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ICD-11 における議論の最近の動向 
１．脳血管疾患 

ICD-10 で循環器系の疾患の章に分類されていた脳血管疾患（くも膜下出血、脳内出血、脳梗

塞、脳卒中等、I60-I69）が、神経系の疾患の章に移動。 
2016 年 10 月 3 日版 2017 年 4 月 2 日版 

第 11 章 循環器系の疾患 

 

第８章 神経系の疾患

 

脳血管疾患（詳細） 
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２．認知症 
ICD-10 では、認知症 NOS 及び血管性認知症は精神の章（F01, F03）、パーキンソン等の原疾患は、

一義的に神経系の疾患の章（G10, G20 等）にコードし、認知症のコードは二次的なコードとされて

いた（F00*、F02*：ダガー・アスタリスクシステムを採用）。 
当初、血管性認知症を神経の章（第８章）に移動し、認知症 NOS は精神の章（第６章）に残す方

向での提案がなされていた。その後、神経の章にまとめる案が提示され（’16/10/3 版）、更に、精神

の章にまとめた上で、パーキンソン病等の原疾患があるものについては、神経の章もコードするこ

とを指示する案（例：6C35.1/8A00.1Z）が提示されている（’17/4/2 版）。 
 
ICD-11 における複数のコードの使用法に関する分類内の指示について 

出典：ICD-11 レファレンス・ガイド（4/2 版） 
 Code also は、一定のカテゴリについて、一緒にコードされなければならない義務的な追加的情

報を示しており、これはこの追加的情報が第一次製表に関係するためである。「Code also」の表

示があるということは、そのカテゴリが、示されている第二のコードと共に使用されるべきで

あることを意味している。しかし、場合によっては、それ自身が治療の理由となったり、病因

が不明であったり、コードが単独で報告されることもある。 
 Use additional code, if desired は、特定の診断のために追加することができる任意的な追加的詳

細を表す。 
 

 
 

 
 
※以下では、Code also の指示のある分類項目のみ複数コードを示している。また、【最新版】は、

2017 年 6/18 現在版である。 
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 アルツハイマー病 
【ICD-10】G30.9 

G30.9 アルツハイマー病，詳細不明 
【10/3 版】8A30.1/8A30.CZ 

8A30.1 Alzheimer disease dementia 
Associated with 8A30.CZ Dementia syndrome, severity unspecified 

【4 / 2 版】6C32.Z/6C30.4 
6C32.Z Alzheimer disease dementia, onset unknown or unspecified 

Associated with 6C30.4 Dementia syndrome, severity unspecified 
【最新 版】8A1Z 

8A1Z Alzheimer disease, unspecified 
 

 アルツハイマー型認知症 
【ICD-10】G30.9† F00.9* 

G30.9 アルツハイマー病，詳細不明 
F00.9 アルツハイマー病の認知症，詳細不明 

【10/3 版】8A30.1/8A30.CZ 
8A30.1 Alzheimer disease dementia 

Associated with 8A30.CZ Dementia syndrome severity, unspecified 
【4 / 2 版】6C32.Z/6C30.4 

6C32.Z Alzheimer disease dementia, onset unknown or unspecified 
Associated with 6C30.4 Dementia syndrome, severity unspecified 

【最新 版】6C32.Z/6C30.4（同上） 
 

 レヴィ小体（レヴィ小体型認知症も同じ） 
【ICD-10】G31.8 

G31.8 神経系のその他の明示された変性疾患 
【10/3 版】8A30.3/8A30.CZ 

8A30.3 Dementia with Lewy Bodies 
Associated with 8A30.CZ Dementia syndrome severity, unspecified 

【4 / 2 版】6C33 
6C33 Dementia with Lewy Bodies 

【最新 版】8A21 
8A21 Lewy body disease 

 
 パーキンソン病 

【ICD-10】G20 
G20 パーキンソン病 

【10/3 版】8A00.1Z 
8A00.1Z Parkinson disease, unspecified 

【4 / 2 版】8A00.1Z（同上） 
【最新 版】8A00.1Z（同上） 
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 パーキンソン病における認知症 

【ICD-10】G20†F02.3* 
G20 パーキンソン病 

F02.3 パーキンソン病の認知症 
【10/3 版】8A30.4/8A30.CZ 

8A30.4 Dementia due to Parkinson disease 
Associated with 8A30.CZ Dementia syndrome severity, unspecified 

【4 / 2 版】6C35.1/6C30.4/8A00.1Z 
6C35.1 Dementia due to Parkinson disease 

Associated with 6C30.4 Dementia syndrome, severity unspecified 
8A00.1Z Parkinson disease, unspecified 

【最新 版】6C34.1/6C30.4/8A00.1Z 
6C34.1 Dementia due to Parkinson disease  

Associated with 6C30.4 Dementia syndrome, severity unspecified   
8A00.1Z Parkinson disease, unspecified 

 
 ハンチントン病 

【ICD-10】G10 
G10 ハンチントン病 

【10/3 版】8A01.24 
8A01.24 Huntington disease 

【4 / 2 版】8A01.21 
8A01.21 Huntington disease 

【最新 版】8A01.21（同上） 
 

 ハンチントン病における認知症 
【ICD-10】G10†F02.2* 

G10 ハンチントン病 
F02.2 ハンチントン病の認知症 

【10/3 版】8A30.61 
8A30.61 Dementia due to Huntington disease 

【4 / 2 版】6C35.2/6C30.4/8A01.21 
6C35.2 Dementia due to Huntington disease 

Associated with 6C30.4 Dementia syndrome, severity unspecified 
8A01.21 Huntington disease   

【最新 版】6C34.2/6C30.4/8A01.21 
6C34.2 Dementia due to Huntington disease  

Associated with 6C30.4 Dementia syndrome, severity unspecified   
8A01.21 Huntington disease 
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 血管性認知症 
【ICD-10】F01.9 

F01.9 血管性認知症，詳細不明 
【10/3 版】8A30.2/8A30.CZ 

8A30.2 Vascular dementia 
Associated with 8A30.CZ Dementia syndrome severity, unspecified 

【4 / 2 版】6C31 
6C31 Vascular dementia 

【最新 版】6C31（同上） 
 

 認知症 
【ICD-10】F03 

F03 詳細不明の認知症 
【10/3 版】8A30.Z 

8A30.Z Dementia, unspecified 
【4 / 2 版】6C3Z 

6C3Z Dementia, unspecified 
Associated with（ほぼ全ての病態から適宜選択） 

【最新 版】6C3Z/6C30.4 
6C3Z Dementia, unspecified cause  

Associated with 6C30.4 Dementia syndrome, severity unspecified 
 

 認知症症候群 
【ICD-10】F03 

F03 詳細不明の認知症 
【10/3 版】8A30.CZ 

8A30.CZ Dementia syndrome severity, unspecified 
Associated with（認知症の病因別の分類項目から適宜選択） 

【4 / 2 版】6C30.4 
6C30.4 Dementia syndrome, severity unspecified 

【最新 版】6C30.4（同上） 
※最新版で軽度・中度・重度認知症症候群については、認知症の病因別の分類項目か

ら適宜コードを選択する指示がある。 
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３．その他 
 大腸癌（原発性） 

【ICD-10】C18.9 
C18.9 結腸の悪性新生物：結腸，詳細不明 

【10/3 版】（具体的な項目不明、以下のいずれかと考えられる） 
2C45.Z Malignant neoplasms of colon, unspecified 
2C4H.Z Malignant neoplasms of other or ill-defined digestive organs, 

unspecified 
【4 / 2 版】2C1Z 

2C1Z Malignant neoplasms of large intestine, unspecified 
【最新 版】2C1Z（同上） 
 

 骨肉腫（原発性） 
【ICD-10】C41.9 

C41.9 その他及び部位不明の骨及び関節軟骨の悪性新生物：骨及び関節軟骨，

部位不明 
【10/3 版】2C21.Z 

2C21.Z Osteosarcoma of bone and articular cartilage of unspecified sites 
【4 / 2 版】2B81.5Z 

2B81.5Z Osteosarcoma of bone and articular cartilage of unspecified sites 
【最新 版】2B81.5Z（同上） 

※ICD-10 での部位別の分類から ICD-11 では、間葉系腫瘍が抜き出された。 
 

 糖尿病性腎症 
【ICD-10】E14.2†N08.3* 

E14.2 詳細不明の糖尿病，腎合併症を伴うもの 
N08.3 糖尿病における糸球体障害 

【10/3 版】GE00.2Z 
GE00.2Z Chronic kidney disease, stage unspecified 

【4 / 2 版】GC11.Z 
GC11.Z Chronic kidney disease, stage unspecified 

【最新 版】GC11.Z（同上） 
※ICD-11 では、糖尿病については、任意に付加するコードとされている。 

 
 腎合併症を伴う糖尿病 

【ICD-10】E14.2 
E14.2 詳細不明の糖尿病，腎合併症を伴うもの 

【10/3 版】5A14 
5A14 Diabetes mellitus, type unspecified 

【4 / 2 版】5A14（同上） 
【最新 版】5A14（同上） 

※ICD-11 では、慢性合併症については、任意に付加するコードとされる。 
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 急性心筋梗塞 

【ICD-10】I21.9 
I21.9 急性心筋梗塞，詳細不明 

【10/3 版】BA21.3 
BA21.3 Acute myocardial infarction, without specification of ST elevation 

【4 / 2 版】BA21.3（同上） 
【最新 版】BA21.3（同上） 

※ICD-11 では、急性心筋梗塞に ST、non-ST の細分が追加された。 
 

 心不全 
【ICD-10】I50.9 

I50.9 心不全，詳細不明 
【10/3 版】BB8Z 

BB8Z Heart failure, unspecified 
Associated with （心臓弁膜症、心筋・心室の疾患等一定の病態から適宜選択） 

【4 / 2 版】BB8Z 
BB8Z Heart failure, unspecified 

Associated with （敗血症、心臓弁膜症、糖尿病等一定の病態から適宜選択） 
【最新 版】BB8Z（同上） 
   ※エクステンションコード（第 X 章）に位置付けられている急性・慢性の別を付加す

る指示（code also, use additional code if desired いずれも）は無い。 
 

 脳梗塞 
【ICD-10】I63.9 

I63.9 脳梗塞，詳細不明 
【10/3 版】BC01.Z 

BC01.Z Cerebral ischaemic stroke, unspecified 
【4 / 2 版】8A61.Z 

8A61.Z Cerebral ischaemic stroke, unspecified 
【最新 版】8A71.Z 

8A71.Z Cerebral ischaemic stroke, unspecified 
※脳卒中を含む脳血管疾患は、循環器系の章（B）から神経系の章（8）に移動 

 
 肝硬変 

【ICD-10】K74.6 
K74.6 その他及び詳細不明の肝硬変 

【10/3 版】DD43.3 
DD43.3 Hepatic cirrhosis 

Associated with （一定の肝疾患から適宜選択） 
【4 / 2 版】DB34.2 

DB34.2 Hepatic cirrhosis 
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Associated with （C 型肝炎、一定の肝疾患から適宜選択） 
【最新 版】DB34.2（同上） 
 

 胃潰瘍 
【ICD-10】K25 

K25 胃潰瘍 
【10/3 版】DB80.Z 

DB80.Z Gastric ulcer, unspecified 
Associated with （血液疾患、精神疾患等の一定の疾患から適宜選択） 

【4 / 2 版】DA40.Z 
DA40.Z Gastric ulcer, unspecified 

Associated with （血液疾患、精神疾患等の一定の疾患から適宜選択） 
【最新 版】DA40.Z（同上） 

※解剖学的部位、急性・慢性の別は任意に付加するコードとされている。 
 

 全身性エリテマトーデス（SLE） 
【ICD-10】M32.9 

M32.9 全身性エリテマトーデス，詳細不明 
【10/3 版】4A50.1Z 

4A50.1Z Systemic lupus erythematosus, unspecified 
【4 / 2 版】4A50.1Z（同上） 
【最新 版】4A40.1Z 

4A40.1Z Systemic lupus erythematosus, unspecified 
※SLE は、筋骨格系の章（M）から Non-organ specific systemic autoimmune disorders

として新設の免疫疾患の章（4）に移動。 
 


