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第ⅩⅡ章 皮膚及び皮下組織の疾患（L00－L99） 

Diseases of the skin and subcutaneous tissue 

 

除外： 

周産期に発生した病態（Ｐ00－Ｐ96） 

感染症及び寄生虫症（Ａ00－Ｂ99） 

妊娠， 分娩及び産じょく＜褥＞の合併症（Ｏ00－Ｏ99） 

先天奇形， 変形及び染色体異常（Ｑ00－Ｑ99） 

内分泌， 栄養及び代謝疾患（Ｅ00－Ｅ90） 

損傷， 中毒及びその他の外因の影響（Ｓ00－Ｔ98） 

リポメラニン性細網症（Ｉ89．8） 

新生物＜腫瘍＞（Ｃ00－Ｄ48） 

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） 

全身性結合組織障害（Ｍ30－Ｍ36） 

 

本章は， 次の中間分類項目を含む： 

Ｌ00－Ｌ08 皮膚及び皮下組織の感染症 

Ｌ10－Ｌ14 水疱症 

Ｌ20－Ｌ30 皮膚炎及び湿疹 

Ｌ40－Ｌ45 丘疹落せつ＜屑＞＜りんせつ＜鱗屑＞＞性障害 

Ｌ50－Ｌ54 じんま＜蕁麻＞疹及び紅斑 

Ｌ55－Ｌ59 皮膚及び皮下組織の放射線（非電離及び電離）に関連する障害 

Ｌ60－Ｌ75 皮膚付属器の障害 

Ｌ80－Ｌ99 皮膚及び皮下組織のその他の障害 

 

本章の星印（＊）項目は下記のとおりである： 

Ｌ14＊ 他に分類される疾患における水疱症 

Ｌ45＊ 疾患における丘疹落せつ＜屑＞＜りんせつ＜鱗屑＞＞性障害 

Ｌ54＊ 他に分類される疾患における紅斑 

Ｌ62＊ 他に分類される疾患における爪の障害 

Ｌ86＊ 他に分類される疾患における角皮症 

Ｌ99＊ 他に分類される疾患における皮膚及び皮下組織のその他の障害  

 

皮膚及び皮下組織の感染症（Ｌ00－Ｌ08） 

Infections of the skin and subcutaneous tissue 

 感染病原体の分類が必要な場合は， 追加コード（Ｂ95－Ｂ97）を使用する。  
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 除外： 

 麦粒腫（Ｈ00．0） 

   感染性皮膚炎（Ｌ30．3） 

   第Ⅰ章に分類される皮膚局所感染症， 下記のようなもの：  

   ・丹毒（Ａ46） 

   ・類丹毒（Ａ26.-） 

   ・ヘルペスウイルス ［単純ヘルペス］ 感染症（Ｂ00.-） 

   ・肛門性器（Ａ60.-） 

   ・伝染性軟属腫（Ｂ08．1） 

   ・真菌症（Ｂ35－Ｂ49） 

   ・シラミ症， ダニ症及びその他の動物寄生症（Ｂ85－Ｂ89） 

   ・ウイルス（性）いぼ＜疣＞＜疣贅＞（Ｂ07） 

皮下脂肪組織炎： 

   ・ＮＯＳ（Ｍ79．3） 

   ・ループス（Ｌ93．2） 

   ・頚部及び背部（Ｍ54．0） 

 ・再発性＜反復性＞［ウェーバー・クリスチャン＜Weber-Christian＞病］（Ｍ35．6） 

   口角びらん（症）（下記による）： 

   ・ＮＯＳ（Ｋ13．0） 

   ・カンジダ症（Ｂ37.-） 

   ・リボフラビン欠乏症（Ｅ53．0） 

   化膿性肉芽腫（Ｌ98．0） 

   帯状疱疹（Ｂ02.-） 

 

Ｌ00 ブドウ球菌性熱傷様皮膚症候群＜ＳＳＳＳ＞ 

 Staphylococcal scalded skin syndrome 

 包含： 

   新生児天疱瘡 

   リッター＜Ritter＞病 

 除外： 

   中毒性表皮え＜壊＞死剥離症 ［ライエル＜ライル＞＜Lyell＞病］ （Ｌ51．2）  

Ｌ01 膿か＜痂＞疹 

 Impetigo 

 ※ とびひ 

 除外：  

     疱疹状膿か＜痂＞疹（Ｌ40．1） 
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   新生児天疱瘡（Ｌ00） 

Ｌ01．0 膿か＜痂＞疹 ［各病原体］ ［各部位］  

  ボックハルト＜Bockhart＞膿か＜痂＞疹 

Ｌ01．1 その他の皮膚疾患の膿か＜痂＞疹化 

Ｌ02 皮膚膿瘍， せつ＜フルンケル＞及び よう＜カルブンケル＞ 

 Cutaneous abscess, furuncle and carbuncle 

 包含： 

   せつ＜フルンケル＞＜boil＞ 

     せつ腫＜フルンケル＞症 

 除外： 

   肛門部及び直腸部（Ｋ61.-） 

     （外）性器：  

   ・女性（Ｎ76．4） 

     ・男性（Ｎ48．2， Ｎ49.-） 

Ｌ02．0 顔面の皮膚膿瘍， せつ＜フルンケル＞及び よう＜カルブンケル＞ 

 除外： 

   外耳（Ｈ60．0） 

   眼瞼（Ｈ00．0）  

   頭部 ［顔面を除く各部位］ （Ｌ02．8）         

     涙腺（Ｈ04．0）          

     涙道（Ｈ04．3）   

   口腔（Ｋ12．2） 

   鼻（Ｊ34．0）  

   眼窩（Ｈ05．0）        

   顎下（Ｋ12．2） 

Ｌ02．1 頚部の皮膚膿瘍， せつ＜フルンケル＞及び よう＜カルブンケル＞ 

Ｌ02．2 体幹の皮膚膿瘍， せつ＜フルンケル＞及び よう＜カルブンケル＞ 

  腹壁  

  背部 ［殿部を除く各部位］ 

  胸壁  

  そけい＜鼠径＞部                   

  会陰部 

  臍部 

 除外：  

     乳房（Ｎ61） 

   股関節部（Ｌ02．4） 
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     新生児臍炎（Ｐ38） 

Ｌ02．3 殿部の皮膚膿瘍， せつ＜フルンケル＞及び よう＜カルブンケル＞ 

  殿部＜殿筋部＞ 

 除外： 

   膿瘍を伴う毛巣のう＜嚢＞胞（Ｌ05．0）  

Ｌ02．4 （四）肢の皮膚膿瘍， せつ＜フルンケル＞及び よう＜カルブンケル＞ 

  腋窩 

  股関節部 

  肩 

Ｌ02．8 その他の部位の皮膚膿瘍， せつ＜フルンケル＞及び よう＜カルブンケル＞ 

  頭部 ［顔面を除く各部位］  

  頭皮 

Ｌ02．9 皮膚膿瘍,せつ＜フルンケル＞及び よう＜カルブンケル＞,部位不明 

  せつ腫＜フルンケル＞症 ＮＯＳ 

 Ｌ03 蜂 巣 炎＜蜂窩織炎＞ 

 Cellulitis 

 包含： 

   急性リンパ管炎 

 除外： 

   下記の蜂巣炎＜蜂窩織炎＞： 

   ・肛門部及び直腸部（Ｋ61.-） 

   ・外耳道（Ｈ60．1） 

 ・外性器： 

・女性（Ｎ76．4） 

・男性（Ｎ48．2， Ｎ49.-） 

・眼瞼（Ｈ00．0） 

・涙器（Ｈ04．3）         

・口腔（Ｋ12．2）        

  ・鼻（Ｊ34．0）          

   好酸球性蜂巣炎＜蜂窩織炎＞ ［ウェルズ＜Wells＞病］ （Ｌ98．3） 

   （急性）熱性好中球性皮膚症 ［スイート＜Sweet＞症候群］ （Ｌ98．2） 

   リンパ管炎（慢性）（亜急性）（Ｉ89．1） 

Ｌ03．0 手指及び趾＜足ゆび＞の蜂巣炎＜蜂窩織炎＞ 

  爪の感染症             

  爪炎                 

  爪（周）囲炎＜爪郭炎＞ 
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  爪（床周）囲炎 

  ひょう＜瘭＞症 

Ｌ03．1 （四）肢のその他の部位の蜂巣炎＜蜂窩織炎＞ 

  腋窩 

  股関節部 

  肩 

Ｌ03．2 顔面の蜂巣炎＜蜂窩織炎＞  

Ｌ03．3 体幹の蜂巣炎＜蜂窩織炎＞ 

  腹壁  

  背部 ［各部位］ 

  胸壁               

  そけい＜鼠径＞部 

  会陰部 

  臍部                

 除外： 

   新生児臍炎（Ｐ38） 

Ｌ03．8 その他の部位の蜂巣炎＜蜂窩織炎＞ 

  頭部 ［顔面を除く各部位］  

  頭皮 

Ｌ03．9 蜂巣炎＜蜂窩織炎＞， 詳細不明 

Ｌ04 急性リンパ節炎 

       Acute lymphadenitis 

 包含： 

   膿瘍（急性） 

                      腸間膜リンパ節を除くすべてのリンパ節 

     リンパ節炎， 急性 

 除外： 

   リンパ節腫大（Ｒ59.-） 

   全身性リンパ節症を起こしたヒト免疫不全ウイルス ［ＨＩＶ］ 病（Ｂ23．1） 

     リンパ節炎： 

   ・ＮＯＳ（Ｉ88．9） 

   ・慢性又は亜急性， 腸間膜を除く（Ｉ88．1） 

   ・腸間膜， 非特異性（Ｉ88．0） 

Ｌ04．0 顔面， 頭部及び頚部の急性リンパ節炎 

Ｌ04．1 体幹の急性リンパ節炎 

Ｌ04．2 上肢の急性リンパ節炎 

  腋窩 
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  肩 

Ｌ04．3 下肢の急性リンパ節炎 

  股関節部 

Ｌ04．8 その他の部位の急性リンパ節炎 

Ｌ04．9 急性リンパ節炎， 部位不明 

Ｌ05 毛巣のう＜嚢＞胞 

         Pilonidal cyst 

 包含： 

   瘻（孔） 

               尾骨又は毛巣 

     洞 

Ｌ05．0 膿瘍を伴う毛巣のう＜嚢＞胞 

Ｌ05．9 膿瘍を伴わない毛巣のう＜嚢＞胞 

  毛巣のう＜嚢＞胞 ＮＯＳ 

Ｌ08 皮膚及び皮下組織のその他の局所感染症 

       Other local infections of skin and subcutaneous tissue 

Ｌ08．0 膿皮症 

  敗血症性皮膚炎 

  え＜壊＞疽性皮膚炎 

  化膿性皮膚炎 

 除外： 

   え＜壊＞疽性膿皮症（Ｌ88） 

Ｌ08．1 紅色陰せん＜癬＞ 

Ｌ08．8 皮膚及び皮下組織のその他の明示された局所感染症 

Ｌ08．9 皮膚及び皮下組織の局所感染症， 詳細不明 

 

水疱症（Ｌ10－Ｌ14） 

Bullous disorders 

 除外：  

   家族性良性慢性天疱瘡 ［ヘイリー・ヘイリー＜Hailey-Hailey＞病］ （Ｑ82．8） 

   ブドウ球菌性熱傷様皮膚症候群＜ＳＳＳＳ＞（Ｌ00） 

     中毒性表皮え＜壊＞死剥離症 ［ライエル＜ライル＞＜Lyell＞病］ （Ｌ51．2） 

 

Ｌ10 天 疱 瘡 

       Pemphigus 

 除外： 

   新生児天疱瘡（Ｌ00） 
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Ｌ10．0 尋常性天疱瘡 

Ｌ10．1 増殖性天疱瘡 

Ｌ10．2 落葉状天疱瘡 

Ｌ10．3 ブラジル天疱瘡 ［fogo selvagem］  

Ｌ10．4 紅斑性天疱瘡 

  シネア・アッシャー＜Senear-Usher＞症候群 

Ｌ10．5 薬物誘発性天疱瘡 

 薬物の分類が必要な場合は， 追加外因コード（ⅩⅩ章）を使用する。  

Ｌ10．8 その他の天疱瘡 

Ｌ10．9 天疱瘡， 詳細不明 

Ｌ11 その他のアカントリーゼ＜棘融解＞性障害  

         Other acantholytic disorders 

Ｌ11．0 後天性毛包＜のう＜嚢＞＞性角化症 

 除外： 

 毛包＜のう＜嚢＞＞性角化症（先天性）［ダリエ・ホワイト＜Darier-White＞病］

（Ｑ82．8） 

Ｌ11．1 一過性アカントリーゼ＜棘融解＞性皮膚症 ［グローバー＜Grover＞病］  

Ｌ11．8 その他の明示されたアカントリーゼ＜棘融解＞性障害 

Ｌ11．9 アカントリーゼ＜棘融解＞性障害， 詳細不明 

Ｌ12 類 天 疱 瘡 

       Pemphigoid 

 除外：  

     妊娠ヘルペス（Ｏ26．4） 

   疱疹状膿か＜痂＞疹（Ｌ40．1） 

Ｌ12．0 水疱性類天疱瘡 

Ｌ12．1 瘢痕性類天疱瘡 

  良性粘膜類天疱瘡 

Ｌ12．2 小児期の慢性水疱性疾患 

  若年性疱疹状皮膚炎 

Ｌ12．3 後天性表皮水疱症 

 除外： 

   表皮水疱症（先天性）（Ｑ81.-） 

Ｌ12．8 その他の類天疱瘡 

Ｌ12．9 類天疱瘡， 詳細不明 

Ｌ13 その他の水疱症 

       Other bullous disorders 
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Ｌ13．0 疱疹状皮膚炎 

  デューリング＜D ühring＞病 

Ｌ13．1 角層下膿疱症 

  スネッドン・ウィルキンソン＜Sneddon-Wilkinson＞病 

Ｌ13．8 その他の明示された水疱症 

Ｌ13．9 水疱症， 詳細不明 

Ｌ14＊  他に分類される疾患における水疱症  

       Bullous disorders in diseases classified elsewhere 

 

皮膚炎及び湿疹 （Ｌ20－Ｌ30） 

Dermatitis and eczema 

注：この中間分類項目において 「皮膚炎」 と 「湿疹」 という語は同義かつ相互に変換可能

なものとして用いられている。  

 除外： 

   慢性（小児期）肉芽腫症（Ｄ71） 

   皮膚炎： 

   ・乾皮症（L85．3） 

・人工（L98．1） 

・え＜壊＞疽性 （L08．0） 

・疱疹状（L13．0） 

･口囲（L71．0） 

・うっ滞(性) （Ｉ83.1-Ｉ83.2） 

 皮膚及び皮下組織の放射線（非電離及び電離）に関連する障害（L55-L59） 

 

Ｌ20 アトピー性皮膚炎 

 Atopic dermatitis 

 除外： 

   限局性神経皮膚炎（Ｌ28．0） 

Ｌ20．0 ベニエ＜Besnier＞痒疹 

Ｌ20．8 その他のアトピー性皮膚炎 

  湿疹：                 

  ・屈曲部 ＮＥＣ            

  ・乳児（急性）（慢性） 

  ・内因性（アレルギー性） 

神経皮膚炎： 

  ・アトピー性 
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  ・びまん性 

Ｌ20．9 アトピー性皮膚炎， 詳細不明 

Ｌ21 脂漏性皮膚炎 

 Seborrhoeic dermatitis 

 除外： 

   感染性皮膚炎（Ｌ30．3） 

Ｌ21．0 頭部脂漏 

  乳か＜痂＞＜cradle cap＞ 

Ｌ21．1 脂漏性乳児皮膚炎 

Ｌ21．8 その他の脂漏性皮膚炎 

Ｌ21．9 脂漏性皮膚炎， 詳細不明 

Ｌ22 おむつ＜ナプキン＞皮膚炎 

 Diaper [napkin] dermatitis 

 包含： 

   おむつ紅斑 

   おむつ発疹 

   乾せん＜癬＞様おむつかぶれ 

Ｌ23 アレルギー性接触皮膚炎 

 Allergic contact dermatitis 

 包含： 

   アレルギー性接触湿疹 

 除外： 

   アレルギー ＮＯＳ（Ｔ78．4） 

   皮膚炎： 

   ・ＮＯＳ（Ｌ30．9）       

   ・接触 ＮＯＳ（Ｌ25．9） 

   ・おむつ（Ｌ22） 

   ・摂取物質による（Ｌ27.-） 

   ・眼瞼（Ｈ01．1）        

   ・刺激物質（性）接触（Ｌ24.-） 

   ・口囲（Ｌ71．0） 

   外耳の湿疹（Ｈ60．5） 

皮膚及び皮下組織の放射線（非電離及び電離）に関連する障害（Ｌ55－Ｌ59） 

Ｌ23．0 金属によるアレルギー性接触皮膚炎 

  クロム 

  ニッケル 
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Ｌ23．1 接着剤によるアレルギー性接触皮膚炎 

Ｌ23．2 化粧品によるアレルギー性接触皮膚炎 

Ｌ23．3 医薬品の皮膚接触によるアレルギー性接触皮膚炎 

 薬物の分類が必要な場合は， 追加外因コード（ⅩⅩ章）を使用する。  

 除外：  

   薬物によるアレルギー反応 ＮＯＳ（Ｔ88．7） 

   摂取した薬物及び薬剤による皮膚炎（Ｌ27．0－Ｌ27．1） 

Ｌ23．4 染料によるアレルギー性接触皮膚炎 

Ｌ23．5 その他の化学物質によるアレルギー性接触皮膚炎 

  セメント 

  殺虫剤    

  プラスチック 

  ゴム 

Ｌ23．6 食物の皮膚接触によるアレルギー性接触皮膚炎 

 除外： 

   摂取食物による皮膚炎（Ｌ27．2） 

Ｌ23．7 植物によるアレルギー性接触皮膚炎， 食物を除く 

Ｌ23．8 その他の因子によるアレルギー性接触皮膚炎 

Ｌ23．9 アレルギー性接触皮膚炎， 原因不明 

  アレルギー性接触湿疹 ＮＯＳ  

Ｌ24 刺激性接触皮膚炎 

 Irritant contact dermatitis 

 包含： 

   刺激性接触湿疹 

 除外： 

     アレルギー ＮＯＳ（Ｔ78．4） 

   皮膚炎： 

   ・ＮＯＳ（Ｌ30．9）     

   ・アレルギー性接触（Ｌ23.-）        

   ・接触 ＮＯＳ（Ｌ25．9） 

   ・おむつ＜ナプキン＞（Ｌ22）  

   ・摂取物質による（Ｌ27.-）  

   ・眼瞼（Ｈ01．1）            

     ・口囲（Ｌ71．0） 

   外耳の湿疹（Ｈ60．5） 

   皮膚及び皮下組織の放射線（非電離及び電離）に関連する障害 
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（Ｌ55－Ｌ59） 

Ｌ24．0 洗剤による刺激性接触皮膚炎 

Ｌ24．1 油脂及びグリースによる刺激性接触皮膚炎 

Ｌ24．2 溶剤による刺激性接触皮膚炎 

  溶剤： 

  ・塩素化合物            

  ・シクロヘキサン            

  ・エステル  

  ・グリコール 

  ・炭化水素  

  ・ケトン 

Ｌ24．3 化粧品による刺激性接触皮膚炎 

Ｌ24．4 医薬品の皮膚接触による刺激性接触皮膚炎 

 薬物の分類が必要な場合は， 追加外因コード（ⅩⅩ章）を使用する。  

 除外：  

   薬物によるアレルギー反応 ＮＯＳ（Ｔ88．7） 

   摂取した薬物及び薬剤による皮膚炎（Ｌ27．0－Ｌ27．1） 

Ｌ24．5 その他の化学物質による刺激性接触皮膚炎 

  セメント 

  殺虫剤 

Ｌ24．6 食物の皮膚接触による刺激性接触皮膚炎 

 除外： 

   摂取食物による皮膚炎（Ｌ27．2） 

Ｌ24．7 植物による刺激性接触皮膚炎， 食物を除く 

Ｌ24．8 その他の因子による刺激性接触皮膚炎 

  染料 

Ｌ24．9 刺激性接触皮膚炎， 原因不明 

  刺激性接触湿疹 ＮＯＳ 

Ｌ25 詳細不明の接触皮膚炎 

 Unspecified contact dermatitis 

 包含： 

   詳細不明の接触湿疹 

 除外： 

   アレルギー ＮＯＳ（Ｔ78．4） 

   皮膚炎： 

   ・ＮＯＳ（Ｌ30．9）  
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   ・アレルギー性接触（Ｌ23.-） 

   ・摂取物質による（Ｌ27.-）           

   眼瞼（Ｈ01．1）  

   ・刺激物質（性）接触（Ｌ24.-）           

  ・口囲（Ｌ71．0） 

      外耳の湿疹（Ｈ60．5） 

皮膚及び皮下組織の放射線（非電離及び電離）に関連する障害（Ｌ55－Ｌ59） 

Ｌ25．0 化粧品による詳細不明の接触皮膚炎 

Ｌ25．1 医薬品の皮膚接触による詳細不明の接触皮膚炎 

 薬物の分類が必要な場合は， 追加外因コード（ⅩⅩ章）を使用する。  

 除外：  

   薬物によるアレルギー反応 ＮＯＳ（Ｔ88．7） 

   摂取した薬物及び薬剤による皮膚炎（Ｌ27．0－Ｌ27．1） 

Ｌ25．2 染料による詳細不明の接触皮膚炎 

Ｌ25．3 その他の化学物質による詳細不明の接触皮膚炎 

  セメント 

  殺虫剤 

Ｌ25．4 食物の皮膚接触による詳細不明の接触皮膚炎 

 除外： 

   摂取食物による皮膚炎（Ｌ27．2） 

Ｌ25．5 植物による詳細不明の接触皮膚炎， 食物を除く 

Ｌ25．8 その他の因子による詳細不明の接触皮膚炎 

Ｌ25．9 詳細不明の接触皮膚炎， 原因不明 

  接触皮膚炎（職業性） ＮＯＳ 

  接触湿疹（職業性） ＮＯＳ 

Ｌ26 剥脱性皮膚炎 

 Exfoliative dermatitis 

 包含： 

  ヘブラ＜Hebra＞ひこう＜粃糠＞疹 

 除外： 

   リッター＜Ritter＞病（Ｌ00）  

Ｌ27 摂取物質による皮膚炎 

 Dermatitis due to substances taken internally 

 除外： 

   薬物の有害作用 ＮＯＳ（Ｔ88．7） 

   食物の有害反応， 皮膚炎を除く（Ｔ78．0－Ｔ78．1） 
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   アレルギー ＮＯＳ（Ｔ78．4） 

   接触皮膚炎（Ｌ23－Ｌ25） 

   薬物性：  

   ・光アレルギー性反応（Ｌ56．1） 

   ・光毒性反応（Ｌ56．0） 

   じんま＜蕁麻＞疹（Ｌ50.-） 

Ｌ27．0 薬物及び薬剤による全身の発疹 

 薬物の分類が必要な場合は， 追加外因コード（ⅩⅩ章）を使用する。  

Ｌ27．1 薬物及び薬剤による限局性の発疹 

 薬物の分類が必要な場合は， 追加外因コード（ⅩⅩ章）を使用する。  

Ｌ27．2 摂取食物による皮膚炎 

 除外： 

   食物の皮膚接触による皮膚炎（Ｌ23．6， Ｌ24．6， Ｌ25．4） 

Ｌ27．8 その他の摂取物質による皮膚炎 

Ｌ27．9 詳細不明の摂取物質による皮膚炎 

Ｌ28 慢性単純性苔せん＜癬＞及び痒疹 

 Lichen simplex chronicus and prurigo 

Ｌ28．0 慢性単純性苔せん＜癬＞ 

  限局性神経皮膚炎 

  苔せん＜癬＞ ＮＯＳ 

Ｌ28．1 結節性痒疹 

Ｌ28．2 その他の痒疹 

  痒疹： 

  ・ＮＯＳ 

  ・ヘブラ＜Hebra＞ 

  ・軽症 

  丘疹状じんま＜蕁麻＞疹  

Ｌ29 そう＜掻＞痒症 

 Pruritus 

 除外：  

   神経症性そう＜掻＞破（Ｌ98．1） 

   心因性そう＜掻＞痒症（Ｆ45．8） 

Ｌ29．0 肛門そう＜掻＞痒症 

Ｌ29．1 陰のう＜嚢＞そう＜掻＞痒症 

Ｌ29．2 陰門そう＜掻＞痒症 

Ｌ29．3 肛門性器そう＜掻＞痒症， 詳細不明 
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Ｌ29．8 その他のそう＜掻＞痒症 

Ｌ29．9 そう＜掻＞痒症， 詳細不明 

  かゆみ＜そう＜掻＞痒＞＜itch＞ ＮＯＳ 

Ｌ30 その他の皮膚炎 

 Other dermatitis 

 除外： 

   接触皮膚炎（Ｌ23－Ｌ25）          

   皮膚乾燥性皮膚炎（Ｌ85．3） 

   小局面状類乾せん＜癬＞（Ｌ41．3） 

   うっ滞（性）皮膚炎（Ｉ83．1－Ｉ83．2）    

Ｌ30．0 貨幣状皮膚炎 

Ｌ30．1 異汗症＜dyshidrosis＞ ［汗疱］  

Ｌ30．2 自家感作性皮膚炎 

  カンジダ疹 

  白せん＜癬＞疹＜皮膚糸状菌疹＞ 

  湿疹様発疹 

Ｌ30．3 感染性皮膚炎 

  感染性湿疹様皮膚炎 

Ｌ30．4 紅斑性間擦疹 

Ｌ30．5 白色ひこう＜粃糠＞疹 

Ｌ30．8 その他の明示された皮膚炎 

Ｌ30．9 皮膚炎， 詳細不明 

  湿疹 ＮＯＳ 

 

丘疹落せつ＜屑＞＜りんせつ＜鱗屑＞＞性障害 （Ｌ40－Ｌ45） 

Papulosquamous disorders 

 

Ｌ40 乾せん＜癬＞ 

 Psoriasis 

Ｌ40．0 尋常性乾せん＜癬＞ 

  貨幣状乾せん＜癬＞ 

  局面状乾せん＜癬＞ 

Ｌ40．1 全身性膿疱性乾せん＜癬＞ 

  疱疹状膿か＜痂＞疹 

  フォン ツムブッシュ＜von Zumbusch＞病 

Ｌ40．2 稽留性＜連続性＞先＜肢＞端皮膚炎 
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Ｌ40．3 掌蹠＜手掌足底＞膿疱症 

Ｌ40．4 滴状乾せん＜癬＞ 

Ｌ40．5† 関節障害性乾せん＜癬＞（Ｍ07．0－Ｍ07．3＊， Ｍ09．0＊） 

Ｌ40．8 その他の乾せん＜癬＞ 

  屈曲部乾せん＜癬＞ 

Ｌ40．9 乾せん＜癬＞， 詳細不明 

Ｌ41 類乾せん＜癬＞ 

 Parapsoriasis 

 除外： 

   血管性多形皮膚萎縮症（Ｌ94．5） 

Ｌ41．0 急性痘瘡状苔せん＜癬＞状ひこう＜粃糠＞疹 

  ムッカ・ハーベルマン＜Mucha-Habermann＞病 

Ｌ41．1 慢性苔せん＜癬＞状ひこう＜粃糠＞疹 

 ※ 滴状類乾せん＜癬＞ 

Ｌ41．3 小局面状類乾せん＜癬＞ 

Ｌ41．4 大局面状類乾せん＜癬＞ 

Ｌ41．5 網状類乾せん＜癬＞ 

Ｌ41．8 その他の類乾せん＜癬＞ 

Ｌ41．9 類乾せん＜癬＞， 詳細不明 

Ｌ42 バラ色ひこう＜粃糠＞疹 

 Pityriasis rosea 

Ｌ43 扁平苔せん＜癬＞ 

 Lichen planus 

 除外： 

   毛孔性扁苔せん＜癬＞（Ｌ66．1） 

Ｌ43．0 肥厚性扁平苔せん＜癬＞ 

Ｌ43．1 水疱性扁平苔せん＜癬＞ 

Ｌ43．2 苔せん＜癬＞様薬物反応 

 薬物の分類が必要な場合は， 追加外因コード（ⅩⅩ章）を使用する。  

Ｌ43．3 亜急性（活動性）扁平苔せん＜癬＞ 

  熱帯扁平苔せん＜癬＞ 

Ｌ43．8 その他の扁平苔せん＜癬＞ 

Ｌ43．9 扁平苔せん＜癬＞， 詳細不明 

Ｌ44 その他の丘疹落せつ＜屑＞＜りんせつ＜鱗屑＞＞性障害 

 Other papulosquamous disorders 

Ｌ44．0 毛孔性紅色ひこう＜粃糠＞疹 
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Ｌ44．1 光沢苔せん＜癬＞ 

Ｌ44．2 線状苔せん＜癬＞ 

Ｌ44．3 念＜連＞珠状紅色苔せん＜癬＞ 

Ｌ44．4 小児丘疹性先＜肢＞端皮膚炎［ジアノッティ・クロスティ＜Giannotti-Crosti＞病］ 

Ｌ44．8 その他の明示された丘疹落せつ＜屑＞＜りんせつ＜鱗屑＞＞性障害 

Ｌ44．9 丘疹落せつ＜屑＞＜りんせつ＜鱗屑＞＞性障害， 詳細不明 

 ※ 炎症性角化症 

Ｌ45＊ 他に分類される疾患における丘疹落せつ＜屑＞＜りんせつ＜鱗屑＞＞性障害 

 Papulosquamous disorders in diseases classified elsewhere 

 

じんま＜蕁麻＞疹及び紅斑（Ｌ50－Ｌ54） 

Urticaria and erythema 

 除外： 

   ライム＜Lyme＞病（Ａ69．2） 

   しゅさ＜酒さ＞（Ｌ71.-） 

 

 Ｌ50 じんま＜蕁麻＞疹 

 Urticaria 

 除外： 

   遺伝性血管浮腫（Ｅ88．0）         

      アレルギー性接触皮膚炎（Ｌ23.-）      

      血管神経浮腫（Ｔ78．3）           

      クインケ＜Quincke＞浮腫（Ｔ78．3） 

   じんま＜蕁麻＞疹： 

   ・巨大（Ｔ78．3）   

   ・新生児（Ｐ83．8） 

   ・丘疹状（Ｌ28．2） 

   ・色素性（Ｑ82．2） 

   ・血清（Ｔ80．6） 

   ・日光（Ｌ56．3） 

Ｌ50．0 アレルギー性じんま＜蕁麻＞疹 

Ｌ50．1 特発性じんま＜蕁麻＞疹 

Ｌ50．2 寒冷及び温熱によるじんま＜蕁麻＞疹 

Ｌ50．3 皮膚描記性じんま＜蕁麻＞疹 

Ｌ50．4 振動性じんま＜蕁麻＞疹 

Ｌ50．5 コリン作動性じんま＜蕁麻＞疹 



 

- 17 - 

 

Ｌ50．6 接触じんま＜蕁麻＞疹 

Ｌ50．8 その他のじんま＜蕁麻＞疹 

  慢性じんま＜蕁麻＞疹 

  周期性再発＜反復＞性じんま＜蕁麻＞疹 

Ｌ50．9 じんま＜蕁麻＞疹， 詳細不明 

Ｌ51 多 形 紅 斑 

 Erythema multiforme 

Ｌ51．0 非水疱性多形紅斑 

Ｌ51．1 水疱性多形紅斑 

  スチーブンス・ジョンソン＜Stevens-Johnson＞症候群 

Ｌ51．2 中毒性表皮え＜壊＞死剥離症 ［ライエル＜ライル＞＜Lyell＞病］  

Ｌ51．8 その他の多形紅斑 

Ｌ51．9 多形紅斑， 詳細不明 

Ｌ52 結節性紅斑 

 Erythema nodosum 

Ｌ53 その他の紅斑性病態 

 Other erythematous conditions 

 除外： 

   温熱性＜日焼け＞紅斑（Ｌ59．0） 

   皮膚と接触する外的因子による紅斑（Ｌ23－Ｌ25） 

     紅斑性間擦疹（Ｌ30．4） 

Ｌ53．0 中毒性紅斑 

 外因の分類が必要な場合は， 追加外因コード（ⅩⅩ章）を使用する。  

 除外： 

   新生児中毒性紅斑（Ｐ83．1） 

Ｌ53．1 遠心性環状紅斑 

Ｌ53．2 輪状紅斑 

Ｌ53．3 その他の慢性地図状紅斑 

Ｌ53．8 その他の明示された紅斑性病態  

Ｌ53．9 紅斑性病態， 詳細不明 

  紅斑 ＮＯＳ 

  紅皮症 ＮＯＳ 

Ｌ54＊ 他に分類される疾患における紅斑 

 Erythema in diseases classified elsewhere  

Ｌ54．0＊ 急性リウマチ熱における輪状紅斑（Ｉ00†） 

Ｌ54．8＊ 他に分類されるその他の疾患における紅斑 
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皮膚及び皮下組織の放射線（非電離及び電離） 

に関連する障害（Ｌ55－Ｌ59） 

Radiation-related disorders of the skin and subcutaneous tissue 

 

Ｌ55 日 焼 け 

 Sunburn 

Ｌ55．0 日焼け， 第１度 

Ｌ55．1 日焼け， 第２度 

Ｌ55．2 日焼け， 第３度 

Ｌ55．8 その他の日焼け 

Ｌ55．9 日焼け， 詳細不明 

Ｌ56 紫外線によるその他の急性皮膚変化 

 Other acute skin changes due to ultraviolet radiation 

Ｌ56．0 薬物性光毒性反応 

 薬物の分類が必要な場合は， 追加外因コード（ⅩⅩ章）を使用する。  

Ｌ56．1 薬物性光アレルギー性反応 

 薬物の分類が必要な場合は， 追加外因コード（ⅩⅩ章）を使用する。  

Ｌ56．2 光接触皮膚炎 ［ベルロック＜香水＞皮膚炎］  

Ｌ56．3 日光じんま＜蕁麻＞疹 

Ｌ56．4 多形日光疹 

Ｌ56．8 紫外線によるその他の明示された急性皮膚変化 

Ｌ56．9 紫外線による急性皮膚変化， 詳細不明  

Ｌ57 非電離放射線の慢性曝露による皮膚変化 

 Skin changes due to chronic exposure to nonionizing radiation 

Ｌ57．0 日光角化症 

  角化症： 

  ・ＮＯＳ 

  ・老人性 

  ・太陽 

Ｌ57．1 光線類細網症 

Ｌ57．2 項部菱形皮膚 

Ｌ57．3 シバッテ＜Civatte＞の多形皮膚萎縮症 

Ｌ57．4 老人性し＜弛＞緩性皮膚 

  老人性弾力線維症 

Ｌ57．5 光線肉芽腫 
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Ｌ57．8 非電離性放射線の慢性曝露によるその他の皮膚変化 

  農夫皮膚＜farmer's skin＞ 

  水夫皮膚＜sailor's skin＞ 

  日光皮膚炎 

Ｌ57．9 非電離性放射線の慢性曝露による皮膚変化， 詳細不明 

Ｌ58 放射線皮膚炎 

 Radiodermatitis 

Ｌ58．0 急性放射線皮膚炎 

Ｌ58．1 慢性放射線皮膚炎 

Ｌ58．9 放射線皮膚炎， 詳細不明 

Ｌ59 皮膚及び皮下組織の放射線に関連するその他の障害 

 Other disorders of skin and subcutaneous tissue related to radiation 

Ｌ59．0 温熱性＜日焼け＞紅斑 ［温熱性皮膚炎］  

Ｌ59．8 皮膚及び皮下組織の放射線に関連するその他の明示された障害 

Ｌ59．9 皮膚及び皮下組織の放射線に関連する障害， 詳細不明  

 

皮膚付属器の障害 （Ｌ60－Ｌ75） 

Disorders of skin appendages 

 除外： 

   外皮の先天奇形（Ｑ84.-） 

 

Ｌ60 爪 の 障 害 

 Nail disorders 

 除外：  

   （太鼓）ばち爪（Ｒ68．3） 

   爪炎及び爪（周）囲炎＜爪郭炎＞（Ｌ03．0） 

Ｌ60．0 かん＜嵌＞入爪（甲） 

Ｌ60．1 爪（甲）剥離症 

Ｌ60．2 爪（甲）鉤弯症 

Ｌ60．3 爪栄養障害 

Ｌ60．4 ボー＜Beau＞線＜爪横溝症＞ 

Ｌ60．5 黄色爪症候群 

Ｌ60．8 その他の爪の障害 

Ｌ60．9 爪の障害， 詳細不明 

Ｌ62＊  他に分類される疾患における爪の障害 

 Nail disorders in diseases classified elsewhere 
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Ｌ62．0＊ （太鼓）ばち爪強皮骨膜症（Ｍ89．4†） 

Ｌ62．8＊ 他に分類されるその他の疾患における爪の障害 

Ｌ63 円形脱毛症 

 Alopecia areata 

Ｌ63．0 完全（頭部）脱毛症 

Ｌ63．1 全身性脱毛症 

Ｌ63．2 蛇行状脱毛症 

Ｌ63．8 その他の円形脱毛症 

Ｌ63．9 円形脱毛症， 詳細不明 

Ｌ64 男性ホルモン性脱毛症 

 Androgenic alopecia 

 包含： 

   男性型脱毛症 

Ｌ64．0 薬物誘発性男性ホルモン性脱毛症 

 薬物の分類が必要な場合は， 追加外因コード（ⅩⅩ章）を使用する。  

Ｌ64．8 その他の男性ホルモン性脱毛症 

Ｌ64．9 男性ホルモン性脱毛症， 詳細不明 

Ｌ65 その他の非瘢痕性脱毛症 

 Other nonscarring hair loss 

  薬物誘発性で， 薬物の分類が必要な場合は， 追加外因コード（ⅩⅩ章）を使用する。  

 除外： 

   抜毛癖（Ｆ63．3） 

Ｌ65．0 休止期性脱毛 

Ｌ65．1 成長期性脱毛 

Ｌ65．2 ムチン沈着性脱毛症 

 ※ 毛包＜のう＜嚢＞＞性ムチン沈着症 

Ｌ65．8 その他の明示された非瘢痕性脱毛症 

Ｌ65．9 非瘢痕性脱毛症， 詳細不明 

  脱毛症 ＮＯＳ 

Ｌ66 瘢痕性脱毛症 

 Cicatricial alopecia [scarring hair loss] 

Ｌ66．0 萎縮性脱毛症 

Ｌ66．1 毛孔性扁平苔せん＜癬＞ 

  毛包＜のう＜嚢＞＞性扁平苔せん＜癬＞ 

Ｌ66．2 脱毛性毛包＜のう＜嚢＞＞炎 

Ｌ66．3 頭部膿瘍性毛包＜のう＜嚢＞＞周囲炎 
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Ｌ66．4 瘢痕性紅斑性網様毛包＜のう＜嚢＞＞炎 

Ｌ66．8 その他の瘢痕性脱毛症 

Ｌ66．9 瘢痕性脱毛症， 詳細不明 

Ｌ67 毛髪の色及び毛幹の異常 

 Hair colour and hair shaft abnormalities 

 除外：  

   連珠毛（Ｑ84．1） 

     白輪毛（Ｑ84．1） 

   休止期性脱毛（Ｌ65．0） 

Ｌ67．0 結節性裂毛症 

Ｌ67．1 毛髪の色の変化 

  灰色毛（早発性）                 

  毛の異色症       

  白毛症：  

  ・ＮＯＳ 

  ・後天性限局性 

Ｌ67．8 その他の毛髪の色及び毛幹の異常 

  毛ぜい＜脆＞弱症 

Ｌ67．9 毛髪の色及び毛幹の異常， 詳細不明 

Ｌ68 多 毛 症 

 Hypertrichosis 

 包含： 

   毛髪過多 

 除外： 

   先天（性）多毛症（Ｑ84．2） 

     生毛＜うぶ毛＞遺残（Ｑ84．2） 

Ｌ68．0 男性型多毛症 

薬物誘発性で， 薬物の分類が必要な場合は， 追加外因コ－ド（ⅩⅩ章）を使用する。  

Ｌ68．1 後天性生毛性多毛症 

 薬物誘発性で， 薬物の分類が必要な場合は， 追加外因コ－ド（ⅩⅩ章）を使用する。  

Ｌ68．2 限局性多毛症 

Ｌ68．3 多毛症＜polytrichia＞ 

Ｌ68．8 その他の多毛症 

Ｌ68．9 多毛症， 詳細不明 

Ｌ70 ざ瘡＜アクネ＞ 

 Acne 
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 除外： 

   ケロイドざ瘡＜アクネ＞（Ｌ73．0） 

Ｌ70．0 尋常性ざ瘡＜アクネ＞ 

Ｌ70．1 集簇性ざ瘡＜アクネ＞ 

Ｌ70．2 痘瘡性ざ瘡＜アクネ＞ 

  粟粒性え＜壊＞死性ざ瘡＜アクネ＞ 

Ｌ70．3 熱帯性ざ瘡＜アクネ＞ 

Ｌ70．4 小児ざ瘡＜アクネ＞ 

 ※ 新生児ざ瘡＜アクネ＞ 

Ｌ70．5 若年性女子表皮剥離性ざ瘡＜アクネ＞ 

Ｌ70．8 その他のざ瘡＜アクネ＞ 

Ｌ70．9 ざ瘡＜アクネ＞， 詳細不明 

Ｌ71 酒＜しゅ＞さ 

 Rosacea 

Ｌ71．0 口囲皮膚炎 

薬物誘発性で， 薬物の分類が必要な場合は， 追加外因コード（ⅩⅩ章）を使用する。  

Ｌ71．1 酒＜しゅ＞さ鼻＜鼻瘤＞ 

Ｌ71．8 その他の酒＜しゅ＞さ 

Ｌ71．9 酒＜しゅ＞さ， 詳細不明 

Ｌ72 皮膚及び皮下組織の毛包のう＜嚢＞胞 

 Follicular cysts of skin and subcutaneous tissue 

Ｌ72．0 表皮のう＜嚢＞胞 

Ｌ72．1 毛鞘性のう＜嚢＞胞 

  毛孔性のう＜嚢＞胞 

  皮脂のう＜嚢＞胞 

Ｌ72．2 多発性脂腺のう＜嚢＞胞（症） 

Ｌ72．8 皮膚及び皮下組織のその他の毛包のう＜嚢＞胞 

Ｌ72．9 皮膚及び皮下組織の毛包のう＜嚢＞胞， 詳細不明 

Ｌ73 その他の毛包障害 

 Other follicular disorders 

Ｌ73．0 ケロイドざ瘡＜アクネ＞ 

Ｌ73．1 須毛偽毛包＜のう＜嚢＞＞炎 

Ｌ73．2 化膿性汗腺炎 

Ｌ73．8 その他の明示された毛包障害 

  須毛毛瘡 

Ｌ73．9 毛包障害， 詳細不明 
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Ｌ74 エクリン汗腺の障害 

 Eccrine sweat disorders 

 除外： 

   発汗過多＜多汗＞（症）（Ｒ61.-） 

Ｌ74．0 紅色汗疹 

Ｌ74．1 水晶様汗疹 

Ｌ74．2 深在性汗疹 

  熱帯性汗疹 

Ｌ74．3 汗疹， 詳細不明 

 ※ あせも 

Ｌ74．4 無汗症 

  乏＜減＞汗症 

Ｌ74．8 その他のエクリン汗腺の障害 

Ｌ74．9 エクリン汗腺の障害， 詳細不明 

  汗腺の障害 ＮＯＳ  

Ｌ75 アポクリン汗腺の障害 

 Apocrine sweat disorders 

      除外： 

   異汗症＜dyshidrosis＞ ［汗疱］ （Ｌ30．1） 

      化膿性汗腺炎（Ｌ73．2） 

Ｌ75．0 臭汗症 

Ｌ75．1 色汗症 

Ｌ75．2 アポクリン汗疹 

  フォックス・フォアダイス＜Fox-Fordyce＞病 

Ｌ75．8 その他のアポクリン汗腺の障害 

Ｌ75．9 アポクリン汗腺の障害， 詳細不明 

 

皮膚及び皮下組織のその他の障害（Ｌ80－Ｌ99） 

Other disorders of the skin and subcutaneous tissue 

 

 Ｌ80 白   斑 

         Vitiligo 

 Ｌ81 その他の色素異常症 

         Other disorders of pigmentation 

 除外： 

   あざ ＮＯＳ（Ｑ82．5） 
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     母斑 － 索引を参照 

   ポイツ・ジェガース＜Peutz-Jeghers＞症候群（Ｑ85．8） 

Ｌ81．0 炎症後色素沈着症 

Ｌ81．1 肝斑＜しみ＞ 

Ｌ81．2 雀卵斑＜そばかす＞ 

Ｌ81．3 カフェオレ斑 

Ｌ81．4 その他のメラニン色素沈着過度 

  ほくろ＜黒子＞ 

Ｌ81．5 白斑， 他に分類されないもの 

Ｌ81．6 その他のメラニン形成減少症 

Ｌ81．7 色素性紫斑性皮膚症 

  蛇行状血管腫 

Ｌ81．8 その他の明示された色素異常症 

  鉄色素沈着 

  いれずみ＜刺青＞ 

Ｌ81．9 色素異常症， 詳細不明 

Ｌ82 脂漏性角化症 

 Seborrhoeic keratosis 

 包含： 

   黒色丘疹性皮膚症 

   レーザー・トレラ＜Leser-Treélat＞病＜症候群＞＜徴候＞ 

Ｌ83 黒色表皮腫 

 Acanthosis nigricans 

 ※ 黒色表皮肥厚症 

 包含： 

   融合性細網状乳頭腫症 

Ｌ84 うおのめ＜鶏眼＞及びべんち＜胼胝＞ 

 Corns and callosities 

 包含： 

   べんち＜胼胝＞腫 

   うおのめ＜鶏眼＞ 

Ｌ85 その他の表皮肥厚 

 Other epidermal thickening 

 除外： 

   皮膚の肥厚性障害（Ｌ91.-） 

Ｌ85．0 後天性魚りんせん＜鱗癬＞ 
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 除外： 

   先天性魚りんせん＜鱗癬＞（Ｑ80.-） 

Ｌ85．1 後天性掌蹠＜手掌足底＞角化症 ［角皮症］  

 除外： 

   遺伝性掌蹠＜手掌足底＞角化症（Ｑ82．8） 

Ｌ85．2 点状（掌蹠＜手掌足底＞）角化症 

Ｌ85．3 皮膚乾燥症＜乾皮症＞ 

  皮膚乾燥性皮膚炎 

Ｌ85．8 その他の明示された表皮肥厚 

  皮角＜cutaneous horn＞ 

Ｌ85．9 表皮肥厚， 詳細不明 

Ｌ86＊ 他に分類される疾患における角皮症 

 Keratoderma in diseases classified elsewhere 

 包含： 

   毛包＜のう＜嚢＞＞性角化症 

                            ビタミンＡ欠乏症によるもの（Ｅ50．8†） 

   乾皮症  

Ｌ87 経表皮性排除疾患 

 Transepidermal elimination disorders 

 除外： 

   環状肉芽腫（穿孔性）（Ｌ92．0） 

Ｌ87．0 真皮貫通性毛包＜のう＜嚢＞＞性・傍毛包＜のう＜嚢＞＞性角化症［キルレ 

＜Kyrle＞病］ 

  穿通性毛のう＜嚢＞角質増殖症 

Ｌ87．1 反応性穿孔性膠原線維症 

Ｌ87．2 蛇行性穿孔性弾力線維症 

Ｌ87．8 その他の経表皮性排除疾患 

Ｌ87．9 経表皮性排除疾患， 詳細不明 

Ｌ88 え＜壊＞疽性膿皮症 

 Pyoderma gangrenosum 

 包含： 

    侵食＜蝕＞性膿皮症 

 除外： 

   え＜壊＞疽性皮膚炎（L08．0） 

Ｌ89 じょく＜褥＞瘡性潰瘍及び圧迫領域 

 Decubitus ulcer and pressure area 

注：ステージが異なる複数の部位がある場合は，最も高いステージを示すコード１つのみを
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割り当てる。 

 包含： 

 じょく＜褥＞瘡 

   ギブス（包帯）性潰瘍 

 除外： 

   子宮頚（部）のじょく＜褥＞瘡性（栄養性）潰瘍（Ｎ86） 

L89．0 ステージⅠじょく＜褥＞瘡性潰瘍及び圧迫領域 

皮膚の欠損を伴わず，潰瘍は，薄く色素沈着のある皮膚では，持続的な赤みがかった

色調（紅斑），より暗い色調の皮膚では，持続的な赤，青又は紫の色調として認められ

る。 

  紅斑のみに限定されるじょく＜褥＞瘡性［圧迫性］潰瘍 

L89．１ ステージⅡじょく＜褥＞瘡性潰瘍 

  下記を伴うじょく＜褥＞瘡性［圧迫性］潰瘍 

  ・擦過傷 

  ・水疱 

  ・表皮及び/又は真皮を含む皮膚の部分的欠損 

  ・皮膚の欠損 NOS 

L89．2 ステージⅢじょく＜褥＞瘡性潰瘍 

  皮下組織の傷害又はえ＜壊＞死を含む皮膚全層の欠損を伴うじょく＜褥＞瘡性［圧

迫性］潰瘍，下床の筋膜までの範囲に及ぶもの 

L89．3 ステージ IV じょく＜褥＞瘡性潰瘍 

  筋肉，骨，支持構造（即ち，腱又は関節包）のえ＜壊＞死を伴うじょく＜褥＞瘡性［圧

迫性］潰瘍 

L89．9 じょく＜褥＞瘡性潰瘍及び圧迫領域，詳細不明 

  じょく＜褥＞瘡性［圧迫性］潰瘍，ステージの記載がないもの 

Ｌ90 皮膚の萎縮性障害 

 Atrophic disorders of skin 

Ｌ90．0 硬化性萎縮性苔せん＜癬＞ 

 除外： 

   外性器＜外陰部＞の硬化性苔せん＜癬＞ 

   ・女性 （Ｎ90．4）   

   ・男性 （Ｎ48．0） 

Ｌ90．1 シュヴェニンガー・ブッジィ＜Schweninger-Buzzi＞の斑状皮膚萎縮症 

Ｌ90．2 ヤダッソン・ペリツァリィ＜Jadassohn-Pellizzari＞の斑状皮膚萎縮症 

Ｌ90．3 パシーニ＜Pasini＞及びピェリーニ＜Pierini＞の皮膚萎縮症 

Ｌ90．4 慢性萎縮性肢端皮膚炎 
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Ｌ90．5 皮膚の瘢痕状態及び線維症 

  癒着性瘢痕（皮膚） 

  瘢痕による醜貌 

  瘢痕 ＮＯＳ 

 除外： 

   肥大性瘢痕（Ｌ91．0） 

     ケロイド瘢痕（Ｌ91．0） 

Ｌ90．6 線状皮膚萎縮症  

Ｌ90．8 皮膚のその他の萎縮性障害 

Ｌ90．9 皮膚の萎縮性障害， 詳細不明 

Ｌ91 皮膚の肥厚性障害 

 Hypertrophic disorders of skin 

Ｌ91．0 肥厚性瘢痕 

  ケロイド瘢痕 

 除外： 

   ケロイドざ瘡＜アクネ＞（Ｌ73．0） 

     瘢痕 ＮＯＳ（Ｌ90．5） 

Ｌ91．8 皮膚のその他の肥厚性障害 

Ｌ91．9 皮膚の肥厚性障害， 詳細不明 

Ｌ92 皮膚及び皮下組織の肉芽腫性障害 

 Granulomatous disorders of skin and subcutaneous tissue 

 除外： 

   光線肉芽腫（Ｌ57．5） 

Ｌ92．0 環状肉芽腫 

  穿孔性環状肉芽腫 

Ｌ92．1 リポイド類え＜壊＞死症， 他に分類されないもの 

 除外： 

   糖尿病に関連するもの（Ｅ10－Ｅ14） 

Ｌ92．2 顔面肉芽腫 ［皮膚の好酸球性肉芽腫］  

Ｌ92．3 皮膚及び皮下組織の異物肉芽腫 

Ｌ92．8 皮膚及び皮下組織のその他の肉芽腫性障害 

Ｌ92．9 皮膚及び皮下組織の肉芽腫性障害， 詳細不明 

Ｌ93 エリテマトーデス＜紅斑性狼瘡＞ 

 Lupus erythematosus 

 除外： 

   狼瘡： 
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   ・潰瘍性（Ａ18．4） 

   ・尋常性（Ａ18．4） 

   強皮症（Ｍ34.-） 

   全身性エリテマトーデス＜紅斑性狼瘡＞＜ＳＬＥ＞（Ｍ32.-） 

薬物誘発性で， 薬物の分類が必要な場合は， 追加外因コード（ⅩⅩ章）を使用する。  

Ｌ93．0 円板状エリテマトーデス＜紅斑性狼瘡＞＜ＤＬＥ＞ 

  エリテマトーデス＜紅斑性狼瘡＞ ＮＯＳ 

Ｌ93．1 亜急性皮膚エリテマトーデス＜紅斑性狼瘡＞ 

Ｌ93．2 その他の限局性エリテマトーデス＜紅斑性狼瘡＞ 

  深在性エリテマトーデス＜紅斑性狼瘡＞ 

  ループス皮下脂肪組織炎 

Ｌ94 その他の限局性結合組織障害 

 Other localized connective tissue disorders 

 除外： 

   全身性結合組織障害（Ｍ30－Ｍ36） 

Ｌ94．0 斑状強皮症 ［モルフェア］  

  限局性強皮症 

Ｌ94．1 線状強皮症 

  剣創状病変＜en coup de sabre lesion＞ 

Ｌ94．2 皮膚石灰沈着症 

Ｌ94．3 手指硬化症 

Ｌ94．4 ゴットロン＜Gottron＞丘疹 

Ｌ94．5 血管性多形皮膚萎縮症 

Ｌ94．6 アインフム＜特発性指趾離断症＞ 

Ｌ94．8 その他の明示された限局性結合組織障害 

Ｌ94．9 限局性結合組織障害， 詳細不明 

Ｌ95 皮膚に限局した血管炎， 他に分類されないもの 

 Vasculitis limited to skin, not elsewhere classified 

 除外： 

   蛇行状血管腫（Ｌ81．7） 

   ヘノッホ（・シェーンライン）＜Henoch（-Sch önlein）＞紫斑病（Ｄ69．0） 

   過敏性血管炎（Ｍ31．0） 

   皮下脂肪組織炎： 

   ・ＮＯＳ（Ｍ79．3） 

   ・ループス（Ｌ93．2） 

   ・頚部及び背部（Ｍ54．0）  
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   ・再発性＜反復性＞［ウェーバー・クリスチャ Weber-Christian＞病］（Ｍ35．6） 

   ・結節性多発（性）動脈炎（Ｍ30．0） 

   リウマチ性血管炎（Ｍ05．2） 

      血清病（Ｔ80．6） 

   じんま＜蕁麻＞疹（Ｌ50.-） 

   ウェゲ＜ジ＞ナー＜Wegener＞肉芽腫症（Ｍ31．3） 

Ｌ95．0 皮斑様＜livedoid＞血管炎 

  白色萎縮 

Ｌ95．1 持続性隆起性紅斑 

Ｌ95．8 皮膚に限局したその他の血管炎 

Ｌ95．9 皮膚に限局した血管炎， 詳細不明 

Ｌ97 下肢の潰瘍， 他に分類されないもの 

 Ulcer of lower limb, not elsewhere classified 

 除外： 

  じょく＜褥＞瘡性［圧迫性］潰瘍及び圧迫領域（L89.-） 

 え＜壊＞疽＜脱疽＞（R02） 

 皮膚感染症（L00－L08） 

 Ａ00－B99 に分類される感染症 

 静脈瘤性潰瘍（I83．0，I83．2） 

Ｌ98 皮膚及び皮下組織のその他の障害， 他に分類されないもの 

 Other disorders of skin and subcutaneous tissue, not elsewhere classified 

Ｌ98．0 化膿性肉芽腫 

Ｌ98．1 人工皮膚炎 

  神経症性そう＜掻＞破 

Ｌ98．2 （急性）熱性好中球性皮膚症 ［スイート＜Sweet＞症候群］  

Ｌ98．3 好酸球性蜂巣炎＜蜂窩織炎＞ ［ウェルズ＜Wells＞病］  

Ｌ98．4 皮膚の慢性潰瘍， 他に分類されないもの 

  皮膚の慢性潰瘍 NOS 

  熱帯性潰瘍 NOS 

  皮膚の潰瘍 NOS 

 除外： 

   じょく＜褥＞瘡性［圧迫性］潰瘍及び圧迫領域（L89.-） 

   え＜壊＞疽＜脱疽＞（Ｒ02） 

   皮膚感染症（L00－L08） 

   A00－B99 に分類される感染症 

   下肢の潰瘍 NEC（L97） 
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   静脈瘤性潰瘍（I83．0，I83．2） 

Ｌ98．5 皮膚のムチン（沈着）症 

  病巣性ムチン（沈着）症 

  粘液水腫性苔せん＜癬＞ 

  網状紅斑性ムチン（沈着）症 

 除外：  

   病巣性口腔ムチン（沈着）症（K13．7） 

粘液水腫（E03．9） 

Ｌ98．6 皮膚及び皮下組織のその他の浸潤性障害 

 除外： 

   皮膚粘膜硝子様変化＜ヒアリン症＞（Ｅ78．8） 

Ｌ98．8 皮膚及び皮下組織のその他の明示された障害 

Ｌ98．9 皮膚及び皮下組織の障害， 詳細不明 

Ｌ99＊ 他に分類される疾患における皮膚及び皮下組織のその他の障害 

 Other disorders of skin and subcutaneous tissue in diseases classified elsewhere 

Ｌ99．0＊ 皮膚のアミロイドーシス＜アミロイド症＞（Ｅ85.-†） 

  アミロイド苔せん＜癬＞ 

  斑状アミロイドーシス＜アミロイド症＞ 

Ｌ99．8＊ 他に分類される疾患における皮膚及び皮下組織のその他の明示された障害 

  梅毒性脱毛（症）（Ａ51．3†） 

  梅毒性白斑（Ａ51．3†， Ａ52．7†） 


