 項目名の変更

K51.1   Ulcerative (chronic) ileocolitis 潰瘍性（慢性）回腸大腸炎
コード及び項目名
の削除

K51.4 Pseudopolyposis of colon 大腸仮性ポリポージス K51.4 Inflammatory polyps 炎症性ポリープ 項目名の変更

K51.5  Mucosal proctocolitis 粘膜（性）直腸結腸炎 K51.5 Left sided colitis 左側結腸炎 項目名の変更

K52.3 Indeterminate colitis 分類不能大腸炎
新規コード及び項
目の追加

Other diseases of intestines 腸のその他の疾患（K55-K63） Other diseases of intestines 腸のその他の疾患（K55-K64）

新規コード追加

による中間分類

の範囲の変更

K56.4 Other impaction of intestine その他の腸かん〈嵌〉頓 K56.4 Other impaction of intestine その他の腸管かん＜嵌＞頓 用語の適正化

K64
Haemorrhoids and perianal venous
thrombosis 痔核及び肛門周囲静脈血栓症

新規コード及び項
目の追加

K64.0 First degree haemorrhoids 第１度痔核
新規コード及び項
目の追加

K64.1 Second degree haemorrhoids 第２度痔核
新規コード及び項
目の追加

K64.2 Third degree haemorrhoids 第３度痔核
新規コード及び項
目の追加

K64.3 Fourth degree haemorrhoids 第４度痔核
新規コード及び項
目の追加

K64.4 Residual haemorrhoidal skin tags 痔核性遺残皮膚突起
新規コード及び項
目の追加

K64.5 Perianal venous thrombosis 肛門周囲静脈血栓症
新規コード及び項
目の追加

K64.8 Other specified haemorrhoids その他の明示された痔核
新規コード及び項
目の追加

K64.9 Haemorrhoids, unspecified 痔核，詳細不明
新規コード及び項
目の追加

K85.0 Idiopathic acute pancreatitis 特発性急性膵炎
新規コード及び項
目の追加
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改正理由現　　行 専門委員会案

K85.1 Biliary acute pancreatitis 胆石性急性膵炎
新規コード及び項
目の追加

K85.2 Alcohol-induced acute pancreatitis アルコール性急性膵炎
新規コード及び項
目の追加

K85.3 Drug-induced acute pancreatitis 薬物性急性膵炎
新規コード及び項
目の追加

K85.8 Other acute pancreatitis その他の急性膵炎
新規コード及び項
目の追加

K85.9 Acute pancreatitis, unspecified 急性膵炎，詳細不明
新規コード及び項
目の追加

Chapter XII  Diseases of the skin and
subcutaneous tissue (L00-L99) 第ⅩⅡ章　皮膚及び皮下組織の疾患

Chapter XII  Diseases of the skin and
subcutaneous tissue (L00-L99)

第ⅩⅡ章　皮膚及び皮下組織の疾患

（L00-L99） 用語の適正化

L41.2 Lymphomatoid papulosis リンパ腫様丘疹症
コード及び項目名
の削除

L89 Decubitus ulcer じょく〈褥〉瘡性潰瘍 L89 Decubitus ulcer and pressure area じょく＜褥＞瘡性潰瘍及び圧迫領域 項目名の変更

L89.0 Stage I decubitus ulcer and pressure area
ステージⅠじょく＜褥＞瘡性潰瘍及び

圧迫領域
新規コード及び項
目の追加

L89.1 Stage II decubitus ulcer ステージⅡじょく＜褥＞瘡性潰瘍
新規コード及び項
目の追加

L89.2 Stage III decubitus ulcer ステージⅢじょく＜褥＞瘡性潰瘍
新規コード及び項
目の追加

L89.3 Stage IV decubitus ulcer ステージⅣじょく＜褥＞瘡性潰瘍
新規コード及び項
目の追加

L89.9
Decubitus ulcer and pressure area,
unspecified

じょく＜褥＞瘡性潰瘍及び圧迫領域，

詳細不明
新規コード及び項
目の追加

L91.0 Keloid scar ケロイド瘢痕 L91.0 Hypertrophic scar 肥厚性瘢痕 項目名の変更

Chapter XIII  Diseases of the
musculoskeletal system and connective
tissue (M00-M99)

第ⅩⅢ章　筋骨格系及び結合組織の疾
患

Chapter XIII  Diseases of the
musculoskeletal system and connective
tissue (M00-M99)

第ⅩⅢ章　筋骨格系及び結合組織の

疾患（M00-M99） 用語の適正化

M31.3 Wegener granulomatosis ウェゲ〈ジ〉ナー〈Wegener〉肉芽腫症 M31.3 Wegener granulomatosis ウェゲ＜ジ＞ナー＜Wegener＞肉芽腫 用語の適正化

M31.7 Microscopic polyangiitis 顕微鏡的多発（性）血管炎
新規コード及び項
目の追加
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改正理由現　　行 専門委員会案

M79.7 Fibromyalgia 線維筋痛症
新規コード及び項
目の追加

M83.0 Puerperal osteomalacia 産じょく〈褥〉性骨軟化症 M83.0 Puerperal osteomalacia 産じょく＜褥＞期骨軟化症 用語の適正化

Chapter XIV  Diseases of the
genitourinary system (N00-N99) 第ⅩⅣ章　腎尿路生殖器系の疾患

Chapter XIV  Diseases of the
genitourinary system (N00-N99)

第ⅩⅣ章　腎尿路生殖器系の疾患

（N00-N99） 用語の適正化

N18 Chronic renal failure 慢性腎不全 N18 Chronic kidney disease 慢性腎臓病 項目名の変更

N18.0 End-stage renal disease 末期腎疾患
コード及び項目名
の削除

N18.1 Chronic kidney disease, stage 1 慢性腎臓病，ステージ１
新規コード及び項
目の追加

N18.2 Chronic kidney disease, stage 2 慢性腎臓病，ステージ２
新規コード及び項
目の追加

N18.3 Chronic kidney disease, stage 3 慢性腎臓病，ステージ３
新規コード及び項
目の追加

N18.4 Chronic kidney disease, stage 4 慢性腎臓病，ステージ４
新規コード及び項
目の追加

N18.5 Chronic kidney disease, stage 5 慢性腎臓病，ステージ５
新規コード及び項
目の追加

N18.8 Other chronic renal failure その他の慢性腎不全
コード及び項目名
の削除

N18.9 Chronic renal failure, unspecified 慢性腎不全，詳細不明 N18.9 Chronic kidney disease, unspecified 慢性腎臓病，詳細不明 項目名の変更

N42.3 Dysplasia of prostate 前立腺の異形成
新規コード及び項
目の追加

Chapter XV  Pregnancy, childbirth and
the puerperium (O00-O99)

第ⅩⅤ章　妊娠，分娩及び産じょく

〈褥〉

Chapter XV  Pregnancy, childbirth and
the puerperium (O00-O99)

第ⅩⅤ章　妊娠，分娩及び産じょく

＜褥＞（O00-O99） 用語の適正化

O11
Pre-existing hypertensive disorder with
superimposed proteinuria

増悪したたんぱく〈蛋白〉尿を伴う既存の
高血圧性障害

O11
Pre-eclampsia superimposed on chronic
hypertension

慢性高血圧（症）に加重した子かん＜癇
＞前症

項目名の変更

O13
Gestational [pregnancy-induced]
hypertension without significant
proteinuria

明らかなたんぱく〈蛋白〉尿を伴わない妊
娠高血圧（症）

O13
Gestational [pregnancy-induced]
hypertension

妊娠高血圧（症） 項目名の変更

O14
Gestational [pregnancy-induced]
hypertension with significant proteinuria

明らかなたんぱく〈蛋白〉尿を伴う妊娠高
血圧(症) O14 Pre-eclampsia 子かん＜癇＞前症 項目名の変更
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O14.0 Moderate pre-eclampsia 中等症子かん〈癇〉前症 O14.0 Mild to moderate pre-eclampsia 軽症から中等症の子かん＜癇＞前症 項目名の変更

O14.2 HELLP  syndrome HELLP症候群
新規コード及び項
目の追加

O22 Venous complications in pregnancy 妊娠中の静脈合併症 O22
Venous complications and haemorrhoids
in pregnancy 妊娠中の静脈合併症及び痔核 項目名の変更

O24.0
Pre-existing diabetes mellitus, insulin-
dependent 既存のインスリン依存性糖尿病 O24.0 Pre-existing type 1 diabetes mellitus 既存の１型糖尿病 項目名の変更

O24.1
Pre-existing diabetes mellitus, non-insulin-
dependent 既存のインスリン非依存性糖尿病 O24.1 Pre-existing type 2 diabetes mellitus 既存の２型糖尿病 項目名の変更

O43.2 Morbidly adherent placenta 病的な癒着胎盤
新規コード及び項
目の追加

O60 Preterm delivery 早産 O60 Preterm labour and delivery 切迫早産及び早産 項目名の変更

O60.0 Preterm labour without delivery 切迫早産
新規コード及び項
目の追加

O60.1
Preterm spontaneous labour with preterm
delivery 早産

新規コード及び項
目の追加

O60.2
Preterm spontaneous labour with term
delivery 切迫早産後の正期産

新規コード及び項
目の追加

O60.3
Preterm delivery without spontaneous
labour 陣痛発来前の早産

新規コード及び項
目の追加

O62.0 Primary inadequate contractions 原発性陣痛微弱 O62.0 Primary inadequate contractions 原発性微弱陣痛 用語の適正化

O62.1 Secondary uterine inertia 続発性陣痛微弱 O62.1 Secondary uterine inertia 続発性微弱陣痛 用語の適正化

O62.2 Other uterine inertia その他の陣痛微弱 O62.2 Other uterine inertia その他の微弱陣痛 用語の適正化

O69.2
Labour and delivery complicated by other
cord entanglement, with  compression その他の臍帯巻絡を合併する分娩 O69.2

Labour and delivery complicated by other
cord entanglement, with  compression

その他の臍帯巻絡を合併する分娩，臍帯
圧迫を伴うもの

項目名の変更

O71.4 Obstetric high vaginal laceration alone 産科的高位膣（壁）裂傷〈laceration〉のみ O71.4 Obstetric high vaginal laceration 産科的高位膣（壁）裂傷＜laceration＞ 項目名の変更

O73
Retained placenta and membranes,
without haemorrhage

遺残胎盤及び遺残卵膜，出血を伴わな
いもの

O73
Retained placenta and membranes,
without haemorrhage

胎盤残留及び卵膜残留，出血を伴わな
いもの

用語の適正化
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O73.0 Retained placenta without haemorrhage 遺残胎盤，出血を伴わないもの O73.0 Retained placenta without haemorrhage 出血を伴わない胎盤残留 用語の適正化

O73.1
Retained portions of placenta and
membranes, without haemorrhage

胎盤及び卵膜の一部遺残，出血を伴わ
ないもの

O73.1
Retained portions of placenta and
membranes, without haemorrhage

胎盤及び卵膜の一部残留，出血を伴わ
ないもの

用語の適正化

O87 Venous complications in the puerperium 産じょく〈褥〉における静脈合併症 O87
Venous complications and haemorrhoids
in the puerperium

産じょく＜褥＞における静脈合併症及

び痔核
項目名の変更

O96.0 Death from direct obstetric cause 直接産科的原因による死亡
新規コード及び項
目の追加

O96.1 Death from indirect obstetric causes 間接産科的原因による死亡
新規コード及び項
目の追加

O96.9 Death from unspecified obstetric cause 詳細不明の産科的原因による死亡
新規コード及び項
目の追加

O97
Death from sequelae of direct obstetric
causes

直接産科的原因の続発・後遺症による死
亡

O97 Death from sequelae of obstetric causes 産科的原因の続発・後遺症による死亡 項目名の変更

O97.0
Death from sequelae of direct obstetric
cause

直接産科的原因の続発・後遺症による死
亡

新規コード及び項
目の追加

O97.1
Death from sequelae of indirect obstetric
cause

間接産科的原因の続発・後遺症による死
亡

新規コード及び項
目の追加

O97.9
Death from sequelae of obstetric cause,
unspecified

産科的原因の続発・後遺症による死亡，
詳細不明

新規コード及び項
目の追加

O98.7
Human immunodeficiency virus [HIV]
disease complicating pregnancy, childbirth
and the puerperium

妊娠，分娩及び産じょく＜褥＞に合併

するヒト免疫不全ウイルス[HIV］病
新規コード及び項
目の追加

Chapter XVI  Certain conditions
originating in the perinatal period (P00-
P96)

第ⅩⅥ章　周産期に発生した病態

Chapter XVI  Certain conditions
originating in the perinatal period (P00-
P96)

第ⅩⅥ章　周産期に発生した病態

（P00-P96） 用語の適正化

P35.3 Congenital viral hepatitis 先天性ウイルス肝炎 P35.3 Congenital viral hepatitis 先天性ウイルス性肝炎 用語の適正化

P35.8 Other congenital viral diseases その他の先天性ウイルス肝炎 P35.8 Other congenital viral diseases その他の先天性ウイルス性肝炎 用語の適正化

P35.9 Congenital viral disease, unspecified 先天性ウイルス肝炎，詳細不明 P35.9 Congenital viral disease, unspecified 先天性ウイルス性肝炎，詳細不明 用語の適正化

P70.0
Syndrome of infant of mother with
gestational diabetes 妊娠性糖尿病母体の児症候群 P70.0

Syndrome of infant of mother with
gestational diabetes 妊娠糖尿病母体の児症候群 用語の適正化

P70.1 Syndrome of infant of a diabetic mother 糖尿病母体の児症候群 P70.1 Syndrome of infant of a diabetic mother 糖尿病母体から出産した児の症候群 用語の適正化
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P75* Meconium ileus (E84.1+) 胎便〈メコニウム〉イレウス（E84.1†） P75* Meconium ileus in cystic fibrosis (E84.1+)
のう＜嚢＞胞線維症における胎便＜メ

コニウム＞イレウス（E84.1†） 項目名の変更

P96.4
Termination of pregnancy, fetus and
newborn 妊娠中絶，胎児及び新生児 P96.4

Termination of pregnancy, affecting fetus
and newborn

妊娠中絶，胎児及び新生児に影響を与
える場合

項目名の変更

Chapter XVII  Congenital malformations,
deformations and chromosomal
abnormalities (Q00-Q99)

第ⅩⅦ章　先天奇形，変形及び染色体
異常

Chapter XVII  Congenital malformations,
deformations and chromosomal
abnormalities (Q00-Q99)

第ⅩⅦ章　先天奇形，変形及び染色

体異常（Q00-Q99） 用語の適正化

Q18.1 Preauricular sinus and cyst 先天性耳ろう〈瘻〉孔と先天性のう〈嚢〉胞 Q18.1 Preauricular sinus and cyst 前耳介洞及びのう＜嚢＞胞 用語の適正化

Chapter XVIII  Symptoms, signs and
abnormal clinical and laboratory findings,
not elsewhere classified (R00-R99)

第ⅩⅧ章　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

Chapter XVIII  Symptoms, signs and
abnormal clinical and laboratory findings,
not elsewhere classified (R00-R99)

第ⅩⅧ章　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）
用語の適正化

R26.3 Immobility 不動状態
新規コード及び項
目の追加

Q28.1
Other malformations of precerebral
vessels

脳実質外動脈（脳底動脈，頚動脈，椎骨
動脈を含む）血管のその他の奇形

用語の適正化

R29.6 Tendency to fall, not elsewhere classified 転倒傾向，他に分類されないもの
新規コード及び項
目の追加

R50 Fever of unknown origin 不明熱 R50 Fever of other and unknown origin その他の原因による熱及び不明熱 項目名の変更

R50.0 Fever with chills 悪寒〈さむけ〉を伴う発熱
コード及び項目名
の削除

R50.1 Persistent fever 持続熱
コード及び項目名
の削除

R50.2 Drug-induced fever 薬剤性の発熱
新規コード及び項
目の追加

R50.8 Other specified fever その他の明示された発熱
新規コード及び項
目の追加

R57.2 Septic shock 敗血症性ショック
新規コード及び項
目の追加

R63.6
Insufficient intake of food and water due
to self neglect

セルフネグレクトによる食物及び水分の
摂取不足

新規コード及び項
目の追加

R65
Systemic Inflammatory Response
Syndrome [SIRS]

全身性炎症反応症候群[SIRS］ 新規コード及び項
目の追加
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R65.0
Systemic Inflammatory Response
Syndrome of infectious origin without
organ failure

感染症が原因の全身性炎症反応症候
群，臓器不全を伴わないもの

新規コード及び項
目の追加

R65.1
Systemic Inflammatory Response
Syndrome of infectious origin with organ
failure

感染症が原因の全身性炎症反応症候
群，臓器不全を伴うもの

新規コード及び項
目の追加

R65.2
Systemic Inflammatory Response
Syndrome of non-infectious origin without
organ failure

感染症が原因でない全身性炎症反応症
候群，臓器不全を伴わないもの

新規コード及び項
目の追加

R65.3
Systemic Inflammatory Response
Syndrome of non-infectious origin with
organ failure

感染症が原因でない全身性炎症反応症
候群，臓器不全を伴うもの

新規コード及び項
目の追加

R65.9
Systemic Inflammatory Response
Syndrome, unspecified 全身性炎症反応症候群，詳細不明

新規コード及び項
目の追加

R95.0
Sudden infant death syndrome with
mention of autopsy

乳幼児突然死症候群，剖検の記載があ
るもの

新規コード及び項
目の追加

R95.9
Sudden infant death syndrome without
mention of autopsy

乳幼児突然死症候群，剖検の記載がな
いもの

新規コード及び項
目の追加

Chapter XIX  Injury, poisoning and certain
other consequences of external causes
(S00-T98)

第ⅩⅨ章　損傷，中毒及びその他の外
因の影響

Chapter XIX  Injury, poisoning and certain
other consequences of external causes
(S00-T98)

第ⅩⅨ章　損傷，中毒及びその他の

外因の影響（S00-T98） 用語の適正化

S46.0
Injury of tendon of the rotator cuff of
shoulder 肩（回旋筋）腱板の腱損傷 S46.0

Injury of muscle(s) and tendon(s) of the
rotator cuff of shoulder

肩（回旋筋）腱板の筋及び腱の損傷 項目名の変更

T82.8
Other complications of cardiac and
vascular prosthetic devices, implants and
grafts

心臓及び血管のプロステーシス，挿入物
及び移植片のその他の合併症

T82.8
Other specified complications of cardiac
and vascular prosthetic devices, implants
and grafts

心臓及び血管のプロステーシス，挿入物
及び移植片のその他の明示された合併
症

項目名の変更

Chapter XX  External causes of morbidity
and mortality (V01-Y98) 第ⅩⅩ章　傷病及び死亡の外因

Chapter XX  External causes of morbidity
and mortality (V01-Y98)

第ⅩⅩ章　傷病及び死亡の外因

（V00-Y98） 用語の適正化

Falls (W00-W19) 転倒・転落（W00-W19） Falls (W00-W19) 転倒・転落・墜落（W00-W19） 用語の適正化

W46 Contact with hypodermic needle 皮下注射針との接触
新規コード及び項
目の追加

X34.0
Victim of cataclysmic earth movements
caused by earthquake 地震による地殻変動の受傷者

新規コード及び項
目の追加

X34.1 Victim of tsunami 津波による受傷者
新規コード及び項
目の追加
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X34.8
Victim of other specified effects of
earthquake

地震によるその他の明示された影響の受
傷者

新規コード及び項
目の追加

X34.9 Victim of unspecified effect of earthquake 地震による詳細不明の影響による受傷
者

新規コード及び項
目の追加

X59.0
Exposure to unspecified factor causing
fracture 詳細不明の骨折

新規コード及び項
目の追加

X59.9
Exposure to unspecified factor causing
other and unspecified injury その他及び詳細不明の損傷

新規コード及び項
目の追加

Y07 Other maltreatment syndromes その他の虐待症候群 Y07 Other maltreatment その他の虐待 項目名の変更

Chapter XXI  Factors influencing health
status and contact with health services
(Z00-Z99)

第ⅩⅩⅠ章　健康状態に影響を及ぼ

す要因及び保健サービスの利用

Chapter XXI  Factors influencing health
status and contact with health services
(Z00-Z99)

第ⅩⅩⅠ章　健康状態に影響を及ぼ

す要因及び保健サービスの利用（Z00-
Z99）

用語の適正化

Z45.0
Adjustment and management of cardiac
pacemaker 心臓ペースメーカーの調整および管理 Z45.0

Adjustment and management of cardiac
devices 心臓デバイスの調整及び管理 項目名の変更

Z51.3
Blood transfusion without reported
diagnosis 輸血，診断名の記載がないもの Z51.3

Blood transfusion (without reported
diagnosis)

輸血（診断名の記載がないもの） 項目名の変更

Z58.7 Exposure to tobacco smoke タバコの煙への暴露
新規コード及び項
目の追加

Z74.0 Reduced mobility 移動困難 Z74.0
Need for assistance due to reduced
mobility 移動困難による援助の必要性 項目名の変更

Z92.6
Personal history of chemotherapy for
neoplastic disease

新生物＜腫瘍＞性疾患に対する化学療
法の既往歴

新規コード及び項
目の追加

Z95.0 Presence of cardiac pacemaker 心臓ペースメーカーの存在 Z95.0 Presence of electronic cardiac devices 心臓の電子的デバイスの存在 項目名の変更

Z99.4 Dependence on artificial heart 人工心臓依存
新規コード及び項
目の追加

Chapter XXII  Codes for special purposes
(U00-U89) 第ⅩⅩⅡ章　特殊目的用コード

Chapter XXII  Codes for special purposes
(U00-U89)

第ⅩⅩⅡ章　特殊目的用コード

（U00-U89） 用語の適正化

U06 Emergency use of U06 エマージェンシーコードU06 新規コード及び項
目の追加

U06.0 Emergency use of U06.0 エマージェンシーコードU06.0 新規コード及び項
目の追加

U06.1 Emergency use of U06.1 エマージェンシーコードU06.1 新規コード及び項
目の追加
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U06.2 Emergency use of U06.2 エマージェンシーコードU06.2 新規コード及び項
目の追加

U06.3 Emergency use of U06.3 エマージェンシーコードU06.3 新規コード及び項
目の追加

U06.4 Emergency use of U06.4 エマージェンシーコードU06.4 新規コード及び項
目の追加

U06.5 Emergency use of U06.5 エマージェンシーコードU06.5 新規コード及び項
目の追加

U06.6 Emergency use of U06.6 エマージェンシーコードU06.6 新規コード及び項
目の追加

U06.7 Emergency use of U06.7 エマージェンシーコードU06.7 新規コード及び項
目の追加

U06.8 Emergency use of U06.8 エマージェンシーコードU06.8 新規コード及び項
目の追加

U06.9 Emergency use of U06.9 エマージェンシーコードU06.9 新規コード及び項
目の追加

U07 Emergency use of U07 エマージェンシーコードU07 新規コード及び項
目の追加

U07.0 Emergency use of U07.0 エマージェンシーコードU07.0 新規コード及び項
目の追加

U07.1 Emergency use of U07.1 エマージェンシーコードU07.1 新規コード及び項
目の追加

U07.2 Emergency use of U07.2 エマージェンシーコードU07.2 新規コード及び項
目の追加

U07.3 Emergency use of U07.3 エマージェンシーコードU07.3 新規コード及び項
目の追加

U07.4 Emergency use of U07.4 エマージェンシーコードU07.4 新規コード及び項
目の追加

U07.5 Emergency use of U07.5 エマージェンシーコードU07.5 新規コード及び項
目の追加

U07.6 Emergency use of U07.6 エマージェンシーコードU07.6 新規コード及び項
目の追加

U07.7 Emergency use of U07.7 エマージェンシーコードU07.7 新規コード及び項
目の追加

U07.8 Emergency use of U07.8 エマージェンシーコードU07.8 新規コード及び項
目の追加
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U07.9 Emergency use of U07.9 エマージェンシーコードU07.9 新規コード及び項
目の追加

U82 Resistance to betalactam antibiotics ベータラクタム抗生物質への耐性
新規コード及び項
目の追加

U82.0 Resistance to penicillin ペニシリンへの耐性
新規コード及び項
目の追加

U82.1 Resistance to methicillin メチシリンへの耐性
新規コード及び項
目の追加

U82.2
Extended spectrum betalactamase (ESBL)
resistance

基質特異性拡張型ベータラクタマーゼ

（ESBL）耐性
新規コード及び項
目の追加

U82.8 Resistance to other betalactam antibiotics その他のベータラクタム耐性
新規コード及び項
目の追加

U82.9
Resistance to betalactam antibiotics,
unspecified ベータラクタム耐性，詳細不明

新規コード及び項
目の追加

U83 Resistance to other antibiotics その他の抗生物質への耐性
新規コード及び項
目の追加

U83.0 Resistance to vancomycin バンコマイシンへの耐性
新規コード及び項
目の追加

U83.1
Resistance to other vancomycin related
antibiotics

抗生物質に関連するその他のバンコマイ
シンへの耐性

新規コード及び項
目の追加

U83.2 Resistance to quinolones キノロンへの耐性
新規コード及び項
目の追加

U83.7 Resistance to multiple antibiotics 多剤抗生物質への耐性
新規コード及び項
目の追加

U83.8
Resistance to other single specified
antibiotic 特定の単剤抗生物質への耐性

新規コード及び項
目の追加

U83.9 Resistance to unspecified antibiotic 詳細不明の抗生物質への耐性
新規コード及び項
目の追加

U84 Resistance to other antimicrobial drugs その他の抗菌薬への耐性
新規コード及び項
目の追加

U84.0 Resistance to antiparasitic drug(s) 抗菌薬への耐性
新規コード及び項
目の追加

U84.1 Resistance to antifungal drug(s) 抗真菌薬への耐性
新規コード及び項
目の追加

U84.2 Resistance to antiviral drug(s) 抗ウイルス薬への耐性
新規コード及び項
目の追加
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U84.3 Resistance to tuberculostatic drug(s) 抗結核薬への耐性
新規コード及び項
目の追加

U84.7 Resistance to multiple antimicrobial drugs 多剤抗菌薬への耐性
新規コード及び項
目の追加

U84.8
Resistance to other specified antimicrobial
drug その他の特定された抗菌薬への耐性

新規コード及び項
目の追加

U84.9
Resistance to unspecified antimicrobial
drugs 詳細不明の抗菌薬への耐性

新規コード及び項
目の追加

U85 Resistance to antineoplastic drugs その他の抗悪性腫瘍薬への耐性
新規コード及び項
目の追加
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