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第ⅩⅧ章 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） 

Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere 

classified 

 

 本章は， 他の章に分類されうる診断名が記載されていない症状， 徴候， 臨床検査又はその他の検

査による異常な成績及び不明確な病態を含んでいる。  

 診断名をほぼ明確に示すような徴候や症状は， 他の章の分類項目のいずれかに分類されている。 

一般に本章に分類された項目は， 十分には定義されていない病態及び症状であって， 複数の疾病又

は複数の器管系のいずれかの障害を疑わせたにもかかわらず， 最終診断に至るために必要な検討が行

われなかったものが含まれている。 実際には， 本章の各項目は， 「他に何らの説明や記載のないもの」， 

「原因不明」 又は 「一過性」 などと記載されたものである。  

 どんな症状及び徴候が本章に分類されているか， またどれが他の章に分類されているのかを知るには

索引を参照されたい。 ４桁細分類項目の残りの項目．8 は， 一般に他の項目に分類できないその他の

関連した症状のために設けられている。  

 

項目Ｒ00－Ｒ99 に含まれる病態， 徴候又は症状は下記のものである。  

 （ａ）その症例に関するあらゆる事実を調査したにもかかわらず， それ以上明確な診断を下せなかったも

の 

 （ｂ）初診当時に存在した徴候又は症状が， 一過性のもので， その原因を決定できなかったもの 

 （ｃ）その後の観察又は治療を受けるための来院がなかったため仮に診断されたもの 

 （ｄ）診断が下される前に観察又は治療のため他所へまわされたもの 

 （ｅ）その他の何らかの理由によって， さらに詳細な診断が下されなかったもの 

 （ｆ）追加情報が与えられるてはいるが， それ自体医療上重要な問題を意味する症状 

 

除外： 

 母体の分娩前スクリーニングにおける異常所見（Ｏ28.-） 

 周産期に発生した病態（Ｐ00－Ｐ96） 

       

本章は， 次の中間分類項目を含む： 

Ｒ00－Ｒ09 循環器系及び呼吸器系に関する症状及び徴候 

Ｒ10－Ｒ19 消化器系及び腹部に関する症状及び徴候 

Ｒ20－Ｒ23 皮膚及び皮下組織に関する症状及び徴候 

Ｒ25－Ｒ29 神経系及び筋骨格系に関する症状及び徴候 

Ｒ30－Ｒ39 腎尿路系に関する症状及び徴候 

Ｒ40－Ｒ46 認識， 知覚， 情緒状態及び行動に関する症状及び徴候 
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Ｒ47－Ｒ49 言語及び音声に関する症状及び徴候 

Ｒ50－Ｒ69 全身症状及び徴候 

Ｒ70－Ｒ79 血液検査の異常所見， 診断名の記載がないもの 

Ｒ80－Ｒ82 尿検査の異常所見， 診断名の記載がないもの 

Ｒ83－Ｒ89 その他の体液， 検体＜材料＞及び組織の検査の異常所見， 診断名の記載がないもの 

Ｒ90－Ｒ94 画像診断及び機能検査における異常所見， 診断名の記載がないもの 

Ｒ95－Ｒ99 診断名不明確及び原因不明の死亡 

 

循環器系及び呼吸器系に関する症状及び徴候（Ｒ00－Ｒ09） 

Symptoms and signs involving the circulatory and respiratory systems 

 

Ｒ00 心拍の異常 

 Abnormalities of heart beat 

 除外：  

   周産期に発生した異常（Ｐ29．1） 

   明示された不整脈（Ｉ47－Ｉ49） 

Ｒ00．0 頻脈， 詳細不明 

  頻拍 

  頻脈＜拍＞：  

  ・洞心耳性 ＮＯＳ 

  ・洞［洞性］ ＮＯＳ 

Ｒ00．1 徐脈， 詳細不明 

  徐脈： 

  ・洞房性 ＮＯＳ 

  ・洞 

  ・迷走神経性 

  徐拍 

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。  

Ｒ00．2 動悸 

  心拍の自覚 

Ｒ00．8 その他及び詳細不明の心拍の異常 

Ｒ01 心雑音及びその他の心音 

       Cardiac murmurs and other cardiac sounds 

 除外： 

   周産期に発生した場合（Ｐ29．8） 
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Ｒ01．0 良性及び無害性心雑音 

         機能性心雑音 

Ｒ01．1 心雑音， 詳細不明 

  心雑音 ＮＯＳ  

Ｒ01．2 その他の心音 

  心濁音界の拡大又は縮小 

  前胸部摩擦音 

Ｒ02 え＜壊＞疽， 他に分類されないもの 

         Gangrene, not elsewhere classified 

 除外：  

     下記におけるえ＜壊＞疽： 

   ・アテローム＜じゅく＜粥＞状＞硬化症（Ｉ70．2） 

   ・糖尿病（共通４桁項目．5 を伴うＥ10－Ｅ14） 

   ・その他の末梢血管疾患（Ｉ73.-） 

     特定部位のえ＜壊＞疽 － 索引を参照 

   ガスえ＜壊＞疽（Ａ48．0） 

     え＜壊＞疽性膿皮症（Ｌ88） 

Ｒ03 血圧測定における異常で診断されていないもの 

         Abnormal blood-pressure reading, without diagnosis 

Ｒ03．0 高血圧（症）と診断されない血圧上昇記録 

 注：本項目は， 正式に高血圧（症）と診断されていない患者における偶発的な血圧上昇

所見を記載する場合に使用する。  

Ｒ03．1 非特異的な血圧低下 

 除外： 

   低血圧（症）（Ｉ95.-） 

   ・神経原性起立性（Ｇ90．3） 

     母体の低血圧症候群（Ｏ26．5） 

Ｒ04 気道からの出血 

       Haemorrhage from respiratory passages 

Ｒ04．0 鼻出血 

  鼻血 

Ｒ04．1 咽喉部＜のど＞出血 

 除外： 

   喀血（Ｒ04．2） 

Ｒ04．2 喀血 

  血痰 
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  出血を併う咳 

Ｒ04．8 気道のその他の部位からの出血 

  肺出血 ＮＯＳ 

 除外： 

   周産期の肺出血（Ｐ26.-） 

Ｒ04．9 気道からの出血， 詳細不明 

Ｒ05 咳 

       Cough 

 除外：  

     出血を伴う咳（Ｒ04．2） 

   心因性咳（Ｆ45．3） 

Ｒ06 呼吸の異常 

         Abnormalities of breathing 

 除外： 

   呼吸停止（Ｒ09．2） 

 成人呼吸窮＜促＞迫（症候群）＜ＡＲＤＳ＞（Ｊ80） 

 新生児呼吸窮＜促＞迫（Ｐ22.-） 

 呼吸不全（Ｊ96.-） 

 新生児の呼吸不全（Ｐ28．5） 

Ｒ06．0 呼吸困難 

  起坐呼吸 

  息切れ 

 除外： 

   新生児一過性頻呼吸（Ｐ22．1） 

Ｒ06．1 喘鳴＜stridor＞ 

 ※ 気道内分泌物を伴う気道狭窄による呼吸音 

 ※ 喘鳴 ＮＯＳ 

 除外：  

     先天性（喉頭）喘鳴（Ｐ28．8） 

   声門けいれん＜痙攣＞（喘鳴性）（Ｊ38．5） 

Ｒ06．2 喘鳴＜wheezing＞ 

 ※ 呼吸によって出る乾いたピューピュー音 

Ｒ06．3 周期性呼吸 

  チェーン・ストークス＜Cheyne-Stokes＞呼吸 

Ｒ06．4 過呼吸 

 除外： 
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   心因性過呼吸（Ｆ45．3） 

Ｒ06．5 口呼吸 

  いびき＜鼾＞ 

 除外： 

   口内乾燥 ＮＯＳ（Ｒ68．2） 

Ｒ06．6 しゃっくり＜吃逆＞ 

 除外： 

   心因性しゃっくり＜吃逆＞（Ｆ45．3） 

Ｒ06．7 くしゃみ 

Ｒ06．8 その他及び詳細不明の呼吸の異常 

  無呼吸 ＮＯＳ 

  息止め（発作） 

  窒息感 

  ためいき 

 除外： 

     新生児無呼吸（Ｐ28．4） 

   睡眠（時）無呼吸（Ｇ47．3） 

     新生児（原発性）睡眠時無呼吸（Ｐ28．3） 

 Ｒ07 咽喉痛及び胸痛 

       Pain in throat and chest 

 除外： 

     えん＜嚥＞下障害（Ｒ13） 

   流行性筋痛（症）（Ｂ33．0） 

     乳房痛（Ｎ64．4） 

     頚部痛（Ｍ54．2） 

     咽頭痛＜sore throat＞（急性） ＮＯＳ（Ｊ02．9） 

Ｒ07．0 咽喉痛 

Ｒ07．1 呼吸時の胸痛 

  疼痛を伴う呼吸 

Ｒ07．2 前胸部痛 

Ｒ07．3 その他の胸痛 

  前胸壁痛 ＮＯＳ 

Ｒ07．4 胸痛， 詳細不明 

Ｒ09 循環器系及び呼吸器系に関するその他の症状及び徴候 

       Other symptoms and signs involving the circulatory and respiratory systems 

 除外： 
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   成人呼吸窮＜促＞迫（症候群）＜ＡＲＤＳ＞（Ｊ80） 

     新生児呼吸窮＜促＞迫（症候群）＜ＩＲＤＳ＞（Ｐ22.-） 

     呼吸不全（Ｊ96.-） 

     新生児の呼吸不全（Ｐ28．5） 

Ｒ09．0 窒息 

 除外： 

   窒息（下記による）： 

   ・出生時（Ｐ21.-）  

 ・一酸化炭素（Ｔ58）            

   ・気道内異物（Ｔ17.-） 

   ・子宮内（Ｐ20.-） 

 ・外傷性（Ｔ71） 

Ｒ09．1 胸膜炎 

 除外： 

   滲出性胸膜炎（Ｊ90） 

Ｒ09．2 呼吸停止 

  心呼吸不全 

Ｒ09．3 喀痰異常 

  喀痰の異常： 

  ・量 

  ・色 

   ・臭（気） 

  過剰喀痰 

 除外： 

   血痰（Ｒ04．2） 

Ｒ09．8 循環器系及び呼吸器系に関するその他の明示された症状及び徴候 

  雑音（動脈（性）） 

  胸部： 

  ・打診音異常                      

  ・摩擦音                      

  ・鼓音 

  ラ音 

  脈拍微弱 

   

消化器系及び腹部に関する症状及び徴候（Ｒ10－Ｒ19） 

Symptoms and signs involving the digestive system and abdomen 
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 除外： 

     胃腸出血（Ｋ92．0－Ｋ92．2） 

   ・新生児（Ｐ54．0－Ｐ54．3） 

     腸閉塞（Ｋ56.-） 

   ・新生児（Ｐ76.-） 

   幽門けいれん＜痙攣＞（Ｋ31．3） 

   ・先天性又は乳児性（Ｑ40．0） 

   尿路系に関する症状及び徴候（Ｒ30－Ｒ39） 

     性器に関する症状：  

   ・女性（Ｎ94.-） 

   ・男性（Ｎ48－Ｎ50） 

 

Ｒ10 腹痛及び骨盤痛 

       Abdominal and pelvic pain 

 除外： 

   背部痛（Ｍ54.-） 

     鼓腸及び関連病態（Ｒ14） 

     腎仙痛（Ｎ23） 

Ｒ10．0 急性腹症 

  重症腹痛（広汎性）（限局性）（筋性防御＜筋防衛＞を伴うもの） 

Ｒ10．1 上腹部に限局した疼痛 

  ディスペプシアＮＯＳ 

  上腹部＜心窩部＞痛 

 除外： 

   機能性ディスペプシア（Ｋ30） 

Ｒ10．2 骨盤痛及び会陰痛 

Ｒ10．3 下腹部のその他の部位に限局した疼痛 

Ｒ10．4 その他及び詳細不明の腹痛 

  腹部圧痛 ＮＯＳ 

  仙痛： 

  ・ＮＯＳ 

  ・乳幼児 

Ｒ11 悪心及び嘔吐 

 Nausea and vomiting 

 ※ はきけ＜嘔気＞ 

 除外： 
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   吐血（Ｋ92．0） 

   ・新生児（Ｐ54．0）  

   嘔吐：                              

   ・過度， 妊娠中（Ｏ21.-）                  

   ・胃腸手術に続発するもの（Ｋ91．0） 

   ・新生児（Ｐ92．0） 

   ・心因性（Ｆ50．5） 

Ｒ12 胸 や け 

 Heartburn 

 除外： 

   ディスペプシア： 

・ＮＯＳ（Ｒ10．1） 

・機能性（Ｋ30） 

Ｒ13 えん＜嚥＞下障害 

 Dysphagia  

 包含： 

   えん＜嚥＞下困難 

Ｒ14 鼓腸及び関連病態 

       Flatulence and related conditions 

 包含： 

   腹部膨満（ガス性）                 

   鼓腸                             

   おくび 

   ガス痛 

   （腹部）（腸性）鼓脹（症） 

 除外： 

   心因性空気えん＜嚥＞下症（Ｆ45．3）  

Ｒ15 便 失 禁 

 Faecal incontinence 

 包含： 

   遺糞（症） ＮＯＳ 

 除外： 

   非器質性のもの（Ｆ98．1） 

Ｒ16 肝腫大及び脾腫， 他に分類されないもの 

       Hepatomegaly and splenomegaly, not elsewhere classified 

Ｒ16．0 肝腫大， 他に分類されないもの 
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  肝腫大 ＮＯＳ 

Ｒ16．1 脾腫， 他に分類されないもの 

  脾腫 ＮＯＳ 

Ｒ16．2 脾腫を伴う肝腫大， 他に分類されないもの 

  肝脾腫 ＮＯＳ 

Ｒ17 詳細不明の黄疸 

       Unspecified jaundice 

 除外： 

   新生児黄疸（Ｐ55， Ｐ57－Ｐ59） 

Ｒ18 腹   水 

       Ascites 

 包含： 

   腹腔内液体貯留 

Ｒ19 消化器系及び腹部に関するその他の症状及び徴候 

       Other symptoms and signs involving the digestive system and abdomen 

 除外： 

   急性腹症（Ｒ10．0） 

Ｒ19．0 腹腔内及び骨盤内腫脹， 腫瘤＜mass＞及び塊＜lump＞ 

  びまん性又は広汎性腫脹又は腫瘤＜mass＞：  

  ・腹腔内 ＮＯＳ 

  ・骨盤内 ＮＯＳ 

  ・臍部 

 除外： 

   腹部膨満（ガス性）（Ｒ14） 

     腹水（Ｒ18） 

Ｒ19．1 腸音異常 

  腸音欠如 

  腸音亢進 

Ｒ19．2 ぜん＜蠕＞動可視 

  ぜん＜蠕＞動亢進 

Ｒ19．3 筋性防御＜筋防衛＞ 

 除外： 

   重症腹痛を伴うもの（Ｒ10．0） 

Ｒ19．4 排便習慣の変化 

 除外： 

   便秘（Ｋ59．0） 
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     機能性下痢（Ｋ59．1） 

Ｒ19．5 その他の異常便 

  便色異常 

  大量便 

  粘液便 

 便潜血 

 除外： 

   メレナ（Ｋ92．1） 

   ・新生児（Ｐ54．1） 

Ｒ19．6 口臭 

Ｒ19．8 消化器系及び腹部に関するその他の明示された症状及び徴候 

 

皮膚及び皮下組織に関する症状及び徴候（Ｒ20－Ｒ23） 

Symptoms and signs involving the skin and subcutaneous tissue 

 

Ｒ20 皮膚感覚障害 

       Disturbances of skin sensation 

 除外： 

   解離性無感覚及び感覚脱失（Ｆ44．6） 

     心因性障害（Ｆ45．8） 

Ｒ20．0 皮膚の知覚＜感覚＞脱失 

Ｒ20．1 皮膚の知覚＜感覚＞低下 

Ｒ20．2 皮膚の知覚＜感覚＞異常（症） 

  蟻走感 

  チクチク感 

  ピリピリ感 

 除外： 

   先＜肢＞端感覚異常（症）（Ｉ73．8） 

Ｒ20．3 知覚＜感覚＞過敏 

Ｒ20．8 その他及び詳細不明の皮膚感覚障害 

Ｒ21 発疹及びその他の非特異性皮疹  

       Rash and other nonspecific skin eruption 

Ｒ22 皮膚及び皮下組織の限局性腫脹， 腫瘤＜mass＞及び塊＜lump＞ 

       Localized swelling, mass and lump of skin and subcutaneous tissue 

 包含： 

   皮下結節（限局性）（表在性） 
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 除外： 

     画像診断における異常所見（Ｒ90－Ｒ93） 

     リンパ節腫大（Ｒ59.-） 

   限局性脂肪症＜脂肪過多症＞（Ｅ65） 

     腫瘤＜mass＞及び塊＜lump＞： 

   ・乳房（Ｎ63） 

   ・腹腔内又は骨盤内（Ｒ19．0） 

     浮腫（Ｒ60.-） 

     腫脹：  

   ・腹腔内又は骨盤内（Ｒ19．0） 

   ・関節（Ｍ25．4） 

Ｒ22．0 限局性腫脹， 腫瘤＜mass＞及び塊＜lump＞， 頭部 

Ｒ22．1 限局性腫脹， 腫瘤＜mass＞及び塊＜lump＞， 頚部 

Ｒ22．2 限局性腫脹， 腫瘤＜mass＞及び塊＜lump＞， 体幹 

Ｒ22．3 限局性腫脹， 腫瘤＜mass＞及び塊＜lump＞， 上肢 

Ｒ22．4 限局性腫脹， 腫瘤＜mass＞及び塊＜lump＞， 下肢 

Ｒ22．7 限局性腫脹， 腫瘤＜mass＞及び塊＜lump＞， 多部位 

Ｒ22．9 限局性腫脹， 腫瘤＜mass＞及び塊＜lump＞， 部位不明 

Ｒ23 その他の皮膚変化 

       Other skin changes 

Ｒ23．0 チアノーゼ 

 除外： 

   肢端チアノーゼ（Ｉ73．8） 

     新生児のチアノーゼ発作（Ｐ28．2） 

Ｒ23．1 蒼白 

  冷たく湿った皮膚 

Ｒ23．2 顔面紅潮 

  過度（顔面）紅潮 

 除外： 

   閉経期及び女性更年期状態（Ｎ95．1）  

Ｒ23．3 特発性斑状出血 

  点状出血 

 除外：  

     胎児及び新生児の斑状出血＜皮下溢血＞（Ｐ54．5） 

   紫斑病（Ｄ69.-） 

Ｒ23．4 皮膚組織の変化 
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  皮膚の落屑 

  皮膚の硬結 

 除外： 

   表皮肥厚 ＮＯＳ（Ｌ85．9） 

Ｒ23．8 その他及び詳細不明の皮膚変化 

 

神経系及び筋骨格系に関する症状及び徴候（Ｒ25－Ｒ29） 

Symptoms and signs involving the nervous and musculoskeletal systems 

 

Ｒ25 異常不随意運動 

       Abnormal involuntary movements 

 除外：  

     特定の運動障害（Ｇ20－Ｇ26） 

     常同性運動障害（Ｆ98．4） 

   チック障害（Ｆ95.-） 

Ｒ25．0 異常頭部運動 

Ｒ25．1 振戦， 詳細不明 

 ※ ふるえ 

 除外： 

   舞踏病 ＮＯＳ（Ｇ25．5） 

   振戦：  

   ・本態性（Ｇ25．0） 

   ・ヒステリー性（Ｆ44．4） 

   ・企図（Ｇ25．2） 

Ｒ25．2 （有痛性）けいれん＜痙攣＞ 

 除外：  

     手足のけいれん＜痙攣＞（Ｒ29．0） 

   点頭けいれん＜痙攣＞＜infantile spasms＞（Ｇ40．4） 

Ｒ25．3 線維束性れん＜攣＞縮 

   （単）収縮 ＮＯＳ 

Ｒ25．8 その他及び詳細不明の異常不随意運動  

Ｒ26 歩行及び移動の異常 

       Abnormalities of gait and mobility 

 除外： 

   運動失調（症）： 

   ・ＮＯＳ（Ｒ27．0） 



- 13 - 

 

   ・遺伝性（Ｇ11.-） 

   ・梅毒性（Ａ52．1） 

   移動不能症候群（対麻痺性）（Ｍ62．3） 

Ｒ26．0 失調性歩行 

  よろめき歩行 

Ｒ26．1 麻痺性歩行 

  けい＜痙＞性歩行 

Ｒ26．2 歩行困難， 他に分類されないもの 

Ｒ26．3 不動状態 

  寝たきり＜Bedfast＞＜Chairfast＞ 

Ｒ26．8 歩行及び移動のその他及び詳細不明の異常 

  足どり不安定 ＮＯＳ 

Ｒ27 その他の協調運動障害 

       Other lack of coordination 

 除外：  

     失調性歩行（Ｒ26．0） 

   遺伝性運動失調（症）（Ｇ11.-） 

     めまい＜眩暈症＞ ＮＯＳ（Ｒ42） 

Ｒ27．0 運動失調（症）， 詳細不明 

Ｒ27．8 その他及び詳細不明の協調運動障害 

Ｒ29 神経系及び筋骨格系に関するその他の症状及び徴候 

       Other symptoms and signs involving the nervous and musculoskeletal systems 

Ｒ29．0 テタニー 

  手足のけいれん＜痙攣＞ 

 除外： 

   テタニー：  

   ・ヒステリー性（Ｆ44．5） 

   ・新生児（Ｐ71．3） 

   ・副甲状腺＜上皮小体＞性（Ｅ20．9） 

   ・甲状腺切除後（Ｅ89．2） 

Ｒ29．1 髄膜症＜メニンギスムス＞  

Ｒ29．2 異常反射 

 除外： 

   異常瞳孔反射（Ｈ57．0） 

     咽頭反射亢進（Ｊ39．2） 

     血管迷走神経性反応又は失神（Ｒ55） 
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Ｒ29．3 姿勢異常 

Ｒ29．4 股関節部クリック 

 除外： 

   股関節部の先天（性）変形（Ｑ65.-） 

Ｒ29．6  転倒傾向，他に分類されないもの 

  高齢又は他に明確でない健康問題による転倒傾向 

 除外： 

   不慮の事故ＮＯＳ（Ｘ59） 

 歩行困難（Ｒ26．2） 

 めまい＜眩暈＞感及びよろめき感（Ｒ42） 

 損傷の原因となる転倒・転落・墜落（Ｗ00－Ｗ19） 

 他に分類された疾患による転倒・転落  

 失神及び虚脱（Ｒ55） 

Ｒ29．8 神経系及び筋骨格系に関するその他及び詳細不明の症状及び徴候 

 

腎尿路系に関する症状及び徴候（Ｒ30－Ｒ39） 

Symptoms and signs involving the urinary system 

 

Ｒ30 排尿に関連する疼痛 

       Pain associated with micturition 

 除外： 

   心因性疼痛（Ｆ45．3） 

Ｒ30．0 排尿困難 

  有痛性排尿困難 

Ｒ30．1 膀胱しぶり＜膀胱テネスムス＞ 

Ｒ30．9 排尿痛， 詳細不明 

  排尿痛 ＮＯＳ 

Ｒ31 詳細不明の血尿 

       Unspecified haematuria 

 除外： 

   復性又は持続性血尿（Ｎ02.-） 

Ｒ32 詳細不明の尿失禁 

       Unspecified urinary incontinence 

 包含： 

   遺尿（症） ＮＯＳ 

 除外： 
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   非器質性遺尿（症）（Ｆ98．0） 

緊張性＜腹圧性＞尿失禁及びその他の明示された尿失禁（Ｎ39．3－Ｎ39．4） 

 Ｒ33 尿   閉 

       Retention of urine 

 Ｒ34 無尿及び乏尿＜尿量減少＞ 

       Anuria and oliguria 

 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， Ｏ08．4） 

   ・妊娠， 分娩及び産じょく＜褥＞（Ｏ26．8， Ｏ90．4） 

Ｒ35 多   尿 

       Polyuria 

 包含： 

   頻尿 

   夜間頻尿（症） 

 除外： 

   心因性多尿（Ｆ45．3） 

Ｒ36 尿道分泌物 

      Urethral discharge 

 包含： 

   陰茎分泌物 

   尿道漏 

Ｒ39 尿路系に関するその他の症状及び徴候 

       Other symptoms and signs involving the urinary system 

Ｒ39．0 尿浸潤 

Ｒ39．1 その他の排尿困難 

  遅延＜遷延＞性排尿 

  尿線微弱 

  尿線分裂 

Ｒ39．2 腎外性尿毒症 

  腎前性尿毒症 

Ｒ39．8 尿路系に関するその他及び詳細不明の症状及び徴候 

 

認識， 知覚， 情緒状態及び行動に関する症状及び徴候（Ｒ40－Ｒ46） 

Symptoms and signs involving cognition, perception, emotional state and behaviour 

 除外： 
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   精神障害の部分症状及び徴候の場合（Ｆ00－Ｆ99） 

 

Ｒ40 傾眠， 昏迷及び昏睡 

       Somnolence, stupor and coma 

 除外： 

   昏睡： 

   ・糖尿病性（共通４桁項目．0 を伴うＥ10－Ｅ14） 

   ・肝性（Ｋ72.-） 

   ・低血糖性（非糖尿病性）（Ｅ15） 

   ・新生児（Ｐ91．5） 

   ・尿毒症性（Ｎ19） 

Ｒ40．0 傾眠 

  嗜眠  

Ｒ40．1 昏迷 

  半昏睡 

  除外： 

   昏迷： 

   ・緊張病性（Ｆ20．2）                

   ・うつ病性（Ｆ31－Ｆ33） 

      ・解離性（Ｆ44．2） 

   ・躁病性（Ｆ30．2） 

Ｒ40．2 昏睡， 詳細不明 

  意識喪失 ＮＯＳ 

Ｒ41 認知機能及び自覚に関するその他の症状及び徴候 

       Other symptoms and signs involving cognitive functions and awareness 

 除外： 

   解離性 ［転換性］ 障害（Ｆ44.-） 

Ｒ41．0 失見当（識）， 詳細不明 

  錯乱 ＮＯＳ 

 除外： 

   心因性失見当（識）（Ｆ44．8） 

Ｒ41．1 前向性健忘 

Ｒ41．2 逆向性健忘 

Ｒ41．3 その他の健忘 

  健忘 ＮＯＳ 

 除外： 
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   健忘症候群：  

   ・精神作用物質使用によるもの（共通４桁項目．6 を伴うＦ10－Ｆ19） 

   ・器質性（Ｆ04） 

     一過性全健忘（Ｇ45．4） 

Ｒ41．8 認知機能及び自覚に関するその他及び詳細不明の症状及び徴候 

Ｒ42 めまい＜眩暈＞感及び よろめき感 

       Dizziness and giddiness 

 包含： 

   軽度のふらつき感 

   めまい＜眩暈症＞ ＮＯＳ 

 除外： 

   めまい＜眩暈＞症候群（Ｈ81.-） 

Ｒ43 嗅覚障害及び味覚障害 

 Disturbances of smell and taste 

Ｒ43．0 無嗅覚（症） 

Ｒ43．1 嗅覚錯誤＜錯嗅（覚）（症）＞ 

Ｒ43．2 味覚錯誤＜錯味（症）＞ 

Ｒ43．8 嗅覚及び味覚のその他及び詳細不明の障害 

  嗅覚及び味覚の混合性障害 

Ｒ44 一般感覚及び知覚に関するその他の症状及び徴候 

 Other symptoms and signs involving general sensations and perceptions 

 除外： 

   皮膚感覚障害（Ｒ20.-） 

Ｒ44．0 幻聴 

Ｒ44．1 幻視 

Ｒ44．2 その他の幻覚 

Ｒ44．3 幻覚， 詳細不明 

Ｒ44．8 一般感覚及び知覚に関するその他及び詳細不明の症状及び徴候 

Ｒ45 情緒状態に関する症状及び徴候 

 Symptoms and signs involving emotional state 

Ｒ45．0 神経過敏 

  神経性緊張 

Ｒ45．1 情緒不安及び激越 

Ｒ45．2 落ち込み 

  心配 ＮＯＳ 

Ｒ45．3 無気力及び感情鈍麻＜アパシー＞ 
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Ｒ45．4 易刺激性＜易怒性＞及び怒り 

Ｒ45．5 敵意 

Ｒ45．6 暴力行為 

Ｒ45．7 情緒性ショック及びストレスの（持続）状態， 詳細不明 

Ｒ45．8 情緒状態に関するその他の症状及び徴候 

  自殺観念＜念慮＞（傾向） 

 除外： 

   精神障害の部分的構成要素となる自殺観念＜念慮＞（Ｆ00－Ｆ99） 

Ｒ46 外観及び行動に関する症状及び徴候 

 Symptoms and signs involving appearance and behaviour 

Ｒ46．0 個人衛生の著しいレベル低下 

Ｒ46．1 奇異な外観 

Ｒ46．2 奇妙な行動及び不可解な行動 

Ｒ46．3 活動過剰 

Ｒ46．4 行動緩慢及び反応性低下 

 除外： 

   昏迷（Ｒ40．1） 

Ｒ46．5 さい＜猜＞疑性及び著明な逃避性 

Ｒ46．6 ストレスの多いできごとへの過度の関心及び没頭  

Ｒ46．7 異常に多弁で説明が詳しすぎるため， 相談や面接の理由が判然としない状態 

Ｒ46．8 外観及び行動に関するその他の症状及び徴候 

セルフネグレクトＮＯＳ 

 除外： 

   セルフネグレクトによる食物及び水分の摂取不足（Ｒ63．6） 

 

言語及び音声に関する症状及び徴候（Ｒ47－Ｒ49） 

Symptoms and signs involving speech and voice 

 

Ｒ47 言語の障害， 他に分類されないもの 

       Speech disturbances, not elsewhere classified 

 除外：  

     自閉症（Ｆ84．0－Ｆ84．1） 

     早口＜乱雑＞言語症（Ｆ98．6） 

   会話及び言語の特異的発達障害（Ｆ80.-） 

     吃音症（Ｆ98．5） 

Ｒ47．0 不全失語（症）及び失語（症） 
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 除外： 

   進行性単独失語（症）（Ｇ31．0） 

Ｒ47．1 構音障害及び失構語（症） 

Ｒ47．8 その他及び詳細不明の言語の障害 

Ｒ48 読字障害及びその他の表象機能の障害， 他に分類されないもの 

 Dyslexia and other symbolic dysfunctions, not elsewhere classified 

 除外： 

   学習能力の特異的発達障害（Ｆ81.-） 

Ｒ48．0 読字障害及び失読（症） 

Ｒ48．1 失認（症） 

Ｒ48．2 失行（症） 

Ｒ48．8 その他及び詳細不明の表象機能の障害 

  失算（症） 

  失書（症） 

Ｒ49 音声の障害 

       Voice disturbances 

 除外： 

   心因性発声障害（Ｆ44．4） 

Ｒ49．0 発声障害＜発声困難＞ 

  さ＜嗄＞声＜かすれ声＞ 

Ｒ49．1 失声＜発声不能＞（症） 

  声の喪失 

Ｒ49．2 高鼻音及び低鼻音 

Ｒ49．8 その他及び詳細不明の音声の障害 

  音声の変化 ＮＯＳ  

 

全身症状及び徴候（Ｒ50－Ｒ69） 

General symptoms and signs 

 

Ｒ50 その他の原因による熱及び不明熱 

         Fever of other and unknown origin 

 除外： 

   不明熱（下記におけるもの）： 

・分娩（Ｏ75．2） 

・新生児（Ｐ81．9） 

 産じょく＜褥＞熱 ＮＯＳ（Ｏ86．4） 



- 20 - 

 

Ｒ50．2 薬剤性の発熱 

  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。 

Ｒ50．8 その他の明示された発熱 

  悪寒を伴う発熱 

  さむけを伴う発熱 

  持続熱 

Ｒ50．9 発熱， 詳細不明 

  超高熱 ＮＯＳ 

  発熱 ＮＯＳ 

 除外： 

   麻酔による悪性高熱＜体温＞（症）（Ｔ88．3） 

Ｒ51 頭   痛 

       Headache 

 包含： 

   顔面痛 ＮＯＳ 

 除外： 

     非定型顔面痛（Ｇ50．1） 

   片頭痛及びその他の頭痛症候群（Ｇ43－Ｇ44） 

     三叉神経痛（Ｇ50．0） 

Ｒ52 疼痛， 他に分類されないもの 

       Pain, not elsewhere classified 

 包含： 

   特定の器官又は部位に関係のない疼痛 

 除外： 

   慢性疼痛人格症候群（Ｆ62．8） 

   頭痛（Ｒ51） 

   腹痛（Ｒ10.-） 

   背部痛（Ｍ54．9） 

   乳房痛（Ｎ64．4） 

   胸痛（Ｒ07．1－Ｒ07．4） 

   耳痛（Ｈ92．0） 

   眼痛（Ｈ57．1） 

   関節痛（Ｍ25．5） 

   （四）肢痛（Ｍ79．6） 

   腰部痛（Ｍ54．5） 

   骨盤痛及び会陰痛（Ｒ10．2） 
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   心因痛（Ｆ45．4）                      

   肩痛（Ｍ75．8） 

   脊柱痛（Ｍ54.-） 

   咽喉痛（Ｒ07．0） 

   舌痛（Ｋ14．6） 

   歯痛（Ｋ08．8） 

   腎仙痛（Ｎ23） 

Ｒ52．0 急性疼痛 

Ｒ52．1 慢性難治性疼痛 

Ｒ52．2 その他の慢性疼痛 

Ｒ52．9 疼痛， 詳細不明 

  全身性疼痛 ＮＯＳ 

Ｒ53 倦怠（感）及び疲労 

 Malaise and fatigue  

  無力症 ＮＯＳ 

 ※ 虚弱 ＮＯＳ 

  弱質： 

  ・ＮＯＳ 

  ・慢性 

  全身性身体荒廃 

  嗜眠 

 除外： 

     弱質： 

   ・先天性（Ｐ96．9） 

   ・老人性（Ｒ54） 

   消耗及び疲労（下記によるもの）（下記におけるもの）： 

   ・戦闘（Ｆ43．0） 

   ・働き過ぎ（Ｔ73．3） 

   ・曝露（不良環境）（Ｔ73．2） 

   ・熱（Ｔ67.-） 

   ・神経衰弱（Ｆ48．0） 

   ・妊娠（Ｏ26．8） 

   ・老人性無力症（Ｒ54） 

     疲労症候群（Ｆ48．0） 

   ・ウイルス感染後（Ｇ93．3） 

 Ｒ54 老   衰 
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       Senility 

 包含： 

   老令   

               精神病の記載がないもの 

    老化  

    老人性： 

    ・無力症 

    ・弱質 

 除外： 

   老年期精神病（Ｆ03） 

Ｒ55 失神及び虚脱 

      Syncope and collapse 

 包含： 

   眼前暗黒＜blackout＞ 

   気絶 

 除外： 

   神経循環無力症（Ｆ45．3） 

     起立性低血圧（症）（Ｉ95．1） 

   ・神経原性（Ｇ90．3） 

     ショック： 

   ・ＮＯＳ（Ｒ57．9） 

   ・心原性（Ｒ57．0） 

   ・下記に合併又は続発する： 

      ・流産， 子宮外妊娠又は胞状奇胎妊娠（Ｏ00－Ｏ07， Ｏ08．3） 

      ・分娩（Ｏ75．1） 

   ・術後（Ｔ81．1） 

     ストークス・アダムス＜アダムス・ストークス＞＜Stokes-Adams＞発作（Ｉ45．9） 

     失神：  

   ・頚動脈洞（Ｇ90．0） 

   ・熱性（Ｔ67．1） 

   ・心因性（Ｆ48．8） 

     意識喪失 ＮＯＳ（Ｒ40．2）  

 Ｒ56 けいれん＜痙攣＞， 他に分類されないもの 

         Convulsions, not elsewhere classified 

 除外： 

   けいれん＜痙攣＞及び発作（下記におけるもの）： 

   ・解離性（Ｆ44．5） 
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   ・てんかん（Ｇ40－Ｇ41） 

   ・新生児（Ｐ90） 

Ｒ56．0 熱性けいれん＜痙攣＞ 

Ｒ56．8 その他及び詳細不明のけいれん＜痙攣＞ 

  発作（けいれん＜痙攣＞性） ＮＯＳ 

Ｒ57 ショック， 他に分類されないもの 

       Shock, not elsewhere classified 

 除外： 

     ショック（下記によるもの）： 

   ・麻酔（Ｔ88．2） 

   ・アナフィラキシー（下記によるもの）： 

     ・ＮＯＳ（Ｔ78．2） 

     ・有害食物反応（Ｔ78．0） 

     ・血清（Ｔ80．5） 

 ・流産， 子宮外妊娠又は胞状奇胎妊娠に合併又は続発するもの（Ｏ00－Ｏ07， 

Ｏ08．3） 

   ・電気（Ｔ75．4） 

   ・雷撃（Ｔ75．0） 

   ・産科（Ｏ75．1） 

   ・（手）術後（Ｔ81．1） 

   ・心理的（Ｆ43．0） 

   ・敗血症性（Ａ41．9） 

   ・外傷性（Ｔ79．4） 

   毒素ショック症候群（Ａ48．3）  

Ｒ57．0 心原性ショック 

Ｒ57．1 循環血液量減少性ショック 

 ※ ハイポボレミックショック 

Ｒ57．2 敗血症性ショック 

Ｒ57．8 その他のショック 

  エンドトキシンショック  

Ｒ57．9 ショック， 詳細不明 

  末梢循環不全 ＮＯＳ 

Ｒ58 出血， 他に分類されないもの 

       Haemorrhage, not elsewhere classified 

 包含： 

    出血 ＮＯＳ 
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Ｒ59 リンパ節腫大 

       Enlarged lymph nodes 

 包含： 

   リンパ節腫大＜腫張＞ 

 除外： 

   リンパ節炎： 

   ・ＮＯＳ（Ｉ88．9） 

   ・急性（Ｌ04.-） 

   ・慢性（Ｉ88．1） 

   ・腸間膜（急性）（慢性）（Ｉ88．0） 

Ｒ59．0 限局性リンパ節腫大 

Ｒ59．1 全身性リンパ節腫大 

  リンパ節症 ＮＯＳ 

 除外： 

 （遷延性）全身性リンパ節症を起こしたヒト免疫不全ウイルス ［ＨＩＶ］ 病（Ｂ23．1） 

Ｒ59．9 リンパ節腫大， 詳細不明  

Ｒ60 浮腫， 他に分類されないもの 

       Oedema, not elsewhere classified 

 除外： 

     腹水（Ｒ18） 

     胎児水腫 ＮＯＳ（Ｐ83．2） 

     水胸（Ｊ94．8） 

   浮＜水＞腫： 

   ・血管神経（Ｔ78．3） 

   ・脳（Ｇ93．6） 

   ・出産損傷によるもの（Ｐ11．0） 

   ・妊娠（Ｏ12．0） 

   ・遺伝性（Ｑ82．0） 

   ・喉頭（Ｊ38．4） 

   ・栄養失調（症）性（Ｅ40－Ｅ46） 

   ・鼻咽頭（Ｊ39．2） 

   ・新生児（Ｐ83．3） 

   ・咽頭（Ｊ39．2） 

   ・肺（Ｊ81） 

Ｒ60．0 限局性浮腫 

Ｒ60．1 全身性浮腫 
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Ｒ60．9 浮腫， 詳細不明 

  体液貯留 ＮＯＳ 

Ｒ61 発汗過多＜多汗＞（症） 

       Hyperhidrosis 

Ｒ61．0 限局性発汗過多＜多汗＞（症） 

Ｒ61．1 全身性発汗過多＜多汗＞（症） 

Ｒ61．9 発汗過多＜多汗＞（症）， 詳細不明 

  発汗過剰 

  夜間発汗＜寝汗＞  

Ｒ62 身体標準発育不足 

       Lack of expected normal physiological development 

  除外： 

   思春期遅発症（Ｅ30．0） 

Ｒ62．0 標準発達遅延 

  身体標準発育の達成遅延 

  遅延： 

  ・言語 

  ・歩行 

Ｒ62．8 その他の身体標準発育不足 

  不全：                             

  ・体重増加                        

  ・発育      

幼稚症 ＮＯＳ    

成長の不足             

身体発育遅滞 

 除外： 

   発育不全を起こしたヒト免疫不全ウイルス ［ＨＩＶ］ 病（Ｂ22．2） 

     栄養失調（症）による身体的発育遅滞＜遅延＞（Ｅ45） 

Ｒ62．9 身体標準発育不足， 詳細不明 

Ｒ63 食物及び水分摂取に関する症状及び徴候 

       Symptoms and signs concerning food and fluid intake 

 除外：  

   大食症 ＮＯＳ（Ｆ50．2） 

     非器質性の摂食障害（Ｆ50.-） 

   栄養失調（症）（Ｅ40－Ｅ46） 

Ｒ63．0 食欲不振 
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  食欲喪失 

 除外： 

   神経性無食欲症（Ｆ50．0） 

   非器質性の食欲不振（Ｆ50．8） 

Ｒ63．1 多飲（症） 

  過度の口渇 

Ｒ63．2 多食（症） 

  過度の摂食 

  過栄養＜過剰摂食＞ ＮＯＳ 

Ｒ63．3 栄養補給の困難及び不適当な管理 

  栄養補給の問題 ＮＯＳ 

 除外：  

     新生児の哺乳の問題（Ｐ92.-） 

   非器質的原因による乳幼児の哺育障害（Ｆ98．2） 

Ｒ63．4 異常体重減少 

Ｒ63．5 異常体重増加 

 除外：  

     妊娠中の過度の体重増加（Ｏ26．0） 

   肥満（症）（Ｅ66.-） 

Ｒ63．6 セルフネグレクトによる食物及び水分の摂取不足 

 除外： 

   食欲不振（Ｒ63．0） 

  食糧不足による飢餓（Ｘ53） 

  水不足による脱水（Ｘ54） 

  セルフネグレクトＮＯＳ（Ｒ46．8） 

Ｒ63．8 食物及び水分摂取に関するその他の症状及び徴候 

Ｒ64 悪 液 質 

       Cachexia 

 除外： 

   消耗症候群を起こしたヒト免疫不全ウイルス ［ＨＩＶ］ 病（Ｂ22．2） 

 悪性悪液質（Ｃ80.-） 

     栄養性消耗症＜マラスムス＞（Ｅ41） 

Ｒ65 全身性炎症反応症候群［SIRS］ 

         Systemic Inflammatory Response Syndrome [ＳＩＲＳ] 

 注：本項目は一次コーディングにおいて使用するべきではない。本項目は複数コーディング

において使用するものであり，何らかの原因からこの病態が生じたことを示す際に用いる。
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原因もしくは基礎疾患を示す際には，まずは他章のコードを先に割り当てるべきである。 

Ｒ65．0  感染症が原因の全身性炎症反応症候群，臓器不全を伴わないもの 

Ｒ65．1  感染症が原因の全身性炎症反応症候群，臓器不全を伴うもの  

   重症敗血症 

Ｒ65．2  感染症が原因でない全身性炎症反応症候群，臓器不全を伴わないもの 

Ｒ65．3  感染症が原因でない全身性炎症反応症候群，臓器不全を伴うもの 

Ｒ65．9 全身性炎症反応症候群，詳細不明 

Ｒ68 その他の全身症状及び徴候 

       Other general symptoms and signs 

Ｒ68．0 低体温， 外界の低温状態に関連しないもの 

 除外： 

   低体温（下記によるもの）（下記の）： 

   ・ＮＯＳ（不慮の）（Ｔ68） 

   ・麻酔（Ｔ88．5） 

   ・外界の低温状態（Ｔ68） 

   ・新生児（Ｐ80.-） 

Ｒ68．1 乳児特有の非特異的症状 

  乳児の過度の啼泣 

  過敏性乳児 

 除外：  

     新生児の脳易刺激性（Ｐ91．3） 

   生歯症候群（Ｋ00．7） 

Ｒ68．2 口内乾燥， 詳細不明 

 除外： 

   下記による口内乾燥： 

   ・脱水（症）（Ｅ86） 

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

   唾液腺分泌不全＜減退＞（Ｋ11．7） 

Ｒ68．3 （太鼓）ばち指 

   （太鼓）ばち爪 

 除外： 

   先天性（太鼓）ばち指（Ｑ68．1） 

              先天性ばち爪（Ｑ84．6） 

Ｒ68．8 その他の明示された全身症状及び徴候  

Ｒ69 原因不明及び詳細不明の疾病 

       Unknown and unspecified causes of morbidity 
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 包含： 

   病気 ＮＯＳ 

   診断されていない疾患， 障害の部位又は器官系が明示されないもの 

 

血液検査の異常所見， 診断名の記載がないもの（Ｒ70－Ｒ79） 

Abnormal findings on examination of blood, without diagnosis 

 除外： 

   異常（下記の）（下記に関する）： 

   ・母体の出産前スクリーニング（Ｏ28.-） 

   ・凝固（Ｄ65－Ｄ68） 

   ・脂質（Ｅ78.-） 

   ・血小板（Ｄ69.-） 

   ・他に分類される白血球（Ｄ70－Ｄ72） 

   他に分類される診断上の異常所見 － 索引を参照 

   胎児及び新生児の出血性障害及び血液学的障害（Ｐ50－Ｐ61） 

 

Ｒ70 赤血球沈降速度促進及び血漿粘（稠）度の異常 

       Elevated erythrocyte sedimentation rate and abnormality of plasma viscosity 

Ｒ70．0 赤血球沈降速度促進 

 ※ 赤＜血＞沈促進 

Ｒ70．1 血漿粘（稠）度異常 

Ｒ71 赤血球の異常 

       Abnormality of red blood cells 

 包含： 

    異常赤血球：                   

    ・形態学的 ＮＯＳ              

    ・容積 ＮＯＳ 

 赤血球大小不同症 

   変型赤血球症 

 除外： 

   貧血（Ｄ50－Ｄ64） 

   赤血球増加症＜多血症＞： 

・ＮＯＳ（Ｄ75．1） 

・良性（家族性）（Ｄ75．0） 

・新生児（Ｐ61．1） 

・続発性＜二次性＞（Ｄ75．1） 



- 29 - 

 

・真正（Ｄ45） 

Ｒ72 白血球の異常， 他に分類されないもの 

       Abnormality of white blood cells, not elsewhere classified 

 包含： 

   異常白血球分化 ＮＯＳ 

 除外： 

   白血球増加症（Ｄ72．8） 

Ｒ73 血糖値上昇 

       Elevated blood glucose level 

 除外： 

   糖尿病（Ｅ10－Ｅ14） 

   ・妊娠， 分娩及び産じょく＜褥＞におけるもの（Ｏ24.-） 

     新生児障害（Ｐ70．0－Ｐ70．2） 

     術後低インスリン血症（Ｅ89．1） 

Ｒ73．0 ブドウ糖負荷試験異常 

  糖尿病：                             

  ・化学的                          

  ・潜在性 

  耐糖能障害 

  糖尿病前症＜前糖尿病＞ 

Ｒ73．9 高血糖， 詳細不明 

Ｒ74 血清酵素値異常 

       Abnormal serum enzyme levels 

Ｒ74．0 トランスアミナーゼ（値）及び乳酸脱水素酵素 ［LDH］ （値）の上昇 

Ｒ74．8 その他の血清酵素の異常値 

  下記の異常値： 

  ・酸ホスファターゼ 

  ・アルカリホスファターゼ 

  ・アミラーゼ 

  ・リパーゼ ［トリアセチルグリセロール リパーゼ］  

Ｒ74．9 詳細不明の血清酵素の異常値 

Ｒ75 ヒト免疫不全ウイルス ［ＨＩＶ］ の検査陽性 

       Laboratory evidence of human immunodeficiency virus [ＨIＶ] 

 包含： 

   乳児における確認されないＨＩＶテスト所見 

 除外： 
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     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］ 病（Ｂ20－Ｂ24） 

 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（Ｏ98．

7） 

Ｒ76 血清のその他の免疫学的異常所見 

      Other abnormal immunological findings in serum 

Ｒ76．0 抗体価上昇 

 除外： 

   同種免疫， 妊娠中におけるもの（Ｏ36．0－Ｏ36．1） 

   ・胎児又は新生児に影響するもの（Ｐ55.-） 

Ｒ76．1 ツベルクリン検査の異常反応 

  マントー＜Mantoux＞テストの異常結果 

Ｒ76．2 梅毒血清反応偽陽性 

  ワッセルマン＜Wassermann＞反応偽陽性 

Ｒ76．8 血清のその他の明示された免疫学的異常所見 

  免疫グロブリン値上昇 ＮＯＳ 

Ｒ76．9 血清の免疫学的異常所見， 詳細不明 

Ｒ77 血漿タンパク＜蛋白＞のその他の異常 

       Other abnormalities of plasma proteins 

 除外： 

   血漿タンパク＜蛋白＞代謝障害（Ｅ88．0） 

Ｒ77．0 アルブミンの異常 

Ｒ77．1 グロブリンの異常 

  高グロブリン血症 ＮＯＳ 

Ｒ77．2 アルファフェトプロテインの異常 

Ｒ77．8 血漿タンパク＜蛋白＞のその他の明示された異常 

Ｒ77．9 血漿タンパク＜蛋白＞の異常， 詳細不明 

Ｒ78 正常では血中から検出されない薬物及びその他の物質の検出 

       Findings of drugs and other substances, not normally found in blood 

 除外： 

   精神作用物質使用による精神及び行動の障害（Ｆ10－Ｆ19） 

Ｒ78．0 血中のアルコールの検出 

  アルコール値の詳細な分類が必要な場合は， 追加外因コード（Ｙ90.-）を使用す 

   る。  

Ｒ78．1 血中のアヘン薬物の検出 

Ｒ78．2 血中のコカインの検出 
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Ｒ78．3 血中の幻覚剤の検出 

Ｒ78．4 血中の嗜癖傾向のあるその他の薬物の検出 

Ｒ78．5 血中の向精神薬の検出 

Ｒ78．6 血中のステロイド物質の検出 

Ｒ78．7 血中の重金属の異常値 

Ｒ78．8 その他の明示された物質の検出， 正常では血中から検出されないもの 

  血中のリチウム異常値 

Ｒ78．9 詳細不明の物質の検出， 正常では血中から検出されないもの  

Ｒ79 その他の血液化学的異常所見 

       Other abnormal findings of blood chemistry 

 除外： 

     体液， 電解質又は酸塩基平衡の異常（Ｅ86－Ｅ87） 

     無症候性高尿酸血症（Ｅ79．0） 

     高血糖 ＮＯＳ（Ｒ73．9） 

   低血糖症 ＮＯＳ（Ｅ16．2） 

   ・新生児（Ｐ70．3－Ｐ70．4） 

     下記の障害を示す特異的所見： 

   ・アミノ酸代謝（Ｅ70－Ｅ72） 

   ・糖質代謝（Ｅ73－Ｅ74） 

   ・脂質代謝（Ｅ75.-） 

Ｒ79．0 血中ミネラル＜鉱質＞異常値 

  下記の血中異常値： 

  ・コバルト 

  ・銅 

  ・鉄 

  ・マグネシウム 

  ・ミネラル＜鉱質＞ ＮＥＣ 

  ・亜鉛 

 除外： 

     リチウム異常値（Ｒ78．8） 

     ミネラル＜鉱質＞代謝障害（Ｅ83.-） 

     新生児低マグネシウム血症（Ｐ71．2） 

   栄養性ミネラル＜鉱質＞欠乏症（Ｅ58－Ｅ61） 

Ｒ79．8 その他の明示された血液化学的異常所見 

  血液ガス＜血中ガス＞値異常 

Ｒ79．9 血液化学的異常所見， 詳細不明  
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尿検査の異常所見， 診断名の記載がないもの（Ｒ80－Ｒ82） 

Abnormal findings on examination of urine, without diagnosis 

 除外： 

     母体の分娩前スクリーニングにおける異常所見（Ｏ28.-） 

     他に分類される診断上の異常所見 － 索引を参照 

   下記の障害を示す特異的所見： 

   ・アミノ酸代謝（Ｅ70－Ｅ72） 

   ・糖質代謝（Ｅ73－Ｅ74） 

 

Ｒ80 単独タンパク＜蛋白＞尿 

       Isolated proteinuria 

 包含： 

   アルブミン尿 ＮＯＳ 

   ベンス ジョーンズ＜Bence Jones＞タンパク＜蛋白＞尿 

   タンパク＜蛋白＞尿 ＮＯＳ 

 除外： 

     妊娠タンパク＜蛋白＞尿（Ｏ12．1） 

   明示された形態学的病変を伴う単独タンパク＜蛋白＞尿（Ｎ06.-） 

     起立性タンパク＜蛋白＞尿（Ｎ39．2） 

     持続性タンパク＜蛋白＞尿（Ｎ39．1） 

Ｒ81 尿   糖 

       Glycosuria 

 除外： 

   腎性糖尿（Ｅ74．8） 

Ｒ82 尿のその他の異常所見 

       Other abnormal findings in urine 

 除外： 

   血尿（Ｒ31） 

Ｒ82．0 乳び＜糜＞尿 

 除外： 

   フィラリア＜糸状虫＞性乳び＜糜＞尿（Ｂ74.-） 

Ｒ82．1 ミオグロビン尿 

Ｒ82．2 胆汁色素尿 

Ｒ82．3 ヘモグロビン＜血色素＞尿症 

 除外： 
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   ヘモグロビン＜血色素＞尿症：  

   ・外因による溶血性 ＮＥＣ（Ｄ59．6） 

   ・発作性夜間 ［マルキアファーヴァ・ミケリ＜Marchiafava-Micheli＞症候 

   群］ （Ｄ59．5） 

Ｒ82．4 アセトン尿 

  ケトン尿 

Ｒ82．5 薬物， 医薬品及び生物学的製剤の尿中値の上昇 

  尿中値の上昇： 

  ・カテコラミン 

  ・インドール酢酸 

  ・17－ケトステロイド              

  ・ステロイド 

Ｒ82．6 薬用を主としない物質の尿中値の異常 

  重金属の尿中値の異常 

Ｒ82．7 尿の微生物学的検査における異常所見 

  培養所見陽性 

Ｒ82．8 尿の細胞学的及び組織学的検査における異常所見 

Ｒ82．9 尿のその他及び詳細不明の異常所見 

  尿中の細胞及び円柱 

  結晶尿 

  メラニン尿 

 

その他の体液， 検体＜材料＞及び組織の検査の異常所見，  

診断名の記載がないもの（Ｒ83－Ｒ89）    

Abnormal findings on examination of other body fluids, substances  

and tissues, without diagnosis   

 除外： 

   下記の異常所見： 

   ・母体の分娩前スクリーニング（Ｏ28.-） 

   ・検査： 

   ・血液， 診断名の記載がないもの（Ｒ70－Ｒ79） 

   ・尿， 診断名の記載がないもの（Ｒ80－Ｒ82） 

   他に分類される診断上の異常所見 － 索引を参照 

   下記の４桁細分類項目は項目Ｒ83－Ｒ89 に使用する： 

   ．0  酵素の異常値 

   ．1  ホルモンの異常値 
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   ．2  その他の薬物， 医薬品及び生物学的製剤の異常値 

   ．3  薬用を主としない物質の異常値 

   ．4  免疫学的異常所見 

   ．5  微生物学的異常所見 

       培養所見陽性 

   ．6  細胞学的異常所見 

       パパニコロー＜Papanicolaou＞スミアの異常所見 

   ．7  組織学的異常所見 

   ．8  その他の異常所見 

       染色体の異常所見 

   ．9  詳細不明の異常所見 

 

Ｒ83 脳脊髄液に関する異常所見 

         Abnormal findings in cerebrospinal fluid 

  ［細分類項目については、Ｒ83 の前にある記載を参照のこと］ 

Ｒ84 呼吸器及び胸部＜郭＞からの検体＜材料＞の異常所見 

        Abnormal findings in specimens from respiratory organs and thorax 

  ［細分類項目については、Ｒ83 の前にある記載を参照のこと］ 

 包含： 

   下記における異常所見： 

    ・気管支洗浄液 

    鼻分泌物 

    ・胸水 

 ・喀痰 

    ・咽喉擦過材料 

 除外： 

   血痰（Ｒ04．2） 

Ｒ85 消化器及び腹腔からの検体＜材料＞の異常所見 

 Abnormal findings in specimens from digestive organs and abdominal cavity 

   ［Ｒ83 の前に記載の細分類項目参照］ 

 包含： 

   下記における異常所見： 

   ・腹水 

   ・唾液 

 除外： 

   異常便（Ｒ19．5） 
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Ｒ86 男性生殖器からの検体＜材料＞の異常所見 

         Abnormal findings in specimens from male genital organs 

  ［Ｒ83 の前に記載の細分類項目参照］ 

 包含： 

   下記における異常所見 

   ・前立腺分泌物 

   ・精子， 精液 

   異常精子 

 除外： 

   無精子症（Ｎ46） 

   精子減少症（Ｎ46）  

Ｒ87 女性生殖器からの検体＜材料＞の異常所見 

         Abnormal findings in specimens from female genital organs 

  ［Ｒ83 の前に記載の細分類項目参照］ 

 包含： 

   下記からの分泌物及びスミアにおける異常所見： 

    ・子宮頚（部） 

    ・腟 

    ・外陰 

 除外： 

   上皮内癌（Ｄ05－Ｄ07．3） 

     異形成： 

   ・子宮頚（部）（Ｎ87.-） 

   ・腟（Ｎ89．0－Ｎ89．3） 

   ・外陰（Ｎ90．0－Ｎ90．3） 

Ｒ89 その他の臓器， 器官系及び組織からの検体＜材料＞の異常所見 

       Abnormal findings in specimens from other organs, systems and tissues 

     ［Ｒ83 の前に記載の細分類項目参照］ 

 包含： 

   下記における異常所見： 

    ・乳頭分泌物 

    ・滑液 

    ・創傷分泌物 

 

画像診断及び機能検査における異常所見， 診断名の記載がないもの（Ｒ90－Ｒ94） 

Abnormal findings on diagnostic imaging and in function studies, without diagnosis 
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 包含： 

   下記の画像診断における非特異的異常所見： 

   ・コンピュータ断層撮影 ［ＣＴスキャン］  

   ・磁気共鳴画像 ［ＭＲＩ］ ［ＮＭＲ］  

   ・ポジトロン＜陽電子＞エミッション断層撮影 ［ＰＥＴスキャン］  

   ・サーモグラフィ 

   ・超音波 ［エコ－グラム］  

   ・Ｘ線検査 

 除外： 

   母体の分娩前スクリーニングにおける異常所見（Ｏ28.-） 

  他に分類される診断上の異常所見 － 索引を参照 

 

Ｒ90 中枢神経系の画像診断における異常所見 

 Abnormal findings on diagnostic imaging of central nervous system 

Ｒ90．0 頭蓋内占拠性病変  

Ｒ90．8 中枢神経系の画像診断におけるその他の異常所見 

  脳超音波検査異常 

白質病変ＮＯＳ 

Ｒ91 肺の画像診断における異常所見 

 Abnormal findings on diagnostic imaging of lung 

 包含： 

   コイン状陰影 ＮＯＳ 

   肺腫瘤 ＮＯＳ 

Ｒ92 乳房の画像診断における異常所見 

         Abnormal findings on diagnostic imaging of breast 

Ｒ93 その他の身体構造の画像診断における異常所見 

       Abnormal findings on diagnostic imaging of other body structures 

Ｒ93．0 頭蓋及び頭部の画像診断における異常所見， 他に分類されないもの 

 除外： 

   頭蓋内占拠性病変（Ｒ90．0） 

Ｒ93．1 心臓及び冠循環の画像診断における異常所見 

  下記の異常：  

  ・心超音波検査＜心エコ－グラム＞＜ＵＣＧ＞ ＮＯＳ 

  ・心陰影 

Ｒ93．2 肝及び胆道の画像診断における異常所見 

  胆のう＜嚢＞の造影陰性 
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Ｒ93．3 消化管のその他の部位の画像診断における異常所見 

Ｒ93．4 泌尿器の画像診断における異常所見 

  下記の充満＜盈＞欠損： 

  ・膀胱 

  ・腎 

  ・尿管 

 除外： 

   腎肥大（Ｎ28．8） 

Ｒ93．5 後腹膜を含むその他の腹部の画像診断における異常所見 

Ｒ93．6 （四）肢の画像診断における異常所見 

 除外： 

   皮膚及び皮下組織に関する異常所見（Ｒ93．8） 

Ｒ93．7 筋骨格系のその他の部位の画像診断における異常所見 

 除外： 

   頭蓋の画像診断における異常所見（Ｒ93．0） 

Ｒ93．8 その他の明示された身体構造の画像診断における異常所見 

  皮膚及び皮下組織に関する放射線医学的異常所見 

  縦隔偏位＜移動＞ 

Ｒ94 機能検査の異常所見 

       Abnormal results of function studies 

 包含： 

   下記の異常所見：  

   ・放射性核種 ［ラジオアイソトープ］ 摂取検査 

   ・シンチグラフィ 

Ｒ94．0 中枢神経系の機能検査における異常所見 

  異常脳波 ［ＥＥＧ］  

Ｒ94．1 末梢神経系及び特殊感覚の機能検査における異常所見 

  異常： 

  ・筋電図 ［ＥＭＧ］                 

  ・眼（球）電図 ［ＥＯＧ］             

  ・網（膜）電図 ［ＥＲＧ］ 

  ・神経刺激反応 

  ・視覚誘発電位 ［ＶＥＰ］ 

Ｒ94．2 肺機能検査の異常所見 

  減少＜低下＞： 

  ・換気量 
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  ・肺活量 

Ｒ94．3 心血管機能検査の異常所見 

  異常： 

  ・心電図 ［ＥＣＧ］ ［ＥＫＧ］           

  ・電気生理学的心臓内検査    

  ・心音図  

  ・ベクトル心電図 

 

Ｒ94．4 腎機能検査の異常所見 

  腎機能検査異常 

Ｒ94．5 肝機能検査の異常所見 

Ｒ94．6 甲状腺機能検査の異常所見 

Ｒ94．7 その他の内分泌機能検査の異常所見 

 除外： 

   ブドウ糖負荷試験異常（Ｒ73．0） 

Ｒ94．8 その他の臓器及び器官系の機能検査における異常所見 

  異常： 

  ・基礎代謝率 ［ＢＭＲ］  

  ・膀胱機能検査 

  ・脾機能検査  

 

診断名不明確及び原因不明の死亡（Ｒ95－Ｒ99） 

Ill-defined and unknown causes of mortality 

 除外： 

   原因不明の胎児死亡（Ｐ95） 

     産科的死亡 ＮＯＳ（Ｏ95） 

 

Ｒ95 乳幼児突然死症候群 

       Sudden infant death syndrome 

 ※ ＳＩＤＳ 

Ｒ95．0 乳幼児突然死症候群，剖検の記載があるもの 

Ｒ95．9 乳幼児突然死症候群，剖検の記載がないもの 

  乳幼児突然死症候群，詳細不明 

Ｒ96 その他の突然死＜急死＞， 原因不明 

       Other sudden death, cause unknown 

 除外： 
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   心臓性突然死＜急死＞と記載されたもの（Ｉ46．1） 

     乳幼児突然死症候群（Ｒ95） 

Ｒ96．0 即死 

  成人における説明のつかない突然死 

 除外： 

原因が既知の突然死（Ａ00．0－Ｑ99．9，Ｕ04．9，Ｖ01．0－Ｙ89．9） 

Ｒ96．1 発症後 24 時間未満の死亡で他 

に説明がないもの 

  暴力による死亡でも即死でもなく， しかも原因が発見できない死亡 

  疾病の徴候のない死亡 

Ｒ98 立会者のいない死亡 

       Unattended death 

 包含： 

   死体が発見され， しかも何らその原因が判明しない場合 

   発見死体 

Ｒ99 その他の診断名不明確及び原因不明の死亡 

       Other ill-defined and unspecified causes of mortality  

 包含： 

   死亡 ＮＯＳ 

   原因不明の死亡 


