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担当者名 電話番号 e-mail

内容例示（日本版第２巻） 索引（日本版第３巻）

＃１

＃２

＃３

学会名

本意見に対する照会先：担当者名及び連絡先

影響を受ける巻（複数選択可）Volumes Affected

提案の型Proposal Type（どれか一つを選ぶ）

題名（疾患名などでつけて下さい）Title

第一に影響を受けるコード（または章番号）Primary Code Affected

第二に影響を受けるコード（オプション）Secondary Codes Affected

Addition of new code

Deletion of code

Movement of a code to another category or

総論（日本版第１巻）

新しいコードの追加

コードの削除

コードの他カテゴリー（３桁分類項目また
＃３

＃４

＃５

＃６

＃７

＃８

＃９

＃１０

＃１１

＃１２

＃１３

Movement of a code to another category or
chapter

Introduction of a new term into the index

Change to a code description that enhances the
description rather than changes the concept

Enhancements to the index (such as the
duplication of an existing index entry under
another main term)

Change to an existing index entry that changes
the code assignment from one three-character
category to another three-character category
(movement of terms)

Correction or clarification of existing index entry
that only changes the code assignment to a
code within the same three-character category

Enhancements to the tabular list (such as the
addition of an inclusion term to an existing code;
the addition of an exclusion note)

出版物の修正には至らない明確化

Change to a rule or guideline that affects the
integrity of morbidity or mortality data collections

Change to a rule or guideline that does not affect
the integrity of morbidity or mortality data
collections

Correction of a typographical error

索引の充実（既存の索引用語を他の用
語の下にもぶら下げて再提示するなど）

疾病・死因データ収集規準に影響する
ルールまたはガイドラインの変更

疾病・死因データ収集規準には影響しな
いルールまたはガイドラインの変更

誤字・脱字等の修正

Clarification that does not require change in the
volumes

コード説明（注など）を疾病概念を変えな
い範囲で変更

コ ドの他カテゴリ （３桁分類項目また
は中間分類項目）または章への移動

索引への新たな用語の追加

既存の索引用語の変更で、ある３桁分類
項目から別の３桁分類項目への割当コー
ドの変更を伴うもの（用語の移動）

既存の索引用語の修正または明確化
で、同じ３桁分類項目内での割当コード
の変更に止まるもの

内容例示の充実（包含、除外用語の追加
など）



＃１

＃２

＃３

＃４

＃５

＃６

＃７

＃８

＃９

変更理由Change Reason（どれか一つを選ぶ）

詳細な記述Detailed Description
出版上の変更（コード○○をなくす等、散文でも構いません）

誤字・脱字等の修正

内容例示をより明確にするあるいは曖昧
さをなくす必要があるから

索引用語を追加、削除または修正する必
要があるから

より詳細にあるいは反対に一般的にする
など詳細さのレベルを変える必要がある
から

ルール、ガイドラインまたは取り決めの変
更による

Need to create, delete or correct an index entry

Change in rules, guidelines or conventions

新しい疾患を同定する必要があるため

医療知識の変更を反映する必要がある
ため

医療用語の変更を反映する必要がある
ため

他のファミリー分類との整合性を保つ必
要があるから

Need to identify a new disease

Need to reflect a change in clinical knowledge

Need to reflect a change in clinical terminology

Need for compatibility within the WHO Family of
Classifications

Need to improve clarity or reduce ambiguity in
the tabular list

Need for greater or less specificity

Need to correct typographical errors

上記の変更を支持する論文等（もしあれば）Supporting Publication（ファイル、URLなど）

上記の変更が必要なロジックRationale（散文で記載）



入力フォーマットVer.001

担当者名 電話番号 e-mail

内容例示（日本版第２巻） 総論（日本版第１巻） 索引（日本版第３巻）

影響を受ける巻（複数選択可）Volumes Affected

提案の型Proposal Type（どれか一つを選ぶ）

第二に影響を受けるコード（オプション）Secondary Codes Affected

学会名

本意見に対する照会先：担当者名及び連絡先

第一に影響を受けるコード（または章番号）Primary Code Affected

題名（疾患名などでつけて下さい）Title

セルをアクティオブにすると「▼」が出

現します。選択してください。

該当するものに全てチェックを入れてください。

１事例１シート記載です。シートは、必要に応じて増や

しながらお使いください。

左下側にございます、シート「００１」のタグ上で、右ク

リックをしますと、「移動またはコピー」と出て参りま

す。

「コピーを作成する」のチェックを付け「OK」で、シート

のコピーが作成されます。

詳細な記述Detailed Description

上記の変更を支持する論文等（もしあれば）Supporting Publication（ファイル、URLなど）

出版上の変更（コード○○をなくす等、散文でも構いません）

上記の変更が必要なロジックRationale（散文で記載）

変更理由Change Reason（どれか一つを選ぶ）

日本語＋英語、または、全て英語でご記入

いただいても結構です。

日本語＋英語、または、全て英語でご記入

いただいても結構です。

セルをアクティオブにすると「▼」が出

現します。選択してください。

セルをアクティオブにすると「▼」が出

現します。選択してください。


