
分類記号 分類項目名 改訂箇所 改訂内容

402.105 近世 分類項目名 「江戸時代」を変更

402.106 近代 分類項目名 「明治以降」を変更

402.9 科学探検・調査 注記 「＊博物誌，自然誌は，462に収める（別法：ここに収める）」を追加

410 数学 注記 「＊応用数学〈一般〉は，ここに収める」を追加

410.79 数学遊戯．魔方陣
分類項目名，注
参照

「魔法陣」を「魔方陣」に変更。▲「＊パズル→798」を「→798.3」に変更

411.1 算術［算数］
関連項目名，参
照

「開平，開立，」を削除。▲「→：418」を新設

411.2 初等代数学 関連項目名 「開法」に「［開平，開立］」を付記

414.4
射影幾何学［近世総
合幾何学］

関連項目名 「抛物線」を「放物線」に変更

415.5 位相解析．関数解析 関連項目名 「非線形関数解析」を「非線型関数解析」に変更

417 確率論．数理統計学
関連項目名，参
照

「線形計画」を「線型計画」に変更。▲「007.6384；」を追加

418 計算法 参照 「→：411.1」を新設

418.6 器械計算．計算器 注参照 「＊電算機→007.64，548.2」を「＊コンピュータ→007.63，548.2」に変更

419 和算．中国算法 英文項目名 「Nippon」を「Japan」に変更

423.88 気体の力学：… 参照 「534.93；」を追加

426.55 エントロピー 分類項目名 「［熱学］」を削除

429.56 核融合 分類項目名 字下げ

432
実験化学［化学実験
法］

注記 「＊ここには，各分野共通の基本的な実験操作を収め，…」を新設

432.2 物理的操作 関連項目名 「蒸溜」を「蒸留」に，「分溜」を「分留」に変更

432.3 化学的操舵：… 分類小項目名 「乾溜」を「乾留」に変更

433.07
研究法．指導法．分析
化学教育

分類項目 新設

433.075 分析化学実験法 分類項目 新設

434.1 反応条件・環境：…
分類項目名，分
類小項目名

「高温．低温．高圧」を「反応条件・環境：高温，低温，高圧」に変更

437.2／.8
炭化水素／有機金属
化合物とその類似化
合物

分類項目名 字下げ

438.2／.8
炭化水素．…／その
他の炭素環式化合物

分類項目名 字下げ

440 天文学．宇宙科学 注参照 「宇宙技術」を「宇宙工学」に変更

440.9
未確認飛行物体
［UFO］

注記 「＊別法：147.9」を新設

441.7 食論
分類項目名，注
参照

「蝕論」を変更。▲「＊月蝕→446.7；日蝕→444.7」を「＊月食→…；日食→
…」に変更

444.7 日食 分類項目名 「日蝕」を変更

446.7 月食 分類項目名 「月蝕」を変更

448.9 測地学．地図学 注記 「，地理情報システム［GIS］」を追加

449.33 純太陰暦：… 分類小項目名 「マホメット暦」を「ヒジュラ暦［イスラム暦］」に変更

449.35 太陽暦：… 分類小項目名 「グレゴリウス暦」を「グレゴリオ暦」に変更

［450.1］ 分類記号 分類表の構造を示す不使用項目を新設

450.12 地球物理学 注記
注記の順序を「＊別法：…」，「＊力学の観点…」から「＊力学の観点…」，
「＊別法：…」に変更。「＊力学の観点からあつかわれた…」を「＊力学の観
点から扱われた…」に変更

451 気象学 注記
「例：517.15水理気象；613.1農業気象；663.2漁業気象」を「…水理気象，…
農業気象，…漁業気象」に変更

451.85
気候変化．気候変動：
…

注記 「＊地球温暖化のメカニズムはここに収め，…」を新設
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［452.1］ 分類記号 分類表の構造を示す不使用項目を新設

［453.1］ 分類記号 分類表の構造を示す不使用項目を新設

453.8 火山学 関連項目名 「熔岩」を「溶岩」に変更

454.3 侵食地形［小地形］ 分類項目名 「侵蝕」を「侵食」に変更

455.89 地滑り．山崩れ 分類項目名 「地辷［山崩］」を変更

455.9 外因的地質営力 関連項目名 「浸蝕」を「侵食」に変更

456.38 ペルム紀［二畳紀］ 分類項目名 「二畳紀」を変更

456.7／.83
第三紀／完新世［沖
積世］．…

分類項目名 字下げ

456.82
更新世［洪積世］．氷
河時代

分類項目名 「洪積世」を「更新世［洪積世］」に変更

456.83
完新世［沖積世］．後
氷期

分類項目名 「冲積世」を「完新世［沖積世］」に変更

457.87 魚類．両生類．爬虫類 分類項目名 「両棲類」を「両生類」に変更

460
生物科学．一般生物
学

注参照 「生物工業［バイオテクノロジー］→579.9；」を追加

461.15 生命倫理 参照 「→：490.15」を新設

462 生物地理．生物誌 注記 「，自然誌」，「（別法：402.9）」を追加

467.25 遺伝子組み換え 注参照 「＊遺伝子工学→：579.93」を新設

468 生態学 注参照 「；人間生態学→361.7」を追加

469 人類学 注参照
注参照の順序を「＊人間学→…；人類の歴史→…」から「＊人類の歴史→
…；人間学→…」に変更

473.4 鞭毛藻類［鞭毛植物］ 参照 「→：483.13」を新設

480.75 実験法．実験動物学 参照 「→：490.769」を新設

483.13 鞭毛虫類 参照 「→：473.4」を新設

486.1 一般昆虫学 注記 「＊昆虫の形態…」を「＊ここには，昆虫の形態…」に変更

486.34 チャタテムシ目… 分類項目名 「嚙虫目」を「噛虫目」に変更

487.43 ヌタウナギ目 分類項目名 「メクラウナギ目」を変更

487.5 魚類 注参照 「＊円口類→487.4」を新設

487.8 両生類 分類項目名 「両棲類」を変更

489.53 ネコ科 参照 「→：645.7」を新設

490.15 医学と倫理 参照 「→：461.15」を新設

490.154 安楽死．尊厳死．脳死 分類項目名 「尊厳死．」を追加

490.769 実験動物 参照 「→：480.75」を新設

491.147 肝臓．胆嚢．膵臓 分類項目名 「肝」を「肝臓」に変更

491.162 頭蓋骨．顔面骨 分類項目名 「顔面の骨」を「顔面骨」に変更

491.22
／.28

器官発生
分類項目名，注
記

「器管」を「器官」に訂正。▲「…のように細分」を「…のように区分」に変更

491.326 脈拍 分類項目名 「脈搏」を変更

491.35 生殖．性学．発育 参照 「；598.2」を追加

491.375 平衡感覚：… 参照 「；496.9」を追加

492.25 洗浄法：… 分類項目名 「洗滌法」を「洗浄法」に変更

492.27 瀉血法．血液浄化法 分類項目名 「．血液浄化法」を追加

492.4 放射線医学 注記 「＊核医学は，ここに収める」を新設

492.43
X線診断学．X線撮影
法・読影法

注記 「＊各科，各疾患のX線診断は，493／497に収める　例：…」を新設

492.432
／.438

各器官の造影法 分類項目名 「器管」を「器官」に訂正

492.5
理学療法［物理療
法］．自然療法

注参照，参照 「＊運動療法，作業療法→：494.78」を追加。▲「→：494.78」を新設
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［492.6］ 食事療法 分類項目名 「食餌療法」を変更

492.79 民間療法：… 注参照 「＊心霊療法→147.7」を新設

492.9
看護学．各科看護法．
看護師試験

分類項目名 「看護婦試験」を「看護師試験」に変更

492.9079 看護師試験 分類項目名 「看護婦試験」を変更

492.911 基礎看護技術
分類項目名，注
記

「基礎看護技術・検査」を「基礎看護技術」に変更。▲「＊臨床検査における
看護は，ここに収める」を新設

492.92 対象別看護 注記
「；特定の対象に限らない各疾患の看護は，492.926に収める」を「…は，
492.926の下に収める」に変更。「例：癌看護」を削除

492.923 産科看護：… 分類小項目名 「：周産期看護」を新設

492.926 成人看護 注記 「＊各疾患の看護は，493／497のように区分　例：…」を追加

492.929 老年看護 分類項目名 「老人看護」を変更

493.09 精神身体医学 注記 「＊心療内科は，ここに収める」を新設

493.15 中毒症 参照 「368.8；」を追加

493.157 食中毒 参照 「→：498.54」を新設

493.173
白血病．血液成分異
常

分類項目名 「白血病・血液成分異常」を訂正

493.18
成人医学．生活習慣
病

分類項目名，注
参照，参照

「成人病．成人医学」を変更。▲「＊女性の更年期障害→495.13」を新設。
▲「→：367.7；369.26；498.38」から「367.7；369.26；」を削除

493.185 老年医学．老年病
分類項目名，参
照

「老人病．老人医学」を変更。▲「→：367.7；369.26」を新設

493.19
物理的原因による疾
患

関連項目名 「ケーソン病」に「［潜函病］」を付記。「日射病，熱射病」を「熱中症」に変更

493.195 放射線障害
分類項目名，注
記

「放射能障害」を変更。▲「＊核医学は，ここに収める」を削除

［493.5］ 泌尿・生殖器疾患 分類項目名 「泌尿生殖器疾患」を変更

493.6 運動器疾患：… 参照 「→：494.7」を新設

493.72
症候．病因．診断．治
療

分類小項目名 「治療：アメンチア［精神錯乱］，発狂」から「：アメンチア…」を削除

493.74 機能的神経疾患
分類項目名，関
連項目名

「．神経症」を削除。▲「強迫神経症」，「神経衰弱」，「ヒステリー」を削除
（493.743の関連項目名に）

493.743 神経症 分類項目 新設

493.745 摂食障害 分類項目 新設

493.75
器質的精神病．外因
性精神病

分類項目名，分
類小項目名

「器質的精神病：麻痺症，進行麻痺」から「：麻痺症，…」を削除。「．外因性
精神病」を追加

493.758 認知症
分類項目名，分
類小項目名

「老人精神病：老人性痴呆」を変更

493.76
機能的精神病．内因
性精神病．…

分類項目名
「心因精神病．機能的精神病」を「機能的精神病．内因性精神病．心因性精
神病」に変更

493.763 統合失調症 分類項目名 「精神分裂病」を変更

493.764 気分障害：…
分類項目名，分
類小項目名

「躁鬱病」を「気分障害：躁病，鬱病，躁鬱病」に変更

493.77 知的障害［精神遅滞］ 分類項目名 「精神薄弱」を変更

493.89 結核症．肺結核 注記 「器管」を「器官」に訂正

493.935 泌尿・生殖器 分類項目名 「泌尿生殖器」を変更

493.937 神経・精神系 分類項目名 「神経系」を変更

［494.1］ 分類記号 分類表の構造を示す不使用項目を新設

494.24 麻酔 注記 「＊ペインクリニック〈一般〉は，ここに収める」を新設

494.288
皮膚形成術．植皮術．
形成外科

分類項目名，注
参照

「．形成外科」を追加。▲「＊美容整形外科学→494.79」を新設

494.657 肝臓．膵臓．脾臓 分類項目名 「肝」を「肝臓」に変更

494.7 整形外科学 参照 「→：493.6」を新設

494.78 リハビリテーション 参照 「→：492.5」を新設

495 婦人科学．産科学 参照 「；598.2」を追加
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495.52 産科手術：… 分類小項目名 「：帝王切開術，不妊手術，人工妊娠中絶手術」を新設

495.9 助産学．助産師 分類項目名 「助産婦」を「助産師」に変更

496.9 音声・言語障害．吃音 参照 「：378.2；」を「：378.5；」に変更

497.1 歯の解剖・生理・病理 関連項目名 「歯冠，エナメル質，象牙質，歯髄，歯根」を削除

497.11 口腔解剖学 分類項目 新設

497.12 口腔発生学 分類項目 新設

497.13 口腔生理学 分類項目 新設

497.14 口腔生化学 分類項目 新設

497.15 歯科薬理学 分類項目 新設

497.16 口腔病理学 分類項目 新設

497.17 口腔細菌学 分類項目 新設

497.4
歯科保存学．歯牙充
填法．…

分類項目名 「歯牙充塡法」を「歯牙充填法」に変更

497.56 義歯［入れ歯］ 分類項目名 「［入れ歯］」を付記

498
衛生学．公衆衛生．予
防医学

注参照
「＊軍隊の保健衛生，食事，防疫→394」，「＊衛生工学→518；建築衛生→
528」を「＊衛生工学→…；軍隊の…→…；建築衛生→…」に変更（２つの注
参照を１つに）

498.079
衛生管理者・技術者
試験．…

分類項目名 「保健婦試験」を「保健師試験」に変更

498.1 衛生行政．厚生行政 注参照
「＊公害・環境行政→519.1」，「＊福祉行政→369.1；薬事行政→499.091」を
「＊環境行政→519.1；福祉行政→369.11；薬事行政→499.091」に変更（2つ
の注参照を１つに。福祉行政の分類訂正）

498.14
医療関係職員の資
格・任務

関連項目名
「看護婦」を「看護師」に，「保健婦」を「保健師」に，「助産婦」を「助産師」に
変更

498.34 静座法．自疆術．ヨガ 分類項目名 「静坐法」を「静座法」に変更

498.45
ケーソン病［潜函病］．
潜水医学

分類項目名 「潜水病」を「ケーソン病［潜函病］」に変更

498.54 食品衛生 注参照 「＊食中毒→493.157」を「→：493.157」に変更

498.583 保健食．食事療法
分類項目名，注
記，参照

「食餌療法」を「食事療法」に変更。▲注記の順序を「＊各疾患の…」，「＊別
法：…」，「＊痩身のための…」から「＊痩身のための…」，「＊各疾患の…」，
「＊別法：…」に変更。▲「→：595.6」を新設

498.6
疫学．防疫．感染症対
策

分類項目名，関
連項目名

「．感染症対策」を追加。▲「結核予防，トラコーマ，性病問題，寄生虫予防」
を「インフルエンザ，エイズ，結核，ハンセン病」に変更

498.89 災害医学 分類項目名 字上げ

499.7
一般用医薬品［OTC
薬］．…

分類項目名 「一般用医薬品［OTC薬］．」を追加
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