
１　傷病名基本名称変更（３語）

変更前 変更後

2169012 結合織母斑 結合組織母斑

8839479 尾仙部奇形腫 仙尾部奇形腫

8840287 マルケサニ症候群 マルケサーニ症候群

２　傷病名カナ名称変更（１８２語）

変更前 変更後

0798003 ＨＴＬＶ－Ｉ感染症 ＨＴＬＶ－Ｉカンセンショウ ＨＴＬＶ－１カンセンショウ

1359012 頭蓋内サルコイドーシス ズガイナイサルコイドーシス トウガイナイサルコイドーシス

1700005 頭蓋骨悪性腫瘍 ズガイコツアクセイシュヨウ トウガイコツアクセイシュヨウ

1914001 後頭蓋窩腫瘍 コウズガイカシュヨウ コウトウガイカシュヨウ

1985024 転移性頭蓋骨腫瘍 テンイセイズガイコツシュヨウ テンイセイトウガイコツシュヨウ

2370001 頭蓋咽頭腫 ズガイイントウシュ トウガイイントウシュ

2392115 頭蓋骨腫瘍 ズガイコツシュヨウ トウガイコツシュヨウ

2398090 頭蓋底腫瘍 ズガイテイシュヨウ トウガイテイシュヨウ

2689011 ビタミンＤ依存症Ｉ型 ビタミンＤイゾンショウＩガタ ビタミンＤイゾンショウ１ガタ

3240006 頭蓋内膿瘍 ズガイナイノウヨウ トウガイナイノウヨウ

3449010 上下肢筋不全麻痺 ジョウゲシキンフゼンマヒ ジョウカシキンフゼンマヒ

3482003 本態性頭蓋内圧亢進症
ホンタイセイズガイナイアツコ
ウシンショウ

ホンタイセイトウガイナイアツコウシ
ンショウ

3482011 低頭蓋内圧症候群
テイズガイナイアツショウコウ
グン

テイトウガイナイアツショウコウグン

3499038 頭蓋内占拠性病変
ズガイナイセンキョセイビョウ
ヘン

トウガイナイセンキョセイビョウヘン

3684023 ４分の１半盲 ４ブンノイチハンモウ ４ブンノ１ハンモウ

3830002 急性乳様突起炎 キュウセイニュウヨウトツキエン キュウセイニュウヨウトッキエン

3831002 慢性乳様突起炎 マンセイニュウヨウトツキエン マンセイニュウヨウトッキエン

3839002 乳様突起炎 ニュウヨウトツキエン ニュウヨウトッキエン

4320006 後頭蓋窩硬膜外血腫
コウズガイカコウマクガイケッ
シュ

コウトウガイカコウマクガイケッシュ

傷病名コード 傷病名基本名称
傷病名カナ名称

変更傷病名一覧

傷病名コード
傷病名基本名称



変更前 変更後
傷病名コード 傷病名基本名称

傷病名カナ名称

4320007 後頭蓋窩血腫 コウズガイカケッシュ コウトウガイカケッシュ

7302038 頭蓋骨骨髄炎 ズガイコツコツズイエン トウガイコツコツズイエン

7670003 新生児頭蓋内出血
シンセイジズガイナイシュッケ
ツ

シンセイジトウガイナイシュッケツ

7673001 新生児頭蓋骨骨折 シンセイジズガイコツコッセツ シンセイジトウガイコツコッセツ

8010010 頭蓋底骨折 ズガイテイコッセツ トウガイテイコッセツ

8030001 拡大性頭蓋骨折 カクダイセイズガイコッセツ カクダイセイトウガイコッセツ

8520011 頭蓋骨骨膜下血腫 ズガイコツコツマクカケッシュ トウガイコツコツマクカケッシュ

8830102 ＨＴＬＶ－Ｉ関連脊髄症
ＨＴＬＶ－Ｉカンレンセキズイ
ショウ

ＨＴＬＶ－１カンレンセキズイショウ

8830103 ＨＴＬＶ－Ｉキャリア ＨＴＬＶ－Ｉキャリア ＨＴＬＶ－１キャリア

8831472 加齢性黄斑変性症
カレイセイオウハンヘイセイ
ショウ

カレイセイオウハンヘンセイショウ

8832039 眼内非磁性異物残留
ガンナイヒジセイセイイブツザ
ンリュウ

ガンナイヒジセイイブツザンリュウ

8832929 頚頭蓋症候群 ケイズガイショウコウグン ケイトウガイショウコウグン

8833533 後頭蓋窩くも膜のう腫 コウズガイカクモマクノウシュ コウトウガイカクモマクノウシュ

8833534 後頭蓋窩骨折 コウズガイカコッセツ コウトウガイカコッセツ

8833535 後頭蓋窩髄膜腫 コウズガイカズイマクシュ コウトウガイカズイマクシュ

8833536 後頭蓋窩のう腫 コウズガイカノウシュ コウトウガイカノウシュ

8834478 しぶり腹 シブリフク シブリバラ

8835040 新生児頭蓋縫合開大
シンセイジズガイホウゴウカイ
ダイ

シンセイジトウガイホウゴウカイダイ

8835041 新生児頭蓋ろう シンセイジズガイロウ シンセイジトウガイロウ

8835406 上下肢リンパ浮腫 ジョウゲシリンパフシュ ジョウカシリンパフシュ

8835808 頭蓋円蓋部骨折 ズガイエンガイブコッセツ トウガイエンガイブコッセツ

8835809 頭蓋穹隆骨折 ズガイキュウリュウコッセツ トウガイキュウリュウコッセツ

8835810 頭蓋穹隆部骨折 ズガイキュウリュウブコッセツ トウガイキュウリュウブコッセツ

8835811 頭蓋穹隆部線状骨折
ズガイキュウリュウブセンジョウ
コッセツ

トウガイキュウリュウブセンジョウ
コッセツ

8835812 頭蓋骨開放骨折 ズガイコツカイホウコッセツ トウガイコツカイホウコッセツ

8835813 頭蓋骨陥没骨折 ズガイコツカンボツコッセツ トウガイコツカンボツコッセツ

8835814 頭蓋骨骨折 ズガイコツコッセツ トウガイコツコッセツ



変更前 変更後
傷病名コード 傷病名基本名称

傷病名カナ名称

8835815 頭蓋骨骨折後遺症 ズガイコツコッセツコウイショウ トウガイコツコッセツコウイショウ

8835816 頭蓋骨線維腫 ズガイコツセンイシュ トウガイコツセンイシュ

8835817 頭蓋骨線状骨折 ズガイコツセンジョウコッセツ トウガイコツセンジョウコッセツ

8835818 頭蓋骨損傷 ズガイコツソンショウ トウガイコツソンショウ

8835819 頭蓋骨多発骨折 ズガイコツタハツコッセツ トウガイコツタハツコッセツ

8835820 頭蓋骨パジェット病 ズガイコツパジェットビョウ トウガイコツパジェットビョウ

8835821 頭蓋骨複雑骨折 ズガイコツフクザツコッセツ トウガイコツフクザツコッセツ

8835822 頭蓋骨粉砕骨折 ズガイコツフンサイコッセツ トウガイコツフンサイコッセツ

8835823 頭蓋内圧亢進症 ズガイナイアツコウシンショウ トウガイナイアツコウシンショウ

8835824 頭蓋内血管腫 ズガイナイケッカンシュ トウガイナイケッカンシュ

8835825 頭蓋内損傷後遺症
ズガイナイソンショウコウイショ
ウ

トウガイナイソンショウコウイショウ

8835826 頭蓋内のう胞 ズガイナイノウホウ トウガイナイノウホウ

8835827 頭蓋内膿瘍後遺症 ズガイナイノウヨウコウイショウ トウガイナイノウヨウコウイショウ

8835828 頭蓋部脊索腫 ズガイブセキサクシュ トウガイブセキサクシュ

8835829 頭蓋変形 ズガイヘンケイ トウガイヘンケイ

8835830 頭蓋離開骨折 ズガイリカイコッセツ トウガイリカイコッセツ

8835956 澄明細胞汗管腫 セイメイサイボウカンカンシュ チョウメイサイボウカンカンシュ

8835957 澄明細胞汗腺腫 セイメイサイボウカンセンシュ チョウメイサイボウカンセンシュ

8836428 舌下面癌 ゼッカメンガン ゼツカメンガン

8836770 足白癬 ソクハクセン アシハクセン

8837598 中枢性早熟 チュウスイセイソウジュク チュウスウセイソウジュク

8837611 中頭蓋窩くも膜のう腫
チュウズガイカクモマクノウ
シュ

チュウトウガイカクモマクノウシュ

8837612 中頭蓋窩骨折 チュウズガイカコッセツ チュウトウガイカコッセツ

8837613 中頭蓋窩髄膜腫 チュウズガイカズイマクシュ チュウトウガイカズイマクシュ

8838497 乳様突起カリエス ニュウヨウトツキカリエス ニュウヨウトッキカリエス

8838498 乳様突起膿瘍 ニュウヨウトツキノウヨウ ニュウヨウトッキノウヨウ

8838499 乳様突起瘻 ニュウヨウトツキロウ ニュウヨウトッキロウ



変更前 変更後
傷病名コード 傷病名基本名称

傷病名カナ名称

8838501 尿溢出 ニョウイツシュツ ニョウイッシュツ

8839202 非外傷性頭蓋内出血
ヒガイショウセイズガイナイ
シュッケツ

ヒガイショウセイトウガイナイシュッ
ケツ

8839936 閉鎖性頭蓋骨折 ヘイサセイズガイコッセツ ヘイサセイトウガイコッセツ

8840121 膀胱円蓋部膀胱癌
ボウコウエンガイブゴウコウガ
ン

ボウコウエンガイブボウコウガン

8840134 膀胱三角部膀胱癌
ボウコウサンカクブゴウコウガ
ン

ボウコウサンカクブボウコウガン

8841028 良性頭蓋内圧亢進症
リョウセイズガイナイアツコウシ
ンショウ

リョウセイトウガイナイアツコウシン
ショウ

8841668 特発性慢性肺血栓塞栓症
トクハツセイハイケッセンソクセ
ンショウ

トクハツセイマンセイハイケッセン
ソクセンショウ

8841703 頭蓋円蓋部開放骨折
ズガイエンガイブカイホウコッ
セツ

トウガイエンガイブカイホウコッセツ

8841707 頭蓋穹隆開放骨折
ズガイキュウリュウカイホウコッ
セツ

トウガイキュウリュウカイホウコッセ
ツ

8841709 頭蓋穹隆部開放骨折
ズガイキュウリュウブカイホウ
コッセツ

トウガイキュウリュウブカイホウコッ
セツ

8841714 頭蓋底開放骨折 ズガイテイカイホウコッセツ トウガイテイカイホウコッセツ

8841715 後頭蓋窩開放骨折 コウズガイカカイホウコッセツ コウトウガイカカイホウコッセツ

8841721 中頭蓋窩開放骨折
チュウズガイカカイホウコッセ
ツ

チュウトウガイカカイホウコッセツ

8841740 頭蓋骨多発開放骨折
ズガイコツタハツカイホウコッ
セツ

トウガイコツタハツカイホウコッセツ

8841742 頭蓋骨開放性粉砕骨折
ズガイコツカイホウセイフンサ
イコッセツ

トウガイコツカイホウセイフンサイ
コッセツ

8841743 頭蓋骨開放性陥没骨折
ズガイコツカイホウセイカンボ
ツコッセツ

トウガイコツカイホウセイカンボツ
コッセツ

8841744 拡大性頭蓋開放骨折
カクダイセイズガイカイホウコッ
セツ

カクダイセイトウガイカイホウコッセ
ツ

8842200 胎児ジストレス ダイジジストレス タイジジストレス

8842210 複合性局所疼痛症候群Ｉ型
フクゴウセイキョクショトウツウ
ショウコウグンＩガタ

フクゴウセイキョクショトウツウショウ
コウグン１ガタ

8842498 膝窩部のう胞性リンパ管腫
シツカブノウホウセイリンパカ
ンシュ

シッカブノウホウセイリンパカン
シュ

8843054 咬合挙上副子破損 コウゴウキョジョフクシハソン コウゴウキョジョウフクシハソン

8843112
一次性脳幹外傷・頭蓋内に達
する開放創合併あり

イチジセイノウカンガイショウ・ズガイナイ
ニタッスルカイホウソウガッペイアリ

イチジセイノウカンガイショウ・トウガイナイニタッ
スルカイホウソウガッペイアリ

8843113
一次性脳幹外傷・頭蓋内に達
する開放創合併なし

イチジセイノウカンガイショウ・ズガイナイ
ニタッスルカイホウソウガッペイナシ

イチジセイノウカンガイショウ・トウガイナイニタッ
スルカイホウソウガッペイナシ

8843131
延髄損傷・頭蓋内に達する開
放創合併あり

エンズイソンショウ・ズガイナイニタッスル
カイホウソウガッペイアリ

エンズイソンショウ・トウガイナイニタッスルカイホ
ウソウガッペイアリ

8843132
延髄損傷・頭蓋内に達する開
放創合併なし

エンズイソンショウ・ズガイナイニタッスル
カイホウソウガッペイナシ

エンズイソンショウ・トウガイナイニタッスルカイホ
ウソウガッペイナシ

8843173 開放性後頭蓋窩硬膜外血腫
カイホウセイコウズガイカコウマクガイケッ
シュ

カイホウセイコウトウガイカコウマクガイケッシュ

8843242
外傷性くも膜下出血・頭蓋内
に達する開放創合併あり

ガイショウセイクモマクカシュッケツ・ズガイ
ナイニタッスルカイホウソウガッペイアリ

ガイショウセイクモマクカシュッケツ・トウガイナイ
ニタッスルカイホウソウガッペイアリ



変更前 変更後
傷病名コード 傷病名基本名称

傷病名カナ名称

8843243
外傷性くも膜下出血・頭蓋内
に達する開放創合併なし

ガイショウセイクモマクカシュッケツ・ズガイ
ナイニタッスルカイホウソウガッペイナシ

ガイショウセイクモマクカシュッケツ・トウガイナイ
ニタッスルカイホウソウガッペイナシ

8843248
外傷性硬膜下水腫・頭蓋内に
達する開放創合併あり

ガイショウセイコウマクカスイシュ・ズガイナ
イニタッスルカイホウソウガッペイアリ

ガイショウセイコウマクカスイシュ・トウガイナイニ
タッスルカイホウソウガッペイアリ

8843249
外傷性硬膜下水腫・頭蓋内に
達する開放創合併なし

ガイショウセイコウマクカスイシュ・ズガイナ
イニタッスルカイホウソウガッペイナシ

ガイショウセイコウマクカスイシュ・トウガイナイニ
タッスルカイホウソウガッペイナシ

8843250
外傷性小脳血腫・頭蓋内に達
する開放創合併あり

ガイショウセイショウノウケッシュ・ズガイナ
イニタッスルカイホウソウガッペイアリ

ガイショウセイショウノウケッシュ・トウガイナイニ
タッスルカイホウソウガッペイアリ

8843251
外傷性小脳血腫・頭蓋内に達
する開放創合併なし

ガイショウセイショウノウケッシュ・ズガイナ
イニタッスルカイホウソウガッペイナシ

ガイショウセイショウノウケッシュ・トウガイナイニ
タッスルカイホウソウガッペイナシ

8843259
外傷性髄液耳漏・頭蓋内に達
する開放創合併あり

ガイショウセイズイエキジロウ・ズガイナイ
ニタッスルカイホウソウガッペイアリ

ガイショウセイズイエキジロウ・トウガイナイニタッ
スルカイホウソウガッペイアリ

8843260
外傷性髄液耳漏・頭蓋内に達
する開放創合併なし

ガイショウセイズイエキジロウ・ズガイナイ
ニタッスルカイホウソウガッペイナシ

ガイショウセイズイエキジロウ・トウガイナイニタッ
スルカイホウソウガッペイナシ

8843261
外傷性髄液鼻漏・頭蓋内に達
する開放創合併あり

ガイショウセイズイエキビロウ・ズガイナイ
ニタッスルカイホウソウガッペイアリ

ガイショウセイズイエキビロウ・トウガイナイニタッ
スルカイホウソウガッペイアリ

8843262
外傷性髄液鼻漏・頭蓋内に達
する開放創合併なし

ガイショウセイズイエキビロウ・ズガイナイ
ニタッスルカイホウソウガッペイナシ

ガイショウセイズイエキビロウ・トウガイナイニタッ
スルカイホウソウガッペイナシ

8843263
外傷性脳圧迫・頭蓋内に達す
る開放創合併あり

ガイショウセイノウアッパク・ズガイナイニ
タッスルカイホウソウガッペイアリ

ガイショウセイノウアッパク・トウガイナイニタッス
ルカイホウソウガッペイアリ

8843264
外傷性脳圧迫・頭蓋内に達す
る開放創合併なし

ガイショウセイノウアッパク・ズガイナイニ
タッスルカイホウソウガッペイナシ

ガイショウセイノウアッパク・トウガイナイニタッス
ルカイホウソウガッペイナシ

8843265
外傷性脳室内出血・頭蓋内に
達する開放創合併あり

ガイショウセイノウシツナイシュッケツ・ズガ
イナイニタッスルカイホウソウガッペイアリ

ガイショウセイノウシツナイシュッケツ・トウガイナ
イニタッスルカイホウソウガッペイアリ

8843266
外傷性脳室内出血・頭蓋内に
達する開放創合併なし

ガイショウセイノウシツナイシュッケツ・ズガ
イナイニタッスルカイホウソウガッペイナシ

ガイショウセイノウシツナイシュッケツ・トウガイナ
イニタッスルカイホウソウガッペイナシ

8843267
外傷性脳症・頭蓋内に達する
開放創合併あり

ガイショウセイノウショウ・ズガイナイニタッ
スルカイホウソウガッペイアリ

ガイショウセイノウショウ・トウガイナイニタッスル
カイホウソウガッペイアリ

8843268
外傷性脳症・頭蓋内に達する
開放創合併なし

ガイショウセイノウショウ・ズガイナイニタッ
スルカイホウソウガッペイナシ

ガイショウセイノウショウ・トウガイナイニタッスル
カイホウソウガッペイナシ

8843269
外傷性脳動脈瘤・頭蓋内に達
する開放創合併あり

ガイショウセイノウドウミャクリュウ・ズガイナ
イニタッスルカイホウソウガッペイアリ

ガイショウセイノウドウミャクリュウ・トウガイナイニ
タッスルカイホウソウガッペイアリ

8843270
外傷性脳動脈瘤・頭蓋内に達
する開放創合併なし

ガイショウセイノウドウミャクリュウ・ズガイナ
イニタッスルカイホウソウガッペイナシ

ガイショウセイノウドウミャクリュウ・トウガイナイニ
タッスルカイホウソウガッペイナシ

8843271
外傷性脳内血腫・頭蓋内に達
する開放創合併あり

ガイショウセイノウナイケッシュ・ズガイナイ
ニタッスルカイホウソウガッペイアリ

ガイショウセイノウナイケッシュ・トウガイナイニ
タッスルカイホウソウガッペイアリ

8843272
外傷性脳内血腫・頭蓋内に達
する開放創合併なし

ガイショウセイノウナイケッシュ・ズガイナイ
ニタッスルカイホウソウガッペイナシ

ガイショウセイノウナイケッシュ・トウガイナイニ
タッスルカイホウソウガッペイナシ

8843273
外傷性脳浮腫・頭蓋内に達す
る開放創合併あり

ガイショウセイノウフシュ・ズガイナイニタッ
スルカイホウソウガッペイアリ

ガイショウセイノウフシュ・トウガイナイニタッスル
カイホウソウガッペイアリ

8843274
外傷性脳浮腫・頭蓋内に達す
る開放創合併なし

ガイショウセイノウフシュ・ズガイナイニタッ
スルカイホウソウガッペイナシ

ガイショウセイノウフシュ・トウガイナイニタッスル
カイホウソウガッペイナシ

8843279
基底核部脳損傷・頭蓋内に達
する開放創合併あり

キテイカクブノウソンショウ・ズガイナイニ
タッスルカイホウソウガッペイアリ

キテイカクブノウソンショウ・トウガイナイニタッス
ルカイホウソウガッペイアリ

8843280
基底核部脳損傷・頭蓋内に達
する開放創合併なし

キテイカクブノウソンショウ・ズガイナイニ
タッスルカイホウソウガッペイナシ

キテイカクブノウソンショウ・トウガイナイニタッス
ルカイホウソウガッペイナシ

8843287
急性硬膜下血腫・頭蓋内に達
する開放創合併あり

キュウセイコウマクカケッシュ・ズガイナイ
ニタッスルカイホウソウガッペイアリ

キュウセイコウマクカケッシュ・トウガイナイニタッ
スルカイホウソウガッペイアリ

8843288
急性硬膜下血腫・頭蓋内に達
する開放創合併なし

キュウセイコウマクカケッシュ・ズガイナイ
ニタッスルカイホウソウガッペイナシ

キュウセイコウマクカケッシュ・トウガイナイニタッ
スルカイホウソウガッペイナシ

8843289
急性硬膜外血腫・頭蓋内に達
する開放創合併あり

キュウセイコウマクガイケッシュ・ズガイナイ
ニタッスルカイホウソウガッペイアリ

キュウセイコウマクガイケッシュ・トウガイナイニ
タッスルカイホウソウガッペイアリ

8843290
急性硬膜外血腫・頭蓋内に達
する開放創合併なし

キュウセイコウマクガイケッシュ・ズガイナイ
ニタッスルカイホウソウガッペイナシ

キュウセイコウマクガイケッシュ・トウガイナイニ
タッスルカイホウソウガッペイナシ
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8843305
局所性脳挫傷・頭蓋内に達す
る開放創合併あり

キョクショセイノウザショウ・ズガイナイニ
タッスルカイホウソウガッペイアリ

キョクショセイノウザショウ・トウガイナイニタッス
ルカイホウソウガッペイアリ

8843306
局所性脳挫傷・頭蓋内に達す
る開放創合併なし

キョクショセイノウザショウ・ズガイナイニ
タッスルカイホウソウガッペイナシ

キョクショセイノウザショウ・トウガイナイニタッス
ルカイホウソウガッペイナシ

8843307
局所性脳損傷・頭蓋内に達す
る開放創合併あり

キョクショセイノウソンショウ・ズガイナイニ
タッスルカイホウソウガッペイアリ

キョクショセイノウソンショウ・トウガイナイニタッス
ルカイホウソウガッペイアリ

8843308
局所性脳損傷・頭蓋内に達す
る開放創合併なし

キョクショセイノウソンショウ・ズガイナイニ
タッスルカイホウソウガッペイナシ

キョクショセイノウソンショウ・トウガイナイニタッス
ルカイホウソウガッペイナシ

8843321
後頭蓋窩硬膜外血腫・頭蓋内
に達する開放創合併あり

コウズガイカコウマクガイケッシュ・ズガイ
ナイニタッスルカイホウソウガッペイアリ

コウトウガイカコウマクガイケッシュ・トウガイナイ
ニタッスルカイホウソウガッペイアリ

8843322
後頭蓋窩硬膜外血腫・頭蓋内
に達する開放創合併なし

コウズガイカコウマクガイケッシュ・ズガイ
ナイニタッスルカイホウソウガッペイナシ

コウトウガイカコウマクガイケッシュ・トウガイナイ
ニタッスルカイホウソウガッペイナシ

8843324
後頭部外傷・頭蓋内に達する
開放創合併あり

コウトウブガイショウ・ズガイナイニタッスル
カイホウソウガッペイアリ

コウトウブガイショウ・トウガイナイニタッスルカイ
ホウソウガッペイアリ

8843325
後頭部外傷・頭蓋内に達する
開放創合併なし

コウトウブガイショウ・ズガイナイニタッスル
カイホウソウガッペイナシ

コウトウブガイショウ・トウガイナイニタッスルカイ
ホウソウガッペイナシ

8843328
硬膜下血腫・頭蓋内に達する
開放創合併あり

コウマクカケッシュ・ズガイナイニタッスル
カイホウソウガッペイアリ

コウマクカケッシュ・トウガイナイニタッスルカイホ
ウソウガッペイアリ

8843329
硬膜下血腫・頭蓋内に達する
開放創合併なし

コウマクカケッシュ・ズガイナイニタッスル
カイホウソウガッペイナシ

コウマクカケッシュ・トウガイナイニタッスルカイホ
ウソウガッペイナシ

8843330
硬膜外血腫・頭蓋内に達する
開放創合併あり

コウマクガイケッシュ・ズガイナイニタッス
ルカイホウソウガッペイアリ

コウマクガイケッシュ・トウガイナイニタッスルカイ
ホウソウガッペイアリ

8843331
硬膜外血腫・頭蓋内に達する
開放創合併なし

コウマクガイケッシュ・ズガイナイニタッス
ルカイホウソウガッペイナシ

コウマクガイケッシュ・トウガイナイニタッスルカイ
ホウソウガッペイナシ

8843332
硬膜損傷・頭蓋内に達する開
放創合併あり

コウマクソンショウ・ズガイナイニタッスルカ
イホウソウガッペイアリ

コウマクソンショウ・トウガイナイニタッスルカイホ
ウソウガッペイアリ

8843333
硬膜損傷・頭蓋内に達する開
放創合併なし

コウマクソンショウ・ズガイナイニタッスルカ
イホウソウガッペイナシ

コウマクソンショウ・トウガイナイニタッスルカイホ
ウソウガッペイナシ

8843347
矢状洞部硬膜外血腫・頭蓋内
に達する開放創合併あり

シジョウドウブコウマクガイケッシュ・ズガイ
ナイニタッスルカイホウソウガッペイアリ

シジョウドウブコウマクガイケッシュ・トウガイナイ
ニタッスルカイホウソウガッペイアリ

8843348
矢状洞部硬膜外血腫・頭蓋内
に達する開放創合併なし

シジョウドウブコウマクガイケッシュ・ズガイ
ナイニタッスルカイホウソウガッペイナシ

シジョウドウブコウマクガイケッシュ・トウガイナイ
ニタッスルカイホウソウガッペイナシ

8843355
小脳挫傷・頭蓋内に達する開
放創合併あり

ショウノウザショウ・ズガイナイニタッスルカ
イホウソウガッペイアリ

ショウノウザショウ・トウガイナイニタッスルカイホ
ウソウガッペイアリ

8843356
小脳挫傷・頭蓋内に達する開
放創合併なし

ショウノウザショウ・ズガイナイニタッスルカ
イホウソウガッペイナシ

ショウノウザショウ・トウガイナイニタッスルカイホ
ウソウガッペイナシ

8843420
遅発性硬膜外血腫・頭蓋内に
達する開放創合併あり

チハツセイコウマクガイケッシュ・ズガイナ
イニタッスルカイホウソウガッペイアリ

チハツセイコウマクガイケッシュ・トウガイナイニ
タッスルカイホウソウガッペイアリ

8843421
遅発性硬膜外血腫・頭蓋内に
達する開放創合併なし

チハツセイコウマクガイケッシュ・ズガイナ
イニタッスルカイホウソウガッペイナシ

チハツセイコウマクガイケッシュ・トウガイナイニ
タッスルカイホウソウガッペイナシ

8843440
頭部損傷・頭蓋内に達する開
放創合併あり

トウブソンショウ・ズガイナイニタッスルカイ
ホウソウガッペイアリ

トウブソンショウ・トウガイナイニタッスルカイホウ
ソウガッペイアリ

8843441
頭部損傷・頭蓋内に達する開
放創合併なし

トウブソンショウ・ズガイナイニタッスルカイ
ホウソウガッペイナシ

トウブソンショウ・トウガイナイニタッスルカイホウ
ソウガッペイナシ

8843470
脳幹挫傷・頭蓋内に達する開
放創合併あり

ノウカンザショウ・ズガイナイニタッスルカイ
ホウソウガッペイアリ

ノウカンザショウ・トウガイナイニタッスルカイホウ
ソウガッペイアリ

8843471
脳幹挫傷・頭蓋内に達する開
放創合併なし

ノウカンザショウ・ズガイナイニタッスルカイ
ホウソウガッペイナシ

ノウカンザショウ・トウガイナイニタッスルカイホウ
ソウガッペイナシ

8843472
脳挫傷・頭蓋内に達する開放
創合併あり

ノウザショウ・ズガイナイニタッスルカイホウ
ソウガッペイアリ

ノウザショウ・トウガイナイニタッスルカイホウソウ
ガッペイアリ

8843473
脳挫傷・頭蓋内に達する開放
創合併なし

ノウザショウ・ズガイナイニタッスルカイホウ
ソウガッペイナシ

ノウザショウ・トウガイナイニタッスルカイホウソウ
ガッペイナシ

8843474
脳挫創・頭蓋内に達する開放
創合併あり

ノウザソウ・ズガイナイニタッスルカイホウソ
ウガッペイアリ

ノウザソウ・トウガイナイニタッスルカイホウソウ
ガッペイアリ
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8843475
脳挫創・頭蓋内に達する開放
創合併なし

ノウザソウ・ズガイナイニタッスルカイホウソ
ウガッペイナシ

ノウザソウ・トウガイナイニタッスルカイホウソウ
ガッペイナシ

8843476
脳震盪・頭蓋内に達する開放
創合併あり

ノウシントウ・ズガイナイニタッスルカイホウ
ソウガッペイアリ

ノウシントウ・トウガイナイニタッスルカイホウソウ
ガッペイアリ

8843477
脳震盪・頭蓋内に達する開放
創合併なし

ノウシントウ・ズガイナイニタッスルカイホウ
ソウガッペイナシ

ノウシントウ・トウガイナイニタッスルカイホウソウ
ガッペイナシ

8843478
脳損傷・頭蓋内に達する開放
創合併あり

ノウソンショウ・ズガイナイニタッスルカイホ
ウソウガッペイアリ

ノウソンショウ・トウガイナイニタッスルカイホウソ
ウガッペイアリ

8843479
脳損傷・頭蓋内に達する開放
創合併なし

ノウソンショウ・ズガイナイニタッスルカイホ
ウソウガッペイナシ

ノウソンショウ・トウガイナイニタッスルカイホウソ
ウガッペイナシ

8843480
脳対側損傷・頭蓋内に達する
開放創合併あり

ノウタイソクソンショウ・ズガイナイニタッス
ルカイホウソウガッペイアリ

ノウタイソクソンショウ・トウガイナイニタッスルカ
イホウソウガッペイアリ

8843481
脳対側損傷・頭蓋内に達する
開放創合併なし

ノウタイソクソンショウ・ズガイナイニタッス
ルカイホウソウガッペイナシ

ノウタイソクソンショウ・トウガイナイニタッスルカ
イホウソウガッペイナシ

8843482
脳直撃損傷・頭蓋内に達する
開放創合併あり

ノウチョクゲキソンショウ・ズガイナイニタッ
スルカイホウソウガッペイアリ

ノウチョクゲキソンショウ・トウガイナイニタッスル
カイホウソウガッペイアリ

8843483
脳直撃損傷・頭蓋内に達する
開放創合併なし

ノウチョクゲキソンショウ・ズガイナイニタッ
スルカイホウソウガッペイナシ

ノウチョクゲキソンショウ・トウガイナイニタッスル
カイホウソウガッペイナシ

8843484
脳底部挫傷・頭蓋内に達する
開放創合併あり

ノウテイブザショウ・ズガイナイニタッスル
カイホウソウガッペイアリ

ノウテイブザショウ・トウガイナイニタッスルカイホ
ウソウガッペイアリ

8843485
脳底部挫傷・頭蓋内に達する
開放創合併なし

ノウテイブザショウ・ズガイナイニタッスル
カイホウソウガッペイナシ

ノウテイブザショウ・トウガイナイニタッスルカイホ
ウソウガッペイナシ

8843495
半球間硬膜下血腫・頭蓋内に
達する開放創合併あり

ハンキュウカンコウマクカケッシュ・ズガイ
ナイニタッスルカイホウソウガッペイアリ

ハンキュウカンコウマクカケッシュ・トウガイナイ
ニタッスルカイホウソウガッペイアリ

8843496
半球間硬膜下血腫・頭蓋内に
達する開放創合併なし

ハンキュウカンコウマクカケッシュ・ズガイ
ナイニタッスルカイホウソウガッペイナシ

ハンキュウカンコウマクカケッシュ・トウガイナイ
ニタッスルカイホウソウガッペイナシ

8843501
皮質下脳損傷・頭蓋内に達す
る開放創合併あり

ヒシツカノウソンショウ・ズガイナイニタッス
ルカイホウソウガッペイアリ

ヒシツカノウソンショウ・トウガイナイニタッスルカ
イホウソウガッペイアリ

8843502
皮質下脳損傷・頭蓋内に達す
る開放創合併なし

ヒシツカノウソンショウ・ズガイナイニタッス
ルカイホウソウガッペイナシ

ヒシツカノウソンショウ・トウガイナイニタッスルカ
イホウソウガッペイナシ

8843506
びまん性脳損傷・頭蓋内に達
する開放創合併あり

ビマンセイノウソンショウ・ズガイナイニタッ
スルカイホウソウガッペイアリ

ビマンセイノウソンショウ・トウガイナイニタッスル
カイホウソウガッペイアリ

8843507
びまん性脳損傷・頭蓋内に達
する開放創合併なし

ビマンセイノウソンショウ・ズガイナイニタッ
スルカイホウソウガッペイナシ

ビマンセイノウソンショウ・トウガイナイニタッスル
カイホウソウガッペイナシ

8843551 閉鎖性後頭蓋窩硬膜外血腫
ヘイサセイコウズガイカコウマクガイケッ
シュ

ヘイサセイコウトウガイカコウマクガイケッシュ

8843610
傍大脳鎌血腫・頭蓋内に達す
る開放創合併あり

ボウダイノウカマケッシュ・ズガイナイニタッ
スルカイホウソウガッペイアリ

ボウダイノウカマケッシュ・トウガイナイニタッスル
カイホウソウガッペイアリ

8843611
傍大脳鎌血腫・頭蓋内に達す
る開放創合併なし

ボウダイノウカマケッシュ・ズガイナイニタッ
スルカイホウソウガッペイナシ

ボウダイノウカマケッシュ・トウガイナイニタッスル
カイホウソウガッペイナシ

8843668 過剰水平被蓋 カジョウスイヘヒガイ カジョウスイヘイヒガイ

8843740 人工膝関節のゆるみ
ジンコウシツカンンセツノユル
ミ

ジンコウシツカンセツノユルミ

8843844
う蝕第３度急性化膿性根尖性
歯周炎

ウショクダイ３ドマンセイカノウ
セイコンセンセイシシュウエン

ウショクダイ３ドキュウセイカノウセ
イコンセンセイシシュウエン

8843963 分娩時新生児頭蓋内出血
ブンベンジシンセイジズガイナ
イシュッケツ

ブンベンジシンセイジトウガイナイ
シュッケツ

8843964 分娩時新生児頭蓋内裂傷
ブンベンジシンセイジズガイナ
イレッショウ

ブンベンジシンセイジトウガイナイ
レッショウ

8844005 ＨＴＬＶ－Ｉぶどう膜炎 ＨＴＬＶ－Ｉブドウマクエン ＨＴＬＶ－１ブドウマクエン

8844069 成長ホルモン分泌不全
セイチョウホルモンブンピツフ
ゼン

セイチョウホルモンブンピフゼン



変更前 変更後
傷病名コード 傷病名基本名称

傷病名カナ名称

8844575 尿管狭窄を伴う水腎症
ニョウキョウサクヲトモナウスイ
ジンショウ

ニョウカンキョウサクヲトモナウスイ
ジンショウ

変更前 変更後

0703022 Ｃ型肝炎 B171 B182

2115011 肝過誤腫 Q859 D134

2123004 肺過誤腫 Q859 D143

2551009 特発性アルドステロン症 E274 E260

7560020 頭蓋底陥入症 G935 Q758

8832950 頚椎棘間靱帯損傷 S16 S136

8836503 前脛腓靱帯損傷 S761 S934

8836706 足関節外側側副靱帯損傷 S968 S934

8836715 足関節内側側副靱帯損傷 S968 S934

8837935 転移性扁平上皮癌 C792 C80

8839244 膝靱帯損傷 S761 S836

8842154 Ｃ型肝炎ウイルス感染 B171 B182

9599013 靱帯損傷 T146 T143

３　ＩＣＤ－１０－１変更（１３語）

傷病名コード 傷病名基本名称
ＩＣＤ－１０－１


