
病名分類表

【総記】
総記 闘病記に関する図書 がん41 肝臓がん/白血病 がん85 ホジキン病

がん42 膵臓がん がん86 ユーイング肉腫
【がん】 がん43 腎臓がん がん87 軟部肉腫
分類 病名 がん44 副腎がん/顎下腺腫瘍 がん88 ウイルムス腫瘍
がん1 乳がん がん45 上顎がん がん89 結合組織腫瘍
がん2 乳がん・卵巣がん がん46 上顎がん/横紋筋肉腫 がん90 大腿腫瘍
がん3 乳がん・胃がん がん47 舌がん がん91 胚細胞性腫瘍
がん4 乳がん・胃がん・食道がん がん48 舌がん/乳がん がん92 血管腫
がん5 乳がん・白血病 がん49 舌根部腫瘍 がん93 神経内分泌腫瘍
がん6 乳がん・肺がん がん50 扁平上皮がん がん94 骨溶解性悪性血管腫
がん7 子宮がん がん51 喉頭がん がん95 脊髄がん
がん8 絨毛がん がん52 喉頭がん/食道がん がん96 多発性骨髄腫
がん9 子宮がん/腎臓がん がん53 咽頭がん がん97 鎧状がん
がん10 子宮がん/肝臓がん がん54 咽頭がん・乳がん がん98 リンドー病
がん11 子宮体がん がん55 口腔がん がん99 白血病
がん12 卵巣がん がん56 鼻中隔がん がん100 骨髄異形成症候群
がん13 卵巣がん/大腸がん がん57 食道がん がん101 骨髄異形成症候群/腎不全/髄膜瘤
がん14 絨毛膜がん がん58 食道がん/口腔がん がん102 白血病/脳腫瘍
がん15 外陰がん がん59 食道がん/胃がん がん103 白血病/心筋症
がん16 婦人科系がん がん60 大腸がん がん104 がん（詳細不明）
がん17 睾丸（腫瘍）がん がん61 大腸がん/胃がん がん0 がん
がん18 精巣がん がん62 小腸がん
がん19 前立腺がん がん63 結腸がん 【小児がん】
がん20 前立腺がん/胃がん/大腸がん がん64 虫垂がん（盲腸がん） 分類 病名
がん21 甲状腺がん がん65 直腸がん 小児がん1 小児がん/繊維肉腫
がん22 肺がん がん66 膀胱がん 小児がん2 小児がん/横紋筋肉腫
がん23 肺がん/胃がん がん67 膀胱がん/胃がん 小児がん3 小児がん/軟部肉腫
がん24 肺がん/食道がん がん68 膀胱がん/前立腺肥大/脳梗塞 小児がん4 小児がん/水頭症・脳腫瘍・横紋筋肉腫
がん25 肺がん/MRSA がん69 小腸肉腫 小児がん5 小児がん/骨肉腫
がん26 肺がん/心筋梗塞 がん70 肉腫 小児がん6 小児がん/精髄腫瘍
がん27 肺がん/大腸がん がん71 線維肉腫 小児がん7 小児がん/仙骨奇形腫
がん28 悪性胸膜中皮腫 がん72 血管肉腫 小児がん8 小児がん/悪性リンパ腫
がん29 腺がん がん73 横紋筋肉腫 小児がん9 小児がん/悪性リンパ腺肉腫・腎不全
がん30 胸腺がん がん74 平滑筋肉腫 小児がん10 小児がん/血球貪食症候群
がん31 胃がん がん75 軟骨肉腫 小児がん11 小児がん/パーキットリンパ腫
がん32 胃がん/膀胱がん がん76 脊索腫 小児がん12 小児がん/ユーイング肉腫
がん33 胃がん/舌がん がん77 脊髄腫瘍 小児がん13 小児がん/神経芽細胞腫
がん34 胃がん/食道がん/咽頭がん がん78 骨肉腫 小児がん14 小児がん/網膜芽細胞腫
がん35 十二指腸がん がん79 悪性黒色腫 小児がん15 小児がん/卵巣がん
がん36 胆管がん がん80 鼻腔悪性黒色腫 小児がん16 小児がん/下顎がん
がん37 胆嚢がん がん81 嗅神経芽細胞腫 小児がん17 小児がん/白血病
がん38 肝臓がん がん82 悪性絨毛上皮腫 小児がん18 小児がん/脳腫瘍・白血病
がん39 肝細胞がん がん83 悪性リンパ腫 小児がん19 小児がん/脳腫瘍
がん40 肝臓がん/食道がん がん84 未分化小細胞がん 小児がん0 小児がん/その他



病名分類表

【疾病】
疾病1 ADA欠損症 疾病46 更年期障害 疾病91 多発性硬化症
疾病2 アクロメガリー（先端巨大症・脳下垂体腫瘍） 疾病47 股関節症 疾病92 胆石
疾病3 アトピー 疾病48 股関節脱臼 疾病93 （原発性）胆管硬化症
疾病4 アレルギー 疾病49 膠原病 疾病94 椎間板ヘルニア
疾病5 インスリノーマ 疾病50 コケイン症候群 疾病95 低体温症
疾病6 院内感染 疾病51 骨形成不全症 疾病96 トゥレット症候群（チューレット病）
疾病7 ウィルソン病 疾病52 骨折 疾病97 糖原病（進行性筋萎縮症に含まれる。）
疾病8 ウェルドニッヒ・ホフマン病（進行性脊髄性筋萎縮症） 疾病53 再生不良性貧血 疾病98 糖尿病（１型＝インスリン依存型、小児糖尿病を含む。）
疾病9 エイズ（後天性免疫不全症候群） 疾病54 サリドマイド 疾病99 薬物中毒（薬物依存症）
疾病10 円形脱毛症 疾病55 サルコイドーシス 疾病100 二分脊椎症
疾病11 炎症性多発性仮性動脈瘤 疾病56 痔 疾病101 乳幼児突然死症候群（ＳＩＤＳ）
疾病12 黄紋変性 疾病57 ＧＭ1 ガングリオシドーシス 疾病102 乳腺炎
疾病13 潰瘍性大腸炎 疾病58 歯科矯正 疾病103 熱射病（熱中症）
疾病14 角膜ヘルペス 疾病59 色素性乾皮症（ＸＰ） 疾病104 熱傷
疾病15 化学物質過敏症 疾病60 視神経炎 疾病105 ネフローゼ症候群
疾病16 顎関節症 疾病61 重症筋無力症 疾病106 白内障
疾病17 川崎病 疾病62 硝子体過形成遺残 疾病107 肺高血圧症
疾病18 肝炎 疾病63 掌蹠膿胞症性骨関節炎 疾病108 肺リンパ脈管筋腫症（ＬＡＭ）
疾病19 下肢閉塞性動脈硬化 疾病64 小児マヒ（ポリオ、脳性小児マヒ） 疾病109 バセドウ病
疾病20 肝硬変 疾病65 神経腺維腫症（レックリングハウゼン病） 疾病110 ハーラー症候群
疾病21 顔面奇形 疾病66 じん肺 疾病111 バレ・リュー症候群（頸部交感神経刺激症状）
疾病22 吃音 疾病67 子宮筋腫 疾病112 ハンセン病（らい病）
疾病23 急性アルコール中毒 疾病68 子宮内膜症 疾病113 ハンチントン病
疾病24 巨細胞腫 疾病69 自己免疫性溶血性貧血 疾病114 反復性硝子体出血
疾病25 強直性脊椎炎 疾病70 腎不全 疾病115 病原性大腸菌
疾病26 （神経性）筋萎縮症 疾病71 腎炎・ネフローゼ 疾病116 不眠症
疾病27 筋委縮性側索硬化症（ＡＬＳ） 疾病72 腎不全・大腸がん・脳卒中 疾病117 フリードリッヒ失調症
疾病28 筋ジストロフィー（進行性筋萎縮症） 疾病73 尋常性天疱瘡 疾病118 ベーチェット病
疾病29 筋ミオパシー 疾病74 尋常性乾癬/特発性血小板/減少性紫斑病/強直性脊椎炎 疾病119 ポルフィリン症
疾病30 ギランバレー症候群 疾病75 （急性）膵炎 疾病120 マルファン症候群
疾病31 ギランバレー症候群・膠原病 疾病76 ステイフツマン症候群 疾病121 慢性呼吸不全
疾病32 クルーゾン症候群（クルゾン症候群） 疾病77 ステロイド軟膏禍（アトピー関連。仮に置く） 疾病122 ミトコンドリア病
疾病33 クローン病 疾病78 スモン病 疾病123 未熟児網膜症
疾病34 形成異常 疾病79 脊椎カリエス 疾病124 ムコ多糖症
疾病35 頸肩腕障害・乳がん・パーキンソン病 疾病80 脊髄損傷 疾病125 無腐性壊死
疾病36 頸椎損傷 疾病81 脊髄損傷/乳がん 疾病126 網膜剥離
疾病37 頸椎損傷・Ｃ型肝炎 疾病82 脊椎骨折＆慢性関節リューマチ 疾病127 盲腸炎（虫垂炎）
疾病38 頸椎後縦靭帯骨化症 疾病83 脊柱側彎症（脊椎側湾症） 疾病128 ヤコブセン症候群
疾病39 頸動脈海綿静脈洞痩 疾病84 脊柱管狭窄症 疾病129 ユニークフェイス（仮称）
疾病40 結核 疾病85 線維筋痛症 疾病130 腰椎圧迫骨折
疾病41 結節性硬化症 疾病86 先天性胆道閉塞症（胆道閉鎖症） 疾病131 腰部脊椎管狭窄症
疾病42 結腸憩室炎 疾病87 先天性くる病 疾病132 溶連菌感染症
疾病43 血友病Ｂ 疾病88 喘息 疾病133 ライ症候群
疾病44 後縦靭帯骨化症 疾病89 前立腺肥大症 疾病134 リウマチ
疾病45 口蓋裂症（口蓋破裂） 疾病90 早老症（プロゲリア） 疾病135 リウマチ熱

疾病0 疾病/その他



病名分類表

【脳】 【障害】 【精神】
分類 病名 分類 病名 分類 病名
脳1 アルツハイマー病 障害1 ADHD/ADD（注意欠陥・多動性障害） 精神1 アルコール依存症
脳2 滑脳症 障害2 サヴァン症候群 精神2 アルコール依存症/うつ病
脳3 急性脳症 障害3 自閉症 精神3 アルコール依存症/脳出血/食道がん/肺がん/口腔がん

脳4 急性小脳失調 障害4 胎児性軟骨異栄養症 精神4 うつ病
脳5 クモ膜下出血・硬膜下血腫 障害5 ダウン症 精神5 過食症（摂食障害）
脳6 結核性髄膜脳炎 障害6 てんかん 精神6 強迫神経症（強迫性障害）
脳7 視覚失認症 障害0 障害/その他 精神7 境界性人格障害
脳8 小脳出血 精神8 拒食症（神経性食思不振症、摂食障害）
脳9 小脳出血/脳梗塞 【心臓】 精神9 統合失調症（精神分裂症）
脳10 小脳髄症 分類 病名 精神10 躁病
脳11 進行性多巣性白質脳症 心臓1 拡張型心筋症（ＤＣＭ） 精神11 躁うつ病（躁鬱病）
脳12 進行性核上性麻痺 心臓2 （特発性）拡張型心筋症 精神12 ナルコレプシー
脳13 水頭症 心臓3 解離性大動脈瘤 精神13 パニック障害（不安神経症）
脳14 髄膜炎 心臓4 狭心症・MRSA 精神14 パニック障害/うつ病
脳15 脊髄小脳変性症（ＳＣＤ） 心臓5 三尖弁閉鎖肺動脈狭窄 精神15 場面緘黙症（選択無言症）
脳16 脊髄空洞症 心臓6 心筋梗塞（狭心症） 精神16 マタニティ・ブルー
脳17 脊髄動静脈奇形 心臓7 心筋梗塞/胃がん 精神17 慢性疲労症候群
脳18 単純ヘルペス脳炎 心臓8 心室細動 精神0 精神/その他
脳19 ヘルペス脳炎 心臓9 心筋炎
脳20 脳幹部中枢神経挫傷 心臓10 心房中隔欠損 【その他】
脳21 脳外傷（頭部外傷・脳挫傷） 心臓11 先天性心臓疾患 その他 その他
脳22 脳幹出血 心臓12 僧帽弁閉鎖不全（心臓弁膜症）
脳23 脳卒中 心臓13 僧帽弁狭窄症
脳24 脳梗塞 心臓14 僧帽弁狭窄、閉鎖不全・三叉弁閉鎖不全
脳25 脳梗塞・心筋梗塞 心臓15 大動脈炎症候群
脳26 脳梗塞・肺がん 心臓16 大動脈弁閉鎖機能不全（心臓弁膜症）
脳27 脳梗塞・胆嚢炎・肺炎 心臓17 大動脈弁閉鎖不全（心臓弁膜症）・心筋梗塞
脳28 脳下垂体腫瘍 心臓18 大動脈弁狭窄症（心臓弁膜症）
脳29 脳腫瘍 心臓19 肺気腫症/心房細動
脳30 脳腫瘍・クモ膜下出血 心臓20 肺動脈瘤破裂低酸素脳症
脳31 脳血栓 心臓21 ファロー四徴症
脳32 脳出血/胃がん 心臓22 閉塞性肥大型心筋症
脳33 脳溢血（脳出血） 心臓23 房室ブロック
脳34 脳動静脈奇形（注：結果として「脳出血」） 心臓0 心臓/その他
脳35 脳死
脳36 パーキンソン病
脳37 パーキンソニズム（前頭葉萎縮）
脳38 ピック病（若年性痴呆症）
脳39 びまん性軸索損傷（ＤＡＩ）
脳40 末破裂脳動脈瘤
脳41 ロックト・イン・シンドローム
脳0 脳/その他


