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第ⅩⅩ章 傷病及び死亡の外因(V01－Y98) 

External causes of morbidity and mortality 

 

 本章は損傷， 中毒及びその他の有害作用の原因としての周囲の状況及びできごとを分類するもので

あり， ＩＣＤ－９においては補助分類として扱われていた。 本章のコードを使用する場合は， 本分類の

病態の性質を示す他章のコードに追加するものとして使用する。 ほとんどの場合， 病態の性質はⅩⅨ

章の 「損傷， 中毒及びその他の外因の影響（Ｓ00－Ｔ98）」 に分類可能である。 死因は， ⅩⅨ章

及びⅩⅩ章の両分類により集計することが望ましいが， 単一のコードのみでしか集計しない場合には

ⅩⅩ章のコードを優先して使用する。 外因によると記載されたその他の病態はⅠ章からⅩⅧ章に分類

する。 これらの病態については， ⅩⅩ章のコードは複合病態の分析の目的に限り追加情報として使用

する。  

 傷病及び死亡の外因の続発・後遺症はＹ85－Ｙ89 に含まれる。  

 

本章は， 次の中間分類項目を含む： 

Ｖ01－Ｘ59  不慮の事故 

Ｖ01－Ｖ99  交通事故 

 Ｖ01－Ｖ09  交通事故により受傷した歩行者 

 Ｖ10－Ｖ19  交通事故により受傷した自転車乗員 

 Ｖ20－Ｖ29  交通事故により受傷したオートバイ乗員 

 Ｖ30－Ｖ39  交通事故により受傷したオート三輪車乗員 

 Ｖ40－Ｖ49  交通事故により受傷した乗用車乗員 

 Ｖ50－Ｖ59  交通事故により受傷した軽トラック乗員又はバン乗員 

 Ｖ60－Ｖ69  交通事故により受傷した大型輸送車両乗員 

 Ｖ70－Ｖ79  交通事故により受傷したバス乗員 

 Ｖ80－Ｖ89  その他の陸上交通事故 

 Ｖ90－Ｖ94  水上交通事故 

 Ｖ95－Ｖ97  航空及び宇宙交通事故 

 Ｖ98－Ｖ99  その他及び詳細不明の交通事故 

 Ｗ00－Ｘ59  不慮の損傷のその他の外因 

 Ｗ00－Ｗ19  転倒・転落 

 Ｗ20－Ｗ49  生物によらない機械的な力への曝露 

 Ｗ50－Ｗ64  生物による機械的な力への曝露 

 Ｗ65－Ｗ74  不慮の溺死及び溺水 

 Ｗ75－Ｗ84  その他の不慮の窒息 

 Ｗ85－Ｗ99  電流， 放射線並びに極端な気温及び気圧への曝露 

 Ｘ00－Ｘ09  煙， 火及び火炎への曝露 
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 Ｘ10－Ｘ19  熱及び高温物質との接触 

 Ｘ20－Ｘ29  有毒動植物との接触 

 Ｘ30－Ｘ39  自然の力への曝露 

 Ｘ40－Ｘ49  有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露 

 Ｘ50－Ｘ57  無理ながんばり， 旅行及び欠乏状態 

 Ｘ58－Ｘ59  その他及び詳細不明の要因への不慮の曝露 

Ｘ60－Ｘ84  故意の自傷及び自殺 

Ｘ85－Ｙ09  加害にもとづく傷害及び死亡 

Ｙ10－Ｙ34  不慮か故意か決定されない事件 

Ｙ35－Ｙ36  法的介入及び戦争行為 

Ｙ40－Ｙ84  内科的及び外科的ケアの合併症 

Ｙ40－Ｙ59  治療上の使用により有害作用を引き起こした薬物， 薬剤及び生物学的 

製剤 

Ｙ60－Ｙ69  外科的及び内科的ケア時における患者に対する医療事故 

Ｙ70－Ｙ82  治療及び診断に用いて副反応を起こした医療用器具 

Ｙ83－Ｙ84  患者の異常反応又は後発合併症を生じた外科的及びその他の医学的 

処置で， 処置時には事故の記載がないもの 

Ｙ85－Ｙ89  傷病及び死亡の外因の続発・後遺症 

Ｙ90－Ｙ98  他に分類される傷病及び死亡の原因に関係する補助的因子  

 

発生場所コード 

下記の分類項は，適当な場合は，外因の発生した場所を表示するために，ICD 項目 W00－Y34 に

加えて，別個の分類として使用するために設置されたものである：  

※ 注：2003 年ケルン会議において， 発生場所コードは 3 桁のⅩⅩ章コードと分けるべきであると決 

議された。  

 0 家 （庭） 

 アパート 

   下宿 

   キャラバン ［トレーラー］ 用居住地 

   農家 

   住宅 

   屋敷 

   施設以外の居住用の場所              

    私有地： 

      ・私邸への車道 

      ・車庫 
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      ・私邸の庭園 

      ・私邸の中庭 

   私邸又は私有の庭園の水泳プール又はテニスコート 

 除外： 

   廃屋（．8） 

   建築中で未入居の家（．6） 

 居住用の施設（．1） 

 1 居住施設 

   児童養護施設 

   寄宿舎 

   病者の施設 （Home for the sick） 

   ホスピス  

   軍隊のキャンプ 

   ナーシング・ホーム 

   老人ホーム 

   乳児院／児童施設 （Orphanage） 

   年金生活者用住宅  

   刑務所 

    児童自立支援施設 

    ※ 母子生活支援施設 

 2 学校， 施設及び公共の地域 

 下記のような公衆又は公衆の一部グループにより利用される建築物（付属する敷

地を含む）： 

 ・専門学校               

 ※・短期大学               

   ・集会場  

   ・キャンパス 

   ・教会 

   ・映画館 

   ・クラブハウス 

   ・単科大学 

   ・裁判所         

   ・ダンスホール 

   ・保育園 

   ・ギャラリー 

   ・病院 
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   ・高等教育機関 

   ・幼稚園 

   ・図書館 

   ・博物館 

   ・ミュージックホール 

   ・オペラ劇場 

   ・郵便局 

   ・公民館 

   ・学校（私立）（公立）（国立）（小）（中）（高） 

   ・劇場 

   ・総合大学 

 ・青年館                

 除外： 

   工業用地域及び建築現場（．6） 

   居住施設（．1） 

   スポーツ競技場（．3） 

 3 スポーツ施設及び競技施設 

   野球場 

   バスケットボールコート 

   クリケット場  

  フットボール場 

   ゴルフコース  

   体育館 

   ホッケー場 

   乗馬学校 

   スケートリンク 

   スカッシュコート              

   スタジアム  

   公衆用水泳プール 

   テニスコート    

 除外： 

   私邸又は私有の庭園の水泳プール又はテニスコート（．0）  

 4 街路及びハイウェイ 

   無料高速道路 

   高速自動車道路 

   舗道 
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   道路  

   歩道  

 5 商業及びサービス施設 

   空港 

   銀行 

   喫茶店 

   カジノ 

   車庫（商業用） 

   ガソリンスタンド 

   ホテル 

   市場   

   事務所ビル            

    ラジオ又はテレビ放送局 

   レストラン 

   商店  

   商店街 

   駅（バス）（鉄道） 

   小売店 

   スーパーマーケット 

   倉庫 

    ※ゲームセンター 

    ※競馬場 

    ※競輪場 

     ※競艇場 

   ※デパート 

    ※パチンコ屋 

※旅館 

除外： 

   私邸の車庫（．0） 

 6   工業用地域及び建築現場 

   造船所（小規模） 

   乾ドック  

   工場の建物 

   工場の敷地 

   ガス工場 

   工業用地域 
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   鉱山 

   石油採掘設備及びその他の沖合の設備  

   採取場（石炭）（砂利）（砂）     

   発電所（火力）（原子力）（水力） 

   造船所 

   工事中のトンネル 

   作業場  

 7 農場 

   農場：  

   ・建物 

    ・耕作農地 

 牧場 

 除外： 

   農家及び農場内の屋敷（．0）   

 8 その他の明示された場所 

   海岸                

   キャンプ場 

   運河 

   移動住宅用駐車場 ＮＯＳ 

   廃屋 

   砂漠， 荒野 

   埠頭 ＮＯＳ 

   森林 

   港 

   丘 

   湖 

   沼地 

   軍演習場                 

   山岳 

   公園遊園地 

   駐車区域及び駐車場 

   池又は沼 

   草原 

   公共の場所 ＮＯＳ 

   鉄道線路 

   川 
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   海 

   海浜 

   小川 

   湿地 

   貯水池 

   動物園 

9 詳細不明の場所 

 

活動コ－ド  

下記の分類項は，事件発生時の受傷者の活動を示すために V01－Y34 の項目に加えて，別個の

分類として使用するために設置されたものである。この補助分類は，W00－Y34 に分類される事件の

発生場所を示すために勧告された分類項目と混同したり，または代わりに使用してはならない。  

※ 注：2003 年ケルン会議において， 活動コードは 3 桁のⅩⅩ章コードと分けるべきであると決議 

された。  

  0  スポーツ活動中 

下記のような明示された身体活動： 

           ・ゴルフ                

   ・ジョギング    

 ・乗馬  

 ・学校体育     

 ・スキー    

 ・水泳 

            ・水上スキー 

   ・トレッキング＜山歩き＞       ・  

  1 余暇活動中 

   趣味活動 

   映画， 踊り， パーティーに行くなど娯楽的な余暇活動  

   ボランティア組織の会合及び活動への参加 

 除外： 

   スポーツ活動（0） 

  2 収入を得るための活動中 

   賃金労働（手作業）（専門職） 

   上記の活動の往復の移動（時間）中 

   俸給， 特別賞与及びその他の収入を得るための労働 

  3 その他の種類の労働中 

 下記のような家事労働：  
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 ・子どもや親族の世話 

            ・掃除 

 ・調理 

 ・園芸 

  ・家事＜メインテナンス＞ 

   通常は収入を得ない労働 

 学習活動， たとえば学校又はけいこに通うなど 

 教育を受けているとき 

  4 休憩， 睡眠， 食事又は日常のその他の生活活動中 

 個人の衛生行動 

  8 その他の明示された活動中 

  9 詳細不明の活動中 

 

不慮の事故（Ｖ01－Ｘ59） 

Accidents 

交通事故（Ｖ01－Ｖ99） 

Transport accidents 

 

 注：本節は 12 の群からなる。 陸上交通事故に関連したもの（Ｖ01－Ｖ89）は， 受傷者の移動手

段を示し， それは受傷者の“相手方”あるいは事件の型によって細分類されている。 受傷者の乗

っていた交通機関は最初の２桁で示されている。 これは交通機関を同定することが事故防止の

点からみてもっとも重要な因子と思われるからである。  

 

 除外： 

 （動いていない）輸送機器もしくは車両の整備又は修理に従事する者の事故で、別の動

いている車両による負傷を除く（Ｗ00―Ｘ59） 

 車両による事故、輸送手段関連の危険因子と関連しないもの 

［例えば、船上での口論；大災害における輸送車両；自動車の扉を閉める際に指を挟む

ことによる負傷］(W00-X59)  

 モーター車両の衝突による加害にもとづく傷害及び死亡（Y03.-） 

 不慮か故意かの決定されない事件（Y31―Y33） 

 故意の自傷（Ｘ81―Ｘ83） 

 

交通事故に関連する諸定義 

（ａ）交通事故＜transport accident＞（Ｖ01－Ｖ99）とは， 本来， 人又は物をある場所に輸送する目

的で設計されたものが関与したあらゆる不慮の事故をいう。 また， 本来はそうでなくても， 少なくとも
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そのとき上記の目的のために使用されたものも含まれる。  

（ｂ）公道 ［交通路］ 又は街路とは， 権利上あるいは慣習上人や物をある場所に輸送するために公衆

の使用に開放されているすべての道あるいは土地境界線（又はその他の境界線）間の全幅をいう。 

車道とは， 公道の中で， 車両通行用に設計され， 改良され， 慣習上使用される部分である。  

（ｃ）路上交通事故＜traffic accident＞とは， 公道上で発生したあらゆる車両事故をいう ［すなわち， 

事故が公道上で始まった場合， 公道上で終わった場合， 一部が公道上にある交通機関が関与し

た場合も公道上の事故とみなす］。 車両事故が公道以外の場所で起きたと特に明記されていない

場合は， 公道上の事故とみなす。 ただし， 道路外＜オフロード＞用モーター車両のみが関係した

事故は， それが公道上で起こったという記載のない限り路上外交通事故として分類する。  

（ｄ）路上外交通事故＜nontraffic accident＞とは， 公道以外のすべての場所で発生した交通事故を

いう。   

（ｅ）歩行者とは， 不慮の事故に関与した人で， 事故発生時にモーター車両， 列車， 市街電車， 

動物牽引車， 自転車， 動物などに乗っていなかった者すべてをいう。  

 包含：  

        車両のモーターを調整中の人 

   タイヤを交換中の人 

         歩行中の人 

         下記のような移動用具の使用者： 

   ・乳母車＜ベビーカー＞ 

 ・アイススケート        

 ・手押し車 

 ・手押し車椅子 

 ・ローラースケート  

 ・片足滑走車 

 ・スケートボード 

 ・スキー 

 ・そり＜橇＞  

           ・車椅子（電動） 

（ｆ）運転者とは， 交通機関の乗員で運転中又は運転しようとしている者をいう。  

（ｇ）同乗者＜乗客＞とは， 交通機関の乗員のうち， 運転者でない者をいう。  

 除外： 

   交通機関の外側に乗っている人 － 定義（ｈ）を参照 

（ｈ）車両の外側に乗っている者とは， 車両で移動しているが通常は運転者又は同乗者＜乗客＞が占

めない場所にいる者， 又は物を輸送するための場所にいる者をいう。  

 包含： 

   下記（に乗っている）の者： 
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   ・車体 

・バンパー ［緩衝器］  

・外側にぶらさがっている   

・屋根（網棚） 

踏み板 

・ステップ 

（ｉ）自転車とは， ペダルだけによって運転される地上交通機関をいう。  

 包含： 

   二輪車 

          三輪車 

 除外： 

   原動機付き自転車 － 定義（ｋ）を参照 

（ｊ）自転車乗員とは， 自転車に乗っている者又はそれに取り付けられたサイドカー又はトレーラー 

に乗っている者をいう。  

（ｋ）オートバイとは， 二輪のモーター車で一ないし二個のサドルがあるものをいい， サイドカーを支えるた

めの第三輪を有することもある。 このサイドカーはオートバイの一部とみなす。  

 包含： 

   ミニバイク＜モペット＞ 

   モータースクーター 

   オートバイ：                     

   ・サイドカー付き    

         ・コンビネーション  

          ・ＮＯＳ       

 原動機付き自転車  

 速度制限モーター付き自転車 

 除外： 

   オート三輪車 － 定義（ｍ）を参照  

（ｌ）オートバイ乗員とは， オートバイに乗っている者又はそれに取り付けられたサイドカー又はトレーラーに

乗っている者をいう。  

（ｍ）オート三輪車とは， 本来道路上で使用するために設計された原動機付き三輪車をいう。  

 包含： 

   原動機駆動三輪車 

          原動機付き人力車 

          三輪自動車 

 除外： 

   サイドカー付きオートバイ－ 定義（ｋ）を参照 
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          全地形用特殊車両 － 定義（ｗ）を参照 

（ｎ）乗用車とは， 本来 10 人以内の人を輸送するために設計された四輪のモーター車両をいう。  

 包含： 

   ミニバス 

（ｏ）モーター車両又は車両には多様な輸送車両が該当する。 車両用語の各地域における使用につい

ては， 適切なコードを決定し， 制定すべきである。 用語が曖昧に使用された場合は， 「詳細不

明」 のコードを使用する。  

（ｐ）軽トラック又はバンとは， 本来， 物を輸送する目的で設計された四輪又は六輪のモーター車両で， 

その地域の大型貨物車の基準より軽く， 特別な運転免許を要しないものをいう。  

（ｑ）大型輸送車両とは， 本来， 物を輸送する目的で設計されたモーター車両で， その地域の大型貨

物車の基準重量（通常 3500Kg 以上）を満たし， 特別な運転免許を要するものをいう。  

（ｒ）バスとは， 本来， 10 人を超える人を輸送する目的で設計され又は改造されたモーター車両で， 特

別な運転免許を要するものをいう。  

（ｓ）鉄道列車又は鉄道車両とは， 連結車の有無を問わず， 軌道上を走行する目的で作られたものを

いう。  

 包含： 

   都市間連絡： 

           ・電車   

                （他の交通機関に用いられない専用路を走行するもの） 

           ・市街電車 

          蒸気， 電気， ディーゼルなどあらゆる動力による鉄道列車： 

           ・ケーブルカー 

           ・モノレール， 両軌鉄道 

           ・地下鉄道， 高架鉄道 

          鉄道線路上を走行する目的で作られたその他の車両 

 除外： 

   都市間連絡電車 ［市街電車］ で， 専用路を走行するように定められているが， 

その専用路が公道又はハイウェイの一部となっている場合 － 定義（ｔ）を参照 

 （ｔ）市街電車とは， 本来市内で人を輸送する目的で設計され， 使用されるものをいい， 線路上を走

行し通常正規の交通信号にしたがい， 道路の一部である専用路を主として運行するものをいう。  

市街電車により牽引されるトレーラーは市街電車の一部とみなす。  

 包含：  

      街路又は公道上を運行中と明示された都市間連絡電車又は市街電車 

      路面電車 

   トロリー 

（ｕ）主として工業用地内で使用される特殊車両とは， 本来， 工業又は商業用の建物又は用地内で

使用する目的で設計されたモーター車両をいう。  
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 包含： 

          電動： 

           ・空港乗客運搬車 

           ・運搬車（貨物）（郵便） 

          炭坑内石炭運搬車 

   フォークリフト（トラック） 

          木材伐採車 

        自動推進トラック， 工業用 

          駅内貨物トラック（動力付き） 

          炭坑又は採石場の電車， 運搬車又は鉱車（動力付き） 

 

（ｖ）主として農業用に使用される特殊車両とは， 農業用又は園芸用に特別に設計されたモーター車両

で， 土地を耕したり作物を手入れし収穫したり， 農場内の物を輸送したりするものをいう。  

 包含： 

   コンバイン 

        自動推進農業用機械 

          トラクター（及びトレーラー） 

（ｗ）建設用特殊車両とは， 道路， 建物その他の構造物の建設（及び破壊）用に特別に設計されたモ

ーター車両をいう。  

 包含： 

          ブルドーザー   

   掘削機  

    ダンプカー   

       地ならし機 

   パワーショベル 

    ロードローラー 

（ｘ）全地形用特殊車両とは， でこぼこあるいは軟弱な土地又は雪上を走行できるように特別に設計さ

れたモーター車両をいう。 この特別の設計とは， たとえば高い構造， 特別の車輪又はタイヤ， 軌

道による走行又はエアークッションによる支持などをいう。  

 包含： 

   陸上又は湿地でのホバークラフト 

      雪上車＜スノーモービル＞ 

 除外： 

   水上のホバークラフト － 定義（ｙ）を参照 

（ｙ）船舶とは， 人又は物を水上で輸送するすべてのものをいう。  

包含： 
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 ホバークラフト ＮＯＳ 

（ｚ）航空機とは， 人又は物を空中で輸送するすべてのものをいう。  

 

交通事故の分類とコーディングの手引き 

1． 事件が路上交通事故か路上外交通事故か不明であるときは， 次のように考える： 

（ａ）事件がＶ10－Ｖ82 及びＶ87 に分類されるときは， 路上交通事故。  

（ｂ）事件がＶ83－Ｖ86 に分類されるときは， 路上外交通事故。 これらの項目は， 受傷者が歩行者で

あるか， 又は本来道路外＜オフロード＞で使用するために設計された交通機関の乗員である場

合である。  

2． 事故に２種類以上の輸送様式が関与したと記載されている場合， 次の優先順位を適用す 

る： 

     航空機又は宇宙船（Ｖ95－Ｖ97） 

     船舶（Ｖ90－Ｖ94） 

     その他の輸送様式（Ｖ01－Ｖ89， Ｖ98－Ｖ99） 

3． 交通事故の記述が， 受傷者を交通機関の乗員と明示しておらず， 次のように記載されている場

合は， 受傷者を歩行者として扱う（項目Ｖ01－Ｖ09）。  

         人を乗せた動物 

         動物牽引車 

         自転車  

         ブルドーザー 

  挫滅      バス 

  ひきずり     乗用車 

  打撃    を含む何らかの交通機関  オートバイ 

  受傷    の関係した   原動機付き三輪車 

 死亡      軽トラック  

 打倒      レクリエーション用車両 

 轢過      路面電車  

        トラクター 

        鉄道列車 

        市街電車  

        トラック  

        バン 

4． 交通事故の記述が， 下記のように受傷者の状況を明示していない場合， 受傷者を記載された交

通機関の乗員として分類する。  

航空機  

自転車  
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ボート  

ブルドーザー  

バス  

乗用車 

オートバイ          事故 

原動機付き三輪車  

軽トラック         衝突  

 レクリエーション用車両     ＮＯＳ 

宇宙船    破壊  

 市街電車  

 トラクター        難破  

鉄道列車 

路面電車  

トラック 

バン 

船舶   

二つ以上の型の交通機関が記載された場合は， 二つが同じ種類でない限り， 受傷者がどちらの

交通機関に乗っていたかを推定してはならない。 この場合， 上記のコーディングの手引き２で述べ

た優先順位を考慮して， Ｖ87－Ｖ88， Ｖ90－Ｖ94， Ｖ95－Ｖ97 の適切な項目にコードする。  

5． 下記のような交通事故の結果， 衝突が起こった場合は， 衝突として分類する。 衝突以外の事

故が起こった場合は， 交通機関の型にしたがって非衝突性の事故として分類する。  

 交通機関（動力）（非動力）： 

・カーブを曲がりそこねた 

・下記の原因により操縦性を失った：  

・タイヤのパンク ［破裂］  

・居眠り運転 

・不注意運転  

・スピードの出し過ぎ 

・機械部分の故障 

6． 下記のような交通事故の結果， 衝突が起こった場合は， 衝突として分類する。 衝突以外の事

故が起こった場合は， 交通機関の型にしたがって非衝突性の事故として分類する。  

 排気ガスによる不慮の中毒  

あらゆる部分の破損  

 あらゆる部分の爆発  

 墜落， ジャンプ又は不慮の押し出し事故 

 投下物  
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                運転中の交通機関におけるもの 

 物体又は車体の一部から投げ出された際の受傷 

 動く部分による受傷   

 落下物  

 ※ 火災 

7． 下記のように記載された陸上交通事故： 

（操縦性喪失による）（公道上での）交通機関と下記のものとの衝突： 

 懸架（橋）（高架） 

 落石  

 ガードレール又は分離フェンス  

 中央分離帯            はＶ17.-,Ｖ27.-,Ｖ37.-,  

 山くずれ（移動状態にないもの）          Ｖ47.-，Ｖ57.-,Ｖ67.-  

 交通機関の前面に投げられた物体          及びＶ77.-に含まれる 

 安全地帯  

 立木 

 交通標識又はマーカー（臨時）  

 柱（電柱など） 

 道路のために削られた道路側の壁  

 固定された,移動可能な又は移動中のその他の物体  

転覆（衝突を伴わない）はＶ18.-， Ｖ28.-， Ｖ38.-， Ｖ48.-， Ｖ58.-， Ｖ68.-及びＶ78.-に含まれ

る。  

動物（群れ）（人がついていない場合）を伴う衝突はＶ10.-， Ｖ20.-， Ｖ30.-， Ｖ40.-， Ｖ50.-， Ｖ

60.-及びＶ70.-に含まれる。  

動物牽引者又は人を乗せた動物を伴う衝突はＶ16.-， Ｖ26.-， Ｖ36.-， Ｖ46.-， Ｖ56.-， Ｖ

66.-及びＶ76.-に含まれる。   

 

交通事故により受傷した歩行者（Ｖ01－Ｖ09） 

Pedestrian injured in transport accident 

 除外： 

   歩行者（移動用具）と他の歩行者（移動用具）との衝突（Ｗ51.-） 

   ・続いて転倒がおこったもの（Ｗ03.-） 

 下記の４桁細分類項目は項目Ｖ01－Ｖ06 に使用する： 

 ．0  路上外交通事故 

 ．1  路上交通事故 

 ．9  路上交通事故か路上外交通事故か不明 
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Ｖ01 自転車との衝突により受傷した歩行者 

       Pedestrian injured in collision with pedal cycle 

Ｖ02 二輪又は三輪のモーター車両との衝突により受傷した歩行者 

       Pedestrian injured in collision with two- or three-wheeled motor vehicle 

Ｖ03 乗用車， 軽トラック又はバンとの衝突により受傷した歩行者 

       Pedestrian injured in collision with car, pick-up truck or van 

Ｖ04 大型輸送車両又はバスとの衝突により受傷した歩行者 

       Pedestrian injured in collision with heavy transport vehicle or bus 

Ｖ05 鉄道列車又は鉄道車両との衝突により受傷した歩行者 

       Pedestrian injured in collision with railway train or railway vehicle 

Ｖ06 その他の非モーター車両との衝突により受傷した歩行者 

       Pedestrian injured in collision with other nonmotor vehicle 

 包含： 

   動物牽引車， 人を乗せた動物， 鉄道馬車との衝突によるもの 

Ｖ09 その他及び詳細不明の交通事故により受傷した歩行者 

       Pedestrian injured in other and unspecified transport accidents 

 包含： 

   特殊な交通機関により受傷した歩行者 

Ｖ09．0 その他及び詳細不明のモーター車両が関与した路上外交通事故により受傷した歩 

  行者 

Ｖ09．1 詳細不明の路上外交通事故により受傷した歩行者 

Ｖ09．2 その他及び詳細不明のモーター車両が関与した路上交通事故により受傷した歩行 

  者 

Ｖ09．3 詳細不明の路上交通事故により受傷した歩行者 

Ｖ09．9 詳細不明の交通事故により受傷した歩行者  

 

交通事故により受傷した自転車乗員（Ｖ10－Ｖ19） 

Pedal cyclist injured in transport accident 

 下記の４桁細分類項目は項目Ｖ10－Ｖ18 に使用する： 

 ．0  路上外交通事故により受傷した運転者 

 ．1  路上外交通事故により受傷した同乗者 

 ．2  路上外交通事故により受傷した詳細不明の乗員 

 ．3  乗降中に受傷した者 

 ．4  路上交通事故により受傷した運転者 

 ．5  路上交通事故により受傷した同乗者 

 ．9  路上交通事故により受傷した詳細不明の乗員 
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 Ｖ10 歩行者又は動物との衝突により受傷した自転車乗員 

       Pedal cyclist injured in collision with pedestrian or animal 

 除外： 

   動物牽引車又は人を乗せた動物との衝突（Ｖ16.-） 

Ｖ11 他の自転車との衝突により受傷した自転車乗員 

       Pedal cyclist injured in collision with other pedal cycle 

 Ｖ12 二輪又は三輪のモーター車両との衝突により受傷した自転車乗員 

       Pedal cyclist injured in collision with two- or three-wheeled motor vehicle 

 Ｖ13 乗用車， 軽トラック又はバンとの衝突により受傷した自転車乗員 

       Pedal cyclist injured in collision with car, pick-up truck or van 

 Ｖ14 大型輸送車両又はバスとの衝突により受傷した自転車乗員 

       Pedal cyclist injured in collision with heavy transport vehicle or bus 

 Ｖ15 鉄道列車又は鉄道車両との衝突により受傷した自転車乗員 

       Pedal cyclist injured in collision with railway train or railway vehicle 

 Ｖ16 その他の非モーター車両との衝突により受傷した自転車乗員 

       Pedal cyclist injured in collision with other nonmotor vehicle 

 包含： 

   動物牽引車， 人を乗せた動物， 鉄道馬車との衝突 

 Ｖ17 固定又は静止した物体との衝突により受傷した自転車乗員  

       Pedal cyclist injured in collision with fixed or stationary object 

 Ｖ18 衝突以外の交通事故により受傷した自転車乗員 

       Pedal cyclist injured in noncollision transport accident 

 包含： 

   自転車からの転落又は投げ出され（衝突が先行しないもの） 

     転倒： 

   ・ＮＯＳ 

   ・衝突を伴わないもの 

Ｖ19 その他及び詳細不明の交通事故により受傷した自転車乗員 

       Pedal cyclist injured in other and unspecified transport accidents 

Ｖ19．0 その他及び詳細不明のモーター車両との路上外交通事故により受傷した自転車運 

  転者 

Ｖ19．1 その他及び詳細不明のモーター車両との路上外交通事故により受傷した自転車同 

  乗者 

Ｖ19．2 その他及び詳細不明のモーター車両との路上外交通事故により受傷した詳細不明 

  の自転車乗員 
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  自転車衝突 ＮＯＳ， 路上外交通事故 

Ｖ19．3 詳細不明の路上外交通事故により受傷した自転車乗員 

  自転車事故 ＮＯＳ， 路上外交通事故 

  路上外交通事故 ＮＯＳにより受傷した自転車乗員 

Ｖ19．4 その他及び詳細不明のモーター車両との路上交通事故により受傷した自転車運転 

  者 

Ｖ19．5 その他及び詳細不明のモーター車両との路上交通事故により受傷した自転車同乗 

  者 

Ｖ19．6 その他及び詳細不明のモーター車両との路上交通事故により受傷した詳細不明の 

  自転車乗員 

  自転車衝突 ＮＯＳ（路上交通事故） 

Ｖ19．8 その他の明示された交通事故により受傷した自転車乗員 

  自転車の一部への巻き込まれ 

Ｖ19．9 詳細不明の路上交通事故により受傷した自転車乗員 

  自転車事故 ＮＯＳ  

 

交通事故により受傷したオートバイ乗員（Ｖ20－Ｖ29） 

Motorcycle rider injured in transport accident 

 包含：   

   ミニバイク＜モペット＞ 

   サイドカー付きオートバイ 

   原動機付き自転車 

   モータースクーター 

 除外： 

   オート三輪車（Ｖ30－Ｖ39） 

 下記の４桁細分類項目は項目Ｖ20－Ｖ28 に使用する： 

 ．0  路上外交通事故により受傷した運転者 

 ．1  路上外交通事故により受傷した同乗者 

 ．2  路上外交通事故により受傷した詳細不明の乗員 

 ．3  乗降中に受傷した者 

 ．4  路上交通事故により受傷した運転者 

 ．5  路上交通事故により受傷した同乗者 

 ．9  路上交通事故により受傷した詳細不明の乗員 

 

 Ｖ20 歩行者又は動物との衝突により受傷したオートバイ乗員 

       Motorcycle rider injured in collision with pedestrian or animal 
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 除外： 

   動物牽引車又は人を乗せた動物との衝突（Ｖ26.-） 

Ｖ21 自転車との衝突により受傷したオートバイ乗員 

       Motorcycle rider injured in collision with pedal cycle 

Ｖ22 二輪又は三輪のモーター車両との衝突により受傷したオートバイ乗員 

       Motorcycle rider injured in collision with two- or three-wheeled motor vehicle 

Ｖ23 乗用車， 軽トラック又はバンとの衝突により受傷したオートバイ乗員 

       Motorcycle rider injured in collision with car, pick-up truck or van 

Ｖ24 大型輸送車両又はバスとの衝突により受傷したオートバイ乗員 

       Motorcycle rider injured in collision with heavy transport vehicle or bus 

Ｖ25 鉄道列車又は鉄道車両との衝突により受傷したオートバイ乗員 

       Motorcycle rider injured in collision with railway train or railway vehicle 

Ｖ26 その他の非モーター車両との衝突により受傷したオートバイ乗員 

       Motorcycle rider injured in collision with other nonmotor vehicle 

 包含： 

   動物牽引車， 人を乗せた動物， 鉄道馬車との衝突 

Ｖ27 固定又は静止した物体との衝突により受傷したオートバイ乗員  

       Motorcycle rider injured in collision with fixed or stationary object 

Ｖ28 衝突以外の交通事故により受傷したオートバイ乗員 

       Motorcycle rider injured in noncollision transport accident 

 包含： 

   オートバイからの転落又は投げ出され（衝突が先行しないもの） 

     転倒： 

   ・ＮＯＳ 

   ・衝突を伴わないもの 

Ｖ29 その他及び詳細不明の交通事故により受傷したオートバイ乗員 

       Motorcycle rider injured in other and unspecified transport accidents 

Ｖ29．0 その他及び詳細不明のモーター車両との路上外交通事故により受傷したオートバ 

  イ運転者 

Ｖ29．1 その他及び詳細不明のモーター車両との路上外交通事故により受傷したオートバ 

  イ同乗者 

Ｖ29．2 その他及び詳細不明のモーター車両との路上外交通事故により受傷した詳細不明 

  のオートバイ乗員 

  オートバイ衝突 ＮＯＳ， 路上外交通事故 

Ｖ29．3 詳細不明の路上外交通事故により受傷したオートバイ乗員 

  オートバイ事故 ＮＯＳ， 路上外交通事故 



 

- 20 - 

 

  路上外交通事故 ＮＯＳにより受傷したオートバイ乗員 

Ｖ29．4 その他及び詳細不明のモーター車両との路上交通事故により受傷したオートバイ 

  運転者 

Ｖ29．5 その他及び詳細不明のモーター車両との路上交通事故により受傷したオートバイ 

  同乗者 

Ｖ29．6 その他及び詳細不明のモーター車両との路上交通事故により受傷した詳細不明の 

  オートバイ乗員 

  オートバイ衝突 ＮＯＳ（路上交通事故） 

Ｖ29．8 その他の明示された交通事故により受傷したオートバイ乗員 

  オートバイの一部への巻き込まれ 

Ｖ29．9 詳細不明の路上交通事故により受傷したオートバイ乗員 

  オートバイ事故 ＮＯＳ  

 

交通事故により受傷したオート三輪車乗員（Ｖ30－Ｖ39） 

Occupant of three-wheeled motor vehicle injured in transport accident 

 包含： 

   原動機付き三輪車 

 除外： 

   サイドカー付きオートバイ（Ｖ20－Ｖ29） 

     本来道路外＜オフロード＞で使用するために設計された車両（Ｖ86.-） 

 下記の４桁細分類項目は項目Ｖ30－Ｖ38 に使用する： 

 ．0  路上外交通事故により受傷した運転者 

 ．1  路上外交通事故により受傷した同乗者 

 ．2  路上外交通事故により受傷した車両の外側に乗っていた者 

 ．3  路上外交通事故により受傷した詳細不明の乗員 

 ．4  乗降中に受傷した者 

 ．5  路上交通事故により受傷した運転者 

 ．6  路上交通事故により受傷した同乗者 

 ．7  路上交通事故により受傷した車両の外側に乗っていた者 

 ．9  路上交通事故により受傷した詳細不明の乗員 

 

Ｖ30 歩行者又は動物との衝突により受傷したオート三輪車乗員 

       Occupant of three-wheeled motor vehicle injured in collision with pedestrian or  

 animal 

 除外： 

   動物牽引車又は人を乗せた動物との衝突（Ｖ36.-） 
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Ｖ31 自転車との衝突により受傷したオート三輪車乗員 

       Occupant of three-wheeled motor vehicle injured in collision with pedal cycle 

Ｖ32 二輪又は三輪のモーター車両との衝突により受傷したオート三輪車乗員 

       Occupant of three-wheeled motor vehicle injured in collision with two- or  

 three-wheeled motor vehicle 

Ｖ33 乗用車， 軽トラック又はバンとの衝突により受傷したオート三輪車乗員 

Occupant of three-wheeled motor vehicle injured in collision with car, pick-up truck 

or van 

Ｖ34 大型輸送車両又はバスとの衝突により受傷したオート三輪車乗員 

Occupant of three-wheeled motor vehicle injured in collision with heavy transport 

vehicle or bus 

Ｖ35 鉄道列車又は鉄道車両との衝突により受傷したオート三輪車乗員 

       Occupant of three-wheeled motor vehicle injured in collision with railway train or  

 railway vehicle 

Ｖ36 その他の非モーター車両との衝突により受傷したオート三輪車乗員 

       Occupant of three-wheeled motor vehicle injured in collision with other nonmotor  

 vehicle 

 包含： 

   動物牽引車， 人を乗せた動物， 鉄道馬車との衝突  

Ｖ37 固定又は静止した物体との衝突により受傷したオート三輪車乗員 

Occupant of three-wheeled motor vehicle injured in collision with fixed or stationary 

object 

Ｖ38 衝突以外の交通事故により受傷したオート三輪車乗員 

Occupant of three-wheeled motor vehicle injured in noncollision transport accident 

 包含： 

   オート三輪車からの転落又は投げ出され 

     転覆： 

   ・ＮＯＳ 

   ・衝突を伴わないもの 

Ｖ39 その他及び詳細不明の交通事故により受傷したオート三輪車乗員 

Occupant of three-wheeled motor vehicle injured in other and unspecified transport 

accidents 

Ｖ39．0 その他及び詳細不明のモーター車両との路上外交通事故により受傷したオート三 

  輪車運転者 

Ｖ39．1 その他及び詳細不明のモーター車両との路上外交通事故により受傷したオート三 

  輪車同乗者 
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Ｖ39．2 その他及び詳細不明のモーター車両との路上外交通事故により受傷した詳細不明 

  のオート三輪車乗員 

  オート三輪車が関与した衝突 ＮＯＳ， 路上外交通事故 

Ｖ39．3 詳細不明の路上外交通事故により受傷したオート三輪車乗員 

  オート三輪車が関与した事故 ＮＯＳ， 路上外交通事故 

  路上外交通事故 ＮＯＳにより受傷したオート三輪車乗員 

Ｖ39．4 その他及び詳細不明のモーター車両との路上交通事故により受傷したオート三輪 

  車運転者 

Ｖ39．5 その他及び詳細不明のモーター車両との路上交通事故により受傷したオート三輪 

  車同乗者 

Ｖ39．6 その他及び詳細不明のモーター車両との路上交通事故により受傷した詳細不明の 

  オート三輪車乗員 

  オート三輪車が関与した衝突 ＮＯＳ（路上交通事故） 

Ｖ39．8 その他の明示された交通事故により受傷したオート三輪車乗員 

  オート三輪車のドア又はその他の部分への巻き込まれ 

Ｖ39．9 詳細不明の路上交通事故により受傷したオート三輪車乗員 

  オート三輪車が関与した事故 ＮＯＳ  

 

交通事故により受傷した乗用車乗員（Ｖ40－Ｖ49） 

Car occupant injured in transport accident 

 包含： 

   ミニバス 

 下記の４桁細分類項目は項目Ｖ40－Ｖ48 に使用する： 

 ．0  路上外交通事故により受傷した運転者 

 ．1  路上外交通事故により受傷した同乗者 

 ．2  路上外交通事故により受傷した車両の外側に乗っていた者 

 ．3  路上外交通事故により受傷した詳細不明の乗員 

 ．4  乗降中に受傷した者 

 ．5  路上交通事故により受傷した運転者 

 ．6  路上交通事故により受傷した同乗者 

 ．7  路上交通事故により受傷した車両の外側に乗っていた者 

 ．9  路上交通事故により受傷した詳細不明の乗員 

 

Ｖ40 歩行者又は動物との衝突により受傷した乗用車乗員 

       Car occupant injured in collision with pedestrian or animal 

 除外： 
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   動物牽引車又は人を乗せた動物との衝突（Ｖ46.-） 

Ｖ41 自転車との衝突により受傷した乗用車乗員 

       Car occupant injured in collision with pedal cycle 

Ｖ42 二輪又は三輪のモーター車両との衝突により受傷した乗用車乗員 

       Car occupant injured in collision with two- or three-wheeled motor vehicle 

Ｖ43 乗用車， 軽トラック又はバンとの衝突により受傷した乗用車乗員 

       Car occupant injured in collision with car, pick-up truck or van 

Ｖ44 大型輸送車両又はバスとの衝突により受傷した乗用車乗員 

       Car occupant injured in collision with heavy transport vehicle or bus 

Ｖ45 鉄道列車又は鉄道車両との衝突により受傷した乗用車乗員 

       Car occupant injured in collision with railway train or railway vehicle 

Ｖ46 その他の非モーター車両との衝突により受傷した乗用車乗員 

       Car occupant injured in collision with other nonmotor vehicle 

 包含： 

   動物牽引車， 人を乗せた動物， 鉄道馬車との衝突 

Ｖ47 固定又は静止した物体との衝突により受傷した乗用車乗員  

       Car occupant injured in collision with fixed or stationary object 

Ｖ48 衝突以外の交通事故により受傷した乗用車乗員 

     Car occupant injured in noncollision transport accident 

 包含： 

   転覆： 

   ・ＮＯＳ 

   ・衝突を伴わないもの 

Ｖ49 その他及び詳細不明の交通事故により受傷した乗用車乗員 

       Car occupant injured in other and unspecified transport accidents 

Ｖ49．0 その他及び詳細不明のモーター車両との路上外交通事故により受傷した乗用車運 

  転者 

Ｖ49．1 その他及び詳細不明のモーター車両との路上外交通事故により受傷した乗用車同 

  乗者 

Ｖ49．2 その他及び詳細不明のモーター車両との路上外交通事故により受傷した詳細不明 

  の乗用車乗員 

  乗用車衝突 ＮＯＳ， 路上外交通事故 

Ｖ49．3 詳細不明の路上外交通事故により受傷した乗用車乗員 

  乗用車事故 ＮＯＳ， 路上外交通事故 

  路上外交通事故 ＮＯＳにより受傷した乗用車乗員 

Ｖ49．4 その他及び詳細不明のモーター車両との路上交通事故により受傷した乗用車運転 
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  者 

Ｖ49．5 その他及び詳細不明のモーター車両との路上交通事故により受傷した乗用車同乗 

  者 

Ｖ49．6 その他及び詳細不明のモーター車両との路上交通事故により受傷した詳細不明の 

  乗用車乗員 

  乗用車衝突 ＮＯＳ（路上交通事故） 

Ｖ49．8 その他の明示された交通事故により受傷した乗用車乗員 

  乗用車のドア又はその他の部分への巻き込まれ 

Ｖ49．9 詳細不明の路上交通事故により受傷した乗用車乗員 

  乗用車事故 ＮＯＳ  

 

交通事故により受傷した軽トラック乗員又はバン乗員（Ｖ50－Ｖ59） 

Occupant of pick-up truck or van injured in transport accident 

 除外： 

   大型輸送車両（Ｖ60－Ｖ69） 

 下記の４桁細分類項目は項目Ｖ50－Ｖ58 に使用する： 

 ．0  路上外交通事故により受傷した運転者 

 ．1  路上外交通事故により受傷した同乗者 

 ．2  路上外交通事故により受傷した車両の外側に乗っていた者 

 ．3  路上外交通事故により受傷した詳細不明の乗員 

 ．4  乗降中に受傷した者 

 ．5  路上交通事故により受傷した運転者 

 ．6  路上交通事故により受傷した同乗者 

 ．7  路上交通事故により受傷した車両の外側に乗っていた者 

 ．9  路上交通事故により受傷した詳細不明の乗員 

 

Ｖ50 歩行者又は動物との衝突により受傷した軽トラック乗員又はバン乗員 

       Occupant of pick-up truck or van injured in collision with pedestrian or animal 

 除外： 

   動物牽引車又は人を乗せた動物との衝突（Ｖ56.-） 

Ｖ51 自転車との衝突により受傷した軽トラック乗員又はバン乗員 

       Occupant of pick-up truck or van injured in collision with pedal cycle 

Ｖ52 二輪又は三輪のモーター車両との衝突により受傷した軽トラック乗員又はバン乗員 

       Occupant of pick-up truck or van injured in collision with two- or three-wheeled  

 motor vehicle 

Ｖ53 乗用車， 軽トラック又はバンとの衝突により受傷した軽トラック乗員又はバン乗員 
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Occupant of pick-up truck or van injured in collision with car, pick-up truck or van 

Ｖ54 大型輸送車両又はバスとの衝突により受傷した軽トラック乗員又はバン乗員 

Occupant of pick-up truck or van injured in collision with heavy transport vehicle or 

bus 

Ｖ55 鉄道列車又は鉄道車両との衝突により受傷した軽トラック乗員又はバン乗員  

       Occupant of pick-up truck or van injured in collision with railway train or railway  

 vehicle 

Ｖ56 その他の非モーター車両との衝突により受傷した軽トラック乗員又はバン乗員 

       Occupant of pick-up truck or van injured in collision with other nonmotor vehicle 

 包含： 

   動物牽引車， 人を乗せた動物， 鉄道馬車との衝突 

Ｖ57 固定又は静止した物体との衝突により受傷した軽トラック乗員又はバン乗員 

Occupant of pick-up truck or van injured in collision with fixed or stationary object 

Ｖ58 衝突以外の交通事故により受傷した軽トラック乗員又はバン乗員 

       Occupant of pick-up truck or van injured in noncollision transport accident 

 包含： 

   転覆： 

   ・ＮＯＳ 

   ・衝突を伴わないもの 

Ｖ59 その他及び詳細不明の交通事故により受傷した軽トラック乗員又はバン乗員 

       Occupant of pick-up truck or van injured in other and unspecified transport  

 accidents 

Ｖ59．0 その他及び詳細不明のモーター車両との路上外交通事故により受傷した軽トラッ 

  ク運転者又はバン運転者 

Ｖ59．1 その他及び詳細不明のモーター車両との路上外交通事故により受傷した軽トラッ 

  ク同乗者又はバン同乗者 

Ｖ59．2 その他及び詳細不明のモーター車両との路上外交通事故により受傷した詳細不明 

  の軽トラック乗員又は詳細不明のバン乗員 

  軽トラック又はバンが関与した衝突 ＮＯＳ， 路上外交通事故 

Ｖ59．3 詳細不明の路上外交通事故により受傷した軽トラック乗員又はバン乗員 

  軽トラック又はバンが関与した事故 ＮＯＳ， 路上外交通事故 

  路上外交通事故 ＮＯＳ により受傷した軽トラック乗員又はバン乗員 

Ｖ59．4 その他及び詳細不明のモーター車両との路上交通事故により受傷した軽トラック 

  運転者又はバン運転者 

Ｖ59．5 その他及び詳細不明のモーター車両との路上交通事故により受傷した軽トラック 

  同乗者又はバン同乗者 
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Ｖ59．6 その他及び詳細不明のモーター車両との路上交通事故により受傷した詳細不明の 

  軽トラック乗員又は詳細不明のバン乗員 

  軽トラック又はバンが関与した衝突 ＮＯＳ（路上交通事故）  

Ｖ59．8 その他の明示された交通事故により受傷した軽トラック乗員又はバン乗員 

  軽トラック又はバンのドア又はその他の部分への巻き込まれ 

Ｖ59．9 詳細不明の路上交通事故により受傷した軽トラック乗員又はバン乗員 

  軽トラック又はバンが関与した事故 ＮＯＳ 

 

交通事故により受傷した大型輸送車両乗員（Ｖ60－Ｖ69） 

Occupant of heavy transport vehicle injured in transport accident 

 下記の４桁細分類項目は項目Ｖ60－Ｖ68 に使用する： 

 ．0  路上外交通事故により受傷した運転者 

 ．1  路上外交通事故により受傷した同乗者 

 ．2  路上外交通事故により受傷した車両の外側に乗っていた者 

 ．3  路上外交通事故により受傷した詳細不明の乗員 

 ．4  乗降中に受傷した者 

 ．5  路上交通事故により受傷した運転者 

 ．6  路上交通事故により受傷した同乗者 

 ．7  路上交通事故により受傷した車両の外側に乗っていた者 

 ．9  路上交通事故により受傷した詳細不明の乗員 

 

Ｖ60 歩行者又は動物との衝突により受傷した大型輸送車両乗員 

       Occupant of heavy transport vehicle injured in collision with pedestrian or animal 

 除外： 

   動物牽引車又は人を乗せた動物との衝突（Ｖ66.-） 

Ｖ61 自転車との衝突により受傷した大型輸送車両乗員 

       Occupant of heavy transport vehicle injured in collision with pedal cycle 

Ｖ62 二輪又は三輪のモーター車両との衝突により受傷した大型輸送車両乗員 

Occupant of heavy transport vehicle injured in collision with two- or three-wheeled 

motor vehicle 

Ｖ63 乗用車， 軽トラック又はバンとの衝突により受傷した大型輸送車両乗員  

       Occupant of heavy transport vehicle injured in collision with car, pick-up truck or  

 Van 

Ｖ64 大型輸送車両又はバスとの衝突により受傷した大型輸送車両乗員 

Occupant of heavy transport vehicle injured in collision with heavy transport vehicle 

or bus 
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Ｖ65 鉄道列車又は鉄道車両との衝突により受傷した大型輸送車両乗員 

Occupant of heavy transport vehicle injured in collision with railway train or railway 

vehicle 

Ｖ66 その他の非モーター車両との衝突により受傷した大型輸送車両乗員 

Occupant of heavy transport vehicle injured in collision with other nonmotor vehicle 

 包含： 

   動物牽引車， 人を乗せた動物， 鉄道馬車との衝突 

Ｖ67 固定又は静止した物体との衝突により受傷した大型輸送車両乗員 

       Occupant of heavy transport vehicle injured in collision with fixed or stationary  

 object 

Ｖ68 衝突以外の交通事故により受傷した大型輸送車両乗員 

       Occupant of heavy transport vehicle injured in noncollision transport accident 

 包含：  

   転覆： 

   ・ＮＯＳ 

   ・衝突を伴わないもの 

Ｖ69 その他及び詳細不明の交通事故により受傷した大型輸送車両乗員 

       Occupant of heavy transport vehicle injured in other and unspecified transport  

 accidents 

Ｖ69．0 その他及び詳細不明のモーター車両との路上外交通事故により受傷した大型輸送 

  車両運転者 

Ｖ69．1 その他及び詳細不明のモーター車両との路上外交通事故により受傷した大型輸送 

  車両同乗者 

Ｖ69．2 その他及び詳細不明のモーター車両との路上外交通事故により受傷した詳細不明 

  の大型輸送車両乗員 

  大型輸送車両が関与した衝突 ＮＯＳ， 路上外交通事故 

Ｖ69．3 詳細不明の路上外交通事故により受傷した大型輸送車両乗員 

  大型輸送車両が関与した事故 ＮＯＳ， 路上外交通事故 

  路上外交通事故 ＮＯＳにより受傷した大型輸送車両乗員 

Ｖ69．4 その他及び詳細不明のモーター車両との路上交通事故により受傷した大型輸送車 

  両運転者 

Ｖ69．5 その他及び詳細不明のモーター車両との路上交通事故により受傷した大型輸送車 

  両同乗者 

Ｖ69．6 その他及び詳細不明のモーター車両との路上交通事故により受傷した詳細不明の 

  大型輸送車両乗員 

  大型輸送車両が関与した衝突 ＮＯＳ（路上交通事故）  
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Ｖ69．8 その他の明示された交通事故により受傷した大型輸送車両乗員 

  大型輸送車両のドア又はその他の部分への巻き込まれ 

Ｖ69．9 詳細不明の路上交通事故により受傷した大型輸送車両乗員 

  大型輸送車両が関与した事故 ＮＯＳ 

 

交通事故により受傷したバス乗員（Ｖ70－Ｖ79） 

Bus occupant injured in transport accident 

 除外： 

   ミニバス（Ｖ40－Ｖ49） 

 下記の４桁細分類項目は項目Ｖ70－Ｖ78 に使用する： 

 ．0  路上外交通事故により受傷した運転者 

 ．1  路上外交通事故により受傷した同乗者＜乗客＞ 

 ．2  路上外交通事故により受傷した車両の外側に乗っていた者 

 ．3  路上外交通事故により受傷した詳細不明の乗員 

 ．4  乗降中に受傷した者 

 ．5  路上交通事故により受傷した運転者 

 ．6  路上交通事故により受傷した同乗者＜乗客＞ 

 ．7  路上交通事故により受傷した車両の外側に乗っていた者 

 ．9  路上交通事故により受傷した詳細不明の乗員 

 

Ｖ70 歩行者又は動物との衝突により受傷したバス乗員 

       Bus occupant injured in collision with pedestrian or animal 

 除外： 

   動物牽引車又は人を乗せた動物との衝突（Ｖ76.-） 

Ｖ71 自転車との衝突により受傷したバス乗員 

       Bus occupant injured in collision with pedal cycle 

Ｖ72 二輪又は三輪のモーター車両との衝突により受傷したバス乗員 

       Bus occupant injured in collision with two- or three-wheeled motor vehicle 

Ｖ73 乗用車， 軽トラック又はバンとの衝突により受傷したバス乗員 

       Bus occupant injured in collision with car, pick-up truck or van 

Ｖ74 大型輸送車両又はバスとの衝突により受傷したバス乗員 

       Bus occupant injured in collision with heavy transport vehicle or bus 

Ｖ75 鉄道列車又は鉄道車両との衝突により受傷したバス乗員  

       Bus occupant injured in collision with railway train or railway vehicle 

Ｖ76 その他の非モーター車両との衝突により受傷したバス乗員 

       Bus occupant injured in collision with other nonmotor vehicle 
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 包含： 

   動物牽引車， 人を乗せた動物， 鉄道馬車との衝突 

Ｖ77 固定又は静止した物体との衝突により受傷したバス乗員 

       Bus occupant injured in collision with fixed or stationary object 

Ｖ78 衝突以外の交通事故により受傷したバス乗員 

       Bus occupant injured in noncollision transport accident 

 包含： 

   転覆： 

   ・ＮＯＳ 

   ・衝突を伴わないもの 

Ｖ79 その他及び詳細不明の交通事故により受傷したバス乗員 

       Bus occupant injured in other and unspecified transport accidents 

Ｖ79．0 その他及び詳細不明のモーター車両との路上外交通事故により受傷したバス運転 

  者 

Ｖ79．1 その他及び詳細不明のモーター車両との路上外交通事故により受傷したバス同乗 

  者＜乗客＞ 

Ｖ79．2 その他及び詳細不明のモーター車両との路上外交通事故により受傷した詳細不明 

  のバス乗員 

  バス衝突 ＮＯＳ， 路上外交通事故 

Ｖ79．3 詳細不明の路上外交通事故により受傷したバス乗員 

  バス事故 ＮＯＳ， 路上外交通事故 

  路上外交通事故 ＮＯＳにより受傷したバス乗員 

Ｖ79．4 その他及び詳細不明のモーター車両との路上交通事故により受傷したバス運転者 

Ｖ79．5 その他及び詳細不明のモーター車両との路上交通事故により受傷したバス同乗者 

  ＜乗客＞ 

Ｖ79．6 その他及び詳細不明のモーター車両との路上交通事故により受傷した詳細不明の 

  バス乗員 

  バス衝突 ＮＯＳ（路上交通事故） 

Ｖ79．8 その他の明示された交通事故により受傷したバス乗員 

  バスのドア又はその他の部分への巻き込まれ 

Ｖ79．9 詳細不明の路上交通事故により受傷したバス乗員 

  バス事故 ＮＯＳ  

 

その他の陸上交通事故（Ｖ80－Ｖ89） 

Other land transport accidents 
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Ｖ80 交通事故により受傷した動物牽引車乗員又は動物に乗った者 

       Animal-rider or occupant of animal-drawn vehicle injured in transport accident 

Ｖ80．0 衝突以外の事故における動物又は動物牽引車からの落下又は投げ出されにより 

  受傷した動物牽引車乗員又は動物に乗った者 

  転覆： 

  ・ＮＯＳ 

  ・衝突を伴わないもの 

Ｖ80．1 歩行者又は動物との衝突により受傷した動物牽引車乗員又は動物に乗った者 

 除外： 

   動物牽引車又は人を乗せた動物との衝突（Ｖ80．7） 

Ｖ80．2 自転車との衝突により受傷した動物牽引車乗員又は動物に乗った者 

Ｖ80．3 二輪又は三輪のモーター車両との衝突により受傷した動物牽引車乗員又は動物 

  に乗った者 

Ｖ80．4 乗用車， 軽トラック， バン， 大型輸送車両又はバスとの衝突により受傷した動物 

  牽引車乗員又は動物に乗った者 

Ｖ80．5 その他の明示されたモーター車両との衝突により受傷した動物牽引車乗員又は動 

  物に乗った者 

Ｖ80．6 鉄道列車又は鉄道車両との衝突により受傷した動物牽引車乗員又は動物に乗っ 

  た者 

Ｖ80．7 その他の非モーター車両との衝突により受傷した動物牽引車乗員又は動物に乗っ 

  た者 

  下記との衝突： 

  ・人を乗せた動物 

  ・動物牽引車 

  ・鉄道馬車 

Ｖ80．8 固定又は静止した物体との衝突により受傷した動物牽引車乗員又は動物に乗っ 

  た者 

Ｖ80．9 その他及び詳細不明の交通事故により受傷した動物牽引車乗員又は動物に乗っ 

  た者 

  動物牽引車事故 ＮＯＳ 

  動物に乗った者の事故 ＮＯＳ  

Ｖ81 交通事故により受傷した鉄道列車乗員又は鉄道車両乗員 

       Occupant of railway train or railway vehicle injured in transport accident 

 包含： 

   列車の外側に乗っていた者 

Ｖ81．0 モーター車両との路上外交通事故により受傷した鉄道列車乗員又は鉄道車両乗員 
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Ｖ81．1 モーター車両との路上交通事故により受傷した鉄道列車乗員又は鉄道車両乗員 

Ｖ81．2 鉄道車両間の衝突又は衝撃により受傷した鉄道列車乗員又は鉄道車両乗員 

Ｖ81．3 その他の物体との衝突により受傷した鉄道列車乗員又は鉄道車両乗員 

  鉄道衝突 ＮＯＳ 

Ｖ81．4 鉄道列車又は鉄道車両の乗降中に受傷した者 

Ｖ81．5 鉄道列車又は鉄道車両上での転倒により受傷した鉄道列車乗員又は鉄道車両乗 

  員 

 除外： 

   転倒： 

   ・脱線： 

     ・衝突が先行するもの（Ｖ81．0－Ｖ81．3） 

     ・衝突が先行しないもの（Ｖ81．7） 

   ・乗降中（Ｖ81．4） 

Ｖ81．6 鉄道列車又は鉄道車両からの転落により受傷した鉄道列車乗員又は鉄道車両乗 

    員 

 除外： 

   転落： 

   ・脱線： 

     ・衝突が先行するもの（Ｖ81．0－Ｖ81．3） 

     ・衝突が先行しないもの（Ｖ81．7） 

   ・乗降中（Ｖ81．4） 

Ｖ81．7 衝突が先行しない脱線により受傷した鉄道列車乗員又は鉄道車両乗員  

Ｖ81．8 その他の明示された鉄道事故により受傷した鉄道列車乗員又は鉄道車両乗員 

  爆発又は火災 

   列車又は車両の転落による衝撃： 

   ・地面 

   ・岩 

   ・樹木 

 除外： 

   脱線： 

   ・衝突が先行するもの（Ｖ81．0－Ｖ81．3） 

   ・衝突が先行しないもの（Ｖ81．7） 

Ｖ81．9 詳細不明の鉄道事故により受傷した鉄道列車乗員又は鉄道車両乗員 

  鉄道事故 ＮＯＳ 

Ｖ82 交通事故により受傷した市街電車乗員 

       Occupant of streetcar injured in transport accident 
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 包含： 

   市街電車の外側に乗っていた者 

Ｖ82．0 モーター車両との路上外交通事故により受傷した市街電車乗員 

Ｖ82．1 モーター車両との路上交通事故により受傷した市街電車乗員 

Ｖ82．2 市街電車間の衝突又は衝撃により受傷した市街電車乗員 

Ｖ82．3 その他の物体との衝突により受傷した市街電車乗員 

 除外： 

   動物牽引車又は人を乗せた動物との衝突（Ｖ82．8） 

Ｖ82．4 市街電車の乗降中に受傷した者 

Ｖ82．5 市街電車上での転倒により受傷した市街電車乗員 

 除外： 

   転倒：  

   ・乗降中（Ｖ82．4） 

   ・衝突が先行するもの（Ｖ82．0－Ｖ82．3） 

Ｖ82．6 市街電車からの転落により受傷した市街電車乗員 

 除外： 

   転落：  

   ・乗降中（Ｖ82．4） 

   ・衝突が先行するもの（Ｖ82．0－Ｖ82．3） 

Ｖ82．7 衝突が先行しない脱線により受傷した市街電車乗員 

Ｖ82．8 その他の明示された交通事故により受傷した市街電車乗員 

  列車又はその他の非モーター車両との衝突 

Ｖ82．9 詳細不明の路上交通事故により受傷した市街電車乗員 

  市街電車事故 ＮＯＳ  

Ｖ83 主として工業用地内で使用される特殊車両の乗員で， 交通事故により受傷した者 

Occupant of special vehicle mainly used on industrial premises injured in transport 

accident 

 除外： 

   固定して使用中又は修理中の車両（Ｗ31.-） 

Ｖ83．0 工業用特殊車両の運転者で， 路上交通事故により受傷した者 

Ｖ83．1 工業用特殊車両の同乗者で， 路上交通事故により受傷した者 

Ｖ83．2 工業用特殊車両の外側に乗っていた者で， 路上交通事故により受傷した者 

Ｖ83．3 工業用特殊車両の詳細不明の乗員で， 路上交通事故により受傷した者 

Ｖ83．4 工業用特殊車両の乗降中に受傷した者 

Ｖ83．5 工業用特殊車両の運転者で， 路上外交通事故により受傷した者 

Ｖ83．6 工業用特殊車両の同乗者で， 路上外交通事故により受傷した者 
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Ｖ83．7 工業用特殊車両の外側に乗っていた者で， 路上外交通事故により受傷した者 

Ｖ83．9 工業用特殊車両の詳細不明の乗員で， 路上外交通事故により受傷した者 

  工業用特殊車両事故 ＮＯＳ 

Ｖ84 主として農業用に使用される特殊車両の乗員で， 交通事故により受傷した者 

Occupant of special vehicle mainly used in agriculture injured in transport accident 

 除外： 

   固定して使用中又は修理中の車両（Ｗ30.-） 

Ｖ84．0 農業用特殊車両の運転者で， 路上交通事故により受傷した者 

Ｖ84．1 農業用特殊車両の同乗者で， 路上交通事故により受傷した者 

Ｖ84．2 農業用特殊車両の外側に乗っていた者で， 路上交通事故により受傷した者 

Ｖ84．3 農業用特殊車両の詳細不明の乗員で， 路上交通事故により受傷した者 

Ｖ84．4 農業用特殊車両の乗降中に受傷した者 

Ｖ84．5 農業用特殊車両の運転者で， 路上外交通事故により受傷した者 

Ｖ84．6 農業用特殊車両の同乗者で， 路上外交通事故により受傷した者 

Ｖ84．7 農業用特殊車両の外側に乗っていた者で， 路上外交通事故により受傷した者 

Ｖ84．9 農業用特殊車両の詳細不明の乗員で， 路上外交通事故により受傷した者 

  農業用特殊車両事故 ＮＯＳ 

Ｖ85 建設用特殊車両の乗員で， 交通事故により受傷した者 

       Occupant of special construction vehicle injured in transport accident 

 除外： 

   固定して使用中又は修理中の車両（Ｗ31.-） 

Ｖ85．0 建設用特殊車両の運転者で， 路上交通事故により受傷した者 

Ｖ85．1 建設用特殊車両の同乗者で， 路上交通事故により受傷した者  

Ｖ85．2 建設用特殊車両の外側に乗っていた者で， 路上交通事故により受傷した者 

Ｖ85．3 建設用特殊車両の詳細不明の乗員で， 路上交通事故により受傷した者 

Ｖ85．4 建設用特殊車両の乗降中に受傷した者 

Ｖ85．5 建設用特殊車両の運転者で， 路上外交通事故により受傷した者 

Ｖ85．6 建設用特殊車両の同乗者で， 路上外交通事故により受傷した者 

Ｖ85．7 建設用特殊車両の外側に乗っていた者で， 路上外交通事故により受傷した者 

Ｖ85．9 建設用特殊車両の詳細不明の乗員で， 路上外交通事故により受傷した者 

  建設用特殊車両事故 ＮＯＳ 

Ｖ86    本来道路外＜オフロード＞で使用するために設計された特殊全地形用又はその他のモ 

ーター車両の乗員で， 交通事故により受傷した者 

Occupant of special all-terrain or other motor vehicle designed primarily for off-road  

use, injured in transport accident 

除外： 
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   固定して使用中又は修理中の車両（Ｗ31.-） 

Ｖ86．0 全地形用又はその他の道路外＜オフロード＞用モーター車両の運転者で， 路上交 

  通事故により受傷した者 

Ｖ86．1 全地形用又はその他の道路外＜オフロード＞用モーター車両の同乗者で， 路上交 

  通事故により受傷した者 

Ｖ86．2 全地形用又はその他の道路外＜オフロード＞用モーター車両の外側に乗っていた 

  者で， 路上交通事故により受傷した者 

Ｖ86．3 全地形用又はその他の道路外＜オフロード＞用モーター車両の詳細不明の乗員で，  

  路上交通事故により受傷した者 

Ｖ86．4 全地形用又はその他の道路外＜オフロード＞用モーター車両の乗降中に受傷した 

  者 

Ｖ86．5 全地形用又はその他の道路外＜オフロード＞用モーター車両の運転者で， 路上外 

  交通事故により受傷した者 

Ｖ86．6 全地形用又はその他の道路外＜オフロード＞用モーター車両の同乗者で， 路上外 

  交通事故により受傷した者 

Ｖ86．7 全地形用又はその他の道路外＜オフロード＞用モーター車両の外側に乗っていた 

  者で， 路上外交通事故により受傷した者 

Ｖ86．9 全地形用又はその他の道路外＜オフロード＞用モーター車両の詳細不明の乗員で，  

  路上外交通事故により受傷した者 

  全地形用モーター車両事故 ＮＯＳ 

  道路外＜オフロード＞用モーター車両事故 ＮＯＳ  

Ｖ87 事故の形態が明示され， 受傷者の輸送形態が不明の路上交通事故 

       Traffic accident of specified type but victim's mode of transport unknown 

 除外：  

   自転車乗員との衝突（Ｖ10－Ｖ19） 

 歩行者との衝突（Ｖ01－Ｖ09） 

Ｖ87．0 乗用車と二輪又は三輪のモーター車両との衝突（路上交通事故）により受傷した者 

Ｖ87．1 その他のモーター車両と二輪又は三輪のモーター車両との衝突（路上交通事故）に 

  より受傷した者 

Ｖ87．2 乗用車と軽トラック又はバンとの衝突（路上交通事故）により受傷した者 

Ｖ87．3 乗用車とバスとの衝突（路上交通事故）により受傷した者 

Ｖ87．4 乗用車と大型輸送車両との衝突（路上交通事故）により受傷した者 

Ｖ87．5 大型輸送車両とバスとの衝突（路上交通事故）により受傷した者 

Ｖ87．6 鉄道列車又は鉄道車両と乗用車との衝突（路上交通事故）により受傷した者 

Ｖ87．7 その他の明示されたモーター車両間の衝突（路上交通事故）により受傷した者 

Ｖ87．8 モーター車両が関与したその他の明示された衝突以外の交通事故（路上交通故）に 



 

- 35 - 

 

  より受傷した者 

Ｖ87．9  非モーター車両が関与したその他の明示された（衝突）（非衝突）交通事故（路上交通 

  事故）により受傷した者 

Ｖ88 事故の形態が明示され， 受傷者の輸送形態が不明の路上外交通事故 

       Nontraffic accident of specified type but victim's mode of transport unknown 

 除外：  

     自転車乗員との衝突（Ｖ10－Ｖ19） 

   歩行者との衝突（Ｖ01－Ｖ09） 

Ｖ88．0 乗用車と二輪又は三輪のモーター車両との衝突により受傷した者， 路上外交通事故 

Ｖ88．1 その他のモーター車両と二輪又は三輪のモーター車両との衝突により受傷した者，  

  路上外交通事故 

Ｖ88．2 乗用車と軽トラック又はバンとの衝突により受傷した者， 路上外交通事故 

Ｖ88．3 乗用車とバスとの衝突により受傷した者， 路上外交通事故 

Ｖ88．4 乗用車と大型輸送車両との衝突により受傷した者， 路上外交通事故 

Ｖ88．5 大型輸送車両とバスとの衝突により受傷した者， 路上外交通事故 

Ｖ88．6 鉄道列車又は鉄道車両と乗用車との衝突により受傷した者， 路上外交通事故 

Ｖ88．7 その他の明示されたモーター車両間の衝突により受傷した者， 路上外交通事故 

Ｖ88．8 モーター車両が関与したその他の明示された衝突以外の交通事故により受傷した者，  

  路上外交通事故  

Ｖ88．9 非モーター車両が関与したその他の明示された（衝突）（非衝突）交通事故により受傷 

  した者， 路上外交通事故 

Ｖ89 車両（駆動形態を問わない）事故， 車両の型式不明 

       Motor- or nonmotor-vehicle accident, type of vehicle unspecified 

Ｖ89．0 詳細不明のモーター車両事故により受傷した者， 路上外交通事故 

  モーター車両事故 ＮＯＳ， 路上外交通事故 

Ｖ89．1 詳細不明の非モーター車両事故により受傷した者， 路上外交通事故 

  非モーター車両事故 ＮＯＳ（路上外交通事故） 

Ｖ89．2 詳細不明のモーター車両事故により受傷した者， 路上交通事故 

  モーター車両事故 ＮＯＳ 

  道路（路上交通）事故 ＮＯＳ 

Ｖ89．3 詳細不明の非モーター車両事故により受傷した者， 路上交通事故 

  非モーター車両の路上交通事故 ＮＯＳ 

Ｖ89．9 詳細不明の車両事故により受傷した者 

  衝突 ＮＯＳ 

 

水上交通事故（Ｖ90－Ｖ94） 
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Water transport accidents 

 包含： 

   レクリエーション活動中の船舶事故 

 下記の４桁細分類項目は項目Ｖ90－Ｖ94 に使用する： 

 ．0  商船 

 ．1  客船 

  フェリーボート 

  定期船 

 ．2  漁船 

 ．3  その他の動力船 

 ホバークラフト（公共水域上） 

 ジェットスキー              

 ※ モーターボート     

 ※ 水上バイク 

 ．4  帆船 

  ヨット 

 ．5  カヌー又はカヤック 

 ．6  ゴムボート（無動力） 

 ．7  水上スキー 

 ．8  その他の無動力船 

   サーフボード 

   ウィンドサーフィン 

 ．9  詳細不明の船舶 

   ボート ＮＯＳ 

   船 ＮＯＳ 

   船舶 ＮＯＳ 

 

Ｖ90 溺死又は溺水を生じた船舶事故 

       Accident to watercraft causing drowning and submersion 

 包含： 

   下記による溺死及び溺水： 

       ・ボート： 

     ・転覆 

     ・浸水 

   ・下記からの転落又は飛び込み： 

     ・火災中の船 
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     ・破砕した船舶 

   ・船舶のその他の事故 

 除外： 

   船舶事故を伴わない， 水上交通機関の関係した溺死又は溺水（Ｖ92.-） 

 Ｖ91 その他の損傷を生じた船舶事故 

       Accident to watercraft causing other injury 

 包含： 

   船舶事故による溺死及び溺水以外のあらゆる損傷 

     船の火災時の熱傷 

     船の衝突による両船間にはさまれての破砕 

     本船放棄後の救命ボートによる破砕 

     船舶の衝突又はその他の事故による転落 

     船舶の事故による落下物体による打撃 

     衝突を含む船舶の事故による損傷 

     破損ボートからの転落又は飛び込み後のボート又はボートの一部による 

     打撲 

 除外： 

   船上での部分的爆発又は火災による熱傷（Ｖ93.-）  

 Ｖ92 船舶事故を伴わない， 水上交通機関の関係した溺死及び溺水 

Water-transport-related drowning and submersion without accident to watercraft 

 包含： 

   下記の事故による溺死及び溺水： 

   ・転落： 

     ・渡し板から 

     ・船から 

     ・船外へ 

   ・船の揺れによる船外への投げ出され 

   ・船外へのさらわれ 

 除外： 

 事故に伴うものでなく， 意図して船から飛び込んだ泳者又はダイバーの溺死または

溺水（Ｗ69.-， Ｗ73.-） 

 Ｖ93 船舶事故を伴わない船舶上の事故で， 溺死及び溺水を生じないもの 

Accident on board watercraft without accident to watercraft, not causing drowning 

and submersion 

 包含： 

   船内でのガス又はフュームによる不慮の中毒 
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     船舶内での原子炉の機能不良 

     船上での落下物体による破砕 

     下記での過熱： 

   ・ボイラー室 

   ・機関室 

   ・蒸気室 

   ・汽罐室 

     蒸気船のボイラー爆発 

     船舶内での転倒及び転落 

     船舶内での階段又ははしごからの転落 

     船舶内での下記による損傷： 

   ・甲板   

   ・機関室 

   ・厨房           機械設備 

   ・洗濯場 

   ・積み荷  

     船上での部分的火災 

     船舶内での機械事故  

Ｖ94 その他及び詳細不明の水上交通事故 

       Other and unspecified water transport accidents 

 包含： 

   船舶の乗員以外の者に対する事故 

     水上スキー中のボートによる打撃 

 

航空及び宇宙交通事故（Ｖ95－Ｖ97） 

Air and space transport accidents 

 

Ｖ95 乗員が受傷した動力航空機事故 

       Accident to powered aircraft causing injury to occupant 

 包含： 

   固定した物体， 移動可能な物体又は移動中の 

 物体との衝突  

     墜落  

 爆発                                 （動力） 航空機 

     火災 

     不時着 
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Ｖ95．0 乗員が受傷したヘリコプター事故 

Ｖ95．1 乗員が受傷した超軽量， 軽量又は動力付きグライダー事故 

Ｖ95．2 乗員が受傷したその他の自家用固定翼航空機事故 

Ｖ95．3 乗員が受傷した商業用固定翼航空機事故 

Ｖ95．4 乗員が受傷した宇宙船事故 

Ｖ95．8 乗員が受傷したその他の航空機事故 

Ｖ95．9 乗員が受傷した詳細不明の航空機事故 

  航空機事故 ＮＯＳ 

  航空交通事故 ＮＯＳ 

Ｖ96 乗員が受傷した無動力航空機事故 

       Accident to nonpowered aircraft causing injury to occupant 

 包含： 

   固定した物体， 移動可能な物体又は移動中の物体との衝突  

        墜落 

 爆発                                   無動力 

     火災       航空機 

 不時着                          

Ｖ96．0 乗員が受傷した気球事故 

Ｖ96．1 乗員が受傷したハンググライダー事故 

Ｖ96．2 乗員が受傷したグライダー（無動力）事故  

Ｖ96．8 乗員が受傷したその他の無動力航空機事故 

  人を乗せている凧 

Ｖ96．9 乗員が受傷した詳細不明の無動力航空機事故 

  無動力航空機事故 ＮＯＳ 

Ｖ97 その他の明示された航空交通事故 

       Other specified air transport accidents 

 包含： 

   航空機乗員以外の者に対する事故 

Ｖ97．0 その他の明示された航空交通事故により受傷した航空機乗員 

  航空交通事故における航空機内での転倒， 転落及び機外への落下 

 除外： 

   乗降中の事故（Ｖ97．1） 

Ｖ97．1 航空機の乗降中に受傷した者 

Ｖ97．2 航空交通事故により受傷したパラシュート降下者 

 除外： 

   航空機事故後に降下した者（Ｖ95－Ｖ96） 
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Ｖ97．3 航空交通事故により受傷した地上の者 

  航空機からの落下物による打撃 

  回転するプロペラによる損傷 

  ジェットの中への吸入 

Ｖ97．8 その他の航空交通事故， 他に分類されないもの 

  航空機の機械設備による損傷 

 除外： 

   航空機事故 ＮＯＳ（Ｖ95．9） 

     上昇中又は降下中の気圧の変化への曝露（Ｗ94.-） 

  

その他及び詳細不明の交通事故（Ｖ98－Ｖ99） 

Other and unspecified transport accidents 

 除外： 

   車両事故， 車両の型式不明（Ｖ89.-） 

 

Ｖ98 その他の明示された交通事故 

       Other specified transport accidents 

 包含： 

   下記の事故： 

   ・無軌道ケーブルカー 

   ・氷上ヨット 

   ・砂上ヨット 

   ・（スキー）リフト， ゴンドラ型 

   ・（スキー）リフト， いす型 

     ※ ・ロープウェイ 

      へのまきこまれ， 又は引きずられ 

   無軌道ケーブルカー   からの転落又は飛び降り 

      から投げられた， 又は投げこまれた物体 

 Ｖ99 詳細不明の交通事故 

       Unspecified transport accident 

 

不慮の損傷のその他の外因（Ｗ00－Ｘ59） 

Other external causes of accidental injury 

転倒・転落・墜落（Ｗ00－Ｗ19） 

Falls 

  ［４桁細分類項目は V01 の前を参照］  
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 除外： 

   加害にもとづく傷害及び死亡（Y01―Y02） 

 下記への，又は下記からの転落： 

・動物（Ｖ80.-） 

・燃焼中の建物（Ｘ00.-） 

・火中（Ｘ00―Ｘ04，Ｘ08―Ｘ09） 

・水中（溺死又は溺水を伴うもの）（Ｗ65―Ｗ74） 

・機械（運転中のもの）（Ｗ28―Ｗ31） 

・不慮の事故に起因しない転倒傾向（R29.6） 

・交通機関（Ｖ01―Ｖ99） 

 故意の自傷（Ｘ80―Ｘ81） 

 

Ｗ00 氷及び雪による同一平面上での転倒 

       Fall on same level involving ice and snow 

 除外： 

   下記の記載がある転倒： 

   ・アイススケート及びスキー（Ｗ02.-） 

   ・階段及びステップ（Ｗ10.-） 

Ｗ01 スリップ， つまづき及びよろめきによる同一平面上での転倒 

       Fall on same level from slipping, tripping and stumbling 

 除外： 

   氷又は雪による転倒（Ｗ00.-） 

Ｗ02 アイススケート， スキー， ローラースケート又はスケートボードによる転倒 

       Fall involving ice-skates, skis, roller-skates or skateboards 

Ｗ03 他人との衝突又は他人に押されることによる同一平面上でのその他の転倒 

       Other fall on same level due to collision with, or pushing by, another person 

 包含： 

   歩行者（移動用具）と他の歩行者（移動用具）との衝突による転倒 

 除外：  

     群衆又は人の殺到による衝突又は押し合い（Ｗ52.-） 

   氷又は雪による転倒（Ｗ00.-） 

Ｗ04 他人によって運ばれているとき又は支えられているときの転倒・転落 

       Fall while being carried or supported by other persons 

 包含： 

   運ばれている途中の不慮の落下 
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Ｗ05 車椅子からの転落 

       Fall involving wheelchair 

Ｗ06 ベッドからの転落 

       Fall involving bed 

Ｗ07 椅子からの転落 

       Fall involving chair 

Ｗ08 その他の家具からの転落 

       Fall involving other furniture 

Ｗ09 運動場設備からの転落 

       Fall involving playground equipment 

 除外： 

   レクリエーション用機械からの転落（Ｗ31.-）  

Ｗ10 階段及びステップからの転落及びその上での転倒 

       Fall on and from stairs and steps 

 包含： 

   転倒・転落（下記の上での）（下記からの）： 

   ・エスカレーター 

   ・傾斜面 

   ・階段及びステップ上の氷又は雪による 

   ・傾斜路 

Ｗ11 はしごからの転落又はその上での転倒 

       Fall on and from ladder 

Ｗ12 足場からの転落又はその上での転倒 

       Fall on and from scaffolding 

Ｗ13 建物又は建造物からの転落 

       Fall from, out of or through building or structure 

 包含： 

   下記からの転落： 

   ・バルコニー       

   ・橋            

   ・建物          

   ・旗掲揚台       

   ・床            

   ・手すり  

   ・屋根  

   ・塔 
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   ・櫓   

   ・陸橋  

   ・壁  

   ・窓 

 除外： 

   建物又は建造物の崩壊（Ｗ20.-） 

     燃焼中の建物又は建造物からの転落又は飛び降り（Ｘ00.-） 

Ｗ14 樹木からの転落 

       Fall from tree 

Ｗ15 がけからの転落  

       Fall from cliff 

Ｗ16 溺死又は溺水以外の損傷を生じた水中への潜水又は飛込み 

       Diving or jumping into water causing injury other than drowning or submersion 

 包含： 

   下記との衝突又は打撲： 

   ・浅い水中への飛込み又は潜水時における水底 

   ・水泳プールの側壁又は飛び込み板 

   ・水面 

 除外： 

   不慮の溺死及び溺水（Ｗ65－Ｗ74） 

   不十分な空気供給下での潜水（Ｗ81.-） 

   潜水での気圧による作用（Ｗ94.-） 

Ｗ17 その他の転落 

       Other fall from one level to another 

 包含： 

   下記からの又は下記への転落： 

   ・くぼみ 

   ・移動クレーン 

 ・穴 

 ・つり上げ装置 

 ・可動式昇降作業足場［MEWP］ 

 ・高所作業車 

Ｗ18 同一平面上でのその他の転倒 

 Other fall on same level 

 包含： 

   転倒： 
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   ・物体への衝突による 

   ・便所・浴室から又は便所・浴室での 

   ・同一平面上 ＮＯＳ 

Ｗ19 詳細不明の転落 

 Unspecified fall 

 包含： 

   不慮の転落 ＮＯＳ  

 

生物によらない機械的な力への曝露（Ｗ20－Ｗ49） 

Exposure to inanimate mechanical forces 

  ［４桁細分類項目は V01 の前を参照］  

 除外： 

     加害にもとづく傷害及び死亡（Ｘ85－Ｙ09） 

   動物又は人との接触又は衝突（Ｗ50－Ｗ64） 

     故意の自傷（Ｘ60－Ｘ84） 

 

Ｗ20 投げられ， 投げ出され又は落下する物体による打撲 

       Struck by thrown, projected or falling object 

 包含： 

   窒息を伴わない落盤 

     建物の崩壊， 火災の場合を除く 

     下記の落下： 

   ・岩 

   ・石 

   ・樹木 

 除外： 

     燃焼中の建物の崩壊（Ｘ00.-） 

   下記の場合における落下物：  

   ・天災（Ｘ34－Ｘ39） 

   ・機械事故（Ｗ24.-， Ｗ28－Ｗ31） 

   ・交通事故（Ｖ01－Ｖ99） 

     爆発による運動物体（Ｗ35－Ｗ40） 

     銃器による発射物（Ｗ32－Ｗ34） 

     スポーツ用具（Ｗ21.-） 

Ｗ21 スポーツ用具との衝突又は打撲 

       Striking against or struck by sports equipment 
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 包含： 

   下記による打撲： 

   ・打球又は投球 

    ・ホッケーのスティック又はパック 

Ｗ22 その他の物体との衝突又は打撲 

       Striking against or struck by other objects 

 包含： 

   壁との衝突  

Ｗ23  物体内又は物体間への捕捉，圧挫，圧入又は挟まれ 

        Caught, crushed, jammed or pinched in or between objects 

 包含： 

   下記への捕捉，圧挫，圧入又は挟まれ： 

                        ・折りたたみ式のもの 

運動中の物体間     ・引き戸と戸枠の間に挟まった場合 

   停止中の物体と運動中の  のような   ・手のゆるみにより（運送用）外装箱 

   物体との間      の下になった場合 

   物体内                     ・洗濯機のローラー式しぼり機 

 除外： 

 下記による損傷： 

・刃器又は刺器（Ｗ25―Ｗ27） 

・持ち上げ装置及び伝達装置（Ｗ24.-） 

・機械（Ｗ28―Ｗ31） 

・無動力手工具（Ｗ27.-） 

・輸送手段として使用される交通機関（Ｖ01―Ｖ99） 

 投げられ， 投げ出され又は落下する物体による打撲（Ｗ20.-） 

Ｗ24 持ち上げ装置及び伝達装置との接触， 他に分類されないもの 

       Contact with lifting and transmission devices, not elsewhere classified 

 包含： 

     チェーンホイスト＜起重機＞ 

     滑車 

     伝達機のベルト又はケーブル 

   ウインチ 

     ワイヤー 

     ※ エスカレーター 

     ※ エレベーター 

     ※ クレーン 
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     ※ 昇降器 

 除外： 

   交通事故（Ｖ01－Ｖ99） 

Ｗ25 鋭いガラスとの接触 

       Contact with sharp glass 

 除外： 

   ガラスの関係した転落（Ｗ00－Ｗ19） 

     爆発又は銃器の発射により飛んできたガラス（Ｗ32－Ｗ40）  

Ｗ26 ナイフ， 刀剣又は短剣との接触 

       Contact with knife, sword or dagger 

Ｗ27 無動力手工具との接触 

       Contact with nonpowered hand tool 

  包含： 

   おの 

   缶切り ＮＯＳ 

   のみ 

   フォーク 

   手のこ 

   くわ 

   アイスピック 

   針              

     ペーパーカッター 

     さすまた＜ピッチフォーク＞ 

   レーキ     

    はさみ 

      ドライバー 

      ミシン， 無動力 

    シャベル 

   ※ くま手 

 除外： 

   皮下注射針（W46.-） 

Ｗ28 動力芝刈り機との接触 

        Contact with powered lawnmower 

 除外： 

   電流への曝露（Ｗ86.-） 

Ｗ29 その他の動力手工具及び家庭用機械との接触 
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       Contact with other powered hand tools and household machinery 

 包含： 

   ミキサー 

     動力付き： 

   ・缶切り 

・チェインソー 

・日曜大工道具       

・園芸用機械 

・生垣刈り機  

   ・カッター          

   ・ミシン           

   ・回転式乾燥機 

   洗濯機 

 除外： 

   電流への曝露（Ｗ86.-） 

Ｗ30 農業用機械との接触 

       Contact with agricultural machinery 

 包含： 

   動物を動力とする農業用機械 

   コンバイン 

   干草用起重機＜デリック＞ 

   農業用機械 ＮＯＳ 

   刈り取り機＜リーパー＞ 

   脱穀機  

 除外： 

   自力で又は他の車に牽引されて移動中の農業用機械との接触（Ｖ01－Ｖ99） 

     電流への曝露（Ｗ86.-）  

Ｗ31 その他及び詳細不明の機械との接触 

       Contact with other and unspecified machinery 

 包含：  

     機械 ＮＯＳ 

   レクリエーション用機械 

 除外： 

   自力で又は他の車に牽引されて移動中の機械との接触（Ｖ01－Ｖ99） 

     電流への曝露（Ｗ86.-） 

Ｗ32 拳銃の発射 
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       Handgun discharge 

 包含： 

     片手で使用する拳銃 

   ピストル 

     リボルバー 

 除外： 

   ベリー式ピストル（Ｗ34.-） 

Ｗ33 ライフル， ショットガン及び大型銃器の発射 

       Rifle, shotgun and larger firearm discharge 

 包含：  

     軍隊用ライフル銃 

     狩猟用ライフル銃 

   機関銃 

 除外： 

   空気銃（Ｗ34.-） 

Ｗ34 その他及び詳細不明の銃器の発射 

       Discharge from other and unspecified firearms 

 包含： 

   空気銃 

   エアーソフトガン＜ＢＢ銃＞   

   銃撃による損傷 ＮＯＳ 

   被弾 ＮＯＳ 

     ベリー式ピストル ［信号］     

Ｗ35 ボイラーの爆発及び破裂 

       Explosion and rupture of boiler 

Ｗ36 ガスシリンダーの爆発及び破裂 

       Explosion and rupture of gas cylinder 

 包含： 

     エアロゾル缶 

   エアータンク 

     高圧ガスタンク 

Ｗ37 加圧されたタイヤ， パイプ又はホースの爆発及び破裂  

       Explosion and rupture of pressurized tyre, pipe or hose 

Ｗ38 その他の明示された加圧された装置の爆発及び破裂 

       Explosion and rupture of other specified pressurized devices 

Ｗ39 花火の発射 
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       Discharge of firework 

Ｗ40 その他の物質の爆発 

       Explosion of other materials 

 包含： 

   爆発物 

     下記における爆発： 

   ・ＮＯＳ 

   ・ごみ捨場 

   ・工場 

   ・穀物倉庫 

   ・弾薬 

   爆発性ガス 

Ｗ41 高圧ジェットへの曝露 

       Exposure to high-pressure jet 

 包含： 

   水圧ジェット 

     空気圧ジェット 

Ｗ42 騒音への曝露 

       Exposure to noise 

 包含： 

   音波 

     超音波 

Ｗ43 振動への曝露 

       Exposure to vibration 

 包含： 

   超低周波 

Ｗ44 目又は自然の孔口からの異物侵入 

       Foreign body entering into or through eye or natural orifice 

 除外：  

     腐食性液体＜腐食剤＞（Ｘ49.-）  

   窒息又は気道閉塞を伴う異物の誤えん＜嚥＞＜吸引＞（Ｗ78－Ｗ80） 

Ｗ45 皮膚からの異物侵入 

       Foreign body or object entering through skin 

 包含： 

     硬い紙の角  

     爪 
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          とげ 

   ブリキ缶のふた 

 除外： 

    下記との接触： 

・手工具（無動力）（動力）（Ｗ27―Ｗ29） 

・皮下注射針（W46.-） 

・ナイフ，刀剣又は短剣（Ｗ26.-） 

・鋭いガラス（Ｗ25.-） 

   物体による打撲（Ｗ20―Ｗ22） 

W46 皮下注射針との接触 

       Contact with hypodermic needle 

Ｗ49 その他及び詳細不明の生物によらない機械的な力への曝露 

       Exposure to other and unspecified inanimate mechanical forces 

 包含： 

   異常な重力 

 

生物による機械的な力への曝露（Ｗ50－Ｗ64） 

Exposure to animate mechanical forces 

  ［４桁細分類項目は V01 の前を参照］  

 除外： 

   咬傷， 有毒（Ｘ20－Ｘ29） 

   刺傷（有毒）（Ｘ20－Ｘ29） 

 

Ｗ50 他人による叩かれ， 打撲， 蹴られ， ねじられ， 咬まれ又はひっかかれ 

 Hit, struck, kicked, twisted, bitten or scratched by another person 

 除外：  

     加害にもとづく傷害及び死亡（Ｘ85－Ｙ09） 

   物体による打撲（Ｗ20－Ｗ22） 

Ｗ51 他人との衝突 

       Striking against or bumped into by another person 

 除外： 

   歩行者（移動用具）と他の歩行者（移動用具）との衝突による転倒（Ｗ03.-） 

Ｗ52 群衆又は人の殺到による衝突， 押され又は踏まれ 

       Crushed, pushed or stepped on by crowd or human stampede 

 ※ 将棋倒し 
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Ｗ53 ネズミによる咬傷 

       Bitten by rat 

Ｗ54 犬による咬傷又は打撲  

       Bitten or struck by dog 

Ｗ55 その他の哺乳類による咬傷又は打撲 

       Bitten or struck by other mammals 

 除外： 

   海生哺乳類との接触（Ｗ56.-） 

Ｗ56 海生動物との接触 

       Contact with marine animal 

 包含： 

   海生動物による咬傷又は打撲 

Ｗ57 無毒昆虫及びその他の無毒節足動物による咬傷又は刺傷 

       Bitten or stung by nonvenomous insect and other nonvenomous arthropods 

Ｗ58 ワニによる咬傷又は打撲 

       Bitten or struck by crocodile or alligator 

Ｗ59 その他の爬虫類による咬傷又は挫滅 

       Bitten or crushed by other reptiles 

 包含： 

   トカゲ 

     ヘビ， 無毒 

Ｗ60 植物のとげ及び鋭い葉との接触 

       Contact with plant thorns and spines and sharp leaves 

Ｗ64 その他及び詳細不明の生物による機械的な力への曝露 

       Exposure to other and unspecified animate mechanical forces 

 

不慮の溺死及び溺水（Ｗ65－Ｗ74） 

Accidental drowning and submersion 

  ［４桁細分類項目は V01 の前を参照］  

 除外： 

   下記による溺死及び溺水： 

   ・天災（Ｘ34－Ｘ39） 

   ・交通事故（Ｖ01－Ｖ99） 

   ・水上交通事故（Ｖ90.-， Ｖ92.-） 

 

Ｗ65 浴槽内での溺死及び溺水 
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       Drowning and submersion while in bath-tub 

Ｗ66 浴槽への転落による溺死及び溺水 

       Drowning and submersion following fall into bath-tub 

Ｗ67 水泳プール内での溺死及び溺水  

       Drowning and submersion while in swimming-pool 

Ｗ68 水泳プールへの転落による溺死及び溺水 

       Drowning and submersion following fall into swimming-pool 

Ｗ69 自然の水域内での溺死及び溺水 

       Drowning and submersion while in natural water 

 包含： 

           湖 

     外洋 

    河川 

   小川  

Ｗ70 自然の水域への転落による溺死及び溺水 

       Drowning and submersion following fall into natural water 

Ｗ73 その他の明示された溺死及び溺水 

       Other specified drowning and submersion 

 包含：  

     防火用水槽 

   貯水池 

Ｗ74 詳細不明の溺死及び溺水 

       Unspecified drowning and submersion 

 包含：  

     溺死 ＮＯＳ 

   水中への転落 ＮＯＳ 

 

その他の不慮の窒息（Ｗ75－Ｗ84） 

Other accidental threats to breathing 

  ［４桁細分類項目は V01 の前を参照］  

 

Ｗ75 ベッド内での不慮の窒息及び絞首 

       Accidental suffocation and strangulation in bed 

 包含： 

   下記による窒息及び絞首： 

   ・シーツ， 枕カバー 
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   ・母親の体 

   ・枕 

Ｗ76 その他の不慮の首つり及び絞首 

       Other accidental hanging and strangulation 

Ｗ77 落盤， 落下する土砂及びその他の物体による窒息 

       Threat to breathing due to cave-in, falling earth and other substances 

 包含： 

   落盤 ＮＯＳ 

 除外：  

     天災による落盤（Ｘ34－Ｘ39）  

   窒息を伴わない落盤（Ｗ20.-） 

Ｗ78 胃内容物の誤えん＜嚥＞＜吸引＞ 

       Inhalation of gastric contents 

 包含： 

   嘔吐物 ［逆流した食物］ による窒息 

     （気道への）嘔吐物の誤えん＜嚥＞＜吸引＞ ＮＯＳ 

     気管の圧迫  

     呼吸の中断      食道内の嘔吐物による 

     呼吸の閉塞   

 除外： 

   嘔吐物による窒息又は気道閉塞以外の損傷（Ｗ44.-） 

     窒息又は気道閉塞の記載のない嘔吐物による食道閉塞（Ｗ44.-） 

Ｗ79 気道閉塞を生じた食物の誤えん＜嚥＞＜吸引＞ 

       Inhalation and ingestion of food causing obstruction of respiratory tract 

 包含： 

   食物 ［骨又は種を含む］ による窒息 

     （気道への）食物 ［各種］ の誤えん＜嚥＞＜吸引＞ ＮＯＳ 

     気管の圧迫  

     呼吸の中断       食道内の食物による 

     呼吸の閉塞  

     食物（塊）による咽頭の閉塞 

 除外： 

     嘔吐物の誤えん＜嚥＞＜吸引＞（Ｗ78.-） 

   食物による窒息又は気道閉塞以外の損傷（Ｗ44.-） 

     窒息又は気道閉塞の記載のない食物による食道閉塞（Ｗ44.-） 

Ｗ80 気道閉塞を生じたその他の物体の誤えん＜嚥＞＜吸引＞ 
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       Inhalation and ingestion of other objects causing obstruction of respiratory tract 

 包含： 

   食物又は嘔吐物以外の物体の鼻又は口からの侵入による窒息 

     誤えん＜嚥＞＜吸引＞NOS 

 （気道への）食物又は嘔吐物以外の物体の誤えん＜嚥＞＜吸引＞ ＮＯＳ 

     気管の圧迫   

     呼吸の中断        食道内の異物による 

     呼吸の閉塞   

     鼻内異物 

     異物による咽頭の閉塞 

 除外： 

     嘔吐物又は食物の誤えん＜嚥＞＜吸引＞（Ｗ78－Ｗ79） 

   異物による窒息又は気道閉塞以外の損傷（Ｗ44.-） 

     窒息又は気道閉塞の記載のない異物による食道閉塞（Ｗ44.-） 

Ｗ81 低酸素環境への閉じ込め 

       Confined to or trapped in a low-oxygen environment 

 包含： 

   冷蔵庫又はその他の空気の限られた空間への不慮の閉じ込め 

     不十分な空気供給下での潜水 

 除外： 

   ビニール袋による窒息（Ｗ83.-） 

Ｗ83 その他の明示された窒息 

       Other specified threats to breathing 

 包含： 

   ビニール袋による窒息 

Ｗ84 詳細不明の窒息 

       Unspecified threat to breathing 

 包含： 

   窒息 ＮＯＳ 

 

電流， 放射線並びに極端な気温及び気圧への曝露（Ｗ85－Ｗ99） 

Exposure to electric current, radiation and extreme ambient air  

temperature and pressure 

  ［４桁細分類項目は V01 の前を参照］  

 除外：  

     治療の合併症に対する異常反応で医療事故の記載がないもの（Ｙ84．2） 
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     外科的及び内科的処置における患者に対する医療事故（Ｙ63．2－Ｙ63．5） 

   下記への曝露： 

   ・自然の：  

      ・低温（Ｘ31.-） 

      ・高温（Ｘ30.-） 

・放射線 ＮＯＳ（Ｘ39.-） 

   ・太陽光線（Ｘ32.-） 

     落雷による受傷者（Ｘ33.-） 

Ｗ85 送電線への曝露 

       Exposure to electric transmission lines 

Ｗ86 その他の明示された電流への曝露 

       Exposure to other specified electric current 

Ｗ87 詳細不明の電流への曝露 

       Exposure to unspecified electric current 

 包含：  

     電気ショック ＮＯＳ   

   電流による熱傷又はその他の損傷 ＮＯＳ  

   感電死 ＮＯＳ 

Ｗ88 電離放射線への曝露 

       Exposure to ionizing radiation 

 包含：  

     放射性同位元素＜ラジオアイソトープ＞ 

   Ｘ線 

Ｗ89 人工の可視光線及び紫外線への曝露 

       Exposure to man-made visible and ultraviolet light 

 包含： 

   溶接光（アーク） 

Ｗ90 その他の非電離放射線への曝露 

       Exposure to other nonionizing radiation 

 包含： 

   赤外線    

     レーザー       放射 

     電波     

Ｗ91 詳細不明の放射線への曝露 

       Exposure to unspecified type of radiation 

Ｗ92 人工の過度の高温への曝露 
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       Exposure to excessive heat of man-made origin 

Ｗ93 人工の過度の低温への曝露 

       Exposure to excessive cold of man-made origin 

 包含： 

   下記との接触又は吸入： 

   ・ドライアイス 

   ・液体： 

      ・空気 

      ・水素 

      ・窒素 

   冷凍庫内での長期曝露  

Ｗ94 高圧， 低圧及び気圧の変化への曝露 

       Exposure to high and low air pressure and changes in air pressure 

 包含： 

   急速な潜水による高圧 

     下記による気圧低下： 

   ・深い潜水からの浮上 

   ・地下から地上に出る 

     下記を生じた高地の居住又は長期滞在： 

   ・無酸素 

   ・気圧性歯痛 

   ・気圧性中耳炎 

   ・低酸素 

   ・高山病 

     航空機の上昇， 下降の際の急激な気圧変化 

Ｗ99 その他及び詳細不明の人工の環境要因への曝露  

       Exposure to other and unspecified man-made environmental factors 

 

煙， 火及び火炎への曝露（Ｘ00－Ｘ09） 

Exposure to smoke, fire and flames 

  ［４桁細分類項目は V01 の前を参照］  

 包含： 

   落雷による火災 

 除外： 

     放火（Ｘ97.-） 

     爆発による二次的火災（Ｗ35－Ｗ40） 
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   交通事故（Ｖ01－Ｖ99） 

 

Ｘ00 建物又は建造物内の管理されていない火への曝露 

       Exposure to uncontrolled fire in building or structure 

 包含： 

の崩壊 

   燃焼中の建物又は建造物   からの墜落 

                        からの落下物による打撃 

                        からの飛び降り 

     大火災      

     調度品            火災 

                の      溶解 

     家具      くすぶり 

Ｘ01 建物又は建造物外の管理されていない火への曝露 

       Exposure to uncontrolled fire, not in building or structure 

 包含： 

   森林火災 

Ｘ02 建物又は建造物内の管理された火への曝露 

       Exposure to controlled fire in building or structure 

 包含： 

   下記の火：  

   ・いろり＜暖炉＞ 

   ・ストーブ 

Ｘ03 建物又は建造物外の管理された火への曝露 

       Exposure to controlled fire, not in building or structure 

 包含： 

   キャンプファイア 

     ※ たき火  

Ｘ04 高可燃性物質の発火への曝露 

       Exposure to ignition of highly flammable material 

 包含：  

   下記の発火： 

   ・ガソリン 

   ・灯油 

Ｘ05 夜着の発火又は溶解への曝露 

       Exposure to ignition or melting of nightwear 

Ｘ06 その他の着衣及び衣服の発火又は溶解への曝露 
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       Exposure to ignition or melting of other clothing and apparel 

       包含： 

   発火 

     プラスチック性装身具の 

     溶解 

Ｘ08 その他の明示された煙， 火及び火炎への曝露 

       Exposure to other specified smoke, fire and flames 

Ｘ09 詳細不明の煙， 火及び火炎への曝露 

       Exposure to unspecified smoke, fire and flames 

 包含： 

   火災 ＮＯＳ 

   焼却 ＮＯＳ 

 

熱及び高温物質との接触（Ｘ10－Ｘ19） 

Contact with heat and hot substances 

  ［４桁細分類項目は V01 の前を参照］  

 除外： 

   下記への曝露：  

   ・自然の過度の高温（Ｘ30.-） 

   ・火及び火炎（Ｘ00－Ｘ09） 

 

Ｘ10 高温の飲物， 食物， 油脂及び食用油との接触  

       Contact with hot drinks, food, fats and cooking oils 

Ｘ11 蛇口からの熱湯との接触 

       Contact with hot tap-water 

 包含： 

   下記の中の熱湯：  

   ・浴槽 

   ・バケツ 

   ・たらい 

     下記からの熱湯： 

   ・ホース 

   ・蛇口 

Ｘ12 その他の高温液体との接触 

       Contact with other hot fluids 

 包含： 

   ストーブで熱した湯 
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 除外： 

   高温の（溶融）金属（Ｘ18.-） 

Ｘ13 スチーム及び高温蒸気との接触 

       Contact with steam and hot vapours 

Ｘ14 高温の空気及びガスとの接触 

       Contact with hot air and gases 

 包含： 

   高温の空気及びガスの吸入 

Ｘ15 高温の家庭用具との接触 

       Contact with hot household appliances 

 包含： 

   オーブン                    

   ホットプレート   

   やかん 

   ソースパン（ガラス製）（金属製） 

   ストーブ（台所）     

   ※なべ 

     トースター                

 除外： 

   暖房器具（Ｘ16.-） 

Ｘ16 高温の暖房器具， ラジエーター及びパイプとの接触 

       Contact with hot heating appliances, radiators and pipes 

Ｘ17 高温のエンジン， 機械及び器具との接触 

       Contact with hot engines, machinery and tools 

 除外：  

     高温の暖房器具， ラジエーター及びパイプ（Ｘ16.-） 

   高温の家庭用具（Ｘ15.-） 

Ｘ18 その他の高温金属との接触 

       Contact with other hot metals 

 包含： 

   溶融金属  

Ｘ19 その他及び詳細不明の熱及び高温物質との接触 

       Contact with other and unspecified heat and hot substances 

 除外： 

   通常は熱くない物体， たとえば家屋火災により熱せられた物体（Ｘ00－Ｘ09） 
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有毒動植物との接触（Ｘ20－Ｘ29） 

Contact with venomous animals and plants 

  ［４桁細分類項目は V01 の前を参照］  

 包含： 

   下記が放出した化学物質： 

   ・動物 

   ・昆虫 

     きば， 毛， とげ， 触手及びその他の有毒器官からの毒の放出 

     有毒咬傷及び刺傷 

 除外： 

   有毒な動物又は植物の摂食（Ｘ49.-） 

 

Ｘ20 毒ヘビ及び毒トカゲとの接触 

       Contact with venomous snakes and lizards 

  コブラ 

  フェルドランス 

  アメリカ毒トカゲ 

  アマガサヘビ 

  ガラガラヘビ 

  ウミヘビ     

  ヘビ（有毒） 

  ハブ 

  マムシ 

 除外： 

   トカゲ（無毒）（Ｗ59.-） 

   ヘビ， 無毒（Ｗ59.-） 

Ｘ21 毒グモとの接触 

       Contact with venomous spiders 

 包含： 

   クロゴケグモ 

     タランチュラ 

Ｘ22 サソリとの接触 

       Contact with scorpions 

Ｘ23 スズメバチ， ジガバチ及びミツバチとの接触 

       Contact with hornets, wasps and bees 

 包含： 
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   キバチ 

Ｘ24 ムカデ及び有毒ヤスデ（熱帯）との接触  

       Contact with centipedes and venomous millipedes (tropical) 

Ｘ25 その他の有毒節足動物との接触 

       Contact with other venomous arthropods 

 包含： 

   アリ 

     毛虫 

Ｘ26 有毒海生動植物との接触 

       Contact with venomous marine animals and plants 

 包含： 

   珊瑚 

     クラゲ 

           刺胞 

   イソギンチャク       

   ナマコ 

     ウニ  

 除外： 

   無毒性の海生動物（Ｗ56.-） 

     ウミヘビ（Ｘ20.-） 

Ｘ27 その他の明示された有毒動物との接触 

       Contact with other specified venomous animals 

Ｘ28 その他の明示された有毒植物との接触 

       Contact with other specified venomous plants 

 包含： 

   植物のとげ又はその他の機構による皮膚を通しての毒物又は毒素の注入 

 除外：  

     有毒植物の摂食（Ｘ49.-） 

   植物のとげによる刺傷 ＮＯＳ（Ｗ60.-） 

Ｘ29 詳細不明の有毒動植物との接触 

       Contact with unspecified venomous animal or plant 

 包含： 

   （有毒）刺傷 ＮＯＳ 

     有毒咬傷 ＮＯＳ 

 

自然の力への曝露（Ｘ30－Ｘ39） 
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Exposure to forces of nature 

  ［４桁細分類項目は V01 の前を参照］  

 

Ｘ30 自然の過度の高温への曝露 

       Exposure to excessive natural heat 

 包含： 

   日射病を生じた過度の高温 

     高温への曝露 ＮＯＳ 

 除外： 

   人工の過度の高温（Ｗ92.-）  

Ｘ31 自然の過度の低温への曝露 

       Exposure to excessive natural cold 

 包含： 

   下記の原因となった過度の低温：  

   ・凍傷 ＮＯＳ 

   ・浸水足又は手 

     下記への曝露： 

   ・低温 ＮＯＳ 

   ・気象条件 

 除外： 

   人工の低温（Ｗ93.-） 

     下記との接触又は吸入： 

   ・ドライアイス（Ｗ93.-） 

   ・液化ガス（Ｗ93.-） 

Ｘ32 日光への曝露 

       Exposure to sunlight 

Ｘ33 落雷による受傷者 

       Victim of lightning 

 除外：  

     落雷による火災（Ｘ00－Ｘ09） 

   落雷による樹木又はその他の物体の落下による損傷（Ｗ20.-） 

Ｘ34 地震による受傷者 

       Victim of earthquake 

X34.0  地震による地殻変動の受傷者 

建物又はその他の構造物の崩壊に閉じ込められた者又はそれによって傷つけられた者 

X34.1 津波による受傷者 
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X34.8 地震によるその他の明示された影響の受傷者 

X34.9 地震による詳細不明の影響の受傷者 

Ｘ35 火山の噴火による受傷者 

       Victim of volcanic eruption 

Ｘ36 なだれ， 地すべり及びその他の地面の運動による受傷者 

      Victim of avalanche, landslide and other earth movements 

 包含： 

   大規模な土砂くずれ 

 除外：  

     地震（Ｘ34） 

   なだれ又は地すべり跡との衝突を伴う交通事故 （Ｖ01－Ｖ99）  

Ｘ37 暴風雨による受傷者 

       Victim of cataclysmic storm 

 包含：  

     大吹雪＜ブリザード＞ 

     豪雨 

     熱帯低気圧＜サイクロン＞ 

     台風＜ハリケーン＞ 

     暴風雨による大波 

     竜巻 

   大雨 

     暴風雨により道路外へ流された交通車両 

 除外：  

     地面の運動によるダム又は人工構造物の破壊（Ｘ36） 

   暴風雨後に発生した交通事故（Ｖ01－Ｖ99） 

Ｘ38 洪水による受傷者 

       Victim of flood 

 包含： 

   洪水： 

   ・遠方の暴風雨により生じたもの 

   ・融雪により生じた大規模なもの 

   ・暴風雨に直接起因するもの 

 除外： 

   地面の運動によるダム又は人工構造物の破壊（Ｘ36） 

     大波： 

   ・ＮＯＳ（Ｘ39） 
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   ・暴風雨による（Ｘ37） 

Ｘ39 その他及び詳細不明の自然の力への曝露 

       Exposure to other and unspecified forces of nature 

 包含： 

   自然放射線 NOS 

 大波 NOS  

 除外： 

   曝露 NOS（Ｘ59.9） 

 津波（X34.1） 

 

有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露（Ｘ40－Ｘ49） 

Accidental poisoning by and exposure to noxious substances 

  ［４桁細分類項目は V01 の前を参照］   

注：特定の薬物及びその他の物質の３桁分類項目用リストについては， 索引の薬物およ

び化学薬品の表を参照されたい。 アルコールと下記に明示する物質との複合作用につい

ては， 補助コードＹ90－Ｙ91 を使用して分類する。  

 包含： 

   薬物の不慮の過量投与， 過誤による不適正な薬物の投与又は服用及び不 

 注意な薬物摂取 

      内科的及び外科的処置における薬物， 薬剤及び生物学的製剤使用による 

 不慮の事故 

事故によるか， 故意によるか明示されない（自為的）中毒。 出来れば， 法的規

則に従うこと（962 頁の注記参照）。  

 除外： 

   自殺又は他殺， 加害を意図した投与又はＸ60－Ｘ69， Ｘ85－Ｘ90， Ｙ10－ 

 Ｙ19 に分類できるその他の状況下での投与 

     治療上又は予防上の適量で正しく投与された適正な薬物の有害作用 

    （Ｙ40－Ｙ59） 

 

Ｘ40 非オピオイド系鎮痛薬， 解熱薬及び抗リウマチ薬による不慮の中毒及び曝露 

        Accidental poisoning by and exposure to nonopioid analgesics, antipyretics and 

antirheumatics 

 包含： 

     4-アミノフェノール誘導体     

    非ステロイド系抗炎症薬 ［ＮＳＡＩＤ］  

   ピラゾロン誘導体 
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   サリチル酸類  

Ｘ41 抗てんかん薬， 鎮静・催眠薬， パーキンソン病治療薬及び向精神薬による不慮の中 

毒及び曝露， 他に分類されないもの 

Accidental poisoning by and exposure to antiepileptic, sedative-hypnotic, 

antiparkinsonism and psychotropic drugs, not elsewhere classified 

 包含： 

     抗うつ薬 

     バルビツレート 

     ヒダントイン誘導体 

   イミノスチルベン類 

     メタカロン化合物 

     神経抑制薬 

     精神賦活薬    

     コハク酸イミド類及びオキサゾリジンジオン類 

     精神安定薬＜トランキライザー＞   

Ｘ42 麻薬及び精神変容薬 ［幻覚発現薬］ による不慮の中毒及び曝露， 他に分類され 

 ないもの 

Accidental poisoning by and exposure to narcotics and psychodysleptics 

[hallucinogens], not elsewhere classified 

 包含： 

     大麻（誘導体） 

   コカイン         

     コデイン          

     ヘロイン  

    リセルギド ［ＬＳＤ］        

     メスカリン 

    メタドン 

   モルヒネ 

   アヘン（アルカロイド）  

Ｘ43 自律神経系に作用するその他の薬物による不慮の中毒及び曝露 

        Accidental poisoning by and exposure to other drugs acting on the autonomic 

nervous system 

 包含： 

 副交感神経遮断薬 ［抗コリン及び抗ムスカリン作動薬］ 及び鎮けい＜痙＞薬 

   副交感神経興奮薬 ［コリン作動薬］  

     交感神経遮断薬 ［抗アドレナリン作動薬］ 
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   交感神経興奮薬 ［アドレナリン作動薬］ 

Ｘ44 その他及び詳細不明の薬物， 薬剤及び生物学的製剤による不慮の中毒及び曝露 

       Accidental poisoning by and exposure to other and unspecified drugs,  

 medicaments  and biological substances 

 包含： 

     主として平滑筋， 骨格筋及び呼吸器系に作用する薬物 

     麻酔薬（全身性）（局所性） 

     下記に作用する薬物：  

   ・心血管系 

   ・消化器系 

   ホルモン類及びその合成代替薬 

     全身及び血液に作用する薬物 

     全身性の抗生物質及びその他の抗感染薬 

     治療用ガス類 

     局所用製剤 

     ワクチン類 

     無機物及び尿酸代謝に作用する水分平衡調整剤＜薬＞ 

Ｘ45 アルコールによる不慮の中毒及び曝露 

       Accidental poisoning by and exposure to alcohol 

 包含： 

   アルコール： 

   ・ＮＯＳ 

   ・ブチル ［１-ブタノール］ 

   ・エチル ［エタノール］   

   ・イソプロピル ［２-プロパノール］  

   ・メチル ［メタノール］  

   ・プロピル ［１-プロパノール］ 

   フーゼル油 

Ｘ46 有機溶剤及びハロゲン化炭化水素類及びこれらの蒸気による不慮の中毒及び曝露 

  Accidental poisoning by and exposure to organic solvents and halogenated 

hydrocarbons and their vapours 

 包含： 

     ベンゼン及びその同族体 

   四塩化炭素 ［テトラクロロメタン］ 

   クロロフルオロカーボン類   

     石油（誘導体） 
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Ｘ47 その他のガス及び蒸気による不慮の中毒及び曝露 

       Accidental poisoning by and exposure to other gases and vapours 

 包含： 

   一酸化炭素 

 ヘリウム（非薬物性）NEC 

 流涙ガス［催涙ガス］ 

   自動車排気ガス 

   窒素酸化物 

   二酸化硫黄 

   燃料用ガス 

 除外： 

   金属フューム及び蒸気（Ｘ49） 

Ｘ48 農薬による不慮の中毒及び曝露 

       Accidental poisoning by and exposure to pesticides 

 包含： 

   くん蒸剤     

    防黴剤 

        除草剤 

     殺虫剤  

       殺鼠剤  

            木材用防腐剤 

 除外： 

   肥料（Ｘ49）  

Ｘ49 その他及び詳細不明の化学物質及び有害物質による不慮の中毒及び曝露 

        Accidental poisoning by and exposure to other and unspecified chemicals and 

noxious substances 

 包含： 

   腐食性の芳香族化合物， 酸類及び苛性アルカリ類 

     にかわ及び粘着剤 

   フューム及び蒸気を含む金属類 

     塗料及び染料 

     肥料 

     中毒 ＮＯＳ 

     有毒食料品及び有毒植物 

     石鹸及び洗浄剤 

 除外： 
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   有毒動植物との接触（Ｘ20－Ｘ29） 

 

無理ながんばり， 旅行及び欠乏状態（Ｘ50－Ｘ57） 

Overexertion, travel and privation 

  ［４桁細分類項目は V01 の前を参照］  

 除外：  

     加害にもとづく傷害及び死亡（Ｘ85－Ｙ09） 

   交通事故（Ｖ01－Ｖ99） 

 

Ｘ50 無理ながんばり及び激しい運動又は反復性の運動 

       Overexertion and strenuous or repetitive movements 

 包含： 

          重い物体の持ち上げ 

     重量挙げ 

   マラソン 

   ボート漕ぎ  

     ※ ジョギング 

Ｘ51 旅行及び移動 

       Travel and motion 

Ｘ52 無重力環境への長期滞在 

       Prolonged stay in weightless environment 

 包含： 

   宇宙船（シミュレーター）内での無重力  

Ｘ53 食糧の不足 

       Lack of food 

 包含： 

   下記の原因となった食糧不足： 

   ・栄養失調 

   ・栄養不良 

   ・飢餓 

 除外： 

   遺棄又は放置（Ｙ06.-） 

 セルフネグレクトによる食物及び水分の摂取不足（R63.6） 

 セルフネグレクト NOS（R46.8） 

Ｘ54 水 の 不 足 

       Lack of water 
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 包含： 

   下記の原因となった水の不足：  

   ・脱水 

   ・栄養失調 

 除外： 

   遺棄又は放置（Ｙ06.-） 

Ｘ57 詳細不明の欠乏状態 

       Unspecified privation 

 包含： 

   欠乏 

 

その他及び詳細不明の要因への不慮の曝露（Ｘ58－Ｘ59） 

Accidental exposure to other and unspecified factors 

  ［４桁細分類項目は V01 の前を参照］  

 

Ｘ58 その他の明示された要因への曝露 

       Exposure to other specified factors 

Ｘ59 詳細不明の要因への曝露 

       Exposure to unspecified factor 

X59.0 詳細不明の骨折 

X59.9 その他及び詳細不明の損傷 

  不慮の事故 NOS 

  曝露 NOS 

 

故意の自傷及び自殺（Ｘ60－Ｘ84） 

Intentional self-harm 

  ［４桁細分類項目は V01 の前を参照］  

 包含： 

   故意に自分に加えた中毒又は損傷 

     自殺（未遂） 

 

Ｘ60 非オピオイド系鎮痛薬， 解熱薬及び抗リウマチ薬による中毒及び曝露にもとづく自傷 

及び自殺 

  Intentional self-poisoning by and exposure to nonopioid analgesics, antipyretics and 

antirheumatics 

 包含： 
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     4-アミノフェノール誘導体      

   非ステロイド系抗炎症薬 ［ＮＳＡＩＤ］ 

    ピラゾロン誘導体 

   サリチル酸類 

Ｘ61 抗てんかん薬， 鎮静・催眠薬， パーキンソン病治療薬及び向精神薬による中毒およ 

 び曝露にもとづく自傷及び自殺， 他に分類されないもの 

 Intentional self-poisoning by and exposure to antiepileptic, sedative-hypnotic,  

 antiparkinsonism and psychotropic drugs, not elsewhere classified 

 包含： 

     抗うつ薬 

     バルビツレート 

     ヒダントイン誘導体 

   イミノスチルベン類 

     メタカロン化合物 

     神経遮断薬 

     精神賦活薬 

     コハク酸イミド類及びオキサゾリジンジオン類 

     精神安定薬＜トランキライザー＞ 

Ｘ62 麻薬及び精神変容薬 ［幻覚発現薬］ による中毒及び曝露にもとづく自傷及び自 

 殺， 他に分類されないもの 

  Intentional self-poisoning by and exposure to narcotics and psychodysleptics  

 [hallucinogens], not elsewhere classified 

 包含： 

     大麻（誘導体） 

   コカイン 

   コデイン 

   ヘロイン 

   リセルギド ［ＬＳＤ］ 

   メスカリン   

   メタドン        

   モルヒネ 

   アヘン（アルカロイド） 

Ｘ63 自律神経系に作用するその他の薬物による中毒及び曝露にもとづく自傷及び自殺 

Intentional self-poisoning by and exposure to other drugs acting on the autonomic 

nervous system 

 包含： 
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     副交感神経遮断薬 ［抗コリン及び抗ムスカリン作動薬］ 及び鎮けい 

   ＜痙＞薬 

     副交感神経興奮薬 ［コリン作動薬］ 

     交感神経遮断薬 ［抗アドレナリン作動薬］   

   交感神経興奮薬 ［アドレナリン作動薬］ 

Ｘ64 その他及び詳細不明の薬物， 薬剤及び生物学的製剤による中毒及び曝露にもと 

 づく自傷及び自殺 

 Intentional self-poisoning by and exposure to other and unspecified drugs,  

 medicaments and biological substances 

 包含： 

     主として平滑筋， 骨格筋及び呼吸器系に作用する薬物 

     麻酔薬（全身性）（局所性） 

     下記に作用する薬物：  

   ・心血管系 

   ・消化器系 

   ホルモン類及びその合成代替薬 

     全身及び血液に作用する薬物 

     全身性の抗生物質及びその他の抗感染薬 

     治療用ガス類 

     局所用製剤 

     ワクチン類 

     無機物及び尿酸代謝に作用する水分平衡調整剤＜薬＞ 

Ｘ65 アルコールによる中毒及び曝露にもとづく自傷及び自殺 

       Intentional self-poisoning by and exposure to alcohol 

 包含： 

   アルコール： 

   ・ＮＯＳ 

   ・ブチル ［１-ブタノール］  

   ・エチル ［エタノール］ 

   ・イソプロピル ［２-プロパノール］ 

   ・メチル ［メタノール］ 

   ・プロピル ［１-プロパノール］ 

   フーゼル油  

Ｘ66 有機溶剤及びハロゲン化炭化水素類及びそれらの蒸気による中毒及び曝露にもとづ 

 く自傷及び自殺 

 Intentional self-poisoning by and exposure to organic solvents and halogenated  
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 hydrocarbons and their vapours 

 包含： 

     ベンゼン及びその同族体  

   四塩化炭素 ［テトラクロロメタン］ 

   クロロフルオロカーボン類   

    石油（誘導体） 

Ｘ67 その他のガス及び蒸気による中毒及び曝露にもとづく自傷及び自殺 

       Intentional self-poisoning by and exposure to other gases and vapours 

 包含： 

 一酸化炭素  

 ヘリウム（非薬物性）NEC 

 流涙性ガス ［催涙ガス］  

     自動車排気ガス  

   窒素酸化物  

    二酸化イオウ 

         燃料用ガス 

 除外： 

   金属フューム及び蒸気（Ｘ69） 

Ｘ68 農薬による中毒及び曝露にもとづく自傷及び自殺 

       Intentional self-poisoning by and exposure to pesticides 

 包含： 

   くん蒸剤    

   防黴剤     

      除草剤 

     殺虫剤  

       殺鼠剤   

        木材用防腐剤 

 除外： 

   肥料（Ｘ69） 

Ｘ69 その他及び詳細不明の化学物質及び有害物質による中毒及び曝露にもとづく自傷 

 及び自殺 

Intentional self-poisoning by and exposure to other and unspecified chemicals and 

noxious substances 

 包含： 

     腐食性の芳香族化合物， 酸類及び苛性アルカリ類 

     にかわ及び粘着剤 
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   フューム及び蒸気を含む金属類 

     塗料及び染料 

     肥料 

     有毒食料品及び有毒植物 

     石鹸及び洗浄剤 

Ｘ70 縊首， 絞首及び窒息による故意の自傷及び自殺 

       Intentional self-harm by hanging, strangulation and suffocation 

Ｘ71 溺死及び溺水による故意の自傷及び自殺  

       Intentional self-harm by drowning and submersion 

Ｘ72 拳銃の発射による故意の自傷及び自殺 

       Intentional self-harm by handgun discharge 

Ｘ73 ライフル， 散弾銃及び大型銃器の発射による故意の自傷及び自殺 

       Intentional self-harm by rifle, shotgun and larger firearm discharge 

Ｘ74 その他及び詳細不明の銃器の発射による故意の自傷及び自殺 

       Intentional self-harm by other and unspecified firearm discharge 

Ｘ75 爆発物による故意の自傷及び自殺 

       Intentional self-harm by explosive material 

Ｘ76 煙， 火及び火炎による故意の自傷及び自殺 

       Intentional self-harm by smoke, fire and flames 

Ｘ77 スチーム， 高温蒸気及び高温物体による故意の自傷及び自殺 

       Intentional self-harm by steam, hot vapours and hot objects 

Ｘ78 鋭利な物体による故意の自傷及び自殺 

       Intentional self-harm by sharp object 

Ｘ79 鈍器による故意の自傷及び自殺 

       Intentional self-harm by blunt object 

Ｘ80 高所からの飛び降りによる故意の自傷及び自殺 

       Intentional self-harm by jumping from a high place 

 包含： 

   故意の墜落 

Ｘ81 移動中の物体の前への飛び込み又は横臥による故意の自傷及び自殺 

       Intentional self-harm by jumping or lying before moving object 

Ｘ82 モーター車両の衝突による故意の自傷及び自殺 

       Intentional self-harm by crashing of motor vehicle 

 包含： 

   下記との故意の衝突： 

   ・モーター車両 
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   ・列車 

   ・市街電車 

 除外： 

   航空機の衝突（Ｘ83）  

Ｘ83 その他の明示された手段による故意の自傷及び自殺 

       Intentional self-harm by other specified means 

 包含： 

   下記による故意の自傷及び自殺： 

   ・腐食剤， 中毒を除く 

   ・航空機の衝突 

   ・感電 

Ｘ84 詳細不明の手段による故意の自傷及び自殺 

       Intentional self-harm by unspecified means 

 

加害にもとづく傷害及び死亡（Ｘ85－Ｙ09） 

Assault 

  ［４桁細分類項目は V01 の前を参照］   

 包含： 

   他殺 

     傷害又は殺害を意図して， あらゆる手段により， 他人によって加えられた損傷 

 除外： 

   下記による損傷： 

   ・法的介入（Ｙ35.-） 

   ・戦争行為（Ｙ36.-） 

 

Ｘ85 薬物， 薬剤及び生物学的製剤による加害にもとづく傷害及び死亡 

 Assault by drugs, medicaments and biological substances 

 包含： 

   下記の中毒による他殺： 

   ・生物学的製剤 

   ・薬物 

   ・薬剤 

Ｘ86 腐食性物質による加害にもとづく傷害及び死亡 

       Assault by corrosive substance 

 除外： 

   腐食性ガス（Ｘ88） 
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Ｘ87 農薬による加害にもとづく傷害及び死亡 

       Assault by pesticides 

 包含： 

   木材用防腐剤 

 除外： 

   肥料（Ｘ89） 

Ｘ88 ガス及び蒸気による加害にもとづく傷害及び死亡  

       Assault by gases and vapours 

Ｘ89 その他の明示された化学物質及び有害物質による加害にもとづく傷害及び死亡 

       Assault by other specified chemicals and noxious substances 

 包含： 

   肥料 

Ｘ90 詳細不明の化学物質又は有害物質による加害にもとづく傷害及び死亡 

       Assault by unspecified chemical or noxious substance 

 包含： 

   中毒による他殺 ＮＯＳ 

Ｘ91 縊首， 絞首及び窒息による加害にもとづく傷害及び死亡 

       Assault by hanging, strangulation and suffocation 

Ｘ92 溺水による加害にもとづく傷害及び死亡 

       Assault by drowning and submersion 

Ｘ93 拳銃の発射による加害にもとづく傷害及び死亡 

       Assault by handgun discharge 

Ｘ94 ライフル， 散弾銃及び大型銃器の発射による加害にもとづく傷害及び死亡 

       Assault by rifle, shotgun and larger firearm discharge 

Ｘ95 その他及び詳細不明の銃器の発射による加害にもとづく傷害及び死亡 

       Assault by other and unspecified firearm discharge 

Ｘ96 爆発物による加害にもとづく傷害及び死亡 

       Assault by explosive material 

 除外： 

   発火装置（Ｘ97） 

Ｘ97 煙， 火及び火炎による加害にもとづく傷害及び死亡 

       Assault by smoke, fire and flames 

 包含：  

     放火 

   タバコ 

     発火装置 



 

- 76 - 

 

Ｘ98 スチーム， 高温蒸気及び高温物体による加害にもとづく傷害及び死亡  

       Assault by steam, hot vapours and hot objects 

Ｘ99 鋭利な物体による加害にもとづく傷害及び死亡 

       Assault by sharp object 

 包含： 

   刺傷 ＮＯＳ 

Ｙ00 鈍器による加害にもとづく傷害及び死亡 

       Assault by blunt object 

Ｙ01 高所からの突き落としによる加害にもとづく傷害及び死亡 

       Assault by pushing from high place 

Ｙ02 移動中の物体の前への押し出し又は置き去りによる加害にもとづく傷 

  害及び死亡 

       Assault by pushing or placing victim before moving object 

Ｙ03 モーター車両の衝突による加害にもとづく傷害及び死亡 

       Assault by crashing of motor vehicle 

 包含： 

   モーター車両による故意の衝突又は轢過 

Ｙ04 暴力による加害にもとづく傷害及び死亡 

       Assault by bodily force 

 包含： 

   武器を用いない格闘又はけんか 

 除外： 

   下記による加害にもとづく傷害及び死亡： 

   ・絞首（Ｘ91） 

   ・溺水（Ｘ92） 

   ・武器の使用（Ｘ93－Ｘ95， Ｘ99， Ｙ00） 

     暴力による性的加害にもとづく傷害及び死亡（Ｙ05） 

Ｙ05 暴力による性的加害にもとづく傷害及び死亡 

       Sexual assault by bodily force 

 包含： 

   強姦（未遂） 

   男色（未遂） 

Ｙ06 遺棄又は放置 

       Neglect and abandonment 

Ｙ06．0 配偶者又はパートナーによるもの 

Ｙ06．1 親によるもの 
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Ｙ06．2 知人又は友人によるもの 

Ｙ06．8 その他の明示された者によるもの 

Ｙ06．9 詳細不明の者によるもの  

Ｙ07 その他の虐待 

       Other maltreatment 

 包含： 

     精神的虐待     

         肉体的虐待 

   性的虐待 

   拷問  

 除外：  

     遺棄又は放置（Ｙ06） 

   暴力による性的加害にもとづく傷害及び死亡（Ｙ05） 

Ｙ07．0 配偶者又はパートナーによるもの 

Ｙ07．1 親によるもの 

Ｙ07．2 知人又は友人によるもの 

Ｙ07．3 公的機関によるもの 

Ｙ07．8 その他の明示された者によるもの 

Ｙ07．9 詳細不明の者によるもの 

Ｙ08 その他の明示された手段による加害にもとづく傷害及び死亡 

       Assault by other specified means 

Ｙ09 詳細不明の手段による加害にもとづく傷害及び死亡 

       Assault by unspecified means 

 包含： 

   暗殺（未遂） ＮＯＳ 

     他殺（未遂） ＮＯＳ 

     故意の殺人（非事故） 

 

不慮か故意か決定されない事件（Ｙ10－Ｙ34） 

Event of undetermined intent 

  ［４桁細分類項目は V01 の前を参照］  

 注：本項は， 有効な情報が少ない場合， 医学又は司法当局の調査によって不慮の 

事故か自為的なものか， 他人の加害によるものかが決定されなかった事件について 

使用するものである。 本項には， 自傷は含まれるが， 不慮の事故か意図されたも 

のかが明示されていない場合， 自為的な中毒（Ｘ40－Ｘ49）は含まれない。  

利用可能な場合， 法的規則に従うこと。  
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Ｙ10  非オピオイド系鎮痛薬， 解熱薬及び抗リウマチ薬による中毒及び曝露， 不慮か故意か

決定されないもの 

Poisoning by and exposure to nonopioid analgesics, antipyretics and antirheumatics, 

undetermined intent 

 包含：  

     ４-アミノフェノール誘導体 

     非ステロイド系抗炎症薬 ［ＮＳＡＩＤ］  

     ピラゾロン誘導体 

   サリチル酸類 

Ｙ11  他に分類されない抗てんかん薬， 鎮静・催眠薬， パーキンソン病治療薬及び向精  

 神薬による中毒及び曝露， 不慮か故意か決定されないもの 

Poisoning by and exposure to antiepileptic, sedative-hypnotic, antiparkinsonism and 

psychotropic drugs, not elsewhere classified, undetermined intent 

 包含： 

   抗うつ薬 

           バルビツレート 

    ヒダントイン誘導体 

   イミノスチルベン類 

   メタカロン化合物 

   神経遮断薬 

   精神賦活薬 

   コハク酸イミド類及びオキサゾリジンジオン類 

   精神安定薬＜トランキライザー＞ 

Ｙ12 他に分類されない麻薬及び精神変容薬 ［幻覚発現薬］ による中毒及び曝露， 不 

 慮か故意か決定されないもの 

Poisoning by and exposure to narcotics and psychodysleptics [hallucinogens], not 

elsewhere classified, undetermined intent 

 包含： 

   大麻（誘導体） 

   コカイン 

      コデイン 

      ヘロイン 

     リセルギド ［ＬＳＤ］ 

     メスカリン 

   メタドン 
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        モルヒネ 

   アヘン（アルカロイド）      

Ｙ13 自律神経系に作用するその他の薬物による中毒及び曝露， 不慮か故意か決定されない

もの 

Poisoning by and exposure to other drugs acting on the autonomic nervous system, 

undetermined intent 

 包含： 

 副交感神経遮断薬 ［抗コリン及び抗ムスカリン作動薬］ 及び鎮けい＜痙＞薬副

交感神経興奮薬 ［コリン作動薬］ 

     交感神経遮断薬 ［抗アドレナリン作動薬］ 

   交感神経興奮薬 ［アドレナリン作動薬］ 

 Ｙ14 その他及び詳細不明の薬物， 薬剤及び生物学的製剤による中毒及び曝露， 不 

 慮か故意か決定されないもの 

 Poisoning by and exposure to other and unspecified drugs, medicaments and  

 biological substances, undetermined intent 

 包含： 

   主として平滑筋， 骨格筋及び呼吸器系に作用する薬物 

     麻酔薬（全身性）（局所性） 

     下記に作用する薬物：  

   ・心血管系 

   ・消化器系 

   ホルモン類及びその合成代替薬 

     全身及び血液に作用する薬物 

     全身性の抗生物質及びその他の抗感染薬 

     治療用ガス類 

     局所用製剤 

     ワクチン類 

     無機物及び尿酸代謝に作用する水分平衡調整剤＜薬＞ 

Ｙ15 アルコールによる中毒及び曝露， 不慮か故意か決定されないもの 

       Poisoning by and exposure to alcohol, undetermined intent 

 包含： 

   アルコール： 

   ・ＮＯＳ 

   ・ブチル ［１-ブタノール］  

   ・エチル ［エタノール］  

   ・イソプロピル ［２-プロパノール］   
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   ・メチル ［メタノール］  

   ・プロピル ［１-プロパノール］ 

     フーゼル油 

Ｙ16 有機溶剤及びハロゲン化炭化水素類及びそれらの蒸気による中毒及び曝露， 不 

 慮か故意か決定されないもの 

 Poisoning by and exposure to organic solvents and halogenated hydrocarbons and  

 their vapours, undetermined intent 

 包含：  

   ベンゼン及びその同族体 

     四塩化炭素 ［テトラクロロメタン］ 

   クロロフルオロカーボン類 

     石油（誘導体）  

Ｙ17 その他のガス及び蒸気による中毒及び曝露， 不慮か故意か決定されないもの 

       Poisoning by and exposure to other gases and vapours, undetermined intent 

 包含： 

   一酸化炭素    

   ヘリウム（非薬物性）NEC 

 流涙性ガス ［催涙ガス］ 

 自動車排気ガス 

 窒素酸化物  

           二酸化イオウ 

     燃料用ガス 

 除外： 

   金属フューム及び蒸気（Ｙ19） 

Ｙ18 農薬による中毒及び曝露， 不慮か故意か決定されないもの 

       Poisoning by and exposure to pesticides, undetermined intent 

 包含： 

   くん蒸剤  

       防黴剤   

         除草剤 

     殺虫剤  

        殺鼠剤    

       木材用防腐剤 

 除外： 

   肥料（Ｙ19） 

Ｙ19 その他及び詳細不明の化学物質及び有害物質による中毒及び曝露， 不慮か故 
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意か決定されないもの 

 Poisoning by and exposure to other and unspecified chemicals and noxious  

 substances, undetermined intent 

 包含： 

   腐食性の芳香族化合物， 酸類及び苛性アルカリ類 

     にかわ及び粘着剤 

   フューム及び蒸気を含む金属類 

     塗料及び染料 

     肥料 

     有毒食料品及び有毒植物 

     石鹸及び洗浄剤 

Ｙ20 縊首， 絞首及び窒息， 不慮か故意か決定されないもの 

       Hanging, strangulation and suffocation, undetermined intent 

Ｙ21 溺死及び溺水， 不慮か故意か決定されないもの 

       Drowning and submersion, undetermined intent 

Ｙ22 拳銃の発射， 不慮か故意か決定されないもの 

       Handgun discharge, undetermined intent 

Ｙ23 ライフル， 散弾銃及び大型銃器の発射， 不慮か故意か決定されないもの  

       Rifle, shotgun and larger firearm discharge, undetermined intent  

Ｙ24 その他及び詳細不明の銃器の発射， 不慮か故意か決定されないもの 

       Other and unspecified firearm discharge, undetermined intent 

Ｙ25 爆発物との接触， 不慮か故意か決定されないもの 

       Contact with explosive material, undetermined intent 

Ｙ26 煙， 火及び火炎への曝露， 不慮か故意か決定されないもの 

       Exposure to smoke, fire and flames, undetermined intent 

Ｙ27 スチーム， 高温蒸気及び高温物体との接触， 不慮か故意か決定されないもの 

       Contact with steam, hot vapours and hot objects, undetermined intent 

Ｙ28 鋭利な物体との接触， 不慮か故意か決定されないもの 

       Contact with sharp object, undetermined intent 

Ｙ29 鈍器との接触， 不慮か故意か決定されないもの 

       Contact with blunt object, undetermined intent 

Ｙ30 高所からの転落， 飛び降り又は押され, 不慮か故意か決定されないもの 

       Falling, jumping or pushed from a high place, undetermined intent 

 包含： 

   墜落による受傷者， 不慮か故意か決定されないもの 

Ｙ31 移動中の物体の前又は中への転落， 横臥又は走り込み， 不慮か故意か決定され 
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 ないもの 

       Falling, lying or running before or into moving object, undetermined intent 

Ｙ32 モーター車両の衝突， 不慮か故意か決定されないもの 

       Crashing of motor vehicle, undetermined intent 

Ｙ33 その他の明示された事件， 不慮か故意か決定されないもの 

       Other specified events, undetermined intent 

Ｙ34 詳細不明の事件， 不慮か故意か決定されないもの 

       Unspecified event, undetermined intent 

 

法的介入及び戦争行為（Ｙ35－Ｙ36） 

Legal intervention and operations of war 

Ｙ35 法 的 介 入 

       Legal intervention 

 包含： 

   違法者の逮捕又は逮捕の企て， 騒動の鎮圧， 秩序の維持及び他の法的行 

 為の維持の過程において， 勤務中の軍隊， 警察又は他の法施行機関により 

 受けた損傷。  

Ｙ35．0 銃器による法的介入 

  下記を伴う法的介入：  

  ・機関銃 

  ・リボルバー 

  ・ライフル銃弾又はゴム弾 

Ｙ35．1 爆発物による法的介入 

  下記を伴う法的介入： 

  ・ダイナマイト   

  ・破裂弾     

  ・手りゅう弾 

  ・臼砲弾             

Ｙ35．2 ガスによる法的介入 

        

  ガスによる窒息           

  催涙ガスによる損傷  法的介入によるもの 

   ガス中毒  

Ｙ35．3 鈍器による法的介入 

  下記による打撃及び殴打： 

  ・警棒  
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  ・鈍器       法的介入におけるもの 

  ・棒   

Ｙ35．4 鋭利な物体による法的介入 

  銃剣による損傷      法的介入におけるもの 

  切傷 

  刺傷 

Ｙ35．5 合法的処刑 

  司法当局 ［永久又は一時的を問わず］ の命令により実行されたあらゆる処刑，  

  たとえば： 

  ・ガスによる窒息               

  ・打ち首， 断頭（ギロチンによる） 

  ・死刑 

  ・感電                     

  ・絞首 

  ・中毒 

  ・銃撃 

Ｙ35．6 その他の明示された手段による法的介入 

  手荒な扱い 

Ｙ35．7 法的介入， 詳細不明の手段 

Ｙ36 戦 争 行 為 

       Operations of war 

 注：停戦後に生じた戦争行為による損傷は， Ｙ36．8 に分類する。  

 包含： 

   戦争及び暴動による軍人及び一般人の損傷 

Ｙ36．0 海兵器の爆発を伴う戦争行為 

  海上又は港湾での機雷 ＮＯＳ       

  海中爆破                    

  艦砲弾                        

魚雷 

  水上機雷 

  爆雷 

Ｙ36．1 航空機破壊を伴う戦争行為 

  航空機： 

  ・炎上 

  ・爆発 

  ・撃墜 
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  墜落機による破砕  

Ｙ36．2 その他の爆発及び破片を伴う戦争行為 

  下記の不慮の爆発：       

  ・軍需品  

  ・自分の武器  

  対人用の爆弾（破片） 

  （下記の）爆発        戦争行為 

         ・砲弾             におけるもの 

  ・大砲の閉鎖機 

  ・大砲の本体 

  迫撃砲弾   

  下記による破片： 

  ・砲弾  

  ・爆弾 

  ・手りゅう弾 

  ・誘導ミサイル 

  ・地雷     戦争行為 

  ・ロケット弾     におけるもの 

  ・破裂弾 

  ・りゅう散弾  

  機雷ＮＯＳ  

  ※ 爆破 ＮＯＳ   

Ｙ36．3 火事， 火災及び高温物質を伴う戦争行為 

  窒息      

  熱傷         火炎放射器による直接的なもの又は一般兵器による 

  その他の損傷    間接的な火に起因するもの 

  ガソリン爆弾 

Ｙ36．4 銃器及びその他の通常の戦闘を伴う戦争行為 

  戦傷 

  銃剣による損傷 

  銃弾： 

  ・カービン銃 

  ・機関銃 

  ・拳銃 

  ・ライフル銃 

  ・ゴム（ライフル）銃 
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  戦争行為における溺水 ＮＯＳ 

  散弾銃  

Ｙ36．5 核兵器を伴う戦争行為 

  爆破作用 

  核兵器からの電離放射線による被曝 

  しょうい弾作用 

  熱作用 

  核兵器のその他の直接的及び二次的な作用 

Ｙ36．6 生物学的兵器を伴う戦争行為 

Ｙ36．7 化学兵器及びその他の非通常戦闘を伴う戦争行為 

  ガス， フューム及び化学物質 

  レーザー 

Ｙ36．8 停戦後に生じた戦争行為 

戦争中に敷設した爆弾又は地雷の爆発による損傷で， その爆発が停戦後に発生した

もの 

  Ｙ36．0－Ｙ36．7 又はＹ36．9 に分類される戦争行為にもとづく損傷で， 停戦後に発生

したもの 

Ｙ36．9 戦争行為， 詳細不明 

 

内科的及び外科的ケアの合併症（Ｙ40－Ｙ84） 

Complications of medical and surgical care 

 包含： 

   医療用器具の合併症 

   治療上又は予防上の適量で正しく投与された適正な薬物の有害作用 

     外科的及び内科的ケア時における患者に対する医療事故 

     患者の異常反応又は後発合併症を生じた外科的及び内科的処置で， 処置 

 時には事故の記載がないもの 

 除外： 

   薬物の不慮の過量投与もしくは過誤による不適正な薬物の投与又は服用 

    （Ｘ40－Ｘ44）  

 

治療上の使用により有害作用を引き起こした薬物， 薬剤及び 

生物学的製剤（Ｙ40－Ｙ59） 

Drugs, medicaments and biological substances causing adverse 

effects in therapeutic use 

注：４桁細分類項目に分類される薬物のリストについては， 索引の薬物及び化学物質
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の表を参照 

 除外： 

   内科的及び外科的処置における薬物， 薬剤及び生物学的製剤の投与技術 

 上の不慮の事故（Ｙ60－Ｙ69） 

 

Ｙ40 全身性抗生物質 

       Systemic antibiotics 

 除外：  

     局所に適用する抗生物質（Ｙ56.-） 

   抗腫瘍性抗生物質（Ｙ43．3） 

Ｙ40．0 ペニシリン系 

Ｙ40．1 セファロスポリン系及びその他のベータラクタム系抗生物質 

Ｙ40．2 クロラムフェニコール系 

Ｙ40．3 マクロライド系 

Ｙ40．4 テトラサイクリン系 

Ｙ40．5 アミノグリコシド系 

  ストレプトマイシン 

Ｙ40．6 リファマイシン系 

Ｙ40．7 全身性抗真菌性抗生物質 

Ｙ40．8 その他の全身性抗生物質 

Ｙ40．9 全身性抗生物質， 詳細不明 

Ｙ41 その他の全身性抗感染薬及び抗寄生虫薬 

       Other systemic anti-infectives and antiparasitics 

 除外： 

   局所に適用する抗感染薬（Ｙ56.-） 

Ｙ41．0 サルファ剤 

Ｙ41．1 抗ミコバクテリア薬 

 除外：  

     リファマイシン系（Ｙ40．6） 

   ストレプトマイシン（Ｙ40．5） 

Ｙ41．2 抗マラリア薬及びその他の血液寄生性原虫類に作用する薬物 

 除外： 

   ヒドロキシキノリン誘導体（Ｙ41．8） 

Ｙ41．3 その他の抗原虫薬 

Ｙ41．4 駆虫薬  

Ｙ41．5 抗ウイルス薬 
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 除外：  

     アマンタジン（Ｙ46．7） 

   シタラビン（Ｙ43．1） 

Ｙ41．8 その他の明示された全身性抗感染薬及び抗寄生虫薬 

  ヒドロキシキノリン誘導体 

 除外： 

   抗マラリア薬（Ｙ41．2） 

Ｙ41．9 全身性抗感染薬及び抗寄生虫薬， 詳細不明 

Ｙ42 ホルモン類及びその合成代替薬及び拮抗薬， 他に分類されないもの 

Hormones and their synthetic substitutes and antagonists, not elsewhere classified 

 除外： 

   ミネラル＜鉱質＞コルチコイド類及びその拮抗薬（Ｙ54．0－Ｙ54．1） 

     子宮収縮ホルモン類（Ｙ55．0） 

     副甲状腺＜上皮小体＞ホルモン類及び誘導体（Ｙ54．7） 

Ｙ42．0 グルコ＜糖質＞コルチコイド類及びその合成類似薬 

 除外： 

   グルコ＜糖質＞コルチコイド類， 局所用（Ｙ56.-） 

Ｙ42．1 甲状腺ホルモン及びその代替薬 

Ｙ42．2 抗甲状腺薬 

Ｙ42．3 インスリン及び経口血糖降下薬 ［抗糖尿病薬］  

Ｙ42．4 経口避妊薬 

  単独及び複合製剤 

Ｙ42．5 その他の卵胞ホルモン類及び黄体ホルモン類 

  混合物及びその代替薬 

Ｙ42．6 抗性腺刺激ホルモン類， 抗卵胞ホルモン類及び抗男性ホルモン類， 他に分類され 

  ないもの 

  タモキシフェン 

Ｙ42．7 男性ホルモン類及びタンパク＜蛋白＞同化作用薬 

Ｙ42．8 その他及び詳細不明のホルモン類及びその合成代替薬 

  （脳）下垂体前葉ホルモン類 

Ｙ42．9 その他及び詳細不明のホルモン拮抗薬 

Ｙ43 主として全身に作用する薬物 

       Primarily systemic agents 

 除外： 

   ビタミン類 ＮＥＣ（Ｙ57．7）  

Ｙ43．0 抗アレルギー薬及び制吐薬 
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 除外： 

   フェノチアジン系神経抑制薬（Ｙ49．3） 

Ｙ43．1 抗腫瘍性代謝拮抗薬 

  シタラビン 

Ｙ43．2 抗腫瘍性天然物 

Ｙ43．3 その他の抗腫瘍薬 

  抗腫瘍性抗生物質 

 除外： 

   タモキシフェン（Ｙ42．6） 

Ｙ43．4 免疫抑制薬 

Ｙ43．5 酸性化及びアルカリ化剤 

Ｙ43．6 酵素類， 他に分類されないもの 

Ｙ43．8 主として全身に作用するその他の薬物， 他に分類されないもの 

  重金属拮抗薬 

Ｙ43．9 主として全身に作用する薬物， 詳細不明 

Ｙ44 主として血液成分に作用する薬物 

       Agents primarily affecting blood constituents 

Ｙ44．0 鉄製剤及びその他の抗ヘモグロビン＜血色素＞減少性貧血製剤 

Ｙ44．1 ビタミンＢ12， 葉酸及びその他の抗赤芽球性貧血製剤 

Ｙ44．2 抗血液凝固薬 

Ｙ44．3 抗血液凝固薬拮抗薬， ビタミンＫ及びその他の血液凝固薬 

Ｙ44．4 抗血栓薬 ［血小板凝集阻害薬］  

 除外： 

   アセチルサリチル酸（Ｙ45．1） 

     ジピリダモール（Ｙ52．3） 

Ｙ44．5 血栓溶解薬 

Ｙ44．6 血液及び血液分画製剤 

 除外： 

   免疫グロブリン（Ｙ59．3） 

Ｙ44．7 血漿代替物 

Ｙ44．9 血液成分に作用するその他及び詳細不明の薬物 

Ｙ45 鎮痛薬， 解熱薬及び抗炎症薬 

       Analgesics, antipyretics and anti-inflammatory drugs 

Ｙ45．0 オピオイド類＜アヘン関連麻薬＞及び関連鎮痛薬 

Ｙ45．1 サリチル酸類  

Ｙ45．2 プロピオン酸誘導体 
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  プロパン酸誘導体 

Ｙ45．3 その他の非ステロイド系抗炎症薬 ［ＮＳＡＩＤ］  

Ｙ45．4 抗リウマチ薬 

 除外： 

   クロロキン（Ｙ41．2） 

     グルコ＜糖質＞コルチコイド類（Ｙ42．0） 

     サリチル酸類（Ｙ45．1） 

Ｙ45．5 ４-アミノフェノール誘導体 

Ｙ45．8 その他の鎮痛薬及び解熱薬 

Ｙ45．9 鎮痛薬， 解熱薬及び抗炎症薬， 詳細不明 

Ｙ46 抗てんかん薬及びパーキンソン病治療薬 

       Antiepileptics and antiparkinsonism drugs 

 除外： 

   アセタゾラミド（Ｙ54．2） 

   バルビツレートＮＥＣ（Ｙ47．0） 

   ベンゾジアゼピン類（Ｙ47．1）      

   パラアルデヒド（Ｙ47．3） 

Ｙ46．0 コハク酸イミド類 

Ｙ46．1 オキサゾリジンジオン類 

Ｙ46．2 ヒダントイン誘導体 

Ｙ46．3 デオキシバルビツレート 

Ｙ46．4 イミノスチルベン類 

  カルバマゼピン 

Ｙ46．5 バルプロ酸 

Ｙ46．6 その他及び詳細不明の抗てんかん薬 

Ｙ46．7 パーキンソン病治療薬 

  アマンタジン 

Ｙ46．8 鎮けい＜痙＞薬 

 除外： 

   ベンゾジアゼピン類（Ｙ47．1） 

Ｙ47 鎮静薬， 催眠薬及び抗不安薬 

       Sedatives, hypnotics and antianxiety drugs 

Ｙ47．0 バルビツレート， 他に分類されないもの 

 除外： 

   デオキシバルビツレート（Ｙ46．3） 

     チオバルビツレート（Ｙ48．1） 
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Ｙ47．1 ベンゾジアゼピン類 

Ｙ47．2 クロラール誘導体  

Ｙ47．3 パラアルデヒド 

Ｙ47．4 臭素化合物 

Ｙ47．5 鎮静薬と催眠薬の混合物， 他に分類されないもの 

Ｙ47．8 その他の鎮静薬， 催眠薬及び抗不安薬 

  メタカロン 

Ｙ47．9 鎮静薬， 催眠薬及び抗不安薬， 詳細不明 

  睡眠薬： 

  ・水薬 

  ・その他の剤形    ＮＯＳ 

  ・錠剤       

Ｙ48 麻酔薬及び治療用ガス類 

       Anaesthetics and therapeutic gases 

Ｙ48．0 吸入麻酔薬 

Ｙ48．1 静注麻酔薬 

  チオバルビツレート 

Ｙ48．2 その他及び詳細不明の全身麻酔薬 

Ｙ48．3 局所麻酔薬 

Ｙ48．4 麻酔薬， 詳細不明 

Ｙ48．5 治療用ガス類 

Ｙ49 向精神薬， 他に分類されないもの 

       Psychotropic drugs, not elsewhere classified 

 除外： 

   食欲抑制薬 ［食欲低下薬］ （Ｙ57．0） 

   バルビツレートＮＥＣ（Ｙ47．0） 

   ベンゾジアゼピン類（Ｙ47．1） 

        カフェイン（Ｙ50．2） 

        コカイン（Ｙ48．3） 

     メタカロン（Ｙ47．8）          

Ｙ49．0 三環系及び四環系抗うつ薬 

Ｙ49．1 モノアミンオキシダーゼ阻害性抗うつ薬 

Ｙ49．2 その他及び詳細不明の抗うつ薬 

Ｙ49．3 フェノチアジン系抗精神病薬及び神経抑制薬 

Ｙ49．4 ブチロフェノン系及びチオキサンテン系神経抑制薬 

Ｙ49．5 その他の抗精神病薬及び神経抑制薬 
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 除外： 

   ウオルフィア＜ローウオルフィア＞（Ｙ52．5） 

Ｙ49．6 精神変容薬 ［幻覚発現薬］  

Ｙ49．7 乱用される可能性がある興奮薬  

Ｙ49．8 その他の向精神薬， 他に分類されないもの 

Ｙ49．9 向精神薬， 詳細不明 

Ｙ50 中枢神経系興奮薬， 他に分類されないもの 

       Central nervous system stimulants, not elsewhere classified 

Ｙ50．0 興奮薬＜蘇生薬＞ 

Ｙ50．1 オピオイド受容体拮抗薬 

Ｙ50．2 メチルキサンチン類， 他に分類されないもの 

  カフェイン 

 除外： 

   アミノフィリン（Ｙ55．6） 

     テオブロミン（Ｙ55．6） 

     テオフィリン（Ｙ55．6） 

Ｙ50．8 その他の中枢神経系興奮薬 

Ｙ50．9 中枢神経系興奮薬， 詳細不明 

Ｙ51 主として自律神経系に作用する薬物 

       Drugs primarily affecting the autonomic nervous system 

Ｙ51．0 コリンエステラーゼ阻害薬 

Ｙ51．1 その他の副交感神経興奮薬 ［コリン作動薬］  

Ｙ51．2 神経節遮断薬， 他に分類されないもの 

Ｙ51．3 その他の副交感神経遮断薬 ［抗コリン及び抗ムスカリン作動薬］ 及び鎮けい 

  ＜痙＞薬， 他に分類されないもの 

  パパベリン 

Ｙ51．4 アルファアドレナリン受容体作動薬， 他に分類されないもの 

  メタラミノール 

Ｙ51．5 ベータアドレナリン受容体作動薬， 他に分類されないもの 

 除外： 

   サルブタモール（Ｙ55．6） 

Ｙ51．6 アルファアドレナリン受容体拮抗薬， 他に分類されないもの 

 除外： 

   麦角アルカロイド（Ｙ55．0） 

Ｙ51．7 ベータアドレナリン受容体拮抗薬， 他に分類されないもの 

Ｙ51．8 中枢作動性及びアドレナリン作動性神経遮断薬， 他に分類されないもの 
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 除外： 

   クロニジン（Ｙ52．5） 

   グアネチジン（Ｙ52．5）  

Ｙ51．9 主として自律神経系に作用するその他及び詳細不明の薬物 

  アルファアドレナリン受容体及びベータアドレナリン受容体の両者に作動する 

  薬物 

Ｙ52 主として心血管系に作用する薬物 

       Agents primarily affecting the cardiovascular system 

 除外： 

   メタラミノール（Ｙ51．4） 

Ｙ52．0 強心配糖体及び類似作用薬 

Ｙ52．1 カルシウムチャンネル遮断薬 

Ｙ52．2 その他の抗不整脈薬， 他に分類されないもの 

 除外： 

   ベータアドレナリン受容体拮抗薬（Ｙ51．7） 

Ｙ52．3 冠血管拡張薬， 他に分類されないもの 

  ジピリダモール 

 除外： 

   ベータアドレナリン受容体拮抗薬（Ｙ51．7） 

     カルシウムチャンネル遮断薬（Ｙ52．1） 

Ｙ52．4 アンギオテンシン変換酵素阻害薬 

Ｙ52．5 その他の抗高血圧薬， 他に分類されないもの 

  クロニジン 

  グアネチジン 

  ラウオルフィア＜ローウオルフィア＞ 

 除外： 

   ベータアドレナリン受容体拮抗薬（Ｙ51．7） 

     カルシウムチャンネル遮断薬（Ｙ52．1） 

     利尿薬（Ｙ54．0－Ｙ54．5） 

Ｙ52．6 高脂血症治療薬及び動脈硬化治療薬 

Ｙ52．7 末梢血管拡張薬 

  ニコチン酸（誘導体） 

 除外： 

   パパベリン（Ｙ51．3） 

Ｙ52．8 静脈瘤治療薬， 硬化薬を含む 

Ｙ52．9 主として心血管系に作用するその他及び詳細不明の薬物 
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Ｙ53 主として消化器系に作用する薬物 

       Agents primarily affecting the gastrointestinal system 

Ｙ53．0 ヒスタミンＨ2 受容体拮抗薬 

Ｙ53．1 その他の制酸薬及び胃液分泌抑制薬 

Ｙ53．2 刺激性緩下薬  

Ｙ53．3 塩類及び浸透圧性緩下薬 

Ｙ53．4 その他の緩下薬 

  腸し＜弛＞緩薬 

Ｙ53．5 消化薬 

Ｙ53．6 止しゃ薬 

 除外： 

   全身性の抗生物質及びその他の抗感染薬（Ｙ40－Ｙ41） 

Ｙ53．7 催吐薬 

Ｙ53．8 主として消化器系に作用するその他の薬物 

Ｙ53．9 主として消化器系に作用する薬物， 詳細不明 

Ｙ54 主として水分調節， ミネラル＜鉱質＞及び尿酸代謝に作用する薬物 

       Agents primarily affecting water-balance and mineral and uric acid metabolism 

Ｙ54．0 ミネラル＜鉱質＞コルチコイド類 

Ｙ54．1 ミネラル＜鉱質＞コルチコイド拮抗薬 ［アルドステロン拮抗薬］  

Ｙ54．2 炭酸脱水酵素阻害薬 

  アセタゾラミド 

Ｙ54．3 ベンゾチアジアジン誘導体 

Ｙ54．4 ループ ［high-ceiling］利尿薬 

Ｙ54．5 その他の利尿薬 

Ｙ54．6 電解質， カロリー及び水分の平衡薬 

  経口的再水和＜rehydration＞塩類＜経口補水塩類＞ 

Ｙ54．7 石灰化に作用する薬物 

  上皮小体＜副甲状腺＞ホルモン類及び誘導体 

  ビタミンＤ群 

Ｙ54．8 尿酸代謝に作用する薬物 

Ｙ54．9 ミネラル＜鉱質＞塩類， 他に分類されないもの 

Ｙ55 主として平滑筋， 骨格筋及び呼吸器系に作用する薬物 

Agents primarily acting on smooth and skeletal muscles and the respiratory system 

Ｙ55．0 子宮収縮薬 

  麦角アルカロイド 

 除外： 
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   卵胞ホルモン， 黄体ホルモン及びその拮抗薬（Ｙ42．5－Ｙ42．6） 

Ｙ55．1 骨格筋し＜弛＞緩薬 ［神経筋遮断薬］  

 除外： 

   鎮けい＜痙＞薬（Ｙ46．8） 

Ｙ55．2 主として筋肉に作用するその他及び詳細不明の薬物  

Ｙ55．3 鎮咳薬 

Ｙ55．4 去痰薬 

Ｙ55．5 抗感冒薬 

Ｙ55．6 抗喘息薬， 他に分類されないもの 

  アミノフィリン           

  サルブタモール    

  テオブロミン  

        テオフィリン 

 除外：  

    ベータアドレナリン受容体作動薬（Ｙ51．5） 

   （脳）下垂体前葉ホルモン類（Ｙ42．8） 

Ｙ55．7 主として呼吸器系に作用するその他及び詳細不明の薬物 

Ｙ56 主として皮膚及び粘膜に作用する局所用薬物， 眼科用薬， 耳鼻咽喉科用薬及び歯

科用薬 

 Topical agents primarily affecting skin and mucous membrane and ophthalmological,  

 otorhinolaryngological and dental drugs 

 包含： 

   グルコ＜糖質＞コルチコイド， 局所用 

Ｙ56．0 局所に適用する抗真菌薬， 抗感染薬及び抗炎症薬， 他に分類されないもの 

Ｙ56．1 止痒薬 

Ｙ56．2 局所に適用する収れん＜斂＞薬及び界面活性剤 

Ｙ56．3 皮膚軟化薬， 粘滑薬及び保護薬 

Ｙ56．4 角質溶解薬， 角質形成薬及びその他の毛髪治療薬及び製剤 

Ｙ56．5 眼科用薬及び製剤 

Ｙ56．6 耳鼻咽喉科用薬及び製剤 

Ｙ56．7 歯科用薬， 局所用 

Ｙ56．8 その他の局所用薬物 

  殺精子薬 

Ｙ56．9 局所用薬物， 詳細不明 

 

Ｙ57 その他及び詳細不明の薬物及び薬剤 
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       Other and unspecified drugs and medicaments 

Ｙ57．0 食欲抑制薬 ［食欲低下薬］  

Ｙ57．1 脂肪作用薬 

Ｙ57．2 解毒薬及びキレート剤， 他に分類されないもの 

Ｙ57．3 嫌酒薬 

Ｙ57．4 医薬品添加物 

Ｙ57．5 Ｘ線造影剤 

Ｙ57．6 その他の診断薬  

Ｙ57．7 ビタミン類， 他に分類されないもの 

 除外： 

         ニコチン酸（Ｙ52．7） 

   ビタミンＢ12（Ｙ44．1）  

     ビタミンＤ（Ｙ54．7） 

   ビタミンＫ（Ｙ44．3） 

Ｙ57．8 その他の薬物及び薬剤 

Ｙ57．9 薬物又は薬剤， 詳細不明 

Ｙ58 細菌ワクチン 

       Bacterial vaccines 

Ｙ58．0 ＢＣＧワクチン 

Ｙ58．1 腸チフス及びパラチフスワクチン 

Ｙ58．2 コレラワクチン 

Ｙ58．3 ペストワクチン 

Ｙ58．4 破傷風ワクチン 

Ｙ58．5 ジフテリアワクチン 

Ｙ58．6 百日咳ワクチン， 百日咳菌コンポーネントとの混合物を含む 

Ｙ58．8 混合細菌ワクチン， 百日咳菌コンポーネントとの混合物を除く 

Ｙ58．9 その他及び詳細不明の細菌ワクチン 

Ｙ59 その他及び詳細不明のワクチン及び生物学的製剤 

       Other and unspecified vaccines and biological substances 

Ｙ59．0 ウイルスワクチン 

Ｙ59．1 リケッチアワクチン 

Ｙ59．2 原虫ワクチン 

Ｙ59．3 免疫グロブリン 

Ｙ59．8 その他の明示されたワクチン及び生物学的製剤 

Ｙ59．9 ワクチン又は生物学的製剤， 詳細不明 
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外科的及び内科的ケア時における患者に対する医療事故（Ｙ60－Ｙ69） 

Misadventures to patients during surgical and medical care 

 除外： 

   医療用器具の破損、又は不具合（治療中）（移植後）（継続使用）（Y70－ 

   Y82） 

   他に分類される外因による有害事象に関連した医療用器具（V01－Y59,  

 Y85-Y87, Y89） 

 患者の異常反応を生じた外科的及び内科的処置で、処置時には事故の 

 記載がないもの（Y83－Y84） 

 

Ｙ60 外科的及び内科的ケア時における意図しない切断， 穿刺， 穿孔又は出血 

Unintentional cut, puncture, perforation or haemorrhage during surgical and medical 

care 

Ｙ60．0 外科手術時におけるもの 

Ｙ60．1 輸液又は輸血時におけるもの 

Ｙ60．2 腎透析又はその他の潅流時におけるもの 

Ｙ60．3 注射又はワクチン接種時におけるもの 

Ｙ60．4 内視鏡検査時におけるもの 

Ｙ60．5 心（臓）カテーテル法実施時におけるもの 

Ｙ60．6 吸引， 穿刺及びその他のカテーテル法実施時におけるもの 

Ｙ60．7 浣腸時におけるもの 

Ｙ60．8 その他の外科的及び内科的ケア時におけるもの 

Ｙ60．9 詳細不明の外科的及び内科的ケア時におけるもの 

Ｙ61 外科的及び内科的ケア時における不慮の体内残留異物 

       Foreign object accidentally left in body during surgical and medical care 

Ｙ61．0 外科手術時におけるもの 

Ｙ61．1 輸液又は輸血時におけるもの 

Ｙ61．2 腎透析又はその他の潅流時におけるもの 

Ｙ61．3 注射又はワクチン接種時におけるもの 

Ｙ61．4 内視鏡検査時におけるもの 

Ｙ61．5 心（臓）カテーテル法実施時におけるもの 

Ｙ61．6 吸引， 穿刺及びその他のカテーテル法実施時におけるもの 

Ｙ61．7 カテーテル又は填塞物の除去時におけるもの 

Ｙ61．8 その他の外科的及び内科的ケア時におけるもの 

Ｙ61．9 詳細不明の外科的及び内科的ケア時におけるもの 

Ｙ62 外科的及び内科的ケア時における無菌的処理の失敗 
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       Failure of sterile precautions during surgical and medical care 

Ｙ62．0 外科手術時におけるもの  

Ｙ62．1 輸液又は輸血時におけるもの 

Ｙ62．2 腎透析又はその他の潅流時におけるもの 

Ｙ62．3 注射又はワクチン接種時におけるもの 

Ｙ62．4 内視鏡検査時におけるもの 

Ｙ62．5 心（臓）カテーテル法実施時におけるもの 

Ｙ62．6 吸引， 穿刺及びその他のカテーテル法実施時におけるもの 

Ｙ62．8 その他の外科的及び内科的ケア時におけるもの 

Ｙ62．9 詳細不明の外科的及び内科的ケア時におけるもの 

Ｙ63 外科的及び内科的ケア時における投与量の誤り 

       Failure in dosage during surgical and medical care 

 除外： 

   薬物の不慮の過量投与又は過誤による不適正な薬物の投与（Ｘ40－Ｘ44） 

Ｙ63．0 輸血又は輸液時における血液又はその他の液体の過剰 

Ｙ63．1 輸液時に使用された液体の不正確な希釈 

Ｙ63．2 放射線治療時における過剰照射 

Ｙ63．3 内科的ケア時における不注意による患者の放射線被爆 

Ｙ63．4 電気ショック又はインスリンショック療法における量の誤り 

Ｙ63．5 局所への貼用及びパックにおける温度不適     

Ｙ63．6 必要な薬物， 薬剤又は生物学的製剤の無投与 

Ｙ63．8 その他の外科的及び内科的ケア時における投与量の誤り 

Ｙ63．9 詳細不明の外科的及び内科的ケア時における投与量の誤り 

Ｙ64 汚染された医薬品又は生物学的製剤 

       Contaminated medical or biological substances 

Ｙ64．0 汚染された医薬品又は生物学的製剤， 輸血又は輸液されたもの 

Ｙ64．1 汚染された医薬品又は生物学的製剤， 注射又は予防接種に使用されたもの 

Ｙ64．8 その他の手段で投与された汚染された医薬品又は生物学的製剤 

Ｙ64．9 詳細不明の手段で投与された汚染された医薬品又は生物学的製剤 

  汚染された医薬品又は生物学的製剤の投与 ＮＯＳ 

Ｙ65 外科的及び内科的ケア時におけるその他の事故 

       Other misadventures during surgical and medical care 

Ｙ65．0 輸血に使用された不適合血液 

Ｙ65．1 輸液に使用された不適切な液体 

Ｙ65．2 外科手術における縫合又は結紮の失敗 

Ｙ65．3 麻酔処置における気管チューブの誤装着  
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Ｙ65．4 その他のチューブ又は装置の着脱の失敗 

Ｙ65．5 不適正な手術の実施 

Ｙ65．8 外科的及び内科的ケア時におけるその他の明示された事故 

Ｙ66 外科的及び内科的ケアの非実施 

       Nonadministration of surgical and medical care 

 包含： 

   外科的及び内科的ケアのとりやめ 

Ｙ69 外科的及び内科的ケア時における詳細不明の事故 

 Unspecified misadventure during surgical and medical care 

 

治療及び診断に用いて副反応を起こした医療用器具（Ｙ70－Ｙ82） 

Medical devices associated with adverse incidents in diagnostic 

and therapeutic use 

 包含： 

   医療用器具の破損又は不具合（治療中）（移植後）（継続使用） 

 除外：  

    医療用器具の使用後に合併症を生じた処置で医療用器具の破損又は不具合の 

    記載がないもの（Y83－Y84） 

  他に分類される外因による有害事象に関連した医療用器具（V01－Y59, Y85－ 

  Y87, Y89） 

  外科的及び内科的ケア時における患者に対する医療事故，Y60－Y69 に分類され

るもの（Y60－Y69）   

  下記の４桁細分類項目は項目Ｙ70－Ｙ82 に使用する： 

  ．0  診断及びモニター用器具 

  ．1  治療（外科手術以外）及びリハビリテーション器具 

  ．2  プロステーシス及びその他の挿入物， 材料及び付属器具 

  ．3  外科用機械， 材料及び器具（縫合を含む） 

  ．8  その他の器具， 他に分類されないもの 

 

Ｙ70 副反応を起こした麻酔科用器具 

       Anaesthesiology devices associated with adverse incidents 

Ｙ71 副反応を起こした循環器科用器具 

       Cardiovascular devices associated with adverse incidents 

Ｙ72 副反応を起こした耳鼻咽喉科用器具 

       Otorhinolaryngological devices associated with adverse incidents 

Ｙ73 副反応を起こした胃腸科用及び泌尿器科用器具 
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       Gastroenterology and urology devices associated with adverse incidents 

Ｙ74 副反応を起こした一般的な病院用及び個人用器具 

       General hospital and personal-use devices associated with adverse incidents 

Ｙ75 副反応を起こした神経科用器具 

       Neurological devices associated with adverse incidents 

Ｙ76 副反応を起こした産婦人科用器具 

       Obstetric and gynaecological devices associated with adverse incidents 

Ｙ77 副反応を起こした眼科用器具  

       Ophthalmic devices associated with adverse incidents 

Ｙ78 副反応を起こした放射線科用器具 

       Radiological devices associated with adverse incidents 

Ｙ79 副反応を起こした整形外科用器具 

       Orthopaedic devices associated with adverse incidents 

Ｙ80 副反応を起こした身体医学＜physical medicine＞用器具 

       Physical medicine devices associated with adverse incidents 

Ｙ81 副反応を起こした一般外科用及び形成外科用器具 

       General- and plastic-surgery devices associated with adverse incidents 

Ｙ82 副反応を起こしたその他及び詳細不明の医療用器具 

       Other and unspecified medical devices associated with adverse incidents 

 

患者の異常反応又は後発合併症を生じた外科的及びその他 

の医学的処置で， 処置時には事故の記載がないもの（Ｙ83－Ｙ84） 

Surgical and other medical procedures as the cause of abnormal 

reaction of the patient, or of later complication, without mention of  

misadventure at the time of the procedure 

 除外：  

   医療用器具の破損又は不具合（治療中）（移植後）（継続使用）（Y70－Y82） 

   他に分類される外因による有害事象に関連した医療用器具（V01－Y59, Y85－

Y87, Y89） 

   外科的及び内科的ケア時における患者に対する医療事故，Y60－Y69 に分類され

るもの（Y60－Y69） 

 

Ｙ83 患者の異常反応又は後発合併症を生じた外科手術及びその他の外科的処置で，  

 処置時には事故の記載がないもの 

 Surgical operation and other surgical procedures as the cause of abnormal reaction 

of the patient, or of later complication, without mention of misadventure at the time of 

the procedure 

Ｙ83．0 器官全体の移植を伴う外科手術 
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Ｙ83．1 人工体内器具の植込みを伴う外科手術 

Ｙ83．2 吻合， バイパス又は移植を伴う外科手術 

Ｙ83．3 外部ストマ形成を伴う外科手術 

Ｙ83．4 その他の再建手術 

Ｙ83．5 （四）肢切断 

Ｙ83．6 その他の器官（一部）（全部）の除去 

Ｙ83．8 その他の外科的処置 

Ｙ83．9 外科的処置， 詳細不明 

Ｙ84 患者の異常反応又は後発合併症を生じたその他の医学的処置で， 処置時には事故  

 の記載がないもの 

       Other medical procedures as the cause of abnormal reaction of the patient, or of 

 later complication, without mention of misadventure at the time of the procedure 

Ｙ84．0 心（臓）カテーテル法 

Ｙ84．1 腎透析 

Ｙ84．2 放射線医学的処置及び放射線治療 

Ｙ84．3 ショック療法 

Ｙ84．4 体液の吸引  

Ｙ84．5 胃又は十二指腸ゾンデの挿入 

Ｙ84．6 尿路カテーテル法 

Ｙ84．7 採血 

Ｙ84．8 その他の医学的処置 

Ｙ84．9 医学的処置， 詳細不明 

 

傷病及び死亡の外因の続発・後遺症（Ｙ85－Ｙ89） 

Sequelae of external causes of morbidity and mortality 

  注：項目Ｙ85－Ｙ89 は， 続発・後遣症又は 「後遺症」 （それ自身は他に分類される）

が死亡， 機能障害又は能力低下の原因となった状況を示すために使用する。  

続発・後遺症とは， 続発・後遺症と報告された病態又は事件後１年以上後 

に 「後遺症」 として生じている病態を含む。  

慢性中毒及び有害な曝露については使用しない。現在の中毒及び有害な曝露に 

コードする。 

 

Ｙ85 交通事故の続発・後遺症 

       Sequelae of transport accidents 

Ｙ85．0 モーター車両事故の続発・後遺症 

Ｙ85．9 その他及び詳細不明の交通事故の続発・後遺症 
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Ｙ86 その他の不慮の事故の続発・後遺症 

       Sequelae of other accidents 

Ｙ87 故意の自傷， 加害にもとづく傷害及び不慮か故意か決定されない事件 

 の続発・後遺症 

 Sequelae of intentional self-harm, assault and events of undetermined intent 

Ｙ87．0 故意の自傷の続発・後遺症 

Ｙ87．1 加害にもとづく傷害の続発・後遺症 

Ｙ87．2 不慮か故意か決定されない事件の続発・後遺症 

Ｙ88 外因としての外科的及び内科的ケアの続発・後遺症 

       Sequelae with surgical and medical care as external cause 

Ｙ88．0 薬物， 薬剤及び生物学的製剤の治療上の使用により生じた有害作用の続発・後遺症 

Ｙ88．1 外科的又は内科的ケア時における患者に対する医療事故の続発・後遺症 

Ｙ88．2 診断及び治療に用いて生じた医療器具による有害作用の続発・後遺症 

Ｙ88．3 患者の異常反応又は後発合併症を生じた外科的及び内科的処置の続発・後遺 

 症，処置時には事故の記載がないもの  

Ｙ89 その他の外因の続発・後遺症 

       Sequelae of other external causes 

Ｙ89．0 法的介入の続発・後遺症 

Ｙ89．1 戦争行為の続発・後遺症 

Ｙ89．9 詳細不明の外因の続発・後遺症 

 

他に分類される傷病及び死亡の原因に関係する補助的因子（Ｙ90－Ｙ98） 

Supplementary factors related to causes of morbidity and mortality  

classified elsewhere 

  注：本項目は傷病と死亡の原因に関して補足的な情報を与えるために使用する。 本項

目は傷病又は死亡の単一病態のコーディングとしては使用しない。  

 

Ｙ90 血中アルコール濃度によるアルコールの関与の証明 

       Evidence of alcohol involvement determined by blood alcohol level 

Ｙ90．0 血中アルコール濃度 20mg／100ml 未満 

Ｙ90．1 血中アルコール濃度 20－39mg／100ml 

Ｙ90．2 血中アルコール濃度 40－59mg／100ml 

Ｙ90．3 血中アルコール濃度 60－79mg／100ml 

Ｙ90．4 血中アルコール濃度 80－99mg／100ml 

Ｙ90．5 血中アルコール濃度 100－119mg／100ml 

Ｙ90．6 血中アルコール濃度 120－199mg／100ml 
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Ｙ90．7 血中アルコール濃度 200－239mg／100ml 

Ｙ90．8 血中アルコール濃度 240mg／100ml 以上 

Ｙ90．9 血中にアルコールが存在するが， 濃度は不明 

Ｙ91 中毒の程度によるアルコールの関与の証明 

       Evidence of alcohol involvement determined by level of intoxication 

 除外： 

   血中アルコール濃度によるアルコールの関与の証明（Ｙ90.-） 

Ｙ91．0 軽度のアルコール中毒 

  呼気のアルコール臭あり， 機能と反応の軽度の行動障害又は協調運動の軽度の 

  障害 

Ｙ91．1 中等度のアルコール中毒 

  呼気のアルコール臭あり， 機能と反応の中等度の行動障害又は協調運動の中等 

  度の障害 

Ｙ91．2 高度のアルコール中毒 

  機能と反応の高度の行動障害， 協調運動の高度の障害又は協同能力の障害  

Ｙ91．3 極度のアルコール中毒 

  機能と反応の極度の行動障害， 協調運動の極度の障害又は協同能力の喪失 

Ｙ91．9 アルコールの関与， 他に記載のないもの 

  アルコールの関与の推定 ＮＯＳ 

Ｙ95 病院内の環境等に関連した病態 

       Nosocomial condition 

Ｙ96 職業に関連した病態 

       Work-related condition 

Ｙ97 環境汚染に関連した病態 

       Environmental-pollution-related condition 

Ｙ98 生活様式に関連した病態 

       Lifestyle-related condition 

 

 


