
神経内科継承情報

疾患名 ID 異常状態名 継承元疾患名 継承元異常状態名

GM1ガングリオシドーシス 119 サイコシンが神経系に蓄積 スフィンゴリピド症 スフィンゴ糖脂質が全身に蓄積

ＨＴＬＶ－Ｉ関連脊髄症 54 HTLV-I感染に伴う脊髄障害 脊髄疾患 脊髄障害

n-ヘキサン中毒 172 n-ヘキサン中毒中毒による神経系 有機溶剤中毒 有機溶剤中毒による神経系の障害あ

アスパルチルグルコサミン尿症 131 ライソゾームのアスパルチルグルコ 糖蛋白代謝異常症 ライソゾームのオリゴ糖鎖の加水分解

アテローム血栓性脳血栓症 86 アテローム血栓症 脳血栓症 粥状硬化症

アミノ酸代謝異常症 132 先天性アミノ酸代謝異常 先天性代謝異常症 先天性代謝異常

アルコール中毒症 156 エチルアルコール中毒による神経系 有機物質中毒 有機物質中毒による神経系の障害あ

アルツハイマー病 102 大脳皮質の神経細胞の変性と脱落 神経変性疾患 神経変性疾患

アレキサンダー病 125 中枢神経系・大脳前方優位に白質ジ 白質ジストロフィー 中枢神経系に白質ジストロフィーあり

ガス中毒 182 ガス中毒による神経系の障害あり 有機物質中毒 有機物質中毒による神経系の障害あ

カナヴァン病 124 N-アセチルアスパラギン酸の蓄積 白質ジストロフィー 中枢神経系に白質ジストロフィーあり

ガラクトシアリドーシス 126 ライソゾームの保護タンパクの欠乏 糖蛋白代謝異常症 ライソゾームのオリゴ糖鎖の加水分解

カルバメート剤中毒 175 カルバメート剤中毒による神経系の 農薬中毒 農薬中毒による神経系の障害あり

くも膜下出血 79 くも膜下出血 頭蓋内出血 頭蓋内出血

クラッベ病 123 サイコシンが神経系に蓄積 白質ジストロフィー 中枢神経系に白質ジストロフィーあり

クリッペル・フェール症候群 69 頸椎の先天性の癒合あり 脊椎疾患 脊椎の障害あり

くる病 191 ビタミンD欠乏症 ビタミン欠乏症に伴う神経障害 ビタミン欠乏症

クロゥ・深瀬症候群 3 亜急性の末梢神経障害 末梢神経障害 末梢神経障害

コルサコフ症候群 188 ビタミンB1欠乏症 ビタミン欠乏症に伴う神経障害 ビタミン欠乏症
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疾患名 ID 異常状態名 継承元疾患名 継承元異常状態名

サンフィリッポ症候群 136 角膜混濁 ムコ多糖症 角膜混濁

サンプル1型糖尿病 8 1型糖尿病持続的高血状態 サンプル糖尿病 持続的高血状態

サンプル糖尿病 7 頻尿 脊髄疾患 症状・所見

サンプル糖尿病 4 持続的高血状態 脊髄疾患 必要病態

サンプル糖尿病 5 多尿 脊髄疾患 症状・所見

サンプル糖尿病 6 口渇 脊髄疾患 症状・所見

シアリドーシス 140 ライソゾームのシアリダーゼの欠乏 糖蛋白代謝異常症 ライソゾームのオリゴ糖鎖の加水分解

ステロイドミオパチー 53 外因としてステロイド投与が発症に 薬物性ミオパチー 外因として薬物投与が発症に関与

スモン 185 キノホルム中毒による神経系の障害 薬物中毒 薬物中毒による神経系の障害あり

スライ病 138 βグルクロニダーゼの欠損 ムコ多糖症 ライソゾームのムコ多糖加水分解酵

タリウム中毒 153 タリウム中毒による神経系の障害あ 中毒性神経疾患 中毒による神経系の障害あり

デュシェンヌ型筋ジストロフィー 9 ジストロフィン蛋白の異常 筋ジストロフィー 筋細胞の脆弱性

ニーマン・ピック病 120 スフィンゴミエリンが全身に蓄積 スフィンゴリピド症 スフィンゴ糖脂質が全身に蓄積

ハラーフォルデン・シュパッツ病 106 黒質に鉄の沈着とスフェロイド（球状 神経変性疾患 神経変性疾患

ハラーフォルデン・シュパッツ病 105 淡蒼球に鉄の沈着とスフェロイド（球 神経変性疾患 神経変性疾患

ハンター病 134 角膜混濁 ムコ多糖症 角膜混濁

ハンター病 135 サルフォイズロン酸サルファターゼ ムコ多糖症 ライソゾームのムコ多糖加水分解酵

ビタミン欠乏性ニューロパチー 219 ビタミン欠乏に合併する末梢神経障 代謝性ニューロパチー 代謝病に合併する末梢神経障害

ビンスワンガー病 94 大脳白質の広範な虚血性脱髄性病 脳血管障害 脳血管障害

ファブリ病 122 皮膚に被角血管腫あり スフィンゴリピド症 スフィンゴ糖脂質が全身に蓄積

ファブリ病 121 α－ガラクトシダーゼAの欠損 スフィンゴリピド症 ライソゾームに局在する加水分解酵

フコシドーシス 130 ライソゾームのα－フコシダーゼの 糖蛋白代謝異常症 ライソゾームのオリゴ糖鎖の加水分解
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疾患名 ID 異常状態名 継承元疾患名 継承元異常状態名

ペラグラ 190 ニコチン酸欠乏症 ビタミン欠乏症に伴う神経障害 ビタミン欠乏症

マノシドーシス 129 ライソゾームのα－マンノシダーゼ 糖蛋白代謝異常症 ライソゾームのオリゴ糖鎖の加水分解

マロトー・ラミー病 137 アリルサルファターゼBの欠損 ムコ多糖症 ライソゾームのムコ多糖加水分解酵

マンガン中毒 152 マンガン中毒による神経系の障害あ 中毒性神経疾患 中毒による神経系の障害あり

ムコ脂質症・II型 127 角膜混濁 糖蛋白代謝異常症 角膜混濁

ムコ脂質症・II型 128 ライソゾームの糖タンパクGlcNAC-1 糖蛋白代謝異常症 ライソゾームのオリゴ糖鎖の加水分解

メチルアルコール中毒 170 ギ酸による神経系の障害あり 有機物質中毒 有機物質中毒による神経系の障害あ

メチルアルコール中毒 169 メチルアルコール中毒による神経系 有機物質中毒 有機物質中毒による神経系の障害あ

もやもや病 90 ウィリス動脈輪付近の主幹動脈の閉 閉塞性脳血管障害 閉塞性脳血管障害

モラレ髄膜炎 176 臨床経過は時間多発性，すなわち， 慢性髄膜炎 臨床経過は慢性である

ラクナ梗塞 87 脳動脈の穿通枝の閉塞性病変あり 閉塞性脳血管障害 閉塞性脳血管障害

ラクナ梗塞 88 脳動脈・穿通枝領域の脳梗塞 脳梗塞 脳梗塞

レッシュ・ナイハン症候群 144 全身のヒポキサンチングアニンホス 先天奇形 先天性代謝異常

亜急性脊髄連合変性症 189 ビタミンB12欠乏症 ビタミン欠乏症に伴う神経障害 ビタミン欠乏症

圧迫性・絞扼性ニューロパチー 220 圧迫や絞扼による末梢神経の障害 外傷性末梢神経障害 外傷による末梢神経の障害あり

遺伝性圧脆弱性ニューロパチー 26 末梢神経障害 末梢神経障害 末梢神経障害

遺伝性圧脆弱性ニューロパチー 27 末梢神経組織像での髄鞘のソーセ 多発ニューロパチー 末梢神経障害

一過性脳虚血発作 73 一過性の脳血流量の低下 脳血管障害 脳血管障害

一酸化炭素中毒 183 一酸化炭素中毒による神経系の障 ガス中毒 ガス中毒による神経系の障害あり

運動ニューロン疾患 115 運動ニューロンの変性 神経変性疾患 神経変性疾患

運動性ニューロパチー 22 末梢神経の運動神経障害 末梢神経障害 末梢神経障害

栄養障害性神経疾患・アルコール中 168 エチルアルコール中毒に起因する栄 アルコール中毒症 エチルアルコール中毒による神経系
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疾患名 ID 異常状態名 継承元疾患名 継承元異常状態名

縁取り空胞型遠位型ミオパチー 29 遠位筋の障害 遠位型筋ジストロフィー 遠位筋の障害

鉛中毒 149 鉛中毒による神経系の障害あり 中毒性神経疾患 中毒による神経系の障害あり

横断性脊髄炎 52 脊髄の横断性障害 脊髄疾患 脊髄障害

黄色靭帯骨化症 60 黄色靭帯が骨化 脊椎靭帯骨化症 脊椎の靱帯が骨化

化膿性脊椎炎 64 脊椎に細菌感染に伴う炎症あり 脊椎炎 脊椎に炎症あり

家族性アミロイド多発ニューロパチ 15 遠位側の末梢神経障害 多発ニューロパチー 遠位側優位（手袋靴下型）の感覚障

家族性ミオグロビン尿症 38 筋力低下 筋疾患 筋力低下

家族性ミオグロビン尿症 39 筋萎縮 筋疾患 筋萎縮

外傷後頸部症候群 55 外傷による脊椎の障害あり 脊椎疾患 脊椎の障害あり

外傷性脳出血 75 外傷を原因とする頭蓋内出血 頭蓋内出血 頭蓋内出血

外傷性脳内血腫 77 外傷を原因とする脳内血腫 外傷性脳出血 外傷を原因とする頭蓋内出血

感覚性ニューロパチー 21 末梢神経の感覚神経障害 末梢神経障害 末梢神経障害

感覚性ニューロパチー 20 体性感覚障害 末梢神経障害 末梢神経障害

環軸脱臼 70 環椎と軸椎の脱臼あり 脊椎疾患 脊椎の障害あり

眼咽頭筋ジストロフィー 32 筋線維の壊死・再生 筋ジストロフィー 筋線維の壊死・再生

顔面肩甲上腕型筋ジストロフィー 13 筋力低下（顔面・肩甲帯・上腕に強 筋ジストロフィー 筋力低下

顔面肩甲上腕型筋ジストロフィー 12 筋萎縮（顔面・肩甲帯・上腕に強い） 筋ジストロフィー 筋萎縮

顔面神経麻痺 202 顔面筋の麻痺 単ニューロパチー 単ニューロパチー

顔面神経麻痺 203 顔面神経の運動神経障害 単ニューロパチー 単ニューロパチー

顔面神経麻痺 221 顔面神経麻痺 単ニューロパチー 単ニューロパチー

脚気 187 ビタミンB1欠乏症 ビタミン欠乏症に伴う神経障害 ビタミン欠乏症

急性アルコール中毒症 157 急性のエチルアルコール中毒による アルコール中毒症 エチルアルコール中毒による神経系
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疾患名 ID 異常状態名 継承元疾患名 継承元異常状態名

急性細菌性髄膜炎 166 髄液の白血球数の多核球優位の上 髄膜炎 髄膜に炎症あり

急性細菌性髄膜炎 165 髄液の蛋白の上昇 髄膜炎 髄膜に炎症あり

急性細菌性髄膜炎 164 髄膜徴候 髄膜炎 髄膜に炎症あり

急性細菌性髄膜炎 163 髄膜に細菌の感染あり ウイルス性髄膜炎 髄膜にウイルスの感染あり

急性細菌性髄膜炎 167 髄液の圧（髄圧）の上昇 髄膜炎 髄膜に炎症あり

急性小脳炎 179 小脳の白質に脱髄巣あり 脱髄性神経疾患 中枢神経系の白質に脱髄巣あり

虚血性脳血管障害 95 虚血性脳血管障害 脳血管障害 脳血管障害

強直性脊椎炎 65 仙腸関節に炎症あり 脊椎炎 脊椎に炎症あり

強直性脊椎炎 66 脊椎の靱帯の骨化あり 脊椎疾患 脊椎の障害あり

結節性硬化症 145 皮膚に白斑あり 母斑症 皮膚症状あり

後縦靭帯骨化症 59 後縦靱帯が骨化 脊椎靭帯骨化症 脊椎の靱帯が骨化

交通性脊髄空洞症 51 脊髄中心管と交通のある空洞が脊 脊髄空洞症 脊髄実質に中心管と異なる空洞あり

甲状腺機能低下症に伴うミオパチー 18 筋疾患:甲状腺機能低下症に伴う 筋疾患 筋疾患

甲状腺中毒性ミオパチー 17 甲状腺機能亢進症に合併する筋疾 筋疾患 筋疾患

硬膜下血腫 84 硬膜下血腫 頭蓋内出血 頭蓋内出血

高フェニルアラニン血症 133 高フェニルアラニン血症 アミノ酸代謝異常症 先天性アミノ酸代謝異常

高安病 101 非特異性血管炎による中・大動脈の 脳血管障害 脳血管障害

高血圧性脳症 98 脳血管の血管透過性亢進 脳血管障害 脳血管障害

三好型遠位型筋ジストロフィー 31 遠位筋の障害 遠位型筋ジストロフィー 遠位筋の障害

肢帯型筋ジストロフィー 11 筋力低下（近位筋，特に腰帯筋に目 筋ジストロフィー 筋力低下

肢帯型筋ジストロフィー 10 筋萎縮（近位筋，特に腰帯筋に目立 筋ジストロフィー 筋萎縮

脂質症 118 先天性脂質代謝異常 先天性代謝異常症 先天性代謝異常
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疾患名 ID 異常状態名 継承元疾患名 継承元異常状態名

歯状核赤核淡蒼球ルイ体萎縮症 114 常染色体優性遺伝あり 脊髄小脳萎縮症・遺伝性 遺伝性あり

自律神経ニューロパチー 23 自律神経障害 末梢神経障害 末梢神経障害

軸索ニューロパチー 24 末梢神経の軸索の脱落 末梢神経障害 末梢神経障害

腫瘍性血管内皮症 195 神経系に血管内皮に沿って血管腔 転移性腫瘍 神経系に転移性悪性腫瘍あり

周産期脳障害 142 周産期の原因に起因する脳障害あ 先天性疾患 出生前の原因に起因する疾患あり

重金属中毒 155 重金属中毒による神経系の障害あり 中毒性神経疾患 中毒による神経系の障害あり

出血性脊髄血管障害 44 脊髄に出血あり 脊髄血管障害 脊髄血管障害

小児性脊髄性進行性筋萎縮症 116 筋力低下 運動ニューロン疾患 筋力低下

心原性脳塞栓症 89 心原性脳塞栓 脳塞栓症 脳塞栓

神経梅毒 177 神経系に梅毒の感染あり 感染性神経疾患 神経系に感染あり

進行性核上性麻痺 104 体幹＞四肢の筋強剛 パーキンソン症候群 筋強剛

進行性核上性麻痺 103 中脳被蓋の萎縮 神経変性疾患 神経変性疾患

進行性多巣性白質脳症 162 脳のＪＣウイルスの感染あり 脳炎 脳に炎症あり

進行麻痺 178 大脳皮質に梅毒の感染あり 神経梅毒 神経系に梅毒の感染あり

水銀中毒 150 水銀中毒による神経系の障害あり 中毒性神経疾患 中毒による神経系の障害あり

髄膜癌腫症 193 髄膜に転移性悪性腫瘍あり 転移性腫瘍 神経系に転移性悪性腫瘍あり

脊髄くも膜炎 68 脊髄くも膜に炎症あり 脊椎炎 脊椎に炎症あり

脊髄くも膜下出血 49 脊髄くも膜下腔に出血あり 出血性脊髄血管障害 脊髄に出血あり

脊髄血管奇形 41 脊髄血管奇形 脊髄血管障害 脊髄血管障害

脊髄血管障害 40 脊髄血管障害 脊髄疾患 脊髄障害

脊髄硬膜下血腫 48 脊髄硬膜下腔に血腫あり 出血性脊髄血管障害 脊髄に出血あり

脊髄硬膜下出血 47 脊髄硬膜下腔に出血あり 出血性脊髄血管障害 脊髄に出血あり
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疾患名 ID 異常状態名 継承元疾患名 継承元異常状態名

脊髄硬膜外血腫 46 脊髄硬膜外腔に血腫あり 出血性脊髄血管障害 脊髄に出血あり

脊髄硬膜外出血 45 脊髄硬膜の外に出血あり 出血性脊髄血管障害 脊髄に出血あり

脊髄出血 50 脊髄実質内に出血あり 出血性脊髄血管障害 脊髄に出血あり

脊髄動静脈奇形 42 血管腫瘤を介した動静脈の短絡あり 脊髄血管奇形 脊髄血管奇形

脊髄動静脈奇形 43 脊髄に血管腫瘤あり 脊髄血管奇形 脊髄血管奇形

脊髄動静脈瘻 14 脊髄内の細動脈から細静脈への直 脊髄血管奇形 脊髄血管奇形

脊柱管狭窄症 57 脊柱管の狭窄 脊椎疾患 脊椎の障害あり

脊椎カリエス 62 脊椎に結核感染に伴う炎症あり 脊椎炎 脊椎に炎症あり

脊椎カリエス 63 椎体の破壊あり 脊椎疾患 脊椎の障害あり

脊椎炎 61 脊椎に炎症あり 脊椎疾患 脊椎の障害あり

脊椎硬直症候群 35 心伝導障害 エメリ･ドレイフュス型筋ジストロフィ 心伝導障害

脊椎靭帯骨化症 58 脊椎の靱帯が骨化 脊椎疾患 脊椎の障害あり

脊椎椎間板ヘルニア 56 脊椎椎間板の髄核が線維輪の亀裂 脊椎疾患 脊椎の障害あり

先天性パラミオトニー 30 発作性の弛緩性四肢麻痺 周期性四肢麻痺 発作性の弛緩性四肢麻痺

先天性筋強直症 34 筋力低下 筋疾患 筋力低下

先天性筋強直症 33 筋萎縮 筋疾患 筋萎縮

潜在性二分脊椎 141 脊椎欠損部に髄膜や脊髄の陥入あ 二分脊椎 先天性の脊椎の後正中部の癒合障

線維筋形成不全 99 動脈筋層の非動脈硬化性・非炎症 脳血管障害 脳血管障害

全身硬直症候群 148 悪性腫瘍あり 悪性腫瘍による神経障害 悪性腫瘍あり

側頭動脈炎 100 巨細胞を伴う肉芽腫性血管炎 脳血管障害 脳血管障害

多系統萎縮症 112 小脳の萎縮 脊髄小脳萎縮症 小脳の萎縮

多系統萎縮症・オリーブ橋小脳萎縮 111 運動失調が病初期の主症状である 脊髄小脳萎縮症 運動失調
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疾患名 ID 異常状態名 継承元疾患名 継承元異常状態名

多系統萎縮症・シャイ・ドレーガー症 113 自律神経症状が主症状である 多系統萎縮症 自律神経症状

代謝性ニューロパチー 218 代謝病に合併する末梢神経障害 末梢神経障害 末梢神経障害

脱髄性ニューロパチー 25 末梢神経の髄鞘の障害（脱髄） 末梢神経障害 末梢神経障害

中毒性ニューロパチー 1 中毒による末梢神経障害 末梢神経障害 末梢神経障害

椎間板炎 67 椎間板に炎症あり 脊椎炎 脊椎に炎症あり

転移性腫瘍 192 神経系に転移性悪性腫瘍あり 悪性腫瘍による神経障害 悪性腫瘍あり

糖原病III型 206 グリコーゲン脱分枝酵素の欠損 糖原病 解糖系酵素異常

糖原病ＩＩ型 205 ライソゾームの酸性マルターゼの異 糖原病 解糖系酵素異常

糖原病IV型 209 筋萎縮 筋疾患 筋萎縮

糖原病IV型 208 筋力低下 筋疾患 筋力低下

糖原病IV型 207 分枝酵素の欠損 糖原病 解糖系酵素異常

糖原病IX型 215 ホスホグリセリン酸キナーゼの欠損 糖原病 解糖系酵素異常

糖原病VIII型 214 フォスフォリラーゼｂの欠損 糖原病 解糖系酵素異常

糖原病VII型 212 ホスホフルクトキナーゼの欠損 糖原病 解糖系酵素異常

糖原病VII型 213 筋萎縮 筋疾患 筋萎縮

糖原病V型 211 筋萎縮 筋疾患 筋萎縮

糖原病V型 210 筋型フォスフォリラーゼの欠損 糖原病 解糖系酵素異常

糖原病XI型 217 乳酸脱水素酵素M型サブユニットの 糖原病 解糖系酵素異常

糖原病X型 216  ホスホグリセリン酸ムターゼの欠損 糖原病 解糖系酵素異常

糖蛋白代謝異常症 139 オリゴ糖鎖の蓄積 先天性代謝異常症 先天性代謝異常

糖尿病性ニューロパチー 28 糖尿病に合併する末梢神経障害 末梢神経障害 末梢神経障害

頭蓋底陥入症 71 上部頸椎が後頭窩に陥入 脊椎疾患 脊椎の障害あり
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疾患名 ID 異常状態名 継承元疾患名 継承元異常状態名

頭蓋内出血 74 頭蓋内出血 脳血管障害 脳血管障害

軟膜癌腫症 194 軟膜に転移性悪性腫瘍あり 転移性腫瘍 神経系に転移性悪性腫瘍あり

肉芽腫性筋炎 37 筋萎縮 筋疾患 筋萎縮

肉芽腫性筋炎 36 近位筋優位の筋力低下 筋疾患 筋力低下

尿素サイクル代謝異常症 143 肝臓の尿素サイクルの先天性代謝 先天性代謝異常症 先天性代謝異常

脳アミロイド血管症 97 脳血管にアミロイドの沈着 脳血管障害 脳血管障害

脳血管圧迫 92 脳血管の圧迫 閉塞性脳血管障害 閉塞性脳血管障害

脳血管障害 72 脳血管障害 脊髄血管障害 脊髄血管障害

脳血管性パーキンソン症候群 107 神経変性疾患 神経変性疾患 神経変性疾患

脳血管性認知症 93 記憶障害 脳血管障害 脳血管障害

脳血管不全症 96 軽度の（広範囲な）脳組織の血流不 虚血性脳血管障害 虚血性脳血管障害

脳血管攣縮 91 脳血管攣縮 閉塞性脳血管障害 閉塞性脳血管障害

脳血栓症 81 閉塞性脳血管障害 閉塞性脳血管障害 閉塞性脳血管障害

脳動静脈奇形破錠 82 頭蓋内出血 頭蓋内出血 頭蓋内出血

脳動脈瘤破錠 83 くも膜下出血 くも膜下出血 くも膜下出血

脳動脈瘤破錠 80 脳動脈瘤破綻 頭蓋内出血 頭蓋内出血

脳内出血 78 脳内出血 脳出血 脳出血

農薬中毒 173 農薬中毒による神経系の障害あり 有機物質中毒 有機物質中毒による神経系の障害あ

晩発性小脳皮質萎縮症 109 小脳に限局した萎縮あり 脊髄小脳萎縮症 小脳の萎縮

晩発性小脳皮質萎縮症 110 脊髄の萎縮は殆どなし 脊髄小脳萎縮症 脊髄の萎縮

非外傷性頭蓋内出血 76 内因性の頭蓋内出血 頭蓋内出血 頭蓋内出血

非交通性水頭症 186 脳室系に閉塞あり 水頭症 水頭症（頭蓋内に脳脊髄液が過剰に
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疾患名 ID 異常状態名 継承元疾患名 継承元異常状態名

封入体筋炎 19 筋組織像にて筋線維内に好塩基性 筋疾患 筋疾患

平山病 117 神経変性疾患 神経変性疾患 神経変性疾患

閉塞性脳血管障害 85 閉塞性脳血管障害 脳血管障害 脳血管障害

変形性頸椎症 16 頸椎の変形 変形性脊椎症 脊椎の変形

辺縁系脳炎 146 神経系に感染あり 感染性神経疾患 神経系に感染あり

辺縁系脳炎 147 大脳辺縁系を中心とした炎症あり 脳炎 脳に炎症あり

放射線神経障害 204 放射線による神経障害あり 外因による神経障害 外因による神経障害あり

傍癌性脊髄症 200 悪性腫瘍の遠隔効果による脊髄へ 傍癌性脳脊髄症 悪性腫瘍の遠隔効果による中枢神経

傍癌性脳脊髄症 196 悪性腫瘍の遠隔効果による中枢神 傍腫瘍性症候群 悪性腫瘍の遠隔効果による神経系へ

傍腫瘍性脳幹脳炎 199 悪性腫瘍の遠隔効果による脳幹へ 傍癌性脳脊髄症 悪性腫瘍の遠隔効果による中枢神経

傍腫瘍性辺縁系脳炎 197 悪性腫瘍の遠隔効果による大脳辺 傍癌性脳脊髄症 悪性腫瘍の遠隔効果による中枢神経

傍腫瘍性辺縁系脳炎 198 血清に抗神経細胞抗体あり 傍癌性脳脊髄症 血清に抗神経細胞抗体あり

傍腫瘍性網膜変性症 201 悪性腫瘍の遠隔効果による網膜へ 傍腫瘍性症候群 悪性腫瘍の遠隔効果による神経系へ

慢性炎症性脱髄性多発ニューロパ 2 慢性に進行する髄鞘の障害（脱髄） 脱髄性ニューロパチー 末梢神経の髄鞘の障害（脱髄）

薬物性パーキンソン症候群 108 神経変性疾患 神経変性疾患 神経変性疾患

薬物中毒 184 薬物中毒による神経系の障害あり 中毒性神経疾患 中毒による神経系の障害あり

有機フッ素剤中毒 181 有機フッ素剤中毒中毒による神経系 農薬中毒 農薬中毒による神経系の障害あり

有機リン剤中毒 174 有機リン剤中毒による神経系の障害 農薬中毒 農薬中毒による神経系の障害あり

有機塩素剤中毒 180 有機塩素剤中毒による神経系の障 農薬中毒 農薬中毒による神経系の障害あり

有機物質中毒 154 有機物質中毒による神経系の障害 中毒性神経疾患 中毒による神経系の障害あり

有機溶剤中毒 171 有機溶剤中毒による神経系の障害 有機物質中毒 有機物質中毒による神経系の障害あ

予防接種後脳炎 159 予防接種後に（典型的には１－３週 脳炎 脳に炎症あり
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疾患名 ID 異常状態名 継承元疾患名 継承元異常状態名

予防接種後脳炎 158 神経系に感染あり 感染性神経疾患 神経系に感染あり

予防接種後脳脊髄炎 161 神経系に感染あり 予防接種後脳炎 神経系に感染あり

予防接種後脳脊髄炎 160 予防接種後に（典型的には１－３週 予防接種後脳炎 予防接種後に（典型的には１－３週ほ

砒素中毒 151 砒素中毒による神経系の障害あり 中毒性神経疾患 中毒による神経系の障害あり
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