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第ⅩⅩⅠ章 健康状態に影響をおよぼす要因及び 

    保健サービスの利用(Z00－Z99) 

Factors influencing health status and contact with health services 

 

注：本章は国際比較及び原死因コーディングには使用しない。  

 

項目Ｚ00－Ｚ99 は項目Ａ00－Ｙ89 に分類される疾病， 損傷又は外因以外の状況が 「診断名」 又は 

「問題」として記載された場合のために設置された項目である。 すなわち下記のような場合がある： 

（ａ） 疾病にり患しているいないにかかわらず， ある特定の目的のために保健サービスを受ける場合。 た

とえば， 現在の病態のために一定限度のケア又は（保健）サービスを受ける場合， 臓器や組織を

提供する場合， 予防接種を受ける場合又は本来疾病や損傷ではない何らかの問題に関し相談

するために受診している場合である。  

（ｂ） 現在， 疾病又は損傷のある状態ではないが， その者の健康状態に影響をおよぼすような状況や

問題がある場合。 たとえば現在， 疾病にり患しているいないにかかわらず集団健診で発見される

ような要因， 又はある傷病に対するケアを受けている場合に， 留意すべき付加的な要因として記

録されるものである。  

 

本章は， 下記の中間分類項目を含む： 

Ｚ00－Ｚ13 検査及び診査のための保健サービスの利用者 

Ｚ20－Ｚ29 伝染病に関連する健康障害をきたす恐れのある者 

Ｚ30－Ｚ39 生殖に関連する環境下での保健サービスの利用者 

Ｚ40－Ｚ54 特定の処置及び保健ケアのための保健サービスの利用者 

Ｚ55－Ｚ65 社会経済的環境及び社会心理的環境に関連する健康障害をきたす恐れの 

  ある者 

Ｚ70－Ｚ76 その他の環境下での保健サービスの利用者 

Ｚ80－Ｚ99 家族歴， 既往歴及び健康状態に影響をおよぼす特定の状態に関連する健 

  康障害をきたす恐れのある者  

 

検査及び診査のための保健サービスの利用者（Ｚ00－Ｚ13） 

Persons encountering health services for examination and investigation 

注：これらの検査時に発見された非特異的な異常所見は項目Ｒ70－Ｒ94 に分類する。  

 除外： 

   妊娠及び生殖に関連する検査（Ｚ30－Ｚ36， Ｚ39.-） 

 

Ｚ00 愁訴がない又は診断名の記載がない者の一般検査及び診査 

       General examination and investigation of persons without complaint and reported  
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 diagnosis 

 除外： 

   管理目的の検査（Ｚ02.-） 

     特殊スクリーニング検査（Ｚ11－Ｚ13） 

Ｚ00．0 一般医学的検査 

  健康診断 ＮＯＳ 

  定期健診（毎年の）（身体的） 

 除外： 

   一般健康診断：  

   ・特定集団（Ｚ10.-） 

   ・乳児又は小児（Ｚ00．1） 

Ｚ00．1 定型的＜ルーチン＞小児健康診断 

  乳児又は小児の発育＜発達＞テスト 

 除外： 

   捨て子又はその他の健康な乳児もしくは小児の健康管理（Ｚ76．1－Ｚ76．2） 

Ｚ00．2 小児の急速成長期の検査 

Ｚ00．3 青年期の発育＜発達＞状態の検査 

  思春期の発育＜発達＞状態 

Ｚ00．4 一般精神医学的検査， 他に分類されないもの 

 除外： 

   法医学的理由により要請された検査（Ｚ04．6） 

Ｚ00．5 臓器及び組織の提供の可能性がある者の検査 

Ｚ00．6 臨床研究計画における対照者の検査 

Ｚ00．8 その他の一般検査 

  集団健康診査＜集団検診＞ 

Ｚ01 愁訴がない又は診断名の記載がない者のその他の特殊検査及び診査 

       Other special examinations and investigations of persons without complaint or  

 reported diagnosis 

 包含： 

   特定の器官系の定型的＜ルーチン＞検査 

 除外： 

   下記の検査： 

   ・管理目的（Ｚ02.-） 

   ・病態が疑われる場合で証明されないもの（Ｚ03.-） 

   特殊スクリーニング検査（Ｚ11－Ｚ13）  

Ｚ01．0 眼及び視力検査 
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 除外： 

   運転免許のための検査（Ｚ02．4） 

Ｚ01．1 耳及び聴力検査 

Ｚ01．2 歯科的検査 

Ｚ01．3 血圧検査 

Ｚ01．4 婦人科的検査（一般）（定型的＜ルーチン＞） 

  子宮頚（部）のパパニコロー＜Papanicolaou＞スミア 

  骨盤検査（毎年の）（定期的） 

 除外：  

      妊娠の検査（Ｚ32.-） 

   避妊維持のための定型的＜ルーチン＞検査（Ｚ30．4－Ｚ30．5） 

Ｚ01．5 診断目的の皮膚テスト及び感作テスト 

  アレルギーテスト 

  下記の皮膚テスト： 

  ・細菌性疾患 

  ・過敏症 

Ｚ01．6 放射線診断， 他に分類されないもの 

  定型的＜ルーチン＞： 

  ・胸部Ｘ線撮影 

  ・乳房撮影＜マンモグラフィ＞ 

Ｚ01．7 臨床検査 

Ｚ01．8 その他の明示された特殊検査 

Ｚ01．9 特殊検査， 詳細不明 

Ｚ02 管理目的の検査 

       Examination and encounter for administrative purposes 

Ｚ02．0 教育施設への入学のための検査 

  就学前（教育）施設への入所のための検査 

Ｚ02．1 就職前の検査 

 除外： 

   職場健診（Ｚ10．0） 

Ｚ02．2 居住施設への入所のための検査 

 除外： 

   刑務所への入所＜受刑＞のための検査（Ｚ02．8） 

     施設入所者の一般健康診断（Ｚ10．1） 

Ｚ02．3 軍隊への入隊のための検査 

 除外： 
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   軍隊の一般健康診断（Ｚ10．2）  

Ｚ02．4 運転免許のための検査 

Ｚ02．5 スポーツ参加のための検査 

 除外： 

   血中アルコール及び血中薬物のテスト（Ｚ04．0） 

     スポーツチームの一般健康診断（Ｚ10．3） 

Ｚ02．6 保険目的の検査 

Ｚ02．7 診断書の発行 

  下記の診断書の発行： 

  ・死亡              

  ・適性    

  ・身体障害  

  ・病弱 

 除外： 

一般医学的検査の受診者（Ｚ00－Ｚ01， Ｚ02．0－Ｚ02．6， Ｚ02．8－Ｚ02．9， 

Ｚ10.-） 

Ｚ02．8 管理目的のその他の検査 

  検査（下記のための）： 

  ・刑務所への入所＜受刑＞      

  ・夏季キャンプへの参加         

  ・養子縁組  

  ・入国 

  ・帰化  

  ・結婚前 

 除外： 

   捨て子又はその他の健康な乳児もしくは小児の健康管理（Ｚ76．1－Ｚ76．2） 

Ｚ02．9 管理目的の検査， 詳細不明 

Ｚ03 疾病及び病態の疑いに対する医学的観察及び評価 

       Medical observation and evaluation for suspected diseases and conditions 

 包含： 

 検討すべき若干の症状や異常状態はあるが， 検査及び観察の結果さらに治療や

医学的ケアの必要がない者 

 除外： 

   病気ではないが病訴を持つ者（Ｚ71．1） 

Ｚ03．0 結核の疑いに対する観察 

Ｚ03．1 悪性新生物＜腫瘍＞の疑いに対する観察 
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Ｚ03．2 精神及び行動の障害の疑いに対する観察 

  下記の観察： 

  ・非社会性行動   

  ・放火             明らかな精神医学的障害を伴わないもの 

  ・集団非行 

  ・万引き     

Ｚ03．3 神経系の障害の疑いに対する観察 

Ｚ03．4 心筋梗塞の疑いに対する観察  

Ｚ03．5 その他の循環器系の疾患の疑いに対する観察 

Ｚ03．6 摂取物質の毒作用の疑いに対する観察 

  下記の疑いに対する観察： 

  ・薬物の有害作用 

  ・中毒 

Ｚ03．8 その他の疾病及び病態の疑いに対する観察 

Ｚ03．9 疾病又は病態の疑いに対する観察， 詳細不明 

Ｚ04 その他の理由による検査及び観察 

       Examination and observation for other reasons 

 包含： 

   法医学的理由による検査 

Ｚ04．0 血中アルコール及び血中薬物のテスト 

 除外： 

   下記の存在： 

   ・血中のアルコール（Ｒ78．0） 

   ・血中の薬物（Ｒ78.-） 

Ｚ04．1 交通事故後における検査及び観察 

 除外： 

   就業中の事故＜労働災害＞後におけるもの（Ｚ04．2） 

Ｚ04．2 就業中の事故＜労働災害＞後における検査及び観察 

Ｚ04．3 その他の事故後における検査及び観察 

Ｚ04．4 強姦及び婦女暴行の申し立て後における検査及び観察 

  強姦及び婦女暴行の申し立て後における被害者又は被疑者の検査及び観察 

Ｚ04．5 その他の故意の損傷後における検査及び観察 

  その他の故意の損傷後における被害者又は被疑者の検査及び観察 

Ｚ04．6 当局の要請による一般精神医学的検査 

Ｚ04．8 その他の明示された理由による検査及び観察 

  鑑定人の証言 
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Ｚ04．9 理由不明の検査及び観察 

  観察 ＮＯＳ 

Ｚ08 悪性新生物＜腫瘍＞治療後の経過観察＜フォローアップ＞検査 

       Follow-up examination after treatment for malignant neoplasms 

 包含： 

   治療後の医学的サーベイランス 

 除外： 

   経過観察＜フォローアップ＞の医学的ケア及び回復期（Ｚ42－Ｚ51，  

   Ｚ54.-） 

Ｚ08．0 悪性新生物＜腫瘍＞の術後の経過観察＜フォローアップ＞検査  

Ｚ08．1 悪性新生物＜腫瘍＞の放射線治療後の経過観察＜フォローアップ＞検査 

 除外： 

   放射線治療施行中（Ｚ51．0） 

Ｚ08．2 悪性新生物＜腫瘍＞の化学療法後の経過観察＜フォローアップ＞検査 

 除外： 

   化学療法施行中（Ｚ51．1） 

Ｚ08．7 悪性新生物＜腫瘍＞の複合治療後の経過観察＜フォローアップ＞検査 

Ｚ08．8 悪性新生物＜腫瘍＞のその他の治療後の経過観察＜フォローアップ＞検査 

Ｚ08．9 悪性新生物＜腫瘍＞の詳細不明の治療後の経過観察＜フォローアップ＞検査 

Ｚ09 悪性新生物＜腫瘍＞以外の病態の治療後の経過観察＜フォローアップ＞検査 

       Follow-up examination after treatment for conditions other than malignant  

 neoplasms 

 包含： 

   治療後の医学的サーベイランス 

 除外： 

   経過観察＜フォローアップ＞の医学的ケア及び回復期（Ｚ42－Ｚ51，  

   Ｚ54.-） 

   悪性新生物＜腫瘍＞の治療後の医学的サーベイランス（Ｚ08.-） 

   下記のサーベイランス： 

   ・避妊（Ｚ30．4－Ｚ30．5） 

   ・プロステーシス及びその他の医療用器具（Ｚ44－Ｚ46） 

Ｚ09．0 その他の病態の術後の経過観察＜フォローアップ＞検査 

Ｚ09．1 その他の病態の放射線治療後の経過観察＜フォローアップ＞検査 

 除外： 

   放射線治療施行中（Ｚ51．0） 

Ｚ09．2 その他の病態の化学療法後の経過観察＜フォローアップ＞検査 
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 除外： 

   維持化学療法（Ｚ51．1－Ｚ51．2） 

Ｚ09．3 精神療法後の経過観察＜フォローアップ＞検査 

Ｚ09．4 骨折治療後の経過観察＜フォローアップ＞検査 

Ｚ09．7 その他の病態の複合治療後の経過観察＜フォローアップ＞検査 

Ｚ09．8 その他の病態のその他の治療後の経過観察＜フォローアップ＞検査 

Ｚ09．9 その他の病態の詳細不明の治療後の経過観察＜フォローアップ＞検査 

Ｚ10 特定集団の定型的＜ルーチン＞一般健康診断 

       Routine general health check-up of defined subpopulation 

 除外： 

   管理目的の医学的検査（Ｚ02.-） 

Ｚ10．0 職場健診 

   除外： 

   就職前の検査（Ｚ02．1） 

Ｚ10．1 施設入所者の定型的＜ルーチン＞一般健康診断 

 除外： 

   入所検査（Ｚ02．2）  

Ｚ10．2 軍隊の定型的＜ルーチン＞一般健康診断 

 除外： 

   入隊検査（Ｚ02．3） 

Ｚ10．3 スポーツチームの定型的＜ルーチン＞一般健康診断 

 除外：  

     血中アルコール及び血中薬物のテスト（Ｚ04．0） 

   スポーツ参加のための検査（Ｚ02．5） 

Ｚ10．8 その他の特定集団の定型的＜ルーチン＞一般健康診断 

  児童 

  生徒 

  学生 

Ｚ11 感染症及び寄生虫症の特殊スクリーニング検査 

       Special screening examination for infectious and parasitic diseases 

Ｚ11．0 腸管感染症の特殊スクリーニング検査 

Ｚ11．1 呼吸器結核の特殊スクリーニング検査 

Ｚ11．2 その他の細菌性疾患の特殊スクリーニング検査 

Ｚ11．3 主として性的伝播様式をとる感染症の特殊スクリーニング検査 

Ｚ11．4 ヒト免疫不全ウイルス ［HIV］ の特殊スクリーニング検査 

Ｚ11．5 その他のウイルス性疾患の特殊スクリーニング検査 
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 除外： 

   ウイルス性腸疾患（Ｚ11．0） 

Ｚ11．6 その他の原虫疾患及びぜん＜蠕＞虫症の特殊スクリーニング検査 

 除外： 

   原虫性腸疾患（Ｚ11．0） 

Ｚ11．8 その他の感染症及び寄生虫症の特殊スクリーニング検査 

  クラミジア疾患            

  リケッチア疾患    

  スピロヘータ疾患  

         真菌症 

Ｚ11．9 感染症及び寄生虫症の特殊スクリーニング検査， 詳細不明 

Ｚ12 新生物＜腫瘍＞の特殊スクリーニング検査 

       Special screening examination for neoplasms 

Ｚ12．0 胃の新生物＜腫瘍＞の特殊スクリーニング検査 

Ｚ12．1 腸管の新生物＜腫瘍＞の特殊スクリーニング検査 

Ｚ12．2 呼吸器の新生物＜腫瘍＞の特殊スクリーニング検査 

Ｚ12．3 乳房の新生物＜腫瘍＞の特殊スクリーニング検査 

 除外： 

   定型的＜ルーチン＞乳房撮影＜マンモグラフィ＞（Ｚ01．6）  

Ｚ12．4 子宮頚（部）の新生物＜腫瘍＞の特殊スクリーニング検査 

 除外： 

   婦人科的定型的＜ルーチン＞検査又は一般検査の一部としての場合 

    （Ｚ01．4） 

Ｚ12．5 前立腺の新生物＜腫瘍＞の特殊スクリーニング検査 

Ｚ12．6 膀胱の新生物＜腫瘍＞の特殊スクリーニング検査 

Ｚ12．8 その他の部位の新生物＜腫瘍＞の特殊スクリーニング検査 

Ｚ12．9 新生物＜腫瘍＞の特殊スクリーニング検査， 詳細不明 

Ｚ13 その他の疾患及び障害の特殊スクリーニング検査 

       Special screening examination for other diseases and disorders 

Ｚ13．0 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害の特殊スクリーニング検査 

Ｚ13．1 糖尿病の特殊スクリーニング検査 

Ｚ13．2 栄養障害の特殊スクリーニング検査 

Ｚ13．3 精神及び行動の障害の特殊スクリーニング検査 

  アルコール症 

  うつ病 

  知的障害＜精神遅滞＞ 
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Ｚ13．4 小児期の発育＜発達＞障害の特殊スクリーニング検査 

 除外： 

   乳児又は小児の定型的＜ルーチン＞発育＜発達＞テスト（Ｚ00．1） 

Ｚ13．5 眼及び耳の障害の特殊スクリーニング検査 

Ｚ13．6 心血管障害の特殊スクリーニング検査 

Ｚ13．7 先天奇形， 変形及び染色体異常の特殊スクリーニング検査 

Ｚ13．8 その他の明示された疾患及び障害の特殊スクリーニング検査 

  歯科的障害 

  内分泌障害及び代謝障害 

 除外： 

   糖尿病（Ｚ13．1） 

Ｚ13．9 特殊スクリーニング検査， 詳細不明 

 

伝染病に関連する健康障害をきたす恐れのある者（Ｚ20－Ｚ29） 

Persons with potential health hazards related to communicable diseases 

 

Ｚ20 伝染病の感染源との接触及び病原体への曝露 

       Contact with and exposure to communicable diseases 

Ｚ20．0 腸管感染症の感染源との接触及び病原体への曝露 

Ｚ20．1 結核の感染源との接触及び病原体への曝露 

Ｚ20．2 主として性的伝播様式をとる感染症の感染源との接触及び病原体への曝露  

Ｚ20．3 狂犬病の感染源との接触及び病原体への曝露 

Ｚ20．4 風疹の感染源との接触及び病原体への曝露 

Ｚ20．5 ウイルス性肝炎の感染源との接触及び病原体への曝露 

Ｚ20．6 ヒト免疫不全ウイルス ［HIV］ との接触及び曝露 

 除外： 

   無症候性ヒト免疫不全ウイルス ［HIV］ 感染状態（Ｚ21） 

Ｚ20．7 シラミ症， ダニ症及びその他の寄生虫症の感染源との接触及び病原体への曝露 

Ｚ20．8 その他の伝染病の感染源との接触及び病原体への曝露 

Ｚ20．9 詳細不明の伝染病の感染源との接触及び病原体への曝露 

Ｚ21 無症候性ヒト免疫不全ウイルス ［HIV］ 感染状態 

       Asymptomatic human immunodeficiency virus [HIV] infection status 

 包含： 

   HIV 陽性（状態） ＮＯＳ 

 除外： 

   ヒト免疫不全ウイルス［HIV］との接触又は曝露（Z20.6） 
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 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） 

 ヒト免疫不全ウイルス［HIV］の検査陽性（Ｒ75） 

Ｚ22 感染症のキャリア＜病原体保有者＞ 

       Carrier of infectious disease 

 包含： 

   キャリア＜病原体保有者＞の疑いのある者 

Ｚ22．0 腸チフスのキャリア＜病原体保有者＞ 

Ｚ22．1 その他の腸管感染症のキャリア＜病原体保有者＞ 

Ｚ22．2 ジフテリアのキャリア＜病原体保有者＞ 

Ｚ22．3 その他の明示された細菌性疾患のキャリア＜病原体保有者＞ 

  下記による細菌性疾患のキャリア＜病原体保有者＞： 

   ・髄膜炎菌 

   ・ブドウ球菌 

   ・連鎖球菌 

Ｚ22．4 主として性的伝播様式をとる感染症のキャリア＜病原体保有者＞ 

  下記のキャリア＜病原体保有者＞： 

   ・淋疾 

   ・梅毒 

Ｚ22．5 ウイルス性肝炎のキャリア＜病原体保有者＞ 

  Ｂ型肝炎表面抗原 ［HBsAg］ のキャリア＜病原体保有者＞ 

Ｚ22．6 ヒトＴリンパ球ウイルスⅠ型 ［HTLV－1］ 感染症のキャリア＜病原体保有者＞ 

Ｚ22．8 その他の感染症のキャリア＜病原体保有者＞  

Ｚ22．9 感染症のキャリア＜病原体保有者＞， 詳細不明 

Ｚ23 単独の細菌性疾患に対する予防接種の必要性 

       Need for immunization against single bacterial diseases 

 除外： 

   混合予防接種（Ｚ27.-） 

     未施行の予防接種（Ｚ28.-） 

Ｚ23．0 コレラのみに対する予防接種の必要性 

Ｚ23．1 腸チフス・パラチフスのみに対する予防接種 ［TAB］ の必要性 

Ｚ23．2 結核に対する予防接種 ［BCG］ の必要性 

Ｚ23．3 ペストに対する予防接種の必要性 

Ｚ23．4 野兎病＜ツラレミア＞に対する予防接種の必要性 

Ｚ23．5 破傷風のみに対する予防接種の必要性 

Ｚ23．6 ジフテリアのみに対する予防接種の必要性 
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Ｚ23．7 百日咳のみに対する予防接種の必要性 

Ｚ23．8 その他の単独の細菌性疾患に対する予防接種の必要性 

Ｚ24 単独のウイルス性疾患に対する予防接種の必要性 

       Need for immunization against certain single viral diseases 

 除外： 

   混合予防接種（Ｚ27.-） 

     未施行の予防接種（Ｚ28.-） 

Ｚ24．0 灰白髄炎＜ポリオ＞に対する予防接種の必要性 

Ｚ24．1 節足動物媒介ウイルス脳炎に対する予防接種の必要性 

 ※ 日本脳炎 

Ｚ24．2 狂犬病に対する予防接種の必要性 

Ｚ24．3 黄熱に対する予防接種の必要性 

Ｚ24．4 麻疹のみに対する予防接種の必要性 

Ｚ24．5 風疹のみに対する予防接種の必要性 

Ｚ24．6 ウイルス性肝炎に対する予防接種の必要性 

Ｚ25 その他の単独のウイルス性疾患に対する予防接種の必要性 

       Need for immunization against other single viral diseases 

 除外： 

   混合予防接種（Ｚ27.-） 

     未施行の予防接種（Ｚ28.-） 

Ｚ25．0 ムンプスのみに対する予防接種の必要性 

Ｚ25．1 インフルエンザに対する予防接種の必要性 

Ｚ25．8 その他の明示された単独のウイルス性疾患に対する予防接種の必要性  

Ｚ26 その他の単独の感染症に対する予防接種の必要性 

       Need for immunization against other single infectious diseases 

 除外： 

   混合予防接種（Ｚ27.-） 

     未施行の予防接種（Ｚ28.-） 

Ｚ26．0 リーシュマニア症に対する予防接種の必要性 

Ｚ26．8 その他の明示された単独の感染症に対する予防接種の必要性 

Ｚ26．9 詳細不明の感染症に対する予防接種の必要性 

  予防接種の必要性 ＮＯＳ 

Ｚ27 感染症の混合予防接種の必要性 

       Need for immunization against combinations of infectious diseases 

 除外： 

   未施行の予防接種（Ｚ28.-） 
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Ｚ27．0 コレラと腸チフス・パラチフスに対する予防接種 ［cholera ＋ TAB］ の必要性 

Ｚ27．1 ジフテリア・破傷風・百日咳に対する混合予防接種 ［DTP］ の必要性 

Ｚ27．2 ジフテリア・破傷風・百日咳と腸チフス・パラチフスに対する予防接種 ［DTP ＋ TAB］ の

必要性 

Ｚ27．3    ジフテリア・破傷風・百日咳と灰白髄炎＜ポリオ＞に対する予防接種 ［DTP ＋polio］の 

必要性 

Ｚ27．4 麻疹・ムンプス・風疹に対する予防接種 ［MMR］ の必要性 

Ｚ27．8 感染症のその他の混合予防接種の必要性 

Ｚ27．9 感染症の詳細不明の混合予防接種の必要性 

Ｚ28 未施行の予防接種 

       Immunization not carried out 

Ｚ28．0 禁忌により未施行の予防接種 

Ｚ28．1 信条又は集団圧力にもとづく患者の意志により未施行の予防接種 

Ｚ28．2 その他及び詳細不明の理由にもとづく患者の意志により未施行の予防接種 

Ｚ28．8 その他の理由により未施行の予防接種 

Ｚ28．9 未施行の予防接種， 理由不明  

Ｚ29 その他の予防処置の必要性 

       Need for other prophylactic measures 

 除外：  

     アレルゲンに対する脱感作（Ｚ51．6） 

   予防的手術（Ｚ40.-） 

Ｚ29．0 隔離 

  周囲の環境から個人を保護するための入院， 又は感染症の感染源に接触後の個 

  人隔離のための入院 

Ｚ29．1 予防（的）免疫療法 

  免疫グロブリンの投与 

Ｚ29．2 その他の予防的化学療法 

  化学的予防法 

  予防的抗生物質療法 

Ｚ29．8 その他の明示された予防処置 

Ｚ29．9 予防処置， 詳細不明 

 

生殖に関連する環境下での保健サービスの利用者（Ｚ30－Ｚ39） 

Persons encountering health services in circumstances related to reproduction 

 

Ｚ30 避 妊 管 理 
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       Contraceptive management 

Ｚ30．0 避妊に関する一般カウンセリング及び指導 

  家族計画指導 ＮＯＳ 

  避妊の初期＜初回＞処方 

Ｚ30．1 （子宮内）避妊器具の挿入 

Ｚ30．2 不妊手術 

  卵管又は精管の結紮手術のための入院 

Ｚ30．3 月経操作 

  妊娠の阻害 

  月経調節 

Ｚ30．4 避妊薬のサーベイランス 

  避妊用ピル又はその他の避妊薬の反復処方 

  避妊維持のための定型的＜ルーチン＞検査 

Ｚ30．5 （子宮内）避妊器具のサーベイランス 

  （子宮内）避妊器具の点検， 再挿入又は除去  

Ｚ30．8 その他の避妊管理 

  精管切除後精子量算定 

Ｚ30．9 避妊管理， 詳細不明 

Ｚ31 妊娠促進管理 

       Procreative management 

 除外： 

   人工授精に関連する合併症（Ｎ98.-） 

Ｚ31．0 既往の避妊手術後の卵管形成（術）又は精管形成（術） 

Ｚ31．1 人工授精 

Ｚ31．2 試験管内受精 

  卵子採取又は着床のための入院 

Ｚ31．3 その他の受精介助法 

Ｚ31．4 妊娠促進の診査及びテスト 

  卵管通気 

  精子量算定 

 除外： 

   精管切除後精子量算定（Ｚ30．8） 

Ｚ31．5 遺伝カウンセリング 

Ｚ31．6 妊娠促進に関する一般カウンセリング及び指導 

Ｚ31．8 その他の妊娠促進管理 

Ｚ31．9 妊娠促進管理， 詳細不明 
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Ｚ32 妊娠の検査 

       Pregnancy examination and test 

Ｚ32．0 妊娠， （まだ）確認されていないもの 

Ｚ32．1 確認された妊娠 

Ｚ33 妊娠中の女性 

       Pregnant state, incidental 

 包含： 

   妊娠中 ＮＯＳ 

Ｚ34 正常妊娠の管理 

       Supervision of normal pregnancy 

Ｚ34．0 正常初回妊娠の管理 

Ｚ34．8 その他の正常妊娠の管理 

Ｚ34．9 正常妊娠の管理， 詳細不明 

Ｚ35 ハイリスク妊娠の管理  

       Supervision of high-risk pregnancy 

Ｚ35．0 不妊歴のある妊娠の管理 

Ｚ35．1 流産歴のある妊娠の管理 

  胞状奇胎の病歴のある妊娠の管理 

 除外： 

   習慣流産：  

   ・妊娠中のケア（Ｏ26．2） 

   ・現在妊娠していないもの（Ｎ96） 

Ｚ35．2 その他の妊娠・分娩に不利な産科歴のある妊娠の管理 

  下記の病歴のある妊娠の管理： 

   ・Ｏ10－Ｏ92 に分類できる病態 

   ・新生児死亡 

   ・死産 

Ｚ35．3 不十分な出産前ケア歴のある妊娠の管理 

  秘密にされ隠された妊娠 

Ｚ35．4 頻回経産婦の妊娠の管理 

 除外： 

   現在妊娠していない経産婦（Ｚ64．1） 

Ｚ35．5 高年初妊婦の管理 

Ｚ35．6 若年初妊婦の管理 

Ｚ35．7 社会問題によるハイリスク妊娠の管理 
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Ｚ35．8 その他のハイリスク妊娠の管理 

Ｚ35．9 ハイリスク妊娠の管理， 詳細不明 

Ｚ36 分娩前スクリーニング 

       Antenatal screening 

 除外： 

   母体の分娩前スクリーニングにおける異常所見（Ｏ28.-） 

     定型的＜ルーチン＞分娩前ケア（Ｚ34－Ｚ35） 

Ｚ36．0 染色体異常の分娩前スクリーニング 

  羊水穿刺 

  胎盤試料 ［経腟採取］  

Ｚ36．1 アルファフェトプロテイン＜AFP＞値上昇のための分娩前スクリーニング 

Ｚ36．2 羊水穿刺によるその他の分娩前スクリーニング 

Ｚ36．3 超音波及びその他の物理学的方法による奇形の分娩前スクリーニング 

Ｚ36．4 超音波及びその他の物理学的方法による胎児発育遅滞＜成長遅延＞の分娩前スク 

  リーニング 

Ｚ36．5 同種免疫の分娩前スクリーニング  

Ｚ36．8 その他の分娩前スクリーニング 

  異常ヘモグロビン＜血色素＞症のスクリーニング 

Ｚ36．9 分娩前スクリーニング， 詳細不明 

Ｚ37       分娩の結果 

       Outcome of delivery 

注：本項目は母の診療録に記載された分娩の結果を分類するための追加コードとして使

用するものである。  

Ｚ37．0 単胎出生  

Ｚ37．1 単胎死産 

Ｚ37．2 双胎， 両者出生 

Ｚ37．3 双胎， 出生及び死産 

Ｚ37．4 双胎， 両者死産 

Ｚ37．5 その他の多胎出産， すべて出生 

Ｚ37．6 その他の多胎出産， 一部出生 

Ｚ37．7 その他の多胎出産， すべて死産 

Ｚ37．9 分娩の結果， 詳細不明 

  多胎出産 ＮＯＳ 

  単胎出産 ＮＯＳ 

Ｚ38 出生児， 出生の場所による 

       Liveborn infants according to place of birth  
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Ｚ38．0 単胎児， 院内出生 

Ｚ38．1 単胎児， 院外出生 

Ｚ38．2 単胎児， 出生の場所不明 

  出生児 ＮＯＳ 

Ｚ38．3 双胎児， 院内出生 

Ｚ38．4 双胎児， 院外出生 

Ｚ38．5 双胎児， 出生の場所不明 

Ｚ38．6 その他の多胎児， 院内出生 

Ｚ38．7 その他の多胎児， 院外出生 

Ｚ38．8 その他の多胎児， 出生の場所不明  

Ｚ39 分娩後のケア及び検査 

       Postpartum care and examination 

Ｚ39．0 分娩直後のケア及び検査 

  合併症のない場合のケア及び観察 

 除外： 

   分娩後の合併症のケア － 索引を参照 

Ｚ39．1 授乳婦のケア及び検査 

  授乳管理 

 除外： 

   乳汁分泌障害（Ｏ92.-） 

Ｚ39．2 分娩後の定型的＜ルーチン＞経過観察＜フォローアップ＞ 

 

特定の処置及び保健ケアのための保健サービスの利用者（Ｚ40－Ｚ54） 

Persons encountering health services for specific procedures and health care 

注：項目Ｚ40－Ｚ54 はケアを受ける理由を分類するために使用する。 これらは， すでに疾

病や損傷の治療を受けた者の残存している病状を処置し， 病態の再発のないことを確認

し， 又は再発防止を図るため， 経過観察＜フォローアップ＞ケア， 予防的ケア， 回復

期ケア又は治療強化のためのケアを受けている者を分類するものである。  

 除外： 

   治療後の医学的サーベイランスのための経過観察＜フォローアップ＞検査 

    （Ｚ08－Ｚ09） 

 

Ｚ40 予防的手術 

       Prophylactic surgery 

Ｚ40．0 悪性新生物＜腫瘍＞に関連する危険因子のための予防的手術 

  臓器の予防的除去のための入院 
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Ｚ40．8 その他の予防的手術 

Ｚ40．9 予防的手術， 詳細不明 

Ｚ41 健康状態改善以外を目的とする処置 

       Procedures for purposes other than remedying health state 

Ｚ41．0 毛髪移植 

Ｚ41．1 美容上の理由による形成手術 

  乳房移植 

 除外： 

   損傷又は手術の治癒後の形成手術及び再建手術（Ｚ42.-） 

Ｚ41．2 定型的＜ルーチン＞及び儀式的な包皮切除（術）  

Ｚ41．3 耳介穿孔＜ピアス＞  

Ｚ41．8 健康状態改善以外を目的とするその他の処置 

Ｚ41．9 健康状態改善以外を目的とする処置， 詳細不明 

Ｚ42 形成手術後の経過観察＜フォローアップ＞ケア 

       Follow-up care involving plastic surgery 

 包含： 

   損傷又は手術の治癒後の形成手術及び再建手術 

     瘢痕組織の修復 

 除外： 

   形成手術： 

   ・新鮮損傷治療の場合 － 関連の損傷にコードする － 索引を参照 

   ・美容上の理由による場合（Ｚ41．1） 

Ｚ42．0 頭部及び頚部の形成手術後の経過観察＜フォローアップ＞ケア 

Ｚ42．1 乳房の形成手術後の経過観察＜フォローアップ＞ケア 

Ｚ42．2 その他の体幹部位の形成手術後の経過観察＜フォローアップ＞ケア 

Ｚ42．3 上肢の形成手術後の経過観察＜フォローアップ＞ケア 

Ｚ42．4 下肢の形成手術後の経過観察＜フォローアップ＞ケア 

Ｚ42．8 その他の部位の形成手術後の経過観察＜フォローアップ＞ケア 

Ｚ42．9 形成手術後の経過観察＜フォローアップ＞ケア， 詳細不明 

Ｚ43 人工開口部に対する手当て 

       Attention to artificial openings 

 包含： 

   閉鎖 

     ゾンデ又はブジー挿入 

     修復 

     カテーテルの除去 



 

- 18 - 

 

     清拭又は清浄 

 除外： 

     人工的開口状態のみ， ケアの必要のないもの（Ｚ93.-） 

   外部ストマの合併症（Ｊ95．0， Ｋ91．4， Ｎ99．5） 

     プロステーシス及びその他の器具の適合及び調整（Ｚ44－Ｚ46） 

Ｚ43．0 気管切開に対する手当て 

Ｚ43．1 胃瘻造設に対する手当て 

Ｚ43．2 回腸瘻造設に対する手当て 

Ｚ43．3 結腸瘻造設に対する手当て 

Ｚ43．4 消化管のその他の人工開口部に対する手当て 

Ｚ43．5 膀胱瘻造設に対する手当て  

Ｚ43．6 尿路のその他の人工開口部に対する手当て 

  腎瘻造設 

  尿管瘻造設 

  尿道瘻造設 

Ｚ43．7 人工腟に対する手当て 

Ｚ43．8 その他の人工開口部に対する手当て 

Ｚ43．9 詳細不明の人工開口部に対する手当て 

Ｚ44 外部プロステーシスの装着及び調整 

       Fitting and adjustment of external prosthetic device 

 除外： 

   プロステーシスの存在（Ｚ97.-） 

Ｚ44．0 義手（全部）（一部）の装着及び調整 

Ｚ44．1 義足（全部）（一部）の装着及び調整 

Ｚ44．2 義眼の装着及び調整 

 除外： 

   眼球プロステーシスの機械的合併症（Ｔ85．3） 

Ｚ44．3 乳房外部プロステーシスの装着及び調整 

Ｚ44．8 その他の外部プロステーシスの装着及び調整 

Ｚ44．9 詳細不明の外部プロステーシスの装着及び調整 

Ｚ45 移植された器具の調整及び管理 

       Adjustment and management of implanted device 

 除外： 

   器具の機能不全又はその他の合併症 － 索引を参照 

     プロステーシス及びその他の器具の存在（Ｚ95－Ｚ97） 

Ｚ45．0 心臓デバイスの調整及び管理 
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          心臓デバイスの点検検査 

Ｚ45．1 輸液注入ポンプの調整及び管理 

Ｚ45．2 血管アクセス器具の調整及び管理 

Ｚ45．3 移植された聴覚器具の調整及び管理 

  骨伝導器具 

  蝸牛器具 

Ｚ45．8 その他の移植された器具の調整及び管理 

Ｚ45．9 詳細不明の移植された器具の調整及び管理  

Ｚ46 その他の器具の装着及び調整 

       Fitting and adjustment of other devices 

 除外： 

   処方箋のみの反復発行（Ｚ76．0） 

     器具の機能不全又はその他の合併症 － 索引を参照 

     プロステーシス及びその他の器具の存在（Ｚ95－Ｚ97） 

Ｚ46．0 眼鏡及びコンタクトレンズの装着及び調整 

Ｚ46．1 補聴器の装着及び調整 

Ｚ46．2 神経系及び特定感覚器に関連するその他の器具の装着及び調整 

Ｚ46．3 義歯の装着及び調整 

Ｚ46．4 歯列矯正具の装着及び調整 

Ｚ46．5 回腸瘻造設及びその他の腸器具の装着及び調整 

Ｚ46．6 尿路器具の装着及び調整 

Ｚ46．7 整形外科用器具の装着及び調整 

  整形外科用： 

  ・装具               

  ・ギプス包帯   

  ・コルセット   

  ・靴 

Ｚ46．8 その他の明示された器具の装着及び調整 

  車椅子 

Ｚ46．9 詳細不明の器具の装着及び調整 

Ｚ47 その他の整形外科的経過観察＜フォローアップ＞ケア 

       Other orthopaedic follow-up care 

 除外： 

     リハビリテーション処置に関連するケア（Ｚ50.-） 

   体内整形外科的プロステーシス， 挿入物及び移植片の合併症（Ｔ84.-） 

     骨折治療後の経過観察＜フォローアップ＞検査（Ｚ09．4） 
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Ｚ47．0 骨折プレート及びその他の内固定器具の除去に関する経過観察＜フォローアップ＞ 

  ケア 

  下記の除去： 

  ・ピン               

  ・プレート＜板＞  

  ・ロッド   

  ・ねじ 

 除外： 

   外固定器具の除去（Ｚ47．8）  

Ｚ47．8 その他の明示された整形外科的経過観察＜フォローアップ＞ケア 

  下記の交換， 点検又は除去： 

  ・外固定器具又は牽引装置 

  ・ギプス包帯 

Ｚ47．9 整形外科的経過観察＜フォローアップ＞ケア， 詳細不明 

Ｚ48 その他の外科的経過観察＜フォローアップ＞ケア 

       Other surgical follow-up care 

 除外： 

     人工開口部に対する手当て（Ｚ43.-） 

     プロステーシス及びその他の器具の装着及び調整（Ｚ44－Ｚ46） 

   下記の後の経過観察＜フォローアップ＞ケア： 

   ・外科手術（Ｚ09．0） 

   ・骨折治療（Ｚ09．4） 

     整形外科的経過観察＜フォローアップ＞ケア（Ｚ47.-） 

Ｚ48．0 手術包帯及び縫合に対する手当て 

  包帯交換 

  抜糸 

  ※ ガーゼ交換 

Ｚ48．8 その他の明示された外科的経過観察＜フォローアップ＞ケア 

Ｚ48．9 外科的経過観察＜フォローアップ＞ケア， 詳細不明 

Ｚ49 透析に関連するケア 

       Care involving dialysis 

 包含： 

   透析準備及び治療 

 除外： 

   腎透析状態（Ｚ99．2） 

Ｚ49．0 透析のための準備ケア 
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Ｚ49．1 体外透析 

  （腎）透析 ＮＯＳ 

Ｚ49．2 その他の透析 

  腹膜透析 

Ｚ50 リハビリテーション処置に関連するケア 

       Care involving use of rehabilitation procedures  

 除外： 

   カウンセリング（Ｚ70－Ｚ71） 

Ｚ50．0 心臓リハビリテーション  

Ｚ50．1 その他の理学療法 

  運動療法及び機能回復訓練 

Ｚ50．2 アルコール中毒症リハビリテーション 

Ｚ50．3 薬物中毒症リハビリテーション 

Ｚ50．4 精神療法， 他に分類されないもの 

Ｚ50．5 言語療法 

Ｚ50．6 視能訓練 

Ｚ50．7 作業療法及び職業的リハビリテーション， 他に分類されないもの 

Ｚ50．8 その他のリハビリテーション処置に関連するケア 

  タバコ＜禁煙＞リハビリテーション 

  日常生活動作 ［ＡＤＬ］ 訓練 ＮＥＣ 

Ｚ50．9 リハビリテーション処置に関連するケア， 詳細不明 

  リハビリテーション ＮＯＳ 

Ｚ51 その他の医学的ケア 

       Other medical care 

 除外： 

   治療後の経過観察＜フォローアップ＞検査（Ｚ08－Ｚ09） 

Ｚ51．0 放射線治療施行中 

Ｚ51．1 新生物＜腫瘍＞の化学療法施行中 

Ｚ51．2 その他の化学療法 

  維持化学療法 ＮＯＳ 

 除外： 

   予防接種としての予防的化学療法（Ｚ23－Ｚ27， Ｚ29.-） 

Ｚ51．3 輸血（診断名の記載がないもの） 

Ｚ51．4 後続治療のための準備ケア， 他に分類されないもの 

 除外： 

   透析のための準備ケア（Ｚ49．0） 
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Ｚ51．5 緩和ケア 

Ｚ51．6 アレルゲンに対する脱感作 

Ｚ51．8 その他の明示された医学的ケア 

 除外： 

   休日交替ケア（Ｚ75．5） 

Ｚ51．9 医学的ケア， 詳細不明 

Ｚ52 臓器及び組織の提供者＜ドナー＞ 

       Donors of organs and tissues 

 除外： 

   提供の可能性がある者の検査（Ｚ00．5） 

Ｚ52．0 血液提供者＜ドナー＞ 

 包含： 

   リンパ球， 血小板及び幹細胞などの血液成分  

Ｚ52．1 皮膚提供者＜ドナー＞ 

Ｚ52．2 骨提供者＜ドナー＞ 

Ｚ52．3 骨髄提供者＜ドナー＞ 

Ｚ52．4 腎提供者＜ドナー＞ 

Ｚ52．5 角膜提供者＜ドナー＞ 

Ｚ52．6 肝臓提供者＜ドナー＞ 

Ｚ52．7 心臓提供者＜ドナー＞ 

Ｚ52．8 その他の臓器及び組織の提供者＜ドナー＞ 

Ｚ52．9 詳細不明の臓器又は組織の提供者＜ドナー＞ 

  提供者＜ドナー＞ ＮＯＳ 

Ｚ53 特定の処置のための保健サービスの利用者， 未施行 

       Persons encountering health services for specific procedures, not carried out 

 除外： 

   未施行の予防接種（Ｚ28.-） 

Ｚ53．0 禁忌により未施行の処置 

Ｚ53．1 信条又は集団圧力にもとづく患者の意志により未施行の処置 

Ｚ53．2 その他及び詳細不明の理由にもとづく患者の意志により未施行の処置 

Ｚ53．8 その他の理由により未施行の処置 

Ｚ53．9 未施行の処置， 理由不明 

Ｚ54 回 復 期 

       Convalescence 

Ｚ54．0 手術後の回復期 

Ｚ54．1 放射線治療後の回復期 
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Ｚ54．2 化学療法後の回復期 

Ｚ54．3 精神療法後の回復期 

Ｚ54．4 骨折治療後の回復期 

Ｚ54．7 複合治療後の回復期 

  Ｚ54．0－Ｚ54．4 に分類される治療の複合治療後の回復期 

Ｚ54．8 その他の治療後の回復期 

Ｚ54．9 詳細不明の治療後の回復期  

 

社会経済的環境及び社会心理的環境に関連する 

健康障害をきたす恐れのある者（Ｚ55－Ｚ65） 

Persons with potential health hazards related to socioeconomic  

and psychosocial circumstances 

 

Ｚ55 教育及び識字に関連する問題 

       Problems related to education and literacy 

 除外： 

   心理的発達障害（Ｆ80－Ｆ89） 

Ｚ55．0 文盲及び低識字レベル 

Ｚ55．1 就学不能 

Ｚ55．2 試験不合格 

Ｚ55．3 学力の不足 

Ｚ55．4 教育適応障害及び教師や級友との不和 

Ｚ55．8 教育及び識字に関連するその他の問題 

  不適切な教育によるもの 

Ｚ55．9 教育及び識字に関連する問題， 詳細不明 

Ｚ56 雇用及び失業に関連する問題 

       Problems related to employment and unemployment 

 除外： 

   危険因子への職業的曝露（Ｚ57.-） 

     住居及び経済的環境に関連する問題（Ｚ59.-） 

Ｚ56．0 失業， 詳細不明 

Ｚ56．1 転職 

Ｚ56．2 失職不安 

Ｚ56．3 ストレスの多い作業計画 

Ｚ56．4 上司及び同僚との不和 

Ｚ56．5 不快な業務 
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  業務が困難な状況 

Ｚ56．6 業務に関連するその他の身体的及び精神的過労 

Ｚ56．7 雇用に関連するその他及び詳細不明の問題 

Ｚ57 危険因子への職業的曝露 

       Occupational exposure to risk-factors 

Ｚ57．0 騒音への職業的曝露 

Ｚ57．1 職業的放射線被曝 

Ｚ57．2 粉じんへの職業的曝露 

Ｚ57．3 その他の空気汚染物質への職業的曝露  

Ｚ57．4 農業における毒性物質への職業的曝露 

  固体， 液体， ガス又は蒸気 

Ｚ57．5 その他の産業における毒性物質への職業的曝露 

  固体， 液体， ガス又は蒸気 

Ｚ57．6 極端な温度への職業的曝露 

Ｚ57．7 振動への職業的曝露 

Ｚ57．8 その他の危険因子への職業的曝露 

Ｚ57．9 詳細不明の危険因子への職業的曝露 

Ｚ58 物理的環境に関連する問題 

       Problems related to physical environment 

 除外： 

   職業的曝露（Ｚ57.-） 

Ｚ58．0 騒音への曝露 

Ｚ58．1 空気汚染への曝露 

 除外： 

  タバコの煙（Z58.7） 

Ｚ58．2 水質汚染への曝露 

Ｚ58．3 土壌汚染への曝露 

Ｚ58．4 放射線被曝 

Ｚ58．5 その他の汚染への曝露 

Ｚ58．6 不適切な飲料水の供給 

 除外： 

   口渇の作用（Ｔ73．1） 

Z58.7 タバコの煙への暴露 

  受動喫煙 

 除外： 

   タバコ使用＜喫煙＞による精神及び行動の障害（F17.-） 
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   精神作用物質乱用の既往歴（Z86.4） 

   タバコ使用＜喫煙＞（Z72.0） 

Ｚ58．8 物理的環境に関連するその他の問題 

Ｚ58．9 物理的環境に関連する問題， 詳細不明 

Ｚ59 住居及び経済的環境に関連する問題 

       Problems related to housing and economic circumstances 

 除外： 

   不適切な飲料水の供給（Ｚ58．6） 

Ｚ59．0 ホームレス＜路上生活者＞ 

Ｚ59．1 不適正住居 

  暖房の不足 

  居住面積の不足 

  適正ケアの障害となる家屋の技術的欠陥 

  不十分な環境 

 除外： 

   物理的環境に関連する問題（Ｚ58.-） 

Ｚ59．2 隣人， 同居人及び家主との不和  

Ｚ59．3 居住施設における生活に関連する問題 

  学校寮生 

 除外： 

   施設養育（Ｚ62．2） 

Ｚ59．4 適正な食物の不足 

 除外：  

     飢餓の作用（Ｔ73．0） 

     不適正な食事又は食習慣（Ｚ72．4） 

   栄養失調（症）（Ｅ40－Ｅ46） 

Ｚ59．5 極度の貧困 

Ｚ59．6 低所得 

Ｚ59．7 不十分な社会保険及び社会福祉 

Ｚ59．8 住居及び経済的環境に関連するその他の問題 

  ローンの抵当流れ 

  孤立した住宅 

  債権者との問題 

Ｚ59．9 住居及び経済環境に関連する問題， 詳細不明 

Ｚ60 社会的環境に関連する問題 

       Problems related to social environment 
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Ｚ60．0 ライフサイクル移行期における適応の問題 

  定年退職 ［年金受給］ への適応 

  空の巣症候群＜empty nest syndrome＞ 

Ｚ60．1 非定型的養育関係 

  下記に関連する問題： 

   ・母子家庭又は父子家庭 

   ・同居する実の両親以外の者による養育 

Ｚ60．2 独居 

Ｚ60．3 社会同化困難 

  移住 

  社会的移民 

Ｚ60．4 社会的排斥及び社会的拒絶 

  変わった身体的外見， 疾病又は行動のような個人の特徴にもとづく排斥及び 

  拒絶 

 除外： 

   人種的又は宗教的理由等による好ましくない差別の標的（Ｚ60．5）  

Ｚ60．5 好ましくない差別及び迫害の標的と受けとられる状態 

個人の特徴よりむしろある集団（皮膚の色， 宗教， 人種等により区別される）の一員で

あるかどうかということにもとづく迫害又は差別， 本人がそう受けとめるもの又は実際に受

けるもの 

 除外： 

   社会的排斥及び社会的拒絶（Ｚ60．4） 

Ｚ60．8 社会的環境に関連するその他の問題 

Ｚ60．9 社会的環境に関連する問題， 詳細不明 

Ｚ61 小児期における否定的な生活体験に関連する問題 

       Problems related to negative life events in childhood 

 除外： 

   虐待症候群（Ｔ74.-） 

Ｚ61．0 小児期における愛情関係の喪失 

密接な愛情関係の喪失， たとえば両親， 兄弟姉妹， 親友もしくは可愛がっていたペッ

トの死， 永久の別離又は拒絶によるもの 

Ｚ61．1 小児期における家庭からの別離 

里親家庭， 社会心理的ストレスの原因となる病院又はその他の施設への入居， 入院

又は長期間にわたり家庭から離れた仕事をさせられる強制労働 

Ｚ61．2 小児期における家族関係の変化 

  子供との関係を悪くする家族の新来者の出現， 親の再婚又は弟妹の出生を含む 
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Ｚ61．3 小児期の自尊心喪失を引き起こす事件 

個人による高額投資を伴った仕事の失敗のような子供自身による否定的自己再評価を

引き起こす事件；屈辱的又は汚名的な自分自身又は家族が関係した事件の露見又は

発覚；及びその他の恥辱的体験 

Ｚ61．4 家族による子供に対する性的虐待の申し立てに関連する問題 

成人の家族と性的に刺激された子供との間におけるあらゆる型の身体的接触又は露出

に関連する問題， その子供が性的行動を進んで行ったか否かを問わない（たとえば性器

の接触， 乳房や性器の手いじり又は故意の露出） 

Ｚ61．5 家族以外の者による子供に対する性的虐待の申し立てに関連する問題 

子供の家族以外の年長者により， 子供又は他人の乳房や性器と接触したり接触をし

ようとすること， 又は密接した対面での性的露出又は子供に対して， 着衣を脱がせよう

としたり誘惑しようとしたりすることに関連する問題で， 加害者の地位や立場にもとづくか

又は子供の意志に反して行われたもの  

Ｚ61．6 子供に対する身体的虐待の申し立てに関連する問題 

子供が過去に家族内の大人によって受けた医学的に重大な損傷（たとえば骨折， 著明

な皮下出血）による影響又は異常な暴力の形式（たとえば子供を硬い又は鋭利な物で

殴打すること， 熱傷を負わせること又は縛ること）を含む問題 

Ｚ61．7 小児期における個人的な恐怖体験 

子供の将来に恐れをもたらす体験， たとえば子供の誘拐， 生命をおびやかす自然災

害， 自己像や安全をおびやかす損傷， 又は最愛の人の重度の外傷を目撃すること 

Ｚ61．8 小児期におけるその他の否定的な生活体験 

Ｚ61．9 小児期における否定的な生活体験， 詳細不明 

Ｚ62 養育に関連するその他の問題 

         Other problems related to upbringing 

 除外： 

   虐待症候群（Ｔ74.-） 

Ｚ62．0 親の不適正な監督及び管理 

子供が何をしているか， どこにいるかの親の認識不足；管理不足；子供が危険な状況に

ある場合の関心の不足又は意図的介入の不足 

Ｚ62．1 親の過保護 

  幼児化をもたらした養育方法及び独立心のある行動の阻害をもたらした養育方法 

Ｚ62．2 施設養育 

養育責任が主に施設側にある施設形式（乳児院， 孤児院， 児童福祉施設）におけ

る集団養育ケア， 又は病院， 回復施設等の施設で， 一方の親さえ子供と生活して

いないで長期間におよぶ治療的なケア 

Ｚ62．3 子供に対する敵意及び子供を敵意の身代わりとすること 



 

- 28 - 

 

親の否定的行動が一個の人間としての子供の上に特に集中する。 これは， 時間的に

も継続し， 子供のすべての行動についてなされる（たとえば家族内のどんな問題にも決ま

って子供を叱ったり， 悪い面を子供のせいにする） 

Ｚ62．4 子供に対する情緒的軽視 

  子供に対して横柄又は無神経な方法で話しかける親。 子供への関心の不足， 子 

  供の困難に対する同情の不足， 褒めることや勇気づけることの不足。 不安行動に対す

るいらいら反応並びに十分な安らぎ及び情緒的な温かさの欠如 

Ｚ62．5 養育の怠慢に関連するその他の問題 

  学習及び遊びの経験の不足  

Ｚ62．6 親の不適正な圧迫及び養育のその他の質的な異常 

その地域の基準と異なったことを子に強制する親。 性の不適当（たとえば女の子の衣服

を男の子に着せる）， 年齢の不適当（たとえば子供の年齢以上の責任負担を子に強制）

又はその他の不適当（たとえば望まない又はあまりに困難な活動を子供に押しつける） 

Ｚ62．8 養育に関連するその他の明示された問題 

Ｚ62．9 養育に関連する問題， 詳細不明 

Ｚ63 家族に関連するその他の問題， 家族環境を含む 

         Other problems related to primary support group, including family circumstances 

 除外： 

   虐待症候群（Ｔ74.-）  

   下記に関連する問題： 

   ・小児期における否定的な生活体験（Ｚ61.-） 

   ・養育（Ｚ62.-） 

Ｚ63．0 配偶者又はパートナーとの関係における問題 

  敵意もしくは批判的な感情の重度又は長期にわたる調整不能又は広がり， 又は 

  激しい個人間の暴力（打つ又は殴る）が持続する環境を引き起こしたパートナー間の 

  不和 

Ｚ63．1 両親及び義理の家族との関係における問題   

Ｚ63．2 不適切な家族の援助 

Ｚ63．3 家族の構成員の不在 

Ｚ63．4 家族の失踪及び死亡 

  家族の死亡が推定される場合 

Ｚ63．5 離別及び離婚による家族の崩壊 

  別居 

Ｚ63．6 家庭におけるケアの必要な扶養親族 

Ｚ63．7 家族や家庭に影響するその他のストレスの多い生活体験 

  家族内の病人に関する不安（正常範囲内） 
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  家族の健康問題 

  病気の又は具合の悪い家族の一員 

  孤立した家族 

Ｚ63．8 家族に関連するその他の明示された問題 

  家庭の不和 ＮＯＳ 

  家族内の感情のあつれきの高まり 

  不適当な又は歪められた家族内のコミュニケーション  

Ｚ63．9 家族に関連する問題， 詳細不明 

Ｚ64 社会心理的環境に関連する問題 

         Problems related to certain psychosocial circumstances 

Ｚ64．0 望まない妊娠に関連する問題 

 除外： 

   社会問題によるハイリスク妊娠の管理（Ｚ35．7） 

Ｚ64．1 経産婦に関連する問題 

 除外： 

   頻回経産婦の妊娠の管理（Ｚ35．4） 

Ｚ64．2 危険及び有害と知られている身体的， 栄養的及び化学的関与＜介入＞を求めた 

  り， 受け入れたりすること 

 除外： 

   物質依存 － 索引を参照 

Ｚ64．3 危険及び有害と知られている行動的及び心理的関与＜介入＞を求めたり， 受け 

  入れたりすること 

Ｚ64．4 カウンセラーとの不和 

  下記との不和： 

   ・保護司 

   ・ソーシャルワーカー 

Ｚ65 その他の社会心理的環境に関連する問題 

       Problems related to other psychosocial circumstances 

 除外： 

   新鮮損傷 － 索引を参照 

Ｚ65．0 収監を伴わない民事及び刑事訴訟の有罪決定 

Ｚ65．1 収監及びその他の拘禁 

Ｚ65．2 刑務所からの釈放に関連する問題 

Ｚ65．3 その他の法的環境に関連する問題 

  逮捕 

  児童の保護又は扶養訴訟手続 
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  訴訟 

  起訴 

Ｚ65．4 犯罪及びテロリズムの被害者 

  拷問の被害者 

Ｚ65．5 災害， 戦争及びその他の敵対行為との遭遇 

 除外： 

   差別又は迫害の標的と受けとられる状態（Ｚ60．5） 

Ｚ65．8 社会心理的環境に関連するその他の明示された問題 

Ｚ65．9 社会心理的環境に関連する問題， 詳細不明  

 

その他の環境下での保健サービスの利用者（Ｚ70－76） 

Persons encountering health services in other circumstances 

 

Ｚ70 性的態度， 性的行動及び性の方向づけに関連するカウンセリング 

       Counselling related to sexual attitude, behaviour and orientation 

 除外： 

   避妊又は妊娠促進カウンセリング（Ｚ30－Ｚ31） 

Ｚ70．0 性的態度に関連するカウンセリング 

  性に関して当惑， 小心又はその他の否定的な反応を示す者 

Ｚ70．1 性的行動及び性の方向づけに関連する患者へのカウンセリング 

  下記に関連する者： 

  ・インポテンス＜（性交）不能症＞   

  ・無反応 

  ・乱交   

  ・性の方向づけ 

Ｚ70．2 性的行動及び性の方向づけに関連する第三者へのカウンセリング 

  下記の者の性的行動及び性の方向づけに関連する指導： 

  ・小児 

  ・パートナー 

  ・配偶者 

Ｚ70．3 性的態度， 性的行動及び性の方向づけの複合に関連するカウンセリング 

Ｚ70．8 その他の性カウンセリング 

  性教育 

Ｚ70．9 性カウンセリング， 詳細不明 

Ｚ71 その他のカウンセリング及び医学的助言についての保健サービスの利用者， 他に分類され

ないもの 
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Persons encountering health services for other counselling and medical advice, not 

elsewhere classified 

 除外： 

   避妊又は妊娠促進カウンセリング（Ｚ30－Ｚ31） 

     性カウンセリング（Ｚ70.-） 

Ｚ71．0 他人のための相談者 

  不参加の第三者への指導又は治療 

 除外： 

   家族内の病人に関する不安（正常範囲内）（Ｚ63．7） 

Ｚ71．1 病気ではないが病訴を持つ者 

  表現されていない恐れの状態 

  正常状態にある問題 

  健康心配症＜健康なのに病気ではないかと心配している者＞ 

 除外： 

   疾病及び病態の疑いに対する医学的観察及び評価（Ｚ03.-） 

Ｚ71．2 診査所見の説明を求める相談者  

Ｚ71．3 食事カウンセリング及びサーベイランス 

  食事カウンセリング及びサーベイランス（下記のための）： 

  ・ＮＯＳ  

  ・大腸炎                 

  ・糖尿病                   

  ・食物アレルギー又は不耐症   

  ・胃炎    

  ・高コレステロール血症 

  ・肥満（症） 

Ｚ71．4 アルコール乱用カウンセリング及びサーベイランス 

 除外： 

   アルコール中毒症リハビリテーション処置（Ｚ50．2） 

Ｚ71．5 薬物乱用カウンセリング及びサーベイランス 

 除外： 

   薬物中毒症リハビリテーション処置（Ｚ50．3） 

Ｚ71．6 タバコ乱用カウンセリング 

 除外： 

   タバコ＜禁煙＞リハビリテーション処置（Ｚ50．8） 

Ｚ71．7 ヒト免疫不全ウイルス ［HIV］ カウンセリング 

Ｚ71．8 その他の明示されたカウンセリング 
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  血族関係に関連するカウンセリング 

Ｚ71．9 カウンセリング， 詳細不明 

  医学的助言 ＮＯＳ 

Ｚ72 ライフスタイル＜生活様式＞に関連する問題 

       Problems related to lifestyle 

 除外： 

   下記に関連する問題：  

   ・生活管理困難（Ｚ73.-） 

   ・社会経済的環境及び社会心理的環境（Ｚ55－Ｚ65） 

Ｚ72．0 タバコ使用＜喫煙＞ 

 除外： 

   タバコ依存（Ｆ17．2） 

Ｚ72．1 アルコール使用＜飲酒＞ 

 除外： 

   アルコール依存（Ｆ10．2） 

Ｚ72．2 薬物使用 

 除外：  

     依存を生じない物質の乱用（Ｆ55） 

   薬物依存（共通４桁項目．2 を伴うＦ11－Ｆ16， Ｆ19） 

Ｚ72．3 運動不足  

Ｚ72．4 不適正な食事及び食習慣 

 除外：  

   幼児期又は小児期の摂食行動の障害（Ｆ98．2－Ｆ98．3） 

   摂食障害（Ｆ50.-） 

   適正な食物の不足（Ｚ59．4） 

   栄養失調（症）及びその他の栄養欠乏症（Ｅ40－Ｅ64） 

Ｚ72．5 リスクの高い性行動 

Ｚ72．6 賭博及び賭 

 除外： 

   強迫性又は病的賭博（Ｆ63．0） 

Ｚ72．8 ライフスタイル＜生活様式＞に関連するその他の問題 

  自傷的行動 

Ｚ72．9 ライフスタイル＜生活様式＞に関連する問題， 詳細不明 

Ｚ73 生活管理困難に関連する問題 

       Problems related to life-management difficulty 

 除外： 
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   社会経済的環境及び社会心理的環境に関連する問題（Ｚ55－Ｚ65） 

Ｚ73．0 燃えつき（状態） 

  活力消耗の状態 

Ｚ73．1 人格的素質の強調 

タイプＡ行動様式 ［抑制のない野望， 高度の達成願望， 短気， 競争心及び危機

感で特徴づけられたもの］  

Ｚ73．2 休養及び余暇の不足 

Ｚ73．3 ストレス， 他に分類されないもの 

  身体的及び精神的緊張 ＮＯＳ 

 除外： 

   雇用又は失業に関連するもの（Ｚ56.-） 

Ｚ73．4 世渡り下手， 他に分類されないもの 

Ｚ73．5 社会的不協調， 他に分類されないもの 

Ｚ73．6 能力低下による活動の制限 

 除外： 

   介護者依存（Ｚ74.-） 

Ｚ73．8 生活管理困難に関連するその他の問題 

Ｚ73．9 生活管理困難に関連する問題， 詳細不明  

Ｚ74 介護者依存に関連する問題 

       Problems related to care-provider dependency 

 除外： 

   機能支持機器又は器具への依存 ＮＥＣ（Ｚ99.-） 
Ｚ74．0 移動困難による援助の必要性 

Ｚ74．1 個人介護の援助の必要性 

Ｚ74．2 家庭における援助の必要があるが， 介護を行う世帯員がいない場合 

Ｚ74．3 継続的管理の必要性 

Ｚ74．8 介護者依存に関連するその他の問題 

Ｚ74．9 介護者依存に関連する問題， 詳細不明 

Ｚ75 医療施設及びその他の保健ケアに関連する問題 

       Problems related to medical facilities and other health care 

Ｚ75．0 在宅医療サービスが受けられない状態 

 除外： 

   介護を行う世帯員がいない場合（Ｚ74．2） 

Ｚ75．1 適切な施設への入所待機者 

Ｚ75．2 診査及び治療のためのその他の待機中 

Ｚ75．3 保健施設への入所及び利用の困難 

 除外： 
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   ベッド待機（Ｚ75．1） 

Ｚ75．4 その他の援助機関への入所及び利用の困難 

Ｚ75．5 休日交替ケア 

家人が休暇をとるために通常は家庭で介護を受けている者に対する保健ケア施設の提

供 

  一時ケア 

 ※ ショートステイ 

Ｚ75．8 医療施設及びその他の保健ケアに関連するその他の問題 

Ｚ75．9 医療施設及びその他の保健ケアに関連する問題， 詳細不明  

Ｚ76 その他の環境下での保健サービスの利用者 

       Persons encountering health services in other circumstances 

Ｚ76．0 処方箋の反復発行 

  下記の処方箋の反復発行： 

   ・器具＜装具＞＜装置＞ 

   ・薬剤 

   ・眼鏡 

 除外： 

   診断書の発行（Ｚ02．7） 

     避妊薬の反復処方（Ｚ30．4） 

Ｚ76．1 捨て子の健康管理及びケア 

Ｚ76．2 その他の健康な乳児及び小児の健康管理及びケア 

  下記のような環境下での健康な小児の医学的ケア， 看護ケア又は管理： 

  ・家庭の社会経済状態が悪い場合 

  ・養父母又は養子先を待機中 

  ・母の疾病 

  ・通常のケアが妨害されるほど子の多い家庭 

Ｚ76．3 病人に付添う健康者 

 ※ 付添看護者 

Ｚ76．4 保健ケア施設のその他の宿泊者 

 除外： 

   ホームレス＜路上生活者＞（Ｚ59．0） 

Ｚ76．5 仮病 ［意識的に装う］  

  仮病者（明確な動機を伴うもの） 

 除外： 

   虚偽性障害（Ｆ68．1） 

     医者めぐりをする患者＜peregrinating patient＞（Ｆ68．1） 
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Ｚ76．8 その他の明示された環境下における保健サービスの利用者 

Ｚ76．9 詳細不明の環境下における保健サービスの利用者  

 

家族歴， 既往歴及び健康状態に影響をおよぼす特定の 

  状態に関連する健康障害をきたす恐れのある者（Ｚ80－Ｚ99） 

Persons with potential health hazards related to family and personal 

history and certain conditions influencing health status 

 除外：  

   経過観察＜フォローアップ＞検査（Ｚ08－Ｚ09） 

     経過観察＜フォローアップ＞の医学的ケア及び回復期（Ｚ42－Ｚ51， Ｚ54.-） 

     家族歴及び既往歴にもとづき特殊スクリーニング並びにその他の検査又は 

   診査を行う場合（Ｚ00－Ｚ13） 

   胎児障害の可能性があるために妊娠中の観察や処置を行う場合（Ｏ35.-） 

 

Ｚ80 悪性新生物＜腫瘍＞の家族歴 

       Family history of malignant neoplasm 

Ｚ80．0 消化器の悪性新生物＜腫瘍＞の家族歴 

  Ｃ15－Ｃ26 に分類される病態 

Ｚ80．1 気管， 気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞の家族歴 

  Ｃ33－Ｃ34 に分類される病態 

Ｚ80．2 その他の呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物＜腫瘍＞の家族歴 

  Ｃ30－Ｃ32， Ｃ37－Ｃ39 に分類される病態 

Ｚ80．3 乳房の悪性新生物＜腫瘍＞の家族歴 

  Ｃ50.-に分類される病態 

Ｚ80．4 生殖器の悪性新生物＜腫瘍＞の家族歴 

  Ｃ51－Ｃ63 に分類される病態 

Ｚ80．5 腎尿路の悪性新生物＜腫瘍＞の家族歴 

  Ｃ64－Ｃ68 に分類される病態 

Ｚ80．6 白血病の家族歴 

  Ｃ91－Ｃ95 に分類される病態 

Ｚ80．7 リンパ組織， 造血組織及び関連組織のその他の悪性新生物＜腫瘍＞の家族歴 

  Ｃ81－Ｃ90， Ｃ96.-に分類される病態 

Ｚ80．8 その他の臓器又は器官系の悪性新生物＜腫瘍＞の家族歴 

  Ｃ00－Ｃ14， Ｃ40－Ｃ49， Ｃ69－Ｃ79， Ｃ97 に分類される病態 

Ｚ80．9 悪性新生物＜腫瘍＞の家族歴，詳細不明 

 Ｃ80.-に分類される病態 
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Ｚ81 精神及び行動の障害の家族歴 

       Family history of mental and behavioural disorders 

Ｚ81．0 知的障害＜精神遅滞＞の家族歴 

  Ｆ70－Ｆ79 に分類される病態 

Ｚ81．1 アルコール乱用の家族歴 

  Ｆ10.-に分類される病態 

Ｚ81．2 タバコ乱用の家族歴 

  Ｆ17.-に分類される病態 

Ｚ81．3 その他の精神作用物質乱用の家族歴 

  Ｆ11－Ｆ16， Ｆ18－Ｆ19 に分類される病態 

Ｚ81．4 その他の物質乱用の家族歴 

  Ｆ55 に分類される病態 

Ｚ81．8 その他の精神及び行動の障害の家族歴 

  Ｆ00－Ｆ99 に分類されるその他の病態 

Ｚ82 能力低下及び能力低下をもたらす慢性疾患の家族歴 

       Family history of certain disabilities and chronic diseases leading to disablement 

Ｚ82．0 てんかん及びその他の神経系疾患の家族歴 

  Ｇ00－Ｇ99 に分類される病態 

Ｚ82．1 盲＜失明＞及び視力障害の家族歴 

  Ｈ54.-に分類される病態 

Ｚ82．2 ろう＜聾＞及び難聴の家族歴 

  Ｈ90－Ｈ91 に分類される病態 

Ｚ82．3 脳卒中の家族歴 

  Ｉ60－Ｉ64 に分類される病態 

Ｚ82．4 虚血性心疾患及びその他の循環器系疾患の家族歴 

  Ｉ00－Ｉ52， Ｉ65－Ｉ99 に分類される病態 

Ｚ82．5 喘息及びその他の慢性下気道疾患の家族歴 

  Ｊ40－Ｊ47 に分類される病態 

Ｚ82．6 関節炎並びに筋骨格系及び結合組織のその他の疾患の家族歴 

  Ｍ00－Ｍ99 に分類される病態 

Ｚ82．7 先天奇形， 変形及び染色体異常の家族歴 

  Ｑ00－Ｑ99 に分類される病態  

Ｚ82．8 その他の能力低下及び能力低下をもたらすその他の慢性疾患の家族歴， 他に分類 

  されないもの 

 

Ｚ83 その他の特定の障害の家族歴 
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       Family history of other specific disorders 

 除外： 

   家族内における伝染病の感染源との接触又は病原体への曝露（Ｚ20.-） 

Ｚ83．0 ヒト免疫不全ウイルス ［HIV］ 病の家族歴 

  Ｂ20－Ｂ24, O98.7 に分類される病態 

Ｚ83．1 その他の感染症及び寄生虫症の家族歴 

  Ａ00－Ｂ19， Ｂ25－Ｂ94， Ｂ99 に分類される病態 

Ｚ83．2 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害の家族歴 

  Ｄ50－Ｄ89 に分類される病態 

Ｚ83．3 糖尿病の家族歴 

 Ｅ10―Ｅ14, O24 に分類される病態 

Ｚ83．4 その他の内分泌， 栄養及び代謝疾患の家族歴 

  Ｅ00－Ｅ07， Ｅ15－Ｅ90 に分類される病態 

Ｚ83．5 眼及び耳の障害の家族歴 

  Ｈ00－Ｈ53， Ｈ55－Ｈ83， Ｈ92－Ｈ95 に分類される病態 

 除外： 

   下記の家族歴： 

   ・盲＜失明＞及び視力障害（Ｚ82．1） 

   ・ろう＜聾＞及び難聴（Ｚ82．2） 

Ｚ83．6 呼吸器系の疾患の家族歴 

  Ｊ00－Ｊ39， Ｊ60－Ｊ99 に分類される病態 

 除外： 

   慢性下気道疾患の家族歴（Ｚ82．5） 

Ｚ83．7 消化器系の疾患の家族歴 

  Ｋ00－Ｋ93 に分類される病態 

Ｚ84 その他の病態の家族歴 

       Family history of other conditions 

Ｚ84．0 皮膚及び皮下組織の疾患の家族歴 

  Ｌ00－Ｌ99 に分類される病態 

Ｚ84．1 腎及び尿管の障害の家族歴 

  Ｎ00－Ｎ29 に分類される病態 

Ｚ84．2 腎尿路生殖器系のその他の疾患の家族歴 

  Ｎ30－Ｎ99 に分類される病態  

Ｚ84．3 血族結婚の家族歴 

Ｚ84．8 その他の明示された病態の家族歴 

Ｚ85 悪性新生物＜腫瘍＞の既往歴 
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       Personal history of malignant neoplasm 

 除外：  

   経過観察＜フォローアップ＞の医学的ケア及び回復期（Ｚ42－Ｚ51，  

   Ｚ54.-） 

   悪性新生物＜腫瘍＞の治療後の経過観察＜フォローアップ＞検査（Ｚ08.-） 

Ｚ85．0 消化器の悪性新生物＜腫瘍＞の既往歴 

  Ｃ15－Ｃ26 に分類される病態 

Ｚ85．1 気管， 気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞の既往歴 

  Ｃ33－Ｃ34 に分類される病態 

Ｚ85．2 その他の呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物＜腫瘍＞の既往歴 

  Ｃ30－Ｃ32， Ｃ37－Ｃ39 に分類される病態 

Ｚ85．3 乳房の悪性新生物＜腫瘍＞の既往歴 

  Ｃ50.-に分類される病態 

Ｚ85．4 生殖器の悪性新生物＜腫瘍＞の既往歴 

  Ｃ51－Ｃ63 に分類される病態 

Ｚ85．5 腎尿路の悪性新生物＜腫瘍＞の既往歴 

  Ｃ64－Ｃ68 に分類される病態 

Ｚ85．6 白血病の既往歴 

  Ｃ91－Ｃ95 に分類される病態 

Ｚ85．7 リンパ組織， 造血組織及び関連組織のその他の悪性新生物＜腫瘍＞の既往歴 

  Ｃ81－Ｃ90， Ｃ96.-に分類される病態 

Ｚ85．8 その他の臓器及び器官系の悪性新生物＜腫瘍＞の既往歴 

  Ｃ00－Ｃ14， Ｃ40－Ｃ49， Ｃ69－Ｃ79， Ｃ97 に分類される病態 

Ｚ85．9 悪性新生物＜腫瘍＞の既往歴， 詳細不明 

  Ｃ80.-に分類される病態  

Ｚ86 その他の疾患の既往歴 

       Personal history of certain other diseases 

 除外： 

   経過観察＜フォローアップ＞の医学的ケア及び回復期（Ｚ42－Ｚ51，  

    Ｚ54.-） 

Ｚ86．0 その他の新生物＜腫瘍＞の既往歴 

  Ｄ00－Ｄ48 に分類される病態 

 除外： 

   悪性新生物＜腫瘍＞（Ｚ85.-） 

Ｚ86．1 感染症及び寄生虫症の既往歴 

  Ａ00－Ｂ89， Ｂ99 に分類される病態 
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 除外： 

   感染症及び寄生虫症の続発・後遺症（Ｂ90－Ｂ94） 

Ｚ86．2 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害の既往歴 

  Ｄ50－Ｄ89 に分類される病態 

Ｚ86．3 内分泌， 栄養及び代謝疾患の既往歴 

  Ｅ00－Ｅ90 に分類される病態 

Ｚ86．4 精神作用物質乱用の既往歴 

  Ｆ10－Ｆ19 に分類される病態 

 除外： 

   現在ある依存（共通４桁項目．2 を伴うＦ10－Ｆ19） 

   下記の使用に関連する問題：  

   ・アルコール（Ｚ72．1） 

   ・薬物（Ｚ72．2） 

   ・タバコ（Ｚ72．0） 

Ｚ86．5 その他の精神及び行動の障害の既往歴 

  Ｆ00－Ｆ09， Ｆ20－Ｆ99 に分類される病態 

Ｚ86．6 神経系及び感覚器の疾患の既往歴 

  Ｇ00－Ｇ99， Ｈ00－Ｈ95 に分類される病態 

Ｚ86．7 循環器系の疾患の既往歴 

  Ｉ00－Ｉ99 に分類される病態 

 除外：  

     陳旧性心筋梗塞（Ｉ25．2） 

   心筋梗塞後症候群（Ｉ24．1） 

     脳血管疾患の続発・後遺症（Ｉ69.-）  

Ｚ87 その他の疾患及び病態の既往歴 

       Personal history of other diseases and conditions 

 除外： 

   経過観察＜フォローアップ＞の医学的ケア及び回復期（Ｚ42－Ｚ51，  

    Ｚ54.-） 

Ｚ87．0 呼吸器系の疾患の既往歴 

  Ｊ00－Ｊ99 に分類される病態 

Ｚ87．1 消化器系の疾患の既往歴 

  Ｋ00－Ｋ93 に分類される病態 

Ｚ87．2 皮膚及び皮下組織の疾患の既往歴 

  Ｌ00－Ｌ99 に分類される病態 

Ｚ87．3 筋骨格系及び結合組織の疾患の既往歴 
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  Ｍ00－Ｍ99 に分類される病態 

Ｚ87．4 腎尿路生殖器系の疾患の既往歴 

  Ｎ00－Ｎ99 に分類される病態 

Ｚ87．5 妊娠， 分娩及び産じょく＜褥＞の合併症の既往歴 

  Ｏ00－Ｏ99 に分類される病態 

  絨毛性疾患の既往歴 

 除外： 

   習慣流産（Ｎ96） 

     妊娠・分娩に不利な産科歴のある妊婦の管理（Ｚ35.-） 

Ｚ87．6 周産期に発生した病態の既往歴 

  Ｐ00－Ｐ96 に分類される病態 

Ｚ87．7 先天奇形， 変形及び染色体異常の既往歴 

  Ｑ00－Ｑ99 に分類される病態 

Ｚ87．8 その他の明示された病態の既往歴 

  Ｓ00－Ｔ98 に分類される病態 

 除外： 

   自傷の既往歴（Ｚ91．5） 

Ｚ88 薬物， 薬剤及び生物学的製剤のアレルギーの既往歴 

       Personal history of allergy to drugs, medicaments and biological substances 

Ｚ88．0 ペニシリンアレルギーの既往歴 

Ｚ88．1 その他の抗生物質アレルギーの既往歴 

Ｚ88．2 サルファ剤アレルギーの既往歴 

Ｚ88．3 その他の抗感染薬アレルギーの既往歴 

Ｚ88．4 麻酔薬アレルギーの既往歴 

Ｚ88．5 麻薬アレルギーの既往歴  

Ｚ88．6 鎮痛薬アレルギーの既往歴 

Ｚ88．7 血清及びワクチンのアレルギーの既往歴 

Ｚ88．8 その他の薬物， 薬剤及び生物学的製剤のアレルギーの既往歴 

Ｚ88．9 詳細不明の薬物， 薬剤及び生物学的製剤のアレルギーの既往歴 

Ｚ89 （四）肢の後天性欠損 

       Acquired absence of limb 

 包含： 

   （四）肢の喪失： 

   ・手術後 

   ・外傷後 

 除外： 
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   （四）肢の後天性変形（Ｍ20－Ｍ21） 

   （四）肢の先天性欠損（Ｑ71－Ｑ73） 

Ｚ89．0 指の後天性欠損 ［母指を含む］， 一側性 

Ｚ89．1 手及び手首の後天性欠損 

Ｚ89．2 手首より近位の上肢の後天性欠損 

  腕 ＮＯＳ 

Ｚ89．3 両側上肢 ［各部位］ の後天性欠損 

  指の後天性欠損， 両側性 

Ｚ89．4 足及び足首の後天性欠損 

  趾＜足ゆび＞ 

Ｚ89．5 膝又は膝より遠位の脚の後天性欠損 

Ｚ89．6 膝より近位の脚の後天性欠損 

  脚 ＮＯＳ 

Ｚ89．7 両側下肢 ［各部位， 趾＜足ゆび＞のみを除く］ の後天性欠損 

Ｚ89．8 上肢及び下肢 ［各部位］ の後天性欠損 

Ｚ89．9 （四）肢の後天性欠損， 部位不明  

Ｚ90 臓器の後天性欠損， 他に分類されないもの 

       Acquired absence of organs, not elsewhere classified 

 包含： 

   身体の一部の手術後又は外傷後欠損 ＮＥＣ 

 除外： 

   先天性欠損 － 索引を参照 

   下記の術後欠損：  

   ・内分泌腺（Ｅ89.-） 

   ・脾（Ｄ73．0） 

Ｚ90．0 頭部及び頚部の一部の後天性欠損 

  眼 

  喉頭 

  鼻 

 除外： 

   歯（Ｋ08．1） 

Ｚ90．1 乳房の後天性欠損 

Ｚ90．2 肺 ［の一部］ の後天性欠損 

Ｚ90．3 胃の一部の後天性欠損 

Ｚ90．4 消化管のその他の部位の後天性欠損 

Ｚ90．5 腎の後天性欠損 
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Ｚ90．6 尿路のその他の部位の後天性欠損 

Ｚ90．7 生殖器の後天性欠損 

Ｚ90．8 その他の臓器の後天性欠損 

Ｚ91 危険因子の既往歴， 他に分類されないもの 

       Personal history of risk-factors, not elsewhere classified 

 除外：  

     汚染への曝露及び物理的環境に関連するその他の問題（Ｚ58.-） 

   危険因子への職業的曝露（Ｚ57.-） 

     精神作用物質乱用の既往歴（Ｚ86．4） 

Ｚ91．0 アレルギーの既往歴， 薬物及び生物学的製剤以外のもの 

 除外： 

   薬物及び生物学的製剤のアレルギー既往歴（Ｚ88.-） 

Ｚ91．1 医療及び指示への不従順の既往歴 

Ｚ91．2 個人衛生不十分の既往歴 

Ｚ91．3 不健康な睡眠・覚醒スケジュールの既往歴 

 除外： 

   睡眠障害（Ｇ47.-） 

Ｚ91．4 心理的外傷の既往歴， 他に分類されないもの  

Ｚ91．5 自傷の既往歴 

  自殺に近いこと 

  服毒 

  自殺企図 

Ｚ91．6 その他の身体的外傷の既往歴 

Ｚ91．8 その他の明示された危険因子の既往歴， 他に分類されないもの 

  乱用 ＮＯＳ 

  虐待 ＮＯＳ 

Ｚ92 医療の既往歴 

       Personal history of medical treatment 

Ｚ92．0 避妊の既往歴 

 除外： 

   現在避妊中のカウンセリング又は管理（Ｚ30.-） 

   （子宮内）避妊器具の存在（Ｚ97．5） 

Ｚ92．1 抗凝固薬の長期使用（現在継続中も含む）の既往歴 

Ｚ92．2 その他の医薬品の長期使用（現在継続中も含む）の既往歴 

  アスピリン 

Ｚ92．3 放射線被曝の既往歴 
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  放射線治療 

 除外：  

     物理的環境における放射線被曝（Ｚ58．4） 

   職業的放射線被曝（Ｚ57．1） 

Ｚ92．4 大手術の既往歴， 他に分類されないもの 

 除外： 

   人工的開口状態（Ｚ93.-） 

     術後状態（Ｚ98.-） 

     機能性の挿入物及び移植片の存在（Ｚ95－Ｚ96） 

     臓器又は組織の移植後の状態（Ｚ94.-） 

Ｚ92．5 リハビリテーション療法の既往歴 

Z92．6 新生物＜腫瘍＞性疾患に対する化学療法の既往歴 

Ｚ92．8 その他の医療の既往歴 

Ｚ92．9 医療の既往歴， 詳細不明 

Ｚ93 人工的開口状態 

       Artificial opening status 

 除外：  

     人工開口部の手当て又は管理（Ｚ43.-） 

   外部ストマの合併症（Ｊ95．0， Ｋ91．4， Ｎ99．5） 

Ｚ93．0 気管開口状態  

Ｚ93．1 胃瘻造設状態 

Ｚ93．2 回腸瘻造設状態 

Ｚ93．3 人工肛門造設状態 

Ｚ93．4 消化管のその他の人工的開口状態 

Ｚ93．5 膀胱瘻造設状態 

Ｚ93．6 尿路のその他の人工的開口状態 

  腎瘻造設 

  尿管瘻造設 

  尿道瘻造設 

Ｚ93．8 その他の人工的開口状態 

Ｚ93．9 人工的開口状態， 部位不明 

Ｚ94 臓器及び組織の移植後の状態 

       Transplanted organ and tissue status 

 包含： 

   同種又は異種移植により置換された臓器又は組織 

 除外： 
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   移植臓器又は組織の合併症 － 索引を参照 

     下記の存在： 

   ・血管移植片（Ｚ95.-） 

   ・異種心臓弁（Ｚ95．3） 

Ｚ94．0 腎移植後の状態 

Ｚ94．1 心臓移植後の状態 

 除外： 

   弁膜置換後の状態（Ｚ95．2－Ｚ95．4） 

Ｚ94．2 肺移植後の状態 

Ｚ94．3 心肺移植後の状態 

Ｚ94．4 肝移植後の状態 

Ｚ94．5 皮膚移植後の状態 

  自家皮膚移植後の状態 

Ｚ94．6 骨移植後の状態 

Ｚ94．7 角膜移植後の状態 

Ｚ94．8 その他の臓器及び組織の移植後の状態 

  骨髄 

  腸 

  膵 

  幹細胞 

Ｚ94．9 臓器及び組織の移植後の状態， 詳細不明  

 

Ｚ95 心臓及び血管の挿入物及び移植片の存在 

       Presence of cardiac and vascular implants and grafts 

 除外： 

   心臓及び血管の器具， 挿入物及び移植片の合併症（Ｔ82.-） 

Ｚ95．0 心臓の電気的デバイスの存在 

  下記の存在： 

  ・心臓ペースメーカー 

  ・両室ペーシング機能付植え込み型除細動器（CRT-D） 

  ・両室ペーシング機能付（CRT）ペースメーカー 

  ・植え込み型除細動器（ICD） 

 除外： 

   心臓デバイスの調整又は管理（Z45.0） 

   人工心臓依存（Z99.4） 

Ｚ95．1 大動脈・冠動脈バイパス移植片の存在 
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Ｚ95．2 人工心臓弁の存在 

Ｚ95．3 異種心臓弁の存在 

Ｚ95．4 その他の心臓弁置換状態 

Ｚ95．5 冠動脈血管形成挿入物及び移植片の存在 

  人工冠動脈＜冠動脈プロステーシス＞の存在 

  冠血管形成術後状態 ＮＯＳ 

Ｚ95．8 その他の心臓及び血管の挿入物及び移植片の存在 

  血管内プロステーシスの存在 ＮＥＣ 

  末梢血管形成術後状態 ＮＯＳ 

Ｚ95．9 心臓及び血管の挿入物及び移植片の存在， 詳細不明 

Ｚ96 その他の機能性の挿入物の存在 

       Presence of other functional implants 

 除外： 

   体内プロステーシス， 挿入物及び移植片の合併症（Ｔ82－Ｔ85） 

     プロステーシス及びその他の器具の装着及び調整（Ｚ44－Ｚ46） 

Ｚ96．0 泌尿生殖器の挿入物の存在 

Ｚ96．1 眼内レンズの存在 

  眼内レンズ挿入眼 

Ｚ96．2 耳鼻科学的挿入物の存在 

  骨伝導聴覚器具 

   蝸牛挿入物 

  耳管ステント 

    鼓膜切開チューブ   

         あぶみ骨置換 

 Ｚ96．3 人工喉頭の存在 

Ｚ96．4 内分泌腺挿入物の存在 

  インスリンポンプ 

Ｚ96．5 歯根及び顎（骨）インプラントの存在  

Ｚ96．6 整形外科的関節挿入物の存在 

  手指関節置換 

  股関節置換（一部）（全部） 

Ｚ96．7 その他の骨及び腱の挿入物の存在 

  ※ 人工頭蓋 

  頭蓋プレート 

Ｚ96．8 その他の明示された機能性の挿入物の存在 

Ｚ96．9 機能性の挿入物の存在， 詳細不明 
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Ｚ97 その他の器具の存在 

       Presence of other devices 

 除外： 

   体内プロステーシス， 挿入物及び移植片の合併症（Ｔ82－Ｔ85） 

     プロステーシス及びその他の器具の装着及び調整（Ｚ44－Ｚ46） 

     脳脊髄液ドレナージ器具の存在（Ｚ98．2） 

Ｚ97．0 義眼の存在 

Ｚ97．1 義肢の存在（全部）（一部） 

Ｚ97．2 義歯の存在（全部床）（局部（床）） 

Ｚ97．3 眼鏡及びコンタクトレンズの存在 

Ｚ97．4 外部補聴器の存在 

Ｚ97．5 （子宮内）避妊器具の存在 

 除外：  

     避妊器具の点検， 再挿入又は除去（Ｚ30．5） 

   避妊器具の挿入（Ｚ30．1） 

Ｚ97．8 その他の明示された器具の存在 

Ｚ98 その他の術後状態 

       Other postsurgical states 

 除外： 

   経過観察＜フォローアップ＞の医学的ケア及び回復期（Ｚ42－Ｚ51，  

    Ｚ54.-） 

     処置後又は術後合併症 － 索引を参照 

Ｚ98．0 腸バイパス及び吻合状態 

Ｚ98．1 関節固定状態 

Ｚ98．2 脳脊髄液ドレナージ器具の存在 

  ＣＳＦシャント 

Ｚ98．8 その他の明示された術後状態  

Ｚ99 機能支持機器及び器具への依存， 他に分類されないもの 

       Dependence on enabling machines and devices, not elsewhere classified 

Ｚ99．0 吸引器依存 

Ｚ99．1 人工呼吸器依存 

Ｚ99．2 腎透析依存 

  透析用の動静脈シャントの存在 

  腎透析状態 

 除外： 

   透析治療又は施行中（Ｚ49.-） 
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Ｚ99．3 車椅子依存 

Z99．4 人工心臓依存 

Ｚ99．8 その他の機能支持機器及び器具への依存 

Ｚ99．9 詳細不明の機能支持機器及び器具への依存 

 


