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第Ⅵ章 神 経 系 の 疾 患（G00－G99）  

Diseases of the nervous system 

 

除外： 

周産期に発生した病態（Ｐ00－Ｐ96） 

感染症及び寄生虫症（Ａ00－Ｂ99） 

妊娠， 分娩及び産じょく＜褥＞の合併症（Ｏ00－Ｏ99） 

先天奇形， 変形及び染色体異常（Ｑ00－Ｑ99） 

内分泌， 栄養及び代謝疾患（Ｅ00－Ｅ90） 

損傷， 中毒及びその他の外因の影響（Ｓ00－Ｔ98） 

新生物＜腫瘍＞（Ｃ00－Ｄ48） 

症状， 徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの（Ｒ00－Ｒ99） 

 

本章は， 次の中間分類項目を含む： 

Ｇ00－Ｇ09 中枢神経系の炎症性疾患 

Ｇ10－Ｇ13 主に中枢神経系を障害する系統萎縮症 

Ｇ20－Ｇ26 錐体外路障害及び異常運動 

Ｇ30－Ｇ32 神経系のその他の変性疾患 

Ｇ35－Ｇ37 中枢神経系の脱髄疾患 

Ｇ40－Ｇ47 挿間性及び発作性障害 

Ｇ50－Ｇ59 神経， 神経根及び神経そう＜叢＞の障害 

Ｇ60－Ｇ64 多発（性）ニューロパチ＜シ＞ー及びその他の末梢神経系の障害 

Ｇ70－Ｇ73 神経筋接合部及び筋の疾患 

Ｇ80－Ｇ83 脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群 

Ｇ90－Ｇ99 神経系のその他の障害 

 

本章の星印（＊）項目は下記のとおりである： 

Ｇ01＊ 他に分類される細菌性疾患における髄膜炎 

Ｇ02＊ 他に分類されるその他の感染症及び寄生虫症における髄膜炎 

Ｇ05＊ 他に分類される疾患における脳炎， 脊髄炎及び脳脊髄炎 

Ｇ07＊ 他に分類される疾患における頭蓋内及び脊椎管内の膿瘍及び肉芽腫 

Ｇ13＊ 他に分類される疾患における主に中枢神経系を障害する系統萎縮症 

Ｇ22＊ 他に分類される疾患におけるパーキンソン＜Parkinson＞症候群 
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Ｇ26＊ 他に分類される疾患における錐体外路障害及び異常運動  

Ｇ32＊ 他に分類される疾患における神経系のその他の変性障害 

Ｇ46＊ 脳血管疾患における脳の血管（性）症候群 

Ｇ53＊ 他に分類される疾患における脳神経障害 

Ｇ55＊ 他に分類される疾患における神経根及び神経そう＜叢＞の圧迫 

Ｇ59＊ 他に分類される疾患における単ニューロパチ＜シ＞ー 

Ｇ63＊ 他に分類される疾患における多発（性）ニューロパチ＜シ＞ー 

Ｇ73＊ 他に分類される疾患における神経筋接合部及び筋の障害 

Ｇ94＊ 他に分類される疾患における脳のその他の障害 

Ｇ99＊ 他に分類される疾患における神経系のその他の障害 

 

中枢神経系の炎症性疾患（Ｇ00－Ｇ09） 

Inflammatory diseases of the central nervous system 

 

Ｇ00 細菌性髄膜炎， 他に分類されないもの 

 Bacterial meningitis, not elsewhere classifieｄ 

 包含： 

    くも膜炎  

   軟膜炎 

   髄膜炎       細菌性 

   硬膜炎   

 除外： 

   細菌性： 

   ・髄膜脊髄炎（Ｇ04．2） 

   ・髄膜脳炎（Ｇ04．2） 

Ｇ00．0 インフルエンザ菌性髄膜炎 

  インフルエンザ菌＜H．influenzae＞による髄膜炎 

Ｇ00．1 肺炎球菌性髄膜炎 

Ｇ00．2 連鎖球菌性髄膜炎 

Ｇ00．3 ブドウ球菌性髄膜炎 

Ｇ00．8 その他の細菌性髄膜炎 

  下記による髄膜炎： 

  ・大腸菌 
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  ・フリードレンダー＜Friedl änder＞桿菌 

  ・クレブシエラ 

Ｇ00．9 細菌性髄膜炎， 詳細不明 

  化膿性髄膜炎 ＮＯＳ  

 Ｇ01＊  他に分類される細菌性疾患における髄膜炎 

 Meningitis in bacterial diseases classified elsewhere 

  髄膜炎（下記におけるもの）： 

  ・炭疽（Ａ22．8†） 

  ・淋菌性（Ａ54．8†） 

  ・レプトスピラ症（Ａ27.-†） 

  ・リステリア性（Ａ32．1†） 

  ・ライム＜Lyme＞病（Ａ69．2†） 

  ・髄膜炎菌性（Ａ39．0†） 

  ・神経梅毒（Ａ52．1†） 

  ・サルモネラ感染症（Ａ02．2†） 

  ・梅毒： 

 ・先天（Ａ50．4†） 

 ・第２期（Ａ51．4†） 

  ・結核性（Ａ17．0†） 

  ・腸チフス（Ａ01．0†） 

 除外： 

   他に分類される細菌性疾患における髄膜脳炎及び髄膜脊髄炎 

   （Ｇ05．0＊） 

Ｇ02＊ 他に分類されるその他の感染症及び寄生虫症における髄膜炎 

 Meningitis in other infectious and parasitic diseases classified elsewhere 

 除外： 

他に分類されるその他の感染症及び寄生虫症における髄膜脳炎及び髄膜脊髄炎

（Ｇ05．1－Ｇ05．2＊） 

Ｇ02．0＊ 他に分類されるウイルス性疾患における髄膜炎 

  髄膜炎（下記によるもの）： 

  ・アデノウイルス（Ａ87．1†） 

  ・エンテロウイルス（性）（Ａ87．0†） 

  ・ヘルペスウイルス ［単純ヘルペス］ （性）（Ｂ00．3†） 
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  ・伝染性単核症（Ｂ27.-†） 

  ・麻疹（Ｂ05．1†） 

  ・ムンプス（Ｂ26．1†）  

  ・風疹（Ｂ06．0†） 

  ・水痘 ［鶏痘］ （Ｂ01．0†） 

  ・帯状疱疹（性）（Ｂ02．1†） 

Ｇ02．1＊ 真菌症における髄膜炎 

  髄膜炎（下記におけるもの）： 

  ・カンジダ性（Ｂ37．5†） 

  ・コクシジオイデス性（Ｂ38．4†） 

  ・クリプトコックス性（Ｂ45．1†）  

Ｇ02．8＊ 他に分類されるその他の明示された感染症及び寄生虫症における髄膜炎 

  下記による髄膜炎： 

  ・アフリカ トリパノソーマ症による髄膜炎（Ｂ56.-†） 

  ・シャーガス＜Chagas＞病（慢性）（Ｂ57．4†） 

Ｇ03 その他及び詳細不明の原因による髄膜炎 

 Meningitis due to other and unspecified causes 

 包含： 

くも膜炎  

   軟膜炎     その他及び詳細不明の原因によるもの 

   髄膜炎   

      硬膜炎   

 除外： 

   髄膜脊髄炎（Ｇ04.-） 

   髄膜脳炎（Ｇ04.-） 

Ｇ03．0 非化膿性髄膜炎 

  非細菌性髄膜炎 

Ｇ03．1 慢性髄膜炎 

Ｇ03．2 良性再発性髄膜炎 ［モラレ＜Mollaret＞髄膜炎］  

Ｇ03．8 その他の明示された原因による髄膜炎 

Ｇ03．9 髄膜炎， 詳細不明 

  くも膜炎（脊髄性） ＮＯＳ 

Ｇ04 脳炎， 脊髄炎及び脳脊髄炎 



- 5 - 

 

 Encephalitis, myelitis and encephalomyelitis 

 包含： 

   急性上行性脊髄炎 

   髄膜脊髄炎 

   髄膜脳炎 

 除外： 

   良性筋痛性脳脊髄炎（Ｇ93．3） 

   脳症＜エンセファロパチ＜シ＞ー＞： 

   ・ＮＯＳ（Ｇ93．4） 

   ・アルコール（性）（Ｇ31．2） 

   ・中毒性（Ｇ92） 

   多発性硬化症（Ｇ35） 

   脊髄炎： 

   ・急性横断性（Ｇ37．3） 

   ・亜急性え＜壊＞死性（Ｇ37．4） 

Ｇ04．0 急性播種性脳炎 

  脳炎 

              予防接種後 

  脳脊髄炎 

  ワクチンの分類が必要な場合は， 追加外因コード（ⅩⅩ章）を使用する。  

Ｇ04．1 熱帯性けい＜痙＞性対麻痺 

Ｇ04．2 細菌性髄膜脳炎及び髄膜脊髄炎， 他に分類されないもの 

G04．8 その他の脳炎、脊髄炎及び脳脊髄炎 

  感染後脳炎及び脳脊髄炎 NOS 

  てんかん発作関連の分類が必要な場合は、追加コードを使用する (G40.-) 

Ｇ04．9 脳炎， 脊髄炎及び脳脊髄炎， 詳細不明 

  脳室炎 ＮＯＳ 

Ｇ05＊   他に分類される疾患における脳炎， 脊髄炎及び脳脊髄炎 

 Encephalitis, myelitis and encephalomyelitis in diseases classified elsewhere 

 包含： 

   他に分類される疾患における髄膜脳炎及び髄膜脊髄炎 

Ｇ05．0＊ 他に分類される細菌性疾患における脳炎， 脊髄炎及び脳脊髄炎 

  脳炎， 脊髄炎又は脳脊髄炎（下記におけるもの）： 

  ・リステリア性（Ａ32．1†） 
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  ・髄膜炎菌性（Ａ39．8†） 

  ・梅毒： 

  ・先天（Ａ50．4†） 

  ・晩期（Ａ52．1†） 

  ・結核性（Ａ17．8†） 

Ｇ05．1＊ 他に分類されるウイルス性疾患における脳炎， 脊髄炎及び脳脊髄炎 

  脳炎， 脊髄炎又は脳脊髄炎（下記におけるもの）： 

  ・アデノウイルス（Ａ85．1†） 

  ・サイトメガロウイルス（性）（Ｂ25．8†） 

  ・エンテロウイルス（性）（Ａ85．0†） 

  ・ヘルペスウイルス ［単純ヘルペス］ （性）（Ｂ00．4†） 

  ・インフルエンザ（J09†，J10．8†，J11．8†） 

  ・麻疹（Ｂ05．0†） 

  ・ムンプス（Ｂ26．2†） 

  ・水痘後（Ｂ01．1†） 

  ・風疹（Ｂ06．0†） 

  ・帯状疱疹（性）（Ｂ02．0†） 

Ｇ05．2＊ 他に分類されるその他の感染症及び寄生虫症における脳炎， 脊髄炎及び脳脊髄炎 

  脳炎， 脊髄炎又は脳脊髄炎， 下記におけるもの： 

  ・アフリカ トリパノソーマ症（Ｂ56.-†） 

  ・シャーガス＜Chagas＞病（慢性）（Ｂ57．4†） 

  ・ネグレリア症（Ｂ60．2†） 

  ・トキソプラズマ症（Ｂ58．2†） 

  好酸球性髄膜脳炎（Ｂ83．2†） 

Ｇ05．8＊ 他に分類されるその他の疾患における脳炎， 脊髄炎及び脳脊髄炎 

  全身性エリテマトーデス＜紅班性狼瘡＞＜ＳＬＥ＞における脳炎（Ｍ32．1†） 

Ｇ06 頭蓋内及び脊椎管内の膿瘍及び肉芽腫 

 Intracranial and intraspinal abscess and granuloma 

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

Ｇ06．0 頭蓋内膿瘍及び肉芽腫 

  膿瘍（塞栓性）： 

  ・脳 ［各部位］ 

  ・小脳性 
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  ・大脳性  

  ・耳性 

  頭蓋内膿瘍又は肉芽腫： 

  ・硬膜外 

  ・硬膜下 

Ｇ06．1 脊椎管内膿瘍及び肉芽腫 

  脊髄膿瘍（塞栓性） ［各部位］  

  脊椎管内膿瘍又は肉芽腫： 

  ・硬膜外 

  ・硬膜下 

Ｇ06．2 硬膜外及び硬膜下膿瘍， 詳細不明 

Ｇ07＊  他に分類される疾患における頭蓋内及び脊椎管内の膿瘍及び肉芽腫 

Intracranial and intraspinal abscess and granuloma in diseases classified elsewhere 

 包含： 

   脳膿瘍： 

   ・アメーバ性（Ａ06．6†） 

   ・淋菌性（Ａ54．8†） 

   ・結核性（Ａ17．8†） 

   脳の住血吸虫症性肉芽腫（Ｂ65.-†） 

   結核腫： 

   ・脳（Ａ17．8†） 

   ・髄膜（Ａ17．1†） 

Ｇ08 頭蓋内及び脊椎管内の静脈炎及び血栓（性）静脈炎 

 Intracranial and intraspinal phlebitis and thrombophlebitis 

 包含： 

   敗血症性： 

   ・塞栓症       

   ・静脈内膜炎   

   ・静脈炎       頭蓋内又は脊椎管内の静脈洞及び静脈におけるも 

   ・血栓（性）静脈炎 の 

   ・血栓症      

 除外： 

   頭蓋内の静脈炎及び血栓（性）静脈炎： 
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   ・下記に合併するもの： 

   ・流産， 子宮外妊娠又は胞状奇胎妊娠（Ｏ00－Ｏ07， Ｏ08．7） 

   ・妊娠， 分娩及び産じょく＜褥＞（Ｏ22．5， Ｏ87．3） 

   ・非化膿性の原因によるもの（Ｉ67．6） 

   非化膿性の脊椎管内の静脈炎及び血栓（性）静脈炎（Ｇ95．1） 

G09 中枢神経系の炎症性疾患の続発・後遺症 

 Sequelae of inflammatory diseases of central nervous system 

注：項目 G09 は，続発・後遺症自身は他に分類されるが，G00－G08［星印（＊） の項目

を除く］に一次分類される病態が続発・後遺症の原因であることを示すために使用される。

「続発・後遺症」とは，続発・後遺症と記載された病態又は原因病態が発生後１年以上

存在している病態を含む。本項目の使用の際には，関連する疾病・死亡コーディングルー

ル及びガイドラインを参照するべきである。 

中枢神経系の慢性炎症性疾患には使用しない。現在の中枢神経系の炎症性疾患にコ

ードする。 

 

主に中枢神経系を障害する系統萎縮症（Ｇ10－Ｇ14） 

Systemic atrophies primarily affecting the central nervous system 

 

Ｇ10 ハンチントン＜Huntington＞病 

 Huntington disease 

 包含： 

   ハンチントン舞踏病 

Ｇ11 遺伝性運動失調（症） 

 Hereditary ataxia 

 除外： 

   脳性麻痺（Ｇ80.-） 

   遺伝性及び特発性ニューロパチ＜シ＞ー（Ｇ60.-） 

   代謝障害（Ｅ70－Ｅ90） 

Ｇ11．0 先天性非進行性運動失調（症） 

Ｇ11．1 早発性小脳性運動失調（症） 

 注：通常 20 才未満に発症 

   早発性小脳性運動失調（症）， 下記を伴うもの： 

   ・本態性振戦 
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   ・ミオクローヌス ［ラムゼイ ハント＜Ramsay Hunt＞運動失調（症）］  

   ・腱反射遅延 

   フリードライヒ＜Friedreich＞運動失調（症）（常染色体性劣性） 

   性染色体＜伴性＞劣性脊髄小脳（性）（運動）失調（症） 

Ｇ11．2 晩発性小脳性運動失調（症） 

 注：通常 20 才以後に発症 

Ｇ11．3 障害ＤＮＡ修復を伴う小脳性運動失調（症） 

  毛細血管拡張性運動失調（症） ［ルイ・バー＜Louis-Bar＞症候群］  

 除外： 

   コケイン＜Cockayne＞症候群（Ｑ87．1） 

   色素性乾皮症（Ｑ82．1） 

Ｇ11．4 遺伝性けい＜痙＞性対麻痺 

Ｇ11．8 その他の遺伝性運動失調（症） 

Ｇ11．9 遺伝性運動失調（症）， 詳細不明 

  遺伝性小脳性： 

  ・運動失調（症） ＮＯＳ 

  ・変性 

  ・疾患 

  ・症候群 

Ｇ12 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群 

 Spinal muscular atrophy and related syndromes 

Ｇ12．0 乳児型脊髄性筋萎縮症，Ⅰ型 ［ウェルドニッヒ・ホフマン＜Werdnig-Hoffman＞

 病］  

Ｇ12．1 その他の遺伝性脊髄性筋萎縮症 

  乳（幼）児進行性球麻痺 ［ファツィオ・ロンド＜Fazio-Londe＞（萎縮）］  

  脊髄性筋萎縮症： 

  ・成人型 

  ・小児型， Ⅱ型 

  ・遠位（型） 

  ・若年（型）， Ⅲ型 ［クーゲルベルク＜グ＞・ヴ＜ウ＞ェランダー 

  ＜Kugelberg-Welander＞病］  

  ・肩甲腓骨型 

Ｇ12．2 運動ニューロン疾患 
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  家族性運動ニューロン疾患 

  側索硬化症： 

  ・筋萎縮性 

  ・原発性 

  進行性： 

  ・球麻痺 

  ・脊髄性筋萎縮症 

Ｇ12．8 その他の脊髄性筋萎縮症及び関連症候群 

Ｇ12．9 脊髄性筋萎縮症， 詳細不明 

Ｇ13＊  他に分類される疾患における主に中枢神経系を障害する系統萎縮症 

Systemic atrophies primarily affecting central nervous system in diseases classified 

elsewhere 

Ｇ13．0＊ 新生物＜腫瘍＞関連ニューロミオパチ＜シ＞ー及びニューロパチ＜シ＞ー 

  癌性ニューロミオパチ＜シ＞ー（Ｃ00－Ｃ97†） 

感覚性（新生物＜腫瘍＞関連）ニューロパチ＜シ＞ー ［デニー ブラウン＜Denny 

Brown＞症候群］ （Ｃ00－Ｄ48†） 

Ｇ13．1＊ 新生物＜腫瘍＞性疾患における主に中枢神経系を障害するその他の系統萎 

 縮症 

  （新生物＜腫瘍＞関連）辺縁系脳症（Ｃ00－Ｄ48†） 

Ｇ13．2＊ 粘液水腫における主に中枢神経系を障害する系統萎縮症（Ｅ00．1†，  

 Ｅ03.-†） 

Ｇ13．8＊ 他に分類されるその他の疾患における主に中枢神経系を障害する系統萎縮症 

G14 ポリオ後症候群 

 Postpolio syndrome 

 包含：  

   灰白髄炎後症候群 

 除外： 

   灰白髄炎＜ポリオ＞の続発・後遺症（B91） 

 

錐体外路障害及び異常運動（Ｇ20－Ｇ26） 

Extrapyramidal and movement disorders 

 

Ｇ20 パーキンソン＜Parkinson＞病 
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 Parkinson disease   

  一側性パーキンソン症候群 

  振戦麻痺 

  パーキンソン症候群又はパーキンソン病： 

  ・ＮＯＳ 

  ・特発性 

  ・原発性 

Ｇ21 続発性パーキンソン＜Parkinson＞症候群 

 Secondary parkinsonism 

Ｇ21．0 悪性症候群 

 ※向精神薬中毒性症候群 

 薬物の分類が必要な場合は， 追加外因コード（ⅩⅩ章）を使用する。   

Ｇ21．1 その他の薬物誘発性続発性パーキンソン＜Parkinson＞症候群 

 薬物の分類が必要な場合は， 追加外因コード（ⅩⅩ章）を使用する。  

Ｇ21．2 その他の外因による続発性パーキンソン＜Parkinson＞症候群 

 外因の分類が必要な場合は， 追加外因コード（ⅩⅩ章）を使用する。  

Ｇ21．3 脳炎後パーキンソン＜Parkinson＞症候群 

Ｇ21．4 血管性パーキンソン＜Parkinson＞症候群 

Ｇ21．8 その他の続発性パーキンソン＜Parkinson＞症候群 

Ｇ21．9 続発性パーキンソン＜Parkinson＞症候群， 詳細不明 

Ｇ22＊  他に分類される疾患におけるパーキンソン＜Parkinson＞症候群 

 Parkinsonism in diseases classified elsewhere 

 包含： 

   梅毒性パーキンソン症候群（Ａ52．1†） 

Ｇ23 基底核のその他の変性疾患 

 Other degenerative diseases of basal ganglia 

 除外： 

   多系統変性（症）（Ｇ90．3） 

Ｇ23．0 ハラーホルデン・スパッツ＜Hallervorden-Spatz＞病 

  淡蒼球色素（性）変性症 

Ｇ23．1 進行性核上性眼筋麻痺 ［スティール・リチャードソン・オルゼウスキー＜ 

 Steele-Richardson-Olszewski＞病］ 進行性核上性麻痺 

Ｇ23．2 線条体黒質変性（症） 
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Ｇ23．8 基底核のその他の明示された変性疾患 

  基底核の石灰化 

Ｇ23．9 基底核の変性疾患， 詳細不明 

Ｇ24 ジストニア 

 Dystonia 

 包含： 

   ジスキネジア 

 除外： 

   アテトーゼ型脳性麻痺（Ｇ80．3） 

Ｇ24．0 薬物誘発性ジストニア 

 薬物の分類が必要な場合は， 追加外因コード（ⅩⅩ章）を使用する。  

Ｇ24．1 特発性家族性ジストニア 

  特発性ジストニア ＮＯＳ 

Ｇ24．2 特発性非家族性ジストニア 

Ｇ24．3 けい＜痙＞性斜頚 

 除外： 

   斜頚 ＮＯＳ（Ｍ43．6）  

Ｇ24．4 特発性口顔面ジストニア 

  口顔面ジスキネジア 

Ｇ24．5 眼瞼けいれん＜痙攣＞ 

Ｇ24．8 その他のジストニア 

Ｇ24．9 ジストニア， 詳細不明 

  ジスキネジア ＮＯＳ 

Ｇ25 その他の錐体外路障害及び異常運動   

 Other extrapyramidal and movement disorders 

Ｇ25．0 本態性振戦 

  家族性振戦 

 除外： 

   振戦 ＮＯＳ（Ｒ25．1） 

Ｇ25．1 薬物誘発性振戦 

 薬物の分類が必要な場合は， 追加外因コード（ⅩⅩ章）を使用する。  

Ｇ25．2 その他の明示された型の振戦 

  企図振戦 
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Ｇ25．3 ミオクローヌス 

  薬物誘発性ミオクローヌス 

 薬物の分類が必要な場合は， 追加外因コード（ⅩⅩ章）を使用する。  

 除外： 

   顔面ミオキミア＜筋波動症＞（Ｇ51．4） 

   ミオクローヌスてんかん（Ｇ40.-） 

Ｇ25．4 薬物誘発性舞踏病 

 薬物の分類が必要な場合は， 追加外因コード（ⅩⅩ章）を使用する。  

Ｇ25．5 その他の舞踏病 

  舞踏病 ＮＯＳ 

 除外： 

   ハンチントン＜Huntington＞舞踏病（Ｇ10） 

   心臓併発症を伴う舞踏病 ＮＯＳ（Ｉ02．0） 

   リウマチ性舞踏病（Ｉ02.-） 

   シデナム＜Sydenham＞舞踏病（Ｉ02.-） 

Ｇ25．6 薬物誘発性チック及びその他の器質的原因によるチック 

 薬物の分類が必要な場合は， 追加外因コード（ⅩⅩ章）を使用する。  

 除外： 

   ドゥ ラ トゥーレット＜de la Tourette＞症候群（Ｆ95．2） 

   チック ＮＯＳ（Ｆ95．9）  

G25．8 その他の明示された錐体外路障害及び異常運動 

  静坐不能＜座位不能＞＜アカシジア＞（薬物誘発）（治療誘発） 

  下肢むずむず＜restless leg＞症候群 

  全身強直＜stiff-man＞症候群 

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

Ｇ25．9 錐体外路障害及び異常運動， 詳細不明 

Ｇ26＊  他に分類される疾患における錐体外路障害及び異常運動 

 Extrapyramidal and movement disorders in diseases classified elsewhere 

 

神経系のその他の変性疾患（Ｇ30－Ｇ32） 

Other degenerative diseases of the nervous system 

Ｇ30 アルツハイマー＜Alzheimer＞病 

 Alzheimer disease 
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 包含： 

   老人性及び初老期型 

 除外： 

   老人性： 

   ・脳変性 ＮＥＣ（Ｇ31．1） 

   ・認知症 ＮＯＳ（Ｆ03） 

   老衰 ＮＯＳ（Ｒ54） 

Ｇ30．0 早発性のアルツハイマー＜Alzheimer＞病 

  注：通常 65 才未満に発症 

Ｇ30．1 晩発性のアルツハイマー＜Alzheimer＞病 

  注：通常 65 才以後に発症 

Ｇ30．8 その他のアルツハイマー＜Alzheimer＞病 

Ｇ30．9 アルツハイマー＜Alzheimer＞病， 詳細不明 

Ｇ31 神経系のその他の変性疾患， 他に分類されないもの 

 Other degenerative diseases of nervous system, not elsewhere classified 

 除外： 

   ライ＜Reye＞症候群（Ｇ93．7） 

G31．0 限局性脳萎縮（症） 

  前頭側頭型認知症（FTD） 

  ピック＜Pick＞病 

  進行性失語（症） 

Ｇ31．1 老人性脳変性， 他に分類されないもの 

 除外： 

   アルツハイマー＜Alzheimer＞病（Ｇ30.-） 

   老衰 ＮＯＳ（Ｒ54）  

Ｇ31．2 アルコールによる神経系の変性 

  アルコール（性）： 

  ・小脳性： 

  ・運動失調（症） 

  ・変性 

  ・（大）脳変性 

  ・脳症＜エンセファロパチ＜シ＞ー＞ 

  アルコールによる自律神経系の機能不全 
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G31．8 神経系のその他の明示された変性疾患 

  灰白質変性 ［アルパース＜Alpers＞病］ 

  レヴィ小体（型認知症）（病） 

  亜急性え＜壊＞死性脳症［リー＜Leigh＞病］ 

Ｇ31．9 神経系の変性疾患， 詳細不明 

Ｇ32＊  他に分類される疾患における神経系のその他の変性障害 

Other degenerative disorders of nervous system in diseases classified elsewhere 

Ｇ32．0＊ 他に分類される疾患における脊髄の亜急性連合変性症 

 除外： 

   ビタミンＢ12欠乏症における脊髄の亜急性連合変性症（Ｅ53．8†） 

Ｇ32．8＊ 他に分類される疾患における神経系のその他の明示された変性障害 

 

中枢神経系の脱髄疾患（Ｇ35－Ｇ37） 

Demyelinating diseases of the central nervous system 

  

Ｇ35 多発性硬化症 

 Multiple sclerosis 

 包含： 

   多発性硬化症： 

   ・ＮＯＳ 

   ・脳幹 

   ・脊髄 

   ・播種性 

   ・全般性 

Ｇ36 その他の急性播種性脱髄疾患 

 Other acute disseminated demyelination 

 除外： 

   感染後脳炎及び脳脊髄炎 ＮＯＳ（Ｇ04．8） 

Ｇ36．0 視神経脊髄炎 ［デビック＜Devic＞病］  

  視神経炎における脱髄 

 除外： 

   視神経炎 ＮＯＳ（Ｈ46） 

Ｇ36．1 急性及び亜急性出血性白質脳炎 ［ハースト＜Hurst＞］  
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Ｇ36．8 その他の明示された急性播種性脱髄疾患 

Ｇ36．9 急性播種性脱髄疾患， 詳細不明 

Ｇ37 中枢神経系のその他の脱髄疾患 

 Other demyelinating diseases of central nervous system 

Ｇ37．0 びまん＜広汎＞性硬化症 

  Periaxial encephalitis 

  シルダー＜Schilder＞病 

 除外： 

          副腎白質ジストロフィー ［アジソン・シルダー＜Addison-Schilder＞病］  

 （Ｅ71．3） 

Ｇ37．1 脳梁の中心性脱髄 

Ｇ37．2 橋中心（部）髄鞘崩壊症 

Ｇ37．3 中枢神経系の脱髄疾患における急性横断性脊髄炎 

  急性横断性脊髄炎 ＮＯＳ 

 除外： 

   多発性硬化症（Ｇ35） 

   視神経脊髄炎 ［デビック＜Devic＞病］ （Ｇ36．0） 

Ｇ37．4 亜急性え＜壊＞死性脊髄炎 

Ｇ37．5 同心円性硬化症 ［バロー＜Baló＞］  

Ｇ37．8 中枢神経系のその他の明示された脱髄疾患 

Ｇ37．9 中枢神経系の脱髄疾患， 詳細不明 

 

挿間性及び発作性障害（Ｇ40－Ｇ47） 

Episodic and paroxysmal disorders 

 

 Ｇ40 て ん か ん 

 Epilepsy 

 除外： 

   ランドウ・クレフナー＜Landau-Kleffner＞症候群（Ｆ80．3） 

   発作（けいれん＜痙攣＞性） ＮＯＳ（Ｒ56．8） 

   てんかん重積（状態）（Ｇ41.-） 

   トッド＜Todd＞麻痺（Ｇ83．8） 

Ｇ40．0 局在的に発症する発作を伴う（巣状）（部分）特発性てんかん及びてんかん（性） 
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 症候群 

  中心側頭スパイクを伴う良性小児（期）てんかん 

  後頭（部）焦点波を伴う小児（期）てんかん 

Ｇ40．1 単純部分発作を伴う（巣状）（部分）症候性てんかん及びてんかん（性）症候群 

  意識障害を伴わない発作 

  続発性全身性発作に発展する単純部分発作 

Ｇ40．2 複雑部分発作を伴う（巣状）（部分）症候性てんかん及びてんかん（性）症候群 

  意識障害を伴う発作， しばしば自動症を伴うもの 

  続発性全身性発作に発展する複雑部分発作 

Ｇ40．3 全般性特発性てんかん及びてんかん（性）症候群 

  良性： 

  ・乳児ミオクローヌスてんかん 

  ・新生児けいれん＜痙攣＞（家族性） 

  小児＜児童＞期アプ＜ブ＞サンスてんかん ［ピクノレプシー＜pyknolepsy＞］  

  覚醒時に大発作を伴うてんかん 

  若年（性）： 

  ・アプ＜ブ＞サンスてんかん 

  ・ ミオクローヌスてんかん ［衝撃性小発作］  

  非特異性てんかん（性）発作： 

  ・アトニー＜無緊張＞性 

  ・間代（けいれん＜痙攣＞）性 

  ・ミオクローヌス性 

  ・強直性 

  ・強直・間代（けいれん＜痙攣＞）性 

Ｇ40．4 その他の全般性てんかん及びてんかん（性）症候群 

  下記を伴うてんかん： 

  ・ミオクローヌス（性）アプ＜ブ＞サンス＜欠神発作＞ 

  ・ミオクローヌス（性）起立不能発作 

  点頭けいれん＜痙攣＞＜infantile spasms＞ 

  レノックス・ガストー＜Lennox-Gastaut＞症候群 

  拝礼発作＜salaam attacks＞ 

  症候性早期ミオクローヌス（性）脳症 

  ウェスト＜West＞症候群 
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Ｇ40．5 特殊なてんかん症候群 

  継続性部分てんかん ［コチ＜ジ＞ェフ＜ヴ＞ニコフ＜Kozhevnikof＞］  

  下記に関連するてんかん発作： 

  ・アルコール 

  ・薬物 

  ・ホルモン性変化 

  ・睡眠喪失  

  ・ストレス 

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

Ｇ40．6 大発作， 詳細不明（小発作を伴うもの又は伴わないもの） 

Ｇ40．7 小発作， 詳細不明， 大発作を伴わないもの 

Ｇ40．8 その他のてんかん 

  巣状又は全身性の不明なてんかん及びてんかん症候群 

Ｇ40．9 てんかん， 詳細不明 

  てんかん（性）： 

  ・全身けいれん＜痙攣＞ ＮＯＳ 

  ・発作 ＮＯＳ 

Ｇ41 てんかん重積（状態） 

 Status epilepticus 

Ｇ41．0 大発作性てんかん重積（状態） 

  強直・間代性てんかん重積（状態） 

 除外： 

   継続性部分てんかん ［コチ＜ジ＞ェフ＜ヴ＞ニコフ＜Kozhevnikof＞］  

   （Ｇ40．5） 

Ｇ41．1 小発作てんかん重積（状態） 

  欠神発作重積（状態） 

Ｇ41．2 複雑性部分てんかん重積（状態） 

Ｇ41．8 その他のてんかん重積（状態） 

Ｇ41．9 てんかん重積（状態）， 詳細不明 

Ｇ43 片 頭 痛 

 Migraine 

 薬物誘発性で， 薬物の分類が必要な場合は， 追加外因コード（ⅩⅩ章）を 

 使用する。  
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 除外： 

   頭痛 ＮＯＳ（Ｒ51） 

Ｇ43．0 前兆＜アウラ＞を伴わない片頭痛 ［普通型片頭痛］  

Ｇ43．1 前兆＜アウラ＞を伴う片頭痛 ［古典型片頭痛］  

  片頭痛： 

  ・頭痛を伴わない前兆＜アウラ＞ 

  ・脳底動脈性 

  ・等価型 

  ・家族性片麻痺型 

  下記を伴うもの： 

  ・急性発症性前兆＜アウラ＞ 

  ・持続性前兆＜アウラ＞ 

  ・定型的前兆＜アウラ＞ 

Ｇ43．2 片頭痛発作重積状態 

Ｇ43．3 合併症を伴う片頭痛  

Ｇ43．8 その他の片頭痛 

  眼筋麻痺性片頭痛 

  網膜性片頭痛 

Ｇ43．9 片頭痛， 詳細不明 

Ｇ44 その他の頭痛症候群 

 Other headache syndromes 

 除外：  

   非定型顔面痛（Ｇ50．1） 

   頭痛 ＮＯＳ（Ｒ51） 

   三叉神経痛（Ｇ50．0） 

Ｇ44．0 群発頭痛症候群 

  慢性発作性片頭痛 

  群発頭痛： 

  ・慢性 

  ・挿間性 

Ｇ44．1 血管性頭痛， 他に分類されないもの 

  血管性頭痛 ＮＯＳ 

Ｇ44．2 緊張性頭痛 
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  慢性緊張性頭痛 

  挿間性緊張性頭痛 

  緊張性頭痛 ＮＯＳ 

Ｇ44．3 慢性外傷後頭痛 

Ｇ44．4 薬物誘発性頭痛， 他に分類されないもの 

 薬物の分類が必要な場合は， 追加外因コード（ⅩⅩ章）を使用する。  

Ｇ44．8 その他の明示された頭痛症候群 

Ｇ45 一過性脳虚血発作及び関連症候群 

 Transient cerebral ischaemic attacks and related syndromes 

 除外： 

   新生児脳虚血（Ｐ91．0） 

Ｇ45．0 椎骨脳底動脈症候群 

Ｇ45．1 頚動脈症候群（半球性） 

Ｇ45．2 多発性及び両側性脳（実質）外動脈症候群 

Ｇ45．3 一過性黒内障 

Ｇ45．4 一過性全健忘 

 除外： 

   健忘 ＮＯＳ（Ｒ41．3） 

Ｇ45．8 その他の一過性脳虚血発作及び関連症候群 

Ｇ45．9 一過性脳虚血発作， 詳細不明 

  脳動脈れん＜攣＞縮 

  一過性脳虚血 ＮＯＳ 

Ｇ46＊  脳血管疾患における脳の血管（性）症候群（Ｉ60－Ｉ67†） 

 Vascular syndromes of brain in cerebrovascular diseases 

Ｇ46．0＊ 中大脳動脈症候群（Ｉ66．0†） 

Ｇ46．1＊ 前大脳動脈症候群（Ｉ66．1†） 

Ｇ46．2＊ 後大脳動脈症候群（Ｉ66．2†） 

Ｇ46．3＊ 脳幹卒中症候群（Ｉ60－Ｉ67†） 

  症候群： 

  ・ベネディクト＜Benedikt＞ 

  ・クロード＜Claude＞ 

  ・フォヴィル＜Foville＞ 

  ・ミヤール・ギュブレール＜Millard-Gubler＞ 
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  ・ワ（ー）レンベルク＜Wallenberg＞ 

  ・ウェーバー＜Weber＞ 

Ｇ46．4＊ 小脳卒中症候群（Ｉ60－Ｉ67†） 

Ｇ46．5＊ 純運動（性）多発性小梗塞＜ラクナ＞症候群（Ｉ60－Ｉ67†） 

Ｇ46．6＊ 純感覚（性）多発性小梗塞＜ラクナ＞症候群（Ｉ60－Ｉ67†） 

Ｇ46．7＊ その他の多発性小梗塞＜ラクナ＞症候群（Ｉ60－Ｉ67†） 

Ｇ46．8＊ その他の脳血管疾患における脳の血管（性）症候群（Ｉ60－Ｉ67†） 

Ｇ47 睡 眠 障 害 

 Sleep disorders 

 除外： 

   悪夢（Ｆ51．5） 

   非器質性睡眠障害（Ｆ51.-） 

   睡眠時驚愕症（Ｆ51．4） 

   睡眠時遊行症（Ｆ51．3） 

Ｇ47．0 睡眠の導入及び維持の障害 ［不眠症］  

Ｇ47．1 過度の傾眠 ［過眠症］  

Ｇ47．2 睡眠・覚醒スケジュール障害 

  遅発性睡眠相症候群 

  不規則睡眠・覚醒パターン  

Ｇ47．3 睡眠時無呼吸 

  睡眠時無呼吸： 

  ・中枢性 

  ・閉塞性 

 除外： 

   ピクウィック＜pickwick＞症候群（Ｅ66．2） 

   新生児睡眠時無呼吸（Ｐ28．3） 

Ｇ47．4 ナルコレプシー及びカタプレキシー 

Ｇ47．8 その他の睡眠障害 

  クライネ・レヴィン＜Kleine-Levin＞症候群 

Ｇ47．9 睡眠障害， 詳細不明 

 

神経， 神経根及び神経そう＜叢＞の障害（Ｇ50－Ｇ59） 

Nerve, nerve root and plexus disorders 
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 除外： 

 神経， 神経根及び神経そう＜叢＞の新鮮な外傷による障害 － 各部位の神経

損傷を参照 

  神経痛 

                ＮＯＳ（Ｍ79．2） 

  神経炎   

  妊娠における末梢神経炎（Ｏ26．8） 

  神経根炎 ＮＯＳ（Ｍ54．1） 

 

Ｇ50 三叉神経障害 

 Disorders of trigeminal nerve 

 包含： 

   第５脳神経障害 

Ｇ50．0 三叉神経痛 

  発作性顔面痛症候群 

  有痛性チック 

Ｇ50．1 非定型顔面痛 

Ｇ50．8 その他の三叉神経障害 

Ｇ50．9 三叉神経障害， 詳細不明 

Ｇ51 顔面神経障害 

 Facial nerve disorders 

 包含： 

   第７脳神経障害 

Ｇ51．0 ベル＜Bell＞麻痺 

  顔面麻痺 

Ｇ51．1 膝（状）神経節炎 

 除外： 

   帯状疱疹後膝（状）神経節炎（Ｂ02．2） 

Ｇ51．2 メルカーソン＜Melkersson＞症候群 

  メルカーソン・ローゼンタール＜Melkersson-Rosenthal＞症候群 

Ｇ51．3 間代性片側顔面けいれん＜痙攣＞ 

Ｇ51．4 顔面ミオキミア＜筋波動症＞ 

Ｇ51．8 その他の顔面神経障害 

Ｇ51．9 顔面神経障害， 詳細不明 
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Ｇ52 その他の脳神経障害 

 Disorders of other cranial nerves 

 除外： 

   障害： 

   ・聴神経 ［第８脳神経］ （Ｈ93．3） 

   ・視神経 ［第２脳神経］ （Ｈ46， Ｈ47．0） 

   神経麻痺による麻痺性斜視（Ｈ49．0－Ｈ49．2） 

Ｇ52．0 嗅神経障害 

  嗅神経 ［第１脳神経］ 障害 

Ｇ52．1 舌咽神経障害 

  舌咽神経 ［第９脳神経］ 障害 

  舌咽神経痛 

Ｇ52．2 迷走神経障害 

  迷走神経 ［第 10 脳神経］ 障害 

Ｇ52．3 舌下神経障害 

  舌下神経 ［第 12 脳神経］ 障害 

Ｇ52．7 多発性の脳神経障害 

  多発性脳神経炎 

Ｇ52．8 その他の明示された脳神経障害 

Ｇ52．9 脳神経障害， 詳細不明 

Ｇ53＊  他に分類される疾患における脳神経障害 

 Cranial nerve disorders in diseases classified elsewhere 

Ｇ53．0＊ 帯状疱疹後神経痛（Ｂ02．2†） 

  帯状疱疹後： 

  ・膝（状）神経節炎 

  ・三叉神経痛 

Ｇ53．1＊ 他に分類される感染症及び寄生虫症における多発性脳神経麻痺（Ａ00－Ｂ 

 99†） 

Ｇ53．2＊ サルコイドーシスにおける多発性脳神経麻痺（Ｄ86．8†） 

Ｇ53．3＊ 新生物＜腫瘍＞性疾患における多発性脳神経麻痺（Ｃ00－Ｄ48†） 

Ｇ53．8＊ 他に分類されるその他の疾患におけるその他の脳神経障害 

Ｇ54 神経根及び神経そう＜叢＞の障害 

 Nerve root and plexus disorders 
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 除外： 

神経根及び神経そう＜叢＞の新鮮な外傷による障害 － 各部位の神経損傷を

参照 

   椎間板障害（Ｍ50－Ｍ51） 

   神経痛又は神経炎 ＮＯＳ（Ｍ79．2） 

   神経炎又は（脊髄）神経根炎： 

   ・腕部 ＮＯＳ   

   ・腰部 ＮＯＳ  

   ・腰仙部 ＮＯＳ                        （Ｍ54．1） 

   ・胸部 ＮＯＳ   

   神経根炎 ＮＯＳ  

   神経根症＜ラディクロパチ＜シ＞ー＞ ＮＯＳ 

   脊椎症（Ｍ47.-） 

Ｇ54．0 腕神経そう＜叢＞障害 

  胸郭出口症候群 

Ｇ54．1 腰仙神経そう＜叢＞障害 

Ｇ54．2 頚髄神経根障害， 他に分類されないもの 

Ｇ54．3 胸髄神経根障害， 他に分類されないもの 

Ｇ54．4 腰仙髄神経根障害， 他に分類されないもの 

Ｇ54．5 神経痛性筋萎縮症 

  パーソネージ・アルドレン・ターナー＜Parsonage-Aldren-Turner＞症候群 

  肩甲帯神経炎 

Ｇ54．6 疼痛を伴う幻肢症候群 

Ｇ54．7 疼痛を伴わない幻肢症候群 

  幻肢症候群 ＮＯＳ 

Ｇ54．8 その他の神経根及び神経そう＜叢＞の障害 

Ｇ54．9 神経根及び神経そう＜叢＞の障害， 詳細不明  

Ｇ55＊  他に分類される疾患における神経根及び神経そう＜叢＞の圧迫 

 Nerve root and plexus compressions in diseases classified elsewhere 

Ｇ55．0＊ 新生物＜腫瘍＞性疾患における神経根及び神経そう＜叢＞の圧迫（Ｃ00－Ｄ 

 48†） 

Ｇ55．1＊ 椎間板障害における神経根及び神経そう＜叢＞の圧迫（Ｍ50－Ｍ51†） 

Ｇ55．2＊ 脊椎症における神経根及び神経そう＜叢＞の圧迫（Ｍ47.-†） 
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Ｇ55．3＊ その他の脊柱障害における神経根及び神経そう＜叢＞の圧迫 

  （Ｍ45－Ｍ46†， Ｍ48.-†， Ｍ53－Ｍ54†） 

Ｇ55．8＊ 他に分類されるその他の疾患における神経根及び神経そう＜叢＞の圧迫 

Ｇ56 上肢の単ニューロパチ＜シ＞ー 

 Mononeuropathies of upper limb 

 除外： 

   新鮮な外傷による神経障害 － 各部位の神経損傷を参照 

Ｇ56．0 手根管症候群 

Ｇ56．1 正中神経のその他の病変 

Ｇ56．2 尺骨神経の病変 

  遅発性尺骨神経麻痺 

Ｇ56．3 橈骨神経の病変 

Ｇ56．4 カウザルギー 

Ｇ56．8 上肢のその他の単ニューロパチ＜シ＞ー 

  指間の神経腫 

Ｇ56．9 上肢の単ニューロパチ＜シ＞ー， 詳細不明 

Ｇ57 下肢の単ニューロパチ＜シ＞ー 

 Mononeuropathies of lower limb 

 除外： 

   新鮮な外傷による神経障害 － 各部位の神経損傷を参照 

Ｇ57．0 坐骨神経の病変 

 除外： 

   坐骨神経痛： 

   ・ＮＯＳ（Ｍ54．3） 

   ・椎間板障害に関連するもの（Ｍ51．1） 

Ｇ57．1 異常感覚性大腿痛＜meralgia paraesthetica＞ 

  外側大腿皮神経症候群 

Ｇ57．2 大腿神経の病変 

Ｇ57．3 外側膝窩神経の病変 

  腓骨神経麻痺 

Ｇ57．4 内側膝窩神経の病変 

Ｇ57．5 足根管症候群 

Ｇ57．6 足底神経の病変 
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  モートン＜Morton＞中足骨痛 

Ｇ57．8 下肢のその他の単ニューロパチ＜シ＞ー 

  趾間の神経腫 

Ｇ57．9 下肢の単ニューロパチ＜シ＞ー， 詳細不明 

Ｇ58 その他の単ニューロパチ＜シ＞ー 

 Other mononeuropathies 

Ｇ58．0 肋間ニューロパチ＜シ＞ー 

Ｇ58．7 多発性単神経炎 

Ｇ58．8 その他の明示された単ニューロパチ＜シ＞ー 

Ｇ58．9 単ニューロパチ＜シ＞ー， 詳細不明 

Ｇ59＊  他に分類される疾患における単ニューロパチ＜シ＞ー 

 Mononeuropathy in diseases classified elsewhere 

Ｇ59．0＊ 糖尿病性単ニューロパチ＜シ＞ー（共通４桁項目．４を伴うＥ10－Ｅ14†） 

Ｇ59．8＊ 他に分類される疾患におけるその他の単ニューロパチ＜シ＞ー 

 

多発（性）ニューロパチ＜シ＞ー及びその他の末梢神経系の障害（Ｇ60－Ｇ64） 

Polyneuropathies and other disorders of the peripheral nervous system 

 除外： 

   神経痛 ＮＯＳ（Ｍ79．2） 

   神経炎 ＮＯＳ（Ｍ79．2） 

   妊娠における末梢神経炎（Ｏ26．8） 

   （脊髄）神経根炎 ＮＯＳ（Ｍ54．1） 

 

Ｇ60 遺伝性及び特発性ニューロパチ＜シ＞ー 

 Hereditary and idiopathic neuropathy 

Ｇ60．0 遺伝性運動（性）及び感覚性ニューロパチ＜シ＞ー 

  シャルコー・マリー・トゥース＜Charcot-Marie-Tooth＞病 

  デジュリン・ソッタ＜ソッタス＞＜Dé jerine-Sottas＞病 

  遺伝性運動（性）及び感覚性ニューロパチ＜シ＞ー， Ⅰ－Ⅳ型 

  乳児の肥大性ニューロパチ＜シ＞ー 

  腓骨筋萎縮症（軸索型）（肥大型） 

  ルーシー・レヴィー＜Roussy-Lévy＞症候群 

Ｇ60．1 レフサム＜Refsum＞病 
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Ｇ60．2 遺伝性運動失調（症）に関連するニューロパチ＜シ＞ー 

Ｇ60．3 特発性進行性ニューロパチ＜シ＞ー 

Ｇ60．8 その他の遺伝性及び特発性ニューロパチ＜シ＞ー 

  モルバン＜Morvan＞病 

  ネラトン＜Nelaton＞症候群 

  感覚性ニューロパチ＜シ＞ー： 

  ・優性遺伝性 

  ・劣性遺伝性 

Ｇ60．9 遺伝性及び特発性ニューロパチ＜シ＞ー， 詳細不明 

Ｇ61 炎症性多発（性）ニューロパチ＜シ＞ー 

 Inflammatory polyneuropathy 

G61．0 ギラン・バレー＜Guillain-Barré＞症候群 

  急性感染（後）性多発神経炎 

  ミラー・フィッシャー＜Miller Fisher＞症候群 

Ｇ61．1 血清ニューロパチ＜シ＞ー 

 原因の分類が必要な場合は， 追加外因コード（ⅩⅩ章）を使用する。  

Ｇ61．8 その他の炎症性多発（性）ニューロパチ＜シ＞ー 

Ｇ61．9 炎症性多発（性）ニューロパチ＜シ＞ー， 詳細不明 

Ｇ62 その他の多発（性）ニューロパチ＜シ＞ー 

 Other polyneuropathies 

Ｇ62．0 薬物誘発性多発（性）ニューロパチ＜シ＞ー 

 薬物の分類が必要な場合は， 追加外因コード（ⅩⅩ章）を使用する。  

Ｇ62．1 アルコール性多発（性）ニューロパチ＜シ＞ー 

Ｇ62．2 その他の毒性物質による多発（性）ニューロパチ＜シ＞ー 

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

Ｇ62．8 その他の明示された多発（性）ニューロパチ＜シ＞ー 

  放射線誘発性多発（性）ニューロパチ＜シ＞ー 

  原因の分類が必要な場合は， 追加外因コード（ⅩⅩ章）を使用する。  

Ｇ62．9 多発（性）ニューロパチ＜シ＞ー， 詳細不明 

  ニューロパチ＜シ＞ー ＮＯＳ  

Ｇ63＊  他に分類される疾患における多発（性）ニューロパチ＜シ＞ー 

 Polyneuropathy in diseases classified elsewher 

Ｇ63．0＊ 他に分類される感染症及び寄生虫症における多発（性）ニューロパチ＜シ＞ー 
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  多発（性）ニューロパチ＜シ＞ー， 下記におけるもの：  

  ・ジフテリア（Ａ36．8†） 

  ・伝染性単核症（Ｂ27.-†） 

  ・ハンセン＜Hansen＞病（Ａ30.-†） 

  ・ライム＜Lyme＞病（Ａ69．2†） 

  ・ムンプス（Ｂ26．8†） 

  ・帯状疱疹後（Ｂ02．2†） 

  ・梅毒， 晩期（Ａ52．1†） 

  ・先天性梅毒，晩期（Ａ50．4†） 

  ・結核（Ａ17．8†） 

Ｇ63．1＊ 新生物＜腫瘍＞性疾患における多発（性）ニューロパチ＜シ＞ー（Ｃ00－Ｄ48†） 

Ｇ63．2＊ 糖尿病性多発（性）ニューロパチ＜シ＞ー（共通４桁項目．4 を伴うＥ10－Ｅ 

 14†） 

Ｇ63．3＊ その他の内分泌疾患及び代謝疾患における多発（性）ニューロパチ＜シ＞ー （Ｅ00－Ｅ

07†， Ｅ15－Ｅ16†， Ｅ20－Ｅ34†， Ｅ70－Ｅ89†） 

Ｇ63．4＊ 栄養欠乏症における多発（性）ニューロパチ＜シ＞ー（Ｅ40－Ｅ64†） 

Ｇ63．5＊ 全身性結合組織障害における多発（性）ニューロパチ＜シ＞ー（Ｍ30－Ｍ35†） 

Ｇ63．6＊ その他の筋骨格障害における多発（性）ニューロパチ＜シ＞ー 

  （Ｍ00－Ｍ25†， Ｍ40－Ｍ96†） 

Ｇ63．8＊ 他に分類されるその他の疾患における多発（性）ニューロパチ＜シ＞ー 

  尿毒症性ニューロパチ＜シ＞ー（Ｎ18．8†） 

Ｇ64 末梢神経系のその他の障害 

 Other disorders of peripheral nervous system 

 包含： 

   末梢神経系の障害 ＮＯＳ 

 

神経筋接合部及び筋の疾患（Ｇ70－Ｇ73） 

Diseases of myoneural junction and muscle 

 

Ｇ70 重症筋無力症及びその他の神経筋障害 

 Myasthenia gravis and other myoneural disorders 

 除外： 

   ボツリズム＜ボツリヌス中毒＞（Ａ05．1） 
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   一過性新生児重症筋無力症（Ｐ94．0）  

Ｇ70．0 重症筋無力症 

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

Ｇ70．1 中毒性神経筋障害 

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

Ｇ70．2 先天性及び発育途上の筋無力症 

Ｇ70．8 その他の明示された神経筋障害 

Ｇ70．9 神経筋障害， 詳細不明 

Ｇ71 原発性筋障害 

 Primary disorders of muscles 

 除外：  

   先天性多発性関節拘縮（症）（Ｑ74．3） 

  代謝障害（Ｅ70－Ｅ90） 

   筋炎（Ｍ60.-） 

Ｇ71．0 筋ジストロフィー 

  筋ジストロフィー： 

・常染色体性劣性， 小児型， デュシェンヌ＜Duchenne＞型類似又はベッカー＜

Becker＞型類似 

  ・良性 ［ベッカー＜Becker＞型］ 

・早期拘縮を伴う良性肩甲腓骨（型） ［エメリー・ドレフス＜Emery-Dreifuss＞型］ 

  ・遠位型 

  ・顔面肩甲上腕型 

  ・肢帯型 

  ・眼筋型 

  ・眼筋咽頭型 

  ・肩甲腓型 

  ・重度 ［デュシェンヌ＜Duchenne＞型］  

 除外： 

   先天性筋ジストロフィー： 

   ・ＮＯＳ（Ｇ71．2） 

   ・筋線維の特殊な形態学的異常を伴うもの（Ｇ71．2）  

Ｇ71．1 筋強直性障害 

  筋強直性（筋）ジストロフィー ［シュタイネルト＜Steinert＞病］  
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  筋強直症＜ミオトニア＞： 

  ・軟骨ジストロフィー性 

  ・薬物誘発性  

  ・症候性 

  先天性筋強直型： 

  ・ＮＯＳ 

  ・優性 ［トムゼン＜Thomsen＞病］ 

  ・劣性 ［ベッカー＜Becker＞病］  

  ニューロミオトニア ［アイザック＜アイザークス＞＜Isaacs＞］  

  先天性パラミオトニア 

  偽性ミオトニア 

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

Ｇ71．2 先天性ミオパチ＜シ＞ー 

  先天性筋ジストロフィー： 

  ・ＮＯＳ 

  ・筋線維の特殊な形態学的異常を伴うもの 

  疾患： 

  ・中心コア＜セントラルコア＞＜centralcore＞ 

  ・微小コア＜ミニコア＞＜minicore＞ 

  ・多発コア＜マルチコア＞＜multicore＞ 

  筋線維型不均衡ミオパチ＜シ＞ー： 

  ・ミオチューブラー（中心管型） 

  ・ネマリン 

Ｇ71．3 ミトコンドリア（性）ミオパチ＜シ＞ー， 他に分類されないもの 

Ｇ71．8 その他の原発性筋障害 

Ｇ71．9 原発性筋障害， 詳細不明 

  遺伝性ミオパチ＜シ＞ー ＮＯＳ 

Ｇ72 その他のミオパチ＜シ＞ー 

 Other myopathies 

 除外： 

   先天性多発性関節拘縮（症）（Ｑ74．3） 

   皮膚（多発性）筋炎（Ｍ33.-） 

   筋の阻血性梗塞（Ｍ62．2） 
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   筋炎（Ｍ60.-） 

   発性筋炎（Ｍ33．2） 

Ｇ72．0 薬物誘発性ミオパチ＜シ＞ー 

  薬物の分類が必要な場合は， 追加外因コード（ⅩⅩ章）を使用する。  

Ｇ72．1 アルコール性ミオパチ＜シ＞ー 

Ｇ72．2 その他の毒性物質によるミオパチ＜シ＞ー 

中毒因子物質の分類が必要な場合は， 追加外因コード（ⅩⅩ章）を使用する。 

Ｇ72．3 周期性四肢麻痺 

  周期性四肢麻痺（家族性）： 

  ・高カリウム血性 

  ・低カリウム血性 

  ・筋強直性 

  ・正カリウム血性 

Ｇ72．4 炎症性ミオパチ＜シ＞ー， 他に分類されないもの 

Ｇ72．8 その他の明示されたミオパチ＜シ＞ー 

Ｇ72．9 ミオパチ＜シ＞ー， 詳細不明 

Ｇ73＊  他に分類される疾患における神経筋接合部及び筋の障害 

 Disorders of myoneural junction and muscle in diseases classified elsewhere 

Ｇ73．0＊ 内分泌疾患における筋無力（症）症候群 

  筋無力（症）症候群， 下記におけるもの：  

  ・糖尿病性筋萎縮症（共通４桁項目．４を伴うＥ10－Ｅ14†） 

  ・甲状腺中毒症 ［甲状腺機能亢進症］ （Ｅ05.-†） 

G73．1＊ ランバート・イートン＜ Lambert-Eaton＞症候群（C00－D48†） 

Ｇ73．2＊ 新生物＜腫瘍＞性疾患におけるその他の筋無力（症）症候群（Ｃ00－Ｄ48†） 

Ｇ73．3＊ 他に分類されるその他の疾患における筋無力（症）症候群 

Ｇ73．4＊ 他に分類される感染症及び寄生虫症におけるミオパチ＜シ＞ー 

Ｇ73．5＊ 内分泌疾患におけるミオパチ＜シ＞ー 

  ミオパチ＜シ＞ー， 下記におけるもの：  

  ・副甲状腺＜上皮小体＞機能亢進症（Ｅ21．0－Ｅ21．3†） 

  ・副甲状腺＜上皮小体＞機能低下症（Ｅ20.-†） 

  甲状腺中毒症性ミオパチ＜シ＞ー（Ｅ05.-†） 

Ｇ73．6＊ 代謝疾患におけるミオパチ＜シ＞ー 

  ミオパチ＜シ＞ー， 下記におけるもの： 
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  ・糖原病（Ｅ74．0†） 

  ・脂質蓄積障害（Ｅ75.-†） 

Ｇ73．7＊ 他に分類されるその他の疾患におけるミオパチ＜シ＞ー 

  ミオパチ＜シ＞ー， 下記におけるもの： 

  ・関節リウマチ（Ｍ05－Ｍ06†） 

  ・強皮症（Ｍ34．8†） 

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

  ・全身性エリテマトーデス＜紅班性狼瘡＞＜ＳＬＥ＞（Ｍ32．1†） 

 

脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群（Ｇ80－Ｇ83） 

Cerebral palsy and other paralytic syndromes 

 

Ｇ80 脳 性 麻 痺 

 Cerebral palsy   

 除外： 

   遺伝性けい＜痙＞性対麻痺（Ｇ11．4） 

Ｇ80．0 けい＜痙＞性四肢麻痺型脳性麻痺 

  先天性けい＜痙＞性麻痺 ＮＯＳ 

Ｇ80．1 けい＜痙＞性両（側）麻痺型脳性麻痺 

  けい＜痙＞性脳性麻痺（脳性） 

Ｇ80．2 けい＜痙＞性片麻痺型脳性麻痺 

Ｇ80．3 ジスキネジア性脳性麻痺 

  アテトーゼ型脳性麻痺 

  ジストニア型脳性麻痺 

Ｇ80．4 （運動）失調性脳性麻痺 

Ｇ80．8 その他の脳性麻痺 

  混合型脳性麻痺症候群 

Ｇ80．9 脳性麻痺， 詳細不明 

  脳性麻痺 ＮＯＳ 

Ｇ81 片 麻 痺 

 Hemiplegia 

注：本項目は， 原死因コーディングの場合には， それ以上詳細な記載がないか， 又は

陳旧性あるいは長期にわたるもので， 特に原因の記載がない片麻痺（完全）（不完全）に
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のみ使用する。 また， 複合コーディングの場合には， あらゆる原因から生じた片麻痺の

分類に使用する。  

 除外： 

   先天性の脳性麻痺（Ｇ80.-） 

Ｇ81．0 し＜弛＞緩性片麻痺 

Ｇ81．1 けい＜痙＞性片麻痺 

Ｇ81．9 片麻痺， 詳細不明 

Ｇ82 対麻痺及び四肢麻痺 

 Paraplegia and tetraplegia 

注：本項目は， 原死因コーディングの場合には， それ以上詳細な記載がないか， 又は

陳旧性あるいは長期にわたるもので， 特に原因の記載がない病態にのみ使用する。 また，  

複合コーディングの場合には， あらゆる原因から生じた病態の分類に使用する。  

 除外： 

   先天性の脳性麻痺（Ｇ80.-）  

Ｇ82．0 し＜弛＞緩性対麻痺 

Ｇ82．1 けい＜痙＞性対麻痺 

Ｇ82．2 対麻痺， 詳細不明 

  両下肢の麻痺 ＮＯＳ 

  対麻痺（下肢） ＮＯＳ 

Ｇ82．3 し＜弛＞緩性四肢麻痺 

Ｇ82．4 けい＜痙＞性四肢麻痺 

Ｇ82．5 四肢麻痺， 詳細不明 

  四肢麻痺 ＮＯＳ 

Ｇ83 その他の麻痺性症候群 

 Other paralytic syndromes 

注：本項目は， 原死因コーディングの場合には， それ以上詳細な記載がないか， 又は

陳旧性あるいは長期にわたるもので， 特に原因の記載がない病態にのみ使用する。 また，  

複合コーディングの場合には， あらゆる原因から生じた病態の分類に使用する。  

 包含： 

   麻痺（完全）（不（完）全）， Ｇ80－Ｇ82 の内容を除く 

Ｇ83．0 上肢の両（側）麻痺 

 両（側）麻痺（上部） 

 両上肢の麻痺 
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Ｇ83．1 下肢の単麻痺 

  下肢の麻痺 

Ｇ83．2 上肢の単麻痺 

  上肢の麻痺 

Ｇ83．3 単麻痺， 詳細不明 

Ｇ83．4 馬尾症候群 

  馬尾症候群による神経因性膀胱（機能障害） 

 除外： 

   脊髄（性）膀胱（機能障害） ＮＯＳ（Ｇ95．8） 

Ｇ83．8 その他の明示された麻痺性症候群 

  トッド＜Todd＞麻痺（てんかん後） 

Ｇ83．9 麻痺性症候群， 詳細不明  

 

神経系のその他の障害（Ｇ90－Ｇ99） 

Other disorders of the nervous system 

 

Ｇ90 自律神経系の障害 

 Disorders of autonomic nervous system 

 除外： 

   アルコールによる自律神経系の機能不全（Ｇ31．2） 

Ｇ90．0 特発性末梢性自律神経ニューロパチ＜シ＞ー 

  頚動脈洞失神 

Ｇ90．1 家族性自律神経異常症 ［ライリー・デイ＜Riley-Day＞症候群］  

Ｇ90．2 ホルネル＜Horner＞症候群 

  ベルナール（・ホルネル）＜Bernard（-Horner）＞症候群 

Ｇ90．3 多系統変性（症） 

  神経原性起立性低血圧（症） ［シャイ・ドレーガー＜Shy-Drager＞症候群］  

 除外： 

   起立性低血圧（症） ＮＯＳ（Ｉ95．1） 

Ｇ90．4 自律神経の異常反射 

Ｇ90．8 自律神経系のその他の障害 

Ｇ90．9 自律神経系の障害， 詳細不明 

Ｇ91 水 頭 症 
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 Hydrocephalus 

 包含： 

   後天性水頭症 

 除外： 

   水頭症：  

   ・先天性（Ｑ03.-） 

   ・先天性トキソプラズマ症によるもの（Ｐ37．1） 

Ｇ91．0 交通性水頭症 

Ｇ91．1 閉塞性水頭症 

Ｇ91．2 正常圧水頭症 

Ｇ91．3 外傷後水頭症， 詳細不明 

Ｇ91．8 その他の水頭症 

Ｇ91．9 水頭症， 詳細不明 

Ｇ92  中毒性脳症 

 Toxic encephalopathy 

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

Ｇ93 脳のその他の障害 

 Other disorders of brain 

Ｇ93．0 脳のう＜嚢＞胞 

 くも膜のう＜嚢＞胞  

 孔脳＜脳孔＞症性のう＜嚢＞胞， 後天性 

 除外： 

   新生児の後天性脳室周囲のう＜嚢＞胞（Ｐ91．1） 

   先天性脳のう＜嚢＞胞（Ｑ04．6） 

Ｇ93．1 無酸素性脳損傷， 他に分類されないもの 

 除外： 

   下記に合併するもの： 

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

   ・妊娠又は分娩（Ｏ29．2， Ｏ74．3， Ｏ89．2） 

   ・外科的及び内科的処置（Ｔ80－Ｔ88） 

   新生児無酸素症（Ｐ21．9） 

Ｇ93．2 良性頭蓋内圧亢進症 

 除外： 
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   高血圧性脳症（Ｉ67．4） 

Ｇ93．3 ウイルス感染後疲労症候群 

 良性筋痛性脳脊髄炎 

Ｇ93．4 脳症＜エンセファロパチ＜シ＞ー＞， 詳細不明 

 除外： 

   脳症＜エンセファロパチ＜シ＞ー＞： 

   ・アルコール（性）（Ｇ31．2） 

   ・中毒性（Ｇ92） 

Ｇ93．5 脳圧迫 

  圧迫    

           脳（幹） 

  ヘルニア   

 除外： 

   外傷性脳圧迫（びまん性）（Ｓ06．2） 

   ・局所性（Ｓ06．3） 

Ｇ93．6 脳浮腫 

 除外： 

   脳浮腫： 

   ・出産損傷によるもの（Ｐ11．0） 

   ・外傷性（Ｓ06．1） 

Ｇ93．7 ライ＜Reye＞症候群 

  原因の分類が必要な場合は， 追加外因コード（ⅩⅩ章）を使用する。   

Ｇ93．8 脳のその他の明示された障害 

  放射線（照射）後脳症 

  原因の分類が必要な場合は， 追加外因コード（ⅩⅩ章）を使用する。  

Ｇ93．9 脳の障害， 詳細不明 

Ｇ94＊  他に分類される疾患における脳のその他の障害 

 Other disorders of brain in diseases classified elsewhere 

Ｇ94．0＊ 他に分類される感染症及び寄生虫症における水頭症（Ａ00－Ｂ99†） 

Ｇ94．1＊ 新生物＜腫瘍＞性疾患における水頭症（Ｃ00－Ｄ48†） 

Ｇ94．2＊ 他に分類されるその他の疾患における水頭症 

Ｇ94．8＊ 他に分類される疾患における脳のその他の明示された障害 

Ｇ95 その他の脊髄疾患 

 Other diseases of spinal cord 
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 除外： 

   脊髄炎（Ｇ04.-） 

Ｇ95．0 脊髄空洞症及び延髄空洞症 

Ｇ95．1  血管性ミエロパチ＜シ＞ー 

  脊髄の急性梗塞（塞栓性）（非塞栓性） 

  脊髄の動脈性血栓（症） 

  脊髄出血 

  非化膿性の脊椎管内の静脈炎及び血栓（性）静脈炎 

  脊髄浮腫 

  亜急性壊死性ミエロパチ＜シ＞ー 

 除外： 

 脊椎管内の静脈炎及び血栓（性）静脈炎， ただし非化膿性を除く（Ｇ08） 

Ｇ95．2 脊髄圧迫， 詳細不明 

Ｇ95．8 その他の明示された脊髄疾患 

  脊髄（性）膀胱（機能障害） ＮＯＳ 

  ミエロパチ＜シ＞ー： 

  ・薬物誘発性 

  ・放射線誘発性 

  外因の分類が必要な場合は， 追加外因コード（ⅩⅩ章）を使用する。  

 除外： 

   神経因性膀胱（機能障害）： 

   ・ＮＯＳ（Ｎ31．9） 

   ・馬尾症候群によるもの（Ｇ83．4） 

   脊髄病変の記載のない膀胱の神経筋機能障害（Ｎ31.-） 

Ｇ95．9 脊髄疾患， 詳細不明 

  ミエロパチ＜シ＞ー ＮＯＳ 

Ｇ96 中枢神経系のその他の障害 

 Other disorders of central nervous system 

Ｇ96．0 脳脊髄液漏 

 除外： 

   脊椎穿刺よりのもの（Ｇ97．0） 

Ｇ96．1  髄膜の障害， 他に分類されないもの 

  髄膜癒着（脳性）（脊髄性） 
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Ｇ96．8 中枢神経系のその他の明示された障害 

Ｇ96．9 中枢神経系の障害， 詳細不明 

Ｇ97 神経系の処置後障害， 他に分類されないもの 

 Postprocedural disorders of nervous system, not elsewhere classified 

Ｇ97．0 脊椎穿刺からの脳脊髄液漏 

Ｇ97．1 脊椎及び腰椎穿刺に対するその他の反応 

Ｇ97．2 脳室短絡術に続発する低頭蓋内圧症＜低脳圧＞ 

Ｇ97．8 神経系のその他の処置後障害 

Ｇ97．9 神経系の処置後障害， 詳細不明 

Ｇ98 神経系のその他の障害， 他に分類されないもの 

 Other disorders of nervous system, not elsewhere classified 

 包含： 

   神経系の障害 ＮＯＳ 

Ｇ99＊  他に分類される疾患における神経系のその他の障害 

 Other disorders of nervous system in diseases classified elsewhere 

Ｇ99．0＊ 内分泌疾患及び代謝疾患における自律神経ニューロパチ＜シ＞ー 

  アミロイド性自律神経ニューロパチ＜シ＞ー（Ｅ85.-†） 

糖尿病性自律神経ニューロパチ＜シ＞ー（共通４桁項目．４を伴うＥ10－Ｅ14†） 

Ｇ99．1＊ 他に分類されるその他の疾患における自律神経系のその他の障害 

Ｇ99．2＊ 他に分類される疾患におけるミエロパチ＜シ＞ー 

  前脊髄動脈及び椎骨動脈圧迫症候群（Ｍ47．0†） 

  ミエロパチ＜シ＞ー， 下記におけるもの： 

  ・椎間板障害（Ｍ50．0†， Ｍ51．0†） 

  ・新生物＜腫瘍＞性疾患（Ｃ00－Ｄ48†） 

  ・脊椎症（Ｍ47.-†） 

G99．8＊ 他に分類される疾患における神経系のその他の明示された障害 

  尿毒症性麻痺（N18．5†） 


