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第ⅩⅣ章 腎尿路生殖器系の疾患（N00－N99） 

Diseases of the genitourinary system 

 

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） 

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） 

 

本章は， 次の中間分類項目を含む： 

Ｎ00－Ｎ08 糸球体疾患 

Ｎ10－Ｎ16 腎尿細管間質性疾患 

Ｎ17－Ｎ19 腎不全 

Ｎ20－Ｎ23 尿路結石症 

Ｎ25－Ｎ29 腎及び尿管のその他の障害 

Ｎ30－Ｎ39 尿路系のその他の疾患 

Ｎ40－Ｎ51 男性生殖器の疾患 

Ｎ60－Ｎ64 乳房の障害 

Ｎ70－Ｎ77 女性骨盤臓器の炎症性疾患 

Ｎ80－Ｎ98 女性生殖器の非炎症性障害 

Ｎ99       腎尿路生殖器系のその他の障害 

 

本章の星印（＊）項目は下記のとおりである： 

Ｎ08＊ 他に分類される疾患における糸球体障害 

Ｎ16＊ 他に分類される疾患における腎尿細管間質性障害 

Ｎ22＊ 他に分類される疾患における尿路結石 

Ｎ29＊ 他に分類される疾患における腎及び尿管のその他の障害 

Ｎ33＊ 他に分類される疾患における膀胱障害 

Ｎ37＊ 他に分類される疾患における尿道の障害 
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Ｎ51＊ 他に分類される疾患における男性生殖器の障害 

Ｎ74＊ 他に分類される疾患における女性骨盤炎症性障害 

Ｎ77＊ 他に分類される疾患における外陰腟の潰瘍形成及び炎症 

 

糸球体疾患（Ｎ00－Ｎ08） 

Glomerular diseases 

 慢性腎臓病（N18.-）に関連する分類が必要な場合は，追加コードを使用する（N18.-） 

外因（第ⅩⅩ章）又は急性（N17），慢性（N18）もしくは詳細不明（N19）の腎不全の存在の

分類が必要な場合は，追加コードを使用する。 

除外： 

   高血圧性腎疾患（Ｉ12.-） 

 

  下記の４桁細分類項目は形態学的変化を分類し， 項目Ｎ00－Ｎ07 に使用する。 ４桁細

分類項目．0－．8 は明確に確認（腎生検又は剖検による）されない場合は通常使用しない。 

３桁分類項目は臨床症状に関連したものである。  

 ．0  軽微糸球体変化 

 微小変化群 

 ．1  巣状及び分節状糸球体病変 

    巣状及び分節状： 

    ・硝子様変化＜ヒアリン症＞ 

    ・硬化症   

    巣状糸球体腎炎 

 ．2  びまん性膜性糸球体腎炎 

 ．3  びまん性メサンギウム増殖性糸球体腎炎 

 ．4  びまん性管内性増殖性糸球体腎炎 

 ．5  びまん性メサンギウム毛細管性糸球体腎炎 

    膜性増殖性糸球体腎炎， １型及び３型又は ＮＯＳ 

 ．6  デンスデポジット病 

    膜性増殖性糸球体腎炎， ２型 

 ．7  びまん性半月体（形成）性糸球体腎炎 

    管外性糸球体腎炎 

 ．8  その他 

    増殖性糸球体腎炎 ＮＯＳ 
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 ．9  詳細不明  

 

 Ｎ00 急性腎炎症候群 

 Acute nephritic syndrome 

  ［細分類は N00 の前を参照］  

 包含： 

   急性： 

   ・糸球体疾患 

   ・糸球体腎炎  

   ・腎炎  

   ・腎疾患 ＮＯＳ 

 除外：  

   急性尿細管間質性腎炎（Ｎ10） 

   腎炎症候群 ＮＯＳ（Ｎ05.-） 

 Ｎ01 急速進行性腎炎症候群 

 Rapidly progressive nephritic syndrome 

   ［細分類は N00 の前を参照］    

 包含： 

   急速進行性： 

   ・糸球体疾患 

   ・糸球体腎炎 

   ・腎炎 

 除外： 

   腎炎症候群 ＮＯＳ（Ｎ05.-） 

 Ｎ02 反復性及び持続性血尿 

 Recurrent and persistent haematuria 

   ［細分類は N00 の前を参照］    

 包含： 

   血尿： 

   ・良性（家族性）（小児期の） 

   ・N00 の前の ．0－．8 に明示された形態学的病変を伴うもの 

 除外： 

   血尿 ＮＯＳ（Ｒ31） 
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 Ｎ03 慢性腎炎症候群 

 Chronic nephritic syndrome 

 ［細分類は N00 の前を参照］    

 包含： 

   慢性： 

  ・糸球体疾患 

  ・糸球体腎炎 

  ・腎炎 

除外： 

   慢性尿細管間質性腎炎（N11.-） 

   びまん性硬化性糸球体腎炎（N18.-） 

   腎炎症候群 NOS（N05.-） 

Ｎ04 ネフローゼ症候群 

 Nephrotic syndrome 

   ［細分類は N00 の前を参照］    

 包含：  

   先天性ネフローゼ症候群 

   リポイドネフローゼ 

 Ｎ05 詳細不明の腎炎症候群 

 Unspecified nephritic syndrome 

   ［細分類は N00 の前を参照］    

 包含： 

   糸球体疾患  

   糸球体腎炎      ＮＯＳ 

   腎炎      

N00 の前の ．0－．8 で明示された形態学的病変を伴う腎症＜ネフロパシー＞ＮＯＳ及び

腎疾患 ＮＯＳ 

 除外：  

   形態学的病変の明示されない腎症＜ネフロパシー＞ ＮＯＳ（Ｎ28．9） 

   形態学的病変の明示されない腎疾患 NOS （N28．9） 

   尿細管間質性腎炎 ＮＯＳ（Ｎ12） 

Ｎ06 明示された形態学的病変を伴う単独タンパク＜蛋白＞尿 

 Isolated proteinuria with specified morphological lesion 
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   ［細分類は N00 の前を参照］    

 包含： 

     N00 の前の．0－．8 に明示された形態学的病変を伴うタンパク＜蛋白＞尿（単独）

（起立性）（持続性） 

 除外： 

   タンパク＜蛋白＞尿： 

   ・ＮＯＳ（Ｒ80）          

   ・ベンス ジョーンズ＜Bence Jones＞（Ｒ80） 

   ・妊娠（Ｏ12．1） 

   ・単独 ＮＯＳ（Ｒ80） 

   ・起立性 ＮＯＳ（Ｎ39．2） 

   ・持続性 ＮＯＳ（Ｎ39．1）   

Ｎ07 遺伝性腎症＜ネフロパシー＞， 他に分類されないもの 

 Hereditary nephropathy, not elsewhere classified 

   ［細分類は N00 の前を参照］    

 除外：  

   アルポート＜Alport＞症候群（Ｑ87．8） 

   遺伝性アミロイド腎症＜ネフロパシー＞（Ｅ85．0） 

   ネイルパテラ症候群（Ｑ87．2） 

 非ニューロパチ＜シ＞ー性遺伝性家族性アミロイドーシス＜アミロイド症＞（E85．0） 

Ｎ08＊  他に分類される疾患における糸球体障害 

 Glomerular disorders in diseases classified elsewhere 

 包含： 

   他に分類される疾患における腎症＜ネフロパシー＞ 

 除外： 

   他に分類される疾患における腎尿細管間質性障害（Ｎ16.-＊） 

   Ｎ08．0＊ 他に分類される感染症及び寄生虫症における糸球体障害 

  下記における糸球体障害： 

  ・四日熱マラリア（Ｂ52．0†） 

  ・ムンプス（Ｂ26．8†） 

  ・住血吸虫症（Ｂ65.-†） 

  ・敗血症（Ａ40－Ａ41†） 

  ・糞線虫症（Ｂ78.-†）  
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  ・梅毒（Ａ52．7†） 

Ｎ08．1＊ 新生物＜腫瘍＞性疾患における糸球体障害 

  下記における糸球体障害：  

  ・多発性骨髄腫（Ｃ90．0†） 

  ・ワルデンシュトレーム＜Waldenstr öm＞マクログロブリン血症（Ｃ88．0†） 

Ｎ08．2＊ 血液疾患及び免疫機構の障害における糸球体障害 

  下記における糸球体障害： 

  ・クリオグロブリン血症（Ｄ89．1†） 

  ・播種性血管内凝固症候群 ［脱線維素症候群］ （Ｄ65†） 

  ・溶血性尿毒症症候群（Ｄ59．3†） 

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

  ・鎌状赤血球障害（Ｄ57.-†） 

Ｎ08．3＊ 糖尿病（共通４桁項目．2 を伴うＥ10－Ｅ14†）における糸球体障害 

Ｎ08．4＊ その他の内分泌， 栄養及び代謝疾患における糸球体障害 

  下記における糸球体障害：  

  ・アミロイドーシス＜アミロイド症＞（Ｅ85.-†） 

  ・ファブリー（・アンダーソン）＜Fabry（-Anderson）＞病（Ｅ75．2†） 

  ・レシチンコレステロール アシルトランスフェラーゼ欠乏症（Ｅ78．6†） 

Ｎ08．5＊ 全身性結合組織障害における糸球体障害 

  下記における糸球体障害： 

  ・グッドパスチャー＜Goodpasture＞症候群（Ｍ31．0†） 

  ・顕微鏡的多発（性）血管炎（M31．7+） 

  ・全身性エリテマトーデス＜紅斑性狼瘡＞＜SLE＞（M32．1†） 

  ・血栓性血小板減少性紫斑病（M31．1†） 

  ・ウェゲ＜ジ＞ナー＜Wegener＞肉芽腫（M31．3†） 

Ｎ08．8＊ 他に分類されるその他の疾患における糸球体障害 

  亜急性細菌性心内膜炎における糸球体障害（Ｉ33．0†） 

 

腎尿細管間質性疾患（Ｎ10－Ｎ16） 

Renal tubulo-interstitial diseases 

 包含： 

   腎盂腎炎 

 慢性腎臓病（N18.-)に関連する分類が必要な場合は、追加コードを使用する
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（N18.-） 

 除外： 

   のう＜嚢＞胞性腎盂尿管炎（Ｎ28．8） 

 

Ｎ10 急性尿細管間質性腎炎 

 Acute tubulo-interstitial nephritis 

  急性： 

  ・感染性間質性腎炎 

  ・腎盂炎 

  ・腎盂腎炎 

 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。  

Ｎ11 慢性尿細管間質性腎炎 

 Chronic tubulo-interstitial nephritis 

 包含： 

   慢性： 

   ・感染性間質性腎炎 

   ・腎盂炎 

   ・腎盂腎炎 

 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。  

Ｎ11．0 非閉塞性逆流性慢性腎盂腎炎 

  （膀胱尿管）逆流に関連する腎盂腎炎（慢性） 

 除外： 

   膀胱尿管逆流 ＮＯＳ（Ｎ13．7） 

Ｎ11．1 慢性閉塞性腎盂腎炎 

  下記に関連する腎盂腎炎（慢性）： 

  ・先天異常  

  ・屈曲           腎盂尿管移行部又は尿管 

  ・閉塞 

  ・狭窄    

 除外：  

   結石性腎盂腎炎（Ｎ20．9）  

   閉塞性尿路疾患（Ｎ13.-） 

Ｎ11．8 その他の慢性尿細管間質性腎炎 
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  非閉塞性慢性腎盂腎炎 ＮＯＳ 

Ｎ11．9 慢性尿細管間質性腎炎， 詳細不明 

  慢性： 

  ・間質性腎炎 ＮＯＳ 

  ・腎盂炎 ＮＯＳ 

  ・腎盂腎炎 ＮＯＳ 

 

Ｎ12 尿細管間質性腎炎， 急性又は慢性と明示されないもの 

 Tubulo-interstitial nephritis, not specified as acute or chronic 

 包含： 

   間質性腎炎 ＮＯＳ 

   腎盂炎 ＮＯＳ 

   腎盂腎炎 ＮＯＳ 

 除外： 

   結石性腎盂腎炎（Ｎ20．9） 

Ｎ13 閉塞性尿路疾患及び逆流性尿路疾患 

 Obstructive and reflux uropathy 

 除外：  

   水腎症を伴わない腎結石及び尿管結石（Ｎ20.-） 

   腎盂及び尿管の先天性閉塞性欠損（Ｑ62．0－Ｑ62．3） 

   閉塞性腎盂腎炎（Ｎ11．1） 

Ｎ13．0 尿管腎盂移行部閉塞を伴う水腎症 

 除外： 

   感染を伴うもの（Ｎ13．6） 

Ｎ13．1 尿管狭窄を伴う水腎症， 他に分類されないもの 

 除外： 

   感染を伴うもの（Ｎ13．6） 

Ｎ13．2 腎結石性及び尿管結石性閉塞を伴う水腎症 

 除外： 

   感染を伴うもの（Ｎ13．6） 

Ｎ13．3 その他及び詳細不明の水腎症 

 除外： 

   感染を伴うもの（Ｎ13．6） 
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Ｎ13．4 水尿管（症） 

 除外： 

   感染を伴うもの（Ｎ13．6） 

Ｎ13．5 水腎症を伴わない尿管の屈曲及び狭窄 

 除外： 

   感染を伴うもの（Ｎ13．6）  

Ｎ13．6 膿腎（症） 

  感染を伴うＮ13．0－Ｎ13．5 の病態 

  感染を伴う閉塞性尿路疾患 

 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。  

Ｎ13．7 膀胱尿管逆流性尿路疾患 

  膀胱尿管逆流： 

  ・ＮＯＳ 

  ・瘢痕を伴うもの 

 除外： 

   逆流性腎盂腎炎（Ｎ11．0） 

Ｎ13．8 その他の閉塞性尿路疾患及び逆流性尿路疾患 

Ｎ13．9 閉塞性尿路疾患及び逆流性尿路疾患， 詳細不明 

  尿路閉塞 ＮＯＳ 

Ｎ14 薬物及び重金属により誘発された尿細管間質及び尿細管の病態 

 Drug- and heavy-metal-induced tubulo-interstitial and tubular conditions 

 中毒性因子の分類が必要な場合は， 追加外因コード（ⅩⅩ章）を使用する。  

Ｎ14．0 鎮痛薬＜剤＞性腎症＜ネフロパシー＞ 

Ｎ14．1 その他の薬物， 薬剤及び生物学的製剤により誘発された腎症＜ネフロパシー＞ 

Ｎ14．2 詳細不明の薬物， 薬剤又は生物学的製剤により誘発された腎症＜ネフロパシー＞ 

Ｎ14．3 重金属誘発性腎症＜ネフロパシー＞ 

Ｎ14．4 中毒性腎症＜ネフロパシー＞， 他に分類されないもの 

Ｎ15 その他の腎尿細管間質性疾患 

      Other renal tubulo-interstitial diseases 

Ｎ15．0 バルカン＜Balkan＞腎症＜ネフロパシー＞ 

Ｎ15．1 腎膿瘍及び腎周囲膿瘍 

Ｎ15．8 その他の明示された腎尿細管間質性疾患 

Ｎ15．9 腎尿細管間質性疾患， 詳細不明 
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  腎の感染症 ＮＯＳ 

 除外： 

   尿路感染症 ＮＯＳ（Ｎ39．0）  

Ｎ16＊  他に分類される疾患における腎尿細管間質性障害 

 Renal tubulo-interstitial disorders in diseases classified elsewhere  

Ｎ16．0＊ 他に分類される感染症及び寄生虫症における腎尿細管間質性障害 

  腎尿細管間質性障害（下記によるもの）（下記におけるもの）：  

  ・ブルセラ症（Ａ23.-†） 

  ・ジフテリア（Ａ36．8†） 

  ・サルモネラ感染症（Ａ02．2†） 

  ・敗血症（Ａ40－Ａ41†） 

  ・トキソプラズマ症（Ｂ58．8†） 

Ｎ16．1＊ 新生物＜腫瘍＞性疾患における腎尿細管間質性障害 

  下記における腎尿細管間質性障害：  

  ・白血病（Ｃ91－Ｃ95†） 

  ・リンパ腫（Ｃ81－Ｃ85†， Ｃ96.-†） 

  ・多発性骨髄腫（Ｃ90．0†） 

Ｎ16．2＊ 血液疾患及び免疫機構の障害における腎尿細管間質性障害 

  下記における腎尿細管間質性障害：  

  ・混合型クリオグロブリン血症（Ｄ89．1†） 

  ・サルコイドーシス（Ｄ86.-†） 

Ｎ16．3＊ 代謝疾患における腎尿細管間質性障害 

  下記における腎尿細管間質性障害： 

  ・シスチン症（Ｅ72．0†） 

  ・糖原病（Ｅ74．0†） 

  ・ウィルソン＜Wilson＞病（Ｅ83．0†） 

Ｎ16．4＊ 全身性結合組織障害における腎尿細管間質性障害 

  下記における腎尿細管間質性障害：  

  ・乾燥症候群 ［シェーグレン＜Sj ögren＞症候群］ （Ｍ35．0†） 

  ・全身性エリテマトーデス＜紅斑性狼瘡＞＜ＳＬＥ＞（Ｍ32．1†） 

Ｎ16．5＊ 移植拒絶における腎尿細管間質性障害（Ｔ86.-†） 

Ｎ16．8＊ 他に分類されるその他の疾患における腎尿細管間質性障害  
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腎不全（Ｎ17－Ｎ19） 

Renal failure 

 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： 

   先天性腎不全（Ｐ96．0） 

   薬物及び重金属により誘発された尿細管間質及び尿細管の病態 

   （Ｎ14.-） 

   腎外性尿毒症（Ｒ39．2） 

   溶血性尿毒症症候群（Ｄ59．3） 

   肝腎症候群（Ｋ76．7） 

   ・分娩後（Ｏ90．4） 

   腎前性尿毒症（Ｒ39．2） 

   腎不全：  

   ・流産,子宮外妊娠又は胞状奇胎妊娠に合併するもの（Ｏ00－Ｏ07, 

Ｏ08．4） 

   ・分娩に続発するもの（Ｏ90．4） 

   ・処置後（Ｎ99．0） 

 

Ｎ17 急性腎不全 

 Acute renal failure 

 包含： 

    急性腎機能障害 

Ｎ17．0 尿細管え＜壊＞死を伴う急性腎不全 

  尿細管え＜壊＞死： 

  ・ＮＯＳ 

  ・急性 

  ・腎性 

Ｎ17．1 急性皮質え＜壊＞死を伴う急性腎不全 

  皮質性え＜壊＞死： 

  ・ＮＯＳ 

  ・急性 

  ・腎性 

Ｎ17．2 髄質え＜壊＞死を伴う急性腎不全 
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  髄質 ［乳頭］ え＜壊＞死： 

  ・ＮＯＳ 

  ・急性 

  ・腎性 

Ｎ17．8 その他の急性腎不全 

Ｎ17．9 急性腎不全， 詳細不明 

N18 慢性腎臓病 

 Chronic kidney disease 

 包含： 

   慢性尿毒症 

 びまん性硬化性糸球体腎炎 

 基礎疾患の分類が必要な場合は，追加コードを使用する。 

 高血圧症の存在の分類が必要な場合は，追加コードを使用する。 

除外： 

  高血圧（症）を伴う慢性腎不全（I12．0） 

N18．1 慢性腎臓病，ステージ１ 

  GFR 正常値又は亢進（＞ 90 mL/min）を伴う腎障害 

N18．2 慢性腎臓病，ステージ２ 

  GFR の軽度低下（60－89 mL/min）を伴う腎障害 

N18．3 慢性腎臓病，ステージ３ 

  GFR の中度低下（30－59 mL/min）を伴う腎障害 

N18．4 慢性腎臓病，ステージ４ 

  GFR の重度低下（15－29 mL/min）を伴う腎障害 

N18．5 慢性腎臓病，ステージ５ 

  慢性尿毒症 

  末期腎臓病： 

 •同種移植片不全におけるもの 

 •NOS 

 •透析中もの 

 •透析又は移植を受けないもの 

  腎性網膜炎†（H32．8＊） 

  尿毒症性： 

 •卒中†（I68．8＊） 
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 •認知症†（F02．8＊） 

 •ニューロパチ＜シ＞ー†（G63．8＊） 

 •麻痺†（G99．8＊） 

 •心膜炎†（I32．8＊） 

N18．9 慢性腎臓病，詳細不明 

Ｎ19 詳細不明の腎不全 

 Unspecified kidney failure 

 包含： 

   腎機能不全 NOS 

 除外： 

   高血圧（症）による腎不全（Ｉ12．0） 

   新生児尿毒症（Ｐ96．0） 

 

尿路結石症（Ｎ20－Ｎ23） 

Urolithiasis 

 

Ｎ20 腎結石及び尿管結石 

 Calculus of kidney and ureter 

 包含： 

   結石性腎盂腎炎 

 除外： 

   水腎症を伴うもの（N13．2） 

Ｎ20．0 腎結石 

  腎結石症 ＮＯＳ         

  腎石     

  さんご＜鹿角＞状結石            

  腎内結石 

Ｎ20．1 尿管結石 

  尿管石 

Ｎ20．2 尿管結石を伴う腎結石 

Ｎ20．9 尿路結石， 詳細不明 

Ｎ21 下部尿路結石 

 Calculus of lower urinary tract 
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 包含： 

   膀胱炎及び尿道炎を伴うもの  

Ｎ21．0 膀胱結石 

  膀胱憩室結石 

  膀胱石 

 除外： 

   さんご＜鹿角＞状結石（Ｎ20．0） 

Ｎ21．1 尿道結石 

Ｎ21．8 その他の下部尿路結石 

Ｎ21．9 下部尿路結石， 詳細不明 

Ｎ22＊  他に分類される疾患における尿路結石 

 Calculus of urinary tract in diseases classified elsewhere  

Ｎ22．0＊ 住血吸虫症における尿路結石（Ｂ65.-†） 

Ｎ22．8＊ 他に分類されるその他の疾患における下部尿路結石 

Ｎ23 詳細不明の腎仙痛 

 Unspecified renal colic 

 

腎及び尿管のその他の障害（Ｎ25－Ｎ29） 

Other disorders of kidney and ureter 

 除外： 

   尿路結石症を伴うもの（Ｎ20－Ｎ23） 

 

Ｎ25 腎尿細管機能障害から生じた障害 

 Disorders resulting from impaired renal tubular function 

 除外： 

   Ｅ70－Ｅ90 に分類される代謝障害 

Ｎ25．0 腎性骨ジストロフィー＜異栄養症＞ 

  高窒素血症性骨ジストロフィー＜異栄養症＞ 

  リン酸（塩）喪失性尿細管障害 

  腎性： 

  ・くる病 

  ・低身長 

Ｎ25．1 腎性尿崩症 
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Ｎ25．8 腎尿細管機能障害から生じたその他の障害 

  ライトウッド・オルブライト＜Lightwood-Albright＞症候群 

  腎尿細管アシドーシス ＮＯＳ 

  腎原性続発性＜二次性＞副甲状腺＜上皮小体＞機能亢進症 

Ｎ25．9 腎尿細管機能障害から生じた障害， 詳細不明  

Ｎ26 詳細不明の萎縮腎 

 Unspecified contracted kidney 

 包含： 

  腎の萎縮（末期） 

  腎硬化症 ＮＯＳ 

 除外：  

   高血圧による萎縮腎（Ｉ12.-） 

   びまん性硬化性糸球体腎炎（Ｎ18.-） 

   高血圧性腎硬化症（細動脈性）（動脈硬化性）（Ｉ12.-） 

   原因不明の矮小腎（Ｎ27.-） 

Ｎ27 原因不明の矮小腎 

 Small kidney of unknown cause 

Ｎ27．0 矮小腎， 一側（性） 

Ｎ27．1 矮小腎， 両側（性） 

Ｎ27．9 矮小腎， 患側不明 

Ｎ28 腎及び尿管のその他の障害， 他に分類されないもの 

 Other disorders of kidney and ureter, not elsewhere classified 

 除外： 

   水尿管（症）（Ｎ13．4） 

   腎疾患： 

   ・急性 ＮＯＳ（Ｎ00．9）     

   ・慢性 ＮＯＳ（Ｎ03．9）  

尿管屈曲及び尿管狭窄： 

   ・水腎症を伴うもの（Ｎ13．1）    

   ・水腎症を伴わないもの（Ｎ13．5） 

Ｎ28．0 腎虚血及び腎梗塞 

  腎動脈： 

  ・塞栓症  
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  ・閉塞 

  ・閉鎖 

・血栓症  

  腎梗塞 

 除外： 

   ゴールドブラット＜Goldblatt＞腎（Ｉ70．1） 

   腎動脈（腎外部）： 

   ・アテローム＜じゅく＜粥＞状＞硬化（症）（Ｉ70．1） 

   ・先天性狭窄（Ｑ27．1） 

Ｎ28．1 腎のう＜嚢＞胞， 後天性 

  腎のう＜嚢＞胞（多発性）（孤立性）， 後天性 

 除外： 

   のう＜嚢＞胞性腎疾患（先天性）（Ｑ61.-）  

Ｎ28．8 腎及び尿管のその他の明示された障害 

  腎肥大 

  巨大尿管 

  腎下垂（症） 

  腎盂炎    

  腎盂尿管炎       のう＜嚢＞胞性 

  尿管炎    

  尿管瘤 

Ｎ28．9 腎及び尿管の障害， 詳細不明 

  腎症＜ネフロパシー＞ ＮＯＳ 

  腎疾患 ＮＯＳ 

 除外： 

    N00 の前の．0－．8 に明示された形態学的病変を伴う腎症＜ネフロパシー＞ 

   ＮＯＳ及び腎疾患 ＮＯＳ（Ｎ05.-） 

Ｎ29＊  他に分類される疾患における腎及び尿管のその他の障害 

 Other disorders of kidney and ureter in diseases classified elsewhere 

Ｎ29．0＊ 腎の晩期梅毒（Ａ52．7†） 

Ｎ29．1＊ 他に分類される感染症及び寄生虫症における腎及び尿管のその他の障害 

  下記における腎及び尿管の障害：  

  ・住血吸虫症（Ｂ65.-†） 
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  ・結核（Ａ18．1†） 

Ｎ29．8＊ 他に分類されるその他の疾患における腎及び尿管のその他の障害 

  シスチン尿症（E72．0†) 

 

尿路系のその他の疾患（Ｎ30－Ｎ39） 

Other diseases of urinary system 

 除外： 

   尿路感染症（下記に合併するもの）：  

   ・流産， 子宮外妊娠又は胞状奇胎妊娠（Ｏ00－Ｏ07， Ｏ08．8） 

   ・妊娠， 分娩及び産じょく＜褥＞（Ｏ23.-， Ｏ75．3， Ｏ86．2） 

   ・尿路結石症を伴うもの（Ｎ20－Ｎ23） 

 

Ｎ30 膀 胱 炎 

 Cystitis 

 感染病原体（Ｂ95－Ｂ97）又は原因としての外的因子（ⅩⅩ章）の分類が必要な場合は， 

追加コードを使用する。  

 除外： 

   前立腺膀胱炎（Ｎ41．3） 

Ｎ30．0 急性膀胱炎 

 除外：  

   放射線膀胱炎（Ｎ30．4） 

   （膀胱）三角部炎（Ｎ30．3） 

Ｎ30．1 間質性膀胱炎（慢性） 

Ｎ30．2 その他の慢性膀胱炎 

Ｎ30．3 （膀胱）三角部炎 

  尿道三角部炎 

Ｎ30．4 放射線膀胱炎 

Ｎ30．8 その他の膀胱炎 

  膀胱膿瘍 

Ｎ30．9 膀胱炎， 詳細不明 

Ｎ31 神経因性膀胱（機能障害）， 他に分類されないもの 

 Neuromuscular dysfunction of bladder, not elsewhere classified 

 除外： 
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   脊髄（性）膀胱（機能障害） ＮＯＳ（Ｇ95．8） 

   脊髄病変による場合（Ｇ95．8） 

   馬尾症候群による神経因性膀胱（機能障害）（Ｇ83．4） 

   尿失禁： 

   ・ＮＯＳ（Ｒ32） 

   ・病型等が明示されたもの（Ｎ39．3－Ｎ39．4） 

Ｎ31．0 無抑制性神経因性膀胱（機能障害）， 他に分類されないもの 

Ｎ31．1 反射性神経因性膀胱（機能障害）， 他に分類されないもの 

Ｎ31．2 し＜弛＞緩性神経因性膀胱（機能障害）， 他に分類されないもの 

  神経因性膀胱（機能障害）： 

  ・無緊張性（運動性）（感覚性） 

  ・自律性 

  ・無反射性 

Ｎ31．8 その他の神経因性膀胱（機能障害） 

Ｎ31．9 神経因性膀胱（機能障害）， 詳細不明 

  神経因性膀胱（機能障害） ＮＯＳ  

Ｎ32 その他の膀胱障害 

 Other disorders of bladder 

 除外： 

   膀胱結石（Ｎ21．0） 

   膀胱瘤（Ｎ81．1） 

   膀胱ヘルニア又は（経腟）膀胱脱， 女性（Ｎ81．1） 

Ｎ32．0 膀胱頚部閉塞（症） 

  膀胱頚部狭窄（後天性） 

Ｎ32．1 膀胱腸瘻 

  膀胱直腸瘻 

Ｎ32．2 膀胱瘻， 他に分類されないもの 

 除外： 

   膀胱と女性性器間の瘻（Ｎ82．0－Ｎ82．1） 

Ｎ32．3 膀胱憩室 

  膀胱憩室炎 

 除外： 

   膀胱憩室結石（Ｎ21．0） 
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Ｎ32．4 膀胱破裂， 非外傷性 

Ｎ32．8 その他の明示された膀胱障害 

  膀胱： 

  ・石灰化 

  ・萎縮 

 ・過活動 

Ｎ32．9 膀胱障害， 詳細不明 

Ｎ33＊  他に分類される疾患における膀胱障害 

 Bladder disorders in diseases classified elsewhere 

Ｎ33．0＊ 結核性膀胱炎（Ａ18．1†） 

Ｎ33．8＊ 他に分類されるその他の疾患における膀胱障害 

  住血吸虫症における膀胱障害（Ｂ65.-†） 

Ｎ34 尿道炎及び尿道症候群 

 Urethritis and urethral syndrome 

 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。  

 除外：  

   ライター＜Reiter＞病（Ｍ02．3） 

   尿道三角部炎（Ｎ30．3）  

   主として性的伝播様式をとる疾患における尿道炎（Ａ50－Ａ64） 

Ｎ34．0 尿道膿瘍 

  膿瘍： 

  ・カウパー＜Cowper＞腺 

  ・リトレー＜Littré＞腺 

  ・尿道周囲 

  ・尿道（腺） 

 除外： 

   尿道小丘（Ｎ36．2） 

Ｎ34．1 非特異性尿道炎 

  尿道炎： 

  ・非淋菌性 

  ・非性病性 

Ｎ34．2 その他の尿道炎 

  尿道口炎 
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  尿道（口）の潰瘍 

  尿道炎： 

  ・ＮＯＳ 

  ・閉経後 

Ｎ34．3 尿道症候群， 詳細不明 

Ｎ35 尿 道 狭 窄 

 Urethral stricture 

 除外： 

   処置後尿道狭窄（Ｎ99．1） 

Ｎ35．0 外傷後尿道狭窄 

  下記の後遺症としての尿道狭窄： 

  ・分娩 

  ・損傷 

Ｎ35．1 感染後尿道狭窄， 他に分類されないもの 

Ｎ35．8 その他の尿道狭窄 

Ｎ35．9 尿道狭窄， 詳細不明 

  ピンホール状尿道口 ＮＯＳ 

Ｎ36 尿道のその他の障害 

 Other disorders of urethra  

Ｎ36．0 尿道瘻 

  仮＜偽＞性尿道 

  瘻： 

  ・尿道会陰 

  ・尿道直腸 

  ・尿 ＮＯＳ 

 除外： 

   瘻： 

   ・尿道陰のう＜嚢＞（Ｎ50．8） 

   ・尿道腟（Ｎ82．1） 

Ｎ36．1 尿道憩室 

Ｎ36．2 尿道小丘 

Ｎ36．3 尿道粘膜脱 

  尿道脱 
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  尿道瘤， 男性 

 除外： 

   尿道瘤： 

 ・先天性（Q64．7） 

 ・女性（N81．0） 

Ｎ36．8 尿道のその他の明示された障害 

Ｎ36．9 尿道の障害， 詳細不明 

Ｎ37＊  他に分類される疾患における尿道の障害 

 Urethral disorders in diseases classified elsewhere 

Ｎ37．0＊  他に分類される疾患における尿道炎 

  カンジダ性尿道炎（Ｂ37．4†） 

Ｎ37．8＊  他に分類される疾患におけるその他の尿道の障害 

Ｎ39 尿路系のその他の障害 

      Other disorders of urinary system 

 除外： 

   血尿： 

   ・ＮＯＳ（Ｒ31） 

   ・反復性及び持続性（Ｎ02.-） 

   ・明示された形態学的病変を伴うもの（Ｎ02.-） 

   タンパク＜蛋白＞尿 ＮＯＳ（Ｒ80） 

Ｎ39．0 尿路感染症， 部位不明 

 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。   

Ｎ39．1 持続性タンパク＜蛋白＞尿， 詳細不明 

 除外：  

   妊娠， 分娩及び産じょく＜褥＞に合併するもの（Ｏ11－Ｏ15） 

   明示された形態学的病変を伴うもの（Ｎ06.-） 

Ｎ39．2 起立性タンパク＜蛋白＞尿， 詳細不明 

 除外： 

   明示された形態学的病変を伴うもの（Ｎ06.-） 

Ｎ39．3 緊張性＜腹圧性＞尿失禁 

過活動膀胱又は， 排尿筋過活動を分類する必要がある場合は， 追加コード （Ｎ32．

8）を使用する。  

Ｎ39．4 その他の明示された尿失禁 
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  いつ＜溢＞流性  

  反射性            尿失禁 

  切迫性       

過活動膀胱又は， 排尿筋過活動を分類する必要がある場合は， 追加コード（Ｎ32．8）

を使用する。 

 除外： 

   遺尿（症） ＮＯＳ（Ｒ32） 

   尿失禁： 

   ・ＮＯＳ（Ｒ32） 

   ・非器質的原因（Ｆ98．0） 

Ｎ39．8 尿路系のその他の明示された障害 

Ｎ39．9 尿路系の障害， 詳細不明 

 

男性生殖器の疾患（Ｎ40－Ｎ51） 

Diseases of male genital organs 

 

N40 前立腺肥大（症） 

 Hyperplasia of prostate 

 包含： 

腺線維性肥大 

   腫大（良性）            前立腺 

   肥大（良性） 

   中葉肥大（前立腺） 

   前立腺性閉塞 NOS 

除外： 

   前立腺の良性新生物＜腫瘍＞（Ｄ29．1） 

Ｎ41 前立腺の炎症性疾患 

 Inflammatory diseases of prostate 

 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。   

Ｎ41．0 急性前立腺炎 

Ｎ41．1 慢性前立腺炎 

Ｎ41．2 前立腺膿瘍 

Ｎ41．3 前立腺膀胱炎 
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Ｎ41．8 前立腺のその他の炎症性疾患 

Ｎ41．9 前立腺の炎症性疾患， 詳細不明 

  前立腺炎 ＮＯＳ 

Ｎ42 前立腺のその他の障害 

 Other disorders of prostate 

Ｎ42．0 前立腺結石 

  前立腺石 

Ｎ42．1 前立腺のうっ血及び出血 

Ｎ42．2 前立腺の萎縮 

N42．3 前立腺の異形成 

  低度異形成 

 除外： 

   前立腺の高度異形成（D07．5） 

Ｎ42．8 前立腺のその他の明示された障害 

Ｎ42．9 前立腺の障害， 詳細不明 

Ｎ43 精巣＜睾丸＞水瘤及び精液瘤 

 Hydrocele and spermatocele 

 包含： 

   精索， 精巣＜睾丸＞又は精巣＜睾丸＞鞘膜の水瘤 

 除外： 

   先天性精巣＜睾丸＞水瘤（Ｐ83．5） 

Ｎ43．0 被のう＜嚢＞精巣＜睾丸＞水瘤 

Ｎ43．1 感染性精巣＜睾丸＞水瘤 

 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。  

Ｎ43．2 その他の精巣＜睾丸＞水瘤 

Ｎ43．3 精巣＜睾丸＞水瘤， 詳細不明 

Ｎ43．4 精液瘤 

Ｎ44 精巣＜睾丸＞捻転 

 Torsion of testis 

 包含： 

   捻転：  

   ・精巣上体＜副睾丸＞ 

   ・精索 
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   ・精巣＜睾丸＞ 

Ｎ45 精巣＜睾丸＞炎及び精巣上体＜副睾丸＞炎 

 Orchitis and epididymitis 

 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。  

Ｎ45．0  膿瘍を伴う精巣＜睾丸＞炎， 精巣上体＜副睾丸＞炎及び精巣上体精巣＜副睾丸

睾丸＞炎 

  精巣上体＜副睾丸＞又は精巣＜睾丸＞の膿瘍 

Ｎ45．9  膿瘍を伴わない精巣＜睾丸＞炎， 精巣上体＜副睾丸＞炎及び精巣上体精巣＜副

睾丸睾丸＞炎 

  精巣上体＜副睾丸＞炎 ＮＯＳ 

  精巣＜睾丸＞炎 ＮＯＳ 

Ｎ46 男性不妊（症） 

 Male infertility 

 包含： 

   無精子症 ＮＯＳ 

   精子減少症 ＮＯＳ 

Ｎ47 過長包皮， 包茎及びかん＜嵌＞頓包茎 

 Redundant prepuce, phimosis and paraphimosis 

 包含： 

   癒着包皮 

   絞扼包皮 

Ｎ48 陰茎のその他の障害 

 Other disorders of penis 

Ｎ48．0 陰茎の白斑症＜ロイコプラキー＞ 

  乾燥性閉鎖性亀頭炎 

  陰茎の萎縮症 

 除外： 

   陰茎の上皮内癌（Ｄ07．4） 

Ｎ48．1 亀頭包皮炎 

  亀頭炎 

 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。  

Ｎ48．2 陰茎のその他の炎症性障害 

  膿瘍          
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  せつ＜フルンケル＞       海綿体及び陰茎 

  よう＜カルブンケル＞  

  蜂巣炎         

  海綿体炎（陰茎）      

 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。  

Ｎ48．3 持続性陰茎勃起症 

  有痛性勃起  

Ｎ48．4 器質的原因によるインポテンス＜（性交）不能症＞ 

 原因の分類が必要な場合は， 追加コードを使用する。  

 除外： 

   心因性インポテンス＜（性交）不能症＞（Ｆ52．2） 

Ｎ48．5 陰茎の潰瘍 

Ｎ48．6 形成性陰茎硬化症 

  ペイロニー＜Peyronie＞病 

Ｎ48．8 陰茎のその他の明示された障害 

  萎縮   

  肥大         海綿体及び陰茎 

  血栓症  

Ｎ48．9 陰茎の障害， 詳細不明 

Ｎ49 男性生殖器の炎症性障害， 他に分類されないもの 

 Inflammatory disorders of male genital organs, not elsewhere classified 

 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。  

 除外：  

   陰茎の炎症（Ｎ48．1－Ｎ48．2） 

   精巣＜睾丸＞炎及び精巣上体＜副睾丸＞炎（Ｎ45.-） 

Ｎ49．0 精のう＜嚢＞の炎症性障害 

  精のう＜嚢＞炎 ＮＯＳ 

Ｎ49．1 精索， 精巣＜睾丸＞鞘膜及び精管の炎症性障害 

  精管炎 

Ｎ49．2 陰のう＜嚢＞の炎症性障害 

Ｎ49．8 その他の明示された男性生殖器の炎症性障害 

  男性生殖器の多部位の炎症 

Ｎ49．9 部位不明の男性生殖器の炎症性障害 
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  膿瘍          

  せつ＜フルンケル＞       部位不明の男性生殖器 

  よう＜カルブンケル＞   

  蜂巣炎          

Ｎ50 男性生殖器のその他の障害 

 Other disorders of male genital organs 

 除外： 

   精巣＜睾丸＞捻転（Ｎ44） 

Ｎ50．0 精巣＜睾丸＞の萎縮  

Ｎ50．1 男性生殖器の血管障害 

  血瘤 ＮＯＳ  

  出血            男性生殖器 

  血栓症     

Ｎ50．8 男性生殖器のその他の明示された障害 

  萎縮   

  肥大           陰のう＜嚢＞， 精のう＜嚢＞， 精索， 精巣＜睾丸＞  

  浮腫               ［萎縮を除く］，  

  潰瘍             精巣＜睾丸＞鞘膜及び精管におけるもの 

 乳び＜糜＞性陰のう水瘤， 精巣＜睾丸＞鞘膜（非フィラリア＜糸条虫＞性） ＮＯＳ 

  尿道陰のう＜嚢＞瘻 

  下記の狭窄： 

  ・精索 

  ・精管 

  ・精巣＜睾丸＞鞘膜 

Ｎ50．9 男性生殖器の障害， 詳細不明 

 

Ｎ51＊  他に分類される疾患における男性生殖器の障害 

 Disorders of male genital organs in diseases classified elsewhere 

Ｎ51．0＊ 他に分類される疾患における前立腺の障害 

  前立腺炎：  

  ・淋菌性（Ａ54．2†） 

  ・トリコモナス性（Ａ59．0†） 

  ・結核性（Ａ18．1†） 
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Ｎ51．1＊ 他に分類される疾患における精巣＜睾丸＞及び精巣上体＜副睾丸＞の障害 

  クラミジア（性）： 

  ・精巣上体＜副睾丸＞炎（Ａ56．1†） 

  ・精巣＜睾丸＞炎（Ａ56．1†） 

  淋菌性： 

  ・精巣上体＜副睾丸＞炎（Ａ54．2†） 

  ・精巣＜睾丸＞炎（Ａ54．2†） 

  ・ムンプス精巣＜睾丸＞炎（Ｂ26．0†） 

  結核： 

  ・精巣上体＜副睾丸＞（Ａ18．1†） 

  ・精巣＜睾丸＞（Ａ18．1†） 

Ｎ51．2＊ 他に分類される疾患における亀頭炎 

  亀頭炎： 

  ・アメーバ性（Ａ06．8†） 

  ・カンジダ性（Ｂ37．4†）  

Ｎ51．8＊ 他に分類される疾患における男性生殖器のその他の障害 

  フィラリア＜糸状虫＞性乳び＜糜＞性陰のう水瘤， 精巣＜睾丸＞鞘膜 

  （Ｂ74.-†） 

  男性生殖器のヘルペスウイルス ［単純ヘルペス］ 感染症（Ａ60．0†） 

  精のう＜嚢＞結核（Ａ18．1†） 

 

乳房の障害（Ｎ60－Ｎ64） 

Disorders of breast 

 除外： 

   分娩に関連する乳房の障害（Ｏ91－Ｏ92） 

 

 

Ｎ60 良性乳房異形成（症） 

 Benign mammary dysplasia 

 包含： 

   線維のう＜嚢＞胞性乳腺症 

Ｎ60．0 乳房の弧立のう＜嚢＞胞 

  乳房のう＜嚢＞胞 
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Ｎ60．1 びまん性のう＜嚢＞胞性乳腺症 

  のう＜嚢＞胞性乳房 

 除外： 

   上皮性増殖を伴うもの（Ｎ60．3） 

Ｎ60．2 乳房の線維腺症 

 除外： 

   乳房の線維腺腫（Ｄ24） 

Ｎ60．3 乳房の線維性硬化症 

  上皮性増殖を伴うのう＜嚢＞胞性乳腺症 

Ｎ60．4 乳管拡張症 

Ｎ60．8 その他の良性乳房異形成（症） 

Ｎ60．9 良性乳房異形成（症）， 詳細不明 

Ｎ61 乳房の炎症性障害 

 Inflammatory disorders of breast 

 包含： 

   膿瘍（急性）（慢性）（非産じょく＜褥＞性）： 

   ・乳輪 

   ・乳房 

   乳房のよう＜カルブンケル＞ 

   乳腺炎（急性）（亜急性）（非産じょく＜褥＞性）： 

   ・ＮＯＳ 

   ・感染性 

 除外： 

   新生児感染性乳腺炎（Ｐ39．0） 

 Ｎ62 乳房肥大 

 Hypertrophy of breast 

 包含： 

   女性化乳房 

   乳房肥大： 

   ・ＮＯＳ 

   ・思春期性充実 

Ｎ63 乳房の詳細不明の塊＜lump＞ 

 Unspecified lump in breast 
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 包含： 

   乳房の小結節 ＮＯＳ 

Ｎ64 乳房のその他の障害 

 Other disorders of breast 

Ｎ64．0 乳頭の亀裂及び瘻 

Ｎ64．1 乳房の脂肪え＜壊＞死 

  乳房の脂肪え＜壊＞死（分節状） 

Ｎ64．2 乳房萎縮 

Ｎ64．3 分娩に関連しない乳汁漏出（症） 

Ｎ64．4 乳房痛 

Ｎ64．5 乳房のその他の徴候及び症状 

  乳房の硬結＜しこり＞ 

  乳頭分泌物 

  陥没乳頭 

Ｎ64．8 乳房のその他の明示された障害 

  乳瘤 

  乳房の退縮不全（授乳後） 

Ｎ64．9 乳房の障害， 詳細不明 

 

女性骨盤臓器の炎症性疾患（Ｎ70－Ｎ77） 

Inflammatory diseases of female pelvic organs 

除外： 

   流産， 子宮外妊娠又は胞状奇胎妊娠の合併症（Ｏ00－Ｏ07， Ｏ08．0）妊娠， 分

娩及び産じょく＜褥＞の合併症（Ｏ23.-， Ｏ75．3， Ｏ85，  Ｏ86.-）  

 

Ｎ70 卵管炎及び卵巣炎 

 Salpingitis and oophoritis 

 包含： 

   膿瘍： 

   ・卵管 

   ・卵巣 

   ・卵管－卵巣 

   卵管留膿症 
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   卵管－卵巣炎 

   卵管－卵巣の炎症性疾患 

 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。  

Ｎ70．0 急性卵管炎及び卵巣炎 

Ｎ70．1 慢性卵管炎及び卵巣炎 

  卵管留水症 

Ｎ70．9 卵管炎及び卵巣炎， 詳細不明 

Ｎ71 子宮の炎症性疾患， 子宮頚（部）を除く 

 Inflammatory disease of uterus, except cervix 

 包含： 

   子宮内膜（筋層）炎      

   子宮（筋層）炎         

   子宮筋層炎 

   子宮留膿症 

   子宮膿瘍 

 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。  

Ｎ71．0 子宮の急性炎症性疾患 

Ｎ71．1 子宮の慢性炎症性疾患 

Ｎ71．9 子宮の炎症性疾患， 詳細不明 

Ｎ72 子宮頚（部）の炎症性疾患 

 Inflammatory disease of cervix uteri 

 包含： 

  （子宮）頚管炎    

  子宮頚内膜炎       びらん又は外反（症）を伴うもの又は伴わないもの 

  子宮頚外膜炎    

 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。  

 除外： 

   （子宮）頚管炎を伴わない子宮頚（部）のびらん及び外反（症）（Ｎ86） 

 

Ｎ73 その他の女性骨盤炎症性疾患 

 Other female pelvic inflammatory diseases 

 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。  

Ｎ73．0 急性子宮傍（結合）組織炎及び骨盤蜂巣炎＜蜂窩織炎＞ 
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  下記の膿瘍： 

  ・子宮広間膜       

  ・子宮傍（結合）組織              急性と明示されたもの   

  骨盤蜂巣炎＜蜂窩織炎＞， 女性     

Ｎ73．1 慢性子宮傍（結合）組織炎及び骨盤蜂巣炎＜蜂窩織炎＞ 

  慢性と明示されたＮ73．0 の各病態 

Ｎ73．2 詳細不明の子宮傍（結合）組織炎及び骨盤蜂巣炎＜蜂窩織炎＞ 

  急性か慢性か不明のＮ73．0 の各病態 

Ｎ73．3 女性急性骨盤腹膜炎 

Ｎ73．4 女性慢性骨盤腹膜炎 

Ｎ73．5 女性骨盤腹膜炎， 詳細不明 

Ｎ73．6 女性骨盤腹膜癒着 

 除外： 

   処置後骨盤腹膜癒着（Ｎ99．4） 

Ｎ73．8 その他の明示された女性骨盤炎症性疾患 

Ｎ73．9 女性骨盤炎症性疾患， 詳細不明 

  女性骨盤感染症又は炎症 ＮＯＳ 

Ｎ74＊  他に分類される疾患における女性骨盤炎症性障害 

 Female pelvic inflammatory disorders in diseases classified elsewhere 

Ｎ74．0＊ 子宮頚（部）の結核感染症（Ａ18．1†） 

Ｎ74．1＊ 結核性女性骨盤炎症性疾患（Ａ18．1†） 

  結核性子宮内膜炎 

Ｎ74．2＊ 梅毒性女性骨盤炎症性疾患（Ａ51．4†， Ａ52．7†）  

Ｎ74．3＊ 淋菌性女性骨盤炎症性疾患（Ａ54．2†） 

Ｎ74．4＊ クラミジア性女性骨盤炎症性疾患（Ａ56．1†） 

Ｎ74．8＊ 他に分類されるその他の疾患における女性骨盤炎症性障害 

Ｎ75 バルトリン＜Bartholin＞腺の疾患 

 Diseases of Bartholin gland  

Ｎ75．0 バルトリン＜Bartholin＞腺のう＜嚢＞胞 

Ｎ75．1 バルトリン＜Bartholin＞腺膿瘍 

Ｎ75．8 バルトリン＜Bartholin＞腺のその他の疾患 

  バルトリン腺炎 

Ｎ75．9 バルトリン＜Bartholin＞腺の疾患， 詳細不明 
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Ｎ76 腟及び外陰のその他の炎症 

 Other inflammation of vagina and vulva 

 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。  

 除外： 

   老人性（萎縮性）腟炎（Ｎ95．2） 

Ｎ76．0 急性腟炎 

  腟炎 ＮＯＳ 

  外陰腟炎： 

  ・ＮＯＳ 

  ・急性 

Ｎ76．1 亜急性及び慢性腟炎 

  外陰腟炎：  

  ・慢性 

  ・亜急性 

Ｎ76．2 急性外陰炎 

  外陰炎 ＮＯＳ 

Ｎ76．3 亜急性及び慢性外陰炎 

Ｎ76．4 外陰膿瘍 

  外陰のせつ＜フルンケル＞ 

Ｎ76．5 腟潰瘍 

Ｎ76．6 外陰潰瘍 

Ｎ76．8 腟及び外陰のその他の明示された炎症 

Ｎ77＊  他に分類される疾患における外陰腟の潰瘍形成及び炎症 

 Vulvovaginal ulceration and inflammation in diseases classified elsewhere 

Ｎ77．0＊ 他に分類される感染症及び寄生虫症における外陰の潰瘍形成 

  下記における外陰の潰瘍形成：  

  ・ヘルペスウイルス ［単純ヘルペス］ 感染症（Ａ60．0†） 

  ・結核（Ａ18．1†） 

Ｎ77．1＊ 他に分類される感染症及び寄生虫症における腟炎， 外陰炎及び外陰腟炎 

 下記における腟炎， 外陰炎及び外陰腟炎：  

  ・カンジダ症（Ｂ37．3†） 

  ・ヘルペスウイルス ［単純ヘルペス］ 感染症（Ａ60．0†） 

  ・ぎょう＜蟯＞虫症（Ｂ80†）  
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Ｎ77．8＊ 他に分類されるその他の疾患における外陰腟の潰瘍形成及び炎症 

  ベーチェット＜Behçet＞病における外陰の潰瘍形成（Ｍ35．2†） 

 

女性生殖器の非炎症性障害（Ｎ80－Ｎ98） 

Noninflammatory disorders of female genital tract 

 

Ｎ80 子宮内膜症 

 Endometriosis 

Ｎ80．0 子宮の子宮内膜症 

  腺筋症 

Ｎ80．1 卵巣の子宮内膜症 

Ｎ80．2 卵管の子宮内膜症 

Ｎ80．3 骨盤腹膜の子宮内膜症 

Ｎ80．4 直腸腟中隔及び腟の子宮内膜症 

Ｎ80．5 腸の子宮内膜症 

Ｎ80．6 皮膚瘢痕における子宮内膜症 

Ｎ80．8 その他の子宮内膜症 

Ｎ80．9 子宮内膜症， 詳細不明 

Ｎ81 女性性器脱 

 Female genital prolapse 

 除外： 

   妊娠又は分娩に合併する性器脱（Ｏ34．5） 

   卵巣及び卵管の脱及びヘルニア（Ｎ83．4） 

   子宮切除後腟（壁）脱（Ｎ99．3） 

Ｎ81．0 女性尿道瘤 

 除外： 

   先天性（Q64．7） 

 下記を伴う尿道瘤： 

   ・膀胱瘤（Ｎ81．1） 

   ・子宮脱（Ｎ81．2－Ｎ81．4） 

Ｎ81．1 膀胱瘤 

  尿道瘤を伴う膀胱瘤 

  腟（前）壁脱 ＮＯＳ 
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 ※ 経腟膀胱脱 

 除外： 

   子宮脱を伴う膀胱瘤（Ｎ81．2－Ｎ81．4）  

Ｎ81．2 不（完）全子宮腟脱 

  （子宮）頚管脱 ＮＯＳ 

  子宮脱： 

  ・第１度 

  ・第２度 

Ｎ81．3 完全子宮腟脱 

  全子宮脱 ＮＯＳ 

  第３度子宮脱 

Ｎ81．4 子宮腟脱， 詳細不明 

  子宮脱 ＮＯＳ 

Ｎ81．5 腟（小）腸瘤 

 除外： 

   子宮脱を伴う（小）腸瘤（Ｎ81．2－Ｎ81．4） 

Ｎ81．6 直腸瘤 

 ※ 経腟直腸脱 

  腟後壁脱 

 除外： 

   直腸脱（Ｋ62．3） 

   子宮脱を伴う直腸瘤（Ｎ81．2－Ｎ81．4） 

Ｎ81．8 その他の女性性器脱 

  会陰不全 

  骨盤底の陳旧性筋裂傷 

Ｎ81．9 女性性器脱， 詳細不明 

Ｎ82 女性性器を含む瘻 

 Fistulae involving female genital tract 

 除外： 

   膀胱腸瘻（Ｎ32．1） 

Ｎ82．0 膀胱腟瘻 

Ｎ82．1 その他の女性尿路性器瘻 

  子宮頚（部）膀胱瘻 
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  尿管腟瘻 

  尿道腟瘻 

  子宮尿管瘻 

  子宮膀胱瘻 

Ｎ82．2 小腸腟瘻 

Ｎ82．3 大腸腟瘻 

  直腸腟瘻  

Ｎ82．4 その他の女性腸性器瘻 

  腸子宮瘻 

Ｎ82．5 女性性器皮膚瘻 

  子宮腹壁瘻 

  腟会陰瘻 

 ※ 月経瘻 

Ｎ82．8 その他の女性性器瘻 

Ｎ82．9 女性性器瘻， 詳細不明 

Ｎ83 卵巣， 卵管及び子宮広間膜の非炎症性障害 

 Noninflammatory disorders of ovary, fallopian tube and broad ligament 

 除外： 

   卵管留水症（Ｎ70．1） 

Ｎ83．0 卵巣の卵胞のう＜嚢＞胞 

  グラーフ卵胞のう＜嚢＞胞 

  出血性卵胞のう＜嚢＞胞（卵巣） 

Ｎ83．1 黄体のう＜嚢＞胞 

  出血性黄体のう＜嚢＞胞 

Ｎ83．2 その他及び詳細不明の卵巣のう＜嚢＞胞 

  貯留＜停滞＞のう＜嚢＞胞 

                         卵巣 

  単純性のう＜嚢＞胞      

 除外： 

   卵巣のう＜嚢＞胞：  

   ・発生異常性（Ｑ50．1） 

   ・新生物＜腫瘍＞性（Ｄ27） 

   多のう＜嚢＞胞性卵巣症候群（Ｅ28．2） 

Ｎ83．3 卵巣及び卵管の後天性萎縮 
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Ｎ83．4 卵巣及び卵管の脱及びヘルニア 

Ｎ83．5 卵巣， 卵巣茎及び卵管の捻転 

  捻転： 

  ・副卵管 

  ・モルガニー＜Morgagni＞小胞体 

Ｎ83．6 卵管留血症 

 除外： 

   下記を伴う卵管留血症：  

   ・腟留血症（Ｎ89．7） 

   ・子宮留血症（Ｎ85．7） 

Ｎ83．7 子宮広間膜内血腫 

Ｎ83．8 卵巣， 卵管及び広間膜のその他の非炎症性障害 

  子宮広間膜裂傷症候群 ［アレン・マスターズ＜Allen-Masters＞症候群］  

Ｎ83．9 卵巣， 卵管及び子宮広間膜の非炎症性障害， 詳細不明 

Ｎ84 女性性器のポリープ 

 Polyp of female genital tract 

 除外： 

   腺腫性ポリープ（Ｄ28.-） 

   胎盤ポリープ（Ｏ90．8） 

Ｎ84．0 子宮体（部）ポリープ 

  ポリープ： 

  ・子宮内膜 

  ・子宮 ＮＯＳ 

 除外： 

   ポリープ様子宮内膜増殖症（Ｎ85．0） 

Ｎ84．1 子宮頚（部）ポリープ 

  子宮頚（部）粘膜ポリープ 

Ｎ84．2 腟ポリープ 

Ｎ84．3 外陰ポリープ 

  陰唇ポリープ 

Ｎ84．8 女性性器のその他の部位のポリープ 

Ｎ84．9 女性性器のポリープ， 詳細不明 

Ｎ85 子宮のその他の非炎症性障害， 子宮頚（部）を除く 
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 Other noninflammatory disorders of uterus, except cervix 

 除外： 

   子宮内膜症（N80.-） 

 子宮の炎症性疾患（N71.-） 

 子宮頚（部）の非炎症性障害，位置異常を除く（N86－N88） 

 子宮体（部）ポリープ（N84．0） 

 子宮脱（N81.-） 

Ｎ85．0 子宮内膜腺様のう＜嚢＞胞性増殖症 

  子宮内膜増殖症： 

  ・ＮＯＳ             

  ・のう＜嚢＞胞性   

  ・腺様のう＜嚢＞胞性     

  ・ポリープ様 

Ｎ85．1 子宮内膜腺腫性増殖症 

  子宮内膜増殖症， 異型（腺腫性）  

Ｎ85．2 子宮肥大 

  肥大子宮 

 除外： 

   産じょく＜褥＞性子宮肥大（Ｏ90．8） 

Ｎ85．3 子宮復古＜退縮＞不全 

 除外： 

   産じょく＜褥＞性子宮復古＜退縮＞不全（Ｏ90．8） 

Ｎ85．4 子宮の位置異常 

  前傾  

         子宮 

  後屈  

  後傾 

 除外： 

   妊娠又は分娩に合併するもの（Ｏ34．5， Ｏ65．5） 

Ｎ85．5 子宮内反（症） 

 除外： 

   産科的新鮮外傷（Ｏ71．2） 

   分娩後子宮内反（症）（Ｏ71．2） 
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Ｎ85．6 子宮内癒着（症） 

Ｎ85．7 子宮留血症 

  子宮留血症を伴う卵管留血症 

 除外： 

   腟留血症を伴う子宮留血症（Ｎ89．7） 

Ｎ85．8 子宮のその他の明示された非炎症性障害 

  子宮の萎縮， 後天性 

  子宮線維症 ＮＯＳ 

Ｎ85．9 子宮の非炎症性障害， 詳細不明 

  子宮の障害 ＮＯＳ 

 

Ｎ86 子宮頚（部）のびらん及び外反（症） 

 Erosion and ectropion of cervix uteri 

 包含： 

   じょく＜褥＞瘡性（栄養性）潰瘍 

                          子宮頚（部）    

   外反（症）               

 除外： 

   （子宮）頚管炎を伴うもの（Ｎ72） 

 

Ｎ87 子宮頚（部）の異形成 

 Dysplasia of cervix uteri 

 除外： 

   子宮頚（部）の上皮内癌（Ｄ06.-） 

Ｎ87．0 軽度子宮頚（部）の異形成 

  子宮頚（部）上皮内腫瘍＜intraepithelial neoplasia＞ ［ＣＩＮ］， 異型度Ⅰ  

Ｎ87．1 中等度子宮頚（部）異形成 

  子宮頚（部）上皮内腫瘍＜intraepithelial neoplasia＞ ［ＣＩＮ］， 異型度Ⅱ 

Ｎ87．2 高度子宮頚（部）の異形成， 他に分類されないもの 

  高度子宮頚（部）異形成 ＮＯＳ 

 除外： 

 子宮頚（部）上皮内腫瘍＜intraepithelial neoplasia＞ ［ＣＩＮ］， 異型度Ⅲ，高度

異形成の記載の有無にかかわらない（Ｄ06.-） 

Ｎ87．9 子宮頚（部）の異形成， 詳細不明 
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Ｎ88 子宮頚（部）のその他の非炎症性障害 

 Other noninflammatory disorders of cervix uteri 

 除外： 

   子宮頚（部）の炎症性疾患（Ｎ72） 

   子宮頚（部）ポリープ（Ｎ84．1） 

Ｎ88．0 子宮頚（部）白斑症＜ロイコプラキー＞ 

Ｎ88．1 子宮頚（部）陳旧性裂傷 

  子宮頚（部）の癒着 

 除外： 

   産科的新鮮外傷（Ｏ71．3） 

Ｎ88．2 子宮頚（部）の狭窄 

 除外： 

   分娩に合併するもの（Ｏ65．5） 

Ｎ88．3 （子宮）頚管無力症 

  妊娠していない女性における（子宮）頚管無力症（の疑い）の観察及び管理 

 除外：  

   胎児又は新生児への影響（Ｐ01．0） 

   妊娠に合併するもの（Ｏ34．3） 

Ｎ88．4 子宮頚（部）の肥大性延長（症） 

Ｎ88．8 子宮頚（部）のその他の明示された非炎症性障害 

 除外： 

   産科的新鮮外傷（Ｏ71．3） 

Ｎ88．9 子宮頚（部）の非炎症性障害， 詳細不明 

Ｎ89 腟のその他の非炎症性障害 

 Other noninflammatory disorders of vagina 

 除外： 

   腟の上皮内癌（Ｄ07．2）  

   腟の炎症（Ｎ76.-）     

   老人性（萎縮性）腟炎（Ｎ95．2） 

   トリコモナス性帯下（Ａ59．0） 

Ｎ89．0 軽度腟異形成 

  腟上皮内腫瘍＜intraepithelial neoplasia＞ ［ＶＡＩＮ］， 異型度Ⅰ 

Ｎ89．1 中等度腟異形成 
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  腟上皮内腫瘍＜intraepithelial neoplasia＞ ［ＶＡＩＮ］， 異型度Ⅱ 

Ｎ89．2 高度腟異形成， 他に分類されないもの 

  高度腟異形成 ＮＯＳ 

 除外： 

 腟上皮内腫瘍＜intraepithelial neoplasia＞ ［ＶＡＩＮ］， 異型度Ⅲ， 高度異形

成の記載の有無にかかわらない（Ｄ07．2） 

Ｎ89．3 腟異形成， 詳細不明 

Ｎ89．4 腟の白斑症＜ロイコプラキー＞ 

Ｎ89．5 腟の狭窄及び閉鎖 

  腟癒着 

 除外： 

   （手）術後腟癒着（Ｎ99．2） 

Ｎ89．6 処女膜輪狭小 

  処女膜強靱 

  腟口狭小 

 除外： 

   処女膜閉鎖（Ｑ52．3） 

Ｎ89．7 腟留血症 

  子宮留血症又は卵管留血症を伴う腟留血症 

Ｎ89．8 腟のその他の明示された非炎症性障害 

  腟帯下 ＮＯＳ 

  陳旧性腟裂傷 

  のペッサリー潰瘍 

 除外：  

   産科的新鮮外傷（Ｏ70.-， Ｏ71．4， Ｏ71．7－Ｏ71．8） 

   骨盤底の陳旧性筋裂傷（Ｎ81．8） 

Ｎ89．9 腟の非炎症性障害， 詳細不明 

Ｎ90 外陰及び会陰のその他の非炎症性障害 

 Other noninflammatory disorders of vulva and perineum 

 除外： 

   外陰の上皮内癌（Ｄ07．1） 

   産科的新鮮外傷（Ｏ70.-， Ｏ71．7－Ｏ71．8） 

   外陰の炎症（Ｎ76.-） 
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Ｎ90．0 軽度外陰異形成 

  外陰上皮内腫瘍＜intraepithelial neoplasia＞ ［ＶＩＮ］， 異型度Ⅰ 

Ｎ90．1 中等度外陰異形成 

  外陰上皮内腫瘍＜intraepithelial neoplasia＞ ［ＶＩＮ］， 異型度Ⅱ  

Ｎ90．2 高度外陰異形成， 他に分類されないもの 

  高度外陰異形成 ＮＯＳ 

 除外： 

 外陰上皮内腫瘍＜intraepithelial neoplasia＞ ［ＶＩＮ］， 異型度Ⅲ， 高度異形

成の記載の有無にかかわらない（Ｄ07．1） 

Ｎ90．3 外陰異形成， 詳細不明 

Ｎ90．4 外陰の白斑症＜ロイコプラキー＞ 

  外陰ジストロフィー 

  外陰萎縮症＜kraurosis of vulva＞ 

Ｎ90．5 外陰萎縮 

  外陰の狭窄 

Ｎ90．6 外陰肥大 

  陰唇肥大 

Ｎ90．7 外陰のう＜嚢＞胞 

Ｎ90．8 外陰及び会陰のその他の明示された非炎症性障害 

  外陰癒着 

  陰核肥大 

Ｎ90．9 外陰及び会陰の非炎症性障害， 詳細不明 

Ｎ91 無月経， 過少月経及び希発月経 

 Absent, scanty and rare menstruation 

 除外： 

   卵巣機能不全（症）（Ｅ28.-） 

Ｎ91．0 原発性無月経 

  思春期に初経が起きないもの 

Ｎ91．1 続発性無月経 

  以前に月経のあった女性における月経欠如 

Ｎ91．2 無月経， 詳細不明 

  月経欠如 ＮＯＳ 

Ｎ91．3 原発性希発月経 
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  月経開始時より過少又は希発である月経 

Ｎ91．4 続発性希発月経 

  以前に月経周期正常であった女性における過少月経及び希発月経 

Ｎ91．5 希発月経， 詳細不明 

  過少月経 ＮＯＳ  

Ｎ92 過多月経， 頻発月経及び月経不順 

 Excessive, frequent and irregular menstruation 

 除外： 

   閉経後出血（Ｎ95．0） 

Ｎ92．0 規則的周期を伴う過多月経及び頻発月経 

  月経過多 ＮＯＳ 

  過多月経 ＮＯＳ 

  頻発月経 

Ｎ92．1 不規則周期を伴う過多月経及び頻発月経 

  不規則（月経）中間期出血       

  月経出血の間隔の不規則な短縮  

  機能性子宮出血 

  不正子宮出血 

Ｎ92．2 思春期過多月経 

  月経周期の開始に伴う過多出血 

  思春期過多月経 

  思春期出血 

Ｎ92．3 排卵出血 

  規則的（月経）中間期出血 

Ｎ92．4 閉経前過多出血 

  過多月経又は不正子宮出血： 

  ・更年期            

  ・閉経期 

  ・更年期前期          

  ・閉経前期 

Ｎ92．5 その他の明示された月経不順 

Ｎ92．6 月経不順， 詳細不明 

  不規則： 
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  ・出血 ＮＯＳ 

  ・期間 ＮＯＳ 

 除外： 

   下記を伴う月経不順： 

   ・周期延長又は過少出血（Ｎ91．3－Ｎ91．5） 

   ・周期短縮又は過多出血（Ｎ92．1） 

Ｎ93 子宮及び腟のその他の異常出血 

 Other abnormal uterine and vaginal bleeding 

 除外： 

   新生児腟出血（Ｐ54．6） 

   偽月経＜新生児月経様出血＞（Ｐ54．6） 

Ｎ93．0 性交後及び接触（性）出血 

Ｎ93．8 子宮及び腟のその他の明示された異常出血 

  子宮又は腟の機能異常性又は機能性出血 ＮＯＳ 

Ｎ93．9 子宮及び腟の異常出血， 詳細不明 

Ｎ94 女性生殖器及び月経周期に関連する疼痛及びその他の病態 

  Pain and other conditions associated with female genital organs and menstrual cycle 

Ｎ94．0 中間痛＜排卵痛＞ 

Ｎ94．1 性交疼痛（症） 

 除外： 

   心因性性交疼痛（症）（Ｆ52．6） 

Ｎ94．2 腟けい＜痙＞ 

 除外： 

   心因性腟けい＜痙＞（Ｆ52．5） 

Ｎ94．3 月経前（緊張）症候群 

Ｎ94．4 原発性月経困難症 

Ｎ94．5 続発性月経困難症 

Ｎ94．6 月経困難症， 詳細不明 

Ｎ94．8 女性生殖器及び月経周期に関連するその他の明示された病態 

Ｎ94．9 女性生殖器及び月経周期に関連する詳細不明の病態 

Ｎ95 閉経期及びその他の閉経周辺期障害 

 Menopausal and other perimenopausal disorders 

 除外： 
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   閉経前過多出血（Ｎ92．4） 

   閉経後： 

   ・骨粗しょう＜鬆＞症＜オステオポローシス＞（Ｍ81．0） 

   ・病的骨折を伴うもの（Ｍ80．0） 

   ・尿道炎（Ｎ34．2） 

   早発閉経（症） ＮＯＳ（Ｅ28．3） 

Ｎ95．0 閉経後出血 

 除外： 

   人工的閉経に関連するもの（Ｎ95．3） 

Ｎ95．1 閉経期及び女性更年期状態 

  閉経に関連する顔面紅潮， 不眠（症）， 頭痛， 集中力欠如のような症状 

 除外： 

   人工的閉経に関連するもの（Ｎ95．3） 

Ｎ95．2 閉経後萎縮性腟炎 

  老人性（萎縮性）腟炎 

 除外： 

   人工的閉経に関連するもの（Ｎ95．3）  

Ｎ95．3 人工的閉経に関連する状態 

  人工的閉経後症候群 

Ｎ95．8 その他の明示された閉経期及び閉経周辺期障害 

Ｎ95．9 閉経期及び閉経周辺期障害， 詳細不明 

Ｎ96 習 慣 流 産 

 Habitual aborter 

 包含： 

   妊娠していない女性における検査又はケア 

   相対的不育症 

 除外：  

   現在妊娠中（Ｏ26．2） 

   現在の流産の場合（Ｏ03－Ｏ06） 

Ｎ97 女性不妊症 

 Female infertility 

 包含： 

   妊娠不能 
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   不妊（症）， 女性 ＮＯＳ 

 除外： 

   相対的不育症（Ｎ96） 

Ｎ97．0 無排卵に関連する女性不妊症 

Ｎ97．1 卵管に原因する女性不妊症 

  卵管の先天異常に関連するもの 

  卵管： 

  ・通過障害 

  ・閉塞 

  ・狭窄 

Ｎ97．2 子宮に原因する女性不妊症 

  子宮の先天異常に関連するもの 

  卵の非着床 

Ｎ97．3 子宮頚（部）に原因する女性不妊症 

Ｎ97．4 男性側要因に関連する女性不妊症 

Ｎ97．8 その他の原因の女性不妊症 

Ｎ97．9 女性不妊症， 詳細不明 

Ｎ98 人工授精に関連する合併症 

 Complications associated with artificial fertilization 

Ｎ98．0 人工授精に関連する感染症  

Ｎ98．1 卵巣の過剰刺激 

  卵巣の過剰刺激： 

  ・ＮＯＳ 

  ・排卵誘発に関連するもの 

Ｎ98．2 体外受精後受精卵の移植操作の合併症 

Ｎ98．3 胚移植における胚の移植操作の合併症 

Ｎ98．8 人工授精に関連するその他の合併症 

  下記による人工授精の合併症： 

  ・提供者 

  ・夫 

Ｎ98．9 人工授精に関連する合併症， 詳細不明 

 

腎尿路生殖器系のその他の障害（Ｎ99） 
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Other disorders of the genitourinary system 

 

Ｎ99 腎尿路生殖器系の処置後障害， 他に分類されないもの 

 Postprocedural disorders of genitourinary system, not elsewhere classified 

 除外： 

   放射線膀胱炎（Ｎ30．4） 

   卵巣摘出（術）後骨粗しょう＜鬆＞症＜オステオポローシス＞（Ｍ81．1） 

   ・病的骨折を伴うもの（Ｍ80．1） 

   人工的閉経に関連する状態（Ｎ95．3） 

Ｎ99．0 処置後腎不全 

Ｎ99．1 処置後尿道狭窄 

  カテーテル導入後尿道狭窄 

Ｎ99．2 （手）術後腟癒着 

Ｎ99．3 子宮切除後腟（壁）脱 

Ｎ99．4 処置後骨盤腹膜癒着 

Ｎ99．5 尿路の外部ストマの機能不全 

Ｎ99．8 腎尿路生殖器系のその他の処置後障害 

  残留卵巣症候群 

Ｎ99．9 腎尿路生殖器系の処置後障害， 詳細不明 


