
変更前 変更後

5201006 過剰歯 過剰歯 ＳＰＴ

5204034 エナメル質形成不全 エナメル質形成不全 ＥＨｐ

5205014 歯牙欠損 歯牙欠損 ＭＴ

5206039 埋伏歯 埋伏歯 ＲＴ

5206040 完全埋伏歯 完全埋伏歯 ＲＴ

5206041 半埋伏歯 半埋伏歯 ＨＲＴ

5206045 永久歯萌出不全 永久歯萌出不全 ＩＰＴ

5206051 水平智歯 水平智歯 ＨＥＴ

5206054 乳歯残存 乳歯残存 Ｃ４

5210011 根充済み 根充済み Ｃ３処置歯

5211002 咬耗症 咬耗症 Ａｔｔ

5212005 磨耗症 磨耗症 Ａｂｒ

5217003 着色歯 着色歯 Ｐｉｇ

5218002 歯牙脱臼 歯牙脱臼 Ｌｕｘ

5218009 歯冠破折 歯冠破折 歯冠ハセツ

5218010 歯根破折 歯根破折 歯根ハセツ

5218012 象牙質知覚過敏症 象牙質知覚過敏症 Ｈｙｓ

5220035 全部性歯髄炎 全部性歯髄炎 Ｐｕｌ

5220057 急性壊疽性歯髄炎 急性壊疽性歯髄炎 Ｐｕｌ

5220058 急性単純性歯髄炎 急性単純性歯髄炎 Ｐｕｌ

5220061 慢性歯髄炎 慢性歯髄炎 Ｐｕｌ

5220063 歯髄炎 歯髄炎 Ｐｕｌ

5220064 急性化膿性歯髄炎 急性化膿性歯髄炎 Ｐｕｌ

5220067 カリエスのない歯髄炎 カリエスのない歯髄炎 Ｐｕｌ

5220069 慢性壊疽性歯髄炎 慢性壊疽性歯髄炎 Ｐｕｌ

傷病名コード 傷病名基本名称
傷病名省略名称

変更傷病名一覧

１　歯科領域病名の傷病名省略名称変更（５０６語）



変更前 変更後
傷病名コード 傷病名基本名称

傷病名省略名称

5220070 壊疽性歯髄炎 壊疽性歯髄炎 Ｐｕｌ

5220072 急性一部性化膿性歯髄炎 急性一部性化膿性歯髄炎 Ｐｕｌ

5220074 急性歯髄炎 急性歯髄炎 Ｐｕｌ

5220075 急性全部性化膿性歯髄炎 急性全部性化膿性歯髄炎 Ｐｕｌ

5220077 血行性歯髄炎 血行性歯髄炎 Ｐｕｌ

5220078 残髄炎 残髄炎 Ｐｕｌ

5220082 上行性歯髄炎 上行性歯髄炎 Ｐｕｌ

5220085 慢性増殖性歯髄炎 慢性増殖性歯髄炎 Ｐｕｌ

5220089 慢性潰瘍性歯髄炎 慢性潰瘍性歯髄炎 Ｐｕｌ

5220091 慢性開放性歯髄炎 慢性開放性歯髄炎 Ｐｕｌ

5220093 慢性単純性歯髄炎 慢性単純性歯髄炎 Ｐｕｌ

5221012 歯髄壊死 歯髄壊死 Ｐｕエシ

5221013 歯髄壊疽 歯髄壊疽 Ｐｕエソ

5224011 慢性歯槽膿瘍 慢性歯槽膿瘍 ＡＡ

5225001 急性歯槽膿瘍 急性歯槽膿瘍 ＡＡ

5225006 歯槽膿瘍 歯槽膿瘍 ＡＡ

5225012 外傷性歯根膜炎 外傷性歯根膜炎 Ｐｅｒ

5227011 急性化膿性辺縁性歯根膜炎 急性化膿性辺縁性歯根膜炎 Ｐｅｒ

5229018 無髄歯 無髄歯 Ｃ３処置歯

5230001 急性歯肉炎 急性歯肉炎 Ｇ

5230004 化膿性歯肉炎 化膿性歯肉炎 Ｇ

5231003 びらん性歯肉炎 びらん性歯肉炎 Ｇ

5231014 壊疽性歯肉炎 壊疽性歯肉炎 壊Ｇ

5231017 思春期性歯肉炎 思春期性歯肉炎 Ｇ

5231018 歯肉炎 歯肉炎 Ｇ

5231027 増殖性歯肉炎 増殖性歯肉炎 増Ｇ

5231029 単純性歯肉炎 単純性歯肉炎 Ｇ



変更前 変更後
傷病名コード 傷病名基本名称

傷病名省略名称

5231032 潰瘍性歯肉炎 潰瘍性歯肉炎 潰Ｇ

5231039 肥大性歯肉炎 肥大性歯肉炎 肥Ｇ

5231042 慢性萎縮性老人性歯肉炎 慢性萎縮性老人性歯肉炎 Ｇ

5231044 慢性歯肉炎 慢性歯肉炎 Ｇ

5233004 急性歯周炎 急性歯周炎 Ｐ急発

5233008 歯肉膿瘍 歯肉膿瘍 ＧＡ

5233009 智歯周囲炎 智歯周囲炎 Ｐｅｒｉｃｏ

5233010 急性化膿性歯根膜炎 急性化膿性歯根膜炎 Ｐｅｒ

5234009 歯周炎 歯周炎 Ｐ

5234013 単純性歯周炎 単純性歯周炎 Ｐ

5234016 慢性歯周炎 慢性歯周炎 Ｐ

5234028 化膿性歯周炎 化膿性歯周炎 Ｐ

5235002 歯周症 歯周症 Ｐ

5236008 歯石沈着症 歯石沈着症 ＺＳ

5243002 捻転歯 捻転歯 ＲＯＴ

5244007 咬合異常 咬合異常 Ｍａｌ

5250001 欠損歯 欠損歯 ＭＴ

5250009 歯牙脱落 歯牙脱落 ＭＴ

5253001 歯槽骨鋭縁 歯槽骨鋭縁 ＳｃｈＡ

5259011 喪失歯 喪失歯 ＭＴ

8830786 う蝕処置済み歯 う蝕処置済み歯 Ｃ３処置歯

8830787 う蝕第１度 う蝕第１度 Ｃ

8830788 う蝕第２度 う蝕第２度 Ｃ

8830789 う蝕第３度 う蝕第３度 Ｃ

8830790 う蝕第４度 う蝕第４度 Ｃ４

8832354 急性根尖性歯周炎 急性根尖性歯周炎 Ｐｅｒ

8833899 根尖性歯周炎 根尖性歯周炎 Ｐｅｒ



変更前 変更後
傷病名コード 傷病名基本名称

傷病名省略名称

8834149 残根 残根 Ｃ４

8834289 歯酸蝕症 歯酸蝕症 Ｅｒｏ

8834486 歯磨剤性歯磨耗症 歯磨剤性歯磨耗症 Ａｂｒ

8834533 習慣性歯磨耗症 習慣性歯磨耗症 Ａｂｒ

8834838 職業性歯酸蝕症 職業性歯酸蝕症 Ｅｒｏ

8834839 職業性歯磨耗症 職業性歯磨耗症 Ａｂｒ

8834845 食事による歯酸蝕症 食事による歯酸蝕症 Ｅｒｏ

8835010 新生児エナメル質形成不全 新生児エナメル質形成不全 ＥＨｐ

8835216 持続性嘔吐による歯酸蝕症 持続性嘔吐による歯酸蝕症 Ｅｒｏ

8838182 特発性歯酸蝕症 特発性歯酸蝕症 Ｅｒｏ

8838389 二次う蝕 二次う蝕 Ｃ

8838390 二次う蝕第１度 二次う蝕第１度 Ｃ

8838391 二次う蝕第２度 二次う蝕第２度 Ｃ

8838392 二次う蝕第３度 二次う蝕第３度 Ｃ

8838935 剥離性歯肉炎 剥離性歯肉炎 Ｇ

8839667 複雑性歯周炎 複雑性歯周炎 Ｐ

8839668 複雑性歯肉炎 複雑性歯肉炎 複Ｇ

8839848 ブリッジ破損 ブリッジ破損 Ｂｒハセツ

8839995 辺縁性化膿性歯根膜炎 辺縁性化膿性歯根膜炎 Ｐｅｒ

8839996 辺縁性歯周組織炎 辺縁性歯周組織炎 Ｐ

8840080 萌出後の変色歯 萌出後の変色歯 Ｐｉｇ

8840348 慢性根尖性歯周炎 慢性根尖性歯周炎 Ｐｅｒ

8840717 薬物性歯酸蝕症 薬物性歯酸蝕症 Ｅｒｏ

8841102 隣接面咬耗 隣接面咬耗 Ａｔｔ

8842270 歯根のう胞 歯根のう胞 ＷＺ

8842275 若年性歯周炎 若年性歯周炎 Ｐ

8842345 早期発症型歯周炎 早期発症型歯周炎 Ｐ



変更前 変更後
傷病名コード 傷病名基本名称

傷病名省略名称

8842355 Ｗタイプ拡大装置不適合 Ｗタイプ拡大装置不適合 Ｗタイプ拡大装置フテキ

8842356 アクチバトール不適合 アクチバトール不適合 アクチバトールフテキ

8842357 アタッチメント不適合 アタッチメント不適合 アタッチメントフテキ

8842358
インダイレクトボンディング装
置不適合

インダイレクトボンディング装
置不適合

インダイレクトボンディング装
置フテキ

8842359
インナーボータイプ拡大装置
不適合

インナーボータイプ拡大装置
不適合

インナーボータイプ拡大装置
フテキ

8842360 オーラルスクリーン不適合 オーラルスクリーン不適合 オーラルスクリーンフテキ

8842361 オクルーザルスプリント不適合 オクルーザルスプリント不適合 オクルーザルスプリントフテキ

8842362
拡大ネジ付き機能的顎矯正
装置不適合

拡大ネジ付き機能的顎矯正
装置不適合

拡大ネジ付き機能的顎矯正
装置フテキ

8842363 可徹性歯科矯正装置不適合 可徹性歯科矯正装置不適合 可徹性歯科矯正装置フテキ

8842364 可徹性保隙装置不適合 可徹性保隙装置不適合 可徹性保隙装置フテキ

8842365 可徹性保定装置不適合 可徹性保定装置不適合 可徹性保定装置フテキ

8842368 顎補綴物不適合 顎補綴物不適合 顎補綴物フテキ

8842369 顎骨インプラント不適合 顎骨インプラント不適合 顎骨インプラントフテキ

8842370 機能的顎矯正装置不適合 機能的顎矯正装置不適合 機能的顎矯正装置フテキ

8842371 急速拡大装置不適合 急速拡大装置不適合 急速拡大装置フテキ

8842372 金属ブラケット不適合 金属ブラケット不適合 金属ブラケットフテキ

8842374 クラスプ不適合 クラスプ不適合 Ｃｌフテキ

8842376 コア不適合 コア不適合 コアフテキ

8842377 口蓋補綴物不適合 口蓋補綴物不適合 口蓋補綴物フテキ

8842378 咬合挙上副子不適合 咬合挙上副子不適合 咬合挙上副子フテキ

8842380 固定性保定装置不適合 固定性保定装置不適合 固定性保定装置フテキ

8842382 根面板不適合 根面板不適合 根面板フテキ

8842383 歯科インプラント不適合 歯科インプラント不適合 歯科インプラントフテキ

8842387 歯周治療用装置不適合 歯周治療用装置不適合 歯周治療用装置フテキ

8842391 唇側弧線装置不適合 唇側弧線装置不適合 唇側弧線装置フテキ

8842392 充填物低位 充填物低位 充填物フテキ

8842395 人工歯根アバットメント不適合 人工歯根アバットメント不適合 人工歯根アバットメントフテキ



変更前 変更後
傷病名コード 傷病名基本名称

傷病名省略名称

8842396 人工歯根上部構造不適合 人工歯根上部構造不適合 人工歯根上部構造フテキ

8842397 人工歯根不適合 人工歯根不適合 人工歯根フテキ

8842398 人工歯不適合 人工歯不適合 人工歯フテキ

8842399
睡眠時無呼吸症候群治療用
咬合床不適合

睡眠時無呼吸症候群治療用
咬合床不適合

睡眠時無呼吸症候群治療用
咬合床フテキ

8842401
スケレトンタイプ拡大装置不適
合

スケレトンタイプ拡大装置不適
合

スケレトンタイプ拡大装置フテ
キ

8842402 スプリングリテーナー不適合 スプリングリテーナー不適合 スプリングリテーナーフテキ

8842403 スライディングプレート不適合 スライディングプレート不適合 スライディングプレートフテキ

8842404 セクショナルアーチ不適合 セクショナルアーチ不適合 セクショナルアーチフテキ

8842405 セラミックブラケット不適合 セラミックブラケット不適合 セラミックブラケットフテキ

8842406 舌側弧線装置不適合 舌側弧線装置不適合 舌側弧線装置フテキ

8842407 双線弧線装置不適合 双線弧線装置不適合 双線弧線装置フテキ

8842408
帯環マルチブラケット装置不
適合

帯環マルチブラケット装置不
適合

帯環マルチブラケット装置フテ
キ

8842409 タングクリブ不適合 タングクリブ不適合 タングクリブフテキ

8842410
ダイナミックポジショナー不適
合

ダイナミックポジショナー不適
合

ダイナミックポジショナーフテ
キ

8842411
ダイレクトボンドマルチブラ
ケット装置不適合

ダイレクトボンドマルチブラ
ケット装置不適

ダイレクトボンドマルチブラ
ケットフテキ

8842414 ツースポジショナー不適合 ツースポジショナー不適合 ツースポジショナーフテキ

8842415 トルキングアーチ不適合 トルキングアーチ不適合 トルキングアーチフテキ

8842418 歯ぎしり防止装置不適合 歯ぎしり防止装置不適合 歯ぎしり防止装置フテキ

8842419 発音補助装置不適合 発音補助装置不適合 発音補助装置フテキ

8842420 発音補正装置不適合 発音補正装置不適合 発音補正装置フテキ

8842421 パラタルバー不適合 パラタルバー不適合 パラタルバーフテキ

8842422
フェイスボータイププロトラク
ター不適合

フェイスボータイププロトラク
ター不適合

フェイスボータイププロトラク
ターフテキ

8842423 付加装置不適合 付加装置不適合 付加装置フテキ

8842424 副子不適合 副子不適合 副子フテキ

8842425
フレームタイププロトラクター
不適合

フレームタイププロトラクター
不適合

フレームタイププロトラクターフ
テキ

8842426 ブリッジ過高 ブリッジ過高 Ｂｒフテキ

8842427 ブリッジ不適合 ブリッジ不適合 Ｂｒフテキ



変更前 変更後
傷病名コード 傷病名基本名称

傷病名省略名称

8842428 プラスティックブラケット不適合 プラスティックブラケット不適合 プラスティックブラケットフテキ

8842429
プレートタイプリテーナー不適
合

プレートタイプリテーナー不適
合

プレートタイプリテーナーフテ
キ

8842431 ホールディングアーチ不適合 ホールディングアーチ不適合 ホールディングアーチフテキ

8842432 保隙装置不適合 保隙装置不適合 保隙装置フテキ

8842433 補綴隙不適合 補綴隙不適合 補綴隙フテキ

8842434
ホルンタイププロトラクター不
適合

ホルンタイププロトラクター不
適合

ホルンタイププロトラクターフ
テキ

8842435
ボーンタイププロトラクター不
適合

ボーンタイププロトラクター不
適合

ボーンタイププロトラクターフ
テキ

8842440
ポータータイプ拡大装置不適
合

ポータータイプ拡大装置不適
合

ポータータイプ拡大装置フテ
キ

8842441 マキシラリトラクター不適合 マキシラリトラクター不適合 マキシラリトラクターフテキ

8842442
マスクタイププロトラクター不
適合

マスクタイププロトラクター不
適合

マスクタイププロトラクターフテ
キ

8842443 マルチブラケット装置不適合 マルチブラケット装置不適合 マルチブラケット装置フテキ

8842444
マンディブラリトラクター不適
合

マンディブラリトラクター不適
合

マンディブラリトラクターフテキ

8842446 メタルコア不適合 メタルコア不適合 メタルコアフテキ

8842447 メタルリテーナー不適合 メタルリテーナー不適合 メタルリテーナーフテキ

8842448 リップバンパー不適合 リップバンパー不適合 リップバンパーフテキ

8842449 リテイナー不適合 リテイナー不適合 リテイナーフテキ

8842450 リンガルアーチ不適合 リンガルアーチ不適合 リンガルアーチフテキ

8842451 リンガルバー不適合 リンガルバー不適合 リンガルバーフテキ

8842452 リンガルブラケット装置不適合 リンガルブラケット装置不適合 リンガルブラケット装置フテキ

8842491 歯冠補綴物不適合 歯冠補綴物不適合 ＣＫフテキ

8842553 異常位の埋伏歯 異常位の埋伏歯 ＲＴ

8842651 ＳＲイソシットインレー過高 ＳＲイソシットインレー過高 ＳＲイソシットインレーフテキ

8842652 ＳＲイソシットインレー粗造 ＳＲイソシットインレー粗造 ＳＲイソシットインレーフテキ

8842653 ＳＲイソシットインレー脱離 ＳＲイソシットインレー脱離 ＳＲイソシットインレーダツリ

8842654 ＳＲイソシットインレー低位 ＳＲイソシットインレー低位 ＳＲイソシットインレーフテキ

8842655 ＳＲイソシットインレー破損 ＳＲイソシットインレー破損 ＳＲイソシットインレーハセツ

8842656 ＳＲイソシットインレー不適合 ＳＲイソシットインレー不適合 ＳＲイソシットインレーフテキ



変更前 変更後
傷病名コード 傷病名基本名称

傷病名省略名称

8842673 インレーブリッジ脱離 インレーブリッジ脱離 インレーＢｒダツリ

8842674 インレーブリッジ破損 インレーブリッジ破損 インレーＢｒハセツ

8842675 インレーブリッジ不適合 インレーブリッジ不適合 インレーＢｒフテキ

8842682 開面金属冠脱離 開面金属冠脱離 開面金属冠ダツリ

8842683 開面金属冠破損 開面金属冠破損 開面金属冠ハセツ

8842684 開面金属冠不適合 開面金属冠不適合 開面金属冠フテキ

8842689 仮封脱離 仮封脱離 仮封ダツリ

8842704 金属裏装ポンティック破損 金属裏装ポンティック破損 金属裏装ポンティックハセツ

8842706 義歯不適合 義歯不適合 義歯フテキ

8842708 クラスプ脱離 クラスプ脱離 Ｃｌダツリ

8842714 コア脱離 コア脱離 コアダツリ

8842715 コア破損 コア破損 コアハセツ

8842716 硬質レジンジャケット冠脱離 硬質レジンジャケット冠脱離 ＨＪＫダツリ

8842733 根面板脱離 根面板脱離 根面板ダツリ

8842734 根面板破損 根面板破損 根面板ハセツ

8842737 暫間被覆冠脱離 暫間被覆冠脱離 Ｔｅｋダツリ

8842738 歯冠継続歯脱離 歯冠継続歯脱離 ＳＫダツリ

8842763 ジャケット冠脱離 ジャケット冠脱離 ＪＫダツリ

8842766 充填物脱離 充填物脱離 充填物ダツリ

8842767 充填物破損 充填物破損 充填物ハセツ

8842772 人工歯脱離 人工歯脱離 人工歯ダツリ

8842775 スクリューポスト脱離 スクリューポスト脱離 スクリューポストダツリ

8842776 スクリューポスト破損 スクリューポスト破損 スクリューポストハセツ

8842777 スクリューポスト不適合 スクリューポスト不適合 スクリューポストフテキ

8842778 スパー破損 スパー破損 スパーハセツ

8842782 前装鋳造冠前装部脱離 前装鋳造冠前装部脱離 前装ＣＫダツリ

8842783 前装鋳造冠前装部破損 前装鋳造冠前装部破損 前装ＣＫハセツ



変更前 変更後
傷病名コード 傷病名基本名称

傷病名省略名称

8842784 前装鋳造冠前装部不適合 前装鋳造冠前装部不適合 前装ＣＫフテキ

8842785 前装鋳造冠脱離 前装鋳造冠脱離 前装ＣＫダツリ

8842786 前装鋳造ポンティック破損 前装鋳造ポンティック破損 前装鋳造ポンティックハセツ

8842787 全部鋳造冠脱離 全部鋳造冠脱離 ＦＣＫダツリ

8842795 帯環金属冠脱離 帯環金属冠脱離 帯環金属冠ダツリ

8842796 帯環金属冠破損 帯環金属冠破損 帯環金属冠ハセツ

8842797 帯環金属冠不適合 帯環金属冠不適合 帯環金属冠フテキ

8842806 鋳造ポンティック破損 鋳造ポンティック破損 鋳造ポンティックハセツ

8842824 乳歯金属冠脱離 乳歯金属冠脱離 乳歯金属冠ダツリ

8842838 パラタルバー脱離 パラタルバー脱離 パラタルバーダツリ

8842839 パラタルバー破損 パラタルバー破損 パラタルバーハセツ

8842846 フック破損 フック破損 フックハセツ

8842849 ブリッジ前装部脱離 ブリッジ前装部脱離 Ｂｒダツリ

8842850 ブリッジ前装部破損 ブリッジ前装部破損 Ｂｒハセツ

8842851 ブリッジ前装部不適合 ブリッジ前装部不適合 Ｂｒフテキ

8842852 ブリッジ脱離 ブリッジ脱離 Ｂｒダツリ

8842854 ポンティック破損 ポンティック破損 ポンティックハセツ

8842860 メタルコア脱離 メタルコア脱離 メタルコアダツリ

8842861 メタルコア破損 メタルコア破損 メタルコアハセツ

8842862 メタルボンドクラウン脱離 メタルボンドクラウン脱離 メタルボンドクラウンダツリ

8842863 メタルボンドクラウン破損 メタルボンドクラウン破損 メタルボンドクラウンハセツ

8842864 メタルボンドクラウン不適合 メタルボンドクラウン不適合 メタルボンドクラウンフテキ

8842870 リテイナー脱離 リテイナー脱離 リテイナーダツリ

8842871 リテイナー破損 リテイナー破損 リテイナーハセツ

8842878 リンガルバー脱離 リンガルバー脱離 リンガルバーダツリ

8842879 リンガルバー破損 リンガルバー破損 リンガルバーハセツ

8842880 レスト破損 レスト破損 レストハセツ



変更前 変更後
傷病名コード 傷病名基本名称

傷病名省略名称

8842881 連結冠脱離 連結冠脱離 連結冠ダツリ

8842882 連結冠破損 連結冠破損 連結冠ハセツ

8842883 連結冠不適合 連結冠不適合 連結冠フテキ

8842887 Ｗタイプ拡大装置破損 Ｗタイプ拡大装置破損 Ｗタイプ拡大装置ハセツ

8842888 アクチバトール破損 アクチバトール破損 アクチバトールハセツ

8842891
インダイレクトボンディング装
置脱離

インダイレクトボンディング装
置脱離

インダイレクトボンディング装
置ダツリ

8842892
インダイレクトボンディング装
置破損

インダイレクトボンディング装
置破損

インダイレクトボンディング装
置ハセツ

8842893
インナーボータイプ拡大装置
破損

インナーボータイプ拡大装置
破損

インナーボータイプ拡大装置
ハセツ

8842894 オーラルスクリーン破損 オーラルスクリーン破損 オーラルスクリーンハセツ

8842895 オクルーザルスプリント破損 オクルーザルスプリント破損 オクルーザルスプリントハセツ

8842896
拡大ネジ付き機能的顎矯正
装置破損

拡大ネジ付き機能的顎矯正
装置破損

拡大ネジ付き機能的顎矯正
装置ハセツ

8842899 顎骨インプラント破損 顎骨インプラント破損 顎骨インプラントハセツ

8842900 顎補綴物破損 顎補綴物破損 顎補綴物ハセツ

8842901 機能的顎矯正装置破損 機能的顎矯正装置破損 機能的顎矯正装置ハセツ

8842904 急速拡大装置破損 急速拡大装置破損 急速拡大装置ハセツ

8842907 金属ブラケット脱離 金属ブラケット脱離 金属ブラケットダツリ

8842908 金属ブラケット破損 金属ブラケット破損 金属ブラケットハセツ

8842911 口蓋補綴物破損 口蓋補綴物破損 口蓋補綴物ハセツ

8842918 歯科インプラント破損 歯科インプラント破損 歯科インプラントハセツ

8842919 歯周治療用装置脱離 歯周治療用装置脱離 歯周治療用装置ダツリ

8842920 歯周治療用装置破損 歯周治療用装置破損 歯周治療用装置ハセツ

8842925 唇側弧線装置脱離 唇側弧線装置脱離 唇側弧線装置ダツリ

8842926 唇側弧線装置破損 唇側弧線装置破損 唇側弧線装置ハセツ

8842932 人工歯根アバットメント脱離 人工歯根アバットメント脱離 人工歯根アバットメントダツリ

8842933 人工歯根アバットメント破損 人工歯根アバットメント破損 人工歯根アバットメントハセツ

8842934 人工歯根上部構造脱離 人工歯根上部構造脱離 人工歯根上部構造ダツリ

8842935 人工歯根上部構造破損 人工歯根上部構造破損 人工歯根上部構造ハセツ



変更前 変更後
傷病名コード 傷病名基本名称

傷病名省略名称

8842936 人工歯根脱離 人工歯根脱離 人工歯根ダツリ

8842937 人工歯根破損 人工歯根破損 人工歯根ハセツ

8842939 スケレトンタイプ拡大装置破損 スケレトンタイプ拡大装置破損
スケレトンタイプ拡大装置ハセ
ツ

8842940
スケレトンタイプ急速拡大装置
破損

スケレトンタイプ急速拡大装置
破損

スケレトンタイプ急速拡大装置
ハセツ

8842941
スケレトンタイプ急速拡大装置
不適合

スケレトンタイプ急速拡大装置
不適合

スケレトンタイプ急速拡大装置
フテキ

8842942 スプリングリテーナー破損 スプリングリテーナー破損 スプリングリテーナーハセツ

8842943 スライディングプレート破損 スライディングプレート破損 スライディングプレートハセツ

8842945 セクショナルアーチ脱離 セクショナルアーチ脱離 セクショナルアーチダツリ

8842946 セクショナルアーチ破損 セクショナルアーチ破損 セクショナルアーチハセツ

8842947 セラミックブラケット脱離 セラミックブラケット脱離 セラミックブラケットダツリ

8842948 セラミックブラケット破損 セラミックブラケット破損 セラミックブラケットハセツ

8842950 舌側弧線装置脱離 舌側弧線装置脱離 舌側弧線装置ダツリ

8842951 舌側弧線装置破損 舌側弧線装置破損 舌側弧線装置ハセツ

8842953 双線弧線装置脱離 双線弧線装置脱離 双線弧線装置ダツリ

8842954 双線弧線装置破損 双線弧線装置破損 双線弧線装置ハセツ

8842958
帯環マルチブラケット装置脱
離

帯環マルチブラケット装置脱
離

帯環マルチブラケット装置ダ
ツリ

8842959
帯環マルチブラケット装置破
損

帯環マルチブラケット装置破
損

帯環マルチブラケット装置ハ
セツ

8842963 タングクリブ破損 タングクリブ破損 タングクリブハセツ

8842966 ダイナミックポジショナー破損 ダイナミックポジショナー破損
ダイナミックポジショナーハセ
ツ

8842967
ダイレクトボンドマルチブラ
ケット装置脱離

ダイレクトボンドマルチブラ
ケット装置脱離

ダイレクトボンドマルチブラ
ケットダツリ

8842968
ダイレクトボンドマルチブラ
ケット装置破損

ダイレクトボンドマルチブラ
ケット装置破損

ダイレクトボンドマルチブラ
ケットハセツ

8842970 ツースポジショナー破損 ツースポジショナー破損 ツースポジショナーハセツ

8842972 トルキングアーチ脱離 トルキングアーチ脱離 トルキングアーチダツリ

8842973 トルキングアーチ破損 トルキングアーチ破損 トルキングアーチハセツ

8842979 歯ぎしり防止装置破損 歯ぎしり防止装置破損 歯ぎしり防止装置ハセツ

8842980 発音補助装置破損 発音補助装置破損 発音補助装置ハセツ

8842981 発音補正装置破損 発音補正装置破損 発音補正装置ハセツ



変更前 変更後
傷病名コード 傷病名基本名称

傷病名省略名称

8842983
フェイスボータイププロトラク
ター破損

フェイスボータイププロトラク
ター破損

フェイスボータイププロトラク
ターハセツ

8842984 付加装置脱離 付加装置脱離 付加装置ダツリ

8842985 付加装置破損 付加装置破損 付加装置ハソン

8842986
フレームタイププロトラクター
破損

フレームタイププロトラクター
破損

フレームタイププロトラクター
ハセツ

8842987 プラスティックブラケット脱離 プラスティックブラケット脱離 プラスティックブラケットダツリ

8842988 プラスティックブラケット破損 プラスティックブラケット破損 プラスティックブラケットハセツ

8842990 プレートタイプリテーナー破損 プレートタイプリテーナー破損
プレートタイプリテーナーハセ
ツ

8842991
ヘッドギア付ダイナミックポジ
ショナー破損

ヘッドギア付ダイナミックポジ
ショナー破損

ヘッドギア付ダイナミックポジ
ショナハセツ

8842993
ヘッドギア付ダイナミックポジ
ショナー不適合

ヘッドギア付ダイナミックポジ
ショナ不適合

ヘッドギア付ダイナミックポジ
ショナフテキ

8842996 ホールディングアーチ脱離 ホールディングアーチ脱離 ホールディングアーチダツリ

8842997 ホールディングアーチ破損 ホールディングアーチ破損 ホールディングアーチハセツ

8842998 補強線破損 補強線破損 補強線ハセツ

8842999 補綴隙破損 補綴隙破損 補綴隙ハセツ

8843000
ホルンタイププロトラクター破
損

ホルンタイププロトラクター破
損

ホルンタイププロトラクターハ
セツ

8843001
ボーンタイププロトラクター破
損

ボーンタイププロトラクター破
損

ボーンタイププロトラクターハ
セツ

8843004 ポータータイプ拡大装置破損 ポータータイプ拡大装置破損
ポータータイプ拡大装置ハセ
ツ

8843005 マキシラリトラクター破損 マキシラリトラクター破損 マキシラリトラクターハセツ

8843006
マスクタイププロトラクター破
損

マスクタイププロトラクター破
損

マスクタイププロトラクターハセ
ツ

8843007 マルチブラケット装置脱離 マルチブラケット装置脱離 マルチブラケット装置ダツリ

8843008 マルチブラケット装置破損 マルチブラケット装置破損 マルチブラケット装置ハセツ

8843009 マンディブラリトラクター破損 マンディブラリトラクター破損 マンディブラリトラクターハセツ

8843013 メタルリテーナー破損 メタルリテーナー破損 メタルリテーナーハセツ

8843017 リップバンパー破損 リップバンパー破損 リップバンパーハセツ

8843018 リンガルアーチ脱離 リンガルアーチ脱離 リンガルアーチダツリ

8843019 リンガルアーチ破損 リンガルアーチ破損 リンガルアーチハセツ

8843020 リンガルブラケット装置脱離 リンガルブラケット装置脱離 リンガルブラケット装置ダツリ

8843021 リンガルブラケット装置破損 リンガルブラケット装置破損 リンガルブラケット装置ハセツ



変更前 変更後
傷病名コード 傷病名基本名称

傷病名省略名称

8843025 ＦＳＷリテーナー脱離 ＦＳＷリテーナー脱離 ＦＳＷリテーナーダツリ

8843026 ＦＳＷリテーナー破損 ＦＳＷリテーナー破損 ＦＳＷリテーナーハセツ

8843027 ＦＳＷリテーナー不適合 ＦＳＷリテーナー不適合 ＦＳＷリテーナーフテキ

8843033 可徹性歯科矯正装置破損 可徹性歯科矯正装置破損 可徹性歯科矯正装置ハセツ

8843034 可徹性保定装置破損 可徹性保定装置破損 可徹性保定装置ハセツ

8843048 クラウンループ破損 クラウンループ破損 クラウンループハセツ

8843049 クラウンループ不適合 クラウンループ不適合 クラウンループフテキ

8843054 咬合挙上副子破損 咬合挙上副子破損 咬合挙上副子ハセツ

8843061 固定性歯科矯正装置脱離 固定性歯科矯正装置脱離 固定性歯科矯正装置ダツリ

8843062 固定性歯科矯正装置破損 固定性歯科矯正装置破損 固定性歯科矯正装置ハセツ

8843063 固定性歯科矯正装置不適合 固定性歯科矯正装置不適合 固定性歯科矯正装置フテキ

8843064 固定性保定装置脱離 固定性保定装置脱離 固定性保定装置ダツリ

8843065 固定性保定装置破損 固定性保定装置破損 固定性保定装置ハセツ

8843076
睡眠時無呼吸症候群治療用
咬合床破損

睡眠時無呼吸症候群治療用
咬合床破損

睡眠時無呼吸症候群治療用
咬合床ハセツ

8843093 副子破損 副子破損 副子ハセツ

8843129 壊死性潰瘍性歯周炎 壊死性潰瘍性歯周炎 Ｐ

8843130 壊死性潰瘍性歯肉炎 壊死性潰瘍性歯肉炎 潰Ｇ

8843285 急性化膿性根尖性歯周炎 急性化膿性根尖性歯周炎 Ｐｅｒ

8843291 急性単純性根尖性歯周炎 急性単純性根尖性歯周炎 Ｐｅｒ

8843292 急速進行性歯周炎 急速進行性歯周炎 Ｐ

8843319 限局型若年性歯周炎 限局型若年性歯周炎 Ｐ

8843327 広汎型若年性歯周炎 広汎型若年性歯周炎 Ｐ

8843405 前思春期性歯周炎 前思春期性歯周炎 Ｐ

8843442 特殊性歯周炎 特殊性歯周炎 Ｐ

8843447 難治性歯周炎 難治性歯周炎 Ｐ

8843607 萌出性歯肉炎 萌出性歯肉炎 Ｇ

8843612 慢性化膿性根尖性歯周炎 慢性化膿性根尖性歯周炎 Ｐｅｒ



変更前 変更後
傷病名コード 傷病名基本名称

傷病名省略名称

8843614 慢性辺縁性歯周炎急性発作 慢性辺縁性歯周炎急性発作 Ｐ急発

8843615 慢性辺縁性歯周炎軽度 慢性辺縁性歯周炎軽度 Ｐ

8843616 慢性辺縁性歯周炎重度 慢性辺縁性歯周炎重度 Ｐ

8843617 慢性辺縁性歯周炎中等度 慢性辺縁性歯周炎中等度 Ｐ

8843640 アマルガム過高 アマルガム過高 アマルガムフテキ

8843641 アマルガム粗造 アマルガム粗造 アマルガムフテキ

8843642 アマルガム脱離 アマルガム脱離 アマルガムダツリ

8843643 アマルガム低位 アマルガム低位 アマルガムフテキ

8843644 アマルガム破損 アマルガム破損 アマルガムハセツ

8843645 アマルガム不適合 アマルガム不適合 アマルガムフテキ

8843692 くさび状欠損 くさび状欠損 ＷＳＤ

8843695
グラスアイオノマーセメント充
填過高

グラスアイオノマーセメント充
填過高

グラスアイオノマーセメントフテ
キ

8843696
グラスアイオノマーセメント粗
造

グラスアイオノマーセメント粗
造

グラスアイオノマーセメントフテ
キ

8843697
グラスアイオノマーセメント脱
離

グラスアイオノマーセメント脱
離

グラスアイオノマーセメントダツ
リ

8843698
グラスアイオノマーセメント低
位

グラスアイオノマーセメント低
位

グラスアイオノマーセメントフテ
キ

8843699
グラスアイオノマーセメント破
損

グラスアイオノマーセメント破
損

グラスアイオノマーセメントハ
セツ

8843700
グラスアイオノマーセメント不
適合

グラスアイオノマーセメント不
適合

グラスアイオノマーセメントフテ
キ

8843716 コンポジットレジン過高 コンポジットレジン過高 ＣＲフテキ

8843717 コンポジットレジン粗造 コンポジットレジン粗造 ＣＲフテキ

8843718 コンポジットレジン脱離 コンポジットレジン脱離 ＣＲダツリ

8843719 コンポジットレジン低位 コンポジットレジン低位 ＣＲフテキ

8843720 コンポジットレジン破損 コンポジットレジン破損 ＣＲハセツ

8843721 コンポジットレジン不適合 コンポジットレジン不適合 ＣＲフテキ

8843727
初期う蝕小窩裂溝填塞材脱
離

初期う蝕小窩裂溝填塞材脱
離

初期う蝕小窩裂溝填塞材ダツ
リ

8843728
初期う蝕小窩裂溝填塞材破
損

初期う蝕小窩裂溝填塞材破
損

初期う蝕小窩裂溝填塞材ハセ
ツ

8843729
初期う蝕小窩裂溝填塞材不
適合

初期う蝕小窩裂溝填塞材不
適合

初期う蝕小窩裂溝填塞材フテ
キ

8843734 充填物粗造 充填物粗造 充填物フテキ



変更前 変更後
傷病名コード 傷病名基本名称

傷病名省略名称

8843765 歯の埋伏症 歯の埋伏症 ＲＴ

8843809 ４分の３冠過高 ４分の３冠過高 ３／４Ｃｒｏフテキ

8843810 ４分の３冠粗造 ４分の３冠粗造 ３／４Ｃｒｏフテキ

8843811 ４分の３冠脱離 ４分の３冠脱離 ３／４Ｃｒｏダツリ

8843812 ４分の３冠低位 ４分の３冠低位 ３／４Ｃｒｏフテキ

8843813 ４分の３冠破損 ４分の３冠破損 ３／４Ｃｒｏハセツ

8843814 ４分の３冠不適合 ４分の３冠不適合 ３／４Ｃｒｏフテキ

8843815 ５分の４冠過高 ５分の４冠過高 ４／５Ｃｒｏフテキ

8843816 ５分の４冠粗造 ５分の４冠粗造 ４／５Ｃｒｏフテキ

8843817 ５分の４冠脱離 ５分の４冠脱離 ４／５Ｃｒｏダツリ

8843818 ５分の４冠低位 ５分の４冠低位 ４／５Ｃｒｏフテキ

8843819 ５分の４冠破損 ５分の４冠破損 ４／５Ｃｒｏハセツ

8843820 ５分の４冠不適合 ５分の４冠不適合 ４／５Ｃｒｏフテキ

8843824 アタッチメント脱離 アタッチメント脱離 アタッチメントダツリ

8843826 一部性歯髄炎 一部性歯髄炎 Ｐｕｌ

8843829 インレー過高 インレー過高 インレーフテキ

8843830 インレー粗造 インレー粗造 インレーフテキ

8843831 インレー脱離 インレー脱離 インレーダツリ

8843832 インレー低位 インレー低位 インレーフテキ

8843833 インレー破損 インレー破損 インレーハセツ

8843834 インレー不適合 インレー不適合 インレーフテキ

8843835 インレーブリッジ粗造 インレーブリッジ粗造 インレーＢｒフテキ

8843836 う蝕 う蝕 Ｃ

8843837 う蝕第２度単純性歯髄炎 う蝕第２度単純性歯髄炎 Ｃ

8843838 う蝕第３度急性化膿性歯髄炎 う蝕第３度急性化膿性歯髄炎 Ｐｕｌ

8843839
う蝕第３度急性単純性根尖性
歯周炎

う蝕第３度急性単純性根尖性
歯周炎

Ｐｅｒ

8843840 う蝕第３度歯髄壊死 う蝕第３度歯髄壊死 Ｐｕエシ



変更前 変更後
傷病名コード 傷病名基本名称

傷病名省略名称

8843841 う蝕第３度歯髄壊疽 う蝕第３度歯髄壊疽 Ｐｕエソ

8843842 う蝕第３度慢性壊疽性歯髄炎 う蝕第３度慢性壊疽性歯髄炎 Ｐｕｌ

8843843 う蝕第３度慢性潰瘍性歯髄炎 う蝕第３度慢性潰瘍性歯髄炎 Ｐｕｌ

8843844
う蝕第３度急性化膿性根尖性
歯周炎

う蝕第３度急性化膿性根尖性
歯周炎

Ｐｅｒ

8843845
う蝕第３度慢性化膿性根尖性
歯周炎

う蝕第３度慢性化膿性根尖性
歯周炎

Ｐｅｒ

8843846 う蝕第３度慢性増殖性歯髄炎 う蝕第３度慢性増殖性歯髄炎 Ｐｕｌ

8843856 冠形態歯周治療用装置脱離 冠形態歯周治療用装置脱離 冠形態歯周治療用装置ダツリ

8843857 冠形態歯周治療用装置破損 冠形態歯周治療用装置破損
冠形態歯周治療用装置ハセ
ツ

8843858
冠形態歯周治療用装置不適
合

冠形態歯周治療用装置不適
合

冠形態歯周治療用装置フテ
キ

8843859 外傷性歯髄炎 外傷性歯髄炎 Ｐｕｌ

8843860 急性一部性単純性歯髄炎 急性一部性単純性歯髄炎 Ｐｕｌ

8843861 急性全部性単純性歯髄炎 急性全部性単純性歯髄炎 Ｐｕｌ

8843862 義歯過高 義歯過高 義歯フテキ

8843863 義歯床粘膜面不適合 義歯床粘膜面不適合 義歯フテキ

8843864 義歯低位 義歯低位 義歯フテキ

8843865 クラウンループ脱離 クラウンループ脱離 クラウンループダツリ

8843869 硬質レジンジャケット冠過高 硬質レジンジャケット冠過高 ＨＪＫフテキ

8843870 硬質レジンジャケット冠粗造 硬質レジンジャケット冠粗造 ＨＪＫフテキ

8843871 硬質レジンジャケット冠低位 硬質レジンジャケット冠低位 ＨＪＫフテキ

8843872 硬質レジンジャケット冠破損 硬質レジンジャケット冠破損 ＨＪＫハセツ

8843873 硬質レジンジャケット冠不適合 硬質レジンジャケット冠不適合 ＨＪＫフテキ

8843876
コンポジットレジンインレー過
高

コンポジットレジンインレー過
高

ＣＲインレーフテキ

8843877
コンポジットレジンインレー粗
造

コンポジットレジンインレー粗
造

ＣＲインレーフテキ

8843878
コンポジットレジンインレー脱
離

コンポジットレジンインレー脱
離

ＣＲインレーダツリ

8843879
コンポジットレジンインレー低
位

コンポジットレジンインレー低
位

ＣＲインレーフテキ

8843880
コンポジットレジンインレー破
損

コンポジットレジンインレー破
損

ＣＲインレーハセツ

8843881
コンポジットレジンインレー不
適合

コンポジットレジンインレー不
適合

ＣＲインレーフテキ



変更前 変更後
傷病名コード 傷病名基本名称

傷病名省略名称

8843882 暫間固定装置脱離 暫間固定装置脱離 ＴＦｉｘダツリ

8843883 暫間固定装置破損 暫間固定装置破損 ＴＦｉｘハセツ

8843884 暫間固定装置不適合 暫間固定装置不適合 ＴＦｉｘフテキ

8843885 残存性歯根のう胞 残存性歯根のう胞 ＷＺ

8843886 歯科インプラント脱離 歯科インプラント脱離 歯科インプラントダツリ

8843887 歯冠継続歯過高 歯冠継続歯過高 ＳＫフテキ

8843888 歯冠継続歯人工歯脱離 歯冠継続歯人工歯脱離 ＳＫダツリ

8843889 歯冠継続歯人工歯破損 歯冠継続歯人工歯破損 ＳＫハセツ

8843890 歯冠継続歯人工歯不適合 歯冠継続歯人工歯不適合 ＳＫフテキ

8843891 歯冠継続歯粗造 歯冠継続歯粗造 ＳＫフテキ

8843892 歯冠継続歯低位 歯冠継続歯低位 ＳＫフテキ

8843893 歯冠継続歯破損 歯冠継続歯破損 ＳＫハセツ

8843894 歯冠継続歯不適合 歯冠継続歯不適合 ＳＫフテキ

8843895 歯冠補綴物過高 歯冠補綴物過高 ＣＫフテキ

8843896 歯冠補綴物粗造 歯冠補綴物粗造 ＣＫフテキ

8843897 歯冠補綴物脱離 歯冠補綴物脱離 ＣＫダツリ

8843898 歯冠補綴物低位 歯冠補綴物低位 ＣＫフテキ

8843899 歯冠補綴物破損 歯冠補綴物破損 ＣＫハセツ

8843902 失活歯 失活歯 Ｃ３処置歯

8843903 床形態歯周治療用装置脱離 床形態歯周治療用装置脱離 床形態歯周治療用装置ダツリ

8843904 床形態歯周治療用装置破損 床形態歯周治療用装置破損
床形態歯周治療用装置ハセ
ツ

8843905
床形態歯周治療用装置不適
合

床形態歯周治療用装置不適
合

床形態歯周治療用装置フテ
キ

8843907 床副子破損 床副子破損 床副子ハセツ

8843908 床副子不適合 床副子不適合 床副子フテキ

8843909 ジャケット冠過高 ジャケット冠過高 ＪＫフテキ

8843910 ジャケット冠粗造 ジャケット冠粗造 ＪＫフテキ

8843911 ジャケット冠低位 ジャケット冠低位 ＪＫフテキ



変更前 変更後
傷病名コード 傷病名基本名称

傷病名省略名称

8843912 ジャケット冠破損 ジャケット冠破損 ＪＫハセツ

8843913 ジャケット冠不適合 ジャケット冠不適合 ＪＫフテキ

8843915 人工歯破損 人工歯破損 人工歯ハセツ

8843916 スライディングプレート脱離 スライディングプレート脱離 スライディングプレートダツリ

8843917 セメント質う蝕 セメント質う蝕 Ｃ

8843918 線副子破損 線副子破損 線副子ハセツ

8843919 線副子不適合 線副子不適合 線副子フテキ

8843920 前装鋳造冠過高 前装鋳造冠過高 前装ＣＫフテキ

8843921 前装鋳造冠粗造 前装鋳造冠粗造 前装ＣＫフテキ

8843922 前装鋳造冠低位 前装鋳造冠低位 前装ＣＫフテキ

8843923 前装鋳造冠破損 前装鋳造冠破損 前装ＣＫハセツ

8843924 前装鋳造冠不適合 前装鋳造冠不適合 前装ＣＫフテキ

8843925 全部鋳造冠過高 全部鋳造冠過高 ＦＣＫフテキ

8843926 全部鋳造冠粗造 全部鋳造冠粗造 ＦＣＫフテキ

8843927 全部鋳造冠低位 全部鋳造冠低位 ＦＣＫフテキ

8843928 全部鋳造冠破損 全部鋳造冠破損 ＦＣＫハセツ

8843929 全部鋳造冠不適合 全部鋳造冠不適合 ＦＣＫフテキ

8843931 帯環金属冠過高 帯環金属冠過高 帯環金属冠フテキ

8843932 帯環金属冠粗造 帯環金属冠粗造 帯環金属冠フテキ

8843933 帯環金属冠低位 帯環金属冠低位 帯環金属冠フテキ

8843937 停止性う蝕 停止性う蝕 Ｃ

8843941 乳歯金属冠過高 乳歯金属冠過高 乳歯金属冠フテキ

8843942 乳歯金属冠低位 乳歯金属冠低位 乳歯金属冠フテキ

8843943 乳歯金属冠破損 乳歯金属冠破損 乳歯金属冠ハセツ

8843944 乳歯金属冠不適合 乳歯金属冠不適合 乳歯金属冠フテキ

8843955 副子脱離 副子脱離 副子ダツリ

8843958 ブリッジ粗造 ブリッジ粗造 Ｂｒフテキ



変更前 変更後
傷病名コード 傷病名基本名称

傷病名省略名称

8843959 ブリッジ低位 ブリッジ低位 Ｂｒフテキ

8843972 慢性閉鎖性歯髄炎 慢性閉鎖性歯髄炎 Ｐｕｌ

8843973 メタルボンドクラウン過高 メタルボンドクラウン過高 メタルボンドクラウンフテキ

8843974 メタルボンドクラウン粗造 メタルボンドクラウン粗造 メタルボンドクラウンフテキ

8843975 メタルボンドクラウン低位 メタルボンドクラウン低位 メタルボンドクラウンフテキ

8843976 メタルリテーナー脱離 メタルリテーナー脱離 メタルリテーナーダツリ

8843979 連結冠過高 連結冠過高 連結冠フテキ

8843980 連結冠粗造 連結冠粗造 連結冠フテキ

8843981 連結冠低位 連結冠低位 連結冠フテキ

8844171 欠損歯・増歯 欠損歯・増歯 ＭＴ増歯

8844172 欠損歯・ブリッジ 欠損歯・ブリッジ ＭＴブリッジ

8844173 欠損歯・裏装 欠損歯・裏装 ＭＴ裏装

8844314 歯の破折 歯の破折 ＦｒＴ

9999517 充填物不適合 充填物不適合 充填物フテキ

9999518 充填物過高 充填物過高 充填物フテキ

9999520 インプラント破損 インプラント破損 インプラントハセツ

9999524 義歯破損 義歯破損 義歯ハセツ

9999526 保隙装置破損 保隙装置破損 保隙装置ハセツ

9999527 義歯咬合面不適合 義歯咬合面不適合 義歯フテキ

9999529 クラスプ破損 クラスプ破損 Ｃｌハセツ

9999530 バー破損 バー破損 バーハセツ

9999531 アタッチメント破損 アタッチメント破損 アタッチメントハセツ



変更前 変更後

7295077 示指痛 シシツウ ジシツウ

7362012 示指変形 シシヘンケイ ジシヘンケイ

8421016 示指屈筋腱断裂 シシクッキンケンダンレツ ジシクッキンケンダンレツ

8421017 示指伸筋腱断裂 シシシンキンケンダンレツ ジシシンキンケンダンレツ

8834293 示指ＭＰ関節挫傷 シシＭＰカンセツザショウ ジシＭＰカンセツザショウ

8834294 示指ＰＩＰ開放創 シシＰＩＰカイホウソウ ジシＰＩＰカイホウソウ

8834296 示指割創 シシカツソウ ジシカツソウ

8834297 示指化膿創 シシカノウソウ ジシカノウソウ

8834299 示指ガングリオン シシガングリオン ジシガングリオン

8834300 示指基節骨骨折 シシキセツコツコッセツ ジシキセツコツコッセツ

8834301 示指屈筋腱腱鞘炎
シシクッキンケンケンショウエ
ン

ジシクッキンケンケンショウエ
ン

8834302 示指屈筋腱損傷 シシクッキンケンソンショウ ジシクッキンケンソンショウ

8834305 示指骨折 シシコッセツ ジシコッセツ

8834307 示指挫創 シシザソウ ジシザソウ

8834308 示指刺創 シシシソウ ジシシソウ

8834309 示指深指屈筋腱損傷
シシシンシクッキンケンソン
ショウ

ジシシンシクッキンケンソン
ショウ

8834310 示指深指屈筋腱断裂
シシシンシクッキンケンダンレ
ツ

ジシシンシクッキンケンダンレ
ツ

8834313 示指切創 シシセッソウ ジシセッソウ

8834314 示指切断 シシセツダン ジシセツダン

8834315 示指爪下血腫 シシソウカケッシュ ジシソウカケッシュ

8834317 示指中節骨骨折 シシチュウセツコツコッセツ ジシチュウセツコツコッセツ

8834321 示指捻挫 シシネンザ ジシネンザ

8840174 母指示指間切創 ボシシシカンセッソウ ボシジシカンセッソウ

8841868 示指開放骨折 シシカイホウコッセツ ジシカイホウコッセツ

8841869 示指中節骨開放骨折
シシチュウセツコツカイホウ
コッセツ

ジシチュウセツコツカイホウ
コッセツ

8841885 示指基節骨開放骨折
シシキセツコツカイホウコッセ
ツ

ジシキセツコツカイホウコッセ
ツ

２　傷病名カナ名称変更（３４語）

傷病名コード 傷病名基本名称
傷病名カナ名称



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

8842217 示指末節骨開放骨折
シシマッセツコツカイホウコッ
セツ

ジシマッセツコツカイホウコッ
セツ

8842218 示指末節骨骨折 シシマッセツコツコッセツ ジシマッセツコツコッセツ

8842223 示指挫傷 シシザショウ ジシザショウ

8842385 示指基節骨骨端線損傷
シシキセツコツコッタンセンソ
ンショウ

ジシキセツコツコッタンセンソ
ンショウ

8842386 示指中節骨骨端線損傷
シシチュウセツコツコッタンセ
ンソンショウ

ジシチュウセツコツコッタンセ
ンソンショウ

8842585 示指屈筋腱癒着 シシクッキンケンユチャク ジシクッキンケンユチャク

8843067 示指化膿性腱鞘炎 シシカノウセイケンショウエン ジシカノウセイケンショウエン

8844211 示指屈曲拘縮 シシクッキョクコウシュク ジシクッキョクコウシュク

変更前 変更後

3529009 トロサ・ハント症候群 H498 G448

4320008 遅発性硬膜外血腫 S065 S064

5939017 無機能腎 N26 N19

7419026 係留脊髄 Q069 Q068

8442005 膝蓋靱帯断裂 S868 S761

8448001 膝蓋靱帯部分断裂 S868 S761

8840900 ランゲニールセン症候群 I490 I458

9584004 出血性ショック T794 R571

9999403 移植人工血管感染 T823 T827

変更前 変更後

0161008 尿路結核 01 00

傷病名コード 傷病名基本名称
単独使用禁止区分

４　単独使用禁止区分変更（１語）

傷病名コード 傷病名基本名称
ＩＣＤ－１０

３　ＩＣＤ－１０変更（９語）


