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ICF
2001年５月、WHO総会において採択

健康状況と健康関連
状況を記述するため
の，統一的で標準的
な言語と概念的枠組
みを提供する



WHO Family of International Classifications
：WHO国際統計分類

http://www.who-fic-japan.jp/

http://www.who-fic-japan.jp/


List of Official 
ICF Updates
：公式アップデートの
リスト

These updates are approved annually at the October 
meeting of the WHO Family of International 
Classifications (WHO-FIC) Network.
• ICF Updates for 2011

pdf, 124kb
• ICF Updates for 2012

pdf, 141kb
• ICF Updates for 2013

pdf, 379kb
• ICF Updates for 2014

pdf, 176kb
• ICF Updates for 2015

pdf, 484kb
• ICF Updates for 2016

pdf, 148kb
• ICF Updates for 2017

pdf, 496kb
• ICF Updates for 2018

pdf, 400kb

origin.who.int/classifications/icfupdates/en/

https://www.who.int/classifications/2011icfupdates.pdf?ua=1
https://www.who.int/classifications/2012icfupdates.pdf?ua=1
https://www.who.int/classifications/2013icfupdates.pdf?ua=1
https://www.who.int/classifications/2014icfupdates.pdf?ua=1
https://www.who.int/classifications/2015icfupdates.pdf?ua=1
https://www.who.int/classifications/2016icfupdates.pdf?ua=1
https://www.who.int/classifications/2017icfupdates.pdf?ua=1
https://www.who.int/classifications/documents/2018ICFUpdates.pdf?ua=1


公式アップデート数の年次推移
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d450 歩行
常に片方の足が地面についた状態で、一歩一歩、足を動かす
こと。例えば、散歩、ぶらぶら歩き、前後左右への歩行。
含まれるもの：短距離あるいは長距離の歩行、さまざまな地
面、あるいは床面上の歩行、障害物を避けての歩行。

d 455 移動
歩行以外の方法によって、ある場所から別の場所へと身体全
体を移動させること。例えば、岩を登る、通りを駆ける、ス
キップする、疾走する、跳ぶ、とんぼ返りする、障害物の周
囲を走り回る。
含まれるもの：這うこと、登り下りすること、走ること、
ジョギングすること、跳ぶこと、水泳。

公式アップデートの例



d450 歩行

d451 階段の上り下り
昇降階段や縁石など、片方の足が常に地面に着くように
上下に移動すること。
除かれるもの：歩行(d450); 登り降りすること(d4551) 

d455 移動

公式アップデートの例



公式アップデートの例
d530 排泄
排泄（生理、排尿、排便）を計画し、遂行するとともに、
その後清潔にすること。
含まれるもの：排尿や排便の管理、生理のケア
除かれるもの：自分の身体を洗うこと(d510)、身体各部
の手入れ(d520)、歩行(d450)、自宅内の移動(d4600)、更衣



⇒FIMとの関連性



ＩＣＦ改正の流れ
０

• 提案
• プラットフォームの一般ユーザー

１
• 最初のレビューグループ層
• IRG（Initial Review Group）のメンバーによるレビュー

２
• 生活機能分類グループ層
• FDRGメンバーによるレビュー

３
• 公開討論層
• プラットフォームの全てのユーザーによるレビュー

４
• 非公開討論層
• CSAC（投票メンバー）からのコメント

５
• 議論
• WHO-FIC年次会議

※第1回社会保障審議会統計分科会
資料をもとにアップデート



分類・統計諮問委員会
CSAC: Classification and Statistics Advisory Committee 
• ICD、ICF に対するプロポーザルを受理し、レビュープロセ
スを経て CSAC がプロポーザルの可否を決定することによ
り、ICD、ICF の構造および内容について決定する役割を
有する。

生活機能分類グループ
FDRG：Functioning and Disability Reference Group 
• ICFおよび必要に応じて他のWHO-FIC分類の最適利用を促進
する。

• 生活機能分類ならびにコーディング関連問題について
WHO-FICネットワークへの助言をおこない、必要に応じて
ICF改正・改訂のための勧告をおこなう。



https://extranet.who.int/icfrevision/nr/loginICF.aspx?ReturnUrl=%2ficfrevision%2fPropD.a
spx%3fprop%3d410&prop=410

ＩＣＦアップデートプラットフォーム
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d 455 Moving around 移動

歩行以外の方法によって、ある場所から別の場所へと身
体全体を移動させること。例えば、岩を登る、通りを駆
ける、スキップする、疾走する、跳ぶ、とんぼ返りする、
障害物の周囲を走り回る。
含まれるもの：這うこと、登り下りすること、走ること、
ジョギングすること、跳ぶこと、水泳。

Proposal A:

d4555 Scooting

０
• 提案
• プラットフォームの一般ユーザー

１
• 最初のレビューグループ層
• IRG（Initial Review Group）のメンバーによるレビュー

Proposal B:

d4555 Bottom shuffling



• 04-Apr-2019 16:53 CET by Ann-Helene Almborg Comments 
FDRG midyear meeting 2019 

Comments on behalf of Dana Krejcova, Kristyna Matuskova, Shin 
YAMADA and Ann-Helene Almborg from the 2019 FDRG Mid-
Year meeting in Kuwait on Proposal ID 410 Addition of a third-
level codes under d455 

The group has discussed the proposal to add the subcategory 
d4555, the two different terms and the definition. We 
recommended to use proposal B as this is clearer and more 
useful than proposal A. 
The FDRG group recommends the proposal to be accepted by 
using Proposal B 

２
• 生活機能分類グループ層
• FDRGメンバーによるレビュー



４

• 公開討論層
• CSAC（投票メンバー）からのコメント



https://www.2019whofic.org/



2019年アップデート
• 新しいアップデート提案 39件
• 既存のアップデート提案 32件

• ５提案が2nd roundで賛成多数で採択、２提案
が2nd roundで否決され、７提案が修正の上で
採択。

• ６提案についてKuwait Midyear Meetingでのグ
ループディスカッションからの修正案を提示さ
れ、すべて一部修正の上、採択。

５

• 議論
• WHO-FIC年次会議



アップデート 近年の流れ
• ICF-CY

ICF-CYを統合するための調整
（2019年新規アップデートのうち24件）

• 動名詞
play→playing

• Impairmentの削除
含まれるもの、除かれるものに
疾患名を例示しない

（ICFは生活機能の評価である）



MERGING ICF-CY INTO ICF
ICF-CYをICFに統合する（2012）
• In the interest of a streamlined, comprehensive 

ICF which adequately addresses all aspects of 
functioning across the lifespan, the relevant 
stakeholders have agreed to merge the two 
classifications back into one while completing 
other updates and revisions. 

• 生涯にわたる生活機能のすべての側面に対して
適切に対応するICFを、一連の流れに沿って包
括的なものとするために、2つの分類を1つに
まとめ、他の更新と改訂を完了することに合意
（仮訳）。

https://www.who.int/classifications/icf/whoficresolution2012icfcy.pdf?ua=1



WHO Family of International Classifications
：WHO国際統計分類

http://www.who-fic-japan.jp/（一部修正）

http://www.who-fic-japan.jp/


ICF-CYとの統合と動名詞
d920 Recreation and leisure
Engaging in any form of play, recreational or leisure activitypursuit, 
such as informal or organized play and sports, programmes of 
physical fitness, relaxation, amusement or diversion, going to art 
galleries, museums, cinemas or theatres; engaging in crafts 
or hobbies, reading or singing for enjoyment, playing musical 
instruments; sightseeing, tourism and travelling for pleasure.

d9200 Playing
Engaging in games with rules or unstructured or unorganized 
games and spontaneous recreation, such as playing chess or 
cards or children's play.
Inclusions: engaging in solitary play, onlooker play, parallel play 
and shared cooperative play

http://www.who.int/classifications/icfbrowser/Browse.aspx?code=d920


• レジャーにplayingを含めることについて、playing
は発達過程で必要な行為であり、レジャーではな
いとの強い指摘あり。

• Singingがコミュニケーション手段でもあるとの
意見。

d920 Recreation and leisure
Engaging in any form of play, recreational or leisure activitypursuit, 
such as informal or organized play and sports, programmes of 
physical fitness, relaxation, amusement or diversion, going to art 
galleries, museums, cinemas or theatres; engaging in crafts 
or hobbies, reading or singing for enjoyment, playing musical 
instruments; sightseeing, tourism and travelling for pleasure.

http://www.who.int/classifications/icfbrowser/Browse.aspx?code=d920


Impairmentの削除
b410 Heart functions
Functions of pumping the blood in adequate or required amounts and pressure 
throughout the body.
Remark: impairments of these body functions are present in health conditions 
such as heart failure, cardiomyopathy, myocarditis,and coronary insufficiency 
and in other conditions that manifest in tachycardia, bradycardia, irregular 
heartbeat, arrythmias

Inclusions: functions involved in the heart rate, the heart rhythm, the contraction 
force of ventricular muscles, and in supplying blood to the heart muscle of heart 
rate, rhythm and output; contraction force of ventricular muscles; functions of 
heart valves; pumping the blood through the pulmonary circuit; dynamics of 
circulation to the heart; impairments such as tachycardia, bradycardia and 
irregular heart beat and as in heart failure, cardiomyopathy, myocarditis,and
coronary insufficiency
Exclusions: blood vessel functions (b415); blood pressure functions (b420); 
exercise tolerance functions (b455)

http://www.who.int/classifications/icfbrowser/Browse.aspx?code=b410
http://www.who.int/classifications/icfbrowser/Browse.aspx?code=b415
http://www.who.int/classifications/icfbrowser/Browse.aspx?code=b420
http://www.who.int/classifications/icfbrowser/Browse.aspx?code=b455


Impairmentの削除
b410 心機能（仮訳）
適切なあるいは必要とする血液量と血圧で、全身に血液を供給する
注: これらの心身機能の障害は心不全、心筋症、心筋炎、冠不全などの健康
状態にある時や、頻脈、徐脈、不整脈がみられる状態にある場合にみられる。

含まれるもの: 心拍数、心調律（リズム）、心室筋の収縮力、心臓への循環
状態。
頻脈、徐脈、不整脈、心臓弁の機能、肺循環へ血液を供給する機能、心臓へ
の循環動態。
除かれるもの: 血管の機能 (b415); 血圧の機能 (b420); 運動耐容能 (b455)

http://www.who.int/classifications/icfbrowser/Browse.aspx?code=b410
http://www.who.int/classifications/icfbrowser/Browse.aspx?code=b415
http://www.who.int/classifications/icfbrowser/Browse.aspx?code=b420
http://www.who.int/classifications/icfbrowser/Browse.aspx?code=b455


ICD-11 V章の日本語化

https://icd.who.int/browse11/l-m/en





仮訳案の例
• VA56 Health problems causing family problems
家族の問題が引き起こす健康問題
家族の問題を引き起こす健康問題

• VA53 Time spent on health condition 
健康問題に時間をかける
健康問題に費やした時間



ICF改正と改訂へ向けた動き
1) ICF 2020
アップデートの提案を統合、優先付
オンライン投票システムの整備を加速

2) 児童用WHODAS
文献レビュー、定義作成
試用版の開発

3) WHODAS
トレーニング教材のの開発
採点ツールの開発

World Health Organization –
Family of International 
Classifications (WHO-FIC)Network 
Annual MeetingSeoul, South 
Korea 22-27 October 2018
Executive Summaryより抜粋、
仮訳

2020
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