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第Ⅰ章 感染症及び寄生虫症（A00－B99） 

Chapter I Certain infectious and parasitic diseases 

 

抗菌薬への耐性を分類する必要がある場合には追加コード（Ｕ82－Ｕ84）を使用する。  

包含： 

伝染又は伝播すると一般的に認識される疾患 

除外： 

局所感染－身体系統に関連する章を参照 

インフルエンザ及びその他の急性呼吸器感染症（Ｊ00－Ｊ22） 

妊娠， 分娩及び産じょく＜褥＞に合併した感染症及び寄生虫症 ［産科的破傷風を除く］（Ｏ

98.-） 

周産期に特有の感染症及び寄生虫症 ［新生児破傷風， 先天梅毒， 周産期淋菌感染症

及び周産期ヒト免疫不全ウイルス ［ＨＩＶ］ 病を除く］（Ｐ35－Ｐ39） 

感染症のキャリア＜病原体保有者＞又はキャリア＜病原体保有者＞の疑いのある者（Ｚ22.-） 

 

本章は次の中間分類項目を含む： 

Ａ00－Ａ09 腸管感染症 

Ａ15－Ａ19 結核 

Ａ20－Ａ28 人畜共通細菌性疾患 

Ａ30－Ａ49 その他の細菌性疾患 

Ａ50－Ａ64 主として性的伝播様式をとる感染症 

Ａ65－Ａ69 その他のスピロヘータ疾患 

Ａ70－Ａ74 クラミジアによるその他の疾患 

Ａ75－Ａ79 リケッチア症 

Ａ80－Ａ89 中枢神経系のウイルス感染症 

Ａ90－Ａ99 節足動物媒介ウイルス熱及びウイルス性出血熱 

Ｂ00－Ｂ09 皮膚及び粘膜病変を特徴とするウイルス感染症 

Ｂ15－Ｂ19 ウイルス性肝炎 

Ｂ20－Ｂ24 ヒト免疫不全ウイルス ［ＨＩＶ］ 病 

Ｂ25－Ｂ34 その他のウイルス性疾患 

Ｂ35－Ｂ49 真菌症 
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Ｂ50－Ｂ64 原虫疾患 

Ｂ65－Ｂ83 ぜん＜蠕＞虫症 

Ｂ85－Ｂ89 シラミ症， ダニ症及びその他の動物寄生症 

Ｂ90－Ｂ94 感染症及び寄生虫症の続発・後遺症 

Ｂ95－Ｂ98 細菌， ウイルス及びその他の病原体 

Ｂ99       その他の感染症  

 

腸管感染症（Ａ00－Ａ09） 

Intestinal infectious diseases 

 

Ａ00 コ レ ラ 

 Cholera 

Ａ00．0 コレラ菌によるコレラ 

   古典的＜アジア＞コレラ 

Ａ00．1 エルトールコレラ菌によるコレラ 

  エルトールコレラ 

Ａ00．9 コレラ， 詳細不明 

Ａ01 腸チフス及びパラチフス 

 Typhoid and paratyphoid fevers 

Ａ01．0 腸チフス 

  チフス菌による感染症 

Ａ01．1 パラチフスＡ 

Ａ01．2 パラチフスＢ 

Ａ01．3 パラチフスＣ 

Ａ01．4 パラチフス， 詳細不明 

  パラチフス菌による感染症 ＮＯＳ 

Ａ02 その他のサルモネラ感染症 

 Other salmonella infections 

 包含： 

   チフス菌及びパラチフス菌以外のサルモネラ属菌種による感染症又は食中毒 

Ａ02．0 サルモネラ腸炎 

  サルモネラ症 

Ａ02．1 サルモネラ敗血症 

Ａ02．2 局所的サルモネラ感染症 

  サルモネラ： 
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  ・関節炎†（Ｍ01．3＊） 

  ・髄膜炎†（Ｇ01＊） 

  ・骨髄炎†（Ｍ90．2＊） 

  ・肺炎†（Ｊ17．0＊） 

  ・腎尿細管間質性疾患†（Ｎ16．0＊） 

Ａ02．8 その他の明示されたサルモネラ感染症 

Ａ02．9 サルモネラ感染症， 詳細不明  

Ａ03 細菌性赤痢 

 shigellosis 

Ａ03．0 志賀菌による細菌性赤痢 

  Ａ群細菌性赤痢 ［志賀・クルーゼ＜Kruse＞赤痢］  

Ａ03．1 フレクスナー菌による細菌性赤痢 

  Ｂ群細菌性赤痢 

Ａ03．2 ボイド菌による細菌性赤痢 

  Ｃ群細菌性赤痢 

Ａ03．3 ソンネ菌による細菌性赤痢 

  Ｄ群細菌性赤痢 

Ａ03．8 その他の細菌性赤痢 

Ａ03．9 細菌性赤痢， 詳細不明 

  細菌性赤痢 ＮＯＳ 

Ａ04 その他の細菌性腸管感染症 

 Other bacterial intestinal infections 

 除外： 

   食中毒， 他に分類されるもの 

   結核性腸炎（Ａ18．3） 

Ａ04．0 腸管病原性大腸菌感染症 

Ａ04．1 腸管毒素原性大腸菌感染症 

Ａ04．2 腸管組織侵襲性大腸菌感染症 

Ａ04．3 腸管出血性大腸菌感染症 

Ａ04．4 その他の大腸菌性腸管感染症 

  大腸菌性腸炎 ＮＯＳ 

Ａ04．5 カンピロバクター腸炎 

Ａ04．6 エルシニア エンテロコリチカによる腸炎 
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 除外： 

   腸管外エルシニア症（Ａ28．2） 

Ａ04．7 クロストリジウム・ディフィシルによる腸炎 

  クロストリジウム・ディフィシルによる食中毒 

  偽膜性大腸炎 

Ａ04．8 その他の明示された細菌性腸管感染症 

Ａ04．9 細菌性腸管感染症， 詳細不明 

  細菌性腸炎 ＮＯＳ  

Ａ05 その他の細菌性食中毒， 他に分類されないもの 

 Other bacterial foodborne intoxications, not elsewhere classified 

 除外：  

   クロストリジウム・ディフィシルによる食中毒及び感染症(Ａ04．7) 

   大腸菌 感染症 (Ａ04.0－Ａ04.4) 

   リステリア症（Ａ32.-） 

   サルモネラ食中毒及び感染症（Ａ02.-） 

   有毒性食品の毒作用（Ｔ61－Ｔ62） 

Ａ05．0 ブドウ球菌性食中毒 

Ａ05．1 ボツリズム＜ボツリヌス中毒＞ 

  ボツリヌス菌による古典的食中毒 

Ａ05．2 ウェルシュ菌食中毒 

  え＜壊＞死性腸炎 

  豚腹病＜pig-bel＞ ＜ウェルシュ菌腸炎＞ 

Ａ05．3 腸炎ビブリオ食中毒 

Ａ05．4 セレウス菌食中毒 

Ａ05．8 その他の明示された細菌性食中毒 

Ａ05．9 細菌性食中毒， 詳細不明 

Ａ06 アメーバ症 

 Amoebiasis 

 包含： 

   赤痢アメーバによる感染症 

 除外： 

   その他の原虫性腸疾患（Ａ07.-） 

Ａ06．0 急性アメーバ赤痢 
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  急性アメーバ症 

  腸アメーバ症 ＮＯＳ 

Ａ06．1 慢性腸アメーバ症 

Ａ06．2 アメーバ性非赤痢性大腸炎 

Ａ06．3 腸管アメーバ肉芽腫 

  アメーバ肉芽腫 ＮＯＳ 

Ａ06．4 アメーバ性肝膿瘍 

  肝アメーバ症 

Ａ06．5† アメーバ性肺膿瘍（Ｊ99．8＊） 

  アメーバ性肺（及び肝）膿瘍 

Ａ06．6† アメーバ性脳膿瘍（Ｇ07＊） 

  アメーバ性脳（及び肝）（及び肺）膿瘍 

Ａ06．7 皮膚アメーバ症 

Ａ06．8 その他の部位のアメーバ感染症 

  アメーバ性： 

  ・虫垂炎 

  ・亀頭炎†（Ｎ51．2＊） 

Ａ06．9 アメーバ症， 詳細不明 

Ａ07 その他の原虫性腸疾患 

 Other protozoal intestinal diseases 

Ａ07．0 バランチジウム症 

  バランチジウム性赤痢 

Ａ07．1 ジアルジア症 ［ランブル鞭毛虫症］  

Ａ07．2 クリプトスポリジウム症 

Ａ07．3 イソスポラ症 

  戦争イソスポラ及びヒトイソスポラによる感染症 

  腸コクシジウム症 

Ａ07．8 その他の明示された原虫性腸疾患 

  腸トリコモナス症 

  サルコチスティス症＜肉胞子虫症＞ 

  サルコスポリジウム症＜肉胞子虫症＞ 

Ａ07．9 原虫性腸疾患， 詳細不明 

  鞭毛虫性下痢 
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  原虫性： 

  ・大腸炎 

  ・下 痢 

  ・赤 痢 

Ａ08 ウイルス性及びその他の明示された腸管感染症 

 Viral and other specified intestinal infections 

 除外： 

   胃腸障害を伴うインフルエンザ（J09， J10．8，J11．8） 

Ａ08．0 ロタウイルス性腸炎 

Ａ08．1 ノーウォーク様ウイルスによる急性胃腸症 

  小型球形ウイルス性腸炎 

Ａ08．2 アデノウイルス性腸炎 

Ａ08．3 その他のウイルス性腸炎 

Ａ08．4 ウイルス性腸管感染症， 詳細不明 

  ウイルス性： 

  ・腸炎 ＮＯＳ 

  ・胃腸炎 ＮＯＳ 

  ・胃腸症 ＮＯＳ 

Ａ08．5 その他の明示された腸管感染症 

Ａ08．5ａ 伝染性下痢症 

Ａ08．5ｂ その他 

Ａ09 その他の胃腸炎及び大腸炎， 感染症及び詳細不明の原因によるもの 

 Other gastroenteritis and colitis of infectious and unspecified origin 

 除外： 

   細菌， 原虫， ウイルス及びその他の明示された病原体によるもの（Ａ00－Ａ08） 

   非感染性（非感染性参照）下痢（Ｋ52．9） 

   非感染性（非感染性参照）下痢： 

   ・新生児（Ｐ78．3） 

Ａ09．0 感染症が原因のその他及び詳細不明の胃腸炎及び大腸炎 

  腸カタル 

  下痢： 

  ・急性血性 

  ・急性出血性 

  ・急性水様性 

  ・赤痢様 

  ・流行性 
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  感染性又は敗血症性 

・大腸炎 

  ・腸炎        ＮＯＳ出血性 

  ・胃腸炎 

  感染性下痢ＮＯＳ 

Ａ09．9 詳細不明の原因による胃腸炎及び大腸炎 

 

結  核（Ａ15－Ａ19） 

Tuberculosis 

 包含： 

   結核菌及びウシ型結核菌による感染症 

 除外： 

   先天性結核（Ｐ37．0） 

   結核を起こした HIV 病（Ｂ20．0） 

   結核を伴うじん＜塵＞肺（症）（J65） 

   結核の続発・後遺症（Ｂ90.-） 

   珪肺結核（J65） 

 

Ａ15 呼吸器結核， 細菌学的又は組織学的に確認されたもの 

 Respiratory tuberculosis, bacteriologically and histologically confirmed 

Ａ15．0 肺結核， 培養の有無にかかわらず喀痰鏡検により確認されたもの 

  結核性： 

  ・気管支拡張症 

  ・肺線維症      培養の有無にかかわらず喀痰鏡検により確認されたもの 

  ・肺 炎 

  ・気 胸 

Ａ15．1 肺結核， 培養のみにより確認されたもの 

  培養のみにより確認されたＡ15．0 に記載された病態 

Ａ15．2 肺結核， 組織学的に確認されたもの 

  組織学的に確認されたＡ15．0 に記載された病態 

Ａ15．3 肺結核， 確認されてはいるが， その方法については詳細不明のもの 

  確認されてはいるが， その方法が細菌学的なものか組織学的なものかわからない 

  Ａ15．0 に記載された病態 

Ａ15．4 胸腔内リンパ節結核， 細菌学的又は組織学的に確認されたもの 

  リンパ節結核： 
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  ・肺 門   

  ・縦 隔       細菌学的又は組織学的に確認されたもの 

  ・気管気管支 

 除外： 

   初感染と明示された場合（Ａ15．7） 

Ａ15．5 喉頭， 気管及び気管支の結核， 細菌学的又は組織学的に確認されたもの 

  結核： 

  ・気管支 

  ・声 門      細菌学的又は組織学的に確認されたもの 

  ・喉 頭 

  ・気 管 

Ａ15．6 結核性胸膜炎， 細菌学的又は組織学的に確認されたもの 

  胸膜結核      細菌学的又は組織学的に確認されたもの 

  結核性膿胸              

 除外： 

   初感染呼吸器結核， 細菌学的又は組織学的に確認されたもの 

   （Ａ15．7） 

Ａ15．7 初感染呼吸器結核， 細菌学的又は組織学的に確認されたもの  

Ａ15．8 その他の呼吸器結核， 細菌学的又は組織学的に確認されたもの 

  縦隔結核    

  鼻咽頭結核        細菌学的又は組織学的に確認されたもの 

  鼻結核 

  副鼻腔結核 ［各洞］  

Ａ15．9 詳細不明の呼吸器結核， 細菌学的又は組織学的に確認されたもの 

Ａ16 呼吸器結核， 細菌学的又は組織学的に確認されていないもの 

 Respiratory tuberculosis, not confirmed bacteriologically or histologicaｌｌｙ 

Ａ16．0 肺結核， 細菌学的及び組織学的検査陰性のもの 

  結核性：   

  ・気管支拡張症 

  ・肺線維症       細菌学的及び組織学的検査陰性のもの 

  ・肺 炎   

  ・気 胸   

Ａ16．1 肺結核， 細菌学的及び組織学的検査が実施されていないもの 
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  細菌学的及び組織学的検査が実施されていないＡ16．0 に記載された病態 

Ａ16．2 肺結核， 細菌学的又は組織学的確認の記載がないもの 

  肺結核       

  結核性：      

  ・気管支拡張症   ＮＯＳ（細菌学的又は組織学的確認の記載が  

  ・肺線維症      ないもの） 

  ・肺 炎     

  ・気 胸     

Ａ16．3 胸腔内リンパ節結核， 細菌学的又は組織学的確認の記載がないもの 

  リンパ節結核：   

  ・肺 門         

  ・胸腔内       ＮＯＳ（細菌学的又は組織学的確認の記載が 

  ・縦 隔        ないもの） 

  ・気管気管支 

 除外： 

   初感染と明示された場合（Ａ16．7）  

Ａ16．4 喉頭， 気管及び気管支の結核， 細菌学的又は組織学的確認の記載がないもの 

  結核： 

  ・気管支  

  ・声門       ＮＯＳ（細菌学的又は組織学的確認の記載がないもの） 

  ・喉頭        

  ・気管   

Ａ16．5 結核性胸膜炎， 細菌学的又は組織学的確認の記載がないもの 

  胸膜結核   

  結核性： 

  ・膿胸       ＮＯＳ（細菌学的又は組織学的確認の記載がないもの） 

  ・胸膜炎      

 除外： 

   初感染呼吸器結核の場合（Ａ16．7） 

Ａ16．7 初感染呼吸器結核， 細菌学的又は組織学的確認の記載がないもの 

  初感染呼吸器結核 ＮＯＳ 

  結核初期変化群   
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Ａ16．8 その他の呼吸器結核， 細菌学的又は組織学的確認の記載がないもの 

  縦隔結核       

  鼻咽頭結核         ＮＯＳ（細菌学的又は組織学的確認の記載がないもの） 

  鼻結核             

  副鼻腔結核 ［各洞］ 

Ａ16．9 詳細不明の呼吸器結核， 細菌学的又は組織学的確認の記載がないもの 

  呼吸器結核 ＮＯＳ 

  結核 ＮＯＳ 

Ａ17† 神経系結核 

 Tuberculosis of nervous system 

Ａ17．0† 結核性髄膜炎（Ｇ01＊） 

  （脳）（脊）髄膜結核 

  結核性軟膜炎 

Ａ17．1† 髄膜（性）結核腫（Ｇ07＊） 

 Tuberculosis of nervous system 

  髄膜の結核腫  

Ａ17．8† その他の神経系結核 

  脳（Ｇ07＊）          結核腫 

                    の 

      脊髄（Ｇ07＊）         結核 

  結核性： 

  ・脳膿瘍（Ｇ07＊） 

  ・髄膜脳炎（Ｇ05．0＊） 

  ・脊髄炎（Ｇ05．0＊） 

  ・多発（性）ニューロパチ＜シ＞ー（Ｇ63．0＊） 

Ａ17．9† 神経系結核， 詳細不明（Ｇ99．8＊） 

Ａ18 その他の臓器の結核 

 Tuberculosis of other organs 

Ａ18．0† 骨及び関節の結核 

  結核： 

  ・股関節部（Ｍ01．1＊） 

  ・膝（Ｍ01．1＊） 

  ・脊柱（Ｍ49．0＊） 
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  結核性： 

  ・関節炎（Ｍ01．1＊） 

  ・乳（様）突（起）炎（Ｈ75．0＊） 

  ・骨え＜壊＞死（Ｍ90．0＊） 

  ・骨炎（Ｍ90．0＊） 

  ・骨髄炎（Ｍ90．0＊） 

  ・滑膜炎（Ｍ68．0＊） 

  ・腱滑膜炎（Ｍ68．0＊） 

Ａ18．1 腎尿路生殖器系の結核 

  結核： 

  ・膀胱†（Ｎ33．0＊） 

  ・子宮頚（部）†（Ｎ74．0＊） 

  ・腎†（Ｎ29．1＊） 

  ・男性生殖器†（Ｎ51.-＊） 

  ・尿管†（Ｎ29．1＊） 

  結核性女性骨盤炎症性疾患†（Ｎ74．1＊） 

Ａ18．2 結核性末梢（性）リンパ節症 

  結核性リンパ節炎 

 除外： 

   リンパ節結核： 

   ・胸腔内（Ａ15．4， Ａ16．3） 

   ・腸間膜及び後腹膜（Ａ18．3） 

   結核性気管気管支腺症＜アデノパシー＞（Ａ15．4， Ａ16．3） 

Ａ18．3 腸， 腹膜及び腸間膜リンパ節の結核 

  結核： 

  ・肛門及び直腸†（Ｋ93．0＊） 

  ・腸（大）（小）†（Ｋ93．0＊） 

  ・後腹膜（リンパ節） 

  結核性： 

  ・腹水 

  ・腸炎†（Ｋ93．0＊） 

  ・腹膜炎†（Ｋ67．3＊） 
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Ａ18．4 皮膚及び皮下組織の結核 

  硬結性紅斑， 結核性＜バザン硬結性紅斑＞ 

  狼瘡： 

  ・潰瘍性 

  ・尋常性： 

 ・ＮＯＳ 

  ・眼瞼†（Ｈ03．1＊） 

  皮膚腺病 

 除外： 

   エリテマトーデス＜紅斑性狼瘡＞（Ｌ93.-） 

   ・全身性（Ｍ32.-） 

Ａ18．5 眼の結核 

  結核性： 

  ・脈絡網膜炎†（Ｈ32．0＊） 

  ・上強膜炎†（Ｈ19．0＊） 

  ・間質性角膜炎†（Ｈ19．2＊） 

  ・虹彩毛様体炎†（Ｈ22．0＊） 

  ・角結膜炎（間質性）（フリクテン性）†（Ｈ19．2＊） 

 除外： 

   眼瞼の尋常性狼瘡（Ａ18．4） 

Ａ18．6 耳の結核 

  結核性中耳炎†（Ｈ67．0＊） 

 除外： 

   結核性乳（様）突（起）炎（Ａ18．0†） 

Ａ18．7† 副腎の結核（Ｅ35．1＊） 

  アジソン＜Addison＞病， 結核性 

Ａ18．8 その他の明示された臓器の結核 

  結核： 

  ・心内膜†（Ｉ39．8＊） 

  ・心筋†（Ｉ41．0＊） 

  ・食道†（Ｋ23．0＊） 

  ・心膜†（Ｉ32．0＊） 
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  ・甲状腺†（Ｅ35．0＊） 

  結核性脳動脈炎†（Ｉ68．1＊） 

Ａ19 粟 粒 結 核 

 Miliary tuberculosis 

 包含： 

   結核： 

   ・播種性 

   ・全身性 

   結核性多発性漿膜炎 

Ａ19．0 急性粟粒結核， 単一の明示された部位 

Ａ19．1 急性粟粒結核， 多部位 

Ａ19．2 急性粟粒結核， 詳細不明 

Ａ19．8 その他の粟粒結核 

Ａ19．9 粟粒結核， 詳細不明 

 

人畜共通細菌性疾患（Ａ20－Ａ28） 

Certain zoonotic bacterial diseases 

 

Ａ20 ペ ス ト 

 Plague 

 包含： 

   ペスト菌による感染症 

Ａ20．0 腺ペスト 

Ａ20．1 皮膚結合織ペスト 

Ａ20．2 肺ペスト 

Ａ20．3 ペスト髄膜炎 

Ａ20．7 ペスト敗血症 

Ａ20．8 その他の型のペスト 

  不全型ペスト 

  無症候性ペスト 

  小ペスト 

Ａ20．9 ペスト， 詳細不明 

Ａ21 野兎病＜ツラレミア＞ 

 Tularaemia 

 包含： 
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   メクラアブ熱 

   野兎病菌による感染症 

   ※大原病 

Ａ21．0 潰瘍リンパ節型野兎病＜ツラレミア＞ 

Ａ21．1 眼リンパ節型野兎病＜ツラレミア＞ 

  眼野兎病＜ツラレミア＞  

Ａ21．2 肺野兎病＜ツラレミア＞ 

Ａ21．3 胃腸野兎病＜ツラレミア＞ 

  腹部野兎病＜ツラレミア＞ 

Ａ21．7 全身性野兎病＜ツラレミア＞ 

Ａ21．8 その他の型の野兎病＜ツラレミア＞ 

Ａ21．9 野兎病＜ツラレミア＞， 詳細不明 

Ａ22 炭   疽 

 Anthrax 

 包含： 

   炭疽菌による感染症 

Ａ22．0 皮膚炭疽 

  悪性： 

  ・よう＜カルブンケル＞ 

  ・膿疱 

Ａ22．1 肺炭疽 

  吸入炭疽 

  ぼろ拾い病 

  羊毛選別者病 

Ａ22．2 胃腸炭疽 

Ａ22．7 炭疽敗血症 

Ａ22．8 その他の型の炭疽 

  炭疽髄膜炎†（Ｇ01＊） 

Ａ22．9 炭疽， 詳細不明 

Ａ23 ブルセラ症 

 Brucellosis 

 包含： 

   マルタ＜Malta＞熱 
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   地中海熱 

   波状熱 

Ａ23．0 メリテンジス菌によるブルセラ症 

Ａ23．1 ウシ流産菌によるブルセラ症 

Ａ23．2 ブタ流産菌によるブルセラ症 

Ａ23．3 イヌ流産菌によるブルセラ症 

Ａ23．8 その他のブルセラ症 

Ａ23．9 ブルセラ症， 詳細不明  

Ａ24 鼻疽及び類鼻疽 

 Glanders and melioidosis 

Ａ24．0 鼻疽 

  鼻疽菌＜Pseudomonas mallei＞＜Burkholderia mallei＞による感染症 

  マレウス 

Ａ24．1 急性及び劇症類鼻疽 

  類鼻疽： 

  ・肺炎 

  ・敗血症 

Ａ24．2 亜急性及び慢性類鼻疽 

Ａ24．3 その他の類鼻疽 

Ａ24．4 類鼻疽， 詳細不明 

 類鼻疽菌＜Pseudomonas pseudomallei＞＜Burkholderia pseudomallei＞による感

染症ＮＯＳ 

 ホイットモア＜Whitmore＞病 

Ａ25 鼠 咬 症 

 Rat-bite fevers 

Ａ25．0 鼠咬症スピリルム症＜ラセン菌症＞ 

  鼠毒 

Ａ25．1 モニリフォルム連鎖桿菌症 

  流行性関節炎性紅斑 

  ヘーバヒル＜Haverhill＞熱 

  モニリフォルム連鎖桿菌鼠咬症 

Ａ25．9 鼠咬症， 詳細不明 

Ａ26 類 丹 毒 

 Erysipeloid 
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Ａ26．0 皮膚類丹毒 

  遊走性紅斑 

Ａ26．7 類丹毒性敗血症 

Ａ26．8 その他の型の類丹毒 

Ａ26．9 類丹毒， 詳細不明  

Ａ27 レプトスピラ症 

 Leptospirosis 

Ａ27．0 黄疸出血性レプトスピラ症＜ワイル病＞ 

  レプトスピラ イクテロヘモラギエによるレプトスピラ症 

Ａ27．8 その他の型のレプトスピラ症 

Ａ27．9 レプトスピラ症， 詳細不明 

Ａ28 その他の人畜共通細菌性疾患， 他に分類されないもの 

 Other zoonotic bacterial diseases, not elsewhere classified 

Ａ28．0 パスツレラ症 

Ａ28．1 ネコひっかき＜猫掻＞病 

  ネコひっかき＜猫掻＞熱 

Ａ28．2 腸管外エルシニア症 

 除外： 

   エルシニア エンテロコリチカによる腸炎（Ａ04．6） 

   ペスト（Ａ20.-） 

Ａ28．8 その他の明示された人畜共通細菌性疾患， 他に分類されないもの 

Ａ28．9 人畜共通細菌性疾患， 詳細不明 

 

その他の細菌性疾患（Ａ30－Ａ49） 

Other bacterial disease 

 

Ａ30 ハンセン＜Hansen＞病 

 Leprosy [Hansen disease]  

 包含： 

   らい菌による感染症 

 除外： 

   ハンセン＜Hansen＞病の続発・後遺症（Ｂ92） 

Ａ30．0 ハンセン＜Hansen＞病 Ｉ群 

Ａ30．1 ハンセン＜Hansen＞病 ＴＴ型 
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Ａ30．2 ハンセン＜Hansen＞病 ＢＴ型 

Ａ30．3 ハンセン＜Hansen＞病 ＢＢ型 

Ａ30．4 ハンセン＜Hansen＞病 ＢＬ型  

Ａ30．5 ハンセン＜Hansen＞病 ＬＬ型 

Ａ30．8 その他の型のハンセン＜Hansen＞病 

Ａ30．9 ハンセン＜Hansen＞病， 詳細不明 

Ａ31 その他の非結核性抗酸菌による感染症 

 Infection due to other mycobacteria 

 除外： 

   ハンセン＜Hansen＞病（Ａ30.-） 

   結核（Ａ15－Ａ19） 

Ａ31．0 肺非結核性抗酸菌感染症 

  下記による感染症： 

  ・トリ（型）結核菌 

  ・マイコバクテリウム イントラセルラーレ ［バッティ＜Battey＞菌］  

  ・マイコバクテリウム カンサシイ 

Ａ31．1 皮膚非結核性抗酸菌感染症 

  ブルーリ＜Buruli＞潰瘍 

  下記による感染症： 

  ・マイコバクテリウム マリナム 

  ・マイコバクテリウム ウルセランス 

Ａ31．8 その他の非結核性抗酸菌感染症 

Ａ31．9 非結核性抗酸菌感染症， 詳細不明 

  非定型非結核性抗酸菌感染症 ＮＯＳ 

  非結核性抗酸菌感染症 ＮＯＳ 

Ａ32 リステリア症 

 Listeriosis 

 包含： 

   食物媒介性リステリア感染症 

 除外： 

   新生児（播種性）リステリア症（Ｐ37．2） 

Ａ32．0 皮膚リステリア症 

Ａ32．1† リステリア性髄膜炎及び髄膜脳炎 
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  リステリア性： 

  ・髄膜炎（Ｇ01＊） 

  ・髄膜脳炎（Ｇ05．0＊）  

Ａ32．7 リステリア性敗血症 

Ａ32．8 その他の型のリステリア症 

  リステリア性： 

  ・脳動脈炎†（Ｉ68．1＊） 

  ・心内膜炎†（Ｉ39．8＊） 

  眼リンパ節リステリア症 

Ａ32．9 リステリア症， 詳細不明 

Ａ33 新生児破傷風 

 Tetanus neonatorum 

Ａ34 産科破傷風 

 Obstetrical tetanus 

Ａ35 その他の破傷風 

 Other tetanus 

 包含： 

   破傷風 ＮＯＳ 

 除外： 

   破傷風： 

   ・新生児（Ａ33） 

   ・産科的（Ａ34） 

Ａ36 ジフテリア 

 Diphtheria 

Ａ36．0 咽頭ジフテリア 

  ジフテリア性偽膜性アンギナ＜口峡炎＞ 

  扁桃ジフテリア 

Ａ36．1 鼻咽頭ジフテリア 

Ａ36．2 喉頭ジフテリア 

  ジフテリア性喉頭気管炎 

Ａ36．3 皮膚ジフテリア 

 除外： 

   紅色陰せん＜癬＞（Ｌ08．1） 

Ａ36．8 その他のジフテリア 
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  ジフテリア（性）： 

  ・結膜炎†（Ｈ13．1＊） 

  ・心筋炎†（Ｉ41．0＊） 

  ・多発（性）神経炎†（Ｇ63．0＊） 

Ａ36．9 ジフテリア， 詳細不明  

Ａ37 百 日 咳 

 Whooping cough 

Ａ37．0 百日咳菌による百日咳 

Ａ37．1 パラ百日咳菌による百日咳 

Ａ37．8 その他のボルデテラ属菌種による百日咳 

Ａ37．9 百日咳， 詳細不明 

Ａ38 猩 紅 熱 

 Scarlet fever 

 除外： 

   連鎖球菌による咽頭痛＜sore throat＞（Ｊ02．0） 

Ａ39 髄膜炎菌感染症 

 Meningococcal infection 

Ａ39．0† 髄膜炎菌性髄膜炎（Ｇ01＊） 

Ａ39．1†  ウォーターハウス・フリーデリクセン＜Waterhouse-Friderichsen＞症候群（Ｅ35．1＊） 

  髄膜炎菌性出血性副腎炎 

  髄膜炎菌性副腎症候群 

Ａ39．2 急性髄膜炎菌菌血症 

Ａ39．3 慢性髄膜炎菌菌血症 

Ａ39．4 髄膜炎菌菌血症， 詳細不明 

  髄膜炎菌性菌血症 ＮＯＳ 

Ａ39．5† 髄膜炎菌性心疾患 

  髄膜炎菌性： 

  ・心炎 ＮＯＳ（Ｉ52．0＊） 

  ・心内膜炎（Ｉ39．8＊） 

  ・心筋炎（Ｉ41．0＊） 

  ・心膜炎（Ｉ32．0＊） 

Ａ39．8 その他の髄膜炎菌感染症 

  髄膜炎菌性： 

  ・関節炎†（Ｍ01．0＊） 
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  ・結膜炎†（Ｈ13．1＊） 

  ・脳炎†（Ｇ05．0＊） 

  ・球後視神経炎†（Ｈ48．1＊） 

  髄膜炎菌感染後関節炎†（Ｍ03．0＊） 

Ａ39．9 髄膜炎菌感染症， 詳細不明 

  髄膜炎菌による疾患 ＮＯＳ  

Ａ40 連鎖球菌性敗血症 

 Streptococcal sepsis 

 敗血症性ショックに分類する必要がある場合には追加コード(R57．2) を使用する。 

 除外： 

   分娩中（Ｏ75．3） 

   下記に続発するもの： 

   ・流産， 子宮外妊娠又は胞状奇胎妊娠（Ｏ03－Ｏ07， Ｏ08．0） 

   ・予防接種（Ｔ88．0） 

   ・輸液， 輸血又は治療用注射（Ｔ80．2） 

   新生児（Ｐ36．0－Ｐ36．1） 

   処置後（Ｔ81．4） 

   産じょく＜褥＞（Ｏ85） 

Ａ40．0 Ａ群連鎖球菌による敗血症  

Ａ40．1 Ｂ群連鎖球菌による敗血症 

Ａ40．2 Ｄ群連鎖球菌による敗血症 

Ａ40．3 肺炎連鎖球菌による敗血症 

  肺炎球菌性敗血症 

Ａ40．8 その他の連鎖球菌性敗血症 

Ａ40．9 連鎖球菌性敗血症， 詳細不明  

Ａ41 その他の敗血症 

 Other sepsis 

 敗血症性ショックに分類する必要がある場合には追加コード(R57．2) を使用する。 

 除外： 

   菌血症 ＮＯＳ（Ａ49．9） 

   分娩中（Ｏ75．3） 

   下記に続発するもの： 

   ・流産， 子宮外妊娠又は胞状奇胎妊娠（Ｏ03－Ｏ07， Ｏ08．0） 

   ・予防接種（Ｔ88．0） 
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   ・輸液， 輸血又は治療用注射（Ｔ80．2） 

   敗血症（下記による）（下記における）： 

   ・放線菌症＜アクチノミセス症＞（Ａ42．7） 

   ・炭疽（Ａ22．7） 

   ・カンジダ（症）（Ｂ37．7） 

   ・類丹毒（Ａ26．7） 

   ・腸管外エルシニア症（Ａ28．2） 

   ・淋菌（Ａ54．8） 

   ・ヘルペスウイルス（Ｂ00．7） 

   ・リステリア（Ａ32．7） 

   ・髄膜炎菌（Ａ39．2－Ａ39．4） 

   ・新生児（Ｐ36.-） 

   ・処置後（Ｔ81．4） 

   ・産じょく＜褥＞（Ｏ85） 

   ・連鎖球菌（Ａ40.-） 

   ・野兎病＜ツラレミア＞（Ａ21．7） 

   敗血症性： 

   ・類鼻疽（Ａ24．1） 

   ・ペスト（Ａ20．7） 

   毒素ショック症候群（Ａ48．3） 

Ａ41．0 黄色ブドウ球菌による敗血症 

Ａ41．1 その他の明示されたブドウ球菌による敗血症 

  コアグラーゼ陰性ブドウ球菌による敗血症 

Ａ41．2 詳細不明のブドウ球菌による敗血症 

Ａ41．3 インフルエンザ菌による敗血症  

Ａ41．4 嫌気性菌による敗血症 

 除外： 

   ガスえ＜壊＞疽（Ａ48．0） 

Ａ41．5 その他のグラム陰性菌による敗血症 

  グラム陰性菌敗血症 ＮＯＳ 

Ａ41．8 その他の明示された敗血症 

Ａ41．9 敗血症， 詳細不明 
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  敗血症 

  敗血症性ショックの分類が必要な場合は， 追加コード（R57．2）を使用する。 

Ａ42 放線菌症＜アクチノミセス症＞ 

 Actinomycosis 

 除外： 

   放線菌腫（Ｂ47．1） 

Ａ42．0 肺放線菌症＜アクチノミセス症＞ 

Ａ42．1 腹部放線菌症＜アクチノミセス症＞ 

Ａ42．2 頚部顔面放線菌症＜アクチノミセス症＞ 

Ａ42．7 放線菌症＜アクチノミセス症＞性敗血症 

Ａ42．8 その他の型の放線菌症＜アクチノミセス症＞ 

Ａ42．9 放線菌症＜アクチノミセス症＞， 詳細不明 

Ａ43 ノカルジア症 

  Nocardiosis 

Ａ43．0 肺ノカルジア症 

Ａ43．1 皮膚ノカルジア症 

Ａ43．8 その他の型のノカルジア症 

Ａ43．9 ノカルジア症， 詳細不明 

Ａ44 バルトネラ症 

  Bartonellosis 

Ａ44．0 全身性バルトネラ症 

  オロヤ＜Oroya＞熱 

Ａ44．1 皮膚及び皮膚粘膜バルトネラ症 

  ペルーいぼ＜疣＞＜疣贅＞ 

Ａ44．8 その他の型のバルトネラ症 

Ａ44．9 バルトネラ症， 詳細不明 

Ａ46 丹   毒 

  Erysipelas 

 除外： 

   分娩後丹毒又は産じょく＜褥＞丹毒（Ｏ86．8）  

Ａ48 その他の細菌性疾患， 他に分類されないもの 

 Other bacterial diseases, not elsewhere classified 

 除外： 
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   放線菌腫（Ｂ47．1） 

Ａ48．0 ガスえ＜壊＞疽 

  クロストリジウム性： 

  ・蜂巣炎 

  ・筋え＜壊＞死 

Ａ48．1 レジオネラ症＜在郷軍人病＞ 

Ａ48．2 非肺炎性レジオネラ症 ［ポンティアック＜Pontiac＞熱］  

Ａ48．3 毒素ショック症候群 

 除外： 

   エンドトキシンショック ＮＯＳ（Ｒ57．8） 

   敗血症 ＮＯＳ（Ａ41．9） 

Ａ48．4 ブラジル紫斑熱 

  全身性ヘモフィルス エジプチウス感染症 

Ａ48．8 その他の明示された細菌性疾患 

Ａ49 部位不明の細菌感染症 

 Bacterial infection of unspecified site 

 除外： 

   他章に分類される疾患の原因としての細菌性病原体（B95―B96） 

   クラミジア感染症 ＮＯＳ（Ａ74．9） 

   髄膜炎菌感染症 ＮＯＳ（Ａ39．9） 

   リケッチア感染症 ＮＯＳ（Ａ79．9） 

   スピロヘータ感染症 ＮＯＳ（Ａ69．9） 

Ａ49．0 ブドウ球菌感染症， 部位不明 

Ａ49．1 連鎖球菌感染症， 部位不明 

Ａ49．2 インフルエンザ菌感染症， 部位不明 

Ａ49．3 マイコプラズマ感染症， 部位不明 

Ａ49．8 部位不明のその他の細菌感染症 

Ａ49．9 細菌感染症， 詳細不明 

  菌血症 ＮＯＳ  

 

主として性的伝播様式をとる感染症（Ａ50－Ａ64） 

Infections with a predominantly sexual mode of transmission 

 除外： 
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   ヒト免疫不全ウイルス ［ＨＩＶ］ 病（Ｂ20－Ｂ24） 

   非特異性及び非淋菌性尿道炎（Ｎ34．1） 

   ライター＜Reiter＞病（Ｍ02．3） 

 

Ａ50 先 天 梅 毒 

 Congenital syphilis 

Ａ50．0 早期先天梅毒， 顕症 

  早期又は出生後２年未満の発症と明示された先天梅毒病態 

  早期先天梅毒：  

  ・皮膚 

  ・皮膚粘膜 

  ・内臓 

  早期先天梅毒性： 

  ・喉頭炎 

  ・眼障害 

  ・骨軟骨障害 

  ・咽頭炎 

  ・肺炎 

  ・鼻炎 

Ａ50．1 早期先天梅毒， 潜伏性 

 臨床症状発現がなく， 血清反応陽性で， 髄液検査陰性の出生後２年未満の先天

梅毒 

Ａ50．2 早期先天梅毒， 詳細不明 

  先天梅毒 ＮＯＳ， 出生後２年未満 

Ａ50．3 晩期先天梅毒性眼障害 

  晩期先天梅毒性間質性角膜炎†（Ｈ19．2＊） 

  晩期先天梅毒性眼障害 ＮＥＣ†（Ｈ58．8＊） 

 除外： 

   ハッチンソン＜Hutchinson＞三主徴（Ａ50．5）  

Ａ50．4 晩期先天神経梅毒 ［若年（性）神経梅毒］  

  若年（性）麻痺性認知症 

  若年（性）： 
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  ・進行麻痺 

  ・脊髄ろう＜癆＞ 

  ・脊髄ろう＜癆＞型神経梅毒 

  晩期先天梅毒性： 

  ・脳炎†（Ｇ05．0＊） 

  ・髄膜炎†（Ｇ01＊） 

  ・多発（性）ニューロパチ＜シ＞ー†（Ｇ63．0＊） 

 関連する精神障害を明示することが必要な場合は， 追加コードを使用する。  

 除外： 

   ハッチンソン＜Hutchinson＞三主徴（Ａ50．5） 

Ａ50．5 その他の晩期先天梅毒， 顕症 

  晩期又は出生後２年以上の発症と明示された先天梅毒病態 

  クラットン＜Clutton＞関節†（Ｍ03．1＊） 

  ハッチンソン＜Hutchinson＞： 

  ・歯  

  ・三主徴 

  晩期先天性： 

  ・心血管梅毒†（Ｉ98．0＊） 

  ・梅毒性： 

 ・関節障害†（Ｍ03．1＊） 

 ・骨軟骨障害†（Ｍ90．2＊） 

  梅毒性鞍（状）鼻 

Ａ50．6 晩期先天梅毒， 潜伏性 

  臨床症状発現がなく， 血清反応陽性で髄液検査陰性の出生後２年以上の先 

  天梅毒 

Ａ50．7 晩期先天梅毒， 詳細不明 

  先天梅毒 ＮＯＳ， 出生後２年以上のもの 

Ａ50．9 先天梅毒， 詳細不明 

Ａ51 早 期 梅 毒 

 Early syphilis 

Ａ51．0 第１期性器梅毒 

  梅毒性下疳＜硬性下疳＞ ＮＯＳ  
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Ａ51．1 第１期肛門梅毒 

Ａ51．2 その他の部位の第１期梅毒 

Ａ51．3 皮膚及び粘膜の第２期梅毒 

  扁平コンジローム 

  梅毒性： 

  ・脱毛（症）†（Ｌ99．8＊） 

  ・白斑†（Ｌ99．8＊） 

  ・粘膜斑＜疹＞ 

Ａ51．4 その他の第２期梅毒 

  第２期梅毒性： 

  ・女性骨盤炎症性疾患†（Ｎ74．2＊） 

  ・虹彩毛様体炎†（Ｈ22．0＊） 

  ・リンパ節症 

  ・髄膜炎†（Ｇ01＊） 

  ・筋炎†（Ｍ63．0＊） 

  ・眼障害 ＮＥＣ†（Ｈ58．8＊） 

  ・骨膜炎†（Ｍ90．1＊） 

Ａ51．5 早期梅毒， 潜伏性 

  臨床症状発現がなく， 血清反応陽性で髄液検査陰性の感染後２年未満の梅毒（後

天性） 

Ａ51．9 早期梅毒， 詳細不明 

Ａ52 晩期梅毒 

 Late syphilis 

Ａ52．0† 心血管梅毒 

  心血管梅毒 ＮＯＳ（Ｉ98．0＊） 

  梅毒性： 

  ・大動脈瘤（Ｉ79．0＊） 

  ・大動脈弁閉鎖不全（症）（Ｉ39．1＊） 

  ・大動脈炎（Ｉ79．1＊） 

  ・脳動脈炎（Ｉ68．1＊） 

  ・心内膜炎 ＮＯＳ（Ｉ39．8＊） 

  ・心筋炎（Ｉ41．0＊） 
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  ・心膜炎（Ｉ32．0＊） 

  ・肺動脈弁逆流（症）（Ｉ39．3＊） 

Ａ52．1 症候性神経梅毒 

  シャルコー＜Charcot＞関節障害†（Ｍ14．6＊） 

  晩期梅毒性： 

  ・聴神経炎†（Ｈ94．0＊） 

  ・脳炎†（Ｇ05．0＊） 

  ・髄膜炎†（Ｇ01＊） 

  ・視神経萎縮†（Ｈ48．0＊） 

  ・多発（性）ニューロパチ＜シ＞ー†（Ｇ63．0＊） 

  ・球後視神経炎†（Ｈ48．1＊） 

  梅毒性パーキンソン＜Parkinson＞症候群†（Ｇ22＊） 

  脊髄ろう＜癆＞ 

Ａ52．2 無症候性神経梅毒 

Ａ52．3 神経梅毒， 詳細不明 

  ゴム腫（梅毒性）  

  梅毒（晩期）      中枢神経系 ＮＯＳ 

  梅毒腫 

Ａ52．7 その他の症候性晩期梅毒 

  梅毒による糸球体疾患†（Ｎ08．0＊） 

  ゴム腫（梅毒性）    Ａ52．0－Ａ52．3 以外のすべての部位 

  晩期又は第３期梅毒    

  晩期梅毒性： 

  ・滑液包炎†（Ｍ73．1＊） 

  ・網脈絡膜炎†（Ｈ32．0＊） 

  ・上強膜炎†（Ｈ19．0＊） 

  ・女性骨盤炎症性疾患†（Ｎ74．2＊） 

  ・白斑†（Ｌ99．8＊） 

  ・眼障害 ＮＥＣ†（Ｈ58．8＊） 

  ・腹膜炎†（Ｋ67．2＊） 

  梅毒 ［病期不明］ ： 

  ・骨†（Ｍ90．2＊） 
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  ・肝†（Ｋ77．0＊） 

  ・肺†（Ｊ99．8＊） 

  ・筋†（Ｍ63．0＊） 

  ・滑膜†（Ｍ68．0＊） 

Ａ52．8 晩期梅毒， 潜伏性 

  臨床症状発現がなく， 血清反応陽性で， 髄液検査陰性の感染後２年以上の梅毒 

（後天性） 

Ａ52．9 晩期梅毒， 詳細不明  

Ａ53 その他及び詳細不明の梅毒 

 Other and unspecified syphilis 

Ａ53．0 潜伏（性）梅毒， 早期か晩期か不明 

  潜伏（性）梅毒 ＮＯＳ 

  梅毒血清反応陽性 

Ａ53．9 梅毒， 詳細不明 

  梅毒トレポネーマによる感染症 ＮＯＳ 

  梅毒（後天性） ＮＯＳ 

 除外： 

   ２才未満の死因となった梅毒 ＮＯＳ（Ａ50．2） 

Ａ54 淋菌感染症 

 Gonococcal infection 

Ａ54．0 下部尿路性器の淋菌感染症， 尿道周囲膿瘍又は副腺膿瘍を伴わないもの 

  淋菌性： 

  ・（子宮）頚管炎 ＮＯＳ 

  ・膀胱炎 ＮＯＳ 

  ・尿道炎 ＮＯＳ 

  ・外陰腟炎 ＮＯＳ 

 除外： 

   下記を伴うもの： 

   ・尿路性器膿瘍（Ａ54．1） 

   ・尿道周囲膿瘍（Ａ54．1） 

Ａ54．1 下部尿路性器の淋菌感染症， 尿道周囲膿瘍及び副腺膿瘍を伴うもの 

  淋菌性バルトリン＜Bartholin＞腺膿瘍 
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Ａ54．2 淋菌性骨盤腹膜炎及びその他の淋菌性腎尿路生殖器感染症 

  淋菌性： 

  ・精巣上体＜副睾丸＞炎†（Ｎ51．1＊） 

  ・女性骨盤炎症性疾患†（Ｎ74．3＊） 

  ・精巣＜睾丸＞炎†（Ｎ51．1＊） 

  ・前立腺炎†（Ｎ51．0＊） 

 除外： 

   淋菌性腹膜炎（Ａ54．8） 

Ａ54．3 眼の淋菌感染症 

  淋菌性： 

  ・結膜炎†（Ｈ13．1＊） 

  ・虹彩毛様体炎†（Ｈ22．0＊） 

  淋菌による新生児眼炎  

Ａ54．4† 筋骨格系の淋菌感染症 

  淋菌性： 

  ・関節炎（Ｍ01．3＊） 

  ・滑液包炎（Ｍ73．0＊） 

  ・骨髄炎（Ｍ90．2＊） 

  ・滑膜炎（Ｍ68．0＊） 

  ・腱滑膜炎（Ｍ68．0＊） 

Ａ54．5 淋菌性咽頭炎 

Ａ54．6 肛門及び直腸の淋菌感染症 

Ａ54．8 その他の淋菌感染症 

  淋菌性： 

  ・脳膿瘍†（Ｇ07＊） 

  ・心内膜炎†（Ｉ39．8＊） 

  ・髄膜炎†（Ｇ01＊） 

  ・心筋炎†（Ｉ41．0＊） 

  ・心膜炎†（Ｉ32．0＊） 

  ・腹膜炎†（Ｋ67．1＊） 

  ・肺炎†（Ｊ17．0＊） 

  ・敗血症 
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  ・皮膚病変 

 除外： 

   淋菌性骨盤腹膜炎（Ａ54．2） 

Ａ54．9 淋菌感染症， 詳細不明 

Ａ55 クラミジア性リンパ肉芽腫（性病性） 

 Chlamydial lymphogranuloma (venereum)  

 包含： 

   気候性又は熱帯性よこね＜横痃＞ 

   デュランド・ニコラ・ファーブル＜Durand-Nicolas-Favre＞病 

   エスチオメーヌ＜慢性陰門潰瘍＞ 

   そけい＜鼠径＞リンパ肉芽腫 

Ａ56 その他の性的伝播性クラミジア疾患 

 Other sexually transmitted chlamydial diseases 

 包含： 

   クラミジア トラコマチスによる性感染症 

 除外： 

   クラミジア（性）： 

   ・リンパ肉芽腫（Ａ55） 

   ・新生児： 

    ・結膜炎（Ｐ39．1） 

    ・肺炎（Ｐ23．1） 

   Ａ74.-に分類される病態  

Ａ56．0 下部尿路性器のクラミジア感染症 

  クラミジア（性）： 

  ・（子宮）頚管炎 

  ・膀胱炎 

  ・尿道炎 

  ・外陰腟炎 

Ａ56．1 骨盤腹膜及びその他の腎尿路生殖器のクラミジア感染症 

  クラミジア（性）： 

  ・精巣上体＜副睾丸＞炎†（Ｎ51．1＊） 

  ・女性骨盤炎症性疾患†（Ｎ74．4＊） 
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  ・精巣＜睾丸＞炎†（Ｎ51．1＊） 

Ａ56．2 尿路性器のクラミジア感染症， 詳細不明 

Ａ56．3 肛門及び直腸のクラミジア感染症 

Ａ56．4 咽頭のクラミジア感染症 

Ａ56．8 その他の部位の性的伝播性クラミジア感染症 

Ａ57 軟 性 下 疳 

 Chancroid 

Ａ58 そけい＜鼠径＞（部）肉芽腫 

 Granuloma inguinale 

 包含： 

   ドノバニア感染症 

Ａ59 トリコモナス症 

 Trichomoniasis 

 除外： 

   腸トリコモナス症（Ａ07．8） 

Ａ59．0 泌尿生殖器トリコモナス症 

  白帯下＜こしけ＞（腟性）     （腟）トリコモナスによるもの  

  前立腺炎†（Ｎ51．0＊）              

Ａ59．8 その他の部位のトリコモナス症 

Ａ59．9 トリコモナス症， 詳細不明 

Ａ60 肛門性器ヘルペスウイルス ［単純ヘルペス］ 感染症 

 Anogenital herpesviral [herpes simplex] infection 

Ａ60．0 性器及び尿路のヘルペスウイルス感染症 

  性器ヘルペスウイルス感染症： 

  ・女性†（Ｎ77．0－Ｎ77．1＊） 

  ・男性†（Ｎ51.-＊） 

Ａ60．1 肛門周囲皮膚及び直腸のヘルペスウイルス感染症  

Ａ60．9 肛門性器ヘルペスウイルス感染症， 詳細不明 

Ａ63 主として性的伝播様式をとるその他の感染症， 他に分類されないもの 

Other predominantly sexually transmitted diseases, not elsewhere classified 

 除外： 

   伝染性軟属腫（Ｂ08．1） 
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   子宮頚（部）の乳頭腫（Ｄ26．0） 

Ａ63．0 肛門性器（性病性）いぼ＜疣＞＜疣贅＞ 

Ａ63．8 主として性的伝播様式をとるその他の明示された感染症 

Ａ64 性的伝播様式をとる詳細不明の感染症 

 Unspecified sexually transmitted disease 

 包含： 

   性病 ＮＯＳ 

 

その他のスピロヘータ疾患（Ａ65－Ａ69） 

Other spirochaetal diseases 

 除外： 

   レプトスピラ症（Ａ27.-） 

   梅毒（Ａ50－Ａ53） 

 

Ａ65 非性病性梅毒 

 Nonvenereal syphilis 

 包含： 

   ベジェル＜bejel＞ 

   地方病性梅毒 

   Njovera 

 Ａ66 フランベジア＜yaws＞ 

 Yaws 

 包含： 

   ブーバ＜bouba＞ 

   フランベジア（熱帯性） 

   ピアン＜pian＞ 

Ａ66．0 初期フランベジア＜yaws＞病変 

  フランベジア下疳 

  フランベジア， 初期又は第１期 

  初期フランベジア潰瘍 

  mother yaw 

Ａ66．1 多発（性）乳頭腫及びウエットクラブ フランベジア＜wet crab yaws＞ 
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  フランベジア腫＜苺腫＞ 

  ピアン腫＜pianoma＞ 

  フランベジア性足底又は手掌乳頭腫  

Ａ66．2 その他のフランベジア＜yaws＞性早期皮膚病変 

  皮膚フランベジア， 感染後５年未満 

  早期フランベジア（皮膚）（斑状）（斑状丘疹性）（小丘疹性）（丘疹性） 

Ａ66．3 フランベジア＜yaws＞性（過）角化症＜角質増殖症＞ 

  ghoul hand 

フランベジアによる手掌又は足底（過）角化症＜角質増殖症＞（早期）（晩期） 

  worm-eaten soles 

Ａ66．4 フランベジア＜yaws＞性ゴム腫及び潰瘍 

  ゴム腫性フランベジア 

  結節性晩期フランベジア（潰瘍性） 

Ａ66．5 ガンゴザ＜gangosa＞ 

  断節性鼻咽頭炎 

Ａ66．6 フランベジア＜yaws＞性骨及び関節病変      

  ガングリオン   

  関節水症         フランベジア性（早期）（晩期） 

  骨炎       

  骨膜炎（肥大性）   

  大鼻（症）＜goundou＞     

  骨ゴム腫                フランベジア性（晩期） 

  ゴム腫性骨炎又は骨膜炎 

Ａ66．7 その他のフランベジア＜yaws＞の症状発現 

  フランベジア性関節隣接結節 

  粘膜フランベジア 

Ａ66．8 潜伏フランベジア＜yaws＞ 

  臨床症状発現を伴わない血清反応陽性のフランベジア 

Ａ66．9 フランベジア＜yaws＞， 詳細不明 

Ａ67 ピンタ＜pinta＞ ［カラート＜carate＞］  

 Pinta [carate]  

Ａ67．0 初期ピンタ＜pinta＞病変  
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  下疳（初期）        ピンタ ［カラート］ 

  丘疹（初期）  

Ａ67．1 中期ピンタ＜pinta＞病変 

  紅斑      

  高色素性病変       ピンタ ［カラート］ 

  （過）角化症    

  ピンタ紅斑疹 

Ａ67．2 晩期ピンタ＜pinta＞病変 

  心血管病変†（Ｉ98．1＊）   

  皮膚病変：        

  ・無色素性           ピンタ ［カラート］ 

   ・瘢痕性               

  ・異色素性       

Ａ67．3 ピンタ＜pinta＞の混合型病変 

  ピンタ ［カラート］ の無色素性及び高色素性皮膚病変 

Ａ67．9 ピンタ＜pinta＞， 詳細不明 

Ａ68 回 帰 熱 

 Relapsing fevers 

 除外： 

   ライム＜Lyme＞病（Ａ69．2） 

Ａ68．0 シラミ媒介性回帰熱 

  回帰熱ボレリアによる回帰熱 

Ａ68．1 ダニ媒介性回帰熱 

  回帰熱ボレリア以外のボレリア属種による回帰熱 

Ａ68．9 回帰熱， 詳細不明 

Ａ69 その他のスピロヘータ感染症 

 Other spirochaetal infections 

Ａ69．0 え＜壊＞死性潰瘍性口内炎 

  Cancrum oris 

  紡錘菌スピロヘータ（性）え＜壊＞死 

  ノーマ＜水癌＞ 

  え＜壊＞死性口内炎  
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Ａ69．1 その他のヴァンサン＜Vincent＞感染症 

  紡錘菌スピロヘータ（性）咽頭炎 

  スピロヘータ口内炎 

  塹壕口腔炎 

  （急性）え＜壊＞疽性潰瘍性： 

  ・歯肉炎 

  ・歯肉口内炎 

  ヴァンサン： 

  ・口峡炎＜アンギ（ー）ナ＞ 

  ・歯肉炎 

Ａ69．2 ライム＜Lyme＞病 

  ボレリア ブルグドルフェリによる慢性遊走性紅斑 

Ａ69．8 その他の明示されたスピロヘータ感染症 

Ａ69．9 スピロヘータ感染症， 詳細不明 

 

クラミジアによるその他の疾患（Ａ70－Ａ74） 

Other diseases caused by chlamydiae 

 

Ａ70 オウム病クラミジア感染症 

 Chlamydia psittaci infection 

 包含： 

   オルニトージス＜鳥類病＞  

   オウム病 

Ａ71 トラコーマ 

 Trachoma 

 除外： 

   トラコーマの続発・後遺症（Ｂ94．0） 

Ａ71．0 初期トラコーマ 

  疑トラコーマ 

Ａ71．1 活動期トラコーマ 

  顆粒性結膜炎（トラコーマ性） 

  トラコーマ性： 



 

 

- 36 - 

 

  ・ろ＜濾＞胞性結膜炎 

  ・パンヌス 

Ａ71．9 トラコーマ， 詳細不明  

Ａ74 クラミジアによるその他の疾患 

 Other diseases caused by chlamydiae 

 除外： 

   クラミジア肺炎（Ｊ16．0） 

   新生児クラミジア： 

   ・結膜炎（Ｐ39．1） 

   ・肺炎（Ｐ23．1） 

   性的伝播性クラミジア疾患（Ａ55－Ａ56） 

Ａ74．0† クラミジア結膜炎（Ｈ13．1＊） 

  パラトラコーマ 

Ａ74．8 その他のクラミジア疾患 

  クラミジア腹膜炎†（Ｋ67．0＊） 

Ａ74．9 クラミジア感染症， 詳細不明 

  クラミジア症 ＮＯＳ 

 

リケッチア症（Ａ75－Ａ79） 

Rickettsioses 

 

Ａ75 発疹チフス 

 Typhus fever 

 除外： 

   リケッチア性腺熱（Ａ79．8） 

Ａ75．0 発疹チフスリケッチアによる流行性シラミ媒介性発疹チフス 

  古典的発疹チフス 

  流行性（シラミ媒介性）発疹チフス 

Ａ75．1 再燃発疹チフス ［ブリル＜Brill＞病］  

  ブリル・ジンサー＜Brill-Zinsser＞病 

Ａ75．2 発疹熱リケッチアによる発疹チフス 

  発疹熱（ノミ媒介性） 
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Ａ75．3 つつが＜恙＞虫病リケッチアによる発疹チフス 

  つつが＜恙＞虫病（ダニ媒介性） 

Ａ75．9 発疹チフス， 詳細不明  

Ａ77 紅斑熱 ［マダニ媒介リケッチア症］  

 Spotted fever [tick-borne rickettsioses]  

Ａ77．0 リケッチア リケッチイによる紅斑熱 

  ロッキー山紅斑熱 

  サンパウロ熱 

Ａ77．1 リケッチア コノリイによる紅斑熱 

  アフリカダニチフス 

  ボタン熱＜boutonneuse fever＞ 

  インドダニチフス 

  ケニアダニチフス 

  マルセイユ熱 

  地中海ダニ熱 

Ａ77．2 リケッチア シベリカによる紅斑熱 

  北アジアダニ熱 

  シベリアダニチフス 

Ａ77．3 リケッチア オーストラリスによる紅斑熱 

  クイーンスランド＜Queensland＞マダニチフス 

Ａ77．8 その他の紅斑熱 

Ａ77．8ａ 日本紅斑熱＜リケッチア ジャポニカによる紅斑熱＞ 

Ａ77．8ｂ その他の紅斑熱 

Ａ77．9 紅斑熱， 詳細不明 

  マダニ媒介性チフス ＮＯＳ 

Ａ78 Ｑ   熱 

 包含： 

  Q fever 

   Ｑ熱リケッチアによる感染症 

   ９マイル熱 

   quadrilateral fever 

Ａ79 その他のリケッチア症 
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 Other rickettsioses 

Ａ79．0 塹壕熱 

  五日熱 

  ウォルヒニア熱＜Wolhynian fever＞ 

Ａ79．1 リケッチア アカリによるリケッチア痘症 

  キュー ガーデン＜Kew Garden＞熱 

  小水疱性リケッチア症   

Ａ79．8 その他の明示されたリケッチア症 

  リケッチア性腺熱 

Ａ79．9 リケッチア症， 詳細不明 

  リケッチア感染症 ＮＯＳ 

 

中枢神経系のウイルス感染症（Ａ80－Ａ89） 

Viral infections of the central nervous system 

 除外： 

   下記の続発・後遺症： 

   ・灰白髄炎＜ポリオ＞（Ｂ91） 

   ・ウイルス（性）脳炎（Ｂ94．1） 

 

Ａ80 急性灰白髄炎＜ポリオ＞ 

 Acute poliomyelitis 

Ａ80．0 急性麻痺性灰白髄炎＜ポリオ＞， ワクチン関連 

Ａ80．1 急性麻痺性灰白髄炎＜ポリオ＞， 輸入野生株 

Ａ80．2 急性麻痺性灰白髄炎＜ポリオ＞， 国内野生株 

Ａ80．3 急性麻痺性灰白髄炎＜ポリオ＞， その他及び詳細不明 

Ａ80．4 急性非麻痺性灰白髄炎＜ポリオ＞ 

Ａ80．9 急性灰白髄炎＜ポリオ＞， 詳細不明 

Ａ81 中枢神経系の非定型ウイルス感染症 

 Atypical virus infections of central nervous system 

 包含： 

   中枢神経系のプリオン病 

Ａ81．0 クロイツフェルト・ヤコブ＜Creutzfeldt-Jakob＞病 
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  亜急性海綿状脳症 

Ａ81．1 亜急性硬化性全脳炎＜ＳＳＰＥ＞ 

  ドーソン＜Dawson＞封入体脳炎 

  ヴァン・ボゲール＜van Bogaert＞硬化性白質脳炎 

Ａ81．2 進行性多巣性白質脳症 

  多巣性白質脳症 ＮＯＳ 

Ａ81．8 中枢神経系のその他の非定型ウイルス感染症 

  クールー＜kuru＞ 

Ａ81．9 中枢神経系の非定型ウイルス感染症， 詳細不明 

  中枢神経系のプリオン病 ＮＯＳ  

Ａ82 狂 犬 病 

 Rabies 

Ａ82．0 森林狂犬病 

Ａ82．1 都市狂犬病 

Ａ82．9 狂犬病， 詳細不明 

Ａ83 蚊媒介ウイルス（性）脳炎 

 Mosquito-borne viral encephalitis 

 包含： 

   蚊媒介ウイルス（性）髄膜脳炎 

 除外： 

   ベネズエラ馬脳炎（Ａ92．2） 

Ａ83．0 日本脳炎 

Ａ83．1 西部馬脳炎 

Ａ83．2 東部馬脳炎 

Ａ83．3 セントルイス脳炎 

Ａ83．4 オーストラリア脳炎 

  クンジン＜Kunjin＞ウイルス性疾患＜病＞ 

Ａ83．5 カリフォルニア脳炎 

  カリフォルニア髄膜脳炎 

  ラクロス＜La Crosse＞脳炎 

Ａ83．6 ロシオ＜Rocio＞ウイルス病 

Ａ83．8 その他の蚊媒介ウイルス（性）脳炎 
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Ａ83．9 蚊媒介ウイルス（性）脳炎， 詳細不明 

Ａ84 ダニ媒介ウイルス（性）脳炎 

 Tick-borne viral encephalitis 

 包含： 

   ダニ媒介ウイルス（性）髄膜脳炎 

Ａ84．0 極東ダニ媒介脳炎 ［ロシア春夏脳炎］  

  ※極東ダニ脳炎 

Ａ84．1 中央ヨーロッパダニ媒介脳炎 

  ※中央ヨーロッパダニ脳炎 

Ａ84．8 その他のダニ媒介ウイルス（性）脳炎 

  跳躍病 

  ポウサン＜Powassan＞ウイルス病 

Ａ84．9 ダニ媒介ウイルス（性）脳炎， 詳細不明  

Ａ85 その他のウイルス（性）脳炎， 他に分類されないもの 

 Other viral encephalitis, not elsewhere classified 

 包含： 

   明示されたウイルス（性）： 

   ・脳脊髄炎 ＮＥＣ 

   ・髄膜脳炎 ＮＥＣ 

 除外： 

   良性筋痛性＜頭痛性＞脳脊髄炎（Ｇ93．3） 

   下記による脳炎： 

   ・ヘルペスウイルス ［単純ヘルペス］ （Ｂ00．4） 

   ・麻疹＜はしか＞ウイルス（Ｂ05．0） 

   ・ムンプスウイルス（Ｂ26．2） 

   ・灰白髄炎＜ポリオ＞ウイルス（Ａ80.-） 

   ・帯状疱疹（Ｂ02．0） 

   リンパ球性脈絡髄膜炎（Ａ87．2） 

Ａ85．0† エンテロウイルス（性）脳炎（Ｇ05．1＊） 

  エンテロウイルス（性）脳脊髄炎 

Ａ85．1† アデノウイルス脳炎（Ｇ05．1＊） 

  アデノウイルス髄膜脳炎 
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Ａ85．2 節足動物媒介ウイルス（性）脳炎， 詳細不明 

Ａ85．8 その他の明示されたウイルス（性）脳炎 

  嗜眠性脳炎 

  エコノモ＜von Economo-Cruchet＞型脳炎 

 

Ａ86 詳細不明のウイルス（性）脳炎 

 Unspecified viral encephalitis 

 包含： 

   ウイルス（性）： 

   ・脳脊髄炎 ＮＯＳ 

   ・髄膜脳炎 ＮＯＳ  

Ａ87 ウイルス（性）髄膜炎 

 Viral meningitis 

 除外： 

   下記による髄膜炎： 

   ・ヘルペスウイルス ［単純ヘルペス］ （Ｂ00．3） 

   ・麻疹＜はしか＞ウイルス（Ｂ05．1） 

   ・ムンプスウイルス（Ｂ26．1） 

   ・灰白髄炎＜ポリオ＞ウイルス（Ａ80.-） 

   ・帯状疱疹（Ｂ02．1） 

Ａ87．0† エンテロウイルス（性）髄膜炎（Ｇ02．0＊） 

  コクサッキーウイルス髄膜炎 

  エコーウイルス髄膜炎 

Ａ87．1† アデノウイルス髄膜炎（Ｇ02．0＊） 

Ａ87．2 リンパ球性脈絡髄膜炎 

  リンパ球性髄膜脳炎 

Ａ87．8 その他のウイルス（性）髄膜炎 

Ａ87．9 ウイルス（性）髄膜炎， 詳細不明 

Ａ88 中枢神経系のその他のウイルス感染症， 他に分類されないもの 

 Other viral infections of central nervous system, not elsewhere classified 

 除外： 

   ウイルス（性）： 
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   ・脳炎 ＮＯＳ（Ａ86） 

   ・髄膜炎 ＮＯＳ（Ａ87．9） 

Ａ88．0 腸内ウイルス性発疹熱 ［ボストン発疹］  

Ａ88．1 流行性めまい＜眩暈＞ 

Ａ88．8 中枢神経系のその他の明示されたウイルス感染症 

Ａ89 中枢神経系の詳細不明のウイルス感染症 

 Unspecified viral infection of central nervous system 

 

節足動物媒介ウイルス熱及びウイルス性出血熱（Ａ90－Ａ99） 

Arthropod-borne viral fevers and viral haemorrhagic fevers 

 

Ａ90 デング熱 ［古典デング］  

 Dengue fever [classical dengue] 

 除外： 

   デング出血熱（Ａ91）  

Ａ91 デング出血熱 

 Dengue haemorrhagic fever 

Ａ92 その他の蚊媒介ウイルス熱 

 Other mosquito-borne viral fevers 

 除外： 

   ロスリバー＜Ross River＞疾患＜病＞（Ｂ33．1） 

Ａ92．0 チクングニア＜Chikungunya＞ウイルス病 

  チクングニア（出血）熱 

Ａ92．1 オニオニオン＜O'nyong-nyong＞熱 

Ａ92．2 ベネズエラ馬熱 

  ベネズエラ馬熱性： 

  ・脳炎 

  ・脳脊髄炎ウイルス病 

Ａ92．3 西ナイルウイルス感染症 

  西ナイル熱 

Ａ92．4 リフトバレー＜Rift Valley＞熱 

Ａ92．8 その他の明示された蚊媒介ウイルス熱 

Ａ92．9 蚊媒介ウイルス熱， 詳細不明 
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Ａ93 その他の節足動物媒介ウイルス熱， 他に分類されないもの 

 Other arthropod-borne viral fevers, not elsewhere classified 

Ａ93．0 オロプーシェ＜Oropouche＞ウイルス病 

  オロプーシェ熱 

Ａ93．1 サシチョウバエ熱 

  パパタシ＜Pappataci＞熱 

  サシチョウバエ＜phlebotomus＞熱 

Ａ93．2 コロラドダニ熱 

Ａ93．8 その他の明示された節足動物媒介ウイルス熱 

  ピーリー＜Piry＞ウイルス病 

  水疱性口内炎ウイルス病 ［インディアナ熱］  

Ａ94 詳細不明の節足動物媒介ウイルス熱 

 Unspecified arthropod-borne viral fever 

 包含： 

   アルボウイルス熱 ＮＯＳ 

   アルボウイルス感染症 ＮＯＳ  

Ａ95 黄   熱 

 Yellow fever 

Ａ95．0 森林黄熱 

  ジャングル黄熱 

Ａ95．1 都市黄熱 

Ａ95．9 黄熱， 詳細不明 

Ａ96 アレナウイルス出血熱 

 Arenaviral haemorrhagic fever 

Ａ96．0 フニン＜Junin＞出血熱 

  アルゼンチン出血熱 

Ａ96．1 マチュポ＜Machupo＞出血熱 

  ボリビア出血熱 

Ａ96．2 ラッサ熱 

Ａ96．8 その他のアレナウイルス出血熱 

Ａ96．9 アレナウイルス出血熱， 詳細不明 
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Ａ98 その他のウイルス性出血熱， 他に分類されないもの 

 Other viral haemorrhagic fevers, not elsewhere classified 

 除外： 

   デング出血熱（Ａ91） 

   チクングニア＜Chikungunya＞出血熱（Ａ92．0） 

Ａ98．0 クリミヤ・コンゴ＜Crimean-Congo＞出血熱 

  中央アジア出血熱 

Ａ98．1 オムスク＜Omsk＞出血熱 

Ａ98．2 キャサヌール＜Kyasanur＞森林病 

Ａ98．3 マールブルグ＜Marburg＞ウイルス病 

Ａ98．4 エボラ＜Ebola＞ウイルス病 

Ａ98．5 腎症候性出血熱＜ＨＦＲＳ＞ 

  出血熱： 

  ・流行性 

  ・韓国型 

  ・ロシア 

  ハンターン＜Hantaan＞ウイルス病 

  腎症候性ハンタ＜Hanta＞ウイルス病 

  流行性腎症 

 除外： 

   ハンタ＜Hanta＞ウイルス （心） 肺症候群 （Ｂ33．4†Ｊ17．1＊）  

Ａ98．8 その他の明示されたウイルス性出血熱 

Ａ99 詳細不明のウイルス性出血熱  

 Unspecified viral haemorrhagic fever 

 

皮膚及び粘膜病変を特徴とするウイルス感染症（Ｂ00－Ｂ09） 

Viral infections characterized by skin and mucous membrane lesions 

 

Ｂ00 ヘルペスウイルス ［単純ヘルペス］ 感染症 

 Herpesviral [herpes simplex] infections 

 除外： 

   肛門性器ヘルペスウイルス感染症（Ａ60.-） 
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   先天性ヘルペスウイルス感染症（P35．2） 

   ガンマヘルペスウイルス（性）単核症（Ｂ27．0） 

   ヘルパンギナ（Ｂ08．5） 

Ｂ00．0 疱疹性湿疹 

  カポジ＜Kaposi＞水痘様発疹 

Ｂ00．1 ヘルペスウイルス（性）小水疱性皮膚炎 

  単純ヘルペス＜単純疱疹＞： 

  ・顔面 

  ・口唇             

  小水疱性皮膚炎： 

  ・耳介  ヒト（アルファ）ヘルペスウイルス２型によるもの 

  ・口唇  

Ｂ00．2 ヘルペスウイルス（性）歯肉口内炎及び咽頭扁桃炎 

  ヘルペスウイルス（性）咽頭炎 

Ｂ00．3† ヘルペスウイルス（性）髄膜炎（Ｇ02．0＊） 

Ｂ00．4† ヘルペスウイルス（性）脳炎（Ｇ05．1＊） 

  ヘルペスウイルス（性）髄膜脳炎 

  シミアン＜サル＞Ｂ病 

Ｂ00．5 ヘルペスウイルス（性）眼疾患 

  ヘルペスウイルス（性）： 

  ・結膜炎†（Ｈ13．1＊） 

  ・眼瞼皮膚炎†（Ｈ03．1＊） 

  ・虹彩毛様体炎†（Ｈ22．0＊） 

  ・虹彩炎†（Ｈ22．0＊） 

  ・角膜炎†（Ｈ19．1＊） 

  ・角結膜炎†（Ｈ19．1＊） 

  ・前部ぶどう膜炎†（Ｈ22．0＊） 

Ｂ00．7 播種性ヘルペスウイルス性疾患 

  ヘルペスウイルス（性）敗血症  

Ｂ00．8 その他の型のヘルペスウイルス感染症 

  ヘルペスウイルス（性）： 

  ・肝炎†（Ｋ77．0＊） 
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  ・ひょう＜瘭＞疽† (L99．8＊) 

Ｂ00．9 ヘルペスウイルス感染症， 詳細不明 

  単純ヘルペス＜単純疱疹＞感染症 ＮＯＳ 

Ｂ01 水痘 ［鶏痘］  

 Varicella [chickenpox]  

Ｂ01．0† 水痘髄膜炎（Ｇ02．0＊） 

Ｂ01．1† 水痘脳炎（Ｇ05．1＊） 

  水痘後脳炎 

  水痘脳脊髄炎 

Ｂ01．2† 水痘肺炎（Ｊ17．1＊） 

Ｂ01．8 水痘， その他の合併症を伴うもの 

Ｂ01．9 水痘， 合併症を伴わないもの 

  水痘 ＮＯＳ 

Ｂ02 帯状疱疹 ［帯状ヘルペス］  

 Zoster [herpes zoster] 

 包含： 

   singles 

Ｂ02．0† 帯状疱疹（性）脳炎（Ｇ05．1＊） 

  帯状疱疹（性）髄膜脳炎 

Ｂ02．1† 帯状疱疹（性）髄膜炎（Ｇ02．0＊） 

Ｂ02．2† 帯状疱疹， その他の神経系合併症を伴うもの 

  帯状疱疹後： 

  ・膝（状）神経節炎（Ｇ53．0＊） 

  ・多発（性）ニューロパチ＜シ＞ー（Ｇ63．0＊） 

  ・三叉神経痛（Ｇ53．0＊） 

Ｂ02．3 帯状疱疹（性）眼疾患 

  帯状疱疹（性）： 

  ・眼瞼炎†（Ｈ03．1＊） 

  ・結膜炎†（Ｈ13．1＊） 

  ・虹彩毛様体炎†（Ｈ22．0＊） 

  ・虹彩炎†（Ｈ22．0＊） 

  ・角膜炎†（Ｈ19．2＊） 

  ・角結膜炎†（Ｈ19．2＊） 
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  ・強膜炎†（Ｈ19．0＊） 

Ｂ02．7 播種性帯状疱疹 

Ｂ02．8 帯状疱疹， その他の合併症を伴うもの 

Ｂ02．9 帯状疱疹， 合併症を伴わないもの 

  帯状疱疹 ＮＯＳ 

Ｂ03 痘   瘡 

 Smallpox 

 注：1980 年第 33 回世界保健総会は， 痘瘡が根絶されたことを宣言した。  

 本分類はサーベイランスの目的のために残されている。  

Ｂ04 サ ル 痘 

 Monkeypox 

Ｂ05 麻   疹 

 Measles 

 包含： 

   はしか 

 除外： 

   亜急性硬化性全脳炎＜ＳＳＰＥ＞（Ａ81．1） 

Ｂ05．0† 麻疹， 脳炎を合併するもの（Ｇ05．1＊） 

  麻疹後脳炎 

Ｂ05．1† 麻疹， 髄膜炎を合併するもの（Ｇ02．0＊） 

  麻疹後髄膜炎 

Ｂ05．2† 麻疹， 肺炎を合併するもの（Ｊ17．1＊） 

  麻疹後肺炎 

Ｂ05．3† 麻疹， 中耳炎を合併するもの（Ｈ67．1＊） 

  麻疹後中耳炎 

Ｂ05．4 麻疹， 腸管合併症を伴うもの 

Ｂ05．8 麻疹， その他の合併症を伴うもの 

  麻疹角膜炎及び角結膜炎†（Ｈ19．2＊） 

Ｂ05．9 麻疹， 合併症を伴わないもの 

  麻疹 ＮＯＳ 

Ｂ06 風疹 ［ドイツ麻疹］  

 Rubella [German measles]  
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 ※三日はしか 

 除外： 

   先天性風疹（Ｐ35．0）  

Ｂ06．0† 風疹， 神経合併症を伴うもの 

  風疹性： 

  ・脳炎（Ｇ05．1＊） 

  ・髄膜炎（Ｇ02．0＊） 

  ・髄膜脳炎（Ｇ05．1＊） 

Ｂ06．8 風疹， その他の合併症を伴うもの 

  風疹性： 

  ・関節炎†（Ｍ01．4＊） 

  ・肺炎†（Ｊ17．1＊） 

Ｂ06．9 風疹， 合併症を伴わないもの 

  風疹 ＮＯＳ 

Ｂ07 ウイルス（性）いぼ＜疣＞＜疣贅＞ 

 Viral warts 

 包含： 

   いぼ＜疣＞＜疣贅＞： 

   ・単純（性） 

   ・尋常性 

 除外： 

   肛門性器（性病性）いぼ＜疣＞＜疣贅＞（Ａ63．0） 

   乳頭腫： 

   ・膀胱（Ｄ41．4） 

   ・子宮頚（部）（Ｄ26．0） 

   ・喉頭（Ｄ14．1） 

Ｂ08 皮膚及び粘膜病変を特徴とするその他のウイルス感染症， 他に分類されないもの 

 Other viral infections characterized by skin and mucous membrane lesions, not 

elsewhere classified 

 除外： 

   水疱性口内炎ウイルス病（Ａ93．8） 

Ｂ08．0 その他のオルソポックスウイルス感染症 
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  牛痘 

  オルフウイルス病＜羊鵞口瘡＞ 

  偽牛痘 ［搾乳者結節］ 

  ワクチニア 

 除外： 

   サル痘（Ｂ04） 

Ｂ08．1 伝染性軟属腫 

Ｂ08．2 突発性発疹 ［第６病］  

Ｂ08．3 伝染性紅斑 ［第５病］   

Ｂ08．4 発疹を伴うエンテロウイルス性小水疱性口内炎 

  手足口病 

Ｂ08．5 エンテロウイルス性水疱性咽頭炎 

  ヘルパンギナ 

Ｂ08．8 皮膚及び粘膜病変を特徴とするその他の明示されたウイルス感染症 

  エンテロウイルス性リンパ結節性咽頭炎 

  口蹄疫 

  タナポックス＜tanapox＞ウイルス性疾患 

  ヤバポックス＜yaba pox＞ウイルス性疾患 

Ｂ09 詳細不明の皮膚及び粘膜病変を特徴とするウイルス感染症 

 Unspecified viral infection characterized by skin and mucous membrane  

Lesions 

包含： 

   ウイルス（性）： 

   ・粘膜疹 ＮＯＳ 

   ・発疹 ＮＯＳ 

 

ウイルス性肝炎（Ｂ15－Ｂ19） 

Viral hepatitis 

 除外： 

   ヘルペスウイルス ［単純ヘルペス］ （性）肝炎（Ｂ00．8） 

   サイトメガロウイルス（性）肝炎（Ｂ25．1） 

   ウイルス性肝炎の続発・後遺症（Ｂ94．2） 

   輸血後肝炎で， 薬物の分類が必要な場合は， 追加コード（第ⅩⅩ章）を使用
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する。 

 

Ｂ15 急性Ａ型肝炎 

 Acute hepatitis A 

Ｂ15．0 急性Ａ型肝炎， 肝性昏睡を伴うもの 

Ｂ15．9 急性Ａ型肝炎， 肝性昏睡を伴わないもの 

  Ａ型肝炎（急性）（ウイルス性） ＮＯＳ 

Ｂ16 急性Ｂ型肝炎 

 Acute hepatitis B 

Ｂ16．0 急性Ｂ型肝炎， デルタ因子（重複感染）及び肝性昏睡を伴うもの 

Ｂ16．1 急性Ｂ型肝炎， デルタ因子（重複感染）を伴い， 肝性昏睡を伴わないもの 

Ｂ16．2 急性Ｂ型肝炎， デルタ因子を伴わず， 肝性昏睡を伴うもの 

Ｂ16．9 急性Ｂ型肝炎， デルタ因子及び肝性昏睡を伴わないもの 

  Ｂ型肝炎（急性）（ウイルス性） ＮＯＳ  

Ｂ17 その他の急性ウイルス性肝炎 

 Other acute viral hepatitiｓ 

Ｂ17．0 Ｂ型肝炎キャリア＜病原体保有者＞の急性デルタ（重）感染症 

Ｂ17．1 急性Ｃ型肝炎 

Ｂ17．2 急性Ｅ型肝炎 

Ｂ17．8 その他の明示された急性ウイルス性肝炎 

  非Ａ非Ｂ型肝炎（急性）（ウイルス性） ＮＥＣ 

Ｂ17．9 急性ウイルス性肝炎， 詳細不明 

  急性肝炎ＮＯＳ 

  急性伝染性肝炎ＮＯＳ 

Ｂ18 慢性ウイルス性肝炎 

 Chronic viral hepatitiｓ 

Ｂ18．0 慢性Ｂ型ウイルス性肝炎， デルタ因子（重複感染）を伴うもの 

Ｂ18．1 慢性Ｂ型ウイルス性肝炎， デルタ因子（重複感染）を伴わないもの 

  慢性Ｂ型（ウイルス）肝炎 

Ｂ18．2 慢性Ｃ型ウイルス性肝炎 

Ｂ18．8 その他の慢性ウイルス性肝炎 

Ｂ18．9 慢性ウイルス性肝炎， 詳細不明 

Ｂ19 詳細不明のウイルス性肝炎 
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 Unspecified viral hepatiti 

Ｂ19．0 詳細不明のウイルス性肝炎， 肝性昏睡を伴うもの 

Ｂ19．9 詳細不明のウイルス性肝炎， 肝性昏睡を伴わないもの 

  ウイルス肝炎 NOS 

 

ヒト免疫不全ウイルス ［ＨＩＶ］ 病（Ｂ20－Ｂ24） 

Human immunodeficiency virus [HIV] disease 

 除外： 

   無症候性ヒト免疫不全ウイルス ［ＨＩＶ］ 感染状態（Ｚ21） 

   妊娠， 分娩及び産じょく＜褥＞に合併するもの（O98．7） 

 

Ｂ20 感染症及び寄生虫症を起こしたヒト免疫不全ウイルス ［ＨＩＶ］ 病 

 Human immunodeficiency virus [HIV] disease resulting in infectious and 

 parasitic diseaseｓ 

 除外： 

   急性ＨＩＶ感染症候群（Ｂ23．0） 

Ｂ20．0 マイコバクテリウム感染症を起こしたＨＩＶ病 

  結核を起こしたＨＩＶ病 

Ｂ20．1 その他の細菌感染症を起こしたＨＩＶ病  

Ｂ20．2 サイトメガロウイルス病を起こしたＨＩＶ病 

Ｂ20．3 その他のウイルス感染症を起こしたＨＩＶ病 

Ｂ20．4 カンジダ症を起こしたＨＩＶ病 

Ｂ20．5 その他の真菌症を起こしたＨＩＶ病 

Ｂ20．6 ニューモシスチス・イロベチイ肺炎を起こしたＨＩＶ病 

  ニューモシスチスカリニ肺炎を起こした HIV 病 

Ｂ20．7 複合感染症を起こしたＨＩＶ病 

Ｂ20．8 その他の感染症及び寄生虫症を起こしたＨＩＶ病 

Ｂ20．9 詳細不明の感染症又は寄生虫症を起こしたＨＩＶ病 

  感染症を起こしたＨＩＶ病 ＮＯＳ 

Ｂ21 悪性新生物＜腫瘍＞を起こしたヒト免疫不全ウイルス ［ＨＩＶ］ 病 

 Human immunodeficiency virus [HIV] disease resulting in malignant neoplasmｓ 

Ｂ21．0 カポジ＜Kaposi＞肉腫を起こしたＨＩＶ病 

Ｂ21．1 バーキット＜Burkitt＞リンパ腫を起こしたＨＩＶ病 
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Ｂ21．2 その他の型の非ホジキン＜non-Hodgkin＞リンパ腫を起こしたＨＩＶ病 

Ｂ21．3 リンパ組織， 造血組織及び関連組織のその他の悪性新生物＜腫瘍＞を起こしたＨＩＶ

病 

Ｂ21．7 多発性の悪性新生物＜腫瘍＞を起こしたＨＩＶ病 

Ｂ21．8 その他の悪性新生物＜腫瘍＞を起こしたＨＩＶ病 

Ｂ21．9 詳細不明の悪性新生物＜腫瘍＞を起こしたＨＩＶ病 

Ｂ22 その他の明示された疾患を起こしたヒト免疫不全ウイルス ［ＨＩＶ］ 病 

 Human immunodeficiency virus [HIV] disease resulting in other specified diseaseｓ 

Ｂ22．0 脳症を起こしたＨＩＶ病 

  ＨＩＶ認知症 

Ｂ22．1 リンパ性間質性肺臓炎を起こしたＨＩＶ病 

Ｂ22．2 消耗症候群を起こしたＨＩＶ病 

  発育不全を起こしたＨＩＶ病 

  スリム＜Slim＞病 

Ｂ22．7 他に分類される多発疾患を起こしたＨＩＶ病 

 注：本項目の使用の際には， 関連した疾病又は死亡コーディングルール及びガ 

イドラインを参照する。  

Ｂ23 その他の病態を起こしたヒト免疫不全ウイルス ［ＨＩＶ］ 病 

 Human immunodeficiency virus [HIV] disease resulting in other conditions 

Ｂ23．0 急性ＨＩＶ感染症候群 

Ｂ23．1 （遷延性）全身性リンパ節症を起こしたＨＩＶ病  

Ｂ23．2 血液学的及び免疫学的異常を起こしたＨＩＶ病， 他に分類されないもの 

Ｂ23．8 その他の明示された病態を起こしたＨＩＶ病 

Ｂ24 詳細不明のヒト免疫不全ウイルス ［ＨＩＶ］ 病 

 Unspecified human immunodeficiency virus [HIV] disease 

 包含： 

   後天性免疫不全症候群 ［ＡＩＤＳ＜エイズ＞］  ＮＯＳ 

   ＡＩＤＳ＜エイズ＞関連症候群 ［ＡＲＣ］  ＮＯＳ 

 

その他のウイルス性疾患（Ｂ25－Ｂ34） 

Other viral diseases 

 



 

 

- 53 - 

 

Ｂ25 サイトメガロウイルス病 

 Cytomegaloviral disease 

 除外： 

   サイトメガロウイルス（性）単核症（Ｂ27．1） 

   先天性サイトメガロウイルス感染症（Ｐ35．1） 

Ｂ25．0† サイトメガロウイルス（性）肺臓炎（Ｊ17．1＊） 

Ｂ25．1† サイトメガロウイルス（性）肝炎（Ｋ77．0＊） 

Ｂ25．2† サイトメガロウイルス（性）膵炎（Ｋ87．1＊） 

Ｂ25．8 その他のサイトメガロウイルス病 

Ｂ25．9 サイトメガロウイルス病， 詳細不明 

Ｂ26 ム ン プ ス 

 Mumps 

 ※おたふくかぜ 

 包含： 

   耳下腺炎： 

   ・流行性 

   ・感染性 

Ｂ26．0† ムンプス精巣＜睾丸＞炎（Ｎ51．1＊） 

Ｂ26．1† ムンプス髄膜炎（Ｇ02．0＊） 

Ｂ26．2† ムンプス脳炎（Ｇ05．1＊） 

Ｂ26．3† ムンプス膵炎（Ｋ87．1＊） 

Ｂ26．8 ムンプス， その他の合併症を伴うもの 

  ムンプス： 

  ・関節炎†（Ｍ01．5＊） 

  ・心筋炎†（Ｉ41．1＊）  

  ・腎炎†（Ｎ08．0＊） 

  ・多発（性）ニューロパチ＜シ＞ー†（Ｇ63．0＊） 

Ｂ26．9 ムンプス， 合併症を伴わないもの 

  ムンプス ＮＯＳ 

  ムンプス耳下腺炎 ＮＯＳ 

Ｂ27 伝染性単核症 

 Infectious mononucleosis 
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 包含： 

   腺熱 

   単核細胞性アンギナ＜口峡炎＞ 

   パイファ＜Pfeiffer＞病 

Ｂ27．0 ガンマヘルペスウイルス（性）単核症 

  ＥＢ＜Epstein-Barr＞ウイルスによる単核症 

Ｂ27．1 サイトメガロウイルス（性）単核症 

Ｂ27．8 その他の伝染性単核症 

Ｂ27．9 伝染性単核症， 詳細不明 

Ｂ30 ウイルス（性）結膜炎 

 Viral conjunctivitis 

 除外： 

   眼疾患： 

   ・ヘルペスウイルス ［単純ヘルペス］ （性）（Ｂ00．5） 

   ・帯状疱疹（性）（Ｂ02．3） 

Ｂ30．0† アデノウイルスによる角結膜炎（Ｈ19．2＊） 

  流行性角結膜炎 

  造船所眼＜shipyard eye＞ 

Ｂ30．1† アデノウイルスによる結膜炎（Ｈ13．1＊） 

  急性アデノウイルス性ろ＜濾＞胞性結膜炎 

  水泳プール結膜炎 

Ｂ30．2 ウイルス（性）咽頭結膜炎 

Ｂ30．3† 急性流行性出血性結膜炎（エンテロウイルス性）（Ｈ13．1＊） 

  下記による結膜炎：  

  ・コクサッキー24  

  ・エンテロウイルス 70  

  出血性結膜炎（急性）（流行性） 

Ｂ30．8† その他のウイルス（性）結膜炎（Ｈ13．1＊） 

  ニューカッスル＜Newcastle＞結膜炎 

Ｂ30．9 ウイルス（性）結膜炎， 詳細不明  

Ｂ33 その他のウイルス性疾患， 他に分類されないもの 

 Other viral diseases, not elsewhere classified 
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Ｂ33．0 流行性筋痛（症） 

  ボルンホルム＜Bornholm＞病 

Ｂ33．1 ロスリバー＜Ross River＞疾患＜病＞ 

  流行性多発関節炎及び発疹 

  ロスリバー＜Ross River＞熱 

Ｂ33．2 ウイルス性心炎 

Ｂ33．3 レトロウイルス感染症， 他に分類されないもの 

  レトロウイルス感染症 ＮＯＳ 

Ｂ33．4† ハンタ＜Hanta＞ウイルス （心） 肺症候群 ［HPS］ ［HCPS］ （Ｊ17．1＊） 

  肺症状を伴うハンタ （Hanta）ウイルス性疾患 

  シンノンブレ＜Sin Nombre＞ウイルス性疾患 

  アンデス＜Andes＞， ベイヨ＜Bayou＞及びブラック・クリーク・キャナル＜Black Creek 

Canal＞ハンタウイルスに起因するハンタウイルス （心） 肺症候群に伴う腎不全を分類

する場合は， 追加コード （Ｎ17．9） を使用する。  

 除外： 

   腎症候性出血熱＜ＨＦＲＳ＞ （Ａ98．5† ） 

Ｂ33．8 その他の明示されたウイルス性疾患 

Ｂ34 部位不明のウイルス感染症 

 Viral infection of unspecified site 

 除外： 

   サイトメガロウイルス病 ＮＯＳ（Ｂ25．9） 

   ヘルペスウイルス ［単純ヘルペス］ 感染症 ＮＯＳ（Ｂ00．9） 

   レトロウイルス感染症 ＮＯＳ（Ｂ33．3） 

   他章に分類される疾患の原因であるウイルス病原体（Ｂ97.-） 

Ｂ34．0 アデノウイルス感染症， 部位不明 

Ｂ34．1 エンテロウイルス感染症， 部位不明 

  コクサッキーウイルス感染症 ＮＯＳ 

  エコーウイルス感染症 ＮＯＳ 

Ｂ34．2 コロナウイルス感染症， 部位不明 

 除外： 

   重症急性呼吸器症候群［ＳＡＲＳ］（U04．9） 

Ｂ34．3 パルボウイルス感染症， 部位不明 
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Ｂ34．4 パポバウイルス感染症， 部位不明 

Ｂ34．8 部位不明のその他のウイルス感染症 

Ｂ34．9 ウイルス感染症， 詳細不明 

  ウイルス血症 ＮＯＳ  

 

真  菌  症（Ｂ35－Ｂ49） 

Mycoses 

 除外： 

   菌状息肉症（Ｃ84．0） 

   有機粉じん＜塵＞による過敏性肺臓炎（Ｊ67.-） 

 

Ｂ35 皮膚糸状菌症 

 Dermatophytosis 

 包含： 

   黄せん＜癬＞ 

   表皮菌， 小胞子菌及び白せん＜癬＞菌による感染症 

   白せん＜癬＞， Ｂ36.-に分類されるものを除くすべての病型 

Ｂ35．0 白せん＜癬＞性毛瘡及び頭部白せん＜癬＞ 

  ひげ＜須毛＞白せん＜癬＞ 

  ケルスス禿瘡 

  頭皮白せん＜癬＞ 

  真菌性毛瘡 

Ｂ35．1 爪白せん＜癬＞ 

  皮膚糸状菌性爪（床）炎 

  爪の皮膚糸状菌症 

  爪真菌症 

  爪の白せん＜癬＞ 

Ｂ35．2 手白せん＜癬＞ 

  手の皮膚糸状菌症 

  手の白せん＜癬＞ 

Ｂ35．3 足白せん＜癬＞ 

  足の白せん＜癬＞ 
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  足の皮膚糸状菌症 

  水虫 

Ｂ35．4 体部白せん＜癬＞ 

  体幹の白せん＜癬＞ 

Ｂ35．5 渦状せん＜癬＞ 

  トケラウ＜tokelau＞ 

Ｂ35．6 （陰）股部白せん＜癬＞ 

  ドービー＜dhobi＞そう＜掻＞痒症＜洗濯屋皮膚炎＞ 

  そけい＜鼠径＞部白せん＜癬＞ 

  Jock itch  

Ｂ35．8 その他の皮膚糸状菌症 

  皮膚糸状菌症： 

  ・播種性 

  ・肉芽腫性 

Ｂ35．9 皮膚糸状菌症， 詳細不明 

  白せん＜癬＞ ＮＯＳ 

Ｂ36 その他の表在性真菌症 

 Other superficial mycoses 

Ｂ36．0 でん＜癜＞風＜なまず＞ 

  しろなまず＜白でん＜癜＞風＞ 

  くろなまず＜黒でん＜癜＞風＞ 

Ｂ36．1 黒せん＜癬＞ 

  手掌黒色角化真菌症  

  黒色小胞子菌症 

  黒色ひこう＜粃糠＞疹 

Ｂ36．2 白（色）砂毛（症） 

  白色せん＜癬＞ 

Ｂ36．3 黒（色）砂毛（症） 

Ｂ36．8 その他の明示された表在性真菌症 

Ｂ36．9 表在性真菌症， 詳細不明 

Ｂ37 カンジダ症 

 Candidiasis 
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 包含： 

   モニリア症 

 除外： 

   新生児カンジダ症（Ｐ37．5） 

Ｂ37．0 カンジダ性口内炎 

  鵞口瘡 

Ｂ37．1 肺カンジダ症 

Ｂ37．2 皮膚及び爪のカンジダ症 

  カンジダ性： 

  ・爪炎 

  ・爪周囲炎＜爪郭炎＞ 

 除外： 

   おむつ皮膚炎（Ｌ22）  

Ｂ37．3† 外陰及び腟のカンジダ症（Ｎ77．1＊） 

  カンジダ性外陰腟炎 

  モニリア性外陰腟炎 

  腟カンジダ症 

Ｂ37．4 その他の部位の尿路性器のカンジダ症 

  カンジダ性： 

  ・亀頭炎†（Ｎ51．2＊） 

  ・尿道炎†（Ｎ37．0＊） 

Ｂ37．5† カンジダ性髄膜炎（Ｇ02．1＊） 

Ｂ37．6† カンジダ性心内膜炎（Ｉ39．8＊） 

Ｂ37．7 カンジダ性敗血症 

Ｂ37．8 その他の部位のカンジダ症 

  カンジダ性： 

  ・口唇炎 

  ・腸炎 

Ｂ37．9 カンジダ症， 詳細不明 

Ｂ38 コクシジオイデス症 

 Coccidioidomycosis 

Ｂ38．0 急性肺コクシジオイデス症 
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Ｂ38．1 慢性肺コクシジオイデス症 

Ｂ38．2 肺コクシジオイデス症， 詳細不明 

Ｂ38．3 皮膚コクシジオイデス症 

Ｂ38．4† コクシジオイデス性髄膜炎（Ｇ02．1＊） 

Ｂ38．7 播種性コクシジオイデス症 

  全身性コクシジオイデス症 

Ｂ38．8 その他の型のコクシジオイデス症 

Ｂ38．9 コクシジオイデス症， 詳細不明 

Ｂ39 ヒストプラスマ症 

 Histoplasmosis 

Ｂ39．0 カプスラーツム急性肺ヒストプラスマ症 

Ｂ39．1 カプスラーツム慢性肺ヒストプラスマ症 

Ｂ39．2 カプスラーツム肺ヒストプラスマ症， 詳細不明  

Ｂ39．3 カプスラーツム播種性ヒストプラスマ症 

  カプスラーツム全身性ヒストプラスマ症 

Ｂ39．4 カプスラーツムヒストプラスマ症， 詳細不明 

  アメリカ型ヒストプラスマ症 

Ｂ39．5 ズボアジヒストプラスマ症 

  アフリカ型ヒストプラスマ症 

Ｂ39．9 ヒストプラスマ症， 詳細不明 

Ｂ40 ブラストミセス症 

 Blastomycosis 

 除外： 

   ブラジル型ブラストミセス症（Ｂ41.-） 

   ケロイド型ブラストミセス症（Ｂ48．0） 

Ｂ40．0 急性肺ブラストミセス症 

Ｂ40．1 慢性肺ブラストミセス症 

Ｂ40．2 肺ブラストミセス症， 詳細不明 

Ｂ40．3 皮膚ブラストミセス症 

Ｂ40．7 播種性ブラストミセス症 

  全身性ブラストミセス症 

Ｂ40．8 その他の型のブラストミセス症 
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Ｂ40．9 ブラストミセス症， 詳細不明 

Ｂ41 パラコクシジオイデス症 

 Paracoccidioidomycosis 

 包含： 

   ブラジル型ブラストミセス症 

   ルツ＜Lutz＞病 

Ｂ41．0 肺パラコクシジオイデス症 

Ｂ41．7 播種性パラコクシジオイデス症 

  全身性パラコクシジオイデス症 

Ｂ41．8 その他の型のパラコクシジオイデス症 

Ｂ41．9 パラコクシジオイデス症， 詳細不明 

Ｂ42 スポロトリコーシス 

 Sporotrichosis 

Ｂ42．0† 肺スポロトリコーシス（Ｊ99．8＊） 

Ｂ42．1 リンパ管皮膚型スポロトリコーシス  

Ｂ42．7 播種性スポロトリコーシス 

  全身性スポロトリコーシス 

Ｂ42．8 その他の型のスポロトリコーシス 

Ｂ42．9 スポロトリコーシス， 詳細不明 

Ｂ43 クロモミコーシス及びフェオミコーシス性膿瘍 

 Chromomycosis and phaeomycotic abscess 

Ｂ43．0 皮膚クロモミコーシス 

  いぼ＜疣＞状＜疣贅性＞皮膚炎 

Ｂ43．1 フェオミコーシス性脳膿瘍 

  脳クロモミコーシス 

Ｂ43．2 皮下フェオミコーシス性膿瘍及びのう＜嚢＞胞 

Ｂ43．8 その他の型のクロモミコーシス 

Ｂ43．9 クロモミコーシス， 詳細不明 

Ｂ44 アスペルギルス症 

 Aspergillosis 

 包含： 

   アスペルギローム＜アスペルギルス腫＞ 
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Ｂ44．0 侵襲性肺アスペルギルス症 

Ｂ44．1 その他の肺アスペルギルス症 

Ｂ44．2 扁桃アスペルギルス症 

Ｂ44．7 播種性アスペルギルス症 

  全身性アスペルギルス症 

Ｂ44．8 その他の型のアスペルギルス症 

Ｂ44．9 アスペルギルス症， 詳細不明 

Ｂ45 クリプトコックス症 

 Cryptococcosis 

Ｂ45．0 肺クリプトコックス症 

Ｂ45．1 脳クリプトコックス症 

  クリプトコックス性髄膜炎†（Ｇ02．1＊） 

  髄膜脳クリプトコックス症 

Ｂ45．2 皮膚クリプトコックス症 

Ｂ45．3 骨クリプトコックス症 

Ｂ45．7 播種性クリプトコックス症 

  全身性クリプトコックス症 

Ｂ45．8 その他の型のクリプトコックス症 

Ｂ45．9 クリプトコックス症， 詳細不明 

Ｂ46 接 合 菌 症 

 Zygomycosis 

Ｂ46．0 肺ムーコル＜ムコール＞症 

Ｂ46．1 鼻脳ムーコル＜ムコール＞症 

Ｂ46．2 胃腸ムーコル＜ムコール＞症 

Ｂ46．3 皮膚ムーコル＜ムコール＞症 

  皮下ムーコル＜ムコール＞症 

Ｂ46．4 播種性ムーコル＜ムコール＞症 

  全身性ムーコル＜ムコール＞症 

Ｂ46．5 ムーコル＜ムコール＞症， 詳細不明 

Ｂ46．8 その他の接合菌症 

  エントモフトラ症 

Ｂ46．9 接合菌症， 詳細不明 
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  藻菌症＜フィコミコーシス＞ ＮＯＳ 

Ｂ47 菌   腫 

 Mycetoma 

Ｂ47．0 真菌性菌腫 

  真菌性足菌腫 

  マズラ菌症 

Ｂ47．1 放線菌腫 

Ｂ47．9 菌腫， 詳細不明 

  足菌腫 ＮＯＳ 

Ｂ48 その他の真菌症， 他に分類されないもの 

 Other mycoses, not elsewhere classified 

Ｂ48．0 ロボア症＜ロボミコーシス＞ 

  ケロイド型ブラストミセス症 

  ロボ＜Lobo＞病 

Ｂ48．1 リノスポリジウム症 

Ｂ48．2 アレシェリア症 

  シュードアレシェリア ボイジィによる感染症 

 除外： 

   真菌性菌腫（Ｂ47．0） 

Ｂ48．3 ゲオトリクム症 

  ゲオトリクム性口内炎 

Ｂ48．4 ペニシリウム症 

Ｂ48．7 日和見真菌症 

  消耗性疾患の存在， 免疫抑制剤及びその他の治療薬の投与又は放射線療法など

の要因がある場合のみ感染を成立させうる弱毒性の真菌による真菌症。 起因菌の大

部分は， 通常は土壌中や枯死植物中に腐生的に生息している。  

Ｂ48．8 その他の明示された真菌症 

  アジアスピロミセス症 

Ｂ49 詳細不明の真菌症 

 Unspecified mycosis 

 包含： 

   真菌血症 ＮＯＳ 
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原 虫 疾 患（Ｂ50－Ｂ64） 

Protozoal diseases 

 除外： 

   アメーバ症（Ａ06.-） 

   その他の原虫性腸疾患（Ａ07.-） 

 

Ｂ50 熱帯熱マラリア 

 Plasmodium falciparum malaria 

 包含： 

   熱帯熱マラリア原虫と他のマラリア原虫の混合感染 

Ｂ50．0 熱帯熱マラリア， 脳合併症を伴うもの 

  脳性マラリア ＮＯＳ 

Ｂ50．8 その他の重症熱帯熱マラリア及び合併症を伴う熱帯熱マラリア 

  重症熱帯熱マラリア又は合併症を伴う熱帯熱マラリア ＮＯＳ 

Ｂ50．9 熱帯熱マラリア， 詳細不明 

Ｂ51 三日熱マラリア 

 Plasmodium vivax malaria 

 包含： 

   熱帯熱マラリア原虫を除く他のマラリア原虫と三日熱マラリア原虫との混合感染 

 除外： 

   熱帯熱マラリアとの混合感染の場合（Ｂ50.-） 

Ｂ51．0 三日熱マラリア， 脾破裂を伴うもの 

Ｂ51．8 三日熱マラリア， その他の合併症を伴うもの  

Ｂ51．9 三日熱マラリア， 合併症を伴わないもの 

  三日熱マラリア ＮＯＳ 

Ｂ52 四日熱マラリア 

 Plasmodium malariae malaria 

 包含： 

熱帯熱マラリア原虫及び三日熱マラリア原虫を除く他のマラリア原虫と四日 

   熱マラリア原虫との混合感染 

 除外： 
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   下記のマラリアとの混合感染の場合： 

   ・熱帯熱マラリア（Ｂ50.-） 

   ・三日熱マラリア（Ｂ51.-） 

Ｂ52．0 四日熱マラリア， 腎症＜ネフロパシー＞を伴うもの 

Ｂ52．8 四日熱マラリア， その他の合併症を伴うもの 

Ｂ52．9 四日熱マラリア， 合併症を伴わないもの 

  四日熱マラリア ＮＯＳ 

Ｂ53 その他の寄生虫学的に確認されたマラリア 

 Other parasitologically confirmed malaria 

Ｂ53．0 卵形マラリア 

 除外： 

   他のマラリアとの混合感染の場合： 

   ・熱帯熱マラリア（Ｂ50.-） 

   ・四日熱マラリア（Ｂ52.-） 

   ・三日熱マラリア（Ｂ51.-） 

Ｂ53．1 サルマラリア原虫によるマラリア 

 除外： 

   他のマラリアとの混合感染の場合： 

   ・熱帯熱マラリア（Ｂ50.-） 

   ・四日熱マラリア（Ｂ52.-） 

   ・卵形マラリア（Ｂ53．0） 

   ・三日熱マラリア（Ｂ51.-） 

Ｂ53．8 その他の寄生虫学的に確認されたマラリア， 他に分類されないもの 

  寄生虫学的に確認されたマラリア ＮＯＳ 

Ｂ54 詳細不明のマラリア 

 Unspecified malaria 

 包含： 

   寄生虫学的に確認されていない臨床的に診断されたマラリア  

Ｂ55 リーシュマニア症 

 Leishmaniasis 

Ｂ55．0 内臓リーシュマニア症 

  カラ・アザール 
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  カラ・アザール後皮膚リーシュマニア症 

Ｂ55．1 皮膚リーシュマニア症 

Ｂ55．2 皮膚粘膜リーシュマニア症 

Ｂ55．9 リーシュマニア症， 詳細不明 

Ｂ56 アフリカ トリパノソーマ症 

 African trypanosomiasis 

Ｂ56．0 ガンビア トリパノソーマ症 

  トリパノソーマ ブルセイ ガンビエンセによる感染症 

  西アフリカ睡眠病 

Ｂ56．1 ローデシア トリパノソーマ症 

  東アフリカ睡眠病 

  トリパノソーマ ブルセイ ローデシエンセによる感染症 

Ｂ56．9 アフリカ トリパノソーマ症， 詳細不明 

  睡眠病 ＮＯＳ 

  トリパノソーマ症 ＮＯＳ， アフリカ トリパノソーマ症の流行地域におけるもの 

Ｂ57 シャーガス＜Chagas＞病 

 Chagas disease 

 包含： 

   アメリカ トリパノソーマ症 

   トリパノソーマ クルジィによる感染症 

Ｂ57．0† 急性シャーガス＜Chagas＞病， 心障害を伴うもの（Ｉ41．2＊， Ｉ98．1＊） 

  下記を伴う急性シャーガス病 

  ・心血管障害 ＮＥＣ（Ｉ98．1＊） 

  ・心筋炎（Ｉ41．2＊） 

Ｂ57．1 急性シャーガス＜Chagas＞病， 心障害を伴わないもの 

  急性シャーガス病 ＮＯＳ  

Ｂ57．2 シャーガス＜Chagas＞病（慢性）， 心障害を伴うもの 

  アメリカ トリパノソーマ症 ＮＯＳ 

  シャーガス病（慢性）（下記を伴うもの）： 

  ・ＮＯＳ 

  ・心血管障害 ＮＥＣ†（Ｉ98．1＊） 

  ・心筋炎†（Ｉ41．2＊） 
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  トリパノソーマ症 ＮＯＳ， シャーガス病流行地域におけるもの 

Ｂ57．3 シャーガス＜Chagas＞病（慢性）， 消化器障害を伴うもの 

Ｂ57．4 シャーガス＜Chagas＞病（慢性）， 神経系障害を伴うもの 

Ｂ57．5 シャーガス＜Chagas＞病（慢性）， その他の臓器障害を伴うもの 

Ｂ58 トキソプラズマ症 

 Toxoplasmosis 

 包含： 

   トキソプラズマ ゴンディによる感染症 

 除外： 

   先天性トキソプラズマ症（Ｐ37．1） 

Ｂ58．0† トキソプラズマ眼障害 

  トキソプラズマ網脈絡膜炎（Ｈ32．0＊） 

Ｂ58．1† トキソプラズマ肝炎（Ｋ77．0＊） 

Ｂ58．2† トキソプラズマ髄膜脳炎（Ｇ05．2＊） 

Ｂ58．3† 肺トキソプラズマ症（Ｊ17．3＊） 

Ｂ58．8 トキソプラズマ症， その他の臓器障害を伴うもの 

  トキソプラズマ： 

  ・心筋炎†（Ｉ41．2＊） 

  ・筋炎†（Ｍ63．1＊） 

Ｂ58．9 トキソプラズマ症， 詳細不明 

Ｂ59† ニューモシスチス症 （Ｊ17．3＊）  

 Pneumocystosis 

 包含： 

   下記による肺炎： 

    ニューモシスチスカリニ 

    ニューモシスチスイロベチイ 

 Ｂ60 その他の原虫疾患， 他に分類されないもの 

 Other protozoal diseases, not elsewhere classified 

 除外： 

   クリプトスポリジウム症（Ａ07．2） 

   腸微胞子虫症（Ａ07．8） 

   イソスポラ症（Ａ07．3） 
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Ｂ60．0 バベシア症 

  ピロプラスマ症  

Ｂ60．1 アカントアメーバ症 

  アカントアメ－バによる結膜炎†（Ｈ13．1＊） 

  アカントアメ－バによる角結膜炎†（Ｈ19．2＊） 

Ｂ60．2 ネグレリア症 

  原発性アメーバ性髄膜脳炎†（Ｇ05．2＊） 

Ｂ60．8 その他の明示された原虫疾患 

  ミクロスポリジウム症 

Ｂ64 詳細不明の原虫疾患 

 Unspecified protozoal disease 

 

ぜん＜蠕＞虫症（Ｂ65－Ｂ83） 

Helminthiase 

 

Ｂ65 住血吸虫症 

 Schistosomiasis [bilharziasis] 

 包含： 

   snail fever 

Ｂ65．0 ビルハルツ住血吸虫症 ［尿住血吸虫症］  

Ｂ65．1 マンソン住血吸虫症 ［腸住血吸虫症］  

Ｂ65．2 日本住血吸虫症 

  アジア住血吸虫症 

Ｂ65．3 セルカリア皮膚炎 

  水泳後そう＜掻＞痒症 

Ｂ65．8 その他の住血吸虫症 

  下記による感染症： 

  ・インテルカラーツム住血吸虫 

  ・マッテ住血吸虫 

  ・メコン住血吸虫 

Ｂ65．9 住血吸虫症， 詳細不明 

Ｂ66 その他の吸虫感染症 
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 Other fluke infections 

Ｂ66．0 オピストルキス症 

  下記による感染症： 

  ・ネコ肝吸虫 

  ・オピストルキス（ネコ）（タイ）  

Ｂ66．1 肝吸虫＜肝ジストマ＞症 

  中国肝吸虫症 

  肝吸虫による感染症 

  東洋肝吸虫症 

Ｂ66．2 二腔吸虫感染症 

  槍形吸虫による感染症 

  ランセット吸虫症 

Ｂ66．3 肝蛭症 

  巨大肝蛭感染症 

  肝蛭感染症 

  インド肝蛭感染症 

  羊肝蛭感染症 

Ｂ66．4 肺吸虫症 

  肺吸虫属種による感染症 

  肺の吸虫症 

  肺ジストマ症 

Ｂ66．5 肥大吸虫症 

  肥大吸虫による感染症 

  腸ジストマ症 

Ｂ66．8 その他の明示された吸虫感染症 

  棘口吸虫症 

  異形吸虫症 

  横川吸虫症 

  ナニフィエツス症 

  ワトソニア症 

Ｂ66．9 吸虫感染症， 詳細不明 

Ｂ67 エキ＜ヒ＞ノコックス症 



 

 

- 69 - 

 

 Echinococcosis 

 包含： 

   包虫症 

Ｂ67．0 肝の単包条虫感染症 

Ｂ67．1 肺の単包条虫感染症 

Ｂ67．2 骨の単包条虫感染症 

Ｂ67．3 その他及び多部位の単包条虫感染症 

Ｂ67．4 単包条虫感染症， 詳細不明 

  犬条虫感染症 

Ｂ67．5 肝の多包条虫感染症 

Ｂ67．6 その他及び多部位の多包条虫感染症 

Ｂ67．7 多包条虫感染症， 詳細不明 

Ｂ67．8 肝の詳細不明のエキ＜ヒ＞ノコックス症 

Ｂ67．9 エキ＜ヒ＞ノコックス症， その他及び詳細不明 

  エキ＜ヒ＞ノコックス症 ＮＯＳ 

Ｂ68 条 虫 症 

 Taeniasis 

 除外： 

   のう＜嚢＞（尾）虫症（Ｂ69.-） 

Ｂ68．0 有鉤条虫症 

  豚肉からの条虫感染症 

Ｂ68．1 無鉤条虫症 

  牛肉からの条虫感染症 

  無鉤条虫成虫による感染症 

Ｂ68．9 条虫症， 詳細不明 

Ｂ69 のう＜嚢＞（尾）虫症 

 Cysticercosis 

 包含： 

   有鉤条虫の幼虫型によるのう＜嚢＞（尾）虫感染症 

Ｂ69．0 中枢神経系ののう＜嚢＞（尾）虫症 

Ｂ69．1 眼ののう＜嚢＞（尾）虫症 

Ｂ69．8 その他の部位ののう＜嚢＞（尾）虫症 
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Ｂ69．9 のう＜嚢＞（尾）虫症， 詳細不明 

Ｂ70 裂頭条虫症及び孤虫症＜スパルガーヌム症＞ 

 Diphyllobothriasis and sparganosis 

Ｂ70．0 裂頭条虫症 

  （成虫）（広節）（パシィフィクム）裂頭条虫感染症 

  魚からの条虫感染症 

 除外： 

   裂頭条虫幼虫症（Ｂ70．1） 

Ｂ70．1 孤虫症＜スパルガーヌム症＞ 

  下記による感染症： 

  ・（マンソン）（芽殖）孤虫 

  ・スピロメトラ幼虫 

  裂頭条虫幼虫症 

  スピロメトラ症  

Ｂ71 その他の条虫感染症 

 Other cestode infections 

Ｂ71．0 ヒメノレピス条虫症 

  小形条虫感染症 

  縮小条虫感染症 

Ｂ71．1 瓜実条虫症 

Ｂ71．8 その他の明示された条虫感染症 

  ケヌルス感染症 

Ｂ71．9 条虫感染症， 詳細不明 

  条虫感染症 ＮＯＳ 

Ｂ72 メジナ虫症＜ドラカ＜ク＞ンクルス症＞ 

 Dracunculiasis 

 包含： 

   ギネア虫感染症 

   メジナ虫による感染症 

Ｂ73 オンコセルカ症 

 Onchocerciasis 

 包含： 
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   回旋糸状虫感染症 

   河川盲目症＜river blindness＞ 

Ｂ74 フィラリア症＜糸状虫症＞ 

 Filariasis 

 除外： 

   オンコセルカ症（Ｂ73） 

   熱帯性（肺）好酸球増多症 ＮＯＳ（Ｊ82） 

Ｂ74．0 バンクロフト糸状虫によるフィラリア症＜糸状虫症＞ 

  バンクロフト： 

  ・象皮病 

  ・フィラリア症＜糸状虫症＞ 

Ｂ74．1 マレ－糸状虫によるフィラリア症＜糸状虫症＞ 

Ｂ74．2 チモ－ル糸状虫によるフィラリア症＜糸状虫症＞  

Ｂ74．3 ロア糸状虫症 

  カラバール腫張 

  アフリカの眼虫症 

  ロア糸状虫感染症 

Ｂ74．4 マンソネラ症 

  下記による感染症： 

  ・マンソネラ オザルディ 

  ・マンソネラ ペルスタンス 

  ・マンソネラ ストレプトセルカ 

Ｂ74．8 その他のフィラリア症＜糸状虫症＞ 

  犬糸状虫症 

Ｂ74．9 フィラリア症＜糸状虫症＞， 詳細不明 

Ｂ75 旋 毛 虫 症 

 Trichinellosis 

 包含： 

   旋毛虫による感染症 

Ｂ76 鉤 虫 症 

 Hookworm disease 

 包含： 
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   ウンシナリア属感染症 

Ｂ76．0 十二指腸虫症 

 ※ズビニ鉤虫症 

  十二指腸虫属種による感染症 

Ｂ76．1 アメリカ鉤虫症 

  アメリカ鉤虫による感染症 

Ｂ76．8 その他の鉤虫症 

Ｂ76．9 鉤虫症， 詳細不明 

  皮膚幼線虫移行症 ＮＯＳ 

Ｂ77 回＜蛔＞虫症 

 Ascariasis 

Ｂ77．0 回＜蛔＞虫症， 腸合併症を伴うもの 

Ｂ77．8 回＜蛔＞虫症， その他の合併症を伴うもの 

Ｂ77．9 回＜蛔＞虫症， 詳細不明  

Ｂ78 糞 線 虫 症 

 Strongyloidiasis 

 除外： 

   毛様線虫症（Ｂ81．2） 

Ｂ78．0 腸糞線虫症 

Ｂ78．1 皮膚糞線虫症 

Ｂ78．7 播種性糞線虫症 

Ｂ78．9 糞線虫症， 詳細不明 

Ｂ79 鞭 虫 症 

 Trichuriasis 

 包含： 

  鞭虫（病）（感染） 

Ｂ80 ぎょう＜蟯＞虫症 

 Enterobiasis 

 包含： 

   ぎょう＜蟯＞虫感染症 

Ｂ81 その他の腸ぜん＜蠕＞虫症， 他に分類されないもの 

 Other intestinal helminthiases, not elsewhere classified 
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 除外： 

   広東住血線虫症（Parastrongylus cantonensis＜Angiostrongylus cantonensis

＞によるもの）（Ｂ83．2） 

Ｂ81．0 アニサキス症 

  アニサキス幼虫感染症 

Ｂ81．1 腸毛頭虫＜カピラリア＞症 

  毛頭虫症 ＮＯＳ 

  フィリピン毛頭虫感染症 

 除外： 

   肝毛頭虫症（Ｂ83．8） 

Ｂ81．2 毛様線虫症 

Ｂ81．3 腸住血線虫症 

  コスタリカ住血線虫症（Parastrongylus costaricensis＜Angiostrongylus  

costaricensis＞によるもの） 

Ｂ81．4 混合腸ぜん＜蠕＞虫症 

  Ｂ65．0－Ｂ81．3 及びＢ81．8 の２項目以上に分類される腸ぜん＜蠕＞虫による感染

症 

  混合ぜん＜蠕＞虫症 ＮＯＳ 

Ｂ81．8 その他の明示された腸ぜん＜蠕＞虫症 

  下記による感染症： 

  ・エソファゴストム属種 ［エソファゴストム症］  

  ・テルニデンス・デ（ィ）ミヌーツス［テルニデンス症］ 

Ｂ82 詳細不明の腸寄生虫症 

 Unspecified intestinal parasitism 

Ｂ82．0 腸ぜん＜蠕＞虫症， 詳細不明 

Ｂ82．9 腸寄生虫症， 詳細不明 

Ｂ83 その他のぜん＜蠕＞虫症 

 Other helminthiases 

 除外： 

   毛頭虫症： 

   ・ＮＯＳ（Ｂ81．1） 

   ・腸（Ｂ81．1） 

Ｂ83．0 内臓幼虫移行症 

  トキソカラ症 
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Ｂ83．1 顎口虫症 

  遊走性腫脹  

Ｂ83．2 広東住血線虫症 

 広東住血線虫症（Parastrongylus cantonensis＜Angiostrongylus cantonensis＞に

よるもの） 

  好酸球性髄膜脳炎†（Ｇ05．2＊） 

 除外： 

   腸住血線虫症（Ｂ81．3） 

Ｂ83．3 気管線虫症 

Ｂ83．4 内部蛭寄生症 

 除外： 

   外部蛭寄生症（Ｂ88．3） 

Ｂ83．8 その他の明示されたぜん＜蠕＞虫症 

  鈎頭虫症 

  ゴンギロネーマ症 

  肝毛頭虫症 

  メタストロンギルス症 

  眼虫症 

Ｂ83．9 ぜん＜蠕＞虫症， 詳細不明 

  虫 ＮＯＳ 

 除外： 

   腸ぜん＜蠕＞虫症 ＮＯＳ（Ｂ82．0） 

 

シラミ症， ダニ症及びその他の動物寄生症（Ｂ85－Ｂ89） 

Pediculosis, acariasis and other infestations 

 

Ｂ85 シラミ症及びケジラミ症 

 Pediculosis and phthiriasis 

Ｂ85．0 アタマジラミによるシラミ症 

  アタマジラミ寄生症  

Ｂ85．1 コロモジラミによるシラミ症 

  コロモジラミ寄生症 
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Ｂ85．2 シラミ症， 詳細不明 

Ｂ85．3 ケジラミ症 

  ケジラミによる寄生症 

Ｂ85．4 シラミ及びケジラミの混合寄生症 

  項目Ｂ85．0－Ｂ85．3 の２項目以上に分類されるシラミ寄生症 

Ｂ86 かいせん＜疥癬＞ 

 Scabies 

 包含： 

   かいせん＜疥癬＞性かゆみ＜そう＜掻＞痒＞ 

   ※ ひぜん 

Ｂ87 ハエ幼虫症 

 Myiasis 

 包含： 

   ハエ幼虫＜ウジ＞による寄生症 

Ｂ87．0 皮膚ハエ幼虫症 

  ハエ幼虫移行症 

Ｂ87．1 創傷ハエ幼虫症 

  外傷性ハエ幼虫症 

Ｂ87．2 眼ハエ幼虫症 

Ｂ87．3 鼻咽頭ハエ幼虫症 

  喉頭ハエ幼虫症 

Ｂ87．4 耳ハエ幼虫症 

Ｂ87．8 その他の部位のハエ幼虫症 

  尿路性器ハエ幼虫症 

  腸ハエ幼虫症 

Ｂ87．9 ハエ幼虫症， 詳細不明  

Ｂ88 その他の寄生症 

 Other infestations 

Ｂ88．0 その他のダニ症 

  ダニ皮膚炎 

  下記による皮膚炎： 

  ・ニキビダニ属種 
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  ・ワクモ 

  ・ハツカネズミダニ 

  つつが＜恙＞虫刺咬症 

 除外： 

   かいせん＜疥癬＞（Ｂ86） 

Ｂ88．1 スナノミ症 ［スナノミの寄生症］  

Ｂ88．2 その他の節足動物寄生症 

  スカラベ病 

Ｂ88．3 外部蛭寄生症 

  蛭寄生症 ＮＯＳ 

 除外： 

   内部蛭寄生症（Ｂ83．4） 

Ｂ88．8 その他の明示された寄生症 

  Vandellia cirrhosa という魚による尿路性器寄生症 

  舌虫症 

  ポロセファルス症＜舌虫症＞ 

Ｂ88．9 寄生症， 詳細不明 

  寄生症（皮膚） ＮＯＳ 

  ダニ寄生症 ＮＯＳ 

  皮膚寄生虫症 ＮＯＳ 

Ｂ89 詳細不明の寄生虫症 

 Unspecified parasitic disease 

  

感染症及び寄生虫症の続発・後遺症（Ｂ90－Ｂ94） 

Sequelae of infectious and parasitic diseases 

 注：分類項目Ｂ90－Ｂ94 は， Ａ00－Ｂ89 に分類される病態が続発・後遺症（それ自体

は他に分類される）の原因であることを示すために使用する。 「続発・後遺症」 とは， 続

発症と記載された病態を含む他， 上記の分類項目（Ａ00－Ｂ89）に分類できる疾患が

もはや存在しない確証がある場合には， その後遺症も含む。 本分類項目の使用の際

には， 関連する疾病又は死亡コーディングルールを参照する。  

 慢性感染症については使用しない。現在の感染症を慢性又は活動性感染症に適宜コ

ードする。 

 

Ｂ90 結核の続発・後遺症 
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 Sequelae of tuberculosis 

Ｂ90．0 中枢神経系結核の続発・後遺症 

Ｂ90．1 腎尿路生殖器結核の続発・後遺症 

Ｂ90．2 骨及び関節の結核の続発・後遺症 

Ｂ90．8 その他の臓器の結核の続発・後遺症 

Ｂ90．9 呼吸器及び詳細不明の結核の続発・後遺症 

  結核の続発・後遺症 ＮＯＳ 

Ｂ91 灰白髄炎＜ポリオ＞の続発・後遺症 

 Sequelae of poliomyelitis 

 除外： 

   ポリオ後症候群（G14） 

Ｂ92 ハンセン＜Hansen＞病の続発・後遺症 

 Sequelae of leprosy 

Ｂ94 その他及び詳細不明の感染症及び寄生虫症の続発・後遺症 

 Sequelae of other and unspecified infectious and parasitic diseases 

Ｂ94．0 トラコーマの続発・後遺症 

Ｂ94．1 ウイルス（性）脳炎の続発・後遺症 

Ｂ94．2 ウイルス性肝炎の続発・後遺症 

Ｂ94．8 その他の明示された感染症及び寄生虫症の続発・後遺症 

Ｂ94．9 詳細不明の感染症又は寄生虫症の続発・後遺症  

 

細菌， ウイルス及びその他の病原体（Ｂ95－Ｂ98） 

Bacterial, viral and other infectious agents 

 注：本分類項目は一次コーディングには決して用いるべきではない。 本分類項目は他章

に分類される疾患における感染病原体を明示する必要がある場合に補助コード又は追

加コードとして設置されたものである。  

 

Ｂ95 他章に分類される疾患の原因である連鎖球菌及びブドウ球菌 

Streptococcus and staphylococcus as the cause of diseases classified to other 

chapters 

Ｂ95．0 他章に分類される疾患の原因であるＡ群連鎖球菌 

Ｂ95．1 他章に分類される疾患の原因であるＢ群連鎖球菌 

Ｂ95．2 他章に分類される疾患の原因であるＤ群連鎖球菌 
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Ｂ95．3 他章に分類される疾患の原因である肺炎連鎖球菌 

Ｂ95．4 他章に分類される疾患の原因であるその他の連鎖球菌 

Ｂ95．5 他章に分類される疾患の原因である詳細不明の連鎖球菌 

Ｂ95．6 他章に分類される疾患の原因である黄色ブドウ球菌 

Ｂ95．7 他章に分類される疾患の原因であるその他のブドウ球菌 

Ｂ95．8 他章に分類される疾患の原因である詳細不明のブドウ球菌 

Ｂ96 他章に分類される疾患の原因であるその他の明示された細菌性病原体 

 Other specified bacterial agents as the cause of diseases classified to other 

chapters 

Ｂ96．0 他章に分類される疾患の原因である肺炎マイコプラズマ ［M．pneumoniae］  

  牛肺疫菌様微生物 ［ＰＰＬＯ］  

Ｂ96．1 他章に分類される疾患の原因である肺炎桿菌 ［K．pneumoniae］  

Ｂ96．2 他章に分類される疾患の原因である大腸菌 ［E．coli］  

Ｂ96．3 他章に分類される疾患の原因であるインフルエンザ菌 ［H．influenzae］  

Ｂ96．4 他章に分類される疾患の原因であるプロテウス菌＜P．mirabilis＞＜P．morganii＞ 

Ｂ96．5 他章に分類される疾患の原因である緑膿菌＜P．aeruginosa＞ 

Ｂ96．6 他章に分類される疾患の原因であるバシラス フラギリス ［B．fragilis］  

Ｂ96．7 他章に分類される疾患の原因であるウェルシュ菌 ［C．perfringens］  

Ｂ96．8 他章に分類される疾患の原因であるその他の明示された細菌性病原体 

 ※ヘリコバクター・ピロリ＜Helicobactor pylori＞ 

Ｂ97 他章に分類される疾患の原因であるウイルス病原体 

 Viral agents as the cause of diseases classified to other chapters 

Ｂ97．0 他章に分類される疾患の原因であるアデノウイルス 

Ｂ97．1 他章に分類される疾患の原因であるエンテロウイルス 

  コクサッキーウイルス 

  エコーウイルス 

Ｂ97．2 他章に分類される疾患の原因であるコロナウイルス 

Ｂ97．3 他章に分類される疾患の原因であるレトロウイルス 

  レンチウイルス 

  オンコウイルス 

Ｂ97．4 他章に分類される疾患の原因であるＲＳウイルス 

Ｂ97．5 他章に分類される疾患の原因であるレオウイルス 
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Ｂ97．6 他章に分類される疾患の原因であるパルボウイルス 

Ｂ97．7 他章に分類される疾患の原因である乳頭腫ウイルス 

Ｂ97．8 他章に分類される疾患の原因であるその他のウイルス病原体 

  ヒト・メタニューモウイルス 

Ｂ98 他章に分類される疾患の原因であるその他の明示された感染性病原体 

 Other specified infectious agents as the cause of diseases classified to other 

chapters 

Ｂ98．0 他章に分類される疾患の原因であるヘリコバクター・ピロリ［H.pylori］ 

Ｂ98．1 他章に分類される疾患の原因であるビブリオ・バルニフィカス 

 

その他の感染症（Ｂ99） 

Other infectious diseases 

Ｂ99 その他及び詳細不明の感染症 

 Other and unspecified infectious disease 

 

  




