
70 　
　
4. 病

理
診
断

II．
分
 類

 表
（
表

1）

規約分類 WHO分類（2015） 旧規約分類 ICD⊖O
肺腫瘍 Tumours of the lung

上皮性腫瘍 Epithelial tumours
腺癌 Adenocarcinoma 腺癌 8140⊘3
　　置換型腺癌 　　Lepidic adenocrcinoma 　なし 8250⊘3＊
　　腺房型腺癌 　　Acinar adenocarcinoma 　腺房型腺癌 8550⊘3＊
　　乳頭型腺癌 　　Papillary adenocarcinoma 　乳頭型腺癌 8260⊘3
　　微小乳頭型腺癌 　　Micropapillary adenocarcinoma 　なし 8265⊘3
　　充実型腺癌 　　Solid adenocarcinoma 　粘液産生充実型腺癌 8230⊘3
　特殊型腺癌 　Variants of adenocarcinoma
　　浸潤性粘液性腺癌 　　Invasive mucinous adenocarcinoma 　多くは細気管支肺胞上皮癌粘液産生性 8253⊘3＊
　　 粘液・非粘液混合腺癌 　　  Mixed invasive mucinous and non‒mucinous adenocarci-

noma
　 多くは細気管支肺胞上皮癌粘液産生性・非
産生性混合型

8254⊘3＊

　　コロイド腺癌 　　Colloid adenocarcinoma 　膠様（コロイド）腺癌，粘液囊胞腺癌 8480⊘3
　　胎児型腺癌 　　Fetal adenocarcinoma 　高分化胎児型腺癌 8333⊘3
　　腸型腺癌 　　Enteric adenocarcinoma 　なし 8144⊘3

　 印環細胞癌（WHOでは印環細胞癌，淡明細
胞癌は削除されている）

　微少浸潤性腺癌 　Minimally invasive adenocarcinoma 　なし
　　非粘液性 　　Non‒mucinous 8250⊘2＊
　　粘液性 　　Mucinous 8257⊘3＊
　前浸潤性病変 　Preinvasive lesions 　前浸潤病変
　　 異型腺腫様過形成 　　Atypical adenomatous hyperplasia 　異型腺腫様過形成 8250⊘0＊
　　上皮内腺癌 　　Adenocarcinoma in situ 　細気管支肺胞上皮癌 8140⊘2
　　　非粘液性 　　　Non‒mucinous 　粘液非産生性 8140⊘2
　　　粘液性 　　　Mucinous 　粘液産生性 8253⊘2
扁平上皮癌 Squamous cell carcinoma 扁平上皮癌 8070⊘3
　　角化型扁平上皮癌 　　Keratinizing squamous cell carcinoma 　なし 8071⊘3
　　 非角化型扁平上皮癌 　　Non‒keratinizing squamous cell carcinoma 　なし 8072⊘3
　　 類基底細胞型扁平上皮癌 　　Basaloid squamous cell carcinoma 　類基底細胞型扁平上皮癌，類基底細胞癌 8083⊘3
　前浸潤性病変
　　異形成

　Preinvasive lesion
　　Dysplasia

　前浸潤病変
　異形成 8077⊘2

　　上皮内扁平上皮癌 　　Squamous cell carcinoma in situ 　上皮内（扁平上皮）癌 8070⊘2
神経内分泌腫瘍 Neuroendocrine tumours なし
　　小細胞癌 　Small cell carcinoma 　小細胞癌 8041⊘3
　　　混合型小細胞癌 　　Combined small cell carcinoma 　混合型小細胞癌 8045⊘3
　　 大細胞神経内分泌癌 　Large cell neuroendocrine carcinoma 　大細胞神経内分泌癌 8013⊘3
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　　　 混合型大細胞神経内分泌癌 　　　Combined large cell neuroendocrine carcinoma 　混合型大細胞神経内分泌癌 8013⊘3
　　カルチノイド腫瘍 　　Carcinoid tumours 　カルチノイド腫瘍
　　　 定型カルチノイド 　　　Typical carcinoid 　定型的カルチノイド 8240⊘3
　　　 異型カルチノイド 　　　Atypical carcinoid 　非定型的カルチノイド 8249⊘3
　前浸潤性病変 　Preinvasive lesion 　前浸潤性病変
　　 びまん性特発性肺神経内分泌細胞過
形成

　　 Diffuse idiopathic pulmonary neuroendocrine cell hyper-
plasia

　びまん性特発性肺神経内分泌細胞過形成 8040⊘0＊

大細胞癌 Large cell carcinoma 大細胞癌 8012⊘3
腺扁平上皮癌 Adenosquamous carcinoma 腺扁平上皮癌 8560⊘3
肉腫様癌 Sarcomatoid carcinoma 多形，肉腫様あるいは肉腫成分を含む癌
　　多形癌 　　Pleomorphic carcinoma 　多形癌 8022⊘3
　　紡錘細胞癌 　　Spindle cell carcinoma 　紡錘細胞癌 8032⊘3
　　巨細胞癌 　　Giant cell carcinoma 　巨細胞癌 8031⊘3
　　癌肉腫 　　Carcinosarcoma 　癌肉腫 8980⊘3
　　肺芽腫 　　Pulmonary blastoma 　肺芽腫 8972⊘3
分類不能癌 Other and unclassified carcinoma 分類不能癌
　　リンパ上皮腫様癌 　　Lymphoepithelioma‒like carcinoma 　 リンパ上皮腫様癌（大細胞癌特殊型から移

動）
8082⊘3

　　NUT転座癌 　　NUT carcinoma 　なし 8023⊘3＊
唾液腺型腫瘍 Salivary gland⊖type tumours 唾液腺型癌
　　粘表皮癌 　　Mucoepidermoid carcinoma 　粘表皮癌 8430⊘3
　　腺様囊胞癌 　　Adenoid cystic carcinoma 　腺様囊胞癌 8200⊘3
　　上皮筋上皮癌 　　Epithelial‒myoepithelial carcinoma 　なし 8562⊘3
　　多形腺腫 　　Pleomorphic adenoma 　多形腺腫 8940⊘0
乳頭腫 Papillomas
　　扁平上皮乳頭腫 　　Spuamous cell papilloma 　扁平上皮性乳頭腫 8052⊘0
　　　外向性 　　　Exophytic 　外方性 8052⊘0
　　　内反性 　　　Inverted 　内反性 8053⊘0
　　腺上皮乳頭腫 　　Glandular papilloma 　腺上皮性乳頭腫 8260⊘0
　　 扁平上皮腺上皮混合型乳頭腫 　　Mixed squamous cell and glandular papilloma 　扁平上皮腺上皮性混合型乳頭腫 8560⊘0
腺腫 Adenomas
　　硬化性肺胞上皮腫 　　Sclerosing pneumocytoma 　硬化性血管腫（その他の腫瘍から移動） 8832⊘0
　　肺胞腺腫 　　Alveolar adenoma 　肺胞腺腫 8251⊘0
　　乳頭腺腫 　　Papillary adenoma 　乳頭腺腫 8260⊘0
　　粘液囊胞腺腫 　　Mucinous cystadenoma 　粘液囊胞腺腫 8470⊘0
　　粘液腺腺腫 　　Mucous gland adenoma 　粘液腺腺腫 8480⊘0
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間葉系腫瘍 Mesenchymal tumours 軟部組織腫瘍
　　肺過誤腫 　　Pulmonary hamartoma 　過誤腫 8992⊘0
　　軟骨腫 　　Chondroma 　軟骨腫 9220⊘0
　　 血管周囲類上皮細胞腫瘍（PEComa）群 　　PEComatous tumours 　なし
　　　 リンパ脈管平滑筋腫症 　　　Lymphangioleiomyomatosis 　リンパ管筋腫症 9174⊘1
　　　 良性血管周囲類上皮細胞腫 　　　PEComa, benign 　なし 8714⊘0
　　　淡明細胞腫 　　　Clear cell tumour 　淡明細胞腫 8005⊘0
　　　 悪性血管周囲類上皮細胞腫 　　　PEComa, malignant 　なし 8714⊘3
　　 先天性気管支周囲性筋線維芽細胞腫 　　Congenital peribronchial myofibroblastic tumour 　先天性気管支周囲性筋線維芽細胞腫 8827⊘1
　　 びまん性肺リンパ管腫症 　　Diffuse pulmonary lymphangiomatosis 　びまん性肺リンパ管腫症
　　 炎症性筋線維芽細胞腫 　　Inflammatory myofibroblastic tumour 　炎症性筋線維芽細胞腫 8825⊘1
　　 類上皮性血管内皮腫 　　Epithelioid haemangioendothelioma 　類上皮性血管内皮腫 9133⊘3
　　胸膜肺芽腫 　　Pleuropulmonary blastoma 　胸膜肺芽腫 8973⊘3
　　滑膜肉腫 　　Synovial sarcoma 　なし 9040⊘3
　　肺動脈内膜肉腫 　　Pulmonary artery intimal sarcoma 　なし 9137⊘3
　　 EWSR1‒CREB1転座肺粘液腫様肉腫 　　 Pulmonary myxoid sarcoma with EWSR1‒CREB1 translo-

cation
　なし 8842⊘3＊

　　筋上皮性腫瘍 　　Myoepitheliar tumours 　なし
　　　筋上皮腫 　　　Myoepithelioma 　なし 8982⊘0
　　　筋上皮癌 　　　Myoepithelial carcinoma 　なし 8982⊘3
　　 その他の間葉系腫瘍 　　Other mesenchymal tumours 　なし
リンパ組織球系腫瘍 Lymphohistiocytic tumours リンパ組織増殖性疾患
　　 節外性濾胞辺縁帯粘膜関連リンパ組
織型リンパ腫（MALTリンパ腫）

　　 Extranodal marginal zone lymphoma of mucosa‒associ-
ated lymphoid tissue（MALT lymphoma）

　 低悪性度辺縁帯 B細胞リンパ腫（MALTリ
ンパ腫）

9699⊘3

　　 びまん性大細胞型B細胞リンパ腫 　　Diffuse large B‒cell lymphoma 　なし 9680⊘3
　　 リンパ腫様肉芽腫症 　　Lymphomatoid granulomatosis 　リンパ腫様肉芽腫症 9766⊘1
　　 血管内大細胞型B細胞リンパ腫 　　Intravascular large B‒cell lymphoma 　なし 9712⊘3
　　 肺ランゲルハンス細胞組織球症 　　Pulmonary Langerhans cell histiocytosis 　ランゲルハンス細胞組織球症 9751⊘1
　　 エルドハイム・チェスター病 　　Erdheim‒Chester disease 　なし 9750⊘1
異所性起源の腫瘍 Tumours of ectopic origin
　　胚細胞腫瘍 　　Germ cell tumours 　胚細胞性腫瘍
　　　成熟奇形腫 　　　Teratoma, mature 　成熟奇形腫 9080⊘0
　　　未熟奇形腫 　　　Teratoma, immature 　未熟奇形腫 9080⊘1
　　肺内胸腺腫 　　Intrapulmonary thymoma 　胸腺腫 8580⊘3
　　 メラノーマ（悪性黒色腫） 　　Melanoma 　悪性黒色腫 8720⊘3
　　髄膜腫 NOS 　　Meningioma, NOS 　なし 9530⊘0
肺転移 Metastases to the lung なし
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胸膜腫瘍 Tumours of the pleura

中皮腫瘍 Mesothelial tumours 中皮細胞腫瘍
　　 びまん性悪性中皮腫 　　Diffuse malignant mesothelioma 　悪性中皮腫
　　　上皮型中皮腫 　　　Epithelioid mesothelioma 　上皮型中皮腫 9052⊘3
　　　肉腫型中皮腫 　　　Sarcomatoid mesothelioma 　肉腫型中皮腫 9051⊘3
　　　 線維形成型中皮腫 　　　Desmoplastic mesothelioma 　線維形成型中皮腫 9051⊘3
　　　二相型中皮腫 　　　Biphasic mesothelioma 　二相型中皮腫 9053⊘3
　　限局型悪性中皮腫 　　Localized malignant mesothelioma 　なし
　　 高分化乳頭型中皮腫 　　Well‒differentiated papillary mesothelioma 　なし 9052⊘1＊
　　 アデノマトイド腫瘍 　　Adenomatoid tumour 　アデノマトイド腫瘍 9054⊘0
リンパ増殖性疾患 Lymphoproliferative disorders
　　 原発性体腔液リンパ腫 　　Primary effusion lymphoma 　なし 9678⊘3
　　 慢性炎症に伴うびまん性大細胞型 B
細胞リンパ腫

　　 Diffuse large B‒cell lymphoma associated with chronic 
inflammation

　なし 9680⊘3

間葉系腫瘍 Mesenchymal tumours
　　 類上皮性血管内皮腫 　　Epithelioid haemangioendothelioma 　類上皮性血管内皮腫 9133⊘3
　　血管肉腫 　　Angiosarcoma 　なし 9120⊘3
　　滑膜肉腫 　　Synovial sarcoma 　なし 9040⊘3
　　孤在性線維性腫瘍 　　Solitary fibrous tumor 　限局性（孤在性）線維性腫瘍 8815⊘1
　　　 悪性孤在性線維性腫瘍 　　　Malignant solitary fibrous tumour 　なし 8815⊘3
　　 デスモイド型線維腫症 　　Desmoid‒type fibromatosis 　なし 8821⊘1
　　石灰化線維性腫瘍 　　Calcifying fibrous tumour 　胸膜石灰化線維性偽腫瘍 8817⊘0
　　 線維形成性小円形細胞腫瘍 　　Desmoplastic small round cell tumour 　線維形成性円形細胞腫瘍 8806⊘3

 ＊は新規承認コード




