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第Ⅷ章 耳及び乳様突起の疾患（H60－H95） 

Diseases of the ear and mastoid process 

 

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： 

Ｈ60－Ｈ62 外耳疾患 

Ｈ65－Ｈ75 中耳及び乳様突起の疾患 

Ｈ80－Ｈ83 内耳疾患 

Ｈ90－Ｈ95 耳のその他の障害 

 

本章の星印（＊）項目は下記のとおりである： 

Ｈ62＊ 他に分類される疾患における外耳障害 

Ｈ67＊ 他に分類される疾患における中耳炎 

Ｈ75＊ 他に分類される疾患における中耳及び乳様突起のその他の障害 

Ｈ82＊ 他に分類される疾患におけるめまい＜眩暈＞症候群 

Ｈ94＊ 他に分類される疾患における耳のその他の障害 

 

外 耳 疾 患（Ｈ60－Ｈ62） 

Diseases of external ear 

 

Ｈ60 外 耳 炎 

 Otitis externa 

Ｈ60．0 外耳の膿瘍 

  よう＜カルブンケル＞   
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                   耳介又は外耳道 

  せつ＜フルンケル＞   

Ｈ60．1 外耳の蜂巣炎＜蜂窩織炎＞ 

  蜂巣炎＜蜂窩織炎＞： 

  ・耳介 

  ・外耳道 

Ｈ60．2 悪性外耳炎 

Ｈ60．3 その他の感染性外耳炎 

  外耳炎： 

  ・びまん性 

  ・出血性 

  スイマーズイヤー＜swimmer's ear＞ 

Ｈ60．4 外耳道真珠腫（症） 

  外耳道閉塞性角化症 

Ｈ60．5 急性外耳炎， 非感染性 

  急性外耳炎： 

  ・ＮＯＳ 

  ・光線性 

  ・化学性 

  ・接触（性） 

  ・湿疹様 

  ・反応性 

Ｈ60．8 その他の外耳炎 

  慢性外耳炎 ＮＯＳ 

Ｈ60．9 外耳炎， 詳細不明 

Ｈ61 その他の外耳障害 

 Other disorders of external ear 

Ｈ61．0 外耳の軟骨膜炎 

  慢性結節性耳輪軟骨皮膚炎 

  耳介の軟骨膜炎 

Ｈ61．1 耳介の非感染性障害 

  耳介の後天性変形 

 除外： 
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   花キャベツ状耳（Ｍ95．1） 

Ｈ61．2 耳垢栓塞 

  耳垢 

Ｈ61．3 後天性外耳道狭窄（症） 

  外耳道の虚脱  

Ｈ61．8 その他の明示された外耳障害 

  外耳道の外骨（腫）症 

Ｈ61．9 外耳障害， 詳細不明 

Ｈ62＊ 他に分類される疾患における外耳障害 

 Disorders of external ear in diseases classified elsewhere 

Ｈ62．0＊ 他に分類される細菌性疾患における外耳炎 

  丹毒における外耳炎（Ａ46†） 

Ｈ62．1＊ 他に分類されるウイルス性疾患における外耳炎 

  下記における外耳炎： 

  ・ヘルペスウイルス ［単純ヘルペス］ 感染症（Ｂ00．1†） 

  ・帯状疱疹（Ｂ02．8†） 

Ｈ62．2＊ 真菌症における外耳炎 

  下記における外耳炎：  

  ・アスペルギルス症（Ｂ44．8†） 

  ・カンジダ症（Ｂ37．2†） 

  耳真菌症 ＮＯＳ（Ｂ36．9†） 

Ｈ62．3＊ 他に分類されるその他の感染症及び寄生虫症における外耳炎 

Ｈ62．4＊ 他に分類されるその他の疾患における外耳炎 

  膿か＜痂＞疹における外耳炎（Ｌ01.-†） 

Ｈ62．8＊ 他に分類される疾患におけるその他の外耳障害 

 

中耳及び乳様突起の疾患（Ｈ65－Ｈ75） 

Diseases of middle ear and mastoid 

 

Ｈ65 非化膿性中耳炎 

 Nonsuppurative otitis media 

 包含： 

   鼓膜炎を伴うもの 
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   鼓膜穿孔の存在を分類する場合は追加コード （Ｈ72.-） を使用する。  

Ｈ65．0 急性滲出性中耳炎 

  亜急性滲出性中耳炎  

Ｈ65．1 その他の急性非化膿性中耳炎 

  中耳炎， 急性及び亜急性： 

  ・アレルギー性（ムコイド）（血性）（滲出性） 

  ・ムコイド 

  ・非化膿性 ＮＯＳ 

  ・血性 

  ・漿液ムチン性 

 除外： 

   耳の気圧性外傷（Ｔ70．0） 

   中耳炎（急性） ＮＯＳ（Ｈ66．9） 

Ｈ65．2 慢性滲出性中耳炎 

  慢性耳管鼓室カタル 

Ｈ65．3 慢性粘液性中耳炎 

  グルーイヤー 

  中耳炎， 慢性： 

  ・ムチン性 

  ・滲出性 

  ・漏出性 

 除外： 

   癒着性中耳疾患（Ｈ74．1） 

Ｈ65．4 その他の慢性非化膿性中耳炎 

  中耳炎， 慢性： 

  ・アレルギー性 

  ・滲出性 

  ・非化膿性 ＮＯＳ 

  ・漿液ムチン性  

  ・滲出（液）を伴うもの（非化濃性） 

Ｈ65．9 非化膿性中耳炎， 詳細不明 

  中耳炎： 

  ・アレルギー性 
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  ・カタル性 

  ・滲出性 

  ・ムコイド 

  ・漿液性 

  ・漿液ムチン性 

  ・漏出性 

  ・滲出（液）を伴うもの（非化濃性） 

Ｈ66 化膿性及び詳細不明の中耳炎 

 Suppurative and unspecified otitis media 

 包含： 

   鼓膜炎を伴うもの 

 鼓膜穿孔の存在を分類する場合は追加コード （Ｈ72.-） を使用する。  

Ｈ66．0 急性化膿性中耳炎  

Ｈ66．1 慢性耳管鼓室化膿性中耳炎 

  良性慢性化膿性中耳炎 

  慢性耳管鼓室疾患 

Ｈ66．2 慢性上鼓室乳突洞化膿性中耳炎 

  慢性上鼓室乳突洞疾患 

Ｈ66．3 その他の慢性化膿性中耳炎 

  慢性化膿性中耳炎 ＮＯＳ 

Ｈ66．4 化膿性中耳炎， 詳細不明 

Ｈ66．9 中耳炎， 詳細不明 

  中耳炎： 

  ・ＮＯＳ 

  ・急性 ＮＯＳ 

  ・慢性 ＮＯＳ 

Ｈ67＊ 他に分類される疾患における中耳炎 

 Otitis media in diseases classified elsewhere 

Ｈ67．0＊ 他に分類される細菌性疾患における中耳炎 

  下記における中耳炎：  

  ・猩紅熱（Ａ38†） 

  ・結核（Ａ18．6†） 

H67．1＊ 他に分類されるウイルス性疾患における中耳炎 
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  下記における中耳炎： 

  ・インフルエンザ（J09－J11†） 

  ・麻疹（B05．3†） 

Ｈ67．8＊ 他に分類されるその他の疾患における中耳炎 

Ｈ68 耳管炎及び耳管閉塞 

 Eustachian salpingitis and obstruction 

Ｈ68．0 耳管炎    

Ｈ68．1 耳管閉塞 

  圧迫 

             耳管 

  狭窄（症）   

Ｈ69 その他の耳管障害 

 Other disorders of Eustachian tube 

Ｈ69．0 耳管開放（症） 

Ｈ69．8 その他の明示された耳管障害 

Ｈ69．9 耳管障害， 詳細不明 

Ｈ70 乳（様）突（起）炎及び関連病態 

 Mastoiditis and related conditions 

Ｈ70．0 急性乳（様）突（起）炎 

  膿瘍 

              乳様突起 

  蓄膿（症）   

Ｈ70．1 慢性乳（様）突（起）炎 

  カリエス 

              乳様突起 

  瘻     

Ｈ70．2 錐体尖（端）炎 

  錐体骨の炎症（急性）（慢性） 

Ｈ70．8 その他の乳（様）突（起）炎及び関連病態 

Ｈ70．9 乳（様）突（起）炎， 詳細不明 

Ｈ71 中耳真珠腫 

 Cholesteatoma of middle ear 

 包含： 

   鼓室真珠腫 

 除外： 
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   外耳道真珠腫 （Ｈ60．4） 

   乳突洞削開術後腔の再発性真珠腫（Ｈ95．0） 

Ｈ72 鼓 膜 穿 孔 

 Perforation of tympanic membrane 

 包含： 

   鼓膜穿孔： 

   ・外傷後遺症 

   ・炎症後遺症 

 除外： 

   鼓膜の外傷性破裂（Ｓ09．2） 

Ｈ72．0 中心性鼓膜穿孔 

Ｈ72．1 上鼓室（鼓膜）穿孔 

  し＜弛＞緩部の穿孔 

Ｈ72．2 その他の辺縁性鼓膜穿孔 

Ｈ72．8 その他の鼓膜穿孔 

  鼓膜の多発性穿孔 

  鼓膜の全欠損 

Ｈ72．9 鼓膜穿孔， 詳細不明 

Ｈ73 鼓膜のその他の障害 

 Other disorders of tympanic membrane 

Ｈ73．0 急性鼓膜炎 

  急性鼓室炎 

  水疱性鼓膜炎 

 除外： 

   中耳炎を伴うもの（Ｈ65－Ｈ66） 

Ｈ73．1 慢性鼓膜炎 

 除外： 

   中耳炎を伴うもの（Ｈ65－Ｈ66） 

Ｈ73．8 鼓膜のその他の明示された障害 

Ｈ73．9 鼓膜の障害， 詳細不明 

Ｈ74 中耳及び乳様突起のその他の障害 

 Other disorders of middle ear and mastoid 

Ｈ74．0 鼓室硬化症 
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Ｈ74．1 癒着性中耳疾患 

  癒着性中耳炎 

 除外： 

   グルーイヤー（Ｈ65．3） 

Ｈ74．2 耳小骨連鎖の離断及び変位 

Ｈ74．3 耳小骨のその他の後天性異常 

  固着     

                耳小骨 

  部分欠損  

Ｈ74．4 中耳のポリープ 

Ｈ74．8 中耳及び乳様突起のその他の明示された障害 

Ｈ74．9 中耳及び乳様突起の障害， 詳細不明 

Ｈ75＊ 他に分類される疾患における中耳及び乳様突起のその他の障害 

 Other disorders of middle ear and mastoid in diseases classified elsewhere 

Ｈ75．0＊ 他に分類される感染症及び寄生虫症における乳（様）突（起）炎 

  結核性乳（様）突（起）炎（Ａ18．0†） 

Ｈ75．8＊ 他に分類される疾患における中耳及び乳様突起のその他の明示された障害 

 

内 耳 疾 患（Ｈ80－Ｈ83） 

Diseases of inner ear 

 

Ｈ80 耳 硬 化 症 

 Otosclerosis 

 包含： 

   耳海綿化症 

Ｈ80．0 前庭窓＜卵円窓＞を障害する非閉塞性耳硬化症 

Ｈ80．1 前庭窓＜卵円窓＞を障害する閉鎖性耳硬化症 

Ｈ80．2 蝸牛耳硬化症 

  耳硬化症， 下記を障害するもの： 

  ・迷路骨包 

  ・蝸牛窓＜正円窓＞ 

Ｈ80．8 その他の耳硬化症 

Ｈ80．9 耳硬化症， 詳細不明 

Ｈ81 前庭機能障害 

http://ejje.weblio.jp/content/%E8%80%B3%E6%B5%B7%E7%B6%BF%E5%8C%96%E7%97%87
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 Disorders of vestibular function  

 除外： 

   めまい＜眩暈（症）＞： 

   ・ＮＯＳ（Ｒ42） 

   ・流行性（Ａ88．1） 

Ｈ81．0 メニエール＜Ménière＞病 

  内リンパ水腫 

  メニエール症候群又はめまい＜眩暈（症）＞ 

Ｈ81．1 良性発作性めまい＜眩暈（症）＞ 

Ｈ81．2 前庭神経炎 

Ｈ81．3 その他の末梢性めまい＜眩暈（症）＞ 

  レルモワイエ＜Lermoyez＞症候群 

  めまい＜眩暈（症）＞： 

  ・耳性 

  ・耳原性 

  ・末梢性 ＮＯＳ 

Ｈ81．4 中枢性めまい＜眩暈（症）＞ 

  中枢性頭位眼振＜ニスタグムス＞ 

Ｈ81．8 その他の前庭機能障害 

Ｈ81．9 前庭機能障害， 詳細不明 

  めまい＜眩暈＞症候群 ＮＯＳ 

Ｈ82＊  他に分類される疾患におけるめまい＜眩暈＞症候群 

 Vertiginous syndromes in diseases classified elsewhere 

Ｈ83 その他の内耳疾患 

 Other diseases of inner ear 

Ｈ83．0 迷路炎 

Ｈ83．1 迷路瘻（孔）  

Ｈ83．2 迷路機能異常 

  過敏症   

  機能低下      迷路 

  機能喪失  

Ｈ83．3 騒音による内耳障害 

  音響外傷 
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  騒音性難聴 

Ｈ83．8 その他の明示された内耳疾患 

Ｈ83．9 内耳疾患， 詳細不明 

 

耳のその他の障害（Ｈ90－Ｈ95） 

Other disorders of ear 

  

Ｈ90 伝音及び感音難聴 

 Conductive and sensorineural hearing loss 

 包含： 

   先天ろう＜聾＞ 

 除外： 

   ろうあ＜聾唖＞ ＮＥＣ（Ｈ91．3） 

   ろう＜聾＞ ＮＯＳ（Ｈ91．9） 

   難聴： 

   ・ＮＯＳ（Ｈ91．9） 

   ・騒音性（Ｈ83．3） 

   ・聴器毒性（Ｈ91．0） 

   ・突発性（特発性）（Ｈ91．2） 

Ｈ90．0 両側性伝音難聴 

Ｈ90．1 一側性伝音難聴， 反対側の聴力障害を伴わないもの 

Ｈ90．2 伝音難聴， 詳細不明 

  伝音難聴 ＮＯＳ 

Ｈ90．3 両側性感音難聴 

Ｈ90．4 一側性感音難聴， 反対側の聴力障害を伴わないもの 

Ｈ90．5 感音難聴， 詳細不明 

  先天ろう＜聾＞ ＮＯＳ 

  難聴： 

  ・中枢性       

  ※・後迷路性           ＮＯＳ 

  ※・内耳性＜迷路性＞  

  感音難聴 ＮＯＳ 

Ｈ90．6 両側性混合難聴 
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Ｈ90．7 片側性混合難聴， 反対側の聴力障害を伴わないもの 

Ｈ90．8 混合難聴， 詳細不明 

Ｈ91 その他の難聴 

 Other hearing loss 

 除外： 

   （感音性）聴覚異常（Ｈ93．2） 

   Ｈ90.-に分類される難聴 

   耳垢栓塞（Ｈ61．2） 

   騒音性難聴（Ｈ83．3） 

   心因性ろう＜聾＞＜難聴＞（Ｆ44．6） 

   一過性虚血性ろう＜聾＞＜難聴＞（Ｈ93．0） 

Ｈ91．0 聴器毒性難聴 

 毒性物質の分類が必要な場合は， 追加外因コード（第ⅩⅩ章）を使用する。  

Ｈ91．1 老人性難聴 

Ｈ91．2 突発性難聴（特発性） 

  突発難聴 ＮＯＳ 

Ｈ91．3 ろうあ＜聾唖＞， 他に分類されないもの 

Ｈ91．8 その他の明示された難聴 

Ｈ91．9 難聴， 詳細不明 

  ろう＜聾＞＜難聴＞： 

  ・ＮＯＳ 

  ・高音障害型 

  ・低音障害型 

Ｈ92 耳痛及び耳内貯留 

 Otalgia and effusion of ear 

Ｈ92．0 耳痛 

Ｈ92．1 耳漏 

 除外： 

   耳からの脳脊髄液漏出（Ｇ96．0） 

Ｈ92．2 耳出血 

 除外： 

   外傷性耳出血 － 外傷の種類によりコードする。   

Ｈ93 耳のその他の障害， 他に分類されないもの 
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 Other disorders of ear, not elsewhere classified 

Ｈ93．0 耳の変性障害及び血管障害 

  一過性虚血性ろう＜聾＞＜難聴＞ 

 除外： 

   老人性難聴（Ｈ91．1） 

Ｈ93．1 耳鳴 

Ｈ93．2 その他の（感音性）聴覚異常 

  聴覚補充現象 

  複聴 

  聴覚過敏（症） 

  一過性聴覚閾値上昇 

 除外： 

   幻聴（Ｒ44．0） 

Ｈ93．3 聴神経障害 

  第８脳神経障害 

Ｈ93．8 耳のその他の明示された障害 

Ｈ93．9 耳の障害， 詳細不明 

Ｈ94＊  他に分類される疾患における耳のその他の障害 

 Other disorders of ear in diseases classified elsewhere 

Ｈ94．0＊ 他に分類される感染症及び寄生虫症における聴神経炎 

  梅毒における聴神経炎（Ａ52．1†） 

Ｈ94．8＊ 他に分類される疾患における耳のその他の明示された障害 

Ｈ95 耳及び乳様突起の処置後障害， 他に分類されないもの 

Postprocedural disorders of ear and mastoid process, not elsewhere classified 

Ｈ95．0 乳突洞削開術後腔の再発性真珠腫 

Ｈ95．1 乳突洞削開術に続発するその他の障害 

  慢性炎症      

  肉芽             術後乳突腔 

  粘液のう＜嚢＞胞  

Ｈ95．8 耳及び乳様突起のその他の処置後障害 

Ｈ95．9 耳及び乳様突起の処置後障害， 詳細不明 

 


