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      -乳頭状髄膜腫 ... 702
      -ラブドイド髄膜腫 ... 703
      -退形成性髄膜腫 ... 704
-C71 脳の悪性新生物 ... 705
-脳の悪性神経上皮性腫瘍 ... 706
-脳の星細胞系腫瘍 ... 707
  -浸潤性星細胞腫 ... 708
    -びまん性星細胞腫 ... 709
    -退形成星状細胞腫 ... 710
    -膠芽腫 ... 711
  -悪性の多形黄色星状細胞腫 ... 712
-乏突起膠細胞系腫瘍 ... 713
  -乏突起神経膠腫 ... 714
  -退形成性乏突起神経膠腫 ... 715
-混合性神経膠腫 ... 716
  -乏突起星細胞腫 ... 717
  -退形成性乏突起星細胞腫 ... 718
-上衣系腫瘍 ... 719
  -上衣腫 ... 720
  -退形成性上衣腫 ... 721
  -粘液乳頭状上衣腫 ... 722
  -上衣下腫 ... 723
-WHOによる脳腫瘍の悪性度 ... 724
-脈絡叢腫瘍 ... 725
  -脈絡叢乳頭腫 ... 726
  -脈絡叢癌 ... 727
-胎児性腫瘍 ... 728
  -髄上皮腫 ... 729
  -髄芽腫 ... 730
  -テント上原始神経外胚葉性腫瘍 ... 731
  -非定型奇形腫様/ラブドイド腫瘍 ... 732
-C72 脊髄,脳神経およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物 ... 733
-胎児性腫瘍[null] ... 734
-C73 甲状腺の悪性新生物 ... 735
-甲状腺の乳頭状腺癌:NOS【8260/3】 ... 736
-甲状腺の濾胞腺癌:NOS【8330/3】 ... 737
-甲状腺の未分化癌【癌腫,未分化,NOS】【8020/3】 ... 738
-甲状腺の扁平上皮癌:NOS【8070/3】 ... 739
-甲状腺の粘表皮癌【8430/3】 ... 740
-甲状腺の粘液細胞性腺癌【8480/3】 ... 742
-甲状腺の髄様癌【8345/3】 ... 743
-甲状腺の髄様・濾胞混合癌【8346/3】 ... 744
-甲状腺における胸腺様成分を伴う紡錘形上皮性腫瘍【8588/3】 ... 745
-甲状腺における胸腺様成分を伴う癌腫【8589/3】 ... 746
-甲状腺の血管内皮細胞腫【9120/3】 ... 747
-甲状腺の濾胞性樹状細胞性腫瘍【9758/3】 ... 748
-甲状腺の好酸球増加症を伴う硬化性粘表皮癌【8430/3】 ... 749
-副腎の悪性新生物 ... 751
-副腎の悪性上皮性新生物【癌腫】 ... 752
-副腎の悪性非上皮性新生物【肉腫】 ... 753
-悪性褐色細胞腫【8700/3】 ... 754
-副腎皮質の腺癌【8370/3】 ... 755
-副腎の血管内皮細胞腫【9120/3】 ... 756
-C75 その他の内分泌腺および関連組織の悪性新生物【8000/3】 ... 757
-C750 {上皮小体|副甲状腺}の悪性新生物【8000/3】 ... 758
-{上皮小体|副甲状腺}の腺癌【8140/3】 ... 759
-C751 下垂体の悪性新生物【8000/3】 ... 760
-C751 下垂体の悪性上皮性新生物【8272/3】 ... 761
-C752 頚動脈小体の悪性新生物 ... 762
-C755 大動脈小体およびその他の{パラガングリア|傍神経節}の悪性新生物 ... 763
-大動脈小体の悪性新生物 ... 764
-その他の{パラガングリア|傍神経節}の悪性新生物 ... 765
-C758 複数の内分泌腺:部位不明の悪性新生物 ... 766
-C759 内分泌腺:部位不明の悪性新生物 ... 767
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-C76 その他および部位不明確の悪性新生物【8000/3】 ... 768
-C760 頭部,顔面および頚部の悪性新生物【8000/3】 ... 769
-C761 {胸部|胸郭}の悪性新生物【8000/3】 ... 770
-C762 腹部の悪性新生物【8000/3】 ... 771
-C763 骨盤の悪性新生物【8000/3】 ... 772
-C764 上肢の悪性新生物【8000/3】 ... 773
-C765 下肢の悪性新生物【8000/3】 ... 774
-C767 その他の不明確な部位の悪性新生物【8000/3】 ... 775
-C768 その他および部位不明確の境界部病巣の悪性新生物【8000/3】 ... 776
-C81{ホジキン|Hodgkin}病 ... 777
-C84.1{セザリー|Sezary}病 ... 778
-C84.0菌状息肉症 ... 779
-C00-D48 新生物 ... 780
  -上皮性腫瘍:癌腫 ... 781
  -非上皮性腫瘍 ... 782
    -非上皮性腫瘍:肉腫など ... 783
    -非上皮性腫瘍:悪性リンパ腫 ... 784
    -非上皮性腫瘍:急性リンパ性白血病 ... 785
    -非上皮性腫瘍:骨髄性白血病 ... 786
    -非上皮性腫瘍:慢性リンパ性白血病 ... 787
-胃悪性リンパ腫 C859 ... 788
-C88.0{ワルデンストレーム|Waldenstrom}マクログロブリン血症 ... 789
-C88.1アルファ{H鎖|重鎖}病 ... 790
-C88.2ガンマ{H鎖|重鎖}病 ... 791
-C900 多発性骨髄腫 ... 792
-C96.0{レッテラー・ジーベ|Letterer-Siwe}病 ... 793
D
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  -非上皮性腫瘍 ... 3
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    -非上皮性腫瘍:悪性リンパ腫 ... 5
    -非上皮性腫瘍:急性リンパ性白血病 ... 6
    -非上皮性腫瘍:骨髄性白血病 ... 7
    -非上皮性腫瘍:慢性リンパ性白血病 ... 8
-D45真正{赤血球増加症|多血症} ... 9
-D46骨髄異形成症候群 ... 10
-下垂体腺腫 D352 その他および部位不明の内分泌腺の良性新生物:下垂体 ... 11
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