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1 概要 
1.1 本資料について 

本資料は「院内感染対策サーベイランス事業」検査部門サーベイランスのデータフォーマット

（一部拡張）、コード表に対するオブジェクト識別子、値定義について定義する。本資料は、

HL7 V3 での利用など将来的な便宜のために作成した。 
 

1.2 本オブジェクト識別子について 
本オブジェクト識別子の取り扱いについて、以下の通りとする。 
 
1.2.1 HL7 電文フォーマットにおけるオブジェクト識別子について 

厚生労働省院内感染対策サーベイランス事業検査部門サーベイランスのデータフォ

ーマット、コード表を用いる場合、本資料にて定義されたオブジェクト識別子を利用す

るものことを推奨する。 
また、国立感染症研究所以外に所属する組織等により管理、運営されるコード体系に

ついては、管理組織等で定義されたオブジェクト識別子を使用するものとし、「外部管

理オブジェクト識別子」として定義するものとする。 
 

1.2.2 国立感染症研究所にて管理するオブジェクト識別子の改版 
本資料に記載のない項目については「国立感染症研究所」の承認の下に改版が行わ

れるものとする。また、値一覧、コード表における改版も同様とする。 
 

1.2.3 識別子のルート 
本事業におけるオブジェクト識別子のルート ID を以下の通り定義する。 

オブジェクト識別子　ルートID 備考
1.2.392.100495.10.3.100 国立感染症研究所オブジェクト識別子:1.2.392.100495.10  
 

1.2.4 オブジェクト識別子枝番 
オブジェクト識別子ルート直下の枝番を「Type」と呼称し、それぞれ以下の用途に従っ

て枝番を発行するものとする。また、各用途におけるオブジェクト識別子枝番について

は、それぞれの項目を参照の事。 
Type 用途

5
国立感染症研究所で定義される局所的なコード体系。
本事業における「選択項目」「値一覧」「コード表」等が該当するものとする。

6
外部コード体系。
本事業における「選択項目」「値一覧」「コード表」等において、国立感染症
研究所以外の組織が管理、運営を行うコード等が該当するものとする。

10
共通的に利用されるパブリック名前空間のためのオブジェクト識別子。
本事業に参加する、国立感染症研究所以外に所属する組織、団体等が該
当するものとする。  
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2 オブジェクト識別子 Type5(値定義) 

2.1 概要 
オブジェクト識別子 Type5 は国立感染症研究所で定義される局所的なコード体系であり、

「選択項目」「値一覧」「コード表」等が該当する。 
Type枝番直下の階層を「値定義」と呼称し、本章の示す通りオブジェクト識別子を定義するも

のとする。また、「値定義」直下の階層にて、値定義の改版を示す「バージョン」を表現するも

のとする。 
 

2.2 オブジェクト識別子 Type5 詳細 
2.2.1 JANISAdministrativeGender(1.2.392.100495.10.3.100.5.2.1) 

  JANIS ver1.0 
Code Display Name（表示名） 備考

F 女
M 男
U その他・不明

 
2.2.2 JANISEncounterCode(1.2.392.100495.10.3.100.5.3.1) 

  JANIS ver1.0 
Code Display Name（表示名） 備考

1 外来
2 入院
9 不明

 
2.2.3 JANISOutcomeCode(1.2.392.100495.10.3.100.5.4.1) 

  JANIS ver1.0 
Code Display Name（表示名） 備考

1 治療中
2 治癒/正常化
3 軽快
4 不変
5 悪化
6 当該感染症起因での死亡
7 当該感染症以外での死亡

 
2.2.4 JANISObservationDiagnosisTypes(1.2.392.100495.10.3.100.5.5.1) 

  JANIS ver1.0 
Code Display Name（表示名） 備考
UD 基礎疾患
ID 感染症

 
2.2.5 JANISDiseaseClassificationCode(1.2.392.100495.10.3.100.5.6.1) 

※6.1 「疾病分類コード表」参照 
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2.2.6 JANISUnitType(1.2.392.100495.10.3.100.5.7.1) 

  JANIS ver1.0 
Code Display Name（表示名） 備考
100 内科
101 循環器内科
102 神経内科
103 呼吸器内科
104 消化器内科
105 胃腸科
106 内分泌・代謝内科
107 腎臓内科
108 糖尿病内科
109 アレルギ－・膠原病内科
110 膠原病内科
111 アレルギ－内科
112 リウマチ内科
113 血液内科
114 感染症内科
115 老人内科
116 心療内科
200 外科
201 消化器外科
202 肛門科
203 肝胆膵外科
204 心臓血管外科
205 内分泌外科
206 呼吸器外科
207 小児外科
208 小児循環器外科
209 小児消化器外科
301 産婦人科
302 産科
303 婦人科
401 小児科
402 新生児科
501 整形外科
502 美容外科
503 眼科
504 耳鼻咽喉科
505 気管食道科
506 皮膚科
507 泌尿器科
508 皮膚・泌尿器科
509 性病科
510 神経科
511 精神科
512 放射線科
513 脳神経外科
514 形成外科
515 歯科口腔外科
516 歯科
517 口腔外科
518 小児歯科
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Code Display Name（表示名） 備考
519 矯正歯科
520 総合診療部
521 手術部
522 救急部
523 救急・集中治療部
524 集中治療部(ICU)
525 冠動脈疾患集中治療部(CCU)
526 新生児集中治療部(NICU)
527 周産期センタ－
528 内視鏡科
529 透析科
530 移植・人工臓器科
531 理学療法・リハビリテ－ション科
532 理学療法科
533 リハビリテ－ション科
534 麻酔科
599 その他

 
 

2.2.7  JANISTestReason(1.2.392.100495.10.3.100.5.8.1) 
  JANIS ver1.0 

Code Display Name（表示名） 備考
1 モニターリング
2 新規感染症
3 フォローアップ
4 その他
5 不明

 
 

2.2.8 JANISObservationType(1.2.392.100495.10.3.100.5.9.1) 
  JANIS ver1.0 

Code Display Name（表示名） 備考
BTMP 体温
LEUC 白血球数
CRPN ＣＲＰ(定量）
CRPL ＣＲＰ(定性）
FEV 発熱(37.5℃以上)
DIA 下痢
EXA 発疹

 
2.2.9 JANISAdministrationTypeCode(1.2.392.100495.10.3.100.5.10.1) 

  JANIS ver1.0 
Code Display Name（表示名） 備考
RT 放射線治療
AD 薬剤投与

AMA 抗菌薬投与
AMAOSC 検体採取時の抗菌薬投与
AMAWTD 検体採取時から30 日以内の抗菌薬投与

IMA 免疫抑制剤投与
AOA 抗癌剤投与
STA ステロイド投与

 
2.2.10 JANISAntimicrobialDrugCode(1.2.392.100495.10.3.100.5.11.3.1) 

(※ OID 値定義最下位、[3.1]は JANIS バージョン番号に対応) 
※6.2 「抗菌薬コード表」参照 
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2.2.11 JANISDrugAdministrationMethod (1.2.392.100495.10.3.100.5.12.1) 

  JANIS ver1.0 
Code Display Name（表示名） 備考

1 静注
2 点滴静注
3 経口
4 点鼻点眼
5 その他の局所
9 不明

 
2.2.12 JANISDrugClassificationCode(1.2.392.100495.10.3.100.5.13.1) 

  JANIS ver1.0 
Code Display Name（表示名） 備考
ANM 抗菌薬
IMM 免疫抑制剤
STE ステロイド剤
ANO 抗癌剤

 
2.2.13 JANISSiteCode(1.2.392.100495.10.3.100.5.14.1) 

  JANIS ver1.0 
Code Display Name（表示名） 備考

101 脳神経系

102 肺

103 縦隔

104 腹腔臓器

105 乳腺

106 生殖器

107 皮膚

108 四肢(軟部)

109 骨・関節

110 顔面、頚部

111 部位不明

999 その他

 
2.2.14 JANISActProcedureCode(1.2.392.100495.10.3.100.5.17.1) 

  JANIS ver1.0 
Code Display Name（表示名） 備考
UC 膀胱尿路カテーテル

CVC 中心静脈カテーテル
SVC ＳＧカテーテル
PRC 末梢血管内留置カテーテル
DR ドレーナージ
TII 気管内挿管
ID 人工材料

TTF 経鼻経管栄養
DIA 透析
SUR 手術
OTH その他

 
2.2.15 JANISDrainSiteCode(1.2.392.100495.10.3.100.5.18.1) 

  JANIS ver1.0 
Code Display Name（表示名） 備考

1 胆嚢胆管(含むPTCD)
2 腹腔
3 胸腔
4 VP.VA ｼｬﾝﾄ
9 その他
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2.2.16 JANISImplantMedicalDevice(1.2.392.100495.10.3.100.5.19.1) 

  JANIS ver1.0 
Code Display Name（表示名） 備考

1 人工血管
2 人工弁
3 ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ
4 人工骨頭関節
5 カテーテル
6 ドレーン
7 チューブ
9 その他
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2.2.17 JANISSpecimenEntityType(1.2.392.100495.10.3.100.5.20.1) 

  JANIS ver1.0 
Code Display Name（表示名） 備考
101 喀出痰
102 気管内採痰
103 気管支洗浄液
104 咽頭粘液
105 鼻腔内
106 口腔内
107 生検材料(肺)
109 その他(呼吸器)
201 自然排尿
202 採尿カテ－テル尿
203 留置カテ－テル尿
204 尿道分泌物
205 膣分泌物
206 カテーテル尿（採尿、留置カテの区別不能）
209 その他(泌尿・生殖)
301 糞便
302 胃・十二指腸液
303 胆汁
304 生検材料(消化管)
309 その他(消化管)
401 静脈血
402 動脈血
403 髄液
404 胸水
405 腹水
406 関節液
407 骨髄液
408 心嚢水
409 その他(穿刺液)
501 耳分泌物
502 眼分泌物
503 皮膚
504 褥創
505 羊水
511 開放性膿
512 閉鎖性膿
513 創部
521 CAPD(持続腹膜透析)排液
522 中心静脈カテ－テル先端
523 カテ－テル刺入部
524 その他のカテ－テル
525 胸腔ドレ－ン排液
526 胸腔ドレ－ン先端
527 腹腔ドレ－ン排液
528 腹腔ドレ－ン先端
529 ドレ－ン刺入部
530 その他のドレ－ン
541 生検材料(リンパ節)
542 その他の生検・手術材料
999 その他の材料
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2.2.18 JANISInfectiousAgentObservationType(1.2.392.100495.10.3.100.5.21.1) 

  JANIS ver1.0 
Code Display Name（表示名） 備考
MJC Miller＆Jones 分類
GC Geckler 分類
PHG 貧食像
GPC 菌の種類 GPC
GPR 菌の種類 ＧＰＲ
GNC 菌の種類 ＧＮＣ
GNR 菌の種類 ＧＮＲ
PYU 膿尿の有無評価結果
CR 培養

OTH その他
 

2.2.19 JANISMillerAndJonesClassification(1.2.392.100495.10.3.100.5.22.1) 
  JANIS ver1.0 

Code Display Name（表示名） 備考
1 P1
2 P2
3 P3
4 M1
5 M2

 
2.2.20 JANISGecklerClassification(1.2.392.100495.10.3.100.5.23.1) 

  JANIS ver1.0 
Code Display Name（表示名） 備考

1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6

 
 

2.2.21 JANISPyuriaTestEvaluationMethod(1.2.392.100495.10.3.100.5.24.1) 
  JANIS ver1.0 

Code Display Name（表示名） 備考
1 沈渣白血球数
2 白血球数
3 白血球ｴｽﾃﾗｰｾﾞ活性
4 その他
9 未実施

 
2.2.22 JANISPyuriaTestResult(1.2.392.100495.10.3.100.5.25.1) 

  JANIS ver1.0 
Code Display Name（表示名） 備考

1 なし
2 中間
3 あり
4 不明
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2.2.23 JANISCultureResult(1.2.392.100495.10.3.100.5.26.1) 

  JANIS ver1.0 
Code Display Name（表示名） 備考

1 陰性
2 陽性

 
2.2.24 JANISInfectiousAgentCode(1.2.392.100495.10.3.100.5.27.4) 

(※ OID 値定義最下位、[4]は JANIS バージョン番号に対応) 
※6.3 「菌名コード表」参照 

 
2.2.25 JANISInfectiousAgentAspectCode(1.2.392.100495.10.3.100.5.28.1) 

  JANIS ver1.0 
Code Display Name（表示名） 備考
IAC 菌数
IAP 起炎性

 
2.2.26 JANISInfectiousAgentAmountEstimationMethod (1.2.392.100495.10.3.100.5.29.1) 

  JANIS ver1.0 
Code Display Name（表示名） 備考

1 半定量
2 定量
9 その他

 
2.2.27 JANISInfectiousAgentAmountEstimationResult (1.2.392.100495.10.3.100.5.30.1) 

  JANIS ver1.0 
Code Display Name（表示名） 備考

1 10^2/ml 以下
2 10^3/ml
3 10^4/m
4 10^5/ml
5 10^6/ml
6 10^7/ml 以上
7 10^3～10^4/ml
8 10^5～10^6/ml
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2.2.28 JANISDrugSusceptibilityMeasurementMethod(1.2.392.100495.10.3.100.5.31.3.0) 

  JANIS ver3.0 (※ OID 値定義最下位、[3.0]は JANIS バージョン番号に対応) 
Code  Display Name（表示名） 備考 

11 マイクロスキャン・ウォーカーウェイ   

12 オートスキャン４   

16 IS60（フローズンプレート）   

17 IS60（ドライプレート）   

19 ATB Expression   

22 BD フェニックス   

23 バイテック２   

24 ライサス   

25 60α（フローズンプレート）   

26 60α（ドライプレート）   

27 IA20MIC（フローズンプレート）   

28 IA20MIC（ドライプレート）   

29 IA01MIC（フローズンプレート）   

31 栄研ドライプレート   

33 栄研フローズンプレート   

34 IA01MIC（ドライプレート）   

35 IA20MIC mkⅡ（フローズンプレート）   

36 IA20MIC mkⅡ（ドライプレート）   

37 IA01MIC mkⅡ（フローズンプレート）   

38 IA01MIC mkⅡ（ドライプレート）   

39 その他(微量液体希釈法)   

41 E テスト   

45 MIC 吸光度判定システム(フローズンプレート)   

46 MIC 吸光度判定システム(ドライプレート)   

51 センシディスク   

52 KB ディスク   

70 ライサスエニー   

71 ドライプレート栄研 192 プレート   

72 IA40MIC-i   

99 その他   

 
2.2.29 JANISSIRInterpretation(1.2.392.100495.10.3.100.5.33.1.1) 

  JANIS ver1.1 
Code  Display Name（表示名） 備考 

S S   

I I   

R R   

U S or I or R 未使用 

Q I or R 未使用 

T S or I 未使用 

N Not S 未使用 

 
2.2.30 JANISSusceptibility(1.2.392.100495.10.3.100.5.34.1) 

  JANIS ver1.0 
Code Display Name（表示名） 備考

1 －
2 ＋
3 ＋＋
4 ＋＋＋
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2.2.31 JANISSurveillanceType(1.2.392.100495.10.3.100.5.37.1) 

  JANIS ver1.0 
Code Display Name（表示名） 備考

1 検査部
2 国立病院
3 ICU
4 NICU
5 SSI
6 中小規模病院

 
2.2.32 JANISCRPQualitativeResult(1.2.392.100495.10.3.100.5.38.1) 

  JANIS ver1.0 
Code Display Name（表示名） 備考

1 －
2 ±
3 ＋
4 ＋＋
5 ＋＋＋
6 ++++以上

 
2.2.33 JANISOtherClassification(1.2.392.100495.10.3.100.5.39.1) 

  JANIS ver1.0 
Code Display Name（表示名） 備考

1 適当
2 中間
3 不適
4 不明

 
2.2.34 JANISLabProcessCode(1.2.392.100495.10.3.100.5.40.1) 

  JANIS ver1.0 
Code Display Name（表示名） 備考
RCV 検体到着

 
2.2.35 JANISMicrobiologicalExaminationType(1.2.392.100495.10.3.100.5.41.1) 

  JANIS ver1.0 
Code Display Name（表示名） 備考
DS 薬剤感受性検査
CL 培養検査

 
2.2.36 JANISUnitCode (1.2.392.100495.10.3.100.5.43.1) 

  JANIS ver1.0 
Code Display Name（表示名） 備考
MIC 最小発育阻止濃度
ZD 阻止円径
SIR 判定（SIR）
SP 判定（+）
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3 オブジェクト識別子 Type6(外部管理コード) 

3.1 概要 
オブジェクト識別子 Type6 は、国立感染症研究所以外の組織が管理、運営するコード体系

で、特別にオブジェクト識別子の公開(あるいは取得)の確認が取れないものを本事業にて利

用するため、便宜的に本事業のオブジェクト識別子を定義したものである。 
Type枝番直下の階層を「値定義」と呼称し、本章の示す通りオブジェクト識別子を定義するも

のとする。また、「値定義」直下の階層にて、値定義の改版を示す「バージョン」を表現するも

のとする。 
オブジェクト識別子 HL7 値集合名 バージョン詳細 

1.2.392.100495.10.3.100.6.2 JANISKCode 改定年(西暦)をバージョンとして表記するものとする。 

1.2.392.100495.10.3.100.6.3 JANISJLAC10 

採用する JLAC10 バージョン「10.a07」のピリオド以降を
表現するものとし、以下のルールに従う。 
・「a」を「10」とし、以降「b」「c」…と変更のある場合 
 「11」「12」…とする。 
・文字部の数字 2 桁と数字部を結合する。 
例)バージョン「10.a07」→1007 

 
3.2 オブジェクト識別子 Type6 詳細 

3.2.1 JANISKCode (1.2.392.100495.10.3.100.6.2.2017) 
厚生労働省保険局 診療報酬情報提供サービス

(http://www.iryohoken.go.jp/shinryohoshu/kaitei/)の「医科診療行為マスター」より必要

なコード・項目を抽出 
※ 添付資料:「K コード」参照 

ファイル：JANISKCode.xls 
 

3.2.2 JANISJLAC10 (1.2.392.100495.10.3.100.6.3.1013) 
日本臨床検査医学会(http://www.jslm.org/) 
臨床検査項目分類コード（JLAC10）参照(15 桁コードを使用) 
※ 添付資料:「JLAC10 コード表」参照 

ファイル：060919jlacunyou.xls 
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4 オブジェクト識別子 Type10(外部組織) 

4.1 概要 
オブジェクト識別子 Type10 は、国立感染症研究所以外の組織団体を示すオブジェクト識別

子を定義したものである。 
Type 枝番直下の階層を「組織区分」と呼称し、本章の示す通りオブジェクト識別子を定義す

るものとする。 
オブジェクト識別子 組織区分 詳細 

1.2.392.100495.10.3.100.10.1 1 病院組織等の医療従事組織 

1.2.392.100495.10.3.100.10.10 10 臨床検査事業者等の医療関連業務組織 

※ 添付資料:「外部組織識別子」参照 
ファイル：OIDType10.xls 

 
4.2 オブジェクト識別子 Type10 詳細 

4.2.1 病院組織等の医療従事組織におけるオブジェクト識別子 
① 病院組織等の医療従事組織におけるオブジェクト識別子の定義 

(ア) 院内感染対策サーベイランス(JANIS)参加施設 
事業における「医療機関コード」数値 5 桁を、オブジェクト識別子 Type10 組

織区分 1 の枝番とする。ただし、組織コードが「0」から始まる施設について

は、頭の「0」を除外した 4 桁を枝番とする。 
(イ) 中小規模病院感染監視システム(SHIPL)参加施設 

事業における「施設コード」8 桁より「MS」を除外、「数字部」の 6 桁に

「1000000」を加算した数字 7 桁をオブジェクト識別子 Type10 組織区分 1 の

枝番とする。ただし、本事業参加施設が院内感染対策サーベイランス

(JANIS)参加施設の場合(ア)を優先とし、重複のないものとする。 
② 病院組織等の医療従事組織におけるオブジェクト識別子枝番の定義 

4.2.1 で定義される病院組織等の医療従事組織のオブジェクト識別子以降の枝番

については各組織にて定義可能とする。ただし、本事業運営においては以下の枝

番を定義するものとする。 
枝番 内容 

1 患者 ID 

2 医師 ID 

3 カルテ番号 

4 診療科 ID※特に診療科枝番 1 を「検査室」を表現するものとする 
5 病棟 ID 

6 病室 ID 

7 ベッド ID 

10 オーダ ID 

100 検体番号 
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4.2.2 臨床検査事業者等の医療関連業務組織におけるオブジェクト識別子の定義 

① 中小規模病院感染監視システム(SHIPL)参加組織 
事業における「データ送信者識別コード」「検査所識別コード」の数値 5 桁を、オ

ブジェクト識別子 Type10 組織区分 10 の枝番とする。ただし、「データ送信者識別

コード」「検査所識別コード」が「0」から始まる施設については、頭の「0」を除外し

た 4 桁を枝番とする。 
② 臨床検査事業者等の医療関連業務組織におけるオブジェクト識別子枝番の定義 

4.2.2 で定義される臨床検査事業者等の医療関連業務組織のオブジェクト識別子

以降の枝番については各組織にて定義可能とする。 
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5 外部管理オブジェクト識別子 

5.1 概要 
国立感染症研究所以外の組織が管理、運営するコード体系で、特別にオブジェクト識別子

の公開(あるいは取得)のあるものである。 
それぞれの組織が管理、運営するコード体系のオブジェクト識別子について、公開されてい

るものを使用するものとする。 
 

5.2 外部管理オブジェクト識別子詳細 
5.2.1 I9C(2.16.840.1.113883.6.2) 

本項では、処置コード「ICD9cm」を定義する。オブジェクト識別子については Health 
Level Seven, Inc. (http://www.hl7.org/)にて定義されたものを使用する事とする。 
本事業では「標準手術・処置マスター」(（財）医療情報システム開発センター)を使用す

る。 
※ 添付資料:「ICD-9-CM」参照 
（財）医療情報システム開発センター(http://www.medis.or.jp/)の「手術・処置マスター」より

必要なコード・項目を抽出 
ファイル：ICD9CM.xls 

 
5.2.2 I10(2.16.840.1.113883.6.3) 

本項では、病名コード「ICD10」を定義する。オブジェクト識別子については Health 
Level Seven, Inc. (http://www.hl7.org/)にて定義されたものを使用する事とする。 
本事業では世界保健機構(WHO)定義による「ICD-10」を（財）医療情報システム開発センター

で公開している「病名マスター(ICD10 対応標準病名マスター)」を使用する。 
※ 添付資料:「ICD-10」参照 
世界保健機構(http://www.who.int) 
（財）医療情報システム開発センター(http://www.medis.or.jp/)の「病名マスター(ICD10 対応

標準病名マスター)」より必要なコード・項目を抽出 
ファイル：ICD-10.xls 
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6 コード表 

6.1 疾病分類コード 
JANISDiseaseClassificationCode(1.2.392.100495.10.3.100.5.6.1) 

  JANIS ver1.0 
Code Display Name（表示名） 備考 
b0100 感染症及び寄生虫症  
b0101 腸管感染症  
b0102 結核  
b0103 主として性的伝播様式をとる感染症  
b0104 皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患  
b0105 ウイルス性肝炎  
b0106 その他のウイルス疾患  
b0107 真菌症  
b0108 感染症及び寄生虫症の続発・後遺症  
b0109 その他の感染症及び寄生虫症  
b0200 新生物  
b0201 胃の悪性新生物  
b0202 結腸の悪性腫瘍  
b0203 直腸 S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物  
b0204 肝及び肝内胆管の悪性腫瘍  
b0205 気管、気管支及び肺の悪性新生物  
b0206 乳房の悪性新生物  
b0207 子宮の悪性腫瘍  
b0208 悪性リンパ腫  
b0209 白血病  
b0210 その他の悪性新生物  
b0211 良性新生物及びその他の新生物  
b0300 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害  
b0301 貧血  
b0302 その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害  
b0400 内分泌、栄養及び代謝疾患  
b0401 甲状腺障害  
b0402 糖尿病  
b0403 その他の内分泌、栄養及び代謝疾患  
b0500 精神及び行動の異常  
b0501 血管性及び詳細不明の痴呆  
b0502 精神作用物質使用による精神及び行動の異常  
b0503 精神分裂病、分裂型病型障害及び妄想性障害  
b0504 気分(感情)障害(躁うつ病を含む)  
b0505 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害  
b0506 精神遅滞  
b0507 その他の精神及び行動の障害  
b0600 神経系の疾患  
b0601 パ－キンソン病  
b0602 アルツハイマ－病  
b0603 てんかん  
b0604 脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群  
b0605 自律神経系の障害  
b0606 その他の神経系の疾患  
b0700 眼および付属器の疾患  
b0701 結膜炎  
b0702 白内障  
b0703 屈折及び調節の障害  
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Code Display Name（表示名） 備考 
b0704 その他の眼及び付属器の疾患  
b0800 耳及び乳様突起の疾患  
b0801 外耳炎  
b0802 その他の外耳疾患  
b0803 中耳炎  
b0804 その他の中耳及び乳様突起の疾患  
b0805 メニエ－ル病  
b0806 その他の内耳疾患  
b0807 その他の耳疾患  
b0900 循環器系の疾患  
b0901 高血圧性疾患  
b0902 虚血性心疾患  
b0903 その他の心疾患  
b0904 くも膜下出血  
b0905 脳内出血  
b0906 脳梗塞  
b0907 脳動脈硬化(症)  
b0908 その他の脳血管疾患  
b0909 動脈硬化(症)  
b0910 痔核  
b0911 低血圧(症)  
b0912 その他の循環器の疾患  
b1000 呼吸器系の疾患  
b1001 急性鼻咽頭炎(かぜ)  
b1002 急性咽頭炎及び急性扁桃炎  
b1003 その他の急性上気道感染症  
b1004 肺炎  
b1005 急性気管支炎及び急性細気管支炎  
b1006 アレルギ－性鼻炎  
b1007 慢性副鼻腔炎  
b1008 急性又は慢性と明示されない気管支炎  
b1009 慢性閉塞性肺疾患  
b1010 喘息  
b1011 その他の呼吸器系の疾患  
b1100 消化器系の疾患  
b1101 う蝕  
b1102 歯肉炎及び歯周疾患  
b1103 その他の歯及び歯の支持組織の障害  
b1104 胃潰瘍及び十二指潰瘍  
b1105 胃炎及び十二指腸炎  
b1106 アルコ－ル性肝疾患  
b1107 慢性肝炎(アルコ－ル性のものを除く)  
b1108 肝硬変(アルコ－ル性のものを除く)  
b1109 その他の肝疾患  
b1110 胆石症及び胆嚢炎  
b1111 膵疾患  
b1112 その他の消化器系の疾患  
b1200 皮膚及び皮下組織の疾患  
b1201 皮膚及び皮下組織の感染症  
b1202 皮膚炎及び湿疹  
b1203 その他の皮膚及び皮下組織の疾患  
b1300 筋骨格系及び結合組織の疾患  
b1301 炎症性多発性関節障害  
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Code Display Name（表示名） 備考 
b1302 関節症  
b1303 脊椎障害(脊椎症を含む)  
b1304 椎間板障害  
b1305 頚腕症候群  
b1306 腰痛症及び坐骨神経痛  
b1307 その他の脊柱障害  
b1308 肩の障害  
b1309 骨密度及び構造の障害  
b1310 その他の筋骨格系及び結合組織の疾患  
b1400 尿路性器系の疾患  
b1401 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患  
b1402 腎不全  
b1403 尿路結石症  
b1404 その他の尿路系の疾患  
b1405 前立腺肥大(症)  
b1406 その他の男性性器の疾患  
b1407 月経障害及び閉経周辺期障害  
b1408 乳房及びその他の女性性器の疾患  
b1500 妊娠、分娩及び産褥  
b1501 流産  
b1502 妊娠中毒症  
b1503 単胎自然分娩  
b1504 その他の妊娠、分娩及び産褥  
b1600 周産期に発生した病態  
b1601 妊娠及び胎児発育に関連する障害  
b1602 その他の周産期に発生した病態  
b1700 先天奇形、変形及び染色体異常  
b1701 心臓の先天奇形  
b1702 その他の先天奇形、変形及び染色体異常  
b1800 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  
b1900 損傷、中毒及びその他の外因の影響  
b1901 骨折  
b1902 頭蓋内損傷及び内臓の損傷  
b1903 熱傷及び腐食  
b1904 中毒  
b1905 その他の損傷及びその他の外因の影響  
c0101 原因の明示された腸管感染症  

c010101 細菌性赤痢  
c010102 コレラ  
c010103 腸チフス、パラチフス  
c010104 腸管出血性大腸菌感染症  
c010105 細菌性食中毒  
c010106 白色便性(ウイルス性)下痢症  
c010107 赤痢アメ－バ症  
c010108 クリプトスポリジウム症  
c010109 腸内線虫症  
c010110 条虫症  
c0102 感染症と推定される下痢及び胃腸炎  
c0103 呼吸器結核  
c0104 その他の結核  
c0105 百日咳  
c0106 敗血症  
c0107 その他の細菌感染症  
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Code Display Name（表示名） 備考 
c0108 梅毒  
c0109 淋菌感染症  
c0110 主として性的伝播様式をとるその他の感染症  
c0111 ヘルペスウイルス感染症  
c0112 水痘  
c0113 帯状疱疹  
c0114 麻疹  
c0115 風疹  
c0116 皮膚及び粘膜の病変を伴うその他のウイルス疾患  

c011601 突発性発疹  
c011602 手足口病  
c011603 伝染性紅斑  
c0117 B 型ウイルス肝炎  

c011704 伝染性軟属腫  
c0118 C 型ウイルス肝炎  
c0119 その他のウイルス肝炎  
c0120 ヒト免疫不全ウイルス(HIV)症  
c0121 ムンプス  
c0122 その他のウイルス疾患  

c012201 急性灰白髄炎(ポリオ)  
c012202 サイトメガロウイルス感染症  
c012203 ウイルス性出血熱  
c0123 皮膚糸状菌症  

c012301 白癬  
c0124 カンジタ症  
c0125 その他の真菌症  

c012501 クリプトコッカス症  
c012502 アスペルギルス症  
c012503 ムコ－ル症  
c012504 癜風  
c0126 結核の続発・後遺症  
c0127 その他の感染症及び寄生虫症の続発・後遺症  

c012801 細菌性食中毒  
c012802 原虫性下痢症  
c012803 リケッチア性皮膚感染症  

c01280301 ツツガムシ病  
c01280302 日本紅斑熱  
c020001 視床下部腫瘍  
c020002 褐色細胞腫  
c020003 神経膠腫  
c020004 髄膜腫  
c020005 松果体部腫瘍  
c020006 頭蓋骨腫瘍  
c020007 縦隔腫瘍  
c020008 胸膜中皮腫  
c020009 膵島腫瘍  

c02000901 インシュリノ－マ  
c02000902 Zollinger-Ellison 症候群  
c02000903 WDHA 症候群  
c020010 小腸腫瘍  
c020011 後腹膜腫瘍  
c020012 脊髄腫瘍、脊椎腫瘍  
c020013 尿管腫瘍  
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c020014 精巣(睾丸)腫瘍  
c020015 陰茎腫瘍  
c020016 卵巣腫瘍  
c020017 その他の腎腫瘍  
c020018 その他の膀胱腫瘍  
c020019 その他の尿管腫瘍  
c020020 その他の膣の腫瘍  
c020021 葉状嚢胞肉腫  
c020022 乳癌  
c0201 口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物  

c020101 口腔、口唇、舌の癌  
c020102 咽頭癌  
c0202 食道の悪性新生物  

c020201 食道癌  
c020301 胃癌  
c020302 胃肉腫  
c020401 結腸癌  
c020501 S 状結腸癌  
c020502 直腸癌  
c0206 肛門及び肛門管の悪性新生物  

c020601 肛門癌  
c020701 原発性肝癌  
c020702 転移性肝癌  
c0209 膵の悪性新生物  

c020901 膵癌  
c0210 その他の消化器の悪性腫瘍  

c021001 唾液腺腫瘍  
c021002 胆嚢癌  
c021003 胆管癌  
c0211 喉頭の悪性新生物  
c0213 その他の呼吸器系及び胸腔内臓器の悪性新生物  

c021301 原発性肺癌  
c021302 転移性肺癌  
c0215 皮膚の悪性黒色腫  

c021501 黒色癌前駆症  
c0216 その他の皮膚の悪性新生物  

c021601 光線角化症  
c021602 Bowen 病  
c021603 有棘細胞癌  
c021604 基底細胞腫  
c0219 子宮頚(部)の悪性新生物  

c021901 子宮頚癌  
c0220 子宮体(部)の悪性新生物  

c022001 子宮体癌(子宮内膜癌)  
c0221 子宮の部位不明の悪性新生物  

c022101 子宮肉腫  
c0222 卵巣の悪性腫瘍  
c0223 その他の女性性器の悪性新生物  

c022301 卵管癌  
c022302 膣癌  
c022303 外陰癌  
c022304 絨毛癌  
c0224 前立腺の悪性新生物  
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c022401 前立腺癌  
c0225 その他の男性性器の悪性腫瘍  
c0226 腎及び腎盂の悪性新生物  

c022601 腎癌  
c022602 ウィルムス腫瘍  
c0227 膀胱の悪性新生物  

c022701 膀胱癌  
c0228 その他の良性新生物  
c0229 眼及び付属器の悪性新生物  

c022901 網膜芽細胞腫  
c022902 ぶどう膜悪性黒色腫  
c0230 中枢神経系の悪性新生物  

c023001 転移性骨腫瘍  
c0231 甲状腺の悪性新生物  
c0232 ホジキン病  
c0233 非ホジキンリンパ腫  

c023401 急性白血病  
c023402 慢性骨髄性白血病  
c023403 慢性リンパ性白血病  
c023404 成人 T 細胞白血病  
c023405 hairy cell leukemia  
c0235 その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性腫瘍  

c023501 皮膚 T 細胞リンパ腫  
c023502 菌状息肉腫  
c0236 その他の悪性新生物  

c023601 神経芽腫  
c023602 悪性血管内皮細胞腫  
c023603 カポジ肉腫  
c023604 Paget 病  
c023605 原発性悪性腫瘍  
c023606 転移性骨腫瘍  
c023607 悪性軟部腫瘍  
c0244 中枢神経系のその他の新生物  
c0245 その他の新生物  

c024501 下垂体腺腫  
c024502 甲状腺良性腫瘍  

c02450201 単純性甲状腺腫  
c02450202 腺腫様甲状腺腫  
c024503 良性褐色細胞腫  
c024504 神経鞘腫  
c024505 頭蓋咽頭腫  
c024506 外耳腫瘍  
c024507 聴神経鞘腫  
c024508 粘液腫  
c024509 乳頭腫  
c024510 白板症  
c024511 食道良性腫瘍  
c024512 胃良性腫瘍  
c024513 肝血管腫  
c024514 腹膜偽粘液腫  
c024515 皮膚血管腫、リンパ管腫  

c02451501 単純性血管腫  
c02451502 イチゴ状血管腫  
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c02451503 Kasabach-Merritt 症候群  
c02451504 海綿状血管腫  
c02451505 リンパ管腫  
c024516 上皮性皮膚腫瘍  

c02451601 脂漏性角化症  
c02451602 粉瘤  
c02451603 ケラトアカント－マ  
c024517 間葉系皮膚腫瘍  

c02451701 皮膚繊維腫、ケロイド  
c02451702 毛細血管拡張症  
c02451703 グロ－ムス腫瘍  
c02451704 肥満細胞腫  
c024518 多発性軟骨性外骨腫  
c024519 多発性内軟骨腫  
c024520 骨腫瘍類似疾患  
c024521 良性軟部腫瘍  
c024522 尿道カルンケル  
c024523 腹膜偽粘液腫  
c024524 子宮筋腫  
c024525 尖圭コンジロ－マ  
c0301 鉄欠乏性貧血  
c0302 その他の貧血  

c030201 鉄芽球性貧血  
c030202 巨赤芽球性貧血  
c030203 二次性貧血  
c030204 遺伝性球状赤血球症  
c030205 発作性夜間血色素尿症  
c030206 自己免疫性溶血性貧血  
c030207 新生児溶血性貧血  
c030208 その他の溶血性貧血  
c030209 再生不良性貧血  
c030210 赤芽球癆  
c030211 出血性貧血  
c030212 未熟児貧血  
c0303 出血性の病態並びにその他の血液及び造血器の疾患  

c030301 赤血球系疾患  
c03030101 異常ヘモグロビン症  
c03030102 サラセミア  
c03030103 赤血球破砕症候群  
c03030104 赤血球酵素異常症  
c03030105 骨髄異形成症候群(MDS)  
c03030106 メトヘモグロビン血症  
c03030107 ヘモクロマトーシス  
c030302 白血球系疾患  

c03030201 白血球増加症  
c03030202 白血球減少症  
c03030203 無顆粒球症  
c03030204 白血球機能異常症  
c03030205 伝染性単核球症  
c030303 骨髄増殖性疾患  

c03030301 骨髄繊維症  
c03030302 赤血球増加症  
c03030303 新生児赤血球増加症  
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c03030304 血小板血症  
c030304 リンパ増殖性疾患  

c03030401 immunoblastic lymphoadenopathy  
c030305 組織球増加症  

c03030501 Langerhans 細胞組織球症(histeocytosis X)  
c03030502 virus-associated hemophagocytic syndrome(VAHS)  
c03030503 悪性組織球症(histiocytic medullary reticulosis)  
c030306 血漿蛋白異常  

c03030601 多発性骨髄腫  
c03030602 マクログロブリン血症  
c03030603 benign monoclonal gammopathy  
c03030604 クリオグロブリン血症  
c03030605 アミロイド－シス  
c030307 血小板異常による出血傾向  

c03030701 特発性血小板減少性紫斑病(ITP)  
c03030702 二次性血小板減少性紫斑病  
c03030703 血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)  
c03030704 溶血性尿毒症症候群(HUS)  
c03030705 血小板機能異常症  
c030308 凝固障害による出血傾向  

c03030801 血友病  
c03030802 von Willebrand 病  
c03030803 循環抗凝固因子による出血傾向  
c03030804 播種性血管内凝固症候群(DIC)  
c03030805 ビタミン K 欠乏症  
c03030806 新生児出血性疾患  
c030309 血管障害による出血傾向  

c03030901 アレルギ－性(血管性)紫斑病  
c03030902 単純性紫斑  
c03030903 老人性紫斑  
c030310 脾疾患  

c03031001 脾腫  
c03031002 脾機能亢進症  

c0304 免疫機構の障害  
c030401 原発性免疫不全症  

c03040101 無ガンマグロブリン血症  
c03040102 胸腺低形成、DiGeorge 症候群  
c03040103 重症複合免疫不全症  
c03040104 慢性肉芽腫症  
c03040105 白血球粘着異常症  
c03040106 Chediak-Higashi 症候群  
c03040107 Wiskott-Aldrich 症候群  
c03040108 毛細血管拡張性紫斑病  
c030402 続発性免疫不全症  

c03040201 HIV 感染による免疫不全症  
c03040202 HIV 以外の微生物の感染による免疫不全症  
c03040203 悪性腫瘍による免疫不全症  
c03040204 自己免疫疾患による免疫不全症  
c03040205 医原性免疫不全症  

c0401 甲状腺中毒症  
c040101 甲状腺機能亢進症(Basedow 病、Plummer 病)  
c0402 甲状腺炎  

c040201 慢性甲状腺炎(橋本病)  
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c040202 亜急性甲状腺炎  
c040203 急性甲状腺炎  
c0403 その他の甲状腺障害  

c040301 甲状腺機能低下症、クレチン病  
c0404 インシュリン依存性糖尿病  
c0405 インシュリン非依存性糖尿病  
c0406 その他の糖尿病  
c0407 卵巣機能障害  
c0408 栄養失調(症)及びビタミン欠乏症  
c0409 肥満症  
c0410 高脂血症  
c0411 体液量減少(症)  

c041201 間脳、下垂体疾患  
c04120101 中枢性(真性)性早熟症  
c04120102 視床下部性性機能低下症  
c04120103 末端肥大症(下垂体性巨人症)  
c04120104 Cushing 病  
c04120105 無月経乳漏症候群  
c04120106 下垂体前葉機能低下症、Sheehan 症候群  
c04120107 尿崩症  
c04120108 ADH 不適合分泌症候群(SIADH)  
c041202 副甲状腺疾患  

c04120201 副甲状腺機能亢進症  
c04120202 副甲状腺機能低下症  
c041203 副腎疾患  

c04120301 Cushing 症候群  
c04120302 原発性アルドステロン症  
c04120303 続発性アルドステロン症、Bartter 症候群  
c04120304 Liddle 症候群  
c04120305 アジソン病  
c04120306 急性副腎不全  
c04120307 副腎性器症候群  
c04120308 先天性副腎皮質過形成  
c041204 性腺疾患  

c04120401 性腺機能低下症  
c04120402 性早熟症(思春期早発症)  
c041205 多発性内分泌症  
c041206 カルチノイド症候群  
c041207 異所性ホルモン産生症候群  
c041208 ホルモン受容体異常症  
c041209 糖代謝異常  

c04120901 非ケトン性高浸透圧性昏睡  
c04120902 乳酸アシド－シス  
c04120903 アセトン血性嘔吐症  
c04120904 低血糖症  
c04120905 新生児低血糖症  
c04120906 ケトン性低血糖症  
c04120907 糖原病  
c04120908 乳糖分解酵素障害症(乳糖不耐症)  
c04120909 ガラクト－ス血症  
c041210 脂質代謝異常  

c04121001 リピド－シス  
c04121002 脂肪吸収不全症  
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c041211 蛋白質・アミノ酸代謝異常  

c04121101 低蛋白血症  
c04121102 血清蛋白異常  
c04121103 フェニルケトン尿症  
c04121104 ホモシスチン尿症  
c04121105 メ－プルシロップ尿症  
c04121106 尿素サイクル異常症  
c04121107 有機酸代謝異常症  
c041212 ムコ多糖代謝異常  
c041213 核酸代謝異常  

c04121301 高尿酸血症  
c041214 ポルフィリン代謝異常  
c041215 ビリルビン代謝異常  

c04121501 先天性ビリルビン代謝異常症  
c041216 重金属代謝異常  

c04121601 Wilson 病(肝レンズ核変性症)  
c04121602 亜鉛欠乏症候群(腸性肢端皮膚炎)  
c041217 ビタミン過剰症  
c041218 骨、結合組織、その他の代謝疾患  

c04121801 くる病、骨軟化症  
c04121802 Marfan 症候群  
c04121803 Ehles-Danlos 症候群  
c04121804 弾力板仮性黄色腫  

c0502 アルコ－ル使用(飲酒)による精神及び行動の障害  
c0503 その他の精神作用物質使用による精神及び行動の障害  

c050801 反応の異常  
c05080101 反応精神病  
c05080102 心身症  
c050802 内因性精神病  

c05080201 非定型精神病  
c050803 身体因性精神障害  

c05080301 症状精神病  
c05080302 器質性精神病  
c050804 小児・青年期の精神・心身医学的疾患  

c05080401 特異的発達障害  
c05080402 自閉症  
c05080403 不登校、学校不適応  
c05080404 非行  
c05080405 チック  
c05080406 多動性障害  
c05080407 摂食障害  
c05080408 選択緘黙  
c05080409 吃音症  
c05080410 指しゃぶり、爪かみ  

c0601 髄膜炎  
c0602 中枢神経系の炎症性疾患  

c060201 急性散在性脳脊髄炎  
c060202 ウイルス性脳炎  
c060203 静脈洞感染症  
c060204 脳膿瘍  
c0603 脊髄性筋萎縮症及び関連疾患  

c060301 脊髄小脳変性症  
c060302 筋萎縮性側索硬化症  



(26/63) 

Code Display Name（表示名） 備考 
c060303 脊髄性進行性萎縮症  
c060304 進行性核上性麻痺  
c060305 痙性対麻痺  
c060401 パ－キンソン症候群  
c0606 多発性硬化症  

c060601 Devic 病  
c060701 単純部分発作  
c060702 複雑部分発作(精神部分発作)  
c060703 全般発作  
c0608 片頭痛及びその他の頭痛症候群  
c0609 一過性脳虚血発作及び関連症候群  
c0610 睡眠障害  

c061001 ナルコレプシ－  
c061002 周期性過眠症  
c0611 神経、神経根及び神経叢の障害  

c061101 多発性ニュ－ロパチ－(多発性神経炎)  
c061102 単ニュ－ロパチ－(単神経炎)  
c061103 多発単ニュ－ロパチ－(多発単神経炎)  
c061104 神経叢炎  
c061105 神経痛  
c061106 絞扼性末梢神経障害  
c061107 Guillain-Barre 症候群  
c061108 胸郭出口症候群  
c061201 脳性麻痺  
c061202 急性脳症  
c061203 Reye 症候群  
c061204 急性小脳失調症  
c061301 Shy-Drager 症候群  
c0614 その他の神経系の疾患  

c061401 痴呆  
c06140101 Pick 病  
c06140102 正常圧水頭症  
c061402 音声・言語障害  

c06140201 発声障害  
c06140202 言語発達遅滞  
c06140203 構音障害  
c06140204 失語症  
c061403 神経変性疾患  

c06140301 Huntington 舞踏病  
c06140302 小舞踏病  
c06140303 アテト－ゼ  
c06140304 捻転ジストニ－  
c06140305 本態性捻転  
c06140306 遺伝性運動感覚性ニュ－ロパチ－  
c061404 脱髄性中枢神経疾患  

c06140401 副腎白質ジストロフィ－  
c06140402 異染白質ジストロフィ－  
c061405 神経・皮膚症候群  

c06140501 神経繊維腫(von Recklinghausen 病)  
c06140502 結節性硬化症(Bourneville-Pringle 母斑症)  
c06140503 Sturge-Weber 症候群  
c06140504 von Hippel-Lindau 病  
c061406 感染性疾患  
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c06140601 亜急性硬化性全脳炎(SSPE)  
c06140602 Creutzfeldt-Jakob 病  
c06140603 HTLV-1 関連ミエロパチ－  
c061407 けいれん性疾患  

c06140701 熱性けいれん  
c06140702 憤怒けいれん(泣き入りひきつけ)  
c06140703 けいれん重積症  
c061408 神経麻痺  

c06140801 顔面神経麻痺  
c06140802 軟口蓋麻痺  
c06140803 舌下神経麻痺  
c06140804 舌咽神経麻痺  
c06140805 反回神経麻痺  
c06140806 頚静脈孔症候群  
c06140807 Horner 症候群  

c0701 麦粒腫及びさん粒腫  
c0702 涙器の障害  

c070201 涙道狭窄・閉塞  
c070202 涙嚢炎  
c070203 涙分泌障害  
c0704 角膜炎  
c0706 網膜剥離及び裂孔  
c0707 網膜血管閉塞症  
c0708 緑内障  
c0709 斜視  

c071001 近視  
c071002 遠視  
c071003 乱視  
c071004 老視  
c0711 盲(失明)及び低視力  
c0712 その他の眼及び付属器の疾患  

c071201 弱視  
c071202 眼筋麻痺  
c071203 眼瞼疾患  

c07120301 眼瞼内反  
c07120302 眼瞼炎  
c071204 角膜、強膜疾患  

c07120401 角膜潰瘍  
c07120402 強膜炎  
c071205 ぶどう膜炎  

c07120501 眼内炎、全眼球炎  
c071206 網膜・硝子体疾患  

c07120601 糖尿病網膜症  
c07120602 網膜色素変性  
c07120603 中心性漿液性網脈絡膜炎  
c07120604 黄斑変性  
c07120605 硝子体出血  
c07120606 硝子体混濁  
c071207 神経疾患  

c07120701 視神経炎、視神経症  
c07120702 視神経萎縮症  

c0802 耳垢塞栓  
c080301 外耳湿疹  
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c080302 耳性帯状疱疹、Ramsay-Hunt 症候群  
c080401 急性中耳炎  
c080402 滲出性中耳炎  
c080403 慢性中耳炎  
c080404 真珠腫性中耳炎  
c0805 耳管炎  
c0806 耳管閉塞  
c0807 中耳真珠腫  

c080801 鼓膜炎  
c080802 耳硬化症  
c081101 末梢性めまい  

c08110101 内耳炎  
c08110102 突発性難聴  
c08110103 外リンパ瘻  
c08110104 良性発作性頭位めまい  
c08110105 前庭神経炎  
c081102 音響外傷  
c081103 中毒性平衡障害  
c081104 動揺症  
c0812 難聴  

c081201 騒音性難聴  
c081202 中毒性難聴  
c081203 老人性難聴  
c081204 乳幼児の難聴  
c081205 機能性難聴  
c081206 聾  
c0901 本態性(原発性)高血圧  
c0902 高血圧性心疾患  
c0903 高血圧性腎疾患  
c0904 高血圧性心腎疾患  
c0905 二次性高血圧  
c0906 狭心症  
c0907 急性心筋梗塞  
c0908 冠動脈硬化症  
c0909 陳旧性心筋梗塞  
c0910 その他の虚血性心疾患  
c0911 慢性リウマチ性心疾患  

c091101 リウマチ性心炎  
c0912 慢性非リウマチ性心内膜炎  

c091201 感染性心内膜炎  
c0913 心筋疾患  

c091301 心筋炎  
c091302 心筋症  
c0914 不整脈及び伝導障害  

c091401 心停止  
c091402 期外収縮  
c091403 上室性頻拍  
c091404 心室性頻拍  
c091405 WPW 症候群  
c091406 心房粗・細動  
c091407 心室細動  
c091408 洞不全症候群(sick sinus syndrome)  
c091409 房室ブロック  
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c091410 脚ブロック  
c0915 心不全  

c091601 弁膜症  
c09160101 僧帽弁狭窄症  
c09160102 僧帽弁閉鎖不全症  
c09160103 僧帽弁逸脱症候群  
c09160104 大動脈弁狭窄症  
c09160105 大動脈弁閉鎖不全症  
c09160106 三尖弁閉鎖不全症  
c09160107 肺動脈弁閉鎖不全症  
c09160108 連合弁膜症  
c091602 心膜疾患  

c09160201 急性心膜炎  
c09160202 収縮性心膜炎  
c09160203 心膜嚢腫  
c09160204 心嚢液貯留  
c09160205 心タンポナ－デ  
c092101 脳動脈瘤  
c092102 脳血栓症、脳塞栓症  
c092103 もやもや病  
c092104 脳動静脈奇形  
c092105 内頚動脈海綿静脈洞瘻  
c092106 脳静脈・静脈洞血栓症  
c0922 肺塞栓症  

c092301 閉塞性動脈硬化症  
c0924 大動脈瘤及び解離  
c0925 レイノ－症候群  
c0926 動脈の塞栓及び血栓症  

c092601 閉塞性血栓血管炎(Buerger 病)  
c0927 その他の動脈、細動脈及び毛細血管の疾患  

c092701 大動脈弁輪拡張症  
c092702 腹部大動脈分岐部閉塞症(Leriche 症候群)  
c092703 動脈静脈瘻  
c092704 急性動脈閉塞症  
c0928 静脈炎、血栓(性)静脈炎並びに静脈の塞栓  

c092801 血栓性静脈炎、静脈血栓症  
c092802 上大静脈症候群  
c092803 Budd-Chiari 症候群  
c092804 静脈炎  
c0929 下肢の静脈瘤  
c0931 食道静脈瘤  

c093201 低血圧症  
c093202 起立性低血圧症  
c093203 起立性調節障害  
c0933 その他の循環器系の疾患  

c093301 リンパ浮腫  
c093302 リンパ管、リンパ節炎  
c1002 急性副鼻腔炎  
c1004 急性喉頭炎及び気管炎  
c1005 その他の上気道感染症  
c1006 インフルエンザ  
c1008 急性気管支炎  
c1009 急性細気管支炎  
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c1012 その他の鼻及び副鼻腔の疾患  
c1013 扁桃及びアデノイドの慢性疾患  
c1014 その他の上気道の疾患  

c101601 慢性気管支炎  
c101602 肺気腫  
c101603 びまん性汎細気管支炎  
c1018 気管支拡張症  
c1019 じん(肺)  
c1020 間質性肺疾患  

c102001 特発性間質性肺疾患  
c102002 膠原病性間質性肺疾患  
c1021 気胸  

c102201 上気道疾患  
c10220101 術後上顎嚢胞  
c102202 肺の形成不全  

c10220201 肺分画症  
c10220202 肺動静脈瘻  
c102203 感染性疾患  

c10220301 肺化膿症  
c102204 拘束性肺疾患  

c10220401 過敏性肺臓炎  
c10220402 肺胞蛋白症  
c10220403 無気肺  
c102205 巨大肺嚢胞症  
c102206 肺循環障害  

c10220601 肺水腫  
c10220602 肺高血圧症  
c10220603 肺性心  
c10220604 成人呼吸窮迫症候群(ARDS)  
c102207 呼吸中枢の異常  

c10220701 低換気症候群  
c10220702 過換気症候群  
c102208 アレルギ－性気道・肺疾患  

c10220801 花粉症  
c10220802 PIE 症候群  
c102209 胸膜疾患  

c10220901 胸膜炎  
c10220902 膿胸  
c10220903 血胸  
c10220904 乳び胸  
c102210 縦隔疾患  

c10221001 急性縦隔炎  
c10221002 縦隔気腫  
c102211 胸壁疾患  

c10221101 漏斗胸  
c10221102 鳩胸  

c1104 口内炎及び関連疾患  
c110401 アフタ性口内炎  
c110402 ヘルペス性口内炎  
c110403 鵞口瘡  
c110404 口腔、口角、舌の炎症  
c110405 口蓋・咽頭扁桃肥大症  
c110406 咽後・扁桃膿瘍  
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c110407 慢性扁桃炎  
c1105 その他の口腔、唾液腺及び顎の疾患  

c110501 唾液腺炎  
c110502 唾石症  
c1106 胃潰瘍  
c1107 十二指潰瘍  
c1108 部位不明の消化性潰瘍  

c110801 吻合部潰瘍  
c1110 その他の食道、胃及び十二指腸の疾患  

c111001 その他の食道疾患  
c11100101 食道狭窄症  
c11100102 食道炎、食道潰瘍  
c11100103 食道憩室  
c11100104 食道無弛緩症(食道アカラシア)  
c11100105 食道噴門弛緩症(食道カラシア)  
c11100106 Mallory-Weiss 症候群  
c11100107 食道破裂  
c111002 その他の胃・十二指腸疾患  

c11100201 乳児肥厚性幽門狭窄症  
c11100202 新生児胃穿孔・破裂  
c11100203 十二指腸憩室  
c11100204 上腸間膜動脈性十二指腸狭窄・閉鎖症(腸間膜動脈症候群)  
c11100205 急性胃粘膜病変  
c11100206 胃ポリ－プ  
c11100207 胃切除後症候群  
c11100208 急性胃拡張  
c11100209 メネトリエ病  
c11100210 胃軸捻転  

c1111 虫垂の疾患  
c111101 虫垂炎  
c1112 鼠径ヘルニア  
c1113 その他のヘルニア  

c111301 横隔膜ヘルニア  
c111302 食道裂孔・傍食道ヘルニア  
c111303 臍帯ヘルニア  
c111304 臍ヘルニア  
c111305 大腿ヘルニア  
c111306 腹壁瘢痕ヘルニア  
c1114 クロ－ン病  
c1115 潰瘍性大腸炎  
c1116 腸閉塞  

c111601 腸閉塞(イレウス)  
c111602 腸重積症  
c111603 腸軸捻転症  
c1117 過敏性腸症候群  
c1118 便秘  
c1119 裂孔及び痔瘻  
c1120 その他の腸疾患  

c112001 小腸、結腸疾患  
c11200101 下痢症  
c11200102 乳児下痢症  
c11200103 腸炎  
c11200104 新生児壊死性腸炎  
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c11200105 偽膜性腸炎  
c11200106 出血性腸炎  
c11200107 大腸憩室、大腸憩室疾患  
c11200108 腸潰瘍  
c11200109 腸ポリポ－シス  
c11200110 大腸ポリ－プ、大腸腺腫  
c11200111 吸収不全症候群  
c11200112 蛋白漏出性胃腸症  
c11200113 腸間膜血管閉塞症  
c11200114 虚血性大腸炎  
c112002 直腸、肛門疾患  

c11200201 鎖肛  
c11200202 肛門周囲膿瘍  
c11200203 毛巣洞(瘻)  
c11200204 直腸脱  

c1121 腹膜の疾患  
c112101 急性腹膜炎  
c112102 慢性腹膜炎  
c112103 癌性腹膜炎  
c112104 胎便性腹膜炎  
c112401 原発性胆汁性肝硬変  
c112408 肝膿瘍  
c112409 肝包虫症  
c112501 急性肝炎  
c112502 劇症肝炎  
c112503 自己免疫性肝炎  
c112504 新生児(乳児)肝炎  
c112505 肝内胆汁うっ滞  
c112506 薬物性肝障害  
c112507 脂肪肝  
c112508 肝膿瘍  
c112509 肝包虫症  
c112510 肝嚢胞  
c112511 肝不全、肝性脳症  
c1126 胆嚢炎  
c1127 胆石症  
c1128 急性膵炎  
c1129 慢性膵炎  
c1130 その他の膵疾患  

c113001 膵形成異常  
c113002 膵嚢胞  
c113003 膵石症  
c1131 その他の消化器系の疾患  

c113101 横隔膜弛緩症  
c113102 臍腸管遺残(卵黄腸管遺残)  
c113103 尿膜管遺残  
c113104 横隔膜下膿瘍、ダグラス窩膿瘍  
c113105 炎症性腫瘤  
c113106 胆嚢腺筋腫症  
c113107 胆嚢ポリ－プ  
c113108 胆管炎  
c113109 門脈圧亢進症  
c120101 毛嚢炎  
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c120102 せつ、よう  
c120103 膿瘍  
c120104 蜂巣炎(フレグモ－ネ)  
c120105 ひょう疽  
c120106 丹毒  
c120107 伝染性膿痂疹  
c120108 ブドウ球菌様熱傷様皮膚症候群  
c1202 アトピ－性皮膚炎  
c1203 接触皮膚炎  
c1204 その他の皮膚炎及び湿疹  

c120401 脂漏性皮膚炎  
c120402 貨幣状湿疹  
c120403 自家感作性皮膚炎  
c120404 うっ滞性皮膚炎  
c120405 汗疹  
c1205 乾癬及びその他の丘疹落せつ性障害  

c120501 魚鱗癬  
c120502 ダリエ病  
c120503 汗孔角化症  
c120504 乾癬  
c120505 掌蹠膿疱症  
c120506 類乾癬  
c120507 扁平苔癬  
c120508 ジベル薔薇色粃糖疹  
c120509 黒色表皮腫  
c1206 蕁麻疹  
c1207 爪の障害  

c120701 陥入爪  
c1208 脱毛症  

c120801 円形脱毛症  
c1209 ざ瘡(アクネ)  
c1210 色素(沈着)異常症  

c121001 先天性白斑症  
c121002 尋常性白斑  
c121003 色素性乾皮症  
c1211 うおのめ及びべんち  

c121201 紅皮症  
c121202 痒疹・皮膚掻痒症  

c12120201 痒疹  
c12120202 皮膚掻痒症  
c121203 紅斑症  

c12120301 多形滲出性紅斑  
c12120302 粘膜・皮膚・眼症候群(Stevens-Johnson 症候群)  
c12120303 Sweet 病  
c12120304 結節性紅斑  
c12120305 硬結性紅斑  
c12120306 環状紅斑  
c12120307 水疱症  
c12120308 天疱瘡  
c12120309 水疱性類天疱瘡  
c12120310 疱疹状皮膚炎  
c12120311 先天性表皮水疱症  
c121204 光線性皮膚障害  
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c12120401 光線過敏症  
c12120402 種痘様水疱症  
c12120403 色素性乾皮症  
c121205 母斑  

c12120501 器官母斑  
c12120502 母斑細胞母斑  
c12120503 太田母斑  
c12120504 Café au lait 斑  
c121206 皮膚付属器疾患  

c12120601 臭汗症  
c12120602 汗貯留症候群  

c1301 慢性関節リウマチ  
c130101 Felty 症候群  
c130102 悪性関節リウマチ  
c130103 若年性関節リウマチ  
c1302 痛風  
c1303 その他の炎症性多発性関節障害  

c130401 変形性関節症、Heberden 結節  
c130402 変形性股関節症  
c130403 変形性膝関節症  
c1305 四肢の後天性変形  

c130501 上肢の後天性変形  
c13050101 外反肘、内反肘  
c13050102 外反手、内反手、madelung 変形  
c13050103 Dupuytren 拘縮  
c13050104 手指変形(ボタン穴変形、スワンネック変形、槌指)  
c130502 下肢の後天性変形  

c13050201 外反膝、内反膝、反張膝  
c13050202 足部変形(内反足、扁平足、尖足、外反母趾、槌趾)  

c1306 膝内障  
c1307 関節痛  
c1308 その他の関節障害  
c1309 全身性エリテマト－デス(SLE)  
c1310 乾燥症候群(シェ－グレン症候群)  
c1311 ベ－チェット病  
c1312 その他の全身性結合組織障害  

c131201 抗リン脂質抗体症候群  
c131202 強皮症(PSS)  
c131203 皮膚筋炎(DM)、多発筋炎(PM)  
c131204 混合性結合組織病(MCTD)  
c131205 結節性多発動脈炎(PN)  
c131206 アレルギ－性肉芽腫性血管炎  
c131207 Wegener 肉芽腫症  
c131208 側頭動脈炎  
c131209 リウマチ性多発筋痛症  
c131210 大動脈炎症候群(高安病)  
c131211 過敏性血管炎  
c131212 リウマチ性熱  
c131213 成人 Still 病  
c131214 Reiter 症候群  
c131215 強直性脊椎炎  
c131216 サルコイド－シス  
c131217 Weber-Christian 病  
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c131218 川崎病(小児急性熱性皮膚粘膜リンパ節症候群)  
c131301 斜頚  
c131302 側彎症、円背、平背  
c131303 脊椎炎  
c131304 変形性脊椎症  
c131305 脊髄症、神経根症  
c131306 後縦靭帯骨化症、黄色靭帯骨化症  
c131307 脊柱管狭窄症  
c131308 脊椎分離症、脊椎すべり症  
c131401 椎間板ヘルニア  
c131601 腰痛症  
c1317 その他の背部痛  
c1319 軟部組織障害  

c131901 偽痛風  
c131902 腱付着部炎  
c131903 de Quervain 病  
c131904 弾撥指  
c131905 滑液包炎  
c131906 骨化性筋炎  
c131907 異所性骨化  
c131908 ガングリオン  
c132001 肩関節周囲炎、腱板障害  
c1321 骨粗しょう症  
c1322 その他の骨の密度及び構造の障害  
c1323 骨髄炎  
c1324 若年性骨軟骨症(骨端症)  

c132501 筋疾患  
c13250101 進行性筋ジストロフィ－  
c13250102 筋緊張性ジストロフィ－  
c13250103 ミトコンドリア脳症  
c13250104 重症筋無力症  
c13250105 Eaton-Lambert 症候群  
c13250106 周期性四肢麻痺  
c13250107 筋拘縮症  
c132502 筋・関節系統疾患  

c13250201 軟骨発育不全症  
c13250202 骨形成不全症  
c13250203 大理石骨症  
c132503 非感染性・関節疾患  

c13250301 特発性骨壊死症  
c13250302 滑膜炎、関節炎  
c13250303 離断性骨軟骨炎  
c132504 上肢の運動器疾患  

c13250401 肘内障  
c13250402 上腕骨外側上顆炎  
c132505 下肢の運動器疾患  

c13250501 大腿骨頭すべり症  
c13250502 ペルテス病  
c13250503 大腿骨頭壊死症  
c13250504 Osgood-Schlatter 病  
c13250505 半月板障害  
c13250506 膝蓋軟骨軟化症  

c1401 急性及び急速進行性腎炎症候群  
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c1402 ネフロ－ゼ症候群  
c1403 その他の糸球体疾患  

c140301 慢性糸球体腎炎  
c140302 微小変化群  
c140303 膜性腎症  
c140304 膜性増殖性腎炎  
c140305 巣状糸球体硬化症  
c140306 IgA 腎症  
c140307 家族性遺伝性腎炎、Alport 症候群  
c1404 腎尿細管間質性疾患  

c140401 腎尿細管機能異常  
c14040101 腎性糖尿  
c14040102 腎性尿崩症  
c14040103 Fanconii 症候群  
c14040104 尿細管性アシド－シス  
c14040105 シスチン尿症  
c14040106 家族性低リン血症性くる病  
c140402 間質性腎炎  

c14040201 急性間質性腎炎  
c14040202 慢性間質性腎炎  
c14040203 鎮痛薬性腎症  

c1405 慢性腎不全  
c1406 その他の腎不全  

c140601 急性腎不全  
c140701 上部尿路結石  
c140702 下部尿路結石  
c140703 腎石石灰化症  
c1408 膀胱炎  
c1409 その他の尿路系の疾患  

c140901 尿路閉塞性疾患・機能障害  
c14090101 上部尿路閉塞性疾患  
c14090102 下部尿路閉塞性疾患  
c14090103 神経因性膀胱  
c14090104 膀胱尿管逆流  
c140902 腎の血管障害  

c14090201 腎硬化症  
c14090202 腎動脈狭窄  
c14090203 腎動脈瘤  
c14090204 腎動静脈瘻  
c14090205 腎梗塞  
c14090206 腎静脈血栓症  
c14090207 腎皮質壊死  
c140903 全身性疾患による腎障害  

c14090301 糖尿病性腎症  
c14090302 痛風腎  
c14090303 ル－プス腎炎  
c14090304 その他の膠原病性腎症  
c14090305 紫斑病性腎症  
c14090306 骨髄腫腎  
c14090307 アミロイド腎  
c14090308 Goodpasture 症候群  
c140904 水・電解質異常  

c14090401 脱水  
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c14090402 浮腫  
c14090403 低ナトリウム血症  
c14090404 高ナトリウム血症  
c14090405 低カリウム血症  
c14090406 高カリウム血症  
c14090407 その他の血清電解質の異常  
c140905 中毒性腎障害  
c140906 腎・尿路の後天性障害・異常  

c14090601 腎下垂、遊走腎  
c14090602 無症候性血尿  
c14090603 無症候性蛋白尿  
c14090604 特発性後腹膜線維化症  
c14090605 膀胱憩室  
c140907 腎・尿路の炎症  

c14090701 急性腎盂腎炎  
c14090702 慢性腎盂腎炎  
c14090703 腎膿瘍  
c14090704 腎乳頭壊死  
c14090705 尿道炎  
c141101 精巣、精索水瘤  

c14110101 精巣、精索水瘤  
c14110102 精索静脈瘤  
c14110103 前立腺結石  
c141102 性器の炎症  

c14110201 前立腺炎  
c14110202 精巣上体(副睾丸)炎  
c14110203 精巣(睾丸)炎  
c14110204 亀頭包皮炎  
c141103 男性不妊症  
c1412 乳房の障害  

c141201 乳腺炎、乳腺症  
c1413 卵管炎及び卵巣炎  
c1414 子宮頚(部)の炎症性疾患  

c141401 子宮膣部びらん  
c141402 子宮頚管炎  
c1415 その他の女性骨盤臓器の炎症性疾患  

c141501 骨盤内炎症性疾患(PID)  
c141502 骨盤腹膜炎  
c1416 子宮内膜症  

c141601 子宮内膜増殖症  
c141602 子宮内膜ポリ－プ  
c1417 女性性器脱  
c1418 卵巣、卵管及び子宮広角膜の非炎症性障害  

c141801 子宮傍(結合)組織炎  
c141802 卵巣貯留嚢胞  
c1419 月経障害  

c141901 無月経  
c141902 月経周期、量の異常  
c141903 無排卵  
c141904 高プロラクチン血症、乳汁露出症  
c141905 月経困難症  
c141906 神経性食思(欲)不振症  
c141907 月経前症候群  
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c141908 多嚢胞卵巣症候群  
c141909 機能性子宮出血  
c141910 早発閉経  
c1420 更年期・閉経後障害  

c142001 乳腺炎、乳腺症  
c1421 女性不妊症  
c1422 その他の女性性器の疾患  

c142201 性器の炎症  
c14220101 外陰炎  
c14220102 子宮内膜炎、子宮筋層炎  
c14220103 バルトリン腺炎、バルトリン膿瘍、バルトリン膿胞  
c14220104 膣炎  
c14220105 子宮付属器炎  
c14220106 卵管留膿症(腫)  
c14220107 子宮留膿症(腫)  
c14220108 卵巣貯留膿胞  
c142202 絨毛性疾患  

c14220201 胞状奇胎  
c14220202 存続絨毛症  

c1501 自然流産  
c1502 医学的人工流産  
c1503 その他の流産  
c1505 妊娠早期の出血(切迫流産を含む)  

c150501 子宮外妊娠  
c1506 前置胎盤、胎盤早期剥離及び分娩前出血  

c150601 前置胎盤  
c150602 常置胎盤早期剥離  
c1507 その他の胎児及び羊膜腔に関連する母体のケア並びに予想さ

れる分娩の諸問題  
c150701 羊水過多症  
c150702 羊水過少症  
c150703 多胎妊娠  
c1508 早産  
c1509 分娩後出血  

c150901 弛緩出血  
c1511 その他の妊娠及び分娩の障害及び合併症  

c151101 妊娠の異常  
c15110101 妊娠悪阻  
c15110102 前期破水、早期破水  
c15110103 子癇  
c15110104 低(置)胎盤  
c15110105 癒着胎盤、嵌入胎盤  
c15110106 多胎妊娠  
c15110107 双胎間輸血症候群  
c15110108 血液型不適合妊娠  
c15110109 過期妊娠  
c15110110 胎盤機能不全  
c15110111 ハイリスク妊娠  
c151102 分娩の異常  

c15110201 微弱陣痛  
c15110202 過強陣痛  
c15110203 児頭骨盤不均等(CPD)  
c15110204 産道の異常  
c15110205 胎勢の異常  
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c15110206 回旋の異常  
c15110207 進入の異常  
c15110208 骨盤位  
c15110209 横位、斜位  
c15110210 多胎分娩  
c15110211 分娩停止  
c15110212 胎児性難産  
c15110213 遷延分娩  
c15110214 胎児仮死  
c15110215 臍帯の異常  
c15110216 子宮破裂  
c15110217 子宮内反  
c15110218 頚管裂傷  
c15110219 膣・会陰裂傷  
c15110220 恥骨結合解離  
c15110221 分娩時異常出血  
c15110222 羊水塞栓症  
c15110223 仰臥位低血圧症候群  

c1512 主として産褥に関連する合併症及びその他の産科的病態、他
に分類されないもの  

c151201 子宮復古不全  
c151202 晩期出血  
c151203 産褥熱  
c151204 乳汁分泌不全  
c160101 多胎  
c160102 子宮内発育遅延  
c160103 形態異常  
c1602 出産外傷  
c1603 周産期に特異的な呼吸及び心血管障害  
c1604 周産期に特異的な感染症  

c160401 胎内感染  
c1605 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害  

c160501 溶血性疾患  
c1606 その他の周産期に発生した病態  

c160601 胎児水腫  
c160602 子宮内胎児死亡  
c1701 二分脊椎(脊椎破裂)  

c170101 心房中隔欠損症(ASD)  
c170102 心室中隔欠損症(VSD)  
c170103 心内膜床欠損症  
c170104 動脈管開存症  
c170105 Eisenmenger 症候群  
c170106 肺動脈弁狭窄症  
c170107 肺動脈弁閉鎖不全症  
c170108 Fallot 四徴症  
c170109 三尖弁閉鎖症  
c170110 Ebstein 症  
c170111 完全大血管転位症  
c170112 修正大血管転位症  
c170113 両大血管右室起始症  
c170114 総動脈幹遺残症  
c170115 総肺静脈還流異常症  
c170116 部分肺静脈還流異常症  
c170117 左心低形成症候群  
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c170118 右胸心  
c1702 その他の神経系の先天奇形  

c170201 乳幼児水頭症  
c170202 頭蓋骨早期癒合症、Crouzon 病、Apert 症候群  
c170203 頭蓋破裂、髄膜瘤  
c170204 Arnold-Chiari 奇形  
c170205 脊髄・延髄空洞症  
c170206 頭蓋底陥入症  
c170207 小頭症  
c1704 その他の神経系の先天奇形  

c170401 大動脈縮窄症  
c170402 Valsalva 洞動脈瘤  
c170403 冠動脈奇形  
c170404 無脾、多脾症候群  
c1705 唇裂及び口蓋裂  
c1706 小腸の先天欠損、閉鎖及び狭窄  

c170601 先天性小腸狭窄症、先天性小腸閉鎖症  
c170602 腸回転異常症  
c170603 メッケル憩室  
c1707 その他の消化器系の先天奇形  

c170701 先天性食道閉鎖症  
c170702 先天性十二指腸閉鎖症・狭窄症  
c170703 結腸疾患  

c17070301 ヒルシュプルング病(先天性巨大結腸症)  
c170704 胆道疾患  

c17070401 胆道閉鎖症  
c17070402 特発性胆道拡張症  
c17070403 膵、胆管合流異常症  

c1708 停留精巣(睾丸)  
c1709 その他の尿路性器系の先天奇形  

c170901 腎・尿路の先天異常  
c17090101 単純性腎嚢胞  
c17090102 嚢胞腎  
c17090103 馬蹄鉄腎  
c17090104 海綿腎  
c17090105 先天性水腎症  
c17090106 重複腎盂尿管  
c17090107 尿管膀胱外開口  
c17090108 尿管瘤  
c17090109 下静脈後尿管  
c17090110 後部尿道弁  
c170902 性器の先天異常、位置異常  

c17090201 尿道下裂  
c17090202 包茎  
c17090203 膣欠損、膣閉鎖  
c17090204 双角子宮  
c17090205 子宮の位置異常  
c17090206 膣脱、膀胱膣脱、直腸膣脱  

c1710 股関節部の先天変形  
c171001 先天性股関節脱臼、臼蓋形成不全  
c1711 足の先天変形  
c1712 脊柱及び骨性胸郭の先天奇形  

c171201 脊椎形成異常、Klippel-Feil 症候群  
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c1713 その他の筋骨格系の先天奇形及び変形  

c171301 先天性多発性関節拘縮症  
c171302 先天性肩甲骨高位症(Sprengel 病)  
c1714 その他の先天奇形  

c171401 気管食道瘻  
c171402 先天性食道閉鎖症  
c171403 耳介奇形  
c171404 外耳道閉鎖症、Treacher Collns 症候群  
c171405 中耳奇形  
c171406 内耳奇形  
c1715 染色体異常、他に分類されないもの  

c171501 常染色体異常  
c17150101 Down 症候群  
c17150102 猫鳴き症候群  
c17150103 13 trisomy  
c17150104 18 trisomy  
c171502 性分化異常症  

c17150201 Turner 症候群  
c17150202 Klinefelter 症候群  
c17150203 真性半陰陽  
c17150204 男性ホルモン不応症  
c17150205 先天性副腎過形成  
c180001 アレルギ－性疾患  

c18000101 アナフィラキシ－  
c18000102 血管性浮腫  
c18000103 薬物アレルギ－  
c18000104 食物アレルギ－  
c18000105 血清病  
c18000106 昆虫アレルギ－  
c18000107 職業性アレルギ－  
c180002 新生児の異常  

c18000201 ハイリスク新生児  
c18000202 新生児仮死  
c18000203 低出生児、未熟児  
c18000204 過期産児  
c18000205 巨大児  
c18000206 未熟児網膜症  
c18000207 未熟児無呼吸発作  
c18000208 一過性多呼吸  
c18000209 肺出血  
c18000210 胎便吸引症候群(MAS)  
c18000211 呼吸窮迫症候群(RDS)  
c18000212 新生児慢性肺疾患(新生児遷延呼吸障害)  
c18000213 頭蓋内出血  
c18000214 頭血腫  
c18000215 帽状腱膜下出血  
c18000216 分娩外傷  
c18000217 新生児黄疸  
c18000218 核黄疸  

c1901 頭蓋骨及び顔面骨の骨折  
c1902 頚部、胸部及び骨盤の骨折(脊椎を含む)  
c1903 大腿骨の骨折  
c1904 その他の四肢の骨折  
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c1905 多部位の骨折  
c1906 明示された部位及び多部位の脱臼、捻挫及びストレイン  

c190601 捻挫  
c190602 脱臼  
c1908 頭蓋内損傷  

c190801 頭部外傷  
c190802 脳挫傷、脳振盪  
c190803 急性硬膜外血腫  
c190804 硬膜下血腫  
c190805 脳内血腫  
c1909 その他の内臓の損傷  

c190901 気管、気管支、肺損傷  
c190902 心臓損傷  
c190903 大血管損傷  
c190904 末梢血管損傷  
c190905 口腔、舌の損傷  
c190906 消化管の損傷  
c190907 横隔膜の損傷  
c190908 後腹膜の損傷  
c190909 肝損傷  
c190910 胆道損傷  
c190911 膵損傷  
c190912 脾損傷  
c190913 腎損傷  
c190914 尿管損傷  
c190915 膀胱損傷  
c190916 尿道損傷  
c190917 陰茎折症  
c190918 精巣(睾丸)損傷  
c190919 女性性器損傷  
c190920 膀胱・尿管・膣瘻、結腸・膀胱瘻  
c190921 直腸・膣瘻  
c190922 月経瘻  
c190923 子宮腔内癒着症(Asherman 症候群)  
c190924 脊椎、脊髄損傷  
c190925 末梢神経損傷(腕神経叢、正中、尺骨、橈骨、腓骨神経損傷)  
c1910 明示された部位及び多部位の挫滅損傷及び外傷性切断  

c191001 四肢軟部損傷(筋断裂、腱断裂、(筋)区画症候群(Volkmann 拘
縮))  

c1911 その他の明示された部位及び多部位の挫滅損傷及び外傷性
切断  

c1912 自然開口部からの異物侵入の作用  
c191201 喉頭異物  
c191202 気管、気管支、肺異物  
c191203 消化管異物  
c191204 膀胱異物  
c191205 眼異物  
c1914 薬物、薬剤及び生物学的製剤による中毒  

c191401 薬物依存  
c19140101 睡眠薬依存  
c19140102 向精神薬依存  
c19140103 解熱鎮痛薬依存  
c19140104 麻薬、覚醒剤依存  
c191402 薬物中毒  
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c19140201 睡眠薬中毒  
c19140202 向精神薬中毒  
c19140203 解熱鎮痛薬中毒  
c19140204 麻薬、覚醒剤中毒  

c1915 薬用を主としない物質の毒作用  
c191501 病害動物のよる疾患  

c19150101 毒ヘビ  
c19150102 節足動物  
c191502 アルコ－ルによる障害  

c19150201 急性アルコ－ル中毒  
c19150202 アルコ－ル依存症  
c19150203 アルコ－ル精神病、Korsakoff 精神病、Wernicke 脳症  
c19150204 慢性アルコ－ル性臓器障害  
c191503 産業中毒  

c19150301 金属中毒  
c19150302 ガス中毒  
c19150303 有機溶剤中毒  
c19150304 有機化学物質中毒  
c19150305 無機化学物質中毒  
c19150306 農薬中毒  
c19150307 家庭用品による中毒  

c1916 虐待症候群  
c1917 その他及び詳細不明の外因の作用  

c191701 胸部外傷  
c191702 皮下気腫  
c191703 胸郭動揺  
c191704 鈍的眼外傷  
c191705 角・結膜腐蝕  
c191706 光線性眼障害  
c191707 耳介血腫  
c191708 鼓膜損傷  
c191709 顔面頚部軟部損傷  
c191710 喉頭、気管損傷  
c191711 低温、高温による疾患  
c191712 電離放射線障害  
c191713 非電離放射線障害  
c191714 気圧による障害  
c191715 騒音障害  
c191716 振動障害  
c191717 酸素欠乏症  
c1918 外傷の早期合併症並びに外科的及び内科的ケアの合併症、

他に分類されないもの  
c1919 損傷、中毒及びその他の外因による影響の続発・後遺症  
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6.2 抗菌薬コード 

JANISAntimicrobialDrugCode(1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.0) 
  JANIS ver5.0 (※ OID 値定義最下位、[5.0]は JANIS バージョン番号に対応) 

Code  Display Name（表示名） 備考 

1101 AZT アズトレオナム 

1106 CRMN カルモナム 

1201 PCG ベンジルペニシリン 

1202 PCV フェノキシメチルペニシリン 

1206 DBECPCG ベンジルペニシリンベンザチン 

1207 DMPPC メチシリン 

1208 MPIPC オキサシリン 

1211 PEPC フェネチシリンカリウム 

1212 MCIPC クロキサシリン 

1213 MDIPC ジクロキサシリン 

1214 MFIPC フルクロキサシリン 

1216 ABPC アンピシリン 

1217 IPABPC ヘタシリン 

1221 BAPC バカンピシリン 

1222 MZPC メズロシリン 

1226 TAPC 塩酸タランピシリン 

1231 SBTPC トシル酸スルタミシリン 

1236 LAPC レナンピシリン 

1241 ACPC シクラシリン 

1246 AMPC アモキシシリン 

1251 ASPC アスポキシシリン 

1252 CBPC カルベニシリン 

1256 SBPC スルベニシリン 

1257 CIPC カリンダシリン 

1258 CFPC カルフェシリン 

1260 MPC メシリナム 

1261 PMPC ピブメシリナム 

1266 PIPC ピペラシリン 

1267 TIPC チカルシリン 

1271 CVA/AMPC クラブラン酸・アモキシシリン 

1276 CVA/TIPC クラブラン酸・チカルシシリン 

1281 SBT/ABPC スルバクタム・アンピシリン 

1282 TAZ/PIPC タゾバクタム・ピペラシリン 

1286 ABPC+MCIPC クロキサシリン・アンピシリン 

1291 ABPC+MＤIPC ジクロキサシリン・アンピシリン 

1301 FRPM ファロペネム 

1306 RIPM-AC リティペネム・アコキシル 

1401 IPM/CS イミペネム・シラスタチン 

1406 PAPM/BP パニペネム・ベタミプロン 

1411 MEPM メロペネム三水和物 

1416 BIPM ビアペネム 

1421 DRPM ドリペネム水和物 

1426 TBPM-PI テビペネム・ピボキシル 

1450 Carbacephems カルバセフェム系 

1451 LCBF ロラカルベフ 

1501 CED セフラジン 

1502 CEG セファログリシン 

1506 CEX セファレキシン 

1511 CFT セファトリジン 

1516 CXD セフロキサジン 
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1521 CCL セファクロル 

1526 CDX セファドロキシル 

1531 CER セファロリジン 

1536 CET セファロチン 

1537 CEZ セファゾリン 

1541 CEPR セファピリン 

1542 CEC セファセトリル 

1543 CTZ セフチゾール 

1546 CTM セフォチアム 

1547 CTM-HE セフォチアム・ヘキセチル 

1551 CXM セフロキシム 

1553 CXM-AX セフロキシム・アキセチル 

1556 CMD セファマンドール 

1561 CFDN セフジニル 

1562 CFPZ セフプロジル 

1566 CEMT-PI セフェタメト・ピボキシル 

1571 CETB セフチブテン 

1576 CDTR-PI セフジトレン・ピボキシル 

1581 CFIX セフィキシム 

1586 CFTM-PI セフテラム・ピボキシル 

1591 CPDX-PR セフポドキシム・プロキセチル 

1596 CFPN-PI セフカペン・ピボキシル 

1601 CMZ セフメタゾール 

1606 CFX セフォキシチン 

1611 CTT セフォテタン 

1616 CMNX セフミノクス 

1621 CBPZ セフブペラゾン 

1626 CPM セフピラミド 

1631 CFS セフスロジン 

1636 CTX セフォタキシム 

1641 CPZ セフォペラゾン 

1646 CMX セフメノキシム 

1651 CZX セフチゾキシム 

1656 CTRX セフトリアキソン 

1657 CPIZ セフピミゾール 

1658 CZON セフゾナム 

1661 CAZ セフタジジム 

1666 CDZM セフォジジム 

1671 CPR セフピロム 

1676 CZOP セフォゾプラン 

1681 CFPM セフェピム 

1682 CFCL セフクリジン 

1686 CFSL セフォセリス 

1691 SBT/CPZ スルバクタム・セフォペラゾン 

1696 LMOX ラタモキセフ 

1701 FMOX フロモキセフ 

1706 セフマチレン セフマチレン 

1801 KM カナマイシン 

1806 FRM フラジオマイシン 

1811 SM ストレプトマイシン 

1816 AMK アミカシン 

1821 GM ゲンタマイシン 

1826 AKM ベカナマイシン 

1827 LVDM リビドマイシン 
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1828 PRM パロモマイシン 

1831 RSM リボスタマイシン 

1836 DKB ジベカシン 

1841 TOB トブラマイシン 

1846 SISO シソマイシン 

1851 MCR ミクロノマイシン 

1856 ASTM アストロマイシン 

1861 NTL ネチルマイシン 

1866 ISP イセパマイシン 

1871 ABK アルベカシン 

1876 SPCM スペクチノマイシン 

1881 フラジオマイシン・トリプシン フラジオマイシン・トリプシン 

1886 

フラジオマイシン・プレドニゾロ

ン フラジオマイシン・プレドニゾロン 

1901 EM エリスロマイシン 

1902 OL オレアンドマイシン 

1906 RXM ロキシスロマイシン 

1911 CAM クラリスロマイシン 

1916 LM キタサマイシン 

1921 JM ジョサマイシン 

1926 AC-SPM アセチルスピラマイシン 

1931 MDM ミデカマイシン 

1936 RKM ロキタマイシン 

1941 AZM アジスロマイシン 

1950 Ketolides ケトライド系 

1951 TEL テリスロマイシン 

2001 LCM リンコマイシン 

2006 CLDM クリンダマイシン 

2101 TC テトラサクリン 

2106 OTC オキシテトラサイクリン 

2107 MTC メタサイクリン 

2111 DMCTC デメチルクロルテトラサイクリン 

2116 DOXY ドキシサイクリン 

2121 MINO ミノサイクリン 

2131 TGC チゲサイクリン 

2201 CP クロラムフェニコール 

2203   クロラムフェニコール、フラジオマイシン配合 

2206 TP チアンフェニコール 

2301 VCM バンコマイシン 

2306 TEIC テイコプラニン 

2311 CL コリスチン 

2316 PL-B ポリミキシン B 

2321 BC バシトラシン、フラジオマイシン配合 

2331 DAP ダプトマイシン 

2401 NA ナリジクス酸 

2406 PA ピロミド酸 

2411 PPA ピペミド酸三水和物 

2412 MLX ミロキサシン 

2416 CINX シノキサシン 

2501 NFLX ノルフロキサシン 

2506 ENX エノキサシン 

2511 OFLX オフロキサシン 

2516 LVFX レボフロキサシン 

2517 NDFX ナジフロキサシン 
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2518 TMFX テマフロキサシン 

2521 CPFX シプロフロキサシン 

2526 LFLX ロメフロキサシン 

2531 TFLX トシル酸トスフロキサシン 

2536 FLRX フレロキサシン 

2541 SPFX スパルフロキサシン 

2551 GPFX グレパフロキサシン 

2556 PUFX プルリフロキサシン 

2561 GFLX ガチフロキサシン 

2566 STFX シタフロキサシン 

2571 BLFX バロフロキサシン 

2576 PZFX パズフロキサシン 

2577 エンロフロキサシン エンロフロキサシン 

2578 MFLX モキシフロキサシン 

2579 GRNX ガレノキサシン 

2601 FOM ホスホマイシン 

2602 CMRM クーママイシン 

2603 EDC エンラマイシン 

2604 KSM カスガマイシン 

2607 MKM ミカマイシン 

2608 FA フシジン酸 

2609 NB ノボビオシン 

2611 MUP ムピロシン 

2612 RCT リストセチン 

2613 NF ニトロフラゾン 

2616 LZD リネゾリド 

2621 QPR/DPR キヌプリスチン・ダルホプリスチン 

2626   ヘキサミン 

2701 メチゾール スルファメチゾール 

2706 メトキサゾール スルファメトキサゾール 

2711 モノメトキシン スルファモノメトキシン 

2716 ジメトキシン スルファジメトキシン 

2721 サラゾピリン サラゾスルファピリジン 

2726 ST ST 合剤 

2801 INH イソニアジド 

2806 IHMS イソニアジドメタンスルホン酸 

2811 PAS 

パラアミノサリチル酸カルシウム・ 

 アルミノパラアミノサリチル酸カルシウム 

2816 PZA ピラジナミド 

2821 EB エタンブトール 

2826 RFP リファンピシン 

2828 RBT リファブチン 

2831 ETH エチオナミド 

2836 CS サイクロセリン 

2841 EVM エンビオマイシン 

2846 PTH プロチオナミド 

2901 AMPH-B アムホテリシン B 

2906 5-FC フルシトシン 

2911 MCZ ミコナゾール 

2916 FLCZ フルコナゾール 

2917 F-FLCZ ホスフルコナゾール 

2921 ITCZ イトラコナゾール 

2926 GRF グリセオフルビン 

2931 NYS ナイスタチン 
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2936 テルビナフィン テルビナフィン 

2941 TRM トリコマイシン 

2946 PMR ピマリシン 

2951 クロトリマゾール クロトリマゾール 

2956 エコナゾール エコナゾール 

2961 イソコナゾール イソコナゾール 

2966 スルコナゾール スルコナゾール 

2971 オキシコナゾール オキシコナゾール 

2976 CCZ クロコナゾール 

2981 ビホナゾール ビホナゾール 

2986 KCZ ケトコナゾール 

2991 ネチコナゾール ネチコナゾール 

2996 ラノコナゾール ラノコナゾール 

3001 トルナフタート トルナフタート 

3006 フェニルヨード フェニルヨード 

3011 シッカニン シッカニン 

3016 シクロピロクス シクロピロクスオラミン 

3021 トルシクラート トルシクラート 

3026 ブテナフィン ブテナフィン 

3031 アモロルフィン アモロルフィン 

3036 リラナフタート リラナフタート 

3041 MCFG ミカファンギン 

3046 VRCZ ボリコナゾール 

3051 ルリコナゾール ルリコナゾール 

3101 サントニン サントニン 

3106 カルバマジン クエン酸ジエチルカルバマジン 

3111 ピランテル パモ酸ピランテル 

3116 チアベンダゾール チアベンダゾール 

3121 メベンダゾール メベンダゾール 

3126 プラジカンテル プラジカンテル 

3131 アルベンダゾール アルベンダゾール 

3136 キニーネ キニーネ 

3141 スルファドキシン スルファドキシン・ピリメタミン配合 

3146 メトロニダゾール メトロニダゾール 

3151 チニダゾール チニダゾール 

3156 ペンタミジン イセチオン酸ペンタミジン 

3161 アンチモンナトリウム 酒石酸アンチモンナトリウム 

3166 イベルメクチン イベルメクチン 

3171 メフロキン 塩酸メフロキン 
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6.3 菌名コード 

JANISInfectiousAgentCode(1.2.392.100495.10.3.100.5.27.4.1) 
  JANIS ver4.1 (※ OID 値定義最下位、[4.1]は JANIS バージョン番号に対応) 

Code  Display Name（表示名） 備考 

1011 Gram-positive cocci   

1012 Gram-positive bacilli   

1013 Gram-negative cocci   

1014 Gram-negative bacilli   

1015 Yeasts   

1100 Streptococcus sp.   

1101 α-Streptococcus   

1102 β-Streptococcus   

1103 γ-Streptococcus   

1111 Streptococcus pyogenes   

1114 Streptococcus agalactiae   

1117 C 群β-Streptococcus   

1120 F 群β-Streptococcus   

1123 G 群β-Streptococcus   

1131 Streptococcus pneumoniae   

1141 Streptococcus mutans   

1142 Streptococcus sanguis   

1143 Streptococcus mitis   

1144 Streptococcus anginosus   

1145 Streptococcus intermedius   

1146 Streptococcus bovis   

1147 Streptococcus salivarius   

1148 Streptococcus equinus   

1149 Streptococcus uberis   

1150 Streptococcus constellatus subsp. constellatus   

1151 Streptococcus acidominimus   

1200 Enterococcus sp.   

1201 Enterococcus faecalis   

1202 Enterococcus faecalis (VRE)   

1205 Enterococcus faecium   

1206 Enterococcus faecium (VRE)   

1209 Enterococcus avium   

1210 Enterococcus avium (VRE)   

1213 Enterococcus durans   

1214 Enterococcus gallinarum   

1215 Enterococcus casseliflavus   

1216 Enterococcus casseliflavus/gallinarum   

1217 Enterococcus hirae   

1300 Staphylococcus sp.   

1301 Staphylococcus aureus subsp. aureus   

1303 Staphylococcus aureus (MRSA)   

1304 Staphylococcus aureus (MSSA)   

1305 Staphylococcus aureus (MSSA) (β非産生)   

1306 Staphylococcus aureus (MSSA) (β産生)   

1311 Staphylococcus ,coagulase negative (CNS)   

1312 Staphylococcus epidermidis   

1313 Staphylococcus saprophyticus subsp. saprophyticus   

1314 Staphylococcus hominis subsp. hominis   

1315 Staphylococcus warneri   

1316 Staphylococcus lentus   

1317 Staphylococcus auricularis   

1318 Staphylococcus simulans   

1319 Staphylococcus cohnii subsp. cohnii   

1320 Staphylococcus xylosus   
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1321 Staphylococcus sciuri subsp. sciuri   

1322 Staphylococcus intermedius   

1323 Staphylococcus hyicus   

1324 Staphylococcus haemolyticus   

1325 Staphylococcus capitis subsp. capitis   

1400 Micrococcus sp.   

1500 Lactococcus sp.   

1501 Lactococcus lactis subsp. lactis   

1600 Aerococcus sp.   

1800 Neisseria sp.   

1801 Neisseria gonorrhoeae   

1802 Neisseria gonorrhoeae (β非産生)   

1803 Neisseria gonorrhoeae (β産生)   

1805 Neisseria meningitidis   

1850 Moraxella (Branhamella) sp.   

1851 Moraxella (Branhamella) catarrhalis   

2000 Escherichia sp.   

2001 Escherichia coli   

2002 Escherichia coli ,pathogenic   

2003 Escherichia coli ,enterohemorrhagic (EHEC)   

2004 Escherichia coli ,enteroinvasive (EIEC)   

2005 Escherichia coli ,enteropathogenic (EPEC)   

2006 Escherichia coli ,enterotoxin-producing (ETEC)   

2007 Escherichia coli ,enteroaggregative (EAEC)   

2011 Escherichia hermannii   

2012 Escherichia vulneris   

2050 Citrobacter sp.   

2051 Citrobacter freundii   

2052 Citrobacter koseri   

2053 Citrobacter amalonaticus   

2055 Citrobacter braakii   

2100 Serratia sp.   

2101 Serratia marcescens subsp. marcescens   

2102 Serratia liquefaciens   

2103 Serratia plymuthica   

2104 Serratia rubidaea   

2105 Serratia odorifera   

2150 Enterobacter sp.   

2151 Enterobacter cloacae   

2152 Enterobacter aerogenes   

2153 Enterobacter sakazakii   

2154 Enterobacter gergoviae   

2155 Enterobacter asburiae   

2156 Enterobacter cancerogenus   

2170 Pantoea sp.   

2171 Pantoea agglomerans   

2200 Proteus sp.   

2201 Proteus mirabilis   

2202 Proteus vulgaris   

2203 Proteus penneri   

2250 Morganella sp.   

2251 Morganella morganii subsp. morganii   

2300 Providencia sp.   

2301 Providencia rettgeri   

2304 Providencia alcalifaciens   

2305 Providencia stuartii   

2350 Klebsiella sp.   

2351 Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae   

2352 Klebsiella oxytoca   
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2353 Klebsiella pneumoniae subsp. ozaenae   

2354 Klebsiella pneumoniae subsp. rhinoscleromatis   

2400 Yersinia sp.   

2401 Yersinia enterocolitica subsp. enterocolitica   

2402 Yersinia pseudotuberculosis   

2403 Yersinia pestis   

2450 Salmonella sp.   

2451 Salmonella Typhi   

2452 Salmonella Paratyphi A   

2453 Salmonella sp. (S. Typhi, S. Paratyphi A 以外)   

2454 Salmonella arizonae   

2455 Salmonella Enteritidis   

2456 Salmonella Typhimurium   

2500 Shigella sp.   

2501 Shigella flexneri   

2502 Shigella sonnei   

2503 Shigella dysenteriae   

2504 Shigella boydii   

2610 Tatumella sp.   

2611 Tatumella ptyseos   

2620 Edwardsiella sp.   

2621 Edwardsiella tarda   

2630 Hafnia sp.   

2631 Hafnia alvei   

2640 Cedecea sp.   

2641 Cedecea davisae   

2650 Kluyvera sp.   

2651 Kluyvera ascorbata   

2660 Leclercia sp.   

2661 Leclercia adecarboxylata   

2670 Buttiauxella sp.   

2671 Buttiauxella agrestis   

2680 Ewingella sp.   

2681 Ewingella americana   

2690 Rahnella sp.   

2691 Rahnella aquatilis   

3000 Vibrio sp.   

3001 Vibrio cholerae O-1   

3002 Vibrio cholerae O-139   

3003 Vibrio cholerae non O-1   

3004 Vibrio parahaemolyticus   

3005 Vibrio fluvialis   

3006 Vibrio mimicus   

3007 Vibrio vulnificus   

3008 Vibrio alginolyticus   

3009 Vibrio furnissii   

3050 Aeromonas sp.   

3051 Aeromonas hydrophila subsp. hydrophila   

3052 Aeromonas sobria   

3053 Aeromonas caviae   

3100 Pasteurella sp.   

3101 Pasteurella multocida subsp. multocida   

3150 Plesiomonas sp.   

3151 Plesiomonas shigelloides   

3200 Haemophilus sp.   

3201 Haemophilus influenzae   

3202 Haemophilus influenzae (β非産生)   

3203 Haemophilus influenzae (β産生)   

3205 Haemophilus influenzae biotypeⅠ   
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3208 Haemophilus influenzae biotypeⅡ   

3211 Haemophilus influenzae biotypeⅢ   

3214 Haemophilus influenzae biotypeⅣ   

3217 Haemophilus influenzae biotypeⅤ   

3220 Haemophilus influenzae biotypeⅥ‐1   

3223 Haemophilus influenzae biotypeⅥ‐2   

3230 Haemophilus parainfluenzae   

3240 Haemophilus haemolyticus   

3241 Haemophilus parahaemolyticus   

3242 Haemophilus haemoglobinophilus   

3243 Haemophilus ducreyi   

3244 Haemophilus aphrophilus   

3245 Haemophilus paraphrophilus   

3250 Gardnerella sp.   

3251 Gardnerella vaginalis   

3270 Bordetella sp.   

3271 Bordetella pertussis   

3272 Bordetella parapertussis   

3273 Bordetella bronchiseptica   

3300 Legionella sp.   

3301 Legionella pneumophila subsp. pneumophila   

3400 Actinobacillus sp.   

3401 Actinobacillus actinomycetemcomitans   

3430 Capnocytophaga sp.   

3450 Cardiobacterium sp.   

3451 Cardiobacterium hominis   

3470 Eikenella sp.   

3471 Eikenella corrodens   

3500 Francisella sp.   

3501 Francisella tularensis subsp. tularensis   

3550 Brucella sp.   

3551 Brucella melitensis biovar. abortus   

3553 Brucella melitensis biovar. suis   

3554 Brucella melitensis biovar. canis   

3556 Brucella melitensis   

3700 Campylobacter sp.   

3701 Campylobacter jejuni subsp. jejuni   

3702 Campylobacter coli   

3703 Campylobacter fetus subsp. fetus   

3704 Campylobacter jejuni/coli   

3730 Helicobacter sp.   

3731 Helicobacter pylori   

3800 Kingella sp.   

3801 Kingella kingae   

4000 Pseudomonas sp.   

4001 Pseudomonas aeruginosa   

4003 Ralstonia pickettii   

4011 Pseudomonas putida   

4012 Pseudomonas fluorescens   

4050 Burkholderia sp.   

4051 Burkholderia cepacia   

4052 Burkholderia mallei   

4053 Burkholderia pseudomallei   

4100 Alcaligenes sp.   

4101 Alcaligenes faecalis subsp. faecalis   

4102 Alcaligenes xylosoxidans subsp. xylosoxidans   

4150 Stenotrophomonas sp.   

4151 Stenotrophomonas maltophilia   

4200 Flavobacterium sp.   
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4201 Myroides odoratus   

4210 Myroides sp.   

4250 Chryseobacterium sp.   

4251 Chryseobacterium meningosepticum   

4252 Chryseobacterium indologenes   

4300 Sphingobacterium sp.   

4301 Sphingobacterium multivorum   

4302 Sphingobacterium spiritivorum   

4350 Shewanella sp.   

4351 Shewanella putrefaciens   

4400 Acinetobacter sp.   

4401 Acinetobacter calcoaceticus   

4402 Acinetobacter baumannii   

4403 Acinetobacter lwoffii   

4450 Rhizobium sp.   

4451 Rhizobium radiobacter   

4500 Moraxella sp.   

4501 Moraxella lacunata   

4502 Moraxella osloensis   

4503 Moraxella bovis   

4550 Chryseomonas sp.   

4551 Chryseomonas luteola   

4600 Comamonas sp.   

4601 Delftia acidovorans   

4610 Delftia sp.   

4650 Flavimonas sp.   

4651 Flavimonas oryzihabitans   

5000 Peptostreptococcus sp.   

5001 Finegoldia magna   

5002 Anaerococcus prevotii   

5003 Peptoniphilus asaccharolyticus   

5004 Peptostreptococcus anaerobius   

5005 Ruminococcus productus   

5006 Micromonas micros   

5020 Peptococcus sp.   

5021 Peptococcus niger   

5030 Anaerococcus sp.   

5033 Finegoldia sp.   

5036 Parvimonas sp.   

5039 Peptoniphilus sp.   

5042 Ruminococcus sp.   

5050 Clostridium sp.   

5051 Clostridium difficile   

5052 Clostridium perfringens   

5053 Clostridium tetani   

5054 Clostridium botulinum   

5055 Clostridium septicum   

5100 Eubacterium sp.   

5101 Eggerthella lenta   

5110 Eggerthella sp.   

5150 Propionibacterium sp.   

5151 Propionibacterium acnes   

5200 Bifidobacterium sp.   

5400 Mobiluncus sp.   

5500 Bacteroides sp.   

5501 Bacteroides fragilis   

5502 Bacteroides ovatus   

5503 Bacteroides thetaiotaomicron   

5504 Bacteroides vulgatus   
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5505 Bacteroides distasonis   

5506 Bacteroides uniformis   

5507 Bacteroides caccae   

5550 Prevotella sp.   

5551 Prevotella melaninogenica   

5552 Prevotella oralis   

5553 Prevotella ruminicola subsp. ruminicola   

5554 Prevotella bivia   

5555 Prevotella buccae   

5556 Prevotella denticola   

5557 Prevotella loescheii   

5558 Prevotella intermedia   

5559 Prevotella corporis   

5600 Porphyromonas sp.   

5601 Porphyromonas asaccharolytica   

5602 Porphyromonas gingivalis   

5650 Fusobacterium sp.   

5651 Fusobacterium nucleatum subsp. nucleatum   

5652 Fusobacterium varium   

5653 Fusobacterium necrophorum subsp. necrophorum   

5654 Fusobacterium mortiferum   

5800 Veillonella sp.   

5801 Veillonella parvula   

5900 Lactobacillus sp.   

6000 Corynebacterium sp.   

6001 Corynebacterium diphtheriae   

6002 Corynebacterium jeikeium   

6050 Listeria sp.   

6051 Listeria monocytogenes   

6100 Bacillus sp.   

6101 Bacillus cereus   

6102 Bacillus subtilis subsp. subtilis   

6103 Bacillus anthracis   

6200 Nocardia sp.   

6201 Nocardia asteroides   

6203 Nocardia brasiliensis   

6300 Actinomyces sp.   

6301 Actinomyces israelii   

6500 Mycobacterium sp.   

6501 Mycobacterium tuberculosis   

6502 Mycobacterium tuberculosis complex   

6503 Mycobacterium avium subsp. avium   

6504 Mycobacterium intracellulare   

6505 Mycobacterium avium complex   

6506 Mycobacterium kansasii   

6507 Mycobacterium marinum   

6508 Mycobacterium scrofulaceum   

6509 Mycobacterium gordonae   

6510 Mycobacterium fortuitum subsp. fortuitum   

6511 Mycobacterium chelonae subsp. chelonae   

6512 Mycobacterium abscessus   

7000 Candida sp.   

7001 Candida albicans   

7002 Candida tropicalis   

7003 Candida glabrata   

7004 Candida parapsilosis   

7005 Candida krusei   

7006 Candida guilliermondii   

7007 Candida dubliniensis   
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7110 Cryptococcus sp.   

7111 Cryptococcus neoformans   

7120 Trichosporon sp.   

7122 Trichosporon capitatum   

7123 Trichosporon asahii   

7124 Trichosporon mucoides   

7130 Rhodotorula sp.   

7131 Rhodotorula rubra   

7140 Saccharomyces sp.   

7141 Saccharomyces cerevisiae   

7150 Malassezia sp.   

7151 Malassezia furfur   

7300 Aspergillus sp.   

7301 Aspergillus flavus   

7302 Aspergillus fumigatus   

7303 Aspergillus nidulans   

7304 Aspergillus niger   

7305 Aspergillus terreus   

7310 Penicillium sp.   

7311 Penicillium marneffei   

7320 Trichophyton sp.   

7321 Trichophyton rubrum   

7322 Trichophyton mentagrophytes   

7323 Trichophyton tonsurans   

7330 Microsporum sp.   

7331 Microsporum canis   

7332 Microsporum gypseum   

7340 Cladosporium sp.   

7350 Fonsecaea sp.   

7351 Fonsecaea pedrosoi   

7360 Alternaria sp.   

7361 Alternaria tenuissima   

7362 Alternaria alternata   

7400 Epidermophyton sp.   

7401 Epidermophyton floccosum   

7410 Sporothrix sp.   

7411 Sporothrix schenckii   

7420 Fusarium sp.   

7421 Fusarium solani   

7430 Absidia sp.   

7431 Absidia corymbifera   

7500 Mucor sp.   

7501 Mucor circinelloides   

7510 Rhizomucor sp.   

7511 Rhizomucor pusillus   

7520 Rhizopus sp.   

7521 Rhizopus oryzae   

7530 Coccidioides sp.   

7531 Coccidioides immitis   

7540 Histoplasma sp.   

7541 Histoplasma capsulatum   

7550 Blastomyces sp.   

7551 Blastomyces dermatitidis   

7560 Paracoccidioides sp.   

7561 Paracoccidioides brasiliensis   

7900 Pneumocystis sp.   

7901 Pneumocystis carinii   

7902 Pneumocystis jirovecii   

8000 Mycoplasma sp.   
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8001 Mycoplasma pneumoniae   

8100 Ureaplasma sp.   

8101 Ureaplasma urealyticum   

8200 Chlamydia sp.   

8201 Chlamydia trachomatis   

8202 Chlamydophila psittaci   

8203 Chlamydophila pneumoniae   

8204 Chlamydophila pecorum   

8210 Chlamydophila sp.   

8300 Treponema sp.   

8301 Treponema pallidum   

8400 Leptospira sp.   

8401 Leptospira interrogans   

8402 Leptotrichia buccalis   

8500 Borrelia sp.   

8501 Borrelia burgdorferi   

8600 Rickettsia sp.   

9000 Entamoeba sp.   

9001 Entamoeba histolytica   

9010 Cryptosporidium sp.   

9011 Cryptosporidium parvum   

9012 Cryptosporidium muris   

9020 Cyclospora sp.   

9021 Cyclospora cayetanensis   

9030 Isospora sp.   

9040 Giardia sp.   

9041 Giardia lamblia   

9050 Balantidium sp.   

9051 Balantidium coli   

9060 Acanthamoeba sp.   

9070 Trichomonas sp.   

9071 Trichomonas vaginalis   

9080 Toxoplasma sp.   

9081 Toxoplasma gondii   

9801 Acholeplasma   

9802 Acidaminococcus   

9803 Acidovorax   

9805 Actinomadura   

9806 Afipia   

9807 Alloiococcus   

9808 Anaerobiospirillum   

9809 Anaerorhabdus   

9810 Arcanobacterium   

9811 Arthrobacter   

9812 Atopobium   

9813 Balneatrix   

9814 Bartonella   

9815 Bergeyella   

9816 Bilophila   

9817 Brachyspira   

9818 Bradyrhizobium   

9819 Brevibacterium   

9820 Brevundimonas   

9821 Brochothrix   

9822 Budvicia   

9823 Butyrivibrio   

9824 Calymmatobacterium   

9825 Catonella   

9826 Cellulomonas   
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9827 Chromobacterium   

9829 Coxiella   

9830 Dermabacter   

9831 Dermacoccus   

9832 Dermatophilus   

9834 Desulfovibrio   

9835 Dialister   

9836 Dolosigranulum   

9837 Ehrlichia   

9838 Empedobacter   

9839 Erwinia   

9840 Erysipelothrix   

9841 Fibrobacter   

9842 Gemella   

9843 Globicatella   

9844 Gordonia   

9846 Hallella   

9847 Halococcus   

9848 Janthinobacterium   

9849 Johnsonella   

9850 Kocuria   

9851 Kurthia   

9852 Kytococcus   

9853 Lautropia   

9854 Lawsonia   

9855 Leminorella   

9857 Leuconostoc   

9858 Listonella   

9859 Methylobacterium   

9860 Mitsuokella   

9861 Moellerella   

9862 Nesterenkonia   

9863 Nocardiopsis   

9864 Obesumbacterium   

9865 Ochrobactrum   

9866 Oenococcus   

9867 Oerskovia   

9868 Oligella   

9869 Orientia   

9870 Paenibacillus   

9871 Pediococcus   

9872 Photobacterium   

9873 Photorhabdus   

9874 Pragia   

9875 Propioniferax   

9876 Psychrobacter   

9877 Rhodococcus   

9878 Riemerella   

9879 Rikenella   

9880 Rothia   

9882 Sanguibacter   

9883 Sebaldella   

9884 Selenomonas   

9885 Serpulina   

9886 Sphingomonas   

9887 Spiroplasma   

9889 Streptobacillus   

9890 Streptomyces   

9891 Succinivibrio   
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9892 Suttonella   

9893 Taylorella   

9894 Tetragenococcus   

9895 Thermoactinomyces   

9896 Tissierella   

9897 Trabulsiella   

9898 Tsukamurella   

9899 Turicella   

9900 Vagococcus   

9901 Weeksella   

9902 Weissella   

9903 Wolinella   

9904 Xenorhabdus   

9905 Yokenella   

9998 その他の菌種 (同定不能の菌を含む)   

9999 コメントのみ   
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2006/04/24 初版 
・ 原案作成 

2006/04/24 初版 
・ 目次以降にページ番号(現在のページ番号/総ページ数)を挿入 
・ 「6 コード表」の各表に対し、2ページ目以降「※「～」の続き」の文章挿入 

2006/04/24 初版 
・ 「5.2.1 I9C(2.16.840.1.113883.6.2)」中、「日本HL7協会」を「Health Level 

Seven, Inc.(http://www.hl7.org/)」へ訂正 
・ 「5.2.2 I10(2.16.840.1.113883.6.3)」中、「日本HL7協会」を「Health Level Seven, 

Inc.(http://www.hl7.org/)」へ訂正 
2006/04/26 初版 

・ 題名確定により表紙更新 
・ 本履歴および著作者名挿入 

2006/05/10 初版 
・ 「4.1概要」末尾に「※添付資料:「OIDType10.xls」参照」の文章挿入 
・ 「OIDType10.xls」ファイル添付 

 
 
平成18年5月10日(水) 

群馬大学大学院医学系研究科生体防御機構学講座細菌感染制御学 藤本 修平 
株式会社ノス テクニカルソリューション事業部 医療ITグループ 田中 良昭 
株式会社Protocol One 増田 剛 

 
 
2008/03/21 第二版 

・ 「2.2.26 JANISInfectionAgentAmontEstimationMethod」を 
「2.2.26 JANISInfectiousAgentAmountEstimationMethod」に訂正 

・ 「2.2.27 JANISInfectiousAgentAmontEstimationResult」を 
・ 「2.2.27 JANISInfectiousAgentAmountEstimationResult」に訂正 
・ 「2.2.29 JANISSirInterpretation」を「2.2.29 JANISSIRInterpretation」

に訂正 
・ 「2.2.28 JANISDrugSusceptibilityMeasurementMethod」のバージョンを更新

(JANIS ver2.0) 
・ 「2.2.10 JANISAntimicrobialDrugCode」のバージョンを更新(JANIS ver3.1) 
・ 「2.2.24 JANISInfectiousAgentCode」のバージョンを更新(JANIS ver3.11) 
・ 「3.1 概要」の表中、JANISJLAC10のオブジェクト識別子

「1.2.392.100495.10.3.100.10.10」を「1.2.392.100495.10.3.100.6.3」に訂正 
・ 各値集合表にJANISのバージョンを挿入 
・ 本定義書のバージョン更新により、表紙更新 
・ 第二版履歴および著作者挿入 

 
 
平成20年3月21日(金) 

群馬大学大学院医学系研究科生体防御機構学講座細菌感染制御学 藤本 修平 
株式会社クレヴァシステムズ テクニカルソリューション事業部 中川 岳人 
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2009/11/01 第三版 
・ 「2.2.24 JANISInfectiousAgentCode」のバージョンを更新(JANIS ver4.0) 
・ 「3.2.1 JANISKCode」のバージョンを更新(2009) 
・ 「3.2.2 JANISJLAC10」のバージョンを更新(10.a13) 
・ 「4.2.1 (ア) 院内感染対策サーベイランス(JANIS)参加施設」中、「施設コード」

を「医療機関コード」へ訂正 
・ 「5.2.1 I9C」を更新 
・ 「5.2.2 I10」を更新 
・ 本定義書のバージョン更新により、表紙更新 
・ 第三版履歴および著作者挿入 

 
 
平成21年11月1日(日) 

東海大学医学部基礎医学系 生体防御学 藤本 修平 
キーウェアソリューションズ株式会社 技術本部 医療事業部 中川 岳人 

 
 
2017/06/08 第四版 

・ 「2.2.10 JANISAntimicrobialDrugCode」のバージョンを更新(JANIS ver5.0) 
・ 「2.2.24 JANISInfectiousAgentCode」のバージョンを更新(JANIS ver4.1) 
・ 「2.2.28 JANISDrugSusceptibilityMeasurementMethod」のバージョンを更新

(JANIS ver3.0) 
・ 「2.2.29 JANISSIRInterpretation」にCode「N」を追加 
・ 「3.2.1 JANISKCode」のバージョンを更新(2017) 
・ 「5.2.1 I9C」を更新 
・ 「5.2.2 I10」を更新 
・ 本定義書のバージョン更新により、表紙更新 
・ 第四版履歴および著作者挿入 

 
 
平成29年6月8日(木) 

東海大学医学部基礎医学系 生体防御学 藤本 修平 
キーウェアソリューションズ株式会社 官公システム事業部 中川 岳人 
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