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Abstract
The World Health Organization (WHO) compares the health status, disease status, cause of death, health system, 
etc. internationally. International classifications are used to standardize health data and lay the foundation for evi-
dence-based healthcare. The WHO Family of International Classfications (WHO-FIC) is a set of integrated classifi-
cations that provide a common language (code) for health information across the world. Its core is composed of the 
International Statistical Classification of Diseases and Related-Health problems (ICD), the International Classifica-
tion of Functioning, Disability and Health (ICF) and the International Classification of Health Interventions (ICHI, 
currently under development). It is important to understand these and use them to improve health in the future, 
and this paper will explain them in an easy-to-understand manner.
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要　　約

　WHOでは、健康状態、疾患状態、死因、医療制度などを、

国際的に比較している。国際分類は、健康データを標準

化し、エビデンスに基づく医療の基礎を築くために使用

される。世界保健機関国際分類ファミリー（WHO-FIC）

は世界中の健康情報に共通の言語（コード）を提供す

る統合分類のセットである。その中心には、国際疾病分

類（ICD）と国際生活機能分類（ICF）と医療行為分類

（ICHI、現在開発中）がある。これらを理解し今後の健

康増進に役立てることは重要であり、本論文にて分かり

易く解説する。

はじめに

　WHO-FICと言っても、臨床医にはあまりなじみがな

く、興味も湧かないかも知れない。しかし、国際統計を

理解し、今後の健康増進に役立てることは重要であり、

基本となるものであるため、分かり易く説明をしたい。

WHO-FICとは

　WHO-FICは、「WHO… Family… of… International…

Classifications」の略で、日本語では、WHO国際分類ファ

ミリーと表記している1,2）。WHOが勧告した国際疾病分

類（ICD）と国際生活機能分類（ICF）と現在開発中の

医療行為分類（ICHI）を中心として、5つの関連分類と

5つの派生分類から成り立っている（Fig.1）。WHO-FIC

についてWHOは、WHO-FIC協力センターを指定し、

WHO本部、WHO地域事務局と共にWHO-FICネットワー

クを作って活動している（Fig.2）2）。本論文では、中心

分類についてのみ解説する。

Fig.2　…WHO国際統計分類（WHO-FIC）ネッ
トワーク（出展：WHO国際統計分類
協力センター　ウェブサイトより）

Fig.1　…世界保健機関国際分類ファミリー：
World…Health…Organization…Family…
of… Internal…Classifications（WHO-
FIC）（出展：WHO…国際統計分類協
力センター　ウェブサイトより）
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ICD

　ICDと は、「International…statistical…Classification…of…

Diseases…and…related…health…problems」の略であり、「疾

病及び関連保健問題の国際統計分類」と訳されてい

る。国際比較のためにWHOから勧告された分類である。

ICDは、1900年に採択された後、約10年毎に改訂が重

ねられてきた。ICD-11（第11回改訂版）は、2019年5

月WHO世界保健総会（WHA）で採択され、2022年1月

1日に発行された。ICD-10（第10回改訂版）が発行され

たのは1990年であり、約30年ぶりの改訂になる3）。

　ICD-10からICD-11への改訂の大きな点は、紙媒体で

あったものが、電子媒体でのデジタル活用を前提とし

たシステムとなっている点である。主病名はstem…code

として、また追記事項はextension…codeとして“&”で

連結してコーディングされる。病名が複数ある場合は、

stem…codeを“/”で連結させる。PC画面上で検索およ

びコーディングができるようになっている。

　内容については、新たに、免疫系の疾患、睡眠・覚醒

障害、性保健健康関連の病態の章が設けられたほかに、

伝統医学の病態（漢方など日中韓）、生活機能評価に関

するV章、追加項目であるextension…codeのX章が設けら

れた。

　従来の分類にも変更があり、「神経系の疾患」に関

するものを挙げてみると、脳血管障害は、ICD-10では

「循環器系の疾患」の章に含まれていたが、ICD-11で

は、「神経系の疾患」の章に移動した。一過性脳虚血発

作（TIA）も「脳血管疾患」の下で、この「神経系の疾

患」に設定された。脳血管障害では、病因がstem…code

であり、病態をきたした血管名はextension…codeで追記

することになった。破裂脳動脈瘤によるくも膜下出血で

は、ICD-10では動脈瘤の部位によりコードが異なった

が、ICD-11では、すべて同じstem…codeとなる。付帯す

るextension…codeは重症度であるGlasgow…Coma…Scaleの

入力が求められている。脳動脈瘤の位置や、血種やスパ

ズムで症状を伴った血管名による症候群は、必要であれ

ばextension…codeを付けるようになっている。腫瘍（新

生物）に関しては、大きな変化があった。ICD-10では、

部位別に分類していたものが、病理組織型での分類軸と

なった。ICD-11では、部位はextension…codeによる追記

項目になった。

　頭痛障害、てんかん、脳血管障害はブロック別に分類

され、睡眠障害は新しい章に移動した。「神経系の傍腫

瘍性および自己免疫疾患」と題されたブロックが追加さ

れ、また稀な疾患ではあるが、分子生物学的進歩により

「プリオン病」が一ブロックとして地位を獲得した。

ICFについて

　ICFとは、「International…Classification…of…Functioning,…

Disability…and…Health」の略であり、「国際生活機能分

類」と訳されている。これは、1980年にWHOにより採

択された国際障害分類（International…Classification…of…

Impairments,…Disabilities…and…Handicaps:…ICIDH）の改

訂版として2001年に採択された。ICFは生活機能に関わ

る多くの評価項目により構成されている。生活機能とは、

ADLや運動・認知機能などを含めた広い概念で、心身

機能、身体構造、活動、参加、環境因子、個人因子といっ

た要素から構成される（Fig.3）4､ 5）。

Fig.3　…ICFの構成要素間の相互作用
（ICF日本語版ウェブページより）
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　ICF構成要素の定義について述べる。健康との関連

において、心身機能（body…functions）とは、身体系
の生理的機能（心理的機能を含む）である。身体構造
（body…structures）とは、器官・肢体とその構成部分な

どの、身体の解剖学的部分である。機能障害（構造障
害を含む）（impairments）とは、著しい変異や喪失な
どといった、心身機能または身体構造上の問題である。

活動（activity）とは、課題や行為の個人による遂行の
ことである。参加（participation）とは、生活・人生場
面（life…situation）への関わりのことである。活動制限
（activity… limitations）とは、個人が活動を行うときに生

じるむずかしさのことである。参加制約（participation…
restrictions）とは、個人が何らかの生活・人生場面に

関わるときに経験する難しさのことである。環境因子
（environmental… factors）とは、人々が生活し、人生を

送っている物的な環境や社会的環境、人々の社会的な態

度による環境を構成する因子のことである。個人因子
（personal…factors）とは、個人の人生や生活の特別な背

景であり、健康状態や健康状況以外のその人の特徴から

なる。（Fig.4）

　ICFには評価点と呼ばれる問題を、コードで表現する。

評価点は、0：問題なし（0-4%）、1：軽度の問題（5-24%）、

2：中等度の問題（25-49%）、3：重度の問題（50-95%）、

4：完全な問題（96-100%）の5段階でつける仕組みで、

他に、8：詳細不明、9：非該当のコーディングもある。

それぞれの％表示については詳細な説明はなく、採点者

の主観によるところが大きく、客観性に乏しい点が問題

となっている。

　臨床への普及が課題であるが、1600以上の項目が存

在し、すべての項目を評価するのは不可能である。この

ため、種々の疾患や病態に応じた限定した項目セットで

評価する、ICFコアセットが、主にリハビリテーション

分野で使用されている。

　ICD-11には、生活機能評価に関する補助セクション

であるV章が追加された。これはICFの一部と、WHO

障害評価面接基準（WHO-DAS…2.0）、モデル障害調査

（MDS）の3つの部分から構成されている。ICFより項

目は少ないため、複雑なICFよりもICD-11のV章のみに

より生活機能を評価することが、今後、医療および介護・

福祉の場面で広く活用されるようになるのではないかと

考える。

Fig.4　ICFの概観（ICF日本語版ウェブページより）
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ICHIについて

　ICHIと は、「International…Classification…of…Health…

Interventions」の略であり、「保健・医療行為関連行為

に関する国際分類」と訳されている。ICHIは2007年に

開発が開始され、修正の途中である。医療行為の他に、

さまざまな活動と参加因子、環境因子、健康関連行動も

含めたものに関するものであり、医療の中では、主に手

術や処置などの医療行為に関するコーディングとして活

用される6）。我が国では、従来、医科点数表におけるK

コード（手術）、Jコード（処置）があり、医療通用手技

用語集（CPT）、外保連（外科系学会社会保険委員会連

合）試案コード（STEM7）、ICD-9-CMが使用されてい

る（Fig.5）。

　ICHIは7桁表示で、3つの軸で表現される。それは、

Target（3桁コード）、Action（2桁コード）、Means（2桁コー

ド）である。Targetは、Actionが実行されるentityを示す。

例えばAAAとは、Brain… (Encephalon)で ある。Action

はTargetに対して行う内容であり、例えばADとは、

Biopsyである。MeansはActionが実行されるプロセスと

方法を示す。例えばAAとは、Open…approachである。す

なわち、AAA.AD.AAはIntracranial…open…biopsyを表す。

医療行為のコーディングは、レセプトと連携するべきも

ので、DPCが普及している我が国では、ICHIの利活用

は簡単にはいかないものと考えられる。ICHIは主に国

際比較する手段としてWHOが開発したものと考えられ、

我が国への導入には慎重にならざるを得ない。

最後に

　WHO-FICの概略について述べた。WHOは主に国際

比較のためにこれらを導入しようとしているものであ

る。日本はWHOの協力国でありWHOの方針に従うこと

になり、導入は必然である。導入にはまだ数年かかるが、

その準備を整えておく必要がある。これらの普及により、

今後の健康増進に役立てることを願いたい。

参考文献

1）WHOウェブサイト

https://www.who.int/groups/who-family-of-interna-

tional-classifications-network（参照2021-12-03）

2）WHO国際統計分類協力センター「WHO-FICとは？」

http://www.who-fic-japan.jp/about.html（参照2021-12-

03）

3）…中谷純,…WHO-FIC情報科学用語委員会:…ICDについて.…

診療情報管理,…2019;…31:…4-11.

4）…厚生労働省社会・援護局「国際生活機能分類―国際

障害分類改訂版―（日本語版）」

https://www.mhlw.go.jp/houdou/2002/08/h0805-1.

html（参照2021-12-03）

5）…向野雅彦:…ICFの普及に向けた国際的な取り組み…ICF

コアセットとICD-11との連携.…診療情報管理,…2020;…

32:…4-11.…

6）…厚生労働科学研究成果データベース「ICHI…TEXT…

2021:…令和2年度…厚生労働科学研究費補助金（政策科

学総合研究事業（統計情報総合研究））.…保健・医療

関連行為に関する国際分類の我が国への適用のため

の研究」

https://mhlw-grants.niph.go.jp/project/145431（参照

2021-12-03）

Fig.5　我が国の医療行為の分類（手術に関するもの）


