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「疾病、傷害及び死因に関する分類」（平成２１年総務省告示
第１７６号）の一部改定について

○ 我が国においては、世界保健機関（以下「WHO」という。）が勧告する「疾病及

び関連保健問題の国際統計分類」（以下「ＩＣＤ」という。）に準拠した統計基準と

して、統計法（平成19年法律第53号）第28条第1項に基づき定められた「疾病、

傷害及び死因に関する分類」（平成21年3月23日総務省告示第176号）（以下、

「ICD告示」という。）を定め活用している。 

○ ICDの我が国への適用に当たっては、各国の適用状況を配慮しつつ、我が国

の事情に最も適した形での導入を考慮する必要があり、その審議のために、社

会保障審議会統計分科会のもとに医学の各分野について専門的知識を有する

学識経験者からなる「疾病、傷害及び死因分類部会」（以下「部会」という。）を設

置している。 

○ 今般、世界保健機関において勧告されたICDの改正について、我が国への適

用を検討する必要が生じたことから、11月6日に部会を開催しICDの国内適応の

ためにICD告示の一部改正の議論を開始したところである。 
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「疾病、傷害及び死因分類部会」について

部会における審議事項 
（１）現在、施行中の「疾病、傷害及び死因に関する分類」は、

WHO ICD-10(2003年版)に準拠している。WHOにおいて、2003
年版以降に勧告された一部改正部分を我が国に適用するため
の告示の改正に関すること。 

（２）その他必要な事項。  
  
部会メンバー構成 

部会メンバーは、医学的知識を有する学識経験者である委員、
臨時委員及び専門委員から統計分科会長が指名する。 

 
スケジュール 

世界保健機関が勧告したICD-10(2013年版)の我が国への適用

に関し厚生労働大臣から社会保障審議会への諮問に対して平成
26年6月迄に答申内容を部会で決定する予定。 
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「疾病、傷害及び死因分類部会」 
11月6日開催会議について

○11月6日に開催された部会での決定事項 
・ 事務局（厚生労働省）提案のICD-10(2010年版)迄を対象とする
のではなく、ICD-10(2013年版)迄を対象として答申書案の作成を
行う。 

・ ICD-10(2013年版)の国内適用のための具体的作業は、社会保

障審議会統計分科会に設置されている「疾病、傷害及び死因
分類専門委員会」において行う。 

・ 答申案策定にあたっての使用する病名、字体は日本医学会
が取り決めている日本医学用語に準拠することを基本とす
る。 

○継続審議事項 
・ WHO ICD勧告の国内適用のためのICD告示の定期的改正につ
いて。 
WHOが発表している3年に1度のMajor Update及びRevisionを
受けて定期的なICD告示の改正を行うことについて、引き続
き検討を行う。 4 



11月6日開催会議についてICD-10（平成21年総務省告示） 
の一部改正にあたっての基本方針

１． 原則として、WHOの勧告通りとし、分類構造の変更等は行わない。 

２． 2013年1月にWHOより公表されている、勧告内容を基準として作

業を行う。 

３． 分類名、病名等の和訳に当たって使用する病名及び字体は、日

本医学会が取り決めている病名及び字体を基本とする。 

４． ３．によるものの他は、「疾病、傷害及び死因に関する分類」（平成

21年3月23日総務省告示第176号）の分類及び病名並びに字体を

踏襲する。 

５． 分類名、病名等の変更等による社会的影響が大きいと考えられ

る場合は、個別に判断する。 
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統計分科会 

生活機能分類専門委員会 

疾病、傷害及び死因分類専門委員会 

社会保障審議会 

疾病、傷害及び死因分類部会 

○特定の事案に対する審議機関。 
【社会保障審議会令第６条、社会保障審議会運営規則第７条：
分科会に部会を置くことができる。】 

○個別具体的な内容について調査を行う調査機関であり審議
機関ではない。このため、審議・議決ができない。 
【社会保障審議会運営規則第８条：分科会の定めるところによ
り委員会を設置することができる。】 6 



疾病、傷害及び死因統計分類提要 内容例示・修正提案様式 
（提出期日：平成26年1月15日）

※WHO勧告文における、追加、変更等は、下線により、又、削除は取り消線によって示している。 
※病名が箇条書きとなっている箇所について、現行版は、コード順、アイウエオ順、ABC順を適宜を採用しているが、改正案では、現段階では
概ね英語順のまま訳しており、順序の入替えについては作業していない。 

※字体の変更による修正は溶け込みで反映している。 
※連続する二行が灰色塗りとなっているものは、2010年までに一度改正がありその後再度改正があったもので、始めの改正内容を上段、そ
の後の改正を下段に記載している。 

☆調整要否： 他の委員、学会への連絡・調整の要否について（○：連絡が必要（→連絡先の学会または委員を備考欄へ記入
してください）、△：必要なし（すでに当学会から関係委員、学会に連絡済み）、無印：必要なし） 

 

No. 現行告示 事務局仮訳 WHO勧告原文 修正 
提案 

提案 
理由 

調整 
要否 

備
考 

1 
第Ⅰ章-感染症及び寄生虫症 
細菌性病原体が耐性を持った
抗生物質を分類する必要があ
る場合には追加コード（U80.-－
U89.-）を使用する。 

第Ⅰ章 感染症及び寄生虫症
（A00－B99） 
抗菌薬への耐性を分類する必
要がある場合には追加コード
（U82ーU84）を使用する。 

Chapter I - Certain infectious and 
parasitic diseases (A00-B99) 
Use additional code(U82- U85 U84), if 
desired, to identify resistance to 
antimicrobials and antineoplastic drugs 

： 

71 
D16骨及び関節軟骨の良性新生物 D16骨及び関節軟骨の良性新生物 

包含：角化嚢胞性歯原性腫瘍 
D16Benign neoplasm of bone and cartilage 
Includes: Keratocystic odontogenic tumour 

「新生物」は「腫
瘍」〈新生物〉と
する。 

「新生物」は医学用語で
使用していないが、社会
的影響を鑑みて〈 〉を用
いて残す。 

○ ○○
学会 

D16骨及び関節軟骨の良性新生物 
包含：角化嚢胞性歯原性腫瘍 

D16Benign neoplasm of bone and cartilage 
Includes: Keratocystic odontogenic tumour 

「新生物」は「腫
瘍」〈新生物〉と
する。 

「新生物」は医学用語で
使用していないが、社会
的影響を鑑みて〈 〉を用
いて残す。 

○ ○○
学会 

184 

K51   潰瘍性大腸炎 
K51.0潰瘍性（慢性）全腸炎 
 
K51.1潰瘍性（慢性）回腸大腸炎 
K51.2潰瘍性（慢性）直腸炎 
K51.3潰瘍性（慢性）直腸Ｓ状結腸炎 
K51.4大腸仮性ポリポージス 
 
K51.5粘膜（性）直腸結腸炎 
 
K51.8その他の潰瘍性大腸炎 
K51.9潰瘍性大腸炎， 詳細不明 
    潰瘍性腸炎 ＮＯＳ 

K51   潰瘍性大腸炎 
K51.0潰瘍性（慢性）全大腸炎 
    包含：逆流性回腸炎 
  
K51.2潰瘍性（慢性）直腸炎 
K51.3潰瘍性（慢性）直腸Ｓ状結腸炎 
K51.4炎症性ポリープ 
 
K51.5左側結腸炎 
    包含：左半結腸炎 
K51.8その他の潰瘍性大腸炎 
K51.9潰瘍性大腸炎，詳細不明 

K51   Ulcerative colitis  
K51.0Ulcerative (chronic) enterocolitis pancolitis 

Includes: backwash ileitis  
K51.1Ulcerative (chronic) ileocolitis  
K51.2Ulcerative (chronic) proctitis  
K51.3Ulcerative (chronic) rectosigmoiditis  
K51.4Pseudopolyposis of colon Inflammatory polyps 

 [Pseudopolyposis of colon] 
K51.5Left sided colitis  Mucosal proctocolitis  

Includes: left hemicolitis 
K51.8Other ulcerative colitis  
K51.9Ulcerative colitis, unspecified  

Ulcerative enteritis NOS 

2010 
2013 

〈記載例〉 
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周知期間（約１年～） 

部会委員任命 

厚生労働大臣から社保審へ諮問 

社保審から厚労大臣へ答申 

総務大臣から統計委員会へ諮問 

統計委員会から総務大臣へ答申 

官報掲載 

総務省 

施行 （国内適用開始） 

告示の官報掲載手続き 

統計分科会・ICD専門部会（*）において審議 
（*本審議のために部会を設置、2回程度開催が通例） 

ICDの国内適用について（告示改正手続き） 

H26年12月頃 

H26年6月～ 

H26年5月迄 

H25年11月 

H25年11月 
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今後の検討課題 
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第20回社会保障審議会 統計分科会（平成25年8月30日開催）

○標記、分科会の議論において、下記の点について「疾病、傷害及
び死因分類部会」において検討を行う旨の意見が出された。 
 
・WHO ICDによる傷病群分類よりも詳細な個別傷病に基づく分
類の検討 

・WHO ICDの原死因及び原死因選択に基づく分析よりも詳細な、
複合死因分析に係る検討 

・なお、検討にあたっては、WHO等が定める国際ルールに準拠
しつつも、より詳細かつ深遠な分析を可能とするものである
こと。 

 
この統計分科会の議論を受けて「疾病、傷害及び死因分類部会」
において、ICD-10(2013)の検討と並行して議論を行い、平成26年
度中に一定の結論を得ることを目指す。 
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統計処理までの流れ 

死 亡 

死亡診断書
死体検案書 

死亡届 

医師が作成 

各
自
治
体 

厚
生
労
働
省 

WHOでは､各国の
データを集計 
World Health 
Statistics 
として公表 

記載病名のICDコード化 

原死因選択 
（死因を1つに絞り込む） 

一時製表（WHO報告様式） 
等の作成･統計解析 

我が国ではICD-
10(2003年版)準
拠を基に死因を
分類し｢人口動態
統計｣として公表 

報告･発表 
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死亡原因：死亡を引き起こしたか､その一因となったすべての疾病､

病態または､損傷､およびこれらの損傷を引き起こした事故または

暴力の状況｣（1967年の第20回世界保健総会）と定義。 

 

原死因：一時製表（WHO報告様式）のための死因は､原死因とすべ

きである。（第6回修正国際会議）として､ 
(a)直接死亡を引き起こした一連の事象の起因となった疾患もしくは損傷､ 

(b)致命傷を負わせた事故もしくは暴力の状況 

と定義。 
以上の定義に基づいて､複数死因が記載された場合には､原死因を選択する

原死因選択が行われることとなった。 
12 



13 



I60.0 頸動脈サイフォンおよび頸動脈分岐部からのくも膜下出血 

I60.1 中大動脈からのくも膜下出血 

I60.2 前交通動脈からのくも膜下出血 

I60.3 後交通動脈からのくも膜下出血 

I60.4 脳底動脈からのくも膜下出血 

I60.5 椎骨動脈からのくも膜下出血 

I60.6 その他の頭蓋内動脈からのくも膜下出血 

I60.7 頭蓋内動脈からのくも膜下出血、詳細不明 

I60.8  その他のくも膜下出血 

I60.9 くも膜下出血、詳細不明 

第IX章 循環器系の疾患 中分類：脳血管疾患（I60－I69） 3桁コード：I60 くも膜下出血 

内頸動脈からのくも膜下出血(20095840) 

中大動脈からのくも膜下出血(20070577) 

前交通動脈からのくも膜下出血(20068122) 

後交通動脈からのくも膜下出血(20060705) 

脳底動脈からのくも膜下出血(20073269) 

椎骨動脈からのくも膜下出血(20071111) 

後大脳動脈からのくも膜下出血(20096767) 

髄膜出血(20066511) 
破裂性椎骨動脈解離(20086627) 

くも膜下出血(20050506) 

前大脳動脈からのくも膜下出血(20096766)  

破裂性内頸動脈解離(20086628) 

先天性脳動脈瘤破裂(20067764) 

突発性くも膜下出血(20072018) 

脳動脈瘤破裂(20073296) 

ICD-10(2003) code 標準病名マスターVer.3.05 
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ア）A41.9 その他敗血症（詳細不明） 

イ）R02  壊疽、他に分類されないもの  

ウ）N18.0 慢性腎不全（末期腎不全） 

  I10 本態性高血圧 

エ）E14.7 詳細不明の糖尿病（多発合併症を伴うもの。） 

死因 
E14.2 詳細不明の

糖尿病（腎合併症
を伴うもの。） 

第
Ⅰ
欄 

第
Ⅱ
欄 
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ICD

：分
類 ICD

：３
桁
分
類 

ICD

：３
桁
分
類 

ICD：４桁分類 

A疾患（分野A） 

B疾患（分野B） 

C疾患（分野C） 

ICD：４桁分類 
D疾患（分野A） 

E疾患（分野B） 

ICD：４桁分類 F疾患（分野A） 

ICD：４桁分類 
B疾患（分野B） 

C疾患（分野C） 

ICD傷病分類は各

専門学会の担当
する疾患が混在
した状態で一つ
のICDコード（3桁・
4桁コード・中間

分類）にまとめら
れている。 

ICDの最小単位：具体的な個別疾患ではなく
概念的な集合に対してコードが付されている。 

分野A分類 

分野B分類 

分野C分類 

医学分類 W
H
O
か
ら
個
別
傷
病
と
の
関
係
性
は
明
示
は
な
い
。
 各学会は基礎・臨床における学術的

根拠に基づき疾患定義及び疾患分
類を分野特性に基づき作成。 
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派生分類 関連分類 
 

中心分類 

国際疾病分類(ICD) 

国際生活機能分類(ICF) 

医療行為の分類(ICHI)※ 

国際疾病分類－腫瘍学 
第３版(ICD-O-3) 

国際生活機能分類－児童版 
(ICF－CY) 

国際疾病分類－神経疾患への適用 
第８版(ICD-10-NA) 

国際疾病分類－歯科学及び口腔科学
への適用第３版(ICD-DA) 

ICD-10 
精神および行動の障害に関する分類 

プライマリケアに対する国際分
類(ICPC2) 

看護の分類(ICNP) 

障害者のためのテクニカルエイ
ドの分類（ISO9999） 

解剖・治療の見地から見た化学
物質分類システム(ATC)/1日使

用薬剤容量(DDD) 

外因に対する国際分類
（ICECI） 

症状・徴候等を表
すCodeが混在 
（R，Zの一部） 

心身の機能構造等
を表すCodeが混在 

（ｂ，ｓの一部） 
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ICDによる人口動態統計(死因統計）の課題

●個別傷病による分類ではなく、複数の傷病から

なる傷病群への分類による、鮮鋭性の喪失 

●傷病間の因果関係に基づくICDコードの付与に

よる、情報の変性及び画一的判断 

●原死因選択による傷病関連性の喪失 

●原死因選択ルールによる死因の恣意的選択 

●分類内での症状・徴候と傷病の混在による混乱  
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●個別傷病に基づく解析 

●症状・徴候と傷病の区別に基づく分析  

●原死因選択ではなく死因の重量付けに基づ

く死因選択 

●傷病の相互関係に着目した分析 

●患者の状態（基礎疾患、心身状態等）を加

味した分析 
19 



基本傷病リスト 

ICD

：分
類 ICD

：３
桁
分
類 

ICD

：３
桁
分
類 

ICD：４桁分類 
A疾患（分野A） 

B疾患（分野B） 

C疾患（分野C） 

ICD：４桁分類 D疾患（分野A） 

E疾患（分野B） 

ICD：４桁分類 F疾患（分野A） 

ICD：４桁分類 B疾患（分野B） 

C疾患（分野C） 

分野A分類 

分野B分類 

分野C分類 

医学分類 

20 

個
別
傷
病
と

I
C
D
分
類
と
の
関
係
性
の
構
築

 

基本とる傷病単位をICD４桁分類から、個別傷病名に基づく新たな分類等にシフトすることが必要 



派生分類 関連分類 
 

中心分類 

国際疾病分類(ICD) 

国際生活機能分類(ICF) 

医療行為の分類(ICHI)※ 

心身の状態（症状・
徴候、機能・構造

等）の分類 

国際疾病分類－腫瘍学 
第３版(ICD-O-3) 

国際生活機能分類－児童版 
(ICF－CY) 

国際疾病分類－神経疾患への適用 
第８版(ICD-10-NA) 

国際疾病分類－歯科学及び口腔科学
への適用第３版(ICD-DA) 

ICD-10 
精神および行動の障害に関する分類 

プライマリケアに対する国際分
類(ICPC2) 

看護の分類(ICNP) 

障害者のためのテクニカルエイ
ドの分類（ISO9999） 

解剖・治療の見地から見た化学
物質分類システム(ATC)/1日使

用薬剤容量(DDD) 

外因に対する国際分類
（ICECI） 

R,Zの一部 

b,sの一部 
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参考資料 
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人口動態調査とは 

人口に関する統計調査は、静態調査と動態調査の２つの種類がある。 

①静態調査の例 国勢調査（５年に１回 １０月１日） 

②動態調査の例 人口動態調査 

１月１日 １２月３１日 

１０月１日 

①静態調査 
（国勢調査:５年毎） 

 10月1日に国内に普段住んで 
いる全ての人が対象 

 各人の性別、生年月、配偶関係、就業 
状況や住居の種類などを調査 

②すべての出生・死亡・死産・婚姻・離婚を対象 
 
 
 

②動態調査（人口動態調査：通年） 
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種別 届出義務者 届出先 届出期間 
備考 

（根拠法令) 

出生 

１.父又は母 
２.同居者 
３.出産に立ち会った医師、助産師又

はその他の者 

市区町村長 
出生の日から 
１４日以内 

戸籍法 

死亡 

１.同居の親族 
２.その他の同居者 
３.家主、地主または家屋もしくは土
地の管理人 
４.同居の親族以外の親族 

市区町村長 
死亡の事実を知った

日から７日以内 
戸籍法 

死産 

１.父又は母 
２.同居人 
３.死産に立ち会った医師 
４.死産に立ち会った助産師 
５.その他の立会者 

市区町村長 
死産の日又は死産
の事実を知った日の
翌日から７日以内 

死産の届出に 
関する規程 

婚姻 夫妻 
夫又は妻の本籍地
もしくは所在地の市

区町村長 
規定なし 戸籍法 

離婚 夫妻 
夫又は妻の本籍地
もしくは所在地の市

区町村長 

協議離婚 規定なし
裁判離婚 裁判確定
の日から１０日以内 

戸籍法 

⑥届書の届出義務者及び届出期間 
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出生、死亡、婚姻、離婚、死産について届出義務者はそれぞれに定めら
れた届出期間内に市町村に届け出る 

戸籍法（出生・死亡・婚姻・離婚） 
死産の届出に関する規程（死産） 

調査票を作成し保健所長への送付（随時） 
政令：人口動態調査令第３条（作成） 
政令：人口動態調査令第５条第１項（送付） 

調査票の受付・審査・厚生労働大臣への送付（翌々月の５日まで） 
政令：人口動態調査令第５条第５項（送付） 
省令：人口動態調査令施行細則第４条（送付） 

調査票の受付・審査・都道府県知事への送付（翌月の25日まで） 
政令：人口動態調査令第５条第２項（送付） 
省令：人口動態調査令施行細則第３条（送付） 

①調査票の受付 
②審査・死因符号付・集計（月10万件程度） 

※自殺などの外因死については、備考欄だけでなく「(16)欄 外因死の追加事項」の“手段及
び状況”や「(18)欄 その他特に付言すべきことがら」など、調査票全体から判断して職員
が手作業で死因符号を決定 

③報告書の作成 

これらの手続き等により、例えば、6月事件発生分の人口動態調査月報は
11月上旬の発表となる（速報は8月に発表） 

オンライン報告システム 

③実施から公表までの流れ ～各自治体経由で報告～ 
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社会保障審議会委員名簿 
（平成25年10月1日現在、五十音順、敬称略、◎会長、○会長代理）  

秋田 喜代美 東京大学大学院教育学研究科教授 

伊豫 雅臣 千葉大学大学院医学研究院精神医学教授 

遠藤 久夫 学習院大学経済学部長 

大日向 雅美 恵泉女学園大学大学院平和学研究科教授 

加藤 静子 埼玉県保健医療部保健医療政策課副課長 

加藤 達夫 (独)国立成育医療研究センター名誉総長 

河村 小百合 (株)日本総合研究所調査部主任研究員 

見城 美枝子 青森大学教授、エッセイスト 

木間 昭子 ＮＰＯ法人高齢社会をよくする女性の会理事 

駒村 康平 慶應義塾大学経済学部教授 

西郷 浩 早稲田大学政治経済学術院教授 

斎藤 勝利 (社)日本経済団体連合会副会長・社会保障委員長 

櫻井 敬子 学習院大学法学部教授 

白波瀬 佐和子 東京大学大学院人文社会系研究科教授 

神野 直彦 東京大学名誉教授 

菅家 功 日本労働組合総連合会副事務局長 

田中 滋 慶応義塾大学大学院教授 

津谷 典子 慶應義塾大学経済学部教授 

永井 良三 自治医科大学学長 

中川 俊男 (社)日本医師会副会長 

◎ 西村 周三 国立社会保障・人口問題研究所長 

福田 富一 全国知事会社会保障常任委員会委員長（栃木県知事） 

藤原 忠彦 全国町村会会長（長野県川上村長） 

本田 勝彦 日本たばこ産業(株)顧問 

宮本 太郎 中央大学法学部教授 

宮本 みち子 放送大学教養学部教授 

森 民夫 全国市長会会長（長岡市長） 

○ 山崎 泰彦 神奈川県立保健福祉大学名誉教授 

吉川 洋 東京大学大学院経済学研究科教授 
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社会保障審議会 統計分科会委員名簿 
（平成25年8月1日現在、五十音順、敬称略、◎分科会長、○分科会長代理）  

石川 広己 公益社団法人日本医師会 常任理事  

大久保 一郎 筑波大学医学医療系保健医療政策学・医療経済学分野 教授  

小杉 礼子 独立行政法人労働政策研究・研修機構  特任フェロー  

◎ 西郷 浩 早稲田大学政治経済学術院 教授  

佐藤 香 東京大学社会科学研究所 

社会調査・データアーカイブ研究センター 准教授  

○ 白波瀬 佐和子 東京大学大学院人文社会系研究科 教授  

土屋 了介 公益財団法人がん研究会 理事  

津谷 典子 慶應義塾大学経済学部 教授  

樋田 勉 獨協大学経済学部国際環境経済学科 准教授  

永井 良三 自治医科大学 学長  

永瀬 伸子 お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科 教授  
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社会保障審議会 統計分科会 疾病､傷害及び死因分類部会委員名簿 
（平成25年11月６日現在、五十音順、敬称略、◎：部会長、○：部会長代理） 

赤川 安正 奥羽大学学長（歯科） 
五十嵐 隆 独立行政法人国立成育医療研究センター総長（小児・産婦人科等） 
今村 聡 公益社団法人日本医師会副会長（日本医師会） 
大江 和彦 東京大学大学院医学系研究科医療情報経済学分野教授（医療情報） 
金子 あけみ 東京医療保健大学東が丘看護学部看護学科准教授（看護） 
金子 隆一 国立社会保障・人口問題研究所副所長（統計） 
栗山 真理子 NPO法人「アラジーポット」専務理事・日本患者会情報センター代表（患者代表） 
郡山 一明 一般財団法人救急振興財団 救急救命九州研修所教授（救急） 
駒村 康平 慶應義塾大学経済学部教授（統計） 
末松 誠 慶応義塾大学医学部長（基礎医学） 
菅野 健太郎 自治医科大学消化器内科主任教授（専門委員会会長・内科（消化器病）） 

○ 田嶼 尚子 東京慈恵会医科大学名誉教授（内科（代謝）） 
辰井 聡子 立教大学大学院法務研究科教授（法学） 

◎ 永井 良三 自治医科大学学長（統計分科会・内科（循環器）） 
中村 耕三 国立障害者リハビリテーションセンター総長（整形・ﾘﾊﾋﾞﾘ） 
西田 陽光 一般社団法人日本家庭生活研究協会理事（一般国民） 
樋口 輝彦 独立行政法人国立精神・神経医療研究センター理事長（精神・神経） 
堀田 知光 独立行政法人国立がん研究センター理事長（がん） 
松谷 有希雄 国立保健医療科学院長（公衆衛生） 
宮﨑 元伸 さいたま市健康科学研究センター所長（自治体） 
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社会保障審議会統計分科会疾病、傷害及び死因分類専門委員会委員名簿
（平成25年４月１日現在、五十音順、敬称略、◎：委員長、○：委員長代理） 

○ 飯野 靖彦 医療法人社団やよい会 あだち入谷舎人クリニック院長 

岡野 友宏 昭和大学名誉教授 

岡本 真一郎 慶応義塾大学医学部血液内科学教室教授 

落合 和徳 東京慈恵会医科大学産婦人科学講座教授 

柏井 聡 愛知淑徳大学健康医療科学部視覚科学教授 

嘉山 孝正 山形大学医学部脳神経外科教授 

神庭 重信 九州大学大学院医学研究院精神病態医学教授 

木下 博之 香川大学医学部法医学教授 

清田 浩 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター泌尿器科教授・診療部長 

◎ 菅野 健太郎 自治医科大学内科学講座消化器内科学部門教授 

高橋 姿 新潟大学大学院医歯学総合研究科医学部長・医歯学系長 

滝澤 始 杏林大学医学部呼吸器内科教授 

玉岡 晃 筑波大学医学医療系教授 

土屋 了介 公益財団法人がん研究会理事 

戸倉 新樹 浜松医科大学医学部皮膚科学教授 

中田 正 虎ノ門アクチュアリー事務所顧問 

中谷 純 東北大学東北メディカルメガバンク機構教授 

名越 澄子 埼玉医科大学総合医療センター消化器・肝臓内科教授 

根本 則道 日本大学医学部病態病理学系病理学分野教授 

馬場 志郎 北里大学医学部泌尿器科学名誉教授 

針谷 正祥 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科薬害監視学講座教授 

肥塚 直美 東京女子医科大学第二内科教授 

松本 万夫 埼玉医科大学国際医療センター心臓内科教授 

水沼 英樹 弘前大学大学院医学研究科教授 

望月 一男 伊豆東部総合病院顧問 

森内 浩幸 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科教授 

矢永 勝彦 東京慈恵会医科大学外科学講座教授 

横田 順一朗 市立堺病院副院長 

渡辺 賢治 慶應義塾大学環境情報学部政策メディア研究科医学部兼担教授 

渡辺 重行 筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター教授 
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● WHOの勧告により国際的に統一した基準で定められた 死

因・疾病の分類。現行のICD-10は約14,000項目より構成。 

● 1900年（明治33年）に初めて国際会議で承認（日本も同年

より採用）。以降、WHOにおいて約10年ごとに改訂が行われ、

ICD-10は1990年にWHO総会において承認された。 

● 日本では、統計法に基づく統計基準である、「疾病、傷害

および死亡の統計分類」と定められており 

・公的統計（人口動態統計、患者調査、社会医療診療行為別調査等） 

・診療報酬明細書、電子カルテ、DPC（診断群分類・包括評価） 

 等における死因・疾病分類として広く利用されている。 
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●網羅性 

  …全ての疾患を網羅している。 

 

●排他性 

  …分類同士の重複がない。 
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派生分類 
 

・国際疾病分類－腫瘍学
第３版（ICD-O-3） 

 

・ICD-10精神および行動
の障害に関する分類 

 

・国際疾病分類－歯科学
及び口腔科学への適用
第３版（ICD-DA） 

 

・国際疾病分類－神経疾
患への適用第８版
（ICD-10-NA） 

 

・国際生活機能分類－児
童版（ICF－CY） 

関連分類 
 

・プライマリケアに対す
る国際分類（ICPC２） 

 

・外因に対する国際分類
（ICECI） 

 

・解剖・治療の見地から 
見た化学物質分類シス
テム（ATC)／1日使用 
薬剤容量（DDD） 

 

・障害者のためのテクニ
カルエイドの分類
（ISO9999） 

 

・看護の分類(ICNP) 
 

中心分類 
 
 

国際疾病分類 
（ICD） 

 

国際生活機能分類 
（ICF） 

 
医療行為の分類(作成中) 

（ICHI） 

中心分類の構成・項目
を細分・追加 

中心分類の一部を参照、あるいは
構成の一部のみ中心分類と関連 
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統
計
法
（
総
務
省
）告
示 

ICD10対応標準病名マスター 
（（財）医療情報システム開発センター） 

疾病、傷害および死因統計分類 
(International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) 

基本分類（14,368）（注１） 

死因分類（133）（注２） 

人口動態統計で使用 
・選択死因分類 
・乳児死因分類 
・周産期死亡及び死産の分類 
等のリストも厚労省人口動態課で
独自に作成し利用 

疾
病
分
類 小分類（374） 

中分類（147） 

大分類（84） 

項目数：基本分類＞疾病分類（小分類）＞疾病分類（中分類）＞死因分類＞疾病分類（大分類） 

DPCで使用 

患者調査 
で使用 

社会医
療行為
別調査 
で使用 

注１：人口動態統計では、「人口動態死因統計分類基本分類（死因基本分類）」との名称を使用している。 
注２：人口動態統計では、「死因簡単分類」の名称で利用している。 

病 名 ：23,696件 
修飾語表記 ：  2,099件 
索引語 ：43,118件 

（
政
策
統
括
官
通
知
）

厚
労
省
標
準
規
格 

ﾚｾﾌﾟﾄ・ｶﾙﾃで使用 対 応 

Ver.3.05 
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死亡統計への活用 

死 亡 

死亡診断書 
（死体検案書） 

死亡届 

医師が作成 

死亡診断書の記載内容で
死亡統計の質が決まる。 

各自治体 

厚生労働省 

各国のデータを集計 
World Health Statistics 

として公表 
我が国ではICD-10(2003
年版)準拠を基に死因を
分類し「人口動態統計」

として公表 
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（平元） 

ＩＣＤ版 分類項目数(細項目) わが国の適応期間 

第 １ 1900年（明３３年） 179（     -） 明治３２年～明治４１年 

第 ２ 1909年（明４２年） 189（     -） 明治４２年～大正１１年 

第 ３ 1920年（大 ９年） 205（     -） 大正１２年～昭和 ７年 

第 ４ 1929年（昭 ４年） 200（     -） 昭和 ８年～昭和２０年 

第 ５ 1938年（昭１３年） 200（     -） 昭和２１年～昭和２４年 

第 ６ 1948年（昭２３年） 953（     -） 昭和２５年～昭和３２年 

第 ７ 1955年（昭３０年） 953（     -） 昭和３３年～昭和４２年 

第 ８ 1965年（昭４０年） 1,040（ 3,489） 昭和４３年～昭和５３年 

第 ９ 1975年（昭５０年） 1,179（ 7,130） 昭和５４年～平成 ６年 

第１０ 1989年（平 元年） 2,036（14,195） 平成 ７年～平成１７年 

    2003年（平１５年） 2,045（14,258） 平成１８年～あああああ  

    2010年（平２２年） 2,051（14,368） － 
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改訂（Revision） 

ICD-10 → ICD-11 
 

改正（Update） 

・大改正（Major Change）３年に１回 

・小改正（Minor Change） 毎 年 
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大改正と小改正の内容（大改正は３年毎、小改正は毎年実施） 

大改正（Major change ） 小改正（Minor change） 

・新たなコードの追加 

・コードの削除 

・コードの移動 

・あるコードについて、３桁分類項
目のカテゴリーの変化を伴う索引
の改正 

・罹患率もしくは死亡率に関する
データの収集の精度に影響を与え
るルールもしくはガイドラインの
改正 

・新たな用語の索引への導入 

・あるコードについて、同一の３桁
分類項目のカテゴリー内における
索引の修正もしくは明確化 

・内容例示表もしくは索引の強化
（例：包含、除外項目の追加及び
二重分類の追加など） 

・あるコードについて、概念の変化
ではなく表現の強化 

・罹患率もしくは死亡率に関する
データの収集の精度に影響を与え
ないルールもしくはガイドライン
の改正 

・誤植の修正 
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改訂運営会議 

各専門部会 

国際統計分類群

拡張委員会 

情報科学・ 

用語委員会 

教育・普及 

委員会 

死因分類改正   

グループ 

疾病分類グループ 

(2014年まで休止） 

生活機能 

分類グループ 

ＷＨ０本部・地域事務局(6か所) 

諮問会議(COUNCIL) 

WHO国際統計分類   
協力センター 

NGO､学術組織 

分類改正 

改訂委員会 

各専門部会 各専門部会 各専門部会 各専門部会(TAG) 

ＷＨＯ国際統計分類ネットワークと改訂組織

38 

１７か所指定 
（日本も指定されている。） Up Date等の審議を行う。 

（現在は、ICD，ICF） 

ICD11改訂を 
専門で行う組織 

NGO:診療情報管理協会国際連盟
(IFHMA)，世界看護協会(ICN)，
IHTSDO，世界理学療法士協
会(WCPT) 

学術組織：Mayo Clinic，Stanford 
Univ.等 

協力センター長で構
成 



WHOのHomePageで公表 
（1月中・下旬頃） 

WHO 

WHO事務局 

WHO-FIC NetWork会議 

WHO-FIC諮問会議 
（全世界の協力センターで構成／10月中旬） 

ＩＣＤの改正・改訂 

登録：3月末頃 

分類改正改訂委員会：URC 

全世界のWHO-FIC協力センター 

WHO-FIC年次会議で審議判断 
（一部の協力センター／10月中旬） 

HomePage上での第２回目投票 
（一部の協力センター／9月頃） 

HomePage上での第１回目投票 
（一部の協力センター／6月頃） 

○了承 
×否決 
△保留 
を各国の投票で決定する。 
賛成多数又は反対多数であ
れば年次会議での議論を経
ずにHomepageの投票結果に
よって判断を行う。 

HomePage上での投票で「△

保留」となったものについて、
対面で議論を行い決定を行う。 
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 ICD-10のUpDate国内スケジュール 
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○傷病名 
 

○疾病の概念・定義 
病状※、病因※、臨床所見※、病理・遺伝子等所見、
病期分類、検査方法・検査所見、診断方法、診断基準、
合併症、基礎疾患、関連疾患、治療法、関連薬物、鑑
別すべき疾患、予後（後遺症） 

 

○疫学 
性差、好発年齢、好発地域（世界）、罹患者数（国内・
世界）※、有病者数（国内・世界）※、死亡者数（国内・
世界）※ 
 

○医学的コンセンサス（根拠・論文） 
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Ⅰ. 感染症 及び 寄生虫症(A00-B99) 

Ⅱ. 新生物（C00-D48) 

Ⅲ. 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構

の障害(D50-D89) 

Ⅳ. 内分泌、栄養及び代謝障害(E00-E90) 

Ⅴ. 精神及び行動の障害(F00-F99) 

Ⅵ. 神経系の疾患(G00-G99) 

Ⅶ. 眼及び付属器の疾患(H00-H59) 

Ⅷ. 耳及び乳様突起の疾患(H60-H95) 

Ⅸ. 循環器系の疾患(I00-I93) 

Ⅹ. 呼吸器系の疾患(J00-J99) 

ⅩⅠ. 消化器系の疾患(K00-K93) 

ⅩⅡ. 皮膚及び皮下組織の疾患(L00-L99) 

 

ⅩⅢ. 筋骨格系及び結合組織の疾患 

(M00-M99) 

ⅩⅣ. 尿路性器系の疾患(N00-N99) 

ⅩⅤ. 妊娠、分娩及び産褥(O00-O99) 

ⅩⅥ. 周産期に発生した病態(P00-P96) 

ⅩⅦ. 先天奇形、変形及び染色体障害
(Q00-Q99) 

ⅩⅧ. 症状、徴候及び異常臨床所見・異
常検査所見で他に分類されないもの
(R00-R99) 

ⅩⅨ. 損傷、中毒及び外因の疾患 

(S00-T98) 

ⅩⅩ. 傷病及び死亡の外因(V01-Y98) 

ⅩⅩⅠ. 健康状態に影響を及ぼす要因及
び保健サービスの利用(Z00-Z99) 

ⅩⅩⅡ. 特殊目的用コード(U00-U89) 
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第（ローマ数字）章 ○○の疾患 
○○炎および非○○炎（X00-X99） 

包含：○○○炎 
除外：○○○症候群（X■■．■－） 

X00 ○○○炎 
X00.0 ○○○○炎 
X00.1 ○□○○炎 
X00.2 ○□□○炎 
X00.3 ○□□□炎 
X00.4 □□□□炎 
X00.5 □△△△炎 
X00.6 □□△△炎 

X00.7  多発性の○○○炎 

X00.8 その他の○○○炎 

X00.9 ○○○炎、詳細不明 

◇◇◇炎NOS 
◇○◇炎 

章分類：全22章18世紀における5大分類に基づき分類されている。 

中間分類：共通項目を有する疾患のグループとして、WHOのICD関
連組織により設定 
「９９」が付される場合は中間分類での包括条項的コードとなっ
ており、明示されていない場合の選択用に設定されている。 

「．8」コード：「．0」～「．7」以外の傷病に対する包括条項的コード 

「．7」コード：外傷の場合などでは、多発性の場合、当該コードに分類される
場合がある。 

例示等：個別の傷病の例示 
例示がある場合は複数の傷病を含む場合が多い。 
NOS：not otherwise specifiedの略で他に何らかの説明や記載がないこと
を指す。 

除外記載：当該分類から除く傷病 

4桁コード：4桁コード：個別の傷病グループを表す。 
「．0」～「．6」に関しては、発生頻度、社会的重要性等に基づき、コー

ドに傷病が登録される。個別傷病の場合もあれば、複数傷病からなる
グループにコードが付される。数字が若い場合は他単独傷病名、数字
が大きくなると複数傷病からなる傷病グループとなる場合が多い。 

3桁コード：病態等の共通の性質を持った疾患のグループ 

包含記載：当該分類に含む傷病 

「．9」コード：詳細不明の場合のコード 43 



第ⅩⅠ章 消化器系の疾患 
非感染性腸炎および非感染性大腸炎（K50-K52） 

包含：非感染性炎症性腸炎 
除外：過敏性腸症候群（K58.－） 

巨大結腸（K59.3） 
K51 潰瘍性大腸炎 

K51.0 潰瘍性（慢性）全腸炎 
K51.1 潰瘍性（慢性）回腸大腸炎 
K51.2 潰瘍性（慢性）直腸炎 
K51.3 潰瘍性（慢性）直腸S状結腸炎 
K51.4 大腸仮性ポリポージス 
K51.5 粘膜（性）直腸結腸炎 
 

K51.8 その他の潰瘍性大腸炎 
K51.9 潰瘍性大腸炎、詳細不明 

潰瘍性腸炎NOS  

章分類：22章で構成され、部位、原因等で大きくまとめたグループ 

中間分類：共通項目を有する疾患のグループ 

3桁コード：病態等の共通の性質を持った疾患のグループ 

4桁コード：4桁コード：個別の傷病グループを表す。 

「．8」コード：「．0」～「．7」以外の傷病に対する包括
条項的コード 

「．9」コード：詳細不明の場合のコード 

例示等：個別の傷病の例示 

包含記載：当該分類に含む傷病 

除外記載：当該分類から除く傷病 
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第Ⅸ章 循環器系の疾患 

I00-I02 急性リウマチ熱 

I05-I09 慢性リウマチ性心疾患 

I10-I15 高血圧性疾患 

I16-I25 虚血性心疾患 

I26-I28 肺性心疾患および肺循環疾患 

I30-I52 その他の型の心疾患 

I60-I69 脳血管疾患 

I70-I79 動脈、細動脈およびリンパ節の疾患、他に分類されないもの 

I80-I89 静脈、リンパ管およびリンパ節の疾患、他に分類されないもの 

I95-I99 循環器系のその他および詳細不明の障害 
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第IX章 循環器系の疾患 
 脳血管疾患（I60－I69） 
  包含：高血圧（症）（I10およびI15.-の病態）の記載のあるもの 
  高血圧（症）の存在を明示することが必要な場合は、追加コードを使用する。 
  除外：血管性認知症（F01.－） 
      一過性脳虚血発作および関連性感染症候群（G45.－） 
      外傷性頭蓋内出血（S06.－） 
  I60 くも膜下出血 
     包含：脳動脈瘤出血 
     除外：くも膜下出血の続発・後遺症（I69.0） 
   I60.0 頸動脈サイフォンおよび頸動脈分岐部からのくも膜下出血 
   I60.1 中大動脈からのくも膜下出血 
   I60.2 前交通動脈からのくも膜下出血 
   I60.3 後交通動脈からのくも膜下出血 
   I60.4 脳底動脈からのくも膜下出血 
   I60.5 椎骨動脈からのくも膜下出血 
   I60.6 その他の頭蓋内動脈からのくも膜下出血 
 頭蓋内動脈の多発障害 
   I60.7 頭蓋内動脈からのくも膜下出血、詳細不明 
 下記からのくも膜下出血 
  ・脳 
  ・交通 
 （先天性）苺〈木の実〉状動脈瘤出血NOS 
   I60.8  その他のくも膜下出血 
 髄膜出血 
 脳動静脈奇形の出血 
   I60.9 くも膜下出血、詳細不明 
 （先天性）脳動脈瘤出血NOS 

動脈NOS（not otherwise specified) 
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出血（性） Ｒ５８ 
－脳（粟粒）（非外傷性） Ｉ６１．９ 
－－下記によるもの 
－－－動脈瘤の破裂（先天（性））（出血〈ｈｅｍｏｒｒｈａｇｅ〉，くも膜下も参照） Ｉ６０．９ 
－膜（脳） Ｉ６０．８ 
－髄膜性（脳）（中） Ｉ６０．８ 
－くも膜下（非外傷性） Ｉ６０．９ 
－－下記からの 
－－－前交通動脈 Ｉ６０．２ 
－－－脳底動脈 Ｉ６０．４ 
－－－頚動脈サイフォンおよび頚動脈分岐部 Ｉ６０．０ 
－－－海綿様洞 Ｉ６０．８ 
－－－頭蓋内動脈 Ｉ６０．７ 
－－－－明示されたもの ＮＥＣ Ｉ６０．６ 
－－－中 
－－－－脳動脈 Ｉ６０．１ 
－－－－髄膜動脈 Ｉ６０．８ 
－－－多発性頭蓋内動脈 Ｉ６０．６ 
－－－後交通動脈 Ｉ６０．３ 
－－－椎骨動脈 Ｉ６０．５ 
－－明示されたもの ＮＥＣ Ｉ６０．８ 47 



I60.0 頸動脈サイフォンおよび頸動脈分岐部からのくも膜下出血 

I60.1 中大動脈からのくも膜下出血 

I60.2 前交通動脈からのくも膜下出血 

I60.3 後交通動脈からのくも膜下出血 

I60.4 脳底動脈からのくも膜下出血 

I60.5 椎骨動脈からのくも膜下出血 

I60.6 その他の頭蓋内動脈からのくも膜下出血 

I60.7 頭蓋内動脈からのくも膜下出血、詳細不明 

I60.8  その他のくも膜下出血 

I60.9 くも膜下出血、詳細不明 

第IX章 循環器系の疾患 中分類：脳血管疾患（I60－I69） 3桁コード：I60 くも膜下出血 

内頸動脈からのくも膜下出血(20095840) 

中大動脈からのくも膜下出血(20070577) 

前交通動脈からのくも膜下出血(20068122) 

後交通動脈からのくも膜下出血(20060705) 

脳底動脈からのくも膜下出血(20073269) 

椎骨動脈からのくも膜下出血(20071111) 

後大脳動脈からのくも膜下出血(20096767) 

髄膜出血(20066511) 
破裂性椎骨動脈解離(20086627) 

くも膜下出血(20050506) 

前大脳動脈からのくも膜下出血(20096766)  

破裂性内頸動脈解離(20086628) 

先天性脳動脈瘤破裂(20067764) 

突発性くも膜下出血(20072018) 

脳動脈瘤破裂(20073296) 

ICD-10(2003) code 標準病名マスターVer.3.05 

48 



（ ）： （ ）内に示された修飾語が付された用語は、その修飾語の有無にかかわらず、指示された
コード番号に分類することを示す。 
（例）膿瘍（塞栓性）（感染（性））（転移（性））（多発（性））（化膿性）（敗血症性） 

－脳（各部位）G06.0 
脳膿瘍は、傷害部位にかかわらず、また塞栓性、感染性、転移性、多発性、化膿性、敗血

症性の記載の有無にかかわらずG060に分類する。 
 
〈 〉［ ］： ある用語について、その中の一部または全体にわたって異なった表現がある場合は、

〈 〉［ ］を使用してこれを表示した。 
（例）ニューロパチ〈シ〉ー〈神経障害〉 

 
NOS： NOSは国際疾病分類の内容例示中における「not otherwise specified」の略で、他に何らか

の説明が記載がないものの意味。 
   （例）咽頭炎NOS → 当該記載は、「詳細不明」又は「性質不明」の咽頭炎の意味 
 
NEC： NECは「not elsewhere classified」を略したもので、「他にいずれの項にも分類されない場合」

を表している。この記号は計画な病態が誤って不明確な病態を表す項に分類されないよう
に、詳細不明や診断名不明確の分類項目に分類される用語に付されている。もし、より詳し
い情報が記載されている場合は適切な分類項目を探す。 
（例）先天異常（性）（先天（性））（詳細不明型） Q89.9 

－大動脈（弓）NEC Q25.4 
「先天性大動脈（弓）異常」は、もし、より詳細な記載がないならばQ25.4に分類する。より

詳細な用語、例えば大動脈欠損が記載されていれば、適切な他の分類項目を探す。 
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一般原則 

死亡診断書に複数の病態が記載されている場合には､Ⅰ欄の最下欄に単独で記載

された病態が､その上の欄に記載されたすべての病態を引き起こす可能性がある場合

に限り､その病態を選ぶ。 

選択ルール 

ルール１：一般原則が適応できず､死亡診断書に最初に記載された病態に帰着する上

下の因果関係がある場合には､この上下の因果関係の起因を選ぶ。最初に起

因された病態に帰着する複数の上下関係の因果関係がある場合には､最初に

記載された上下の因果関係の起因を選ぶ。 

ルール２：死亡診断書に最初に記載された病態に帰着する上下の因果関係の記載がな

い場合には､その最初に記載された病態を選ぶ。 

ルール３：一般原則､ルール１またはルール２によってえらばれた病態が､明らかにⅠ欄

またはⅡ欄に記載されている他の病態の直接影響によるものである場合には､

先行する病態を選ぶ。 50 



○ 選択された死因は､必ずしも製表のために最も有効で有益な病態とは限らない。た

とえば､老衰､高血圧症､アテローム硬化症のような全身性の疾患が選ばれたならば､

もし症状発現または､加齢や疾病の結果が選ばれるよりも､有効に活用することはでき

ないだろう。分類の要求に一致させるために､時々､選択を修正する必要があるかもし

れない。これは､ともに記載された複数の死因に単一のコードを付けるため､またはあ

る特定の死因がその他の病態とともに記載された場合にその特定の死因を選ぶため

である。 

修正ルール 

ルールA：老衰およびその他の診断名不明確の病態 

ルールB：軽微な病態（重篤な病態が記載されている場合はそちらを選択） 

ルールC：連鎖（原死因コーディングの規定によって他の病態と連鎖する場合には連合したコードを選択する。） 

ルールD：特異性（原死因の明確化：明確に記載された記載を選択する。） 

ルールE：疾病の初期および晩期の状態（進んだ病期の記載を選択する。） 

ルールF：続発･後遺症 51 



原死因コーディングのための注 

次の注は､もし左欄に示されるように､仮に選ばれたコードが､その下に掲げられてい

る病態の一つを伴っているならば､使用されるべきコードは､太字で示されているもの

であるということを示していることが多い。 

（例） 

A00-B99 感染症および寄生虫症 

ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病（B20-B24）に関するものを除き､悪性新生物の起

点となる先行原因として記載された場合は､C00-C97にコードする。 

V01-X59 不慮の事故 

下記の記載を伴うもの： 

A35  （破傷風）､A35にコードする。 

下記を起因とするもの： 

G40-G41 （てんかん）､G40-G41にコードする   
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