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第ⅩⅤ章 妊娠， 分娩及び産じょく＜褥＞（O00－O99） 

Pregnancy, childbirth and the puerperium 

 

妊娠，分娩及び産じょく＜褥＞ 

本章に含まれているコードは、妊娠，分娩又は産じょく＜褥＞（母体又は産科的な原因）に関連する又

はそれによって悪化する病態に使用する。 

 

除外： 

他に分類される妊娠，分娩及び産じょく＜褥＞に合併する疾患又は損傷： 

外因（死因）（V, W, X, Y） 

損傷，中毒及びその他の外因の影響（Ｓ00－T88．1, T88．6－Ｔ98） 

産じょく＜褥＞に関連する精神及び行動の障害（Ｆ53.-） 

産科破傷風（Ａ34） 

下垂体の分娩後え＜壊＞死（Ｅ23．0） 

産じょく＜褥＞期骨軟化症（Ｍ83．0） 

管理：  

・ハイリスク妊娠（Ｚ35.-） 

・正常妊娠（Ｚ34.-） 

 

本章は， 次の中間分類項目を含む： 

Ｏ00－Ｏ08 流産に終わった妊娠 

Ｏ10－Ｏ16 妊娠,分娩及び産じょく＜褥＞における浮腫,タンパク＜蛋白＞尿及び高血圧性障害 

Ｏ20－Ｏ29 主として妊娠に関連するその他の母体障害 

Ｏ30－Ｏ48 胎児及び羊膜腔に関連する母体ケア並びに予想される分娩の諸問題 

Ｏ60－Ｏ75 分娩の合併症 

Ｏ80－Ｏ84 分娩 

Ｏ85－Ｏ92 主として産じょく＜褥＞に関連する合併症 

Ｏ94－Ｏ99 その他の産科的病態， 他に分類されないもの 

 

流産に終わった妊娠（Ｏ00－Ｏ08） 

Pregnancy with abortive outcome 

 除外： 

   一胎以上流産後の多胎妊娠の妊娠継続（Ｏ31．1） 
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Ｏ00 子宮外妊娠 

 Ectopic pregnancy 

 包含： 

   子宮外妊娠破裂 

関連合併症の分類が必要な場合は， 項目Ｏ08.-からの追加コードを使用する。  

Ｏ00．0 腹腔＜腹膜＞妊娠 

 除外：  

   腹腔＜腹膜＞妊娠における生存可能児の分娩（Ｏ83．3） 

   腹腔＜腹膜＞妊娠における生存胎児のための母体ケア（Ｏ36．7） 

Ｏ00．1 卵管妊娠 

  妊娠による卵管破裂 

  卵管流産 

Ｏ00．2 卵巣妊娠 

Ｏ00．8 その他の子宮外妊娠 

  妊娠： 

  ・頚管              

  ・副角      

  ・子宮広間膜内        

  ・壁＜子宮筋層＞内 

Ｏ00．9 子宮外妊娠， 詳細不明 

Ｏ01 胞状奇胎 

 Hydatidiform mole 

関連合併症の分類が必要な場合は， 項目Ｏ08.-からの追加コードを使用する。  

 除外： 

   悪性胞状奇胎（Ｄ39．2） 

Ｏ01．0 古典的胞状奇胎 

  全胞状奇胎 

Ｏ01．1 部分胞状奇胎 

Ｏ01．9 胞状奇胎， 詳細不明 

  絨毛性疾患 ＮＯＳ 

  胞状奇胎 ＮＯＳ 

Ｏ02 受胎のその他の異常生成物 
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 Other abnormal products of conception 

関連合併症の分類が必要な場合は， 項目Ｏ08.-からの追加コードを使用する。 

 除外： 

   紙様（胎）児（Ｏ31．0） 

Ｏ02．0 枯死卵及び非胞状奇胎 

  奇胎： 

  ・肉様 

  ・肉状 

  ・子宮内 ＮＯＳ 

  病的卵  

Ｏ02．1 稽留流産 

  死胎児の残留を伴う早期胎児死亡 

 除外： 

   下記を伴う稽留流産： 

   ・枯死卵（Ｏ02．0） 

   ・奇胎： 

   ・胞状（Ｏ01.-） 

   ・非胞状（Ｏ02．0） 

Ｏ02．8 受胎のその他の明示された異常生成物 

 除外： 

   ・枯死卵（Ｏ02．0） 

   下記を伴うもの： 

   ・奇胎： 

   ・胞状（Ｏ01.-） 

   ・非胞状（Ｏ02．0） 

Ｏ02．9 受胎の異常生成物， 詳細不明 

 下記の４桁細分類項目は， 項目Ｏ03－Ｏ06 に使用する： 

 注：不全流産は流産に続発した受胎生成物の残留を含む。  

 ．0  不全流産， 生殖器及び骨盤内感染症を合併するもの 

   Ｏ08．0の病態を伴うもの 

 ．1  不全流産， 遅延出血又は多量出血を合併するもの 

   Ｏ08．1の病態を伴うもの 

 ．2  不全流産， 塞栓症を合併するもの 
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   Ｏ08．2の病態を伴うもの 

 ．3  不全流産， その他及び詳細不明の合併症を伴うもの 

   Ｏ08．3－Ｏ08．9の病態を伴うもの 

 ．4  不全流産， 合併症を伴わないもの 

 ．5  完全流産又は詳細不明の流産， 生殖器及び骨盤内感染症を合併するもの 

   Ｏ08．0の病態を伴うもの 

 ．6  完全流産又は詳細不明の流産， 遅延出血又は多量出血を合併するも の 

   Ｏ08．1の病態を伴うもの 

 ．7  完全流産又は詳細不明の流産， 塞栓症を合併するもの 

   Ｏ08．2の病態を伴うもの 

  ．8  完全流産又は詳細不明の流産， その他及び詳細不明の合併症を伴うもの 

   Ｏ08．3－Ｏ08．9の病態を伴うもの 

 ．9  完全流産又は詳細不明の流産， 合併症を伴わないもの 

Ｏ03 自 然 流 産 

 Spontaneous abortion 

  ［細分類は O03の前を参照］  

 包含： 

   流産＜miscarriage＞ 

Ｏ04 医学的人工流産 

 Medical abortion 

  ［細分類は O03の前を参照］  

 包含： 

   妊娠中絶： 

   ・合法的 

   ・治療的 

   治療的人工流産 

Ｏ05 その他の流産 

 Other abortion 

  ［細分類は O03の前を参照］  

Ｏ06 詳細不明の流産 

 Unspecified abortion 

  ［細分類は O03の前を参照］  

 包含： 
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   人工流産 ＮＯＳ 

Ｏ07 不成功に終わった人工流産 

 Failed attempted abortion 

 包含： 

   流産の人工誘発の不成功 

 除外： 

   不全流産（Ｏ03－Ｏ06） 

Ｏ07．0 不成功に終わった医学的人工流産， 性器及び骨盤内感染症を合併するもの 

  Ｏ08．0の病態を伴うもの 

Ｏ07．1 不成功に終わった医学的人工流産， 遅延出血又は多量出血を合併するもの 

  Ｏ08．1の病態を伴うもの 

Ｏ07．2 不成功に終わった医学的人工流産， 塞栓症を合併するもの 

  Ｏ08．2の病態を伴うもの 

Ｏ07．3 不成功に終わった医学的人工流産， その他及び詳細不明の合併症を伴うもの 

  Ｏ08．3－Ｏ08．9 の病態を伴うもの 

Ｏ07．4 不成功に終わった医学的人工流産， 合併症を伴わないもの 

  不成功に終わった医学的人工流産 ＮＯＳ 

Ｏ07．5 その他及び詳細不明の不成功に終わった人工流産， 性器及び骨盤内感染症を合併す

るもの 

  Ｏ08．0の病態を伴うもの 

Ｏ07．6 その他及び詳細不明の不成功に終わった人工流産， 遅延出血又は多量出血を合併す

るもの 

  Ｏ08．1の病態を伴うもの 

Ｏ07．7 その他及び詳細不明の不成功に終わった人工流産， 塞栓症を合併するもの 

  Ｏ08．2の病態を伴うもの 

Ｏ07．8 その他及び詳細不明の不成功に終わった人工流産， その他及び詳細不明の合併症を伴

うもの 

  Ｏ08．3－Ｏ08．9 の病態を伴うもの 

Ｏ07．9 その他及び詳細不明の不成功に終わった人工流産， 合併症を伴わないもの 

  不成功に終わった人工流産 ＮＯＳ 

Ｏ08 流産， 子宮外妊娠及び胞状奇胎妊娠に続発する合併症 

 Complications following abortion and ectopic and molar pregnancy 

 注：このコードは主として疾病コーディング用に設けられている。 本項目を用いる場合， 疾
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病コーディングルール及びガイドラインを参照すること。  

O08．0  流産，子宮外妊娠及び胞状奇胎妊娠に続発する生殖器及び骨盤内感染症 

子宮内膜炎 

  卵巣炎 

  子宮傍（結合）組織炎          O00－O07 に分類される病態に 

  骨盤腹膜炎                   続発するもの 

  卵管炎 

  卵管－卵巣炎 

  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。 

 除外： 

   敗血症性又は敗血膿血性塞栓症（Ｏ08．2） 

   尿路感染症（Ｏ08．8） 

Ｏ08．1 流産， 子宮外妊娠及び胞状奇胎妊娠に続発する遅延出血又は多量出血 

  無フィブリノゲン血症  

  脱線維素症候群      Ｏ00－Ｏ07 に分類される病態に続発するもの 

  血管内凝固  

Ｏ08．2 流産， 子宮外妊娠及び胞状奇胎妊娠に続発する塞栓症 

  塞栓症：            

  ・ＮＯＳ   

  ・空気  

  ・羊水         Ｏ00－Ｏ07 に分類される病態に続発するも 

  ・凝血（塊） 

  ・肺               の 

  ・膿血性  

  ・敗血症性又は敗血膿血性 

  ・石けん  

Ｏ08．3 流産， 子宮外妊娠及び胞状奇胎妊娠に続発するショック 

  循環虚脱      

            Ｏ00－Ｏ07 に分類される病態に続発するもの 

  ショック（術後）   

 除外： 

   敗血症性ショック（R57．2） 

Ｏ08．4 流産， 子宮外妊娠及び胞状奇胎妊娠に続発する腎不全 
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  乏尿  

  腎（性） 

  ・不全（急性）  

  ・無尿        Ｏ00－Ｏ07 に分類される病態に続発するもの 

  ・尿細管え＜壊＞死  

  尿毒症  

Ｏ08．5 流産， 子宮外妊娠及び胞状奇胎妊娠に続発する代謝障害 

  Ｏ00－Ｏ07 に分類される病態に続発する電解質平衡異常 

 

Ｏ08．6 流産， 子宮外妊娠及び胞状奇胎妊娠に続発する骨盤臓器及び組織の傷害 

  裂傷＜laceration＞， 穿孔， 裂傷＜断裂＞＜tear＞又は化学的傷害： 

  ・膀胱  

  ・腸             Ｏ00－Ｏ07 に分類される病態に続発するもの 

  ・子宮広間膜  

  ・子宮頚（部）  

  ・尿道周囲組織 

  ・子宮   

Ｏ08．7 流産， 子宮外妊娠及び胞状奇胎妊娠に続発するその他の静脈合併症 

Ｏ08．8 流産， 子宮外妊娠及び胞状奇胎妊娠に続発するその他の合併症 

  心停止     

                 Ｏ00－Ｏ07 に分類される病態に続発するもの 

  尿路感染症  

Ｏ08．9 流産， 子宮外妊娠及び胞状奇胎妊娠に続発する合併症， 詳細不明 

  Ｏ00－Ｏ07 に分類される病態に続発する詳細不明の合併症 

 

妊娠， 分娩及び産じょく＜褥＞における浮腫， 

タンパク＜蛋白＞尿及び高血圧性障害（Ｏ10－Ｏ16） 

Oedema, proteinuria and hypertensive disorders in pregnancy, 

childbirth and the puerperium 

 

Ｏ10 妊娠， 分娩及び産じょく＜褥＞に合併する既存の高血圧（症） 

  Pre-existing hypertension complicating pregnancy, childbirth and the puerperium 

  包含： 

      既存のタンパク＜蛋白＞尿を伴う下記の病態  
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 除外： 

   加重した子かん＜癇＞前症を伴うもの（O11） 

Ｏ10．0 妊娠， 分娩及び産じょく＜褥＞に合併する既存の本態性高血圧（症） 

  妊娠， 分娩又は産じょく＜褥＞における産科的ケアの理由として明示された 

   Ｉ10 の各病態 

Ｏ10．1 妊娠， 分娩及び産じょく＜褥＞に合併する既存の高血圧性心疾患 

  妊娠， 分娩又は産じょく＜褥＞における産科的ケアの理由として明示された 

  Ｉ11.-の各病態 

Ｏ10．2 妊娠， 分娩及び産じょく＜褥＞に合併する既存の高血圧性腎疾患 

  妊娠， 分娩又は産じょく＜褥＞における産科的ケアの理由として明示された 

  Ｉ12.-の各病態 

Ｏ10．3 妊娠， 分娩及び産じょく＜褥＞に合併する既存の高血圧性心腎疾患 

  妊娠， 分娩又は産じょく＜褥＞における産科的ケアの理由として明示された 

  Ｉ13.-の各病態 

Ｏ10．4 妊娠， 分娩及び産じょく＜褥＞に合併する既存の二次性高血圧（症） 

  妊娠， 分娩又は産じょく＜褥＞における産科的ケアの理由として明示された 

  Ｉ15.-の各病態 

Ｏ10．9 妊娠， 分娩及び産じょく＜褥＞に合併する詳細不明の既存の高血圧（症） 

O11 慢性高血圧（症）に加重した子かん＜癇＞前症 

 Pre-eclampsia superimposed on chronic  hypertension 

 包含： 

O10.- の病態に子かん＜癇＞前症を合併したもの 

   以下に加重した子かん＜癇＞前症： 

   ・高血圧（症）NOS 

   ・高血圧（症）の既往 

Ｏ12 高血圧（症）を伴わない妊娠浮腫及び妊娠タンパク＜蛋白＞尿 

Gestational [pregnancy-induced] oedema and proteinuria without hypertension 

Ｏ12．0 妊娠浮腫 

Ｏ12．1 妊娠タンパク＜蛋白＞尿 

Ｏ12．2 タンパク＜蛋白＞尿を伴う妊娠浮腫 

O13  妊娠高血圧（症） 

 Gestational [pregnancy-induced] hypertension  

 包含：  
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             妊娠 
高血圧（症）NOS 

   妊娠誘発性 
  妊娠中の一過性高血圧（症） 

O14  子かん＜癇＞前症 

   Pre-eclampsia 

 除外： 

   加重した子かん＜癇＞前症（O11） 

O14．0 軽症から中等症の子かん＜癇＞前症 

Ｏ14．1 重症子かん＜癇＞前症 

O14．2 HELLP 症候群 

  溶血，肝酵素上昇及び低血小板数の組合せ 

Ｏ14．9 子かん＜癇＞前症， 詳細不明 

Ｏ15 子かん＜癇＞ 

 Eclampsia 

 包含： 

   Ｏ10－Ｏ14 及びＯ16 の病態に続発するけいれん＜痙攣＞ 

   妊娠高血圧（症）又は既存の高血圧（症）を伴う子かん＜癇＞ 

Ｏ15．0 妊娠子かん＜癇＞ 

Ｏ15．1 分娩子かん＜癇＞ 

Ｏ15．2 産じょく＜褥＞子かん＜癇＞ 

Ｏ15．9 子かん＜癇＞， 発生時期不明 

  子かん＜癇＞ ＮＯＳ 

Ｏ16 詳細不明の母体の高血圧（症）  

 Unspecified maternal hypertension 

 

主として妊娠に関連するその他の母体障害（Ｏ20－Ｏ29） 

Other maternal disorders predominantly related to pregnancy 

 注：項目Ｏ24.-及びＯ25 は分娩又は産じょく＜褥＞中に発生した場合も含む。  

除外： 

   胎児及び羊膜腔に関連する母体ケア並びに予想される分娩の諸問題 （Ｏ30－Ｏ

48） 

他に分類される母体疾患で妊娠， 分娩及び産じょく＜褥＞に合併するもの（Ｏ98－

Ｏ99） 
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Ｏ20 妊娠早期の出血 

 Haemorrhage in early pregnancy 

 除外： 

   流産に終わった妊娠（Ｏ00－Ｏ08） 

Ｏ20．0 切迫流産 

  切迫流産によると明示された出血 

Ｏ20．8 妊娠早期のその他の出血 

Ｏ20．9 妊娠早期の出血， 詳細不明 

Ｏ21 過度の妊娠嘔吐 

 Excessive vomiting in pregnancy 

Ｏ21．0 軽度妊娠悪阻 

  軽度又は詳細不明の妊娠悪阻， 妊娠満 22週未満に発生したもの 

Ｏ21．1 代謝障害を伴う妊娠悪阻 

  妊娠満 22 週未満に発生した妊娠悪阻， 下記のような代謝障害を伴うもの： 

  ・炭水化物欠乏症 

  ・脱水（症） 

  ・電解質平衡異常 

Ｏ21．2 後期妊娠嘔吐 

  妊娠満 22 週以後に発生した過度の嘔吐 

Ｏ21．8 妊娠に合併するその他の嘔吐 

  他に分類される疾患による嘔吐， 妊娠に合併するもの 

 原因の分類が必要な場合は， 追加コードを使用する。  

Ｏ21．9 妊娠嘔吐， 詳細不明  

Ｏ22 妊娠中の静脈合併症及び痔核 

 Venous complications and haemorrhoids in pregnancy 

 除外：  

   産科的肺塞栓症（Ｏ88.-） 

   下記の病態： 

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

   ・分娩及び産じょく＜褥＞の合併症（Ｏ87.-） 

Ｏ22．0 妊娠中の下肢の静脈瘤 

  妊娠中の静脈瘤 ＮＯＳ 
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Ｏ22．1 妊娠中の性器の静脈瘤 

  会陰  

  腟   

  外陰        静脈瘤， 妊娠中のもの 

Ｏ22．2 妊娠中の浅＜表＞在性血栓（性）静脈炎 

  妊娠中の下肢の血栓（性）静脈炎 

Ｏ22．3 妊娠中の深在静脈血栓症 

  深在静脈血栓症， 分娩前 

Ｏ22．4 妊娠中の痔核 

Ｏ22．5 妊娠中の脳静脈血栓症 

  妊娠中の脳静脈洞血栓症 

Ｏ22．8 妊娠中のその他の静脈合併症 

Ｏ22．9 妊娠中の静脈合併症， 詳細不明 

  妊娠性： 

  ・静脈炎 ＮＯＳ 

  ・静脈症 ＮＯＳ 

  ・血栓症 ＮＯＳ 

O23 妊娠中の腎尿路性器感染症 

Infections of genitourinary tract in pregnancy 

 除外： 

   淋菌感染症（O98．2） 

 性的伝播様式をとる感染症 NOS（O98．3）      妊娠，分娩，産じょく 

 梅毒（O98．1）                            ＜褥＞に合併するもの 

 腎尿路生殖器系の結核（O98．0） 

 性病 NOS（O98．3） 

Ｏ23．0 妊娠中の腎感染症 

Ｏ23．1 妊娠中の膀胱感染症 

Ｏ23．2 妊娠中の尿道感染症 

Ｏ23．3 妊娠中のその他の部位の尿路感染症 

Ｏ23．4 妊娠中の詳細不明の尿路感染症 

Ｏ23．5 妊娠中の性器感染症 

Ｏ23．9 妊娠中のその他及び詳細不明の腎尿路性器感染症 

  妊娠中の腎尿路性器感染症 ＮＯＳ 
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Ｏ24 妊娠中の糖尿病 

 Diabetes mellitus in pregnancy 

 包含： 

   分娩及び産じょく＜褥＞におけるもの 

O24．0 既存の１型＜インスリン依存症＞糖尿病 

O24．1 既存の２型＜インスリン非依存症＞糖尿病 

Ｏ24．2 既存の栄養失調（症）に関連する糖尿病 

Ｏ24．3 既存の糖尿病， 詳細不明 

Ｏ24．4 妊娠中に発生した糖尿病 

  妊娠性糖尿病 ＮＯＳ 

Ｏ24．9 妊娠中の糖尿病， 詳細不明 

Ｏ25 妊娠中の栄養失調（症） 

 Malnutrition in pregnancy 

  分娩及び産じょく＜褥＞における栄養失調（症） 

Ｏ26 主として妊娠に関連するその他の病態の母体ケア 

 Maternal care for other conditions predominantly related to pregnancy 

Ｏ26．0 妊娠中の過度の体重増加 

 除外： 

   妊娠浮腫（Ｏ12．0， Ｏ12．2） 

Ｏ26．1 妊娠中の体重増加不良 

Ｏ26．2 習慣流産の妊娠ケア 

 除外： 

   習慣流産：  

   ・現在の流産（Ｏ03－Ｏ06） 

   ・現在妊娠していないもの（Ｎ96） 

Ｏ26．3 妊娠中の遺残した子宮内避妊器具 

Ｏ26．4 妊娠ヘルペス 

Ｏ26．5 母体の低血圧症候群 

  仰臥位低血圧症候群 

Ｏ26．6 妊娠， 分娩及び産じょく＜褥＞における肝障害 

 妊娠における胆汁うっ滞（肝内） 

 産科胆汁うっ滞 

 除外： 



- 13 - 

 

   分娩に続発する肝腎症候群（Ｏ90．4） 

Ｏ26．7 妊娠， 分娩及び産じょく＜褥＞における恥骨結合の離開 

 除外： 

   分娩における恥骨結合の外傷性離開（Ｏ71．6）  

Ｏ26．8 その他の明示された妊娠に関連する病態 

  衰弱及び疲労  

  末梢神経炎         妊娠に関連するもの 

  腎疾患      

Ｏ26．9 妊娠に関連する病態， 詳細不明 

Ｏ28 母体の分娩前スクリーニングにおける異常所見 

 Abnormal findings on antenatal screening of mother 

 除外： 

   他に分類される診断所見 － 索引を参照 

 胎児及び羊膜腔に関連する母体ケア並びに予想される分娩の諸問（Ｏ30－Ｏ48） 

Ｏ28．0 血液学的異常所見， 母体の分娩前スクリーニングにおけるもの 

Ｏ28．1 生化学的異常所見， 母体の分娩前スクリーニングにおけるもの 

Ｏ28．2 細胞学的異常所見， 母体の分娩前スクリーニングにおけるもの 

Ｏ28．3 超音波的異常所見， 母体の分娩前スクリーニングにおけるもの 

Ｏ28．4 放射線医学的異常所見， 母体の分娩前スクリーニングにおけるもの 

Ｏ28．5 染色体又は遺伝性異常所見， 母体の分娩前スクリーニングにおけるもの 

Ｏ28．8 その他の異常所見， 母体の分娩前スクリーニングにおけるもの 

Ｏ28．9 母体の分娩前スクリーニングにおける異常所見， 詳細不明 

Ｏ29 妊娠中の麻酔合併症 

 Complications of anaesthesia during pregnancy 

 包含： 

    妊娠中の全身麻酔薬， 局所麻酔薬， 鎮痛薬又はその他の鎮静薬の投与によ

る母体合併症 

 除外： 

   下記の期間中の麻酔合併症： 

   ・流産， 子宮外妊娠又は胞状奇胎妊娠（Ｏ00－Ｏ08） 

   ・分娩（Ｏ74.-） 

   ・産じょく＜褥＞（Ｏ89.-） 

Ｏ29．0 妊娠中の麻酔による肺合併症 
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  えん＜嚥＞下＜誤えん＜嚥＞＞性肺臓炎 

  胃内容物又は分泌物のえん＜嚥＞下 

＜誤えん＜嚥＞＞ NOS               妊娠中の麻酔によるもの 

 メンデルソン＜Mendelson＞症候群 

  肺の圧迫性虚脱   

Ｏ29．1 妊娠中の麻酔による心臓合併症 

  心停止 

             妊娠中の麻酔によるもの 

  心不全 

Ｏ29．2 妊娠中の麻酔による中枢神経系合併症 

  妊娠中の麻酔による脳無酸素症 

Ｏ29．3 妊娠中の局所麻酔に対する中毒反応 

Ｏ29．4 妊娠中の脊髄又は硬膜外麻酔誘発性頭痛 

Ｏ29．5 妊娠中の脊髄又は硬膜外麻酔によるその他の合併症 

Ｏ29．6 妊娠中の挿管不成功又は挿管困難 

Ｏ29．8 妊娠中の麻酔によるその他の合併症 

Ｏ29．9 妊娠中の麻酔合併症， 詳細不明 

 

胎児及び羊膜腔に関連する母体ケア並びに予想される分娩の諸問題（Ｏ30－Ｏ48） 

Maternal care related to the fetus and amniotic cavity and possible delivery problems 

 

Ｏ30 多 胎 妊 娠 

 Multiple gestation 

 除外： 

   多胎妊娠に特異的な合併症（Ｏ31.-） 

Ｏ30．0 双胎妊娠 

Ｏ30．1 三胎妊娠 

Ｏ30．2 四胎妊娠 

Ｏ30．8 その他の多胎妊娠 

Ｏ30．9 多胎妊娠， 詳細不明 

  多胎妊娠 ＮＯＳ 

Ｏ31 多胎妊娠に特異的な合併症 

      Complications specific to multiple gestation 
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 除外：  

   胎児骨盤不均衡の原因となった結合体＜二重体＞（Ｏ33．7） 

   双胎， 三胎などの第２児の遷延分娩（Ｏ63．2） 

   一胎以上の胎位異常（Ｏ32．5） 

   分娩停止を伴うもの（Ｏ64－Ｏ66） 

Ｏ31．0 紙様（胎）児 

  圧縮（胎）児 

Ｏ31．1 一胎以上の流産後の妊娠継続 

Ｏ31．2 一胎以上の子宮内死亡後の妊娠継続 

Ｏ31．8 多胎妊娠に特異的なその他の合併症 

Ｏ32 既知の胎位異常又はその疑いのための母体ケア 

 Maternal care for known or suspected malpresentation of fetus 

 包含： 

    観察， 入院もしくは母体に対するその他の産科的ケアのため， 又は分娩の開始に

先立つ帝王切開のための下記の病態 

 除外： 

   分娩停止を伴う下記の病態（Ｏ64.-） 

Ｏ32．0 不安定胎位のための母体ケア 

Ｏ32．1 骨盤位のための母体ケア 

Ｏ32．2 横位及び斜位のための母体ケア 

  胎位： 

  ・斜位 

  ・横位 

Ｏ32．3 顔位， 額位及び頤位のための母体ケア 

Ｏ32．4 正期における高在児頭のための母体ケア 

  児頭の骨盤腔内進入不全 

Ｏ32．5 一胎以上の胎位異常を伴う多胎妊娠のための母体ケア 

Ｏ32．6 複合胎位のための母体ケア 

Ｏ32．8 その他の胎位異常のための母体ケア 

Ｏ32．9 胎位異常のための母体ケア， 詳細不明 

Ｏ33 既知の胎児骨盤不均衡又はその疑いのための母体ケア 

 Maternal care for known or suspected disproportion 

 包含： 
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  観察， 入院もしくは母体に対するその他の産科的ケアのため， 又は分娩の開始に

先立つ帝王切開のための下記の病態 

 除外： 

   分娩停止を伴う下記の病態（Ｏ65－Ｏ66） 

Ｏ33．0 母体の骨盤骨の変形による胎児骨盤不均衡のための母体ケア 

  胎児骨盤不均衡の原因となった骨盤変形 ＮＯＳ 

Ｏ33．1 全狭骨盤による胎児骨盤不均衡のための母体ケア 

  胎児骨盤不均衡の原因となった狭骨盤 ＮＯＳ 

Ｏ33．2 骨盤入口狭窄による胎児骨盤不均衡のための母体ケア 

  胎児骨盤不均衡の原因となった（骨盤）入口狭窄 

Ｏ33．3 骨盤出口狭窄による胎児骨盤不均衡のための母体ケア 

  （骨盤）中位狭窄 

                    胎児骨盤不均衡の原因となったもの 

  （骨盤）出口狭窄 

Ｏ33．4 母体側及び胎児側の複合した原因による胎児骨盤不均衡のための母体ケア  

Ｏ33．5 巨大児による胎児骨盤不均衡のための母体ケア 

  胎児側の原因による胎児骨盤不均衡で胎児外形が正常なもの 

  胎児側不均衡 ＮＯＳ 

Ｏ33．6 胎児の水頭症による胎児骨盤不均衡のための母体ケア 

Ｏ33．7 その他の胎児の奇形による胎児骨盤不均衡のための母体ケア 

  結合体＜二重体＞  

  胎児： 

  ・腹水  

  ・水腫         胎児骨盤不均衡の原因となったもの 

  ・脊髄髄膜瘤  

  ・仙骨部奇形腫  

  ・腫瘍  

Ｏ33．8 その他の原因による胎児骨盤不均衡のための母体ケア 

Ｏ33．9 胎児骨盤不均衡のための母体ケア， 詳細不明 

  児頭骨盤不均衡＜ＣＰＤ＞ ＮＯＳ 

  胎児骨盤不均衡 ＮＯＳ 

Ｏ34 既知の母体骨盤臓器の異常又はその疑いのための母体ケア 

 Maternal care for known or suspected abnormality of pelvic organs 

 包含： 
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   観察， 入院もしくは母体に対するその他の産科的ケアのため， 又は分娩の開始に

先立つ帝王切開のための下記の病態 

 除外： 

   分娩停止を伴う下記の病態（Ｏ65．5） 

Ｏ34．0 子宮の先天奇形のための母体ケア 

  下記のための母体ケア： 

  ・重複子宮 

  ・双角子宮 

Ｏ34．1 子宮体腫瘍＜瘤＞のための母体ケア 

  下記のための母体ケア： 

  ・子宮体ポリープ 

  ・子宮筋腫 

 除外： 

   子宮頚（部）腫瘍のための母体ケア（Ｏ34．4） 

Ｏ34．2 既往手術による子宮瘢痕による母体ケア 

  既往帝王切開による瘢痕のための母体ケア 

 除外： 

   既往帝王切開後の経腟分娩（Ｏ75．7） 

Ｏ34．3 （子宮）頚管無力症のための母体ケア 

  下記のための母体ケア： 

  ・頚管縫縮  

                （子宮）頚管無力症の記載の有無にかかわらない 

   ・シロッカー縫合  

Ｏ34．4 子宮頚（部）のその他の異常のための母体ケア 

  下記のための母体ケア： 

  ・子宮頚部＜管＞ポリープ     

  ・子宮頚（部）の既往手術   

  ・（子宮）頚管狭窄    

  ・子宮頚（部）腫瘍 

Ｏ34．5 妊娠子宮のその他の異常のための母体ケア 

  下記のための母体ケア： 

  ・かん＜嵌＞頓  

  ・脱             妊娠子宮 

  ・後傾      
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Ｏ34．6 腟異常のための母体ケア 

  下記のための母体ケア： 

  ・腟の既往手術          

  ・腟中隔       

  ・腟狭窄（後天性）（先天性）        

  ・腟腫瘍 

 除外： 

   妊娠中の腟静脈瘤のための母体ケア（Ｏ22．1） 

Ｏ34．7 外陰及び会陰の異常のための母体ケア 

  下記のための母体ケア： 

  ・会陰線維症              

  ・会陰又は外陰の既往手術  

  ・会陰強靱   

  ・外陰腫瘍 

 除外： 

   妊娠中の会陰及び外陰の静脈瘤のための母体ケア（Ｏ22．1） 

Ｏ34．8 骨盤臓器のその他の異常のための母体ケア 

  下記のための母体ケア： 

  ・膀胱瘤＜経腟膀胱脱＞ 

  ・骨盤底修復（既往） 

  ・懸垂腹 

  ・直腸瘤＜経腟直腸脱＞ 

  ・骨盤底強靱 

Ｏ34．9 骨盤臓器の異常のための母体ケア， 詳細不明  

Ｏ35 既知の胎児異常及び傷害又はその疑いのための母体ケア 

 Maternal care for known or suspected fetal abnormality and damage 

 包含： 

    観察， 入院もしくは母体に対するその他の産科的ケアのため， 又は妊娠中絶のた

めの胎児の下記の病態 

 除外： 

   既知の胎児骨盤不均衡又はその疑いのための母体ケア（Ｏ33.-） 

Ｏ35．0 胎児の中枢神経系の奇形（の疑い）のための母体ケア 

  胎児の下記の疾患（の疑い）のための母体ケア： 



- 19 - 

 

   ・無脳症 

   ・二分脊椎＜脊椎披＜破＞裂＞ 

 除外： 

   胎児の染色体異常（Ｏ35．1） 

Ｏ35．1 胎児の染色体異常（の疑い）のための母体ケア 

Ｏ35．2 胎児の遺伝性疾患（の疑い）のための母体ケア 

 除外： 

   胎児の染色体異常（Ｏ35．1） 

Ｏ35．3 母体のウイルス性疾患による胎児傷害（の疑い）のための母体ケア 

  母体の次の疾患による胎児傷害（の疑い）のための母体ケア： 

  ・サイトメガロウイルス感染症 

  ・風疹 

Ｏ35．4 アルコールによる胎児傷害（の疑い）のための母体ケア 

Ｏ35．5 薬物による胎児傷害（の疑い）のための母体ケア 

  薬物嗜癖による胎児傷害（の疑い）のための母体ケア 

 除外： 

   薬物投与による分娩中の胎児仮死＜ジストレス＞（Ｏ68.-） 

Ｏ35．6 放射線による胎児傷害（の疑い）のための母体ケア 

Ｏ35．7 その他の医学的処置による胎児傷害（の疑い）のための母体ケア 

  下記による胎児傷害（の疑い）のための母体ケア： 

  ・羊水穿刺            

  ・生検処置            

  ・血液検査 

  ・子宮内避妊器具 

  ・子宮内手術 

Ｏ35．8 その他の胎児異常及び傷害（の疑い）のための母体ケア 

  母体の下記の疾患による胎児傷害（の疑い）のための母体ケア： 

  ・リステリア症 

  ・トキソプラズマ症 

Ｏ35．9 胎児異常及び傷害（の疑い）のための母体ケア， 詳細不明  

Ｏ36 その他の既知の胎児側の問題又はその疑いのための母体ケア 

 Maternal care for other known or suspected fetal problems 

 包含： 
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    観察， 入院もしくは母体に対するその他の産科的ケアのため， 又は妊娠中絶のた

めの胎児の下記の病態 

 除外：  

   胎児ストレス ［仮死＜ジストレス＞］ を合併する分娩（Ｏ68.-） 

   胎盤輸血症候群（Ｏ43．0） 

Ｏ36．0 Rh 因子同種免疫のための母体ケア 

  抗Ｄ ［Rh］ 抗体 

  Rh 不適合（胎児水腫を伴うもの） 

Ｏ36．1 その他の同種免疫のための母体ケア 

  ＡＢＯ同種免疫 

  同種免疫 ＮＯＳ（胎児水腫を伴うもの） 

Ｏ36．2 胎児水腫のための母体ケア 

  胎児水腫： 

  ・ＮＯＳ 

  ・同種免疫に関連しないもの 

Ｏ36．3 胎児低酸素症の徴候のための母体ケア 

Ｏ36．4 子宮内胎児死亡のための母体ケア 

 除外： 

   稽留流産（Ｏ02．1） 

Ｏ36．5 胎児発育不良のための母体ケア 

  既知の下記の問題又はその疑いのための母体ケア： 

  ・light-for-dates 

  ・small-for-dates 

  ・胎盤機能不全 

Ｏ36．6 胎児発育過度のための母体ケア 

  既知の large-for-dates 又はその疑いのための母体ケア 

Ｏ36．7 腹腔＜腹膜＞妊娠における生存胎児のための母体ケア 

Ｏ36．8 その他の明示された胎児側の問題のための母体ケア 

Ｏ36．9 胎児側の問題のための母体ケア， 詳細不明 

Ｏ40 羊水過多症  

 Polyhydramnios 

Ｏ41 羊水及び羊膜のその他の障害 

 Other disorders of amniotic fluid and membranes 
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 除外： 

   前期破水（Ｏ42.-） 

Ｏ41．0 羊水過少症 

  破膜の記載のない羊水過少症 

Ｏ41．1 羊膜腔及び羊膜の感染症 

  羊膜炎               

  絨毛羊膜炎    

  卵膜炎          

  胎盤炎 

Ｏ41．8 羊水及び羊膜のその他の明示された障害 

Ｏ41．9 羊水及び羊膜の障害， 詳細不明 

Ｏ42 前期破水 

 Premature rupture of membranes 

Ｏ42．0 前期破水， 分娩開始が 24時間未満のもの 

Ｏ42．1 前期破水， 分娩開始が 24時間以後のもの 

 除外： 

   治療による分娩遷延（Ｏ42．2） 

Ｏ42．2 前期破水， 治療による分娩遷延 

Ｏ42．9 前期破水， 詳細不明 

 

Ｏ43 胎盤障害 

 Placental disorders 

 除外： 

   胎盤機能不全による胎児発育不良のための母体ケア（Ｏ36．5） 

   前置胎盤（Ｏ44.-） 

   （常位）胎盤早期剥離（Ｏ45.-） 

Ｏ43．0 胎盤輸血症候群 

  胎児から母体への輸血 

  母体から胎児への輸血 

  双胎児間輸血 

Ｏ43．1 胎盤の奇形 

  異常胎盤 ＮＯＳ 

  周郭胎盤 
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O43．2 病的な癒着胎盤 

  胎盤： 

  ・癒着 

  ・嵌入 

  ・穿通 

  下記の分類が必要な場合は，追加コードを使用する。 

  分娩後出血，第 3期 O72．0  

  出血を伴わない胎盤残留 O73．0 

Ｏ43．8 その他の胎盤障害 

  胎盤： 

  ・機能不全 

  ・梗塞 

Ｏ43．9 胎盤障害， 詳細不明 

Ｏ44 前置胎盤 

 Placenta praevia 

Ｏ44．0 出血を伴わないと明示された前置胎盤 

  出血を伴わないと明示された低置胎盤 

Ｏ44．1 出血を伴う前置胎盤 

  低置胎盤， ＮＯＳ又は出血を伴うもの 

  前置胎盤： 

  ・辺縁  

  ・一部       ＮＯＳ又は出血を伴うもの 

  ・全   

 除外： 

   前置血管からの出血を合併する分娩（Ｏ69．4） 

Ｏ45 （常位）胎盤早期剥離 

 Premature separation of placenta [abruptio placentae] 

Ｏ45．0 凝固障害を伴う（常位）胎盤早期剥離 

  下記に関連する出血（過多）を伴う（常位）胎盤早期剥離： 

  ・無フィブリノゲン血症   

  ・播種性血管内凝固    

  ・線維素溶解亢進 

  ・低フィブリノゲン血症      

Ｏ45．8 その他の（常位）胎盤早期剥離 



- 23 - 

 

Ｏ45．9 （常位）胎盤早期剥離， 詳細不明 

  （常位）胎盤早期剥離 ＮＯＳ 

Ｏ46 分娩前出血， 他に分類されないもの 

 Antepartum haemorrhage, not elsewhere classified 

 除外： 

   妊娠早期の出血（Ｏ20.-）  

   分娩時出血 ＮＥＣ（Ｏ67.-）    

   前置胎盤（Ｏ44.-）   

   （常位）胎盤早期剥離（Ｏ45.-）       

Ｏ46．0 凝固障害を伴う分娩前出血 

  下記に関連する分娩前出血（過多）： 

  ・無フィブリノゲン血症    

  ・播種性血管内凝固   

  ・線維素溶解亢進 

  ・低フィブリノゲン血症      

Ｏ46．8 その他の分娩前出血 

Ｏ46．9 分娩前出血， 詳細不明  

Ｏ47 偽陣痛 

 False labour 

Ｏ47．0 妊娠満 37 週未満の偽陣痛 

Ｏ47．1 妊娠満 37 週以後の偽陣痛 

Ｏ47．9 偽陣痛， 詳細不明 

Ｏ48 遷延妊娠 

 Prolonged pregnancy 

 包含： 

   過期妊娠 

 

分娩の合併症（Ｏ60－Ｏ75） 

Complications of labour and delivery 

 

Ｏ60 切迫早産及び早産 

 Preterm labour and delivery 

  妊娠満 37 週未満の（自然）分娩開始 



- 24 - 

 

O60．0 切迫早産 

  （児の娩出を伴わない）切迫早産： 

 ・誘発 

 ・自然 

O60．1 早産 

  早産 NOS  

  自然陣痛が発来し帝王切開となった早産 

O60．2 切迫早産後の正期産 

  切迫早産後の帝王切開による正期産 

O60．3 陣痛発来前の早産 

  下記による早産： 

 ・陣痛発来前の帝王切開 

 ・誘発 

Ｏ61 分娩誘発の不成功 

 Failed induction of labour 

Ｏ61．0 医学的適応による分娩誘発の不成功 

  下記による（分娩）誘発の不成功： 

  ・オキシトシン 

  ・プロスタグランジン 

Ｏ61．1 器械的分娩誘発の不成功 

  （分娩）誘発の不成功： 

  ・器械的 

  ・外科的 

Ｏ61．8 その他の分娩誘発の不成功 

Ｏ61．9 分娩誘発の不成功， 詳細不明 

Ｏ62 娩出力の異常 

 Abnormalities of forces of labour 

O62．0 原発性微弱陣痛 

  子宮頚管開大不全 

  原発性子宮収縮不全 

  分娩潜伏期の微弱陣痛 

O62．1 続発性微弱陣痛 

  分娩停止 
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  続発性子宮収縮不全 

Ｏ62．2 その他の微弱陣痛 

  無効陣痛              

  子宮し＜弛＞緩（症） 

  低緊張性子宮機能不全 ＮＯＳ 

  不規則陣痛  

  収縮不全  

  陣痛微弱 ＮＯＳ           

Ｏ62．3 急速分娩 

Ｏ62．4 高緊張性， 非協調性及び持続性子宮収縮 

  収縮輪難産 

  協調不全陣痛  

  砂時計様子宮収縮 

  高緊張性子宮機能不全 

  非協調性子宮収縮 

  テタニー性収縮  

 子宮（性）難産 ＮＯＳ 

 除外： 

   難産（胎児側）（母体側） ＮＯＳ（Ｏ66．9） 

Ｏ62．8 娩出力のその他の異常 

Ｏ62．9 娩出力の異常， 詳細不明 

Ｏ63 遷延分娩 

 Long labour 

Ｏ63．0 第１期遷延（分娩） 

Ｏ63．1 第２期遷延（分娩） 

Ｏ63．2 双胎， 三胎などの第２児の遷延分娩 

Ｏ63．9 遷延分娩， 詳細不明 

  遷延分娩 ＮＯＳ 

Ｏ64 胎位異常及び胎向異常による分娩停止 

 Obstructed labour due to malposition and malpresentation of fetus 

Ｏ64．0 児頭の回旋不全による分娩停止 

  低在横定位 

  分娩障害による分娩停止： 
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  ・後方後頭 

  ・後頭横 

Ｏ64．1 骨盤位による分娩停止 

Ｏ64．2 顔位による分娩停止 

  頤位による分娩停止 

Ｏ64．3 額位による分娩停止  

Ｏ64．4 肩甲位による分娩停止 

  上肢脱出 

 除外： 

   肩甲かん＜嵌＞入（Ｏ66．0） 

   肩甲難産（Ｏ66．0） 

Ｏ64．5 複合胎位異常による分娩停止 

Ｏ64．8 その他の胎位異常及び胎向異常による分娩停止 

Ｏ64．9 胎位異常及び胎向異常による分娩停止， 詳細不明 

Ｏ65 母体の骨盤異常による分娩停止 

 Obstructed labour due to maternal pelvic abnormality 

Ｏ65．0 骨盤変形による分娩停止 

Ｏ65．1 全狭骨盤による分娩停止 

Ｏ65．2 骨盤入口狭窄による分娩停止 

Ｏ65．3 骨盤出口及び中在部狭窄による分娩停止 

Ｏ65．4 胎児骨盤不均衡による分娩停止， 詳細不明 

 除外： 

   胎児の異常による難産（Ｏ66．2－Ｏ66．3） 

Ｏ65．5 母体骨盤臓器の異常による分娩停止 

  Ｏ34.-に記載された病態による分娩停止 

Ｏ65．8 その他の母体の骨盤異常による分娩停止 

Ｏ65．9 母体の骨盤異常による分娩停止， 詳細不明 

Ｏ66 その他の分娩停止 

         Other obstructed labour 

Ｏ66．0 肩甲難産による分娩停止 

  肩甲かん＜嵌＞入 

Ｏ66．1 双胎懸鉤による分娩停止 

Ｏ66．2 巨大児による分娩停止  



- 27 - 

 

Ｏ66．3 胎児のその他の異常による分娩停止 

  下記による難産： 

  ・結合体＜二重体＞ 

  ・胎児： 

 ・腹水 

 ・水腫 

 ・脊髄髄膜瘤 

 ・仙骨部奇形腫 

 ・腫瘍 

  ・水頭症胎児 

Ｏ66．4 試験分娩の不成功， 詳細不明 

  試験分娩の不成功後， 帝王切開分娩を施行したもの 

Ｏ66．5 吸引分娩及び鉗子分娩の不成功， 詳細不明 

  吸引分娩又は鉗子分娩の不成功後， 鉗子又は帝王切開分娩を施行したもの 

Ｏ66．8 その他の明示された分娩停止 

Ｏ66．9 分娩停止， 詳細不明 

  難産： 

  ・ＮＯＳ 

  ・胎児側 ＮＯＳ 

  ・母体側 ＮＯＳ 

Ｏ67 分娩時出血を合併する分娩， 他に分類されないもの 

 Labour and delivery complicated by intrapartum haemorrhage, not e lsewhere 

classified 

 除外： 

   分娩前出血 ＮＥＣ（Ｏ46.-） 

   前置胎盤（Ｏ44.-） 

   分娩後出血（Ｏ72.-） 

   （常位）胎盤早期剥離（Ｏ45.-）  

Ｏ67．0 凝固障害を伴う分娩時出血 

  下記に関連した分娩時出血（過多）： 

  ・無フィブリノゲン血症   

  ・播種性血管内凝固    

  ・線維素溶解亢進 
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  ・低フィブリノゲン血症      

Ｏ67．8 その他の分娩時出血 

  分娩時出血過多 

Ｏ67．9 分娩時出血， 詳細不明  

Ｏ68 胎児ストレス ［仮死＜ジストレス＞］ を合併する分娩 

 Labour and delivery complicated by fetal stress [distress] 

 包含： 

   薬物投与による分娩中の胎児仮死＜ジストレス＞ 

Ｏ68．0 胎児心拍数異常を合併する分娩 

  胎児： 

  ・徐脈 

  ・心拍数不整 

  ・頻脈 

 除外： 

   羊水内胎便を伴うもの（Ｏ68．2） 

Ｏ68．1 羊水内胎便を合併する分娩 

 除外： 

   胎児心拍数異常を伴うもの（Ｏ68．2） 

Ｏ68．2 羊水内胎便を伴う胎児心拍数異常を合併する分娩 

Ｏ68．3 胎児ストレスの生化学的異常所見を合併する分娩 

  異常胎児： 

  ・酸血症 

  ・酸塩基平衡 

Ｏ68．8 胎児ストレスのその他の所見を合併する分娩 

  胎児仮死＜ジストレス＞： 

  ・心電図所見上 

  ・超音波所見上 

Ｏ68．9 胎児ストレスを合併する分娩， 詳細不明 

Ｏ69 臍帯合併症を合併する分娩 

 Labour and delivery complicated by umbilical cord complications 

Ｏ69．0 臍帯の脱垂を合併する分娩 

Ｏ69．1 圧迫を伴う臍帯頚部巻絡を合併する分娩 

O69．2 その他の臍帯巻絡を合併する分娩，臍帯圧迫を伴うもの 



- 29 - 

 

  臍帯の圧迫 NOS  

  一羊膜双胎における相互臍帯巻絡 

  臍帯結節 

Ｏ69．3 過短臍帯を合併する分娩 

Ｏ69．4 前置血管を合併する分娩 

  前置血管からの出血  

Ｏ69．5 臍帯血管損傷を合併する分娩 

  臍帯： 

  ・皮下出血 

  ・血腫 

  臍帯血管の血栓 

Ｏ69．8 その他の臍帯合併症を合併する分娩 

  圧迫を伴わない臍帯頚部巻絡 

Ｏ69．9 臍帯合併症を合併する分娩， 詳細不明 

Ｏ70 分娩における会陰裂傷＜laceration＞ 

 Perineal laceration during delivery 

 包含： 

   裂傷＜laceration＞により会陰切開が伸展したもの 

 除外： 

   産科的高位腟（壁）裂傷＜laceration＞（O71．4） 

              腟溝裂傷＜laceration＞（O71．4） 

Ｏ70．0 分娩における第１度会陰裂傷＜laceration＞ 

会陰裂傷＜laceration＞， 破裂又は裂傷＜断裂＞＜tear＞（下記を含む）： 

・陰唇小帯 

・唇 

  ・道周囲組織             

  ・皮膚                   分娩におけるもの 

  ・軽度 

  ・腟，下部 

  ・外陰 

 除外： 

   尿道を含む尿道周囲裂傷＜laceration＞（O71．5） 

 うち下記を伴うもの： 



- 30 - 

 

・腟上部（中央）（腟壁上部１/３）（O71．4） 

・腟溝（O71．4） 

Ｏ70．1 分娩における第２度会陰裂傷＜laceration＞ 

Ｏ70．0の場合と同様の会陰裂傷＜laceration＞， 破裂又は裂傷＜断裂＞＜tear＞

で， さらに下記の傷害を含むもの： 

  骨盤底 

  ・会陰筋       分娩におけるもの 

  ・腟筋 

 除外： 

   肛門括約筋を含むもの（Ｏ70．2） 

Ｏ70．2 分娩における第３度会陰裂傷＜laceration＞ 

 Ｏ70．1の場合と同様の会陰裂傷＜laceration＞， 破裂又は裂傷＜断裂＞＜tear＞

で， さらに下記の傷害を含むもの： 

   ・肛門括約筋       分娩におけるもの 

   ・直腸腟中隔 

   ・括約筋 ＮＯＳ  

 除外： 

 肛門又は直腸粘膜を含むもの（Ｏ70．3） 

Ｏ70．3 分娩における第４度会陰裂傷＜laceration＞ 

 Ｏ70．2の場合と同様の会陰裂傷＜laceration＞， 破裂又は裂傷＜断裂＞＜tear＞

で， さらに下記の傷害を含むもの： 

  ・肛門粘膜 

                  分娩におけるもの 

  ・直腸粘膜 

Ｏ70．9 分娩における会陰裂傷＜laceration＞， 詳細不明 

Ｏ71 その他の産科的外傷 

 Other obstetric trauma 

 包含： 

   器械による傷害 

Ｏ71．0 分娩開始前の子宮破裂 

Ｏ71．1 分娩における子宮破裂 

  分娩開始前と記載されない子宮破裂 

Ｏ71．2 分娩後の子宮内反（症） 

Ｏ71．3 子宮頚（部）の産科的裂傷＜laceration＞ 
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  子宮頚（部）の環状剥離 

O71．4 産科的高位腟（壁）裂傷＜laceration＞ 

  下記の裂傷＜laceriation＞： 

 ・腟壁の中央あるいは上部 1/3 

 ・腟溝 

 除外： 

   腟下部のもの（O70.-） 

Ｏ71．5 骨盤臓器のその他の産科的損傷 

  産科的損傷： 

  ・膀胱 

  ・尿道 

 除外： 

   尿道周囲組織のみを含む軽度裂傷＜laceration＞（O70．0） 

Ｏ71．6 骨盤関節及び靱帯の産科的傷害 

  内恥骨結合軟骨の裂離  

  尾骨傷害                 産科的 

  外傷性の恥骨結合離開  

Ｏ71．7 骨盤の産科的血腫 

  産科的血腫：  

  ・会陰 

  ・腟 

  ・外陰 

Ｏ71．8 その他の明示された産科的外傷 

Ｏ71．9 産科的外傷， 詳細不明 

Ｏ72 分娩後出血 

 Postpartum haemorrhage 

 包含： 

 胎児又は新生児分娩後の出血 

O72．0 第３期出血 

  胎盤残留，かん＜嵌＞頓胎盤又は癒着胎盤に伴う出血 

  胎盤残留ＮOＳ 

 的に癒着した胎盤の分類が必要な場合は，追加コードを使用する（O43．2）   

Ｏ72．1 その他の分娩直後出血 
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  胎盤娩出に続発する出血 

  分娩後出血（し＜弛＞緩） ＮＯＳ 

Ｏ72．2 遷延及び二次性分娩後出血 

  胎盤又は卵膜の一部遺残に関連する出血 

  受胎生成物の遺残 ＮＯＳ， 分娩に続発するもの 

Ｏ72．3 分娩後凝固障害 

  分娩後： 

  ・フィブリノゲン血症 

 ・線維素溶解 

O73 胎盤残留及び卵膜残留，出血を伴わないもの 

 Retained placenta and membranes, without haemorrhage 

O73．0 出血を伴わない胎盤残留 

病的に癒着した胎盤の分類が必要な場合は，追加コードを使用する。（O43．2） 

Ｏ73．1 胎盤及び卵膜の一部残留， 出血を伴わないもの 

  分娩に続発する受胎生成物の遺残， 出血を伴わないもの 

Ｏ74 分娩における麻酔合併症 

 Complications of anaesthesia during labour and delivery 

 包含： 

   分娩における全身麻酔薬， 局所麻酔薬， 鎮痛薬又はその他の鎮静薬の投与に

よる母体合併症 

Ｏ74．0 分娩における麻酔によるえん＜嚥＞下＜誤えん＜嚥＞＞性肺臓炎 

  胃内容物又は分泌物のえん＜嚥＞下 

＜誤えん＜嚥＞＞NOS             分娩における麻酔によるもの 

  メンデルソン＜Mendelson＞症候群          

Ｏ74．1 分娩における麻酔のその他の肺合併症 

  分娩における麻酔による肺の圧迫性虚脱  

Ｏ74．2 分娩における麻酔の心臓合併症 

  心停止  

               分娩における麻酔によるもの 

  心不全   

Ｏ74．3 分娩における麻酔の中枢神経系合併症 

  分娩における麻酔による脳無酸素症 

Ｏ74．4 分娩における局所麻酔に対する中毒反応 

Ｏ74．5 分娩における脊髄麻酔及び硬膜外麻酔誘発性頭痛 
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Ｏ74．6 分娩における脊髄麻酔及び硬膜外麻酔のその他の合併症 

Ｏ74．7 分娩における挿管不成功又は挿管困難 

Ｏ74．8 分娩におけるその他の麻酔合併症 

Ｏ74．9 分娩における麻酔合併症， 詳細不明 

Ｏ75 分娩のその他の合併症， 他に分類されないもの 

 Other complications of labour and delivery, not elsewhere classified 

 除外： 

   産じょく＜褥＞性：  

   ・感染症（Ｏ86.-） 

   ・敗血症（Ｏ85） 

Ｏ75．0 分娩における母体窮迫＜ジストレス＞ 

Ｏ75．1 分娩中又は分娩に続発するショック 

  産科ショック 

Ｏ75．2 分娩における発熱， 他に分類されないもの 

Ｏ75．3 分娩におけるその他の感染症 

  分娩における敗血症 

Ｏ75．4 産科手術及び処置のその他の合併症 

  心停止      

  心不全         帝王切開又はその他の産科手術もしくは処置に続発 

 脳無酸素症      するもの, 分娩 ＮＯＳを含む 

 除外： 

   分娩における麻酔合併症（Ｏ74.-） 

   産科的（外科的）創傷：  

   ・離開（Ｏ90．0－Ｏ90．1） 

   ・血腫（Ｏ90．2） 

   ・感染症（Ｏ86．0） 

Ｏ75．5 人工破膜後の遷延分娩 

Ｏ75．6 自然破水又は詳細不明の破水後の遷延分娩 

 除外： 

   自然前期破水（Ｏ42.-） 

Ｏ75．7 既往帝王切開後の経腟分娩 

Ｏ75．8 分娩のその他の明示された合併症 

Ｏ75．9 分娩の合併症， 詳細不明 
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分娩（Ｏ80－Ｏ84） 

Delivery 

注：本項目の使用の際には，２巻（総論）にある死因及び疾病のコーディングルール 

及びガイドラインを参照する。 

 

Ｏ80 単胎自然分娩 

 Single spontaneous delivery 

 包含： 

  最小限の介助を伴う症例又は介助を伴わない症例， 会陰切開の有無にかかわら

ない 

   完全な正常例における分娩 

Ｏ80．0 自然頭位分娩 

Ｏ80．1 自然骨盤位分娩 

Ｏ80．8 その他の単胎自然分娩 

Ｏ80．9 単胎自然分娩， 詳細不明 

  自然分娩 ＮＯＳ 

Ｏ81 鉗子分娩及び吸引分娩による単胎分娩 

 Single delivery by forceps and vacuum extractor 

 除外： 

   吸引分娩又は鉗子分娩の不成功（Ｏ66．5） 

Ｏ81．0 低位鉗子分娩 

Ｏ81．1 中位鉗子分娩 

Ｏ81．2 回旋を伴う中位鉗子分娩 

Ｏ81．3 その他及び詳細不明の鉗子分娩 

Ｏ81．4 吸引分娩 

  吸引器分娩 

Ｏ81．5 鉗子分娩及び吸引分娩の組み合せによる分娩 

  鉗子分娩を伴う吸引器分娩  

Ｏ82 帝王切開による単胎分娩 

 Single delivery by caesarean section 

Ｏ82．0 選択的帝王切開による分娩 

  反復帝王切開 ＮＯＳ 
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Ｏ82．1 緊急帝王切開による分娩 

Ｏ82．2 帝王切開子宮切除術による分娩 

Ｏ82．8 帝王切開によるその他の単胎分娩 

Ｏ82．9 帝王切開による分娩， 詳細不明 

Ｏ83 その他の介助単胎分娩 

 Other assisted single delivery 

Ｏ83．0 骨盤位牽出 

Ｏ83．1 その他の介助骨盤位分娩 

  骨盤位分娩 ＮＯＳ 

Ｏ83．2 その他の用手分娩 

  牽出を伴う回転術 

Ｏ83．3 腹腔＜腹膜＞妊娠における生存可能児の分娩 

Ｏ83．4 分娩のための破壊手術 

  鎖骨切断術  

  頭蓋切開術      分娩促進のため 

  切胎術    

Ｏ83．8 その他の明示された介助単胎分娩 

Ｏ83．9 介助単胎分娩， 詳細不明 

  介助分娩 ＮＯＳ 

Ｏ84 多 胎 分 娩 

 Multiple delivery 

 各胎児又は新生児の分娩方法の分類が必要な場合は， 追加コード（Ｏ80－Ｏ83）を

使用する。  

Ｏ84．0 多胎分娩， 全児自然分娩 

Ｏ84．1 多胎分娩， 全児鉗子分娩及び吸引分娩 

Ｏ84．2 多胎分娩， 全児帝王切開 

Ｏ84．8 その他の多胎分娩 

  分娩方法の組合せによる多胎分娩 

Ｏ84．9 多胎分娩， 詳細不明  

 

主として産じょく＜褥＞に関連する合併症（Ｏ85－Ｏ92） 

Complications predominantly related to the puerperium 

注：項目Ｏ88.-， Ｏ91.-及びＯ92.-は妊娠中及び分娩中に発生した場合も含む。  
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 除外：  

   産じょく＜褥＞に関連する精神及び行動の障害（Ｆ53.-） 

   産科的破傷風（Ａ34） 

   産じょく＜褥＞性骨軟化症（Ｍ83．0） 

 

Ｏ85 産じょく＜褥＞性敗血症 

 Puerperal sepsis 

 包含： 

   産じょく＜褥＞（性）： 

   ・子宮内膜炎            

           ・熱 

   ・腹膜炎              

   ・敗血症 

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

 除外：  

   産科的膿血性及び敗血症性塞栓症（Ｏ88．3） 

   分娩における敗血症（Ｏ75．3） 

Ｏ86 その他の産じょく＜褥＞性感染症 

 Other puerperal infections 

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

 除外： 

   分娩における感染症（Ｏ75．3） 

Ｏ86．0 産科的手術創の感染症 

  感染症： 

  ・帝王切開創   

                  分娩に続発するもの 

  ・会陰裂傷修復   

Ｏ86．1 分娩に続発する性器のその他の感染症 

  子宮頚管炎  

                分娩に続発するもの 

  腟炎         

Ｏ86．2 分娩に続発する腎尿路感染症 

  分娩に続発するＮ10－Ｎ12， Ｎ15.-， Ｎ30.-， Ｎ34.-， Ｎ39．0 の病態 

Ｏ86．3 分娩に続発するその他の腎尿路性器感染症 
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  産じょく＜褥＞性腎尿路性器感染症 ＮＯＳ 

Ｏ86．4 分娩に続発する原因不明の発熱 

  産じょく＜褥＞（性）： 

  ・感染症 ＮＯＳ 

  ・発熱 ＮＯＳ 

 除外：  

   産じょく＜褥＞熱（Ｏ85） 

   分娩における発熱（Ｏ75．2） 

Ｏ86．8 その他の明示された産じょく＜褥＞性感染症 

Ｏ87 産じょく＜褥＞における静脈合併症及び痔核 

 Venous complications and haemorrhoids in the puerperium 

 包含： 

   陣痛，分娩及び産じょく＜褥＞におけるもの 

 除外： 

   妊娠中の静脈合併症（Ｏ22.-） 

   産科的塞栓症（Ｏ88.-） 

Ｏ87．0 産じょく＜褥＞における浅＜表＞在性血栓（性）静脈炎 

Ｏ87．1 産じょく＜褥＞における深在静脈血栓症 

  深在静脈血栓症， 分娩後 

  骨盤血栓（性）静脈炎， 分娩後 

Ｏ87．2 産じょく＜褥＞における痔核 

Ｏ87．3 産じょく＜褥＞における脳静脈血栓症 

  産じょく＜褥＞における脳静脈洞血栓症 

Ｏ87．8 産じょく＜褥＞におけるその他の静脈合併症 

  産じょく＜褥＞における陰部静脈瘤 

Ｏ87．9 産じょく＜褥＞における静脈合併症， 詳細不明 

  産じょく＜褥＞性： 

  ・静脈炎 ＮＯＳ 

  ・静脈疾患 ＮＯＳ 

  ・血栓症 ＮＯＳ 

Ｏ88 産科的塞栓症 

 Obstetric embolism 

 包含： 
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   妊娠， 分娩又は産じょく＜褥＞における肺塞栓 

 除外： 

    流産， 子宮外妊娠又は胞状奇胎妊娠に合併する塞栓症（Ｏ00－Ｏ07， Ｏ08．

2） 

Ｏ88．0 産科的空気塞栓症 

Ｏ88．1 羊水塞栓症 

  妊娠のアナフィラキシー様症候群 

Ｏ88．2 産科的凝血＜血栓＞塞栓症 

  産科的（肺）塞栓症 ＮＯＳ 

  産じょく＜褥＞性（肺）塞栓症 ＮＯＳ 

Ｏ88．3 産科的膿血性及び敗血症性塞栓症 

Ｏ88．8 その他の産科的塞栓症 

  産科的脂肪塞栓症 

Ｏ89 産じょく＜褥＞における麻酔合併症 

 Complications of anaesthesia during the puerperium 

 包含： 

   産じょく＜褥＞における全身麻酔薬， 局所麻酔薬， 鎮痛薬又はその他の鎮静

薬の投与による母体合併症 

Ｏ89．0 産じょく＜褥＞における肺の麻酔合併症                

  えん＜嚥＞下＜誤えん＜嚥＞＞性肺臓炎     産じょく＜褥＞におけ 

  胃内容物又は分泌物のえん＜嚥＞下        る麻酔によるもの 

   ＜誤えん＜嚥＞＞ NOS  

  メンデルソン＜Mendelson＞症候群 

  肺の圧迫性虚脱 

Ｏ89．1 産じょく＜褥＞における心臓の麻酔合併症 

  心停止  

              産じょく＜褥＞における麻酔によるもの 

  心不全   

Ｏ89．2 産じょく＜褥＞における中枢神経系の麻酔合併症 

  産じょく＜褥＞における麻酔による脳無酸素症 

Ｏ89．3 産じょく＜褥＞における局所麻酔に対する中毒反応 

Ｏ89．4 産じょく＜褥＞における脊髄麻酔及び硬膜外麻酔誘発性頭痛 

Ｏ89．5 産じょく＜褥＞における脊髄麻酔及び硬膜外麻酔のその他の合併症 

Ｏ89．6 産じょく＜褥＞における挿管不成功又は挿管困難 
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Ｏ89．8 産じょく＜褥＞におけるその他の麻酔合併症 

Ｏ89．9 産じょく＜褥＞における麻酔合併症， 詳細不明 

 

Ｏ90 産じょく＜褥＞の合併症， 他に分類されないもの 

 Complications of the puerperium, not elsewhere classified 

Ｏ90．0 帝王切開創の離開  

Ｏ90．1 産科的会陰創の離開 

  創傷離開： 

  ・会陰切開（術） 

  ・会陰裂傷＜laceration＞ 

  二次性会陰裂傷＜断裂＞＜tear＞ 

Ｏ90．2 産科的創傷の血腫 

Ｏ90．3 産じょく＜褥＞における心筋症 

  Ｉ42.-の病態 

Ｏ90．4 分娩後急性腎不全 

  分娩に続発する肝腎症候群 

Ｏ90．5 分娩後甲状腺炎 

Ｏ90．8 産じょく＜褥＞のその他の合併症， 他に分類されないもの 

  胎盤ポリープ 

Ｏ90．9 産じょく＜褥＞の合併症， 詳細不明 

Ｏ91 分娩に関連する乳房の感染症 

 Infections of breast associated with childbirth 

 包含： 

   妊娠， 産じょく＜褥＞又は授乳における下記の病態 

Ｏ91．0 分娩に関連する乳頭の感染症 

  乳頭の膿瘍： 

  ・妊娠性 

  ・産じょく＜褥＞性 

Ｏ91．1 分娩に関連する乳房の膿瘍 

  乳房膿瘍    

  化膿性乳腺炎  

  乳輪下膿瘍        妊娠性又は産じょく＜褥＞性 

Ｏ91．2 分娩に関連する非化膿性乳腺炎 
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  乳房のリンパ管炎  

  乳腺炎：      

  ・ＮＯＳ     

  ・間質性           妊娠性又は産じょく＜褥＞性 

   ・実質性      

Ｏ92 分娩に関連する乳房及び授乳のその他の障害 

 Other disorders of breast and lactation associated with childbirth 

 包含：  

   妊娠， 産じょく＜褥＞又は授乳における下記の病態 

Ｏ92．0 分娩に関連する陥没乳頭 

Ｏ92．1 分娩に関連する乳頭亀裂 

  乳頭裂， 妊娠性又は産じょく＜褥＞性 

Ｏ92．2 分娩に関連するその他及び詳細不明の乳房障害 

Ｏ92．3 乳汁分泌欠如（症） 

  原発性乳汁分泌欠如（症） 

Ｏ92．4 乳汁分泌過少（症） 

Ｏ92．5 乳汁分泌抑制 

  乳汁分泌欠如（症）： 

  ・選択的 

  ・続発性 

  ・治療的 

Ｏ92．6 乳汁漏出症 

 除外： 

   分娩に関連しない乳汁漏出症（Ｎ64．3） 

Ｏ92．7 その他及び詳細不明の乳汁分泌障害 

  産じょく＜褥＞性乳瘤 

 

その他の産科的病態， 他に分類されないもの（Ｏ94－Ｏ99） 

Other obstetric conditions, not elsewhere classified 

注：項目Ｏ94－Ｏ97の使用には， 死亡コーディングルール及びガイドラインを参照する。  

 

Ｏ94 妊娠， 分娩及び産じょく＜褥＞の合併症の続発・後遺症 

 Sequelae of complication of pregnancy, childbirth and the puerperium 
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 注：本項は，疾病分類＜コーディング＞のみに使用するものである。すなわち，本項はその

病態自身は他に分類されるものであるが，この続発・後遺症の原因が O00－O75及び

O85－O92 の病態であることを示すために使用する（ものである）。「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。 

妊娠，分娩及び産じょく＜褥＞の慢性の合併症に対しては使用しない。これを O00－

O75 及び O85－O92 にコードする。 

除外： 

  死亡した場合（O96，O97） 

Ｏ95 原因不明の産科的死亡 

 Obstetric death of unspecified cause 

 包含： 

   妊娠， 分娩又は産じょく＜褥＞中に発生した原因不明の母体死亡 

O96  分娩満 42 日以後 1年未満に発生したあらゆる産科的原因による母体死亡 

産科的死亡原因（直接もしくは間接）の分類が必要な場合は，追加コードを使用する。 

 Death from any obstetric cause occurring more than 42 days but less than one year 

after delivery 

O96．0 直接産科的原因による死亡 

O96．1 間接産科的原因による死亡 

O96．9 詳細不明の産科的原因による死亡 

O97 産科的原因の続発・後遺症による死亡 

 Death from sequelae of obstetric causes 

  分娩後１年以上経過後発生したあらゆる産科的原因による母体死亡。 

   産科的原因（直接もしくは間接）の分類が必要な場合は，追加コードを使用する。 

O97．0 直接産科的原因の続発・後遺症による死亡 

O97．1 間接産科的原因の続発・後遺症による死亡 

O97．9 産科的原因の続発・後遺症による死亡，詳細不明 

Ｏ98 他に分類されるが妊娠， 分娩及び産じょく＜褥＞に合併する母体の感染症及び寄生

虫症 

 Maternal infectious and parasitic diseases classifiable elsewhere but complicating 

pregnancy, childbirth and the puerperium 

 包含： 

    妊娠に合併した場合， 妊娠により増悪した場合又は産科的ケアによる理由の場
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合の下記の病態 

   特定の病態の分類が必要な場合は， 追加コード（第Ⅰ章）を使用する。  

    除外： 

   無症候性ヒト免疫不全ウイルス［ＨＩＶ］感染状態（Ｚ21） 

   ヒト免疫不全ウイルス［ＨＩＶ］の検査陽性（Ｒ75） 

   産科的破傷風（Ａ34） 

 産じょく＜褥＞性： 

・感染症（O86.-） 

   ・敗血症（O85） 

母体ケアの理由が， 胎児に影響したと明示されている疾患の場合又はその疑いが

ある疾患の場合（O35－O36） 

Ｏ98．0 妊娠， 分娩及び産じょく＜褥＞に合併する結核 

  Ａ15－Ａ19 の病態 

Ｏ98．1 妊娠， 分娩及び産じょく＜褥＞に合併する梅毒 

  Ａ50－Ａ53 の病態 

Ｏ98．2 妊娠， 分娩及び産じょく＜褥＞に合併する淋疾 

  Ａ54.-の病態 

Ｏ98．3 妊娠， 分娩及び産じょく＜褥＞に合併する主として性的伝播様式をとるその他の感染症 

  Ａ55－Ａ64 の病態 

Ｏ98．4 妊娠， 分娩及び産じょく＜褥＞に合併するウイルス性肝炎 

  Ｂ15－Ｂ19 の病態 

Ｏ98．5 妊娠， 分娩及び産じょく＜褥＞に合併するその他のウイルス性疾患 

  Ａ80－Ｂ09， Ｂ25－Ｂ34の病態 

Ｏ98．6 妊娠， 分娩及び産じょく＜褥＞に合併する原虫疾患 

  Ｂ50－Ｂ64 の病態 

O98．7   妊娠，分娩及び産じょく＜褥＞に合併するヒト免疫不全ウイルス［HIV］病 

B20－B24の病態 

Ｏ98．8  妊娠， 分娩及び産じょく＜褥＞に合併するその他の母体の感染症及び寄生虫   症 

Ｏ98．9 妊娠， 分娩及び産じょく＜褥＞に合併する詳細不明の母体の感染症及び寄生虫症  

Ｏ99  他に分類されるが妊娠， 分娩及び産じょく＜褥＞に合併するその他の母体疾患 

Other maternal diseases classifiable elsewhere but complicating pregnancy, childbirth 

and the puerperium 

注：本項目は妊娠に合併した病態， 妊娠により増悪した病態又は産科的ケアの主な原因と
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なった病態を含む。 また， 本項目については， 索引表には第ⅩⅤ章における特定の表

題として表記されてはいない。  

 特定の病態の分類が必要な場合は， 追加コードを使用する。  

除外：  

      感染症及び寄生虫症（Ｏ98.-） 

      損傷， 中毒及びその他の外因の影響（Ｓ00－Ｔ98） 

 母体ケアの理由が， 胎児に影響したと明示されている病態の場合又はその疑いが

ある病態の場合（Ｏ35－Ｏ36） 

Ｏ99．0 妊娠， 分娩及び産じょく＜褥＞に合併する貧血 

  Ｄ50－Ｄ64 の病態 

Ｏ99．1  妊娠， 分娩及び産じょく＜褥＞に合併する血液及び造血器のその他の疾患並びに免疫

機構の障害 

  Ｄ65－Ｄ89 の病態 

 除外： 

   凝固障害を伴う出血（Ｏ46．0， Ｏ67．0， Ｏ72．3） 

Ｏ99．2  妊娠， 分娩及び産じょく＜褥＞に合併する内分泌疾患， 栄養疾患及び代謝疾患 

  Ｅ00－Ｅ90 の病態 

 除外： 

   糖尿病（Ｏ24.-） 

   栄養失調（症）（Ｏ25） 

   分娩後甲状腺炎（Ｏ90．5） 

Ｏ99．3 妊娠， 分娩及び産じょく＜褥＞に合併する精神の障害及び神経系の疾患 

  Ｆ00－Ｆ99 及びＧ00－Ｇ99 の病態 

 除外： 

   出産後抑うつ（Ｆ53．0） 

   妊娠に関連する末梢神経炎（Ｏ26．8）  

   産じょく＜褥＞精神病（Ｆ53．1） 

Ｏ99．4 妊娠， 分娩及び産じょく＜褥＞に合併する循環器系の疾患 

  Ｉ00－Ｉ99 の病態 

 除外： 

   産じょく＜褥＞における心筋症（Ｏ90．3） 

   高血圧性疾患（Ｏ10－Ｏ16） 

   産科的塞栓症（Ｏ88.-） 
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   下記における静脈合併症及び脳静脈洞血栓症： 

   ・妊娠（Ｏ22.-） 

   ・分娩， 出産及び産じょく＜褥＞（Ｏ87.-） 

Ｏ99．5 妊娠， 分娩及び産じょく＜褥＞に合併する呼吸器系の疾患 

  Ｊ00－Ｊ99 の病態 

Ｏ99．6 妊娠， 分娩及び産じょく＜褥＞に合併する消化器系の疾患 

  Ｋ00－Ｋ93 の病態 

  除外： 

    妊娠における痔核（O22．4） 

 妊娠，分娩及び産じょく＜褥＞における肝障害（O26．6） 

Ｏ99．7 妊娠， 分娩及び産じょく＜褥＞に合併する皮膚及び皮下組織の疾患 

  Ｌ00－Ｌ99 の病態 

 除外： 

   妊娠ヘルペス（Ｏ26．4） 

O99．8  妊娠，分娩及び産じょく＜褥＞に合併するその他の明示された疾患及び病態 

  Ｃ00－Ｄ48，Ｈ00－Ｈ95，Ｍ00－Ｍ99，Ｎ00－Ｎ99 及びＱ00－Ｑ99 の病態，他に分

類されないもの 

  O99．0－O99．7 に分類される病態の組合せ 

 除外： 

   妊娠中の尿路性器感染症（O23.-） 

 既知の母体骨盤内臓器の異常又はその疑いのための母体ケア（O34.-） 

 分娩に続発する尿路性器の感染症（O86．0－O86．3） 

 分娩後急性腎不全（O90．4） 

 分娩後腎炎（O90．8） 


