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Ⅲ．コーディングの基本的な考え方
１．診療録の記載および診療報酬の請求における傷病名の選択について
○重要なポイント
診療報酬の請求は診療録（カルテ）の記載に基づいて行われる必要があり、DPC（診
断群分類）の決定の際にも、診療録の記載に基づき適切に行わなければならない。
○ 医師法第 24 条において、「医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診
療録に記載しなければならない。」と規定されており、その記載事項については医師法施
行規則第 23 条に規定されている。
○ また、療養担当規則第 8 条（診療録の記載及び整備）及び第 22 条（診療録の記載）に
診療録に係る規定があり、診療録の記載は診療報酬請求の根拠となるものであるため、
レセプトに記載された事項は、診療録に記載されていなければならない。
（療養担当規則）
第８条：保険医療機関は、第 22 条の規定による診療録に療養の給付の担当に関し必要
な事項を記載し、これを他の診療録と区別して整備しなければならない。
第 22 条：保険医は、患者の診療を行った場合には、遅滞なく、様式第１号又はこれに
準ずる様式の診療録に、当該診療に関し必要な事項を記載しなければならない。
○ また、DPC 導入の影響評価に係る調査（退院患者調査）の様式１の作成においても、診
療録の記載に基づいて行うこと。
（DPC 調査に関する通知（平成 26 年 3 月 19 日保医発第６号）
２ 調査項目の記載について
(１）各調査様式の記載にあたっては、各症例における診療録（カルテ）及び診療
報酬明細書（レセプト）に記載されている内容と整合性のとれた記載内容とす
ること。
(２）調査項目には傷病名等、診断や診療に関わる情報等が含まれていることから、
記載にあたっては、担当医を含め医療機関全体で協力する体制が整備されてい
ること。

２．コーディングの基本と傷病名選択の定義
○重要なポイント
DPC コーディングの基本は医療資源に基づく「医療資源病名」の選択にある。
対象となる期間は、DPC 算定病床に入院していた期間である。
○ DPC コーディングの対象となる期間は入院期間であることから、該当する DPC コード
が確定するのは退院時となり、退院後に変更はしない。
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（例：退院後、時間が経過して新しい傷病名で呼ばれるようになった、病理結果が出た
等により他の DPC に該当する場合であっても DPC の変更はしない。
）
○ 退院時点で診断が確定していない場合は、疑われる傷病名に対して医療資源を投入した
という前提で、「○○疑い」等、疑われる傷病名を選択する。
（１）医療資源とは
○ 「医療資源」とは「ヒト・モノ・カネ」の総体である。診療行為や薬剤のみではなく、
総合的に判断しなければならない。
○ 特に室料、設備等の資源、看護料等の人的資源等を評価する「入院基本料等」が医療資
源に占める割合は高いことから、例えば何のためにこの入院に至ったのか等の判断を元
に考える。
（２）主要病態とその選択とは
○ DPC コーディングは、１入院期間を対象に、主要な病態となる傷病名を選択することが
基本である。したがって、１入院期間で患者の治療対象として代表する傷病名を選択す
ることが必要である。
○ ICD（国際疾病分類）においては、単一病因分析のために使用される病態を、
「保健ケア
に関連したエピソードの間に治療または検査された主要病態」と定義している。
◆「主要病態」の選択の原則
①主として患者の治療又は検査に対する必要性に基づく「保健ケアのエピソードの最
後に診断された病態（＝1 入院期間で退院時に判明する主要病態）
」を選択する。
②病態が複数ある場合には、
「もっとも医療資源が使われた病態」を選択する。
③診断が確定されなかった場合は、主要症状または異常な所見もしくは問題を主要病
態として選択する。
○ DPC／PDPS における「医療資源病名」は、当該一入院期間における ICD で定義される
「主要病態」に置き換えて判断する。
※ 医療資源病名が確定しない場合は、結果として検査入院であり、○○疑いというよう
な主要症状や異常所見として選択する。この場合は、検査行為も医療資源の１つであ
り、総合的に判断する必要がある。
※ 過去の傷病名（診療に無関係な何年も前の○○術後等）を選択すべきではなく、医療
資源病名とはなり得ない。その判断の基準は、単純に「何ヶ月」というものではなく、
今回の診療に影響を与えた医療資源の投入があったかどうか等により主治医が総合的
に判断する必要がある。
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◆不適切なコーディングの例
①既に治療が終わっている（今回の入院で当該疾病に医療資源の投入がない）
→右手尺骨骨折術後
②既にその臓器が存在しない
→胃癌術後（胃、全摘後）

（３）医療資源病名は、１入院期間を対象に退院時に一つを決定する
○ 医療資源病名は、当該入院期間中に最も中心的な目的、実施する診療行為に直結するも
のである。その選択の基準は、以下のとおりである。
①入院期間中に複数の病態（傷病名）が存在する場合は、どの病態に医療資源を最も投入
したかで判断する。原則として、手術等の主要な診療行為と一致する傷病名を選択する。
②複数の手術や侵襲的処置を行った場合は、そのうちの最も診療報酬点数が高い診療行為
に関連した傷病を対象とするのが一般的であるが、一部の高額な薬剤や検査に対応する
傷病名とは限らないので慎重に判断が必要である。判断が難しい場合には、入院基本料
（室料、設備等の資源、看護料等の人的資源等が含まれ、医療資源でも大きな要素）を
含む診療報酬点数を参考に、総合的に医療資源病名を判断する。
※手術目的の入院であり当該期間における施設、設備、医療用材料、看護等の医療資
源の投入先が明らかに手術を目的としたものである場合、副傷病名に関連する薬剤
投与があってもそれをもって医療資源病名とすることが適切かどうかは総合的かつ
慎重に判断すること。
③入院中に病態が変化した場合は、退院時点の判断に基づいて１入院期間を通して最も医
療資源を投入した傷病名を１つ選択する。
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◆「１入院期間を対象に退院時に１つを決定する」例
①１入院期間に治療または検査された基本的な例（選択の基準に検査行為も含まれるこ
とに注意すること）
例）急性穿孔性虫垂炎のため 10 日間の入院中に虫垂切除術等を施行した
→医療資源病名は急性穿孔性虫垂炎（K350）
②投薬、処置手術や特徴的な診断行為があった場合で、診断が確定した場合（その行為
と処置手術等が対象とした部位や対象とする病態等は一致するのが原則）の例
例）不明熱のために入院してきた患者が各種検査を行い、診断の結果、急性骨髄性白
血病と診断され、治療後に退院となった。
→医療資源病名は急性骨髄性白血病（C920）
③病態が複数ある場合、
「もっとも医療資源が使われた病態」を選択すべき例。
例）５年前に自院にて肝臓癌の診断治療後も自院通院中、マイコプラズマ肺炎を発症
し入院治療。肝臓癌の管理をしつつ抗生剤投与し退院した。
→医療資源病名はマイコプラズマ肺炎（J157）
、入院時併存症は肝臓癌（C220）

○ また、傷病名に複数の傷病名要素を含むために曖昧なコーディングとなっている、もし
くはコーディングそのものが出来ない例もみられる。多発性の外傷等の一部の限られた
分野を除くと、基本的に ICD で個別に定義された傷病名は各々を記載し、各々について
ICD コーディングが行われるが、DPC／PDPS においては、その中から医療資源病名を
選択する。
◆複数の傷病名を１つの傷病名としてコーディングされている例
①「呼吸不全、C 型肝炎」の表記に対して、呼吸不全，詳細不明（J96.9）を付与。
呼吸不全と C 型肝炎は別疾患として傷病名の標記をして個別にコーディングする必
要がある。
※ただし、呼吸不全、C 型肝炎という傷病名そのものも正しいコーディングをするに
あたり十分な情報を持っていないので適切な傷病名の付与ではない
②「脱水症、S/O 脳梗塞」の表記に対して、E86 体液量減少（症）
（E86）を付与。
※この例も、傷病名そのものにも問題を抱えている

（４）原則として医療資源病名と実施した手術、処置には乖離がないこと
○ 医療資源病名と実施した手術や処置との間に乖離がある場合は、その理由や根拠が診療
録に記載されているとともに、レセプトの摘要欄または症状詳記へ記載することが必要
である。
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◆「医療資源病名」と実施した手術や処置との間に「乖離」がある
①医療資源病名が爪白癬、実施した手術が口腔、顎、顔面悪性腫瘍切除術
②医療資源病名が狭心症、実施した手術が人工関節置換術（膝）
③医療資源病名が肺炎、実施した手術が骨折観血的手術（大腿）
※医学的に理解が難しいので、乖離に対する理由根拠が必要である。

（５）医療資源病名は精緻かつ医学的に適切な表現とすること
○ 医療資源病名の選択にあたっては、傷病の包括的な表現は行わず病態を最も適切に表
すものにすること。
○ 原因疾患が明らかな場合はそれに付随した呼吸不全、循環器不全等の臓器不全病名を
選択しない。また、先天性心疾患、多発外傷、○○系の△△疾患等の包括的な表現を
用いるべきではなく、疾患の部分的現象であるアルブミン減少症、貧血、血小板減少
症、好中球減少症、カテーテル先感染症等を意図的に選択してはならない。
◆「医療資源名」として不適切な例
①肺炎を呼吸不全（J796）
②心筋梗塞や心筋症を心不全（I50）
③消耗性疾患でアルブミンを投与した場合のアルブミン減少症
④原因の明確な出血で輸血をしている場合の貧血
⑤癌の化学療法中に血小板を輸血した場合の血小板減少症（D69）
⑥GCSF 等を皮下注した場合の好中球減少症（D70）
※ただし、高齢患者、小児患者等のうち過去の傷病に起因する慢性的な呼吸不全等で
「不全」という表現を使用することはあり得る。その時には他の傷病名の選択が出来
ない理由が必要である。

（６）「副傷病名」（医療資源病名以外に存在する、または発生する他の病態）について
○ ICD（国際疾病分類）のルールでは、主要な病態に加え可能な場合はいつでも、保健ケ
アのエピソードの間に取り扱われるその他の病態または問題もまた別々に記載すると
されている。この「その他の病態」については、
「保健ケアのエピソードの間に存在し、
またはその間に悪化して、患者管理に影響を与えた病態」と定義されており、さらに、
現在のエピソードに関連しない以前のエピソードに関連する病態は記載してはならな
いとされていることから、あくまでも今回の１入院期間が前提となる。
○ 患者管理に影響を与えたとは、単純に在院日数を延長させたというものではなく、副
傷病名を対象に診療行為が発生もしくは疑って診断行為等が発生した場合を含んでい
る。例えば、認知症という併存症がある等、直接的な診療行為がなくても管理に影響
を与える等に該当する場合も含んでいる。
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◆患者管理に影響を与えた病態の例
眼瞼ヘルペスの疑いで入院。当該患者は幼少の頃からアレルギー性気管支喘息があり、
定期的に受診中。入院治療の過程で帯状疱疹後神経痛が出現。
→医療資源病名は眼瞼ヘルペス（B023）、入院時併存症がアレルギー性気管支喘息
（J450)、入院後発症は帯状疱疹後神経痛（B022）
。

（７）副傷病名についての選択について
○ DPC／PDPS におけるいわゆる「副傷病名」は、
「入院時併存症」および「入院後後発症
疾患」を指す。
○ 「入院時併存症」は入院時点で、入院の契機となった傷病や医療資源を最も投入した傷
病とは別に既に存在した傷病であり、「入院後発症疾患」は入院期間中に発生した傷病
である。
○ 入院期間中の患者管理に影響を与えた病態（傷病名）を、最大４つまで記載するとされ
ている。当該傷病名が４つを越える場合は影響度の大きいものの順に４つ選択する必要
がある。なお、診療報酬請求上、５つ以上の傷病名の記載をしなければならない場合に
は、必要に応じて症状詳記を添付する。
（８）詳細な傷病名の選択と記載について
①部位等の必要な情報を含むこと
○ 各傷病名は、最適な ICD の分類、その結果としての適切な DPC の選択を行うためには
可能な限り情報を多く含んでいる必要がある。分類するための情報が傷病名表記に含
まれていることが必須であり解剖学的な部位、原因菌、病態等が明確でなければなら
ない。
※ 胃の悪性新生物の場合、ICD４桁目を確定するためには、胃の詳細な部位の把握が必
須であり、詳細な情報を傷病名の表記に含んでいる必要がある。特に、保険者、審査
支払機関、行政機関等、第三者的立場の者にも容易に理解出来る傷病名の記載でなけ
ればならない。当然、この傷病名は主治医の診療録にその診断根拠等とともに記され
る必要がある。
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◆胃の悪性新生物における ICD 分類の例
★胃の悪性新生物（C16）
胃の悪性新生物、噴門（C16.0）
胃の悪性新生物、胃底部（C16.1）
胃の悪性新生物、胃体部（C16.2）
胃の悪性新生物、幽門前庭（C16.3）
胃の悪性新生物、幽門（C16.4）
胃の悪性新生物、胃小弯、部位不明（C16.5）
胃の悪性新生物、胃大弯、部位不明（C16.6）
胃の悪性新生物、胃の境界部病巣（C16.8）
胃の悪性新生物、胃、部位不明（C16.9）

○ この分類からもわかるように、例えば、治療対象（この場合は腫瘍の存在）となる部位
が「胃体部」にあり、内視鏡などの検査や診断方法により確認されたとすれば、その傷
病名は胃体部の悪性新生物（C16.2）と分類すべきである。胃がん、胃悪性腫瘍、とい
うような曖昧な表記では部位不明に分類せざるを得ず、その結果として不適切なコーデ
ィング、胃の悪性新生物、胃、部位不明（C16.9）となってしまう。この場合は、明確
に部位を明示して胃体部の悪性新生物（C16.2）とすべきである。
○ また、診断や部位が明らかであるにも関わらず、胃の悪性新生物と表記がされた場合は、
傷病名の記載情報からはそれ以上の明確な診断がなされていない状態もしくは曖昧な診
断がされてる状態と判断されることになる。通常、有効な検査等によって診断が確定し
治療に至ったのであれば解剖学的な部位の確認は出来ていたはずである。前述のように、
詳細部位が示されない胃癌としか表現出来ないような場合は傷病名の表現に問題がある
ことになる。
◆部位等の情報を明確に含むことが重要な例
骨折は、
「開放性」
、
「閉鎖性（非開放性）」の区別、
「部位」を明確にして S コードで分類する。
→S02.$、S22.$、S32.$、S42.$、S52.$、S62.$、S72.$、S82.$、S92.$希なケースとし
て、多部位の場合は、T02.$とする。部位不明に適用する、T08、T10、T12、T14.$につ
いては、部位を明確にして、適切なコードを選択する。
※基本的に骨折や外傷等については部位の確認が可能であり部位不明はありえない。コード
選択にあたっては、コンピュータの表示等のみによらず正しい部位を選択すること。

②適切な傷病名表記に必要な情報について
○ 患者に対して診断を行いそれに基づき傷病名や病態を選択することは主治医の判断であ
るが、診療報酬請求の根拠とするためには第三者的に客観的かつ傷病名に対する診断理
由や検査結果等が明確でなければならない。また、ICD においても、
「各診断名は、病態
を最も特異的な ICD 項目に分類するために可能な限り情報を多く含んでいなければなら
ない。
」とされていることから、ICD 分類を行うための情報が傷病名の表記に含まれなけ
ればならない。ところが、臨床現場の主治医は多忙であり ICD 分類に必要な情報の全て
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について付記を求めることは困難を伴う。このような現状を改善するために「適切なコ
ーディングのための委員会の設置」と年２回以上の委員会開催が DPC 制度参加の要件と
されたところであり、ICD の選択に関わらず主治医以外の第三者が診療録等の確認を行
う等の医師業務の支援体制を構築することが求められている。
◆本来診断が確定しているにも関わらず適切な ICD コーディングをするための情報が含まれ
ない例
①胃腫瘍 →胃体部癌の診断あり
②大腸癌 →S 状結腸癌の診断と手術あり
③狭心症 →不安定狭心症と診断あり
④慢性副鼻腔炎 →慢性上顎洞炎と診断あり
⑤白内障 →老人性初発白内障と診断あり

○ 新生物は、
「悪性」、
「良性」の区別を明示することが原則であり病理結果が間に合わず診
断が未確定等により不明な場合に限り退院時点でこの傷病が疑われるというような観点
で判断する。ただし、行った診療行為と整合性があることが条件である。
（悪性に準じて
治療を行った等。）悪性新生物（腫瘍）の場合、「悪性」または「癌」等の表示があるこ
とが原則となる。また、
「再発」と「転移」はコードが異なるためコーディングだけでは
なく傷病名についても明確に区別が必要である。
◆悪性新生物（腫瘍）における傷病名の例
①上葉肺癌再発（C34.1）
②転移性肺癌（C78.0）
③乳癌術後胸壁再発（C76.1：結合組織の場合：C49.3）
④乳癌術後胸壁転移（C79.8）
⑤上顎洞癌術後前頭洞再発（C31.2）
⑥上顎洞癌術後前頭洞転移(C78.3)

○ ICD は世界的な標準として用いることを目的としていることから曖昧な情報への対処方
法が定められている。それに準拠したコーディング自体は誤りではないが、適切とはい
えない傷病名に対するコーディングは結果として正しい ICD コードを選択できないこと
になる。傷病名自体が曖昧な場合は、出来るだけ詳細な傷病名の選択、表示を行いそれ
に基づく正確な ICD コーディングが必要となる。
◆曖昧な傷病名の例
①「カルチノイド」→ C80（部位の明示されない悪性新生物）
②「感染症」→ B99（その他および詳細不明の感染症）
※傷病名が曖昧で、精度の高いコーディングをするための情報が不足している。

③傷病名選択と記載にかかる「対象範囲」について
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○ 病態は適切に診断され診断名（医療資源病名）も決定されているにも関わらず、DPC 分
類の名称（傷病名の分類）の対象が広範囲で傷病名として曖昧なものを選択するケース
がみられる。
◆DPC 分類の対象が広い範囲で傷病名として曖昧な例
①実施手術が S 状結腸切除の場合、傷病名は S 状結腸癌(C18.7)となるはずが、曖昧な大
腸の悪性新生物（C18.9）を選択。
→S 状結腸に対する手術部位は明白であり、大腸の悪性新生物のさらに詳細な傷病名の
選択が可能なので、傷病名は S 状結腸癌（C18.7)とするのが適切な選択。
②消化器系の悪性新生物、呼吸器系の炎症等、薬剤の効能範囲をそのまま傷病名として選
択。

④傷病名として適切でないもの
○ ICD の分類名のまま記したもの、薬剤の効能範囲を傷病名として記したものが傷病名と
して適切ではない事例がみられる。
※ICD の分類名は、疾病、障害及び例示したものであって臨床的な傷病名とは異なる。主治
医が診断した臨床傷病名を選択すべきであり、ICD によっては全く傷病名の意味をなさな
い場合がある。
◆傷病名として適切ではない例
①その他および部位不明確の悪性新生物（C76）
②その他の脳神経障害（G52）
③その他の診断名不明確な心疾患（I51.8）等
④消化器系の悪性腫瘍 →コードが選択出来ない
⑤感染症 →B99（その他および詳細不明の感染症）
⑥癌 → C80（部位の明示されない悪性新生物）
※以上の他、
「○○状態」
、
「△△治療法」、
「透析状態」
、
「化学療法後」等をそのまま傷病名
としている等、傷病名とすることは適切ではない。
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