680 及び
681

050200

循環器疾患（ I011，I012，I019，I02，I09，I728，
その他）
I77，I95，I970，I971，I979，I980，
I981，I988，I99

682 から
692 まで

050210

徐脈性不整脈 I440，I441，I442，I443，I444，I445，
I446，I447，I450，I451，I452，I453，
I454，I455，I458，I459，I46，I495，
T821

なし

K600，K602，K603，
K596，心臓電気生理学
的検査，D206 なし

なし

J038-2，J038（3 に限
る。），G005，J045 な
し

1 あり

D206

1 あり

J045

3 あり

心臓電気生理学的検査

2 あり

J038-2，J038（3 に限
る。），G005

5 あり

K600，K602，K603，
K596

なし

化学療法，放射線療法， あり 040081，130070，
J038（3 に限る。），
130100，180010
G005，J045 なし

内視鏡的食道粘膜切 K526-2，K526（1 に限
除術等
る。），K664，K508-2，
K522，K522-2，K654

1 あり

J038（3 に限る。），
G005，J045

食道悪性腫瘍手術（
消化管再建手術を併
施するもの） 頸
部、胸部、腹部の操
作によるもの（胸腔
鏡下によるものを含
む。）等

K529（1 に限る。），
K529（2 に限る。），
K529（3 に限る。），
K531，K469，K527

2 あり

化学療法なしかつ放射線
療法あり

3 あり

化学療法ありかつ放射線
療法あり

4 あり

化学療法ありかつ放射線
療法なし

その他の手術あり

この項の手術の欄に掲げる
手術以外の手術

なし

パクリタキセル又はドセ あり 040080，040081，
タキセル，化学療法，放
060210，110050，
射線療法，G005，
130100，180010
J045 なし

内視鏡的胃、十二指 K653
腸ポリープ・粘膜切
除術

1 あり

G005，J045

試験開腹術等

K636，K636-3，K636-4，
K662，K662-2，K664

2 あり

放射線療法

腹腔鏡下胃切除術
悪性腫瘍手術等

K655-2（2 に限る。），
K654-2，K654-3

3 あり

化学療法ありかつ放射線
療法なし

4 あり

パクリタキセル又はドセ
タキセルあり

693 及び
694

050340

その他の循環 I312，I313，I319，I39，I499，I511，
器の障害
I512，I513，I516，I517，I518，I519，
I52，I729，I788，I789，I79，I871，
I879

695 から
717 まで

060010

食道の悪性腫 C150，C151，C152，C153，C154，C155， その他の手術あり
瘍（頸部を含 C158，C159，D001
む。）

718 から
745 まで

060020

胃の悪性腫瘍 C16，D002

この項の手術の欄に掲げる
手術以外の手術

胃全摘術 悪性腫瘍 K657（2 に限る。），K657手術等
2（2 に限る。），K655（
2 に限る。），K655-4（2 に
限る。）

改正案
傷病名
番号 疾患コード

手術

ＩＣＤ１０コード

手術・処置等１

区分番号等

手術・処置等２

区分番号等

759から
794まで

区分番号等

略
略

略

略

略

略

略

副傷病名
疾患コード又は
ＩＣＤコード

略

略

略

略

略

略

略

略

略

略

略

略

略

略

パニツムマブ，セツキシマ
５あり ブ、ベバシズマブ，レゴラ
フェニブ水和物
795から
837まで

略
略

略

略

略

略

略

略

略

略

略

略

略

略

略

1273から
1290まで

略

略

略

略

略

略

略

略

略

略

略

略

略

略

略

パニツムマブ，セツキシマ
６あり ブ、ベバシズマブ，レゴラ
フェニブ水和物
略
略
略

略

４あり

アダリムマブ，ゴリムマ
ブ，セルトリズマブ ペゴ
ル，トファシチニブクエン
酸塩

略

略

略

略

なし

ネララビン，クロファラビ
ン，ダサチニブ水和物，ニ
ロチニブ塩酸塩水和物，三
酸化ヒ素製剤，ゲムツズマ
ブオゾガマイシン，イマチ
ニブメシル酸，化学療法，
放射線療法，J038（3に限
る。），G005，J045なし

1788から
1799まで

略

略

略

略

略

略

略

略

略

略

略

746 から
758 まで

759 から
794 まで

060030

060035

小腸の悪性腫 C17，C268，C451，C480，C481，C482，
瘍、腹膜の悪 C488，C772，C784，D017
性腫瘍

大腸（上行結 C18，C260，C269，C785，D010
腸からＳ状結
腸）の悪性腫
瘍

その他の手術あり

この項の手術の欄に掲げる
手術以外の手術

なし

カルボプラチン+ドセタ
キセル水和物，カルボプ
ラチン+パクリタキセ
ル，化学療法，放射線療
法，G005，J045 なし

小腸切除術等

K716，K716-2，K643，
K636，K636-3，K636-4，
K724，K662，K662-2，
K726，K627，K627-2

1 あり

G005，J045

2 あり

放射線療法

3 あり

化学療法ありかつ放射線
療法なし

4 あり

カルボプラチン+ドセタ
キセル水和物あり，カル
ボプラチン+パクリタキ
セルあり

K725，K725-2，K775，
K784，K786，K787，
K611，K726 なし

なし

パニツムマブ，セツキシ あり 010010，040080，
マブ，ベバシズマブ，フ
040081，060210，
ルオロウラシル+レボホ
060370，070040，
リナートカルシウム+オ
110310，180010
キサリプラチン，フルオ
ロウラシル+レボホリナ
ートカルシウム+イリノ
テカン塩酸塩水和物，化
学療法，放射線療法，
J038（3 に限る。），
G005，J045 なし

K725，K725-2，K775，
K784，K786，K787，
K611，K726

1 あり

J038（3 に限る。），
G005，J045

K724，K636，K636-3，K6364，K662，K662-2，K627，
K627-2，K732，K736

2 あり

放射線療法

結腸切除術 全切 K719（3 に限る。），K719除、亜全切除又は悪 3，K719-2，K643
性腫瘍手術等

3 あり

フルオロウラシル+レボ
ホリナートカルシウム+
イリノテカン塩酸塩水和
物あり，化学療法ありか
つ放射線療法なし

4 あり

フルオロウラシル+レボ
ホリナートカルシウム+
オキサリプラチンあり

5 あり

パニツムマブ，セツキシ
マブ，ベバシズマブ

その他の手術あり

この項の手術の欄に掲げる なし
手術以外の手術

内視鏡的結腸ポリー K721
プ・粘膜切除術
腸吻合術等

あり

795 から
837 まで

060040

直腸肛門（直 C19，C20，C21，C775，D011，D012，
腸・Ｓ状結腸 D013，D014
から肛門）の
悪性腫瘍

その他の手術あり

この項の手術の欄に掲げる なし
手術以外の手術

内視鏡的結腸ポリー K721
プ・粘膜切除術

あり

直腸腫瘍摘出術（ポ K739，K739-2，K739-3，
リープ摘出を含
K732（2 に限る。），
む。）等
K736，K636，K636-3，K6364
骨盤内臓全摘術等

838 から
873 まで

060050

肝・肝内胆管 C22，C787，D015，D376
の悪性腫瘍（
続発性を含
む。）

その他の手術あり

K645，K748（2 に限
る。），K740（4 に限
る。），K748（1 に限
る。），K740（3 に限
る。），K740（2 に限
る。），K740（1 に限
る。），K740-2（3 に限
る。），K740-2（2 に限
る。），K740-2（1 に限
る。），K719（3 に限
る。），K719-3

この項の手術の欄に掲げる なし
手術以外の手術

K725，K725-2，K013，
K013-2，K015，K016，
K017，K019，K020，
K022，K775，K784，
K786，K787，K611，
K726 なし

なし

パニツムマブ，セツキシ あり 010010，040080，
マブ，ベバシズマブ，フ
040081，060210，
ルオロウラシル+レボホ
060370，070040，
リナートカルシウム+オ
110310，180010
キサリプラチン，フルオ
ロウラシル+レボホリナ
ートカルシウム+イリノ
テカン塩酸塩水和物，化
学療法，放射線療法，
J038（3 に限る。），
G005，J045 なし

K725，K725-2，K013，
K013-2，K015，K016，
K017，K019，K020，
K022，K775，K784，
K786，K787，K611，
K726

1 あり

J038（3 に限る。），
G005，J045

2 あり

放射線療法

3 あり

化学療法ありかつ放射線
療法あり

4 あり

フルオロウラシル+レボ
ホリナートカルシウム+
イリノテカン塩酸塩水和
物あり，化学療法ありか
つ放射線療法なし

5 あり

フルオロウラシル+レボ
ホリナートカルシウム+
オキサリプラチンあり

6 あり

パニツムマブ，セツキシ
マブ，ベバシズマブ

K533，K533-2，K654， なし
K637，K637-2，K639，
K639-3，K664，K665，
K725，K725-2，K726，
K611，K615，K610（5 に
限る。），K672，K6722，K673，K682（1 に限
る。），K682（2 に限
る。），K682-2，K6823，K688，K689，K697（
1 に限る。），K697（
2 に限る。）なし

化学療法，放射線療法， あり 040081，040130，
J038（3 に限る。），
040190，050130，
G005，J045 なし
060210，060340，
060350，070040，
110050，130100，
180010

肝悪性腫瘍ラジオ波 K697-3，K636，K636-3，
焼灼療法（一連とし K636-4，K697-2
て）等

あり

肝切除術 部分切除 K695（1 に限る。），K695等
2（1 に限る。），K695（
2 に限る。），K695（3 に限
る。），K695（4 に限
る。），K695-2（2 に限
る。），K677
肝切除術 ２区域切 K695（7 に限る。），K677除以上であって、血 2（1 に限る。），K703，
行再建を伴うもの等 K677-2（2 に限る。），
K695（6 に限る。），
K695（5 に限る。）
874 から
902 まで

060060

胆嚢、肝外胆 C23，C24
管の悪性腫瘍

その他の手術あり

4 あり

この項の手術の欄に掲げる なし
手術以外の手術

腹腔鏡下胆嚢摘出術 K672-2，K672
等
胆嚢悪性腫瘍手術 K675（1 に限る。），
胆嚢に限局するもの K675（2 に限る。），K677
（リンパ節郭清を含
む。）等
膵頭部腫瘍切除術等 K703，K675（3 に限
る。），K675（4 に限
る。），K677-2（2 に限
る。），K695（1 に限
る。），K695（2 に限
る。），K695（3 に限
る。），K695（4 に限
る。），K695（5 に限
る。），K695（6 に限
る。），K695-2

K533，K533-2，K654， 1 あり
K637，K637-2，K639，
K639-3，K664，K665，
K725，K725-2，K726， 2 あり
K611，K615，K610（5 に
限る。），K672，K6722，K673，K682（1 に限
る。），K682（2 に限
る。），K682-2，K6823，K688，K689，K697（
1 に限る。），K697（ 3 あり
2 に限る。）

あり

J038（3 に限る。），
G005，J045
化学療法なしかつ放射線
療法あり

化学療法ありかつ放射線
療法あり
化学療法ありかつ放射線
療法なし

K637，K637-2，K639， なし
K639-3，K664，K665，
K706，K725，K725-2，
K726，K611（1 に限
る。），K611（2 に限
る。），K615，K610（
5 に限る。），K673，
K682（1 に限る。），
K682（2 に限る。），
K682-2，K682-3，
K688，K689，K697（1 に
限る。），K697（2 に限
る。）なし

化学療法，放射線療法， あり 040080，040130，
J038（3 に限る。），
040190，060370，
G005，J045 なし
130100，130130，
180010

K637，K637-2，K639， 1 あり
K639-3，K664，K665，
K706，K725，K725-2，
K726，K611（1 に限
2 あり
る。），K611（2 に限
る。），K615，K610（
5 に限る。），K673，
K682（1 に限る。），
K682（2 に限る。）， 3 あり
K682-2，K682-3，
K688，K689，K697（1 に
限る。），K697（2 に限
る。）

J038（3 に限る。），
G005，J045
化学療法なしかつ放射線
療法あり

化学療法ありかつ放射線
療法あり

肝切除術 ２区域切 K695（7 に限る。），
除以上であって、血 K675（5 に限る。），K677行再建を伴うもの等 2（1 に限る。），K677-2（
1 に限る。）+K703，K6772（2 に限る。）+K703，
K695（2 に限る。）+K703，
K695（3 に限る。）+K703，
K695（4 に限る。）+K703，
K695（6 に限る。）+K703，
K695（7 に限る。）+K703，
K695-2（1 に限る。）+K703

903 から
923 まで

06007x

膵臓、脾臓の C25，D136，D137，D377，C261
腫瘍

その他の手術あり

4 あり

この項の手術の欄に掲げる なし
手術以外の手術

脾縫合術（部分切除 K710，K711，K711-2
を含む。）等

膵頭部腫瘍切除術 K703（4 に限る。），
血行再建を伴う腫瘍 K703（1 に限る。），
切除術の場合等
K703（2 に限る。），
K703（3 に限る。），
K704，K700，K702

あり

K637，K637-2，K639， なし
K639-3，K664，K665，
K725，K725-2，K726，
K611（1 に限る。），
K611（2 に限る。），
K680，K682（1 に限
る。），K682（2 に限
る。），K682-2，K6823，K688，K689，K697（
1 に限る。），K697（
2 に限る。），K706 な
し

化学療法，放射線療法， あり 040080，040081，
J038（3 に限る。），
060210，060370，
G005，J045 なし
130100，180010

K637，K637-2，K639， 1 あり
K639-3，K664，K665，
K725，K725-2，K726，
K611（1 に限る。），
K611（2 に限る。），
K680，K682（1 に限
2 あり
る。），K682（2 に限
る。），K682-2，K6823，K688，K689，K697（
1 に限る。），K697（ 3 あり
2 に限る。），K706

J038（3 に限る。），
G005，J045

4 あり

924

060080

食道の良性腫 D130
瘍

食道腫瘍摘出術 内 K526（1 に限る。）
視鏡によるもの

化学療法ありかつ放射線
療法なし

化学療法なしかつ放射線
療法あり

化学療法ありかつ放射線
療法あり

化学療法ありかつ放射線
療法なし

925 から
928 まで

060090

胃の良性腫瘍 D131，D132，K317

その他の手術あり

この項の手術の欄に掲げる
手術以外の手術

内視鏡的胃、十二指 K653（4 に限る。），K654
腸ポリープ・粘膜切
除術 その他のポリ
ープ・粘膜切除術等
胃全摘術 単純全摘 K657（1 に限る。），K657術等
2（1 に限る。），K654-2，
K654-3，K655（1 に限
る。），K655-2（1 に限
る。），K655-4（1 に限
る。），K652
929 から
935 まで

060100

小腸大腸の良 D12，D133，D191，D197，D199，D201，
性疾患（良性 D373，K620，K621，K635
腫瘍を含
む。）

その他の手術あり

この項の手術の欄に掲げる
手術以外の手術

あり 050070，050130，
060210，060370

直腸切除・切断術等 K740，K740-2（1 に限
る。），K713，K636，K6363，K636-4，K712，K724，
K727，K728，K729，K7293，K730，K731，K732，
K714-2，K726，K736
内視鏡的結腸ポリー K721，K721-2，K739，K739プ・粘膜切除術等 2，K739-3，K722，K653（
4 に限る。）

936 から
940 まで

060102

穿孔または膿 K571，K573，K575，K579
瘍を伴わない
憩室性疾患

結腸切除術等

K719，K716（1 に限
る。），K717，K719-5，
K720，K716-2，K719-2

その他の手術あり

この項の手術の欄に掲げる
手術以外の手術

直腸切除・切断術等 K740，K740-2（1 に限
る。），K713，K636，K6363，K636-4，K712，K724，
K727，K728，K729，K7293，K730，K731，K732，
K714-2，K726，K736
内視鏡的結腸ポリー K721，K721-2，K739，K739プ・粘膜切除術等 2，K739-3，K722，K653（
4 に限る。）
結腸切除術等

941 から
943 まで

060105

消化管間質腫 D371，D372，D374，D375
瘍

K719，K716（1 に限
る。），K717，K720，K7162，K719-2
なし

化学療法，J038（3 に限
る。），G005，J045 な
し

1 あり

J038（3 に限る。），
G005，J045

944 から
961 まで

060130

食道、胃、十
二指腸、他腸
の炎症（その
他良性疾患）

B054，I880，K20，K21，K220，K221，
その他の手術あり
K222，K223，K224，K225，K226，K228，
K229，K23，K27，K28，K29，K30，K310，
K313，K315，K316，K318，K52，K58，
内視鏡的消化管止血
K627，K633，K634，K638，K639，K90， 術等
K910，K911，K912，K914，K92，K93

この項の手術の欄に掲げる なし
手術以外の手術

カプセル型内視鏡なし

なし

J038（3 に限る。），
G005，J045 なし

K654，K522（1 に限
る。），K522（3 に限
る。），K653-5，K522（
2 に限る。），K522-2，
K664，K722，K533，K5332，K721，K615

カプセル型内視鏡

あり

J038（3 に限る。），
G005，J045

あり

あり 040080，040081，
060210，060340，
110310，180010

食道アカラシア形成 K530，K530-2，K667，K667手術等
2，K654-2，K654-3，K655（
1 に限る。），K655-2（1 に
限る。），K657（1 に限
る。），K657-2（1 に限
る。），K525，K520，
K521（1 に限る。），
K521（3 に限る。）
962 から
970 まで

971 から
976 まで

060140

060141

胃十二指腸潰 K250，K257，K253，K254，K259，K264， その他の手術あり
瘍、胃憩室
K263，K267，K260，K269，K311，K312，
症、幽門狭窄 K314
（穿孔を伴わ
胃切除術 単純切除
ないもの）
術等

この項の手術の欄に掲げる
手術以外の手術

なし

G005，J045 なし

K655（1 に限る。），K6542，K654-3，K655-2（1 に限
る。），K657（1 に限
る。），K657-2（1 に限
る。），K659（3 に限
る。），K659-2，K660（
3 に限る。），K659（1 に限
る。），K659（2 に限
る。），K660（1 に限
る。），K660（2 に限
る。），K647-2，K660-2

あり

G005，J045

胃十二指腸潰 K251，K252，K255，K256，K261，K262， その他の手術あり
瘍、胃憩室
K265，K266
症、幽門狭窄
（穿孔を伴う
胃切除術 単純切除
もの）
術等

この項の手術の欄に掲げる
手術以外の手術

なし

G005，J045 なし

K655（1 に限る。），K6542，K654-3，K655-2（1 に限
る。），K657（1 に限
る。），K657-2（1 に限
る。），K659（3 に限
る。），K659-2，K660（
3 に限る。），K659（1 に限
る。），K659（2 に限
る。），K660（1 に限
る。），K660（2 に限
る。），K647-2，K660-2

あり

G005，J045

あり 040080，040081，
060210，110310，
180010

977 から
984 まで

060150

虫垂炎

K35，K36，K37，K38

その他の手術あり

この項の手術の欄に掲げる
手術以外の手術

あり 050050，050070，
050130，060210，
100070

虫垂切除術 虫垂周 K718（1 に限る。），K718囲膿瘍を伴わないも 2（1 に限る。）
の等
虫垂切除術 虫垂周 K718（2 に限る。），
囲膿瘍を伴うもの等 K637（2 に限る。），
K637（3 に限る。），K6372，K718-2（2 に限る。）
結腸切除術 小範囲 K719（1 に限る。），
切除等
K719（2 に限る。），
K639，K639-3
985 から
991 まで

060160

鼠径ヘルニア K40

腹腔鏡下鼠径ヘルニ K634
ア手術（両側）

あり 050070，050130，
060210

ヘルニア手術 鼠径 K633（5 に限る。）
ヘルニア
小腸切除術 悪性腫 K716（1 に限る。），K641
瘍手術以外の切除術
等
992 から
996 まで

060170

閉塞、壊疽の K41，K42，K43，K45，K46
ない腹腔のヘ
ルニア

その他の手術あり

この項の手術の欄に掲げる
手術以外の手術

あり 050130，060210

ヘルニア手術 腹壁 K633（1 に限る。），
瘢痕ヘルニア等
K633（2 に限る。），
K633（3 に限る。），
K633（4 に限る。），
K633（6 に限る。），
K633（7 に限る。），
K633（8 に限る。），
K633（9 に限る。），K6332（1 に限る。），K633-2（
2 に限る。）
小腸切除術 悪性腫 K716（1 に限る。）
瘍手術以外の切除術

997 から 060180
1007 まで

クローン病等 K50，K626

その他の手術あり

この項の手術の欄に掲げる
手術以外の手術

結腸切除術+人工肛 K719+K726，K716（1 に限
門造設術等
る。）+K726，K7162+K726，K719-2+K726，
K716（1 に限る。），
K719，K716-2，K719-2，
K726，K730，K731，K732，
K735-2，K728，K740（3 に
限る。），K740-2（1 に限
る。），K740-2（2 に限
る。）

なし

インフリキシマブ，アダ あり 060370，180010
リムマブ，G005，
J045 なし

1 あり

G005，J045

2 あり

アダリムマブ

3 あり

インフリキシマブ

1008 から 060185
1017 まで

潰瘍性大腸炎 K51，K593

その他の手術あり

この項の手術の欄に掲げる
手術以外の手術

結腸切除術+人工肛 K719+K726，K719-2+K726，
門造設術等
K719，K719-5，K719-2，
K726，K729，K729-3，
K730，K731，K732，K740（
3 に限る。），K740-2（1 に
限る。），K740-2（2 に限
る。）
1018 から 060190
1021 まで

1022 から 060200
1025 まで

虚血性腸炎

腸重積

K55

K561

その他の手術あり

なし

インフリキシマブ，
J041-2，G005，J045 な
し

1 あり

G005，J045

3 あり

J041-2

4 あり

インフリキシマブ

なし

J038（3 に限る。），
G005，J045 なし

あり

J038（3 に限る。），
G005，J045

この項の手術の欄に掲げる
手術以外の手術

腸重積症整復術 観 K715（2 に限る。）
血的なもの
腸重積症整復術 非 K715（1 に限る。）
観血的なもの
1026 から 060210
1035 まで

ヘルニアの記 K560，K562，K563，K564，K565，K566，
載のない腸閉 K567，K913
塞

1036 及び 060220
1037

直腸脱、肛門 K622，K623
脱

1038 及び 060230
1039

肛門周囲膿瘍 K610，K611，K612，K613，K614，K628

1040 及び 060235
1041

痔瘻

K603，K604，K605

1042 及び 060240
1043

外痔核

I843，I844，I845，I846，I847

1044 及び 060245
1045

内痔核

I840，I841，I842，I848，I849，K625

1046

尖圭コンジロ A630
ーム

060250

1047 及び 060260
1048

肛門狭窄、肛 K600，K601，K602，K624
門裂溝

1049 から 060270
1054 まで

劇症肝炎、急 B150，B159，B160，B161，B162，B169，
性肝不全、急 B170，B171，B172，B178，B19，B251，
性肝炎
K710，K711，K712，K719，K720，K762，
K763

1055

060280

アルコール性 K70
肝障害

なし

J034 なし

なし

J038（3 に限る。），
G005，J045 なし

あり

J034

あり

J038（3 に限る。），
G005，J045

なし

J041，J039，J038-2，
J038（3 に限る。），
G005，J045 なし

1 あり

J038-2，J038（3 に限
る。），G005，J045

4 あり

J041，J039

あり 040080，040081，
110310，180010

1056 から 060290
1058 まで

1059 から 060295
1063 まで

1064 から 060300
1078 まで

慢性肝炎（慢 B180，B181，B188，B189，K713，K714，
性Ｃ型肝炎を K715，K716，K718，K73，K753，K754，
除く。）
K758，K760，K761，K77

なし

IFN－β（一定期間以上
投与した場合に限
る。），IFN-αなし

1 あり

IFN-α

2 あり

IFN－β（一定期間以上
投与した場合に限る。）

なし

IFN－β（一定期間以上
投与した場合に限
る。），J039，IFN-αな
し

1 あり

IFN-α

3 あり

IFN－β（一定期間以上
投与した場合に限る。）

K637，K637-2，K639，
K639-3，K664，K665，
K725，K725-2，K726，
K615，K533，K533-2，
K654 なし

なし

J041，J039，J038-2，
J038（3 に限る。），
G005，J045 なし

K637，K637-2，K639，
K639-3，K664，K665，
K725，K725-2，K726，
K615，K533，K533-2，
K654

1 あり

J038-2，J038（3 に限
る。），G005，J045

慢性Ｃ型肝炎 B182

肝硬変（胆汁 I81，I820，I850，I859，I864，I982， その他の手術あり
性肝硬変を含 K717，K721，K729，K740，K741，K742，
む。）
K743，K744，K745，K746，K765，K766

この項の手術の欄に掲げる なし
手術以外の手術

食道・胃静脈瘤手術 K532，K532-2，K532-3，
等
K621，K668，K711，K7112，K635

1079 及び 060310
1080

肝膿瘍（細菌 A064，K750，K751，K752
性・寄生虫性
疾患を含
む。）

1081 及び 060320
1082

肝嚢胞

1083 から 060330
1087 まで

胆嚢疾患（胆 K802，K808
嚢結石など）

あり

あり 040190，060370，
180010

K768
その他の手術あり

この項の手術の欄に掲げる
手術以外の手術

あり 050130

腹腔鏡下胆嚢摘出術 K672-2，K670
等
胆嚢摘出術
1088 から 060335
1100 まで

胆嚢水腫、胆 D135，K800，K801，K81，K820，K821， その他の手術あり
嚢炎等
K822，K823，K824，K828，K829，K835，
K870

K672
この項の手術の欄に掲げる なし
手術以外の手術

腹腔鏡下胆嚢摘出術 K672-2，K670
等
胆嚢摘出術

K672

あり

K637，K637-2，K639，
K639-3，K682-3，
K688，K696，K681，
K682（1 に限る。），
K682（2 に限る。），
K682-2 なし

なし

J038（3 に限る。），
G005，J045 なし

K637，K637-2，K639，
K639-3，K682-3，
K688，K696，K681，
K682（1 に限る。），
K682（2 に限る。），
K682-2

あり

J038（3 に限る。），
G005，J045

あり 040080，040081，
040130，040190，
050130，180010

1101 から 060340
1117 まで

胆管（肝内
K803，K804，K805，K830，K831，K832， その他の手術あり
外）結石、胆 K833，K834，K838，K839，K915
管炎

この項の手術の欄に掲げる なし
手術以外の手術

限局性腹腔膿瘍手術 K637，K637-2，K639，K639- あり
等
3，K678，K681，K682（1 に
限る。），K682（2 に限
る。），K682-2，K682-3，
K685，K686，K687，K688，
K689

K637，K637-2，K639， なし
K639-3，K682-3，
K686，K688，K678，
K681，K682（1 に限
る。），K682（2 に限
る。），K682-2，
K685，K687，K689 なし

J042（2 に限る。），
J038（3 に限る。），
G005，J045 なし

K637，K637-2，K639，
K639-3，K682-3，
K686，K688，K678，
K681，K682（1 に限
る。），K682（2 に限
る。），K682-2，
K685，K687，K689

J042（2 に限る。），
J038（3 に限る。），
G005，J045

あり

腹腔鏡下胆嚢摘出術 K672-2，K669，K671（1 に
等
限る。），K671-2（1 に限
る。），K672，K673

肝切除術 部分切除 K695（1 に限る。），
等
K695（2 に限る。），
K695（3 に限る。），
K695（4 に限る。），
K695（5 に限る。），
K695（6 に限る。），K6952，K680，K696，K693
1118 から 060350
1128 まで

急性膵炎

B263，K85，K863，K871

その他の手術あり

この項の手術の欄に掲げる なし
手術以外の手術

K637，K637-2，K639， なし
K639-3，K664，K665，
K725，K725-2，K726，
J010，K681，K682（1 に
限る。），K682（2 に限
る。），K682-2，K6823，K688，K689，K678，
K699（2 に限る。），
K708，K708-2，K7083，K709 なし

J038-2，J038（3 に限
る。），G005，J045 な
し

急性膵炎手術等

K698，K671（1 に限
る。），K671-2（1 に限
る。），K672，K672-2，
K687（2 に限る。），
K705，K707（1 に限
る。），K707（2 に限
る。）

K637，K637-2，K639， あり
K639-3，K664，K665，
K725，K725-2，K726，
J010，K681，K682（1 に
限る。），K682（2 に限
る。），K682-2，K6823，K688，K689，K678，
K699（2 に限る。），
K708，K708-2，K7083，K709

J038-2，J038（3 に限
る。），G005，J045

あり

あり 040080，040081，
040130，040190，
050130，060310，
060370，130100，
180010

1129 から 060360
1134 まで

1135 から 060370
1141 まで

1142

060565

慢性膵炎（膵 K860，K861，K862，K868，K869
嚢胞を含
む。）

その他の手術あり

この項の手術の欄に掲げる
手術以外の手術

なし

J038（3 に限る。），
G005，J045 なし

膵体尾部腫瘍切除術
膵尾部切除術（腫瘍
摘出術を含む。）の
場合等

K702（1 に限る。），
K703（1 に限る。），
K703（2 に限る。），
K699（1 に限る。），
K699（2 に限る。），
K706，K708-3，K680，
K696，K705，K707（1 に限
る。），K707（2 に限
る。）

あり

J038（3 に限る。），
G005，J045

腹膜炎、腹腔 A183，K630，K631，K632，K65，K67，
内膿瘍（女性 K570，K572，K574，K578
器臓器を除
く。）

その他の手術あり

この項の手術の欄に掲げる
手術以外の手術

なし

J038（3 に限る。），
G005，J045 なし

あり

J038（3 に限る。），
G005，J045

なし

G005，J045 なし

顎変形症

急性汎発性腹膜炎手 K639，K639-2，K639-3，
術等
K637，K637-2，K638

K07

1143 及び 060570
1144

その他の消化 K00，K01，K02，K03，K04，K05，K06，
管の障害
K08，K09，K10，K14，K319，K590，
K591，K592，K594，K598，K599，K629，
K66，K759，K764，K769，K918，K919

1145 から 070010
1150 まで

骨軟部の良性 D160，D161，D162，D163，D164，D165， その他の手術あり
腫瘍（脊椎脊 D167，D168，D169，D179，D211，D212，
髄を除く。） D214，D215，D216，D219，D481，L72，
M850，M853，M854，M855，M856

この項の手術の欄に掲げる なし
手術以外の手術

四肢・躯幹軟部腫瘍 K030，K051，K051-2，
摘出術等
K052，K052-2，K052-3，
K072，K082，K082-3，
K042，K054，K066（1 に限
る。），K066-2（1 に限
る。），K003，K004，
K005，K006，K006-4，
K043，K049，K215-2，
K048，K065，K065-2
1151 及び 070020
1152

神経の良性腫 D361，Q850
瘍

K015，K016，K017，
K019，K020，K021，
K022，K058，K059，
K615，K013，K013-2 な
し

あり

K015，K016，K017，
K019，K020，K021，
K022，K058，K059，
K615，K013，K013-2

なし

K015，K016，K017，
K019，K020，K021，
K022，K013，K013-2 な
し

あり

K015，K016，K017，
K019，K020，K021，
K022，K013，K013-2

あり 040080，040081，
050130，130100

あり 130090

