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  -淋菌性:肺炎 ... 815
  -淋菌性:腹膜炎 ... 816
  -淋菌性:敗血症 ... 817
  -淋菌性:皮膚病変 ... 818
-A549 淋菌感染症:詳細不明 ... 819
-A55 クラミジア性リンパ肉芽腫(性病性) ... 820
  -{エスチオメーヌ|慢性陰門潰瘍} ... 821
-A56 その他の性的伝播性クラミジア疾患 ... 822
-A560 下部尿路性器のクラミジア感染症 ... 823
  -クラミジア(性):(子宮)頚管炎 ... 824
  -クラミジア(性):膀胱炎 ... 825
  -クラミジア(性):尿道炎 ... 826
  -クラミジア(性):外陰腟炎 ... 827
-A561 骨盤腹膜およびその他の腎尿路生殖器のクラミジア感染症 ... 828
  -クラミジア(性):{精巣上体|副睾丸}炎 ... 829
  -クラミジア(性):{精巣|睾丸}炎 ... 830
  -クラミジア(性):女性骨盤炎症性疾患 ... 831
-A562 尿路性器のクラミジア感染症:詳細不明 ... 832
-A563 肛門および直腸のクラミジア感染症 ... 833
-A564 咽頭のクラミジア感染症 ... 834
-A568 その他の部位の性的伝播性クラミジア感染症 ... 835
-A57 軟性下疳 ... 836
-A58 {そけい|鼡径}(部)肉芽腫 ... 838
-A59 トリコモナス症 ... 840
  -A590 泌尿生殖器トリコモナス症 ... 841
    -{白帯下|こしけ}(腟性):(腟)トリコモナスによるもの ... 842
    -前立腺炎:(腟)トリコモナスによるもの ... 844
  -A598 その他の部位のトリコモナス症 ... 845
  -A599 トリコモナス症:詳細不明 ... 846
-A60 肛門性器ヘルペスウイルス感染症 ... 847
  -【初感染】肛門性器ヘルペスウイルス感染症 ... 848
  -【再発】肛門性器ヘルペスウイルス感染症 ... 849
  -A600 性器および尿路のヘルペスウイルス感染症 ... 850
    -【初感染】性器および尿路のヘルペスウイルス感染症 ... 851
      -【初感染】性器ヘルペスウイルス感染症:男性 ... 852
      -【初感染】性器ヘルペスウイルス感染症:女性 ... 853
    -【再発】性器および尿路のヘルペスウイルス感染症 ... 854
      -【再発】性器ヘルペスウイルス感染症:男性 ... 855
      -【再発】性器ヘルペスウイルス感染症:女性 ... 856
  -A601 肛門周囲皮膚および直腸のヘルペスウイルス感染症 ... 857
    -【初感染】肛門周囲皮膚および直腸のヘルペスウイルス感染症 ... 858
    -【再発】肛門周囲皮膚および直腸のヘルペスウイルス感染症 ... 859
  -A609 肛門性器ヘルペスウイルス感染症:詳細不明 ... 860
    -【初感染】肛門性器ヘルペスウイルス感染症:詳細不明 ... 861
    -【再発】肛門性器ヘルペスウイルス感染症:詳細不明 ... 862
-A63 主として性的伝播様式をとるその他の感染症:他に分類されないもの ... 863
  -A630 肛門性器(性病性){いぼ|疣|疣贅} ... 864
    -尖圭コンジローマ ... 865
  -A638 主として性的伝播様式をとるその他の明示された感染症 ... 866
-A64 主として性的伝播様式をとるその他の明示された感染症 ... 867
-A70 オウム病クラミジア感染症 ... 868
-A71 トラコーマ ... 870
  -A710 初期トラコーマ ... 871
  -A711 活動期トラコーマ ... 873
  -A719 トラコーマ:詳細不明 ... 875
-A74 クラミジアによるその他の疾患 ... 876
  -A748 その他のクラミジア疾患 ... 877
    -クラミジア腹膜炎 ... 878
  -A749 クラミジア感染症:詳細不明 ... 879
    -クラミジア症:NOS ... 880
  -A740 クラミジア結膜炎 ... 881
    -パラトラコーマ ... 882
-A75-A79 リケッチア症 ... 884
-A75 発疹チフス ... 885
  -A750 発疹チフスリケッチアによる流行性シラミ媒介性発疹チフス ... 886
  -A751 再燃発疹チフス ... 888
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  -A752 発疹熱リケッチアによる発疹チフス ... 890
  -A753 {つつが虫|恙虫}病リケッチアによる発疹チフス ... 891
  -A759 発疹チフス:詳細不明 ... 893
-A77 紅斑熱 ... 894
  -A770 リケッチア リケッチイによる紅斑熱 ... 895
  -A771 リケッチア コノリイによる紅斑熱 ... 897
  -A772 リケッチア シベリカによる紅斑熱 ... 899
  -A773 リケッチア オーストラリスによる紅斑熱 ... 901
  -A778 その他の紅斑熱 ... 903
    -日本紅斑熱 ... 905
  -A779 紅斑熱:詳細不明 ... 907
    -マダニ媒介性チフス:NOS ... 909
-A78 Q熱 ... 911
  -急性型Q熱 ... 912
  -慢性型Q熱 ... 914
-A79 その他のリケッチア症 ... 916
  -A790 ざんごう熱 ... 917
  -A791 リケッチア アカリによるリケッチア痘 ... 918
  -A798 その他の明示されたリケッチア症 ... 920
    -リケッチア性腺熱 ... 921
  -A799 リケッチア症:詳細不明 ... 923
-A80 急性{灰白髄炎|ポリオ} ... 924
  -A800 急性麻痺性{灰白髄炎|ポリオ}:ワクチン関連 ... 926
  -A801 急性麻痺性{灰白髄炎|ポリオ}:輸入野生株 ... 928
  -A802 急性麻痺性{灰白髄炎|ポリオ}:国内野生株 ... 930
  -A803 急性麻痺性{灰白髄炎|ポリオ}:その他および詳細不明 ... 932
  -A804 急性非麻痺性{灰白髄炎|ポリオ} ... 934
  -A809 急性{灰白髄炎|ポリオ}:詳細不明 ... 936
-A81 中枢神経系の非定型ウイルス感染症 ... 938
  -A810 {クロイツフェルト・ヤコブ|Creutzfeldt-Jakob}病 ... 939
    -後天性の{クロイツフェルト・ヤコブ|Creutzfeldt-Jakob}病 ... 940
      -医原性{クロイツフェルト・ヤコブ|Creutzfeldt-Jakob}病 ... 941
      -変異型{クロイツフェルト・ヤコブ|Creutzfeldt-Jakob}病 ... 943
    -原因不明または遺伝性の{クロイツフェルト・ヤコブ|Creutzfeldt-Jakob}病 ... 945
      -孤発性{クロイツフェルト・ヤコブ|Creutzfeldt-Jakob}病 ... 946
      -遺伝性{クロイツフェルト・ヤコブ|Creutzfeldt-Jakob}病 ... 948
  -A811 {亜急性硬化性全脳炎|SSPE} ... 950
  -A812 進行性多巣性白質脳症 ... 951
  -A818 中枢神経系のその他の非定型ウイルス感染症 ... 953
    -{クールー|kuru} ... 954
-A82 狂犬病 ... 956
  -A820 森林狂犬病 ... 957
  -A821 都市狂犬病 ... 959
  -A829 狂犬病:詳細不明 ... 961
-A83 蚊媒介ウイルス(性)脳炎 ... 963
-A830 日本脳炎 ... 964
-A831 西部馬脳炎 ... 965
-A832 東部馬脳炎 ... 966
-A833 セントルイス脳炎 ... 968
-A834 オーストラリア脳炎 ... 970
-A835 カリフォルニア脳炎 ... 971
-A836 {ロシオ|Rocio}ウイルス病 ... 972
-A838 その他の蚊媒介ウイルス(性)脳炎 ... 973
-A839 蚊媒介ウイルス(性)脳炎:詳細不明 ... 974
-A84 ダニ媒介ウイルス(性)脳炎 ... 975
  -A840 極東ダニ媒介脳炎 ... 976
  -A841 中央ヨーロッパダニ媒介脳炎 ... 978
  -A848 その他のダニ媒介ウイルス(性)脳炎 ... 980
    -{ポワッサン|Powassan}ウイルス病 ... 981
    -跳躍病 ... 982
  -A849 ダニ媒介ウイルス(性)脳炎:詳細不明 ... 983
-A85 その他のウイルス(性)脳炎:他に分類されないもの ... 984
  -明示されたウイルス(性):脳脊髄炎:NEC ... 985
  -明示されたウイルス(性):髄膜脳炎:NEC ... 986
-A850 エンテロウイルス(性)脳炎 ... 987
-A851 アデノウイルス脳炎 ... 988
-A852 節足動物媒介ウイルス(性)脳炎:詳細不明 ... 989
-A858 その他の明示されたウイルス(性)脳炎 ... 990
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  -嗜眠性脳炎 ... 991
-A86 詳細不明のウイルス(性)脳炎 ... 993
  -ウイルス(性):脳脊髄炎:NOS ... 994
  -ウイルス(性):髄膜脳炎:NOS ... 995
-A87 ウイルス(性)髄膜炎 ... 996
  -A870 エンテロウイルス(性)髄膜炎 ... 997
    -コクサッキーウイルス髄膜炎 ... 998
    -エコーウイルス髄膜炎 ... 999
  -A871 アデノウイルス髄膜炎 ... 1000
  -A872 リンパ球性脈絡髄膜炎 ... 1001
  -A878 その他のウイルス(性)髄膜炎 ... 1002
  -A879 ウイルス(性)髄膜炎:詳細不明 ... 1003
-A88 中枢神経系のその他のウイルス感染症:他に分類されないもの ... 1004
  -A880 腸内ウイルス性発疹熱 ... 1005
    -【エコーウイルスによる】腸内ウイルス性発疹熱 ... 1006
    -【コクサッキーウイルスB5型による】腸内ウイルス性発疹熱 ... 1007
  -A881 流行性{めまい|眩暈} ... 1008
  -A888 中枢神経系のその他の明示されたウイルス感染症 ... 1009
-A89 中枢神経系の詳細不明のウイルス感染症 ... 1010
-A90-A99節足動物媒介ウイルス熱およびウイルス性出血熱 ... 1011
  -節足動物媒介ウイルス性出血熱 ... 1012
  -節足動物媒介ウイルス熱 ... 1013
    -A90 デング熱 ... 1014
    -A91 デング出血熱 ... 1016
-A92 その他の蚊媒介ウイルス熱 ... 1018
  -A920 {チクングニア|Chikungunya}ウイルス病 ... 1019
  -A921 {オニオニオン|O'nyong-nyong}熱 ... 1021
  -A922 ベネズエラ馬熱 ... 1022
  -A923 西ナイル熱 ... 1024
  -A924 {リフトバレー|Rift Valley}熱 ... 1026
  -A928 その他の明示された蚊媒介ウイルス熱 ... 1028
  -A929 蚊媒介ウイルス熱:詳細不明 ... 1029
-A93 その他の節足動物媒介ウイルス熱:他に分類されないもの ... 1030
  -A930 {オロプーシェ|Oropouche}ウイルス病 ... 1031
  -A931 サシチョウバエ熱 ... 1032
  -A932 コロラドダニ熱 ... 1033
  -A938 その他の明示された節足動物媒介ウイルス熱 ... 1034
    -{ピーリー|Piry}ウイルス病 ... 1035
    -水疱性口内炎ウイルス病 ... 1036
-A94 詳細不明の節足動物媒介ウイルス熱 ... 1037
  -アルボウイルス熱:NOS ... 1038
  -アルボウイルス感染症:NOS ... 1039
-A95 黄熱 ... 1040
  -A950 森林黄熱 ... 1042
  -A951 都市黄熱 ... 1044
  -A959 黄熱:詳細不明 ... 1046
-A96 アレナウイルス出血熱 ... 1048
  -A960 {フニン|Junin}出血熱 ... 1050
  -A961 {マチュポ|Machupo}出血熱 ... 1052
  -A962 ラッサ熱 ... 1054
  -A968 その他のアレナウイルス出血熱 ... 1056
  -A969 アレナウイルス出血熱:詳細不明 ... 1058
-A98 その他のウイルス性出血熱:他に分類されないもの ... 1060
  -A980 {クリミヤ・コンゴ|Crimean-Congo}出血熱 ... 1062
  -A981 {オムスク|Omsk}出血熱 ... 1063
  -A982 {キャサヌール|Kyasanur}森林病 ... 1065
  -A983 {マールブルク|Marburg}ウイルス病 ... 1067
  -A984 {エボラ|Ebola}ウイルス病 ... 1068
  -A985 {腎症候性出血熱|HFRS} ... 1069
    -出血熱:流行性 ... 1071
      -【ハンターンウイルスによる】出血熱:流行性 ... 1073
  -A988 その他の明示されたウイルス性出血熱 ... 1075
-A99 詳細不明のウイルス性出血熱 ... 1077
B02
-B00 【単純】ヘルペスウイルス感染症 ... 1
  -B000 疱疹性湿疹 ... 2
  -B001 ヘルペスウイルス(性)小水疱性皮膚炎 ... 4
    -【初感染】ヘルペスウイルス(性)小水疱性皮膚炎 ... 5
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      -【初感染】{単純ヘルペス|単純疱疹}:顔面 ... 7
      -【初感染】{単純ヘルペス|単純疱疹}:口唇 ... 8
      -【初感染】小水疱性皮膚炎:耳介: ヒト(アルファ)ヘルペスウイルス2型によるもの ... 9
      -【初感染】小水疱性皮膚炎:口唇: ヒト(アルファ)ヘルペスウイルス2型によるもの ... 10
    -【再発】ヘルペスウイルス(性)小水疱性皮膚炎 ... 11
      -【再発】 {単純ヘルペス|単純疱疹}:顔面 ... 13
      -【再発】{単純ヘルペス|単純疱疹}:口唇 ... 14
      -【再発】小水疱性皮膚炎:耳介: ヒト(アルファ)ヘルペスウイルス2型によるもの ... 15
      -【再発】小水疱性皮膚炎:口唇: ヒト(アルファ)ヘルペスウイルス2型によるもの ... 16
  -B002 ヘルペスウイルス(性)歯肉口内炎および咽頭扁桃炎 ... 18
  -B003 ヘルペスウイルス(性)髄膜炎 ... 20
    -【初感染】ヘルペスウイルス(性)髄膜炎 ... 21
    -【再発】ヘルペスウイルス(性)髄膜炎 ... 22
  -B004 ヘルペスウイルス(性)脳炎 ... 23
    -【初感染】ヘルペスウイルス(性)脳炎 ... 24
      -{シミアン|サル}B病 ... 25
    -【再発】ヘルペスウイルス(性)脳炎 ... 26
  -B007 播種性ヘルペスウイルス疾患 ... 27
  -B008 その他の型のヘルペスウイルス感染症 ... 29
  -B005 ヘルペスウイルス(性)眼疾患 ... 30
    -【初感染】ヘルペスウイルス(性)眼疾患 ... 31
      -【初感染】ヘルペスウイルス(性):眼瞼皮膚炎 ... 32
      -【初感染】ヘルペスウイルス(性):結膜炎 ... 33
      -【初感染】ヘルペスウイルス(性):角膜炎 ... 34
      -【初感染】ヘルペスウイルス(性):角結膜炎 ... 35
    -【再発】ヘルペスウイルス(性)眼疾患 ... 37
      -【再発】ヘルペスウイルス(性):眼瞼皮膚炎 ... 38
      -【再発】ヘルペスウイルス(性):虹彩毛様体炎 ... 39
      -【再発】ヘルペスウイルス(性):虹彩炎 ... 41
      -【再発】ヘルペスウイルス(性):結膜炎 ... 43
      -【再発】ヘルペスウイルス(性):角膜炎 ... 44
        -上皮型ヘルペス性角膜炎 ... 45
          -樹枝状角膜炎 ... 46
          -地図状角膜炎 ... 48
        -実質型ヘルペス性角膜炎 ... 50
          -円板状角膜炎 ... 51
          -壊死性角膜炎 ... 53
      -【再発】ヘルペスウイルス(性):角結膜炎 ... 55
-B01 水痘 ... 57
-B010 水痘髄膜炎 ... 58
-B011 水痘脳炎 ... 60
-B012 水痘肺炎 ... 62
-B018 水痘:その他の合併症を伴うもの ... 64
-B019 水痘:合併症を伴わないもの ... 66
  -水痘:NOS ... 68
-B02 {帯状疱疹|帯状ヘルペス} ... 70
  -B020 帯状疱疹(性)脳炎 ... 72
  -B021 帯状疱疹(性)髄膜炎 ... 74
  -B022 帯状疱疹:その他の神経系合併症を伴うもの ... 75
    -帯状疱疹後:膝(状)神経節炎 ... 76
    -帯状疱疹後:三叉神経痛 ... 78
    -帯状疱疹後:多発(性){ニューロパチー|ニューロパシー} ... 79
-B03 痘瘡 ... 80
-B04 サル痘 ... 81
-B05 麻疹 ... 83
  -B050 麻疹:脳炎を合併するもの ... 84
    -麻疹:脳炎を合併するもの【麻疹ウイルスによるもの】 ... 85
    -麻疹:脳炎を合併するもの【自己免疫によるもの】 ... 87
  -B051 麻疹:髄膜炎を合併するもの ... 89
  -B052 麻疹:肺炎を合併するもの ... 91
    -麻疹:肺炎を合併するもの【麻疹ウイルスによるもの】 ... 92
    -麻疹:肺炎を合併するもの【細菌の二次感染によるもの】 ... 94
  -B053 麻疹:中耳炎を合併するもの ... 96
    -麻疹:中耳炎を合併するもの【麻疹ウイルスによるもの】 ... 97
    -麻疹:中耳炎を合併するもの【細菌の二次感染によるもの】 ... 99
  -B054 麻疹:腸管合併症を伴うもの ... 101
  -B058 麻疹:その他の合併症を伴うもの ... 103
    -麻疹角膜炎および角結膜炎 ... 105
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  -B059 麻疹:合併症を伴わないもの ... 107
    -麻疹:NOS ... 109
-B06 風疹 ... 111
-B060 風疹:神経合併症を伴うもの ... 113
  -風疹性:[髄膜炎|脳炎|髄膜脳炎] ... 115
-B068 風疹:その他の合併症を伴うもの ... 117
  -風疹性:肺炎 ... 119
  -風疹性:関節炎 ... 121
-B069 風疹:合併症を伴わないもの ... 123
  -風疹:NOS ... 125
-B07 ウイルス(性){いぼ|疣|疣贅} ... 127
-B08 皮膚および粘膜病変を特徴とするその他のウイルス感染症:他に分類されないもの ... 128
  -B080 その他のオルソポックスウイルス感染症 ... 129
    -牛痘 ... 130
    -偽牛痘 ... 131
    -{オルフウイルス病|羊鵞口瘡} ... 132
    -ワクチニア ... 133
  -B081 伝染性軟属腫 ... 134
  -B082 突発性発疹 ... 135
  -B083 伝染性紅斑 ... 137
  -B084 発疹を伴うエンテロウイルス性小水疱性口内炎 ... 139
  -B085 エンテロウイルス性水疱性咽頭炎 ... 141
  -B088 皮膚および粘膜病変を特徴とするその他の明示されたウイルス感染症 ... 143
    -エンテロウイルス性リンパ結節性咽頭炎 ... 144
    -口蹄疫 ... 145
    -{タナポックス|tanapox}ウイルス疾患 ... 146
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