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ICD‐11とDSM‐5の 新の動向

東京医科大学精神医学講座

敏丸田敏雅、松本ちひろ、飯森眞喜雄

本日の講演内容

• ICDとDSM改訂の歴史

• ICD‐11とDSM‐5における大分類の概要紹介

• 個別の障害カテゴリについて

• GCPNについて

• ICD‐11PHCについて
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「病的精神現象を分類する試みほど、人
類 知能が試されたも は稀 ある類の知能が試されたものは稀である」

－Kendell,R.E.－

「精神医学における分類は、精神医学
が学問として成立する以前から存在して
いた。事実、精神医学それ自体が分類
から生じたのである」

－Stefanis ,N.C.－
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精神医学も科学、応用科学、医学の一つであ
り 個々の病態を体系的に扱う際には グり、個々の病態を体系的に扱う際には、グ
ループ分けして整理し（分類 classification）、
それらに適切な名称（nomenclature）を与える
必要がある．

ICD & DSM: 改訂の歴史
出版年 世界保健機関 米国精神医学会

1948 ICD‐6

19 1 S I
力動的視点；
『反応』の概念を導入1951 DSM‐I

1955 ICD‐7

1967 ICD‐8

1968 DSM‐II

1975 ICD‐9

1980 DSM‐III

1987 DSM III R

病因や理論を排し、
操作的診断基準と
他軸診断を導入

精神障害の章が独立

ICD‐8との整合性；
『反応』の用語の廃止

『反応』の概念を導入

Comorbidity
概念の一般化1987 DSM‐III‐R

1993 ICD‐10

1994 DSM‐IV

2000 DSM‐IV‐TR

2013 DSM‐5

2015 ICD‐11

DSM‐IIIとの整合性；
操作的診断基準の導入

概念の 般化

IIIと著変なし；
臨床閾値を
より高く設定
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ICD改訂のインターバル
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ICD-1 ICD-2 ICD-3 ICD-4 ICD-5 ICD-6 ICD-7 ICD-8 ICD-9 ICD-10 ICD-11

1900 1909 1919 1929 1938 1948 1955 1965 1975 1989 2014

ICD‐11改訂の目的と理念

• WHO加入国の精神および行動の障害の疾病
負荷の軽減負荷の軽減

• 臨床的有用性の向上

• 多様な分野のステークホルダーとの協力

• 改訂作業への製薬会社をはじめとする商業
的影響の排除的影響の排除
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現在の主要な精神科診断分類：
ICD‐10分類

F0:症状性を含む器質性精神障害

F1:精神作用物質使用による精神お

F6:成人のパーソナリティおよび行動
の障害

よび行動の障害

F2:統合失調症、統合失調型および
妄想性障害

F3:気分障害

F4:神経症性障害、ストレス関連障害
および身体表現性障害

F5:生理的障害および身体的要因に

F7:知的障害

F8:心理的発達の障害

F90‐98:小児期および青年期に通常
発症する行動および情緒の障害

F99:特定不能の精神障害

Z00‐Z99:健康状態および保健サービ
スの利用に影響を及ぼす要因F5:生理的障害および身体的要因に

関連した行動症候群
スの利用に影響を及ぼす要因

WHO MSDMSD Core VersionsWHO MSDMSD Core Versions

WHO will publish in all official languages
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ICD‐11に向けた精神障害の再概念化

例：診断および疾患単位の5クラスターモデル

• Neuro‐cognitive（神経認知）

• Neuro‐developmental（神経発達）

• Psychotic（精神病）

• Internalizing（内在化）

• Externalizing（外在化）

ICD‐11に向けた精神障害の再概念化

Major depression

Dysthymia

0.81/
0.80

0.82/
0.78

Major depression

Dysthymia

0.81/
0.80

0.82/
0.78

Posttraumatic stress disorder

Generalized anxiety disorder

Social phobia

Panic disorder

Agoraphobia

Distress

Fear

InternalizingNeurasthenia

0.83/
0.69

0.85/
0.85

0.94/
0.88

0.82/
0.80

0.83/
0.70

0.83/
0.90

0.93/
0.99

0.75

Posttraumatic stress disorder

Generalized anxiety disorder

Social phobia

Panic disorder

Agoraphobia

Distress

Fear

InternalizingNeurasthenia

0.83/
0.69

0.85/
0.85

0.94/
0.88

0.82/
0.80

0.83/
0.70

0.83/
0.90

0.93/
0.99

0.75

Agoraphobia

Obsessive compulsive disorder

Alcohol dependence

Drug dependence

Externalizing

0.78/
0.73

0.72/
0.80

0.70/
0.71

0.65/
0.61

Agoraphobia

Obsessive compulsive disorder

Alcohol dependence

Drug dependence

Externalizing

0.78/
0.73

0.72/
0.80

0.70/
0.71

0.65/
0.61

National Co‐morbidity Study: Krueger et al 1999
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ICD‐11に向けた精神障害の再概念化:
5 クラスターモデル

Neurocognitive Cluster

主な精神障害：せん妄、認知
症、健忘症

特徴：神経系の異常が認めら
れる。認知面における症状が
著しい。

Neurodevelopmental Cluster

主な精神障害：精神遅滞、学
習障害、広汎性発達障害

特徴：発達に異常が認められ、
その結果認知や情緒の面での
症状が表出する。

Psychosis Cluster

主な精神障害：統合失調症、
双極性感情障害、統合失調症
型パーソナリティ障害

特徴：遺伝的要素が非常に強
い。著しい認知の異常が臨床
場面での特徴である。

Emotional Cluster

主な精神障害：鬱病、不安障
害、OCD、PTSD、適応障害、解

離性障害、身体表現性障害、
回避性パーソナリティ障害

特徴：ネガティブな感情が共通
する。

Externalizing Cluster

主な精神障害：精神作用物質
使用による障害、反社会性・境
界性パーソナリティ障害、素行
障害、ADHD

特徴：衝動に対する抑制が極
端に弱い。

Clinical Utility: 改訂のための基本方針
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WHOの現在考える『ICD‐11像』

• 診断分類システムの枠組みを大幅に変えるだけ
の科学的エビデンスは今のところ不十分の科学的 デン は今の ろ不十分

• 保険システムなどの関係からコードの使用を義
務付ける地域は多いものの、日常臨床に生かさ
れていない現実

Clinical Utilityの向上に

焦点をあてた改訂を

WHOの現在考える『ICD像』

• 紙媒体から電子媒体に移行する可能性

ひとつのインターフェイスに絞る必要性なしひと のインタ フ イスに絞る必要性なし

個々のユーザーが もアプローチしやすいイン
ターフェースを構築

用途、教育水準、診断に

利用できる情報から

適するインタ フ

途上国；

限られた
サ ビス

一般医；

専門性低

専門医；

知識・教育
高水準適するインターフェ

ースをユーザーが選択 共通の

診断名

サービス 高水準

イメージ
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WHOの現在考える『ICD像』

• 必要なインターフェース構築に向けた模索

→研究案A＆B：Sorting Studies→研究案A＆B：Sorting Studies 

『精神障害は臨床家の感覚からどのようにマッ
プ化されているのだろうか？』

『現場の臨床において 臨床家は何を診断の軸『現場の臨床において、臨床家は何を診断の軸
としているのだろうか？』

改訂作業のための組織

改訂運営
委員会

TAG:
精神

び

プライマリケア
座長：D. Goldberg

身体的苦痛＆強迫性障
害座長：O. Gureje

び嗜癖
TAG:
内科

TAG:
外因

TAG:

児童および思春期
座長：M. Rutter

知的および発達障害
座長：L. Salvador

精神病性障害
座長：W. Gaebel

気分および不安障害

物質関連および嗜癖
座長：R. Ray

神経認知障害
座長：E. Krishnamoorthy

パーソナリティ障害
座長：P. Tyrer

性関連障害TAG:
腫瘍

ストレス関連障害
座長：A. Maercker

強迫および関連障害
座長：D. Stein

気分および不安障害
座長：M. Maj

哺育および摂食障害
座長：A. Claudino

老年期
座長：A. Gunten

性関連障害
座長：J. Cottingham

…
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Content Form

• 改訂作業にあたり、以下の情報をContent 
F で検討Formで検討

I. 名称
II. ICD‐10との関連
III. プライマリな『親』カテゴリ
IV. 2番目の『親』カテゴリ

V. 『子ども』および構成要素
ゴ

XI. 重症度関連要因
XII.鑑別診断
XIII.正常からの相違
XIV.発達的表現
XV.経過

となるカテゴリ
VI.同義語
VII.定義
VIII.診断ガイドライン
IX. 機能的特質
X. 時間的要因

XVI.関連病像および
Comorbidity

XVII.文化関連病態
XVIII.性差関連病像
XIX.評価に関する問題

ICD‐11の階層的構造

05 精神および
行動の障害

≪第1レベル≫ 「精神および行動の障害」
には「05」のコード

00

C

行動の障害

双極性障害

双極I型障害

≪第2レベル≫

≪第3レベル≫

には 05」の ド

アルファベットにより
大分類を特定

0 現在躁病
エピソード

≪第4レベル≫

e.g. 「双極性I型障害、現在精神病症状のない躁病エピソード
＝「05 C 00 0」
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ICD‐11大分類（案）

05 A 神経発達障害

05 B 統合失調スペクトラム

05 I －

05 J 身体的苦悩障害05 B 統合失調スペクトラム
および一次性精神病

05 C 双極性および関連障害

05 D 抑うつ性障害

05 E 不安および恐怖関連
障害

ト 関連障害

05 J 身体的苦悩障害

05 K 哺育および摂食障害

05 L 排泄障害

05 M 破壊的、衝動制御お
よび素行/反社会障害

05 N 物質使用による障害
05 F ストレス関連障害

05 G 強迫および関連障害

05 H 解離性障害

05 O －

05 P 行動上の嗜癖

ICD‐11大分類（案） 続き

大分類が未定の障害カテゴリ

• 性機能不全

• 神経認知障害

• パーソナリティ障害

• 性的倒錯

• 虚偽性障害

• 他の精神および行動の障害
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ICD‐11における大分類（仮）
日本語（仮訳） 原文

神経発達障害 Neurodevelopmental disorders
統合失調症スペクトラム
および他の原発性精神病性障害

Schizophrenia spectrum and other primary 
psychotic disorders

極性障害 連障害 Bi l  d l d di d双極性障害とその関連障害 Bipolar and related disorders
うつ病性障害 Depressive disorders
不安と恐怖関連障害 Anxiety and fear-related disorders
特定のストレスと関連する障害 Disorders specifically associated with stress
強迫性障害とその関連障害 Obsessive-compulsive and related disorders
解離性障害 Dissociative disorders
身体的苦痛障害 Bodily distress disorders
哺育と摂食障害 Feeding and eating disorders
排泄障害 Elimination disorders
破壊的 衝動制御および素行/非社会性障害 Disruptive  impulse control  and conduct/dissocial disorders破壊的、衝動制御および素行/非社会性障害 Disruptive, impulse control, and conduct/dissocial disorders
物質使用による障害 Disorders due to substance use
行動面での嗜癖 Behavioral addictions

睡眠障害 Sleep disorders
性機能不全 Sexual dysfunctions
神経認知障害 Neurocognitive disorders
パーソナリティ障害 Personality disorders
性的倒錯 Paraphilias
虚偽性障害 Factitious disorders
他の精神および行動の障害 Other mental and behavioral disorders

※分類リスト未完成

DSM‐5における大分類
日本語（仮訳） 原文

神経発達障害 Neurodevelopmental disorders

統合失調症スペクトラムおよび他の精神病性障害 Schizophrenia spectrumand other psychotic disorders
双極性障害とその関連障害 Bipolar and related disorders双極性障害とその関連障害 Bipolar and related disorders
うつ病性障害 Depressive disorders
不安障害 Anxiety disorders
強迫性障害とその関連障害 Obsessive-compulsive and related disorders
トラウマとストレス関連障害 Trauma and stressor related disorders
解離性障害 Dissociative disorders
身体症状障害 Somatic symptom disorders
哺育と摂食障害 Feeding and eating disorders
排泄障害 Elimination disorders
睡眠-覚醒障害 Sleep-wake disorders睡眠 覚醒障害 p
性機能不全 Sexual dysfunctions
性の身体違和感 Gender dysphoria
破壊的、衝動制御および素行障害 Disruptive, impulse control, and conduct disorders
物質使用と嗜癖の障害 Substance use and addictive disorders
神経認知障害 Neurocognitive disorders
パーソナリティ障害 Personality disorders
性的倒錯 Paraphilias
その他の障害 Other disorders
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DSM‐IV DSM‐5

通常、幼児期、小児期、また青年期に初めて診断される障害

せん妄、痴呆、健忘および他の認知障害

一般身体疾患による精神疾患

物質関連障害

神経発達障害

統合失調スペクトラムおよび他の精神病性障害

双極性とその関連障害

うつ病性障害

不安障害

強迫性とその関連障害

解体、各章へ分散
e.g. 自閉症スペクトラム障害

精神分裂病および他の精神病性障害

気分障害

不安障害

身体表現性障害

虚偽性障害

解離性障害

性障害および性同一性障害

摂食障害

強迫性とその関連障害

トラウマとストレス関連障害

解離性障害

身体症状性障害

哺育と摂食の障害

排泄障害

睡眠‐覚醒障害

性機能不全

e.g. 反応性愛着障害

e.g. 遺尿症

i.e. 『一般身体疾患と
関連した〇〇障害』

e.g. 素行障害、
反抗挑戦性障害摂食障害

睡眠障害

他のどこにも分類されない衝動制御の障害

適応障害

人格障害

臨床的関与の対象となることのある他の状態

性の身体違和感

破壊的、衝動制御および素行障害

物質使用と嗜癖の障害

神経認知障害

パーソナリティ障害

性的倒錯

その他の障害 ＋自傷

新設

反抗挑戦性障害

DSM‐IV DSM‐5

通常、幼児期、小児期、また青年期に初めて診断される障害

せん妄、痴呆、健忘および他の認知障害

一般身体疾患による精神疾患

物質関連障害

神経発達障害

統合失調スペクトラムおよび他の精神病性障害

双極性とその関連障害

うつ病性障害

不安障害

強迫性とその関連障害

分離・独立
e.g. GAD

e.g. OCD

精神分裂病および他の精神病性障害

気分障害

不安障害

身体表現性障害

虚偽性障害

解離性障害

性障害および性同一性障害

摂食障害

強迫性とその関連障害

トラウマとストレス関連障害

解離性障害

身体症状性障害

哺育と摂食の障害

排泄障害

睡眠‐覚醒障害

性機能不全

分離・独立

e.g. PTSD、適応障害

摂食障害

睡眠障害

他のどこにも分類されない衝動制御の障害

適応障害

人格障害

臨床的関与の対象となることのある他の状態

性の身体違和感

破壊的、衝動制御および素行障害

物質使用と嗜癖の障害

神経認知障害

パーソナリティ障害

性的倒錯

その他の障害 ＋自傷

PTSDなどと同じ章内に分類
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DSM‐IV DSM‐5

通常、幼児期、小児期、また青年期に初めて診断される障害

せん妄、痴呆、健忘および他の認知障害

一般身体疾患による精神疾患

物質関連障害

神経発達障害

統合失調スペクトラムおよび他の精神病性障害

双極性とその関連障害

うつ病性障害

不安障害

強迫性とその関連障害
精神分裂病および他の精神病性障害

気分障害

不安障害

身体表現性障害

虚偽性障害

解離性障害

性障害および性同一性障害

摂食障害

強迫性とその関連障害

トラウマとストレス関連障害

解離性障害

身体症状性障害

哺育と摂食の障害

排泄障害

睡眠‐覚醒障害

性機能不全

分離・独立

身体醜形障害のみ
『強迫性障害・・』に分類

摂食障害

睡眠障害

他のどこにも分類されない衝動制御の障害

適応障害

人格障害

臨床的関与の対象となることのある他の状態

性の身体違和感

破壊的、衝動制御および素行障害

物質使用と嗜癖の障害

神経認知障害

パーソナリティ障害

性的倒錯

その他の障害 ＋自傷

診断カテゴリ数を削減；
II軸への分類をとりやめ

分離・独立

神経発達障害について
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05 A神経発達障害

含まれる障害
• 知的発達障害• 知的発達障害
• 自閉症スペクトラム障害
• 発達コミュニケーション障害
• チック障害
• 注意欠陥多動障害
• 注意欠陥障害（多動のない）• 注意欠陥障害（多動のない）
• 常同運動障害

• 神経発達様の行動上の顕著な他のどこにも分
類されない障害 など

自閉症スペクトラム障害

• DSM‐5では、自閉症、アスペルガー症候群お

よびその他の広汎性発達障害は自閉症スペよびその他の広汎性発達障害は自閉症スペ
クトラム障害として一括される.

• アスペルガー症候群という独立したカテゴ
リーはなくなるリ はなくなる.
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統合失調症スペクトラム障害に
ついて

05 B統合失調性スペクトラム障害
および一次性精神病

含まれる障害

統合失調症• 統合失調症

• 統合失調感情障害

• 急性および一過性精神病性障害

• 統合失調症型障害

• 妄想性障害• 妄想性障害

• その他の一次性精神病性障害

• 特定不能の一次性精神病性障害
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DSMとの比較

• DSM、ICDともに統合失調症スペクトラム障害
の呼称を採用予定の呼称を採用予定

→ 統合失調症における病態の多様性を認識

（cf. 自閉症スペクトラム障害）

• DSMで議論されているAttenuated Psychosis 
S d はICD 11では不採用の見通しSyndromeはICD‐11では不採用の見通し

DSM‐5・ICD‐11の類似概念比較：
精神病圏

DSM‐5（仮訳） ICD‐11（仮訳） ※対応のため一部順序入替

統合失調症 統合失調症

統合失調型パーソナリティ障害 統合失調型障害統合失調型パ ソナリティ障害 統合失調型障害

統合失調症様障害 ‐‐‐ （対応する障害カテゴリなし）

短期精神病性障害 急性一過性精神病性障害

妄想性障害 妄想性障害

統合失調感情障害 統合失調感情障害

微弱精神病症候群（APS） ‐‐‐（対応する障害カテゴリなし）

物質誘発性精神病性障害 ‐‐‐（対応する障害カテゴリなし）物質誘発性精神病性障害

一般身体疾患と関連した精神病性障害 ‐‐‐（対応する障害カテゴリなし）

一般身体疾患と関連した緊張型障害 ‐‐‐（対応する障害カテゴリなし）

他の特定の精神病性障害 他の原発性精神病性障害

特定不能の精神病性障害 特定不能の原発性精神障害

特定不能の緊張型障害 ‐‐‐（対応する障害カテゴリなし）
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統合失調症について

• 亜型の廃止（ICD、DSM共通）

）経時的 安定 ある ）複数 型 特徴が1）経時的に不安定である、2）複数の型の特徴が
しばしば同時に出現する等の理由から、「病型」
の扱いではなく、ICDではSpecifier※による病態の
記述にシフト

※日本語では「特定用語」と訳される。

Qualifierと表記されることもある。Qualifierと表記されることもある。

• FRSの低格化（共通）

• ICD、DSMともにAPSは新設しない方向

統合失調症：Specifierの設置

• 亜型の廃止に代わり、病態を示すものとして症状の類
型を示すコード（specifier）の設置を検討

参考：ICD‐10における統合失調症における経過コード
• 持続性
• エピソード性、欠損は進行性のもの
• エピソード性、欠損は安定しているもの
・・・

• 経過は未確定、観察期間があまりに短い

• ICD‐11ではSpecifierを多用し、臨床像のより精緻な表p
現を可能に

• DSMにおいて同様の措置がとられるかどうかは現段
階で不明
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統合失調症：Specifierの設置（続き）

• 統合失調症におけるSpecifier
経過 症状経過

•初発エピソード、現在急性期、突然発症

•初発エピソード、現在急性期、潜行性発症

•初発エピソード、不完全寛解

•初発エピソード、完全寛解

•複数エピソード、現在急性期

•複数エピソード、現在不完全寛解

•複数エピソード、現在完全寛解

•持続性

•特定不能

症状

•精神病症状が主なもの

•陰性症状が主なもの

•抑うつ症状が主なもの

•躁症状が主なもの

•精神運動症状が主なもの

•主な症状が特定されないもの

機能障害

•機能障害なし

•機能障害あり

認知機能

•認知機能障害なし

•認知機能障害の疑いあり

•軽度の認知機能障害

•中程度の認知機能障害

•重度の認知機能障害

統合失調感情障害：Specifierの設置

• 統合失調感情障害におけるSpecifier

は 統合失調感情障害も統合失調症– ICD‐11では、統合失調感情障害も統合失調症に
ならいSpecifierの設置が検討されている

症状

•抑うつ症状が顕著なもの

•躁症状が顕著なもの

•感情症状が混合したもの

機能障害

•機能障害なし

•機能障害あり

認知機能

•認知機能障害なし

•認知機能障害の疑いあり

•軽度の認知機能障害

•中程度の認知機能障害中程度の認知機能障害

•重度の認知機能障害
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統合失調症診断における
一級症状の低格化

• DSM‐IV、ICD‐10におけるシュナイダーの一級症
状（First rank s mptoms FRS）の優先的扱い状（First‐rank symptoms; FRS）の優先的扱い

– DSM‐IV：「注：妄想が奇異なものであったり、幻聴が
そのものの行動や思考を逐一説明するか、または2

つ以上の声が互いに会話しているものであるときに
は、基準A（＝特徴的症状）を1つ満たすだけでよい」

– ICD‐10：「 (a)から(d)のいずれか1つに所属する症状ICD 10：「…(a)から(d)のいずれか1つに所属する症状
のうち少なくとも1つの明らかな症状、あるいは(e)か
ら(h)の少なくとも2つの症状が、…存在していなけれ
ばならない」

統合失調症診断における
一級症状の低格化（続き）

DSM‐5、ICD‐11における FRSの扱い：

• 他の症状と比較し、診断における特異性を示
すエビデンスなし

→ 他の症状（e.g.陰性症状）と同列の扱いに
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気分障害について

05 C双極性および関連障害

• 双極性障害をうつ病性障害から切り離して扱
う予定う予定

– 分子遺伝学的に、双極性障害は統合失調症との
その関連障害と近似

– 薬物療法の観点から双極性障害とうつ病は異質

• DSM同様に、I型とII型のカテゴリを設置予定同様 、型 型のカテ リを設置予定
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DSM‐5とICD‐11：
「双極性障害とその関連障害」の比較

DSM‐5（仮訳） ICD‐11（仮訳）

双極 型障害 双極 型障害（新設）双極I型障害 双極I型障害（新設）

双極II型障害 双極II型障害（新設）

気分循環性障害 気分循環症

物質誘発性双極性障害 ‐‐‐（対応する障害カテゴリなし）

一般身体疾患と関連した双極性障害 ‐‐‐（対応する障害カテゴリなし）

他の双極性障害 ‐‐‐（対応する障害カテゴリなし）

特定不能の双極性障害 ‐‐‐（対応する障害カテゴリなし）

• 双極性障害 I型・II型の区別は、ICDでは新設

05 D うつ病性障害

含まれる障害

うつ病エピソ ド• うつ病エピソード

• 反復性うつ病性障害

• 気分変調症

• 月経前不機嫌障害（新）

• Disruptive mood dysregulation disorder（破壊• Disruptive mood dysregulation disorder（破壊
的気分調節不全障害）（新）

• 混合性抑うつ不安
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DSM‐5とICD‐11：
「うつ病性障害」の比較

DSM‐5（仮訳） ICD‐11（仮訳） ※対応のため一部順序入替

Di i d d l i di d （新設）
Disruptive mood dysregulation disorder with 

Disruptive mood dysregulation disorder（新設）
p y g

dysphoria （提案の段階で、未確定）

大うつ病性障害、単一エピソード 抑うつエピソード

大うつ病性障害、反復性 反復性うつ病性障害

慢性うつ病性障害（気分変調症） 気分変調症

月経前不快気分障害（PMD; 新設） 月経前不快気分障害（新設）

混合性不安/抑うつ障害(削除) 混合性抑うつ 不安（閾値以下）混合性不安/抑うつ障害(削除) 混合性抑うつ‐不安（閾値以下）

物質誘発性うつ病性障害 ‐‐‐（対応する障害カテゴリなし）

一般身体疾患と関連したうつ病性障害 ‐‐‐（対応する障害カテゴリなし）

他の特定のうつ病性障害 ‐‐‐（対応する障害カテゴリなし）

特定されないうつ病性障害 ‐‐‐（対応する障害カテゴリなし）

うつ病性障害の関連障害について

• DMDDの新設（共通）

• PMDの新設（共通）

• 死別反応の治療対象化（共通）

• DSMでは自傷行為を診断カテゴリとして新設
（ICDでは未定）
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新設のDMDDについて

• 破壊的気分調節不全障害（DMDD）

ICD: Disruptive mood dysregulation disorder with 
dysphoria disorder

DSM: Disruptive mood dysregulation disorder

小児の双極性障害の診断が近年増加しており、

発達要因への考慮が不十分な診断基準による
が擬陽性が問題化

小児の双極性障害とは別の概念で、うつ病性障
害に位置付けられる

新設のDMDDについて（続き）

診断基準（DSM‐5のものを一部抜粋、適宜編集・簡略化）：

a 通常のストレッサ に対する重度かつ反復するかんしゃくの爆発a. 通常のストレッサーに対する重度かつ反復するかんしゃくの爆発
b. かんしゃくの爆発が、平均して週に三度以上出現
c. かんしゃくの爆発の合間の気分がネガティブ（i.e. いらいら、怒り、

悲しい）
d. 上記の状態が3ヶ月上あいだを空けず過去12カ月以上持続
e. かんしゃくの爆発および/またはネガティブな気分は2つ以上の場面

（e.g.家庭、学校）で出現し、また1つ以上の場面で重度
f. 診断時に6歳以上

発症は10歳以前g. 発症は10歳以前
h. いわゆる躁症状との鑑別

i. 精神病性・気分障害を始め、他の精神障害による症状・行動との
鑑別
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新設のPMDについて

• 月経前不快気分障害（Premenstrual 
D h i Di d ）を両システムで新設Dysphoric Disorder）を両システムで新設

• DSM‐IVでは付録「今後の研究のための基準
案と軸」にて言及されていた

新設のPMDについて（続き）

診断基準（DSM‐5のものを一部抜粋、適宜編集・簡略化）：

直近の過去 年 下記の症状が 月経前 週間に出現し 月経開a. 直近の過去一年、下記の症状が、月経前一週間に出現し、月経開
始後数日で改善、月経後の一週間は消失。1‐4までの1つ以上の症
状に該当し、合計して5つ以上に該当

1. 情緒不安定 2. いらいら、怒り、他者との衝突 3. 抑うつ気分
4. 不安や焦燥感 5. 興味関心の低下 6. 集中力の低下 7. 倦怠感
8. 食欲の増減 9. 睡眠障害 10. コントロールを失うような感覚
11. 身体面の症状（胸、関節、体重の変化等）

b. 症状による著しい苦痛ないし機能障害
c. 症状が他の精神障害によるものでない
d. 受診時から月経のサイクルを2度観察しても同様の症状が出現
e. 症状が物質使用や他の身体疾患によるものでない
f. 経口避妊薬を使用中の場合、症状は服用を中止しても持続する
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死別反応の扱いについて

ICD
• ICD‐10：F3では死別反応に関する言及なし；健康状態に影響を及

ぼす要因 Z63に「家族の疾走あるいは死亡」を掲載ぼす要因 Z63に「家族の疾走あるいは死亡」を掲載
• ICD‐11：ストレス関連の障害として「遷延性悲嘆障害Prolonged 

grief disorder」を新設（→05 F）

DSM
• DSM‐IV：うつ病エピソードは「症状は死別反応ではうまく説明され

ない」と明記；V62.82に分類
• DSM 5：上記の除外基準を削除 うつ病発症の契機に死別反応が• DSM‐5：上記の除外基準を削除、うつ病発症の契機に死別反応が

あったかどうかを不問に

両システムにおいて、
必要に応じ治療対象とする方向性の明確化

自傷行為の扱いについて

• 気分障害のワーキンググループにより、うつ
病性障害 の分類が検討されていたが 現病性障害への分類が検討されていたが、現
時点では「その他の障害」への分類を予定

• ICD‐11における自傷行為の扱いは未定
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神経症性障害、ストレス関連障害
および身体表現性障害について

05 E不安および恐怖関連障害

含まれる障害
• 全般性不安障害• 全般性不安障害
• パニック障害
• 広場恐怖
• 特定の恐怖症
• 社交恐怖
• 疾病不安障害（旧称『心気症』を含む）• 疾病不安障害（旧称『心気症』を含む）
• 分離不安障害
• 選択的緘黙

小児・思春期の障害から
移動
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05 F ストレス関連障害

含まれる障害
• 外傷性ストレス障害外傷性ストレス障害
• 遷延性悲嘆障害（新）
• 適応障害
• 反応性愛着障害
• Disinhibited social engagement disorder（ICD‐10『脱抑
制愛着障害』に相当）

• Quasi autismfollowingprofound institutional deprivation（新）• Quasi‐autism following profound institutional deprivation（新）

• 急性ストレス反応は疾病でなく正常な反応との見解か
ら疾病コードなし

05 G強迫および関連障害

含まれる障害

障害• 強迫性障害

• Hoarding disorder（新）

• 毛抜き障害/抜毛癖

• 皮膚ほじくり障害（Skin picking disorder）（新）

• 反復的習慣性障害（新）

• 身体醜形性障害（ICD‐10では心気障害に内包）
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05 H解離性障害

含まれる障害

障害• 知覚運動性解離性障害（新）

• 認知情動性解離性障害（新）

• 混合性解離性障害（新）

• ICD‐10では『解離性（転換性）障害』との記載
があるが、ICD‐11では『転換性障害』の扱い
は協議中

生理的障害および身体的要因に
関連した行動症候群について
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05 J身体苦痛性障害

• ICD‐10の『身体表現性障害』から呼称を変更

ICD 10の• ICD‐10の
– 身体化障害

– 鑑別不能型身体表現性障害

– 心気障害

– 身体表現性自立神経機能不全

– 持続性身体表現性疼痛障害等

を総括・再概念化し、軽度‐中等度‐重度の重症度を
用いた亜型分類を予定

身体表現性障害の再編成（ICD）

ICD‐10
「身体表現性 Somatoform障害」

（ カテゴリ中の 部）

ICD‐11
「身体苦痛性Bodily distress障害」

（単独のカテゴリ）（F45; F4カテゴリ中の一部） （単独のカテゴリ）

身体化障害

鑑別不能型身体表現性障害

身体表現性自律神経機能不全

身体苦痛性障害

• Severe

• Moderate

• Mild

一本化

基準は未発表

持続性身体表現性疼痛障害

心気障害

Illness anxiety disorder

※現在ICDでは、本障害を「身体苦痛性障害」
に含めるのか「不安と恐怖関連障害」に含
めるのか協議中
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身体表現性障害の再編成（DSM）

DSM‐IV
「身体表現性 Somatoform障害」

DSM‐5
「身体症状性 Somatic symptoms 障害」

身体化障害

鑑別不能型身体表現性障害

疼痛性障害

心気症

転換性障害

身体症状性障害

• 持続期間 6ヶ月以上→ Complex （複雑性）

• 持続期間 1‐6ヶ月→ Simple （単純性あるい
は凝縮した）

Specifier：主な主訴が

 身体的症状

 健康に関する不安

 疼痛

一本化

転換性障害

→ DSM‐5では「機能性神経学的障害」と呼称

身体醜形障害

→ DSM‐5では強迫性障害の関連障害として
扱う

疼痛

Illness anxiety disorder（「心気症
hypochondriasis」はスティグマに繋がるとの
懸念から改称）

機能性神経学的障害(転換性障害)

転換性障害について

DSM

• DSM‐IV: 「転換性障害」として 身

ICD

• ICD‐10：「F44解離性（転換性）障• DSM‐IV: 「転換性障害」として、身
体表現性障害に分類

• DSM‐5: 「機能性神経障害（転換
性障害）Functional Neurological 
Disorder (Conversion Disorder)」と
して、身体症状性障害に分類予
定（「解離性障害」への分類も検
討されたが、未解明である解離
とのプロセスと直接関連付ける

• ICD‐10：「F44 解離性（転換性）障
害」とは、「F45 身体表現性障害」
と完全に別のカテゴリとして分類

• ICD‐11においても、ICD‐10と同様
に「解離性（転換性）障害」として、
F44の後継となる「解離性障害」
の章内に分類予定

とのプロセスと直接関連付ける
のは誤解を招くことになるとの判
断から身体症状性として分類）
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転換性障害について

DSM ICD

DSM‐IV: ICD‐10：

「転換性障害」として、身体表現性障
害に分類

DSM‐5:

「機能性神経障害（転換性障害）
Functional Neurological Disorder 
(Conversion Disorder)」として、身体症
状性障害に分類予定

ICD 10
「F44 解離性（転換性）障害」とは、
「F45 身体表現性障害」と完全に別の
カテゴリとして分類

ICD‐11：
ICD‐10と同様に「解離性（転換性）障
害」として、F44の後継となる「解離性
障害」の章内に分類予定状性障害に分類予定

（「解離性障害」への分類も検討され
たが、未解明である解離とのプロセ
スと直接関連付けるのは誤解を招く
ことになるとの判断から身体症状性
として分類）

障害」の章内に分類予定

05 K哺育および摂食障害

含まれる障害

神経性無食欲症• 神経性無食欲症

• 神経性大食症

• 複合型神経性無食欲および大食症（Combined 
anorexia and bulimia nervosa)（新）

• むちゃ食い障害（Binge eating disorder）（新）

• 回避的/制限的食物摂取障害（新）

• 異食症

• 反芻障害（新）
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05 L排泄障害

含まれる障害

排尿（W tti ）関連• 排尿（Wetting）関連
– 夜間の排尿（新）

– 日中の排尿（新）

– 夜間および日中の遺尿症

• 排便による汚し（Faecal soiling）関連
– 腸の管理の欠如（新）

– 汚しを伴う便秘（新）

– 遺糞症

05 M 破壊的、衝動制御
および素行/非社会性障害

含まれる障害

障害• 反抗挑戦性障害

• 素行および非社会性障害

• 間欠性爆発性障害

• 病的放火（放火癖）（新）

• 病的窃盗（窃盗癖）（新）



34

05 N物質使用による障害

含まれる病態

急性物質中毒

含まれる原因物質
• アルコール

• 急性物質中毒

• 物質の有害な使用

• 物質依存

• 物質からの離脱症状

• 物質誘発性障害

• アヘン類
• 大麻
• 鎮静薬
• 睡眠薬/抗不安薬
• コカイン
• アンフェタミン
• カフェイン物質誘発性障害
• ニコチン
• 揮発性溶剤
• MDMA（エクスタシー）
• ケタミン、PCPなど

05 P行動上の嗜癖

含まれる障害

賭 障害• 賭博障害

• その他の行動上の嗜癖

※ 05 N 『物質使用による障害』に含まれる
可能性もあり可能性もあり
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詳細が協議中の障害カテゴリー

詳細が協議中の障害カテゴリー

• パーソナリティ障害

協議が難渋– 協議が難渋

– DSMはカテゴリー＋ディメンションの『ハイブリッド
モデル』採用を表明しており、今後の動向に注目

• 性関連障害

• 神経認知障害 神経疾患の担当部署とも神経認知障害

• 睡眠障害

神経疾患の担当部署とも
協議中
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パ 障害パーソナリティ障害について
（DSM）

DSM‐5における
パーソナリティのモデル

欺瞞性

Antagonism
否定的感情

服従性

情動の不安定

奇妙さ

通常でない信念や体験

誇大性

注目されたい欲求

無責任さ

親密さの回避

快楽喪失衝動性

欺瞞性

冷酷さ

操作性

抑うつ傾向

猜疑心限定された感情

分離不安

不安敵意

硬直した完璧主義（±）

固執性

通常 な 信念 体験

認知と知覚統制の機能不全

無責任さ

転導性
ひきこもり危険の引き受け

離れていること

Psychoticism脱抑制 ‐強迫

精神医学54(1): 7‐19, 2012 より
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パーソナリティ障害について

• DSM‐5では、パーソナリティ障害に関し大幅な
改変を予定改変を予定

– パーソナリティを特性と領域で捉える発想を提言

– 上記の特性と領域に基づいたディメンショナルな
診断方法にシフト（⇔DSM‐IVではカテゴリカル）

– DSM‐IVで10あったPD対し、DSM‐5では6に削減

– 診断方法変更による閾値の大幅な低下

• ICD‐11について詳細は現段階で未定

パーソナリティ障害と
関連するパーソナリティ特性

• ここに示す6PDは、DSM‐5でもPDとして保持

• パーソナリティの機能障害＋特性該当で診断

服従性

情動の不安定

誇大性

注目されたい欲求

親密さの回避

欺瞞性

冷酷さ

操作性

抑うつ傾向

猜疑心限定された感情

分離不安

不安敵意

固執性

奇妙さ

通常でない信念や体験

認知と知覚統制の機能不全

無責任さ

転導性

親密さの回避

快楽喪失

ひきこもり
衝動性

危険引受

硬直した完璧主義（±）

反社会性PD 回避性PD 境界性PD

強迫性PD 統合失調型PD 自己愛性PD
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パーソナリティ障害と
関連するパーソナリティ特性（続き）

• ここに示す4PDは、DSM‐5ではPDTS※として診断（＝
独立した から低格化）独立したPDから低格化）

服従性

情動の不安定誇大性

注目されたい欲求

親密

欺瞞性

冷酷さ

操作性

抑うつ傾向

猜疑心限定された感情

分離不安

不安敵意
固執性

奇妙さ

通常でない信念や体験

認知と知覚統制の機能不全

無責任さ

転導性

親密さの回避

快楽喪失

ひきこもり
衝動性

危険の引き受け

硬直した完璧主義（±）

妄想性PD 演技性PD依存性PD統合失調質PD

※PDTS=Personality Disorder Trait Specified, 特性が特定されるPD.
該当する特性が特定されている点を除き、「その他」「NOS」の扱いに近い。

Global Clinical Practice Network
について
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Global Clinical Practice Network
について

• 設立の第１の目的

– Field Studyのためのネットワーク

GCPNアンケートの施行言語

• 英語

• フランス語

• スペイン語

• アラビア語

• 日本語



40

GCPN 初のアンケートの
WHOの使用使途(1)

• まず、本ウェブサイトにエントリーされた方は、
基本的にWHOのオンラインアンケ ト対象者基本的にWHOのオンラインアンケート対象者
のデータベースに登録されることになる。

• データベース登録者は、WHO主導のアン
ケートへの回答依頼を受けることになる。

• アンケートへの回答は全てオンライン上での• アンケ トへの回答は全てオンライン上での
実施を計画しており、日本語での回答が可能
です。

GCPN 初のアンケートの
WHO使用使途(2)

• 主に改訂組織のワーキンググループによって
作成されるものであり（例 児童思春期に関す作成されるものであり（例：児童思春期に関す
るもの、気分障害に関するもの）、各ワーキン
ググループの作業の進捗状況等により実施
される時期はまちまちであることが予想され、
また複数回にわたり計画されています。
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GCPN 初のアンケートの
WHO使用使途(3)

• GCPNにエントリーして頂いた先生方の負担軽
減のため さらに集計の効率を上げるため減のため、さらに集計の効率を上げるため、
アンケートのご依頼は登録者のうち、個々の
アンケートの内容に適切なターゲット層のみ
に配信される予定。

• 例えば、児童思春期に関するアンケートの場
合 週に診ている患者で未成年の割合が高合、週に診ている患者で未成年の割合が高
いと回答した登録者には、児童思春期のアン
ケートが配布されるなど。

GCPN 初のアンケートの
WHO使用使途(4)

• GCPNの 初のアンケートでご覧頂ける通り、
エントリ にあたって興味のある領域 専門とエントリーにあたって興味のある領域、専門と
する領域、経験年数等が全てデータベースに
載りますので、この情報から特定のアンケー
トへの回答依頼の配信者が決定される。

• また、各登録者につきアンケートへの協力依
頼が頻繁になりすぎないよう月2度までに抑頼が頻繁になりすぎないよう月2度までに抑
える、ひとつのアンケートの項目数を一定数
以下に抑える等の工夫もされている。
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Formative Field Study Group

• 米国、メキシコ、ブラジル、スペイン、フランス、

ドイツ レバノン ナイジェリア インド 中国ドイツ、レバノン、ナイジェリア、インド、中国

および日本

• Field Trialの研究計画、実施施行

• 2010年4月、2012年4月にマドリッドで2回開催

• 2012年11月東京で会議開催

•
• 今後の研究計画および実現可能なField Trialを
討議

ICD‐11‐PHC 草案
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TAG精神分野の構成

改訂委員会＝各部門において 専門分野の知識や 新の科学的見地から改訂案をまとめる

児童思春期

パーソナリティICD改訂委員会

TAG精神

ワーキング

グループ

TAG眼科

ワーキング

グループ

TAG内科

ワーキング

グループ

＝各部門において、専門分野の知識や 新の科学的見地から改訂案をまとめる
（e.g. 精神医学内における児童精神医学分野、物質関連分野など）

物質関連

発達障害

パーソナリティ

精神病

（後述；順次必要に応じ追加）

Ｚ

グループ

コーディネーティ
ンググループ

グループ

コーディネーティ
ンググループ

グループ

コーディネーティ
ンググループ

＝特定の分野に関わらず、各部門の改訂作業推進に必要な活動を担当
（e.g.資金の調達、DSMとの関係調整、研究事業の計画・実行）

ICD‐DSM関係調整

関連団体との連携

資金調達

フィールドスタディ計画・実施

原語 和訳（仮）

1. Intellectual development 
disorder

知的障害

2. Autism spectrum disorder 自閉症スペクトラム障害

3. Specific learning disability 特定の学習障害

4. Attention deficit/hyperactivity 
disorder

注意欠陥/多動性障害
disorder
5. Conduct disorder

(including oppositional-defiant 
disorder)

素行障害
（反抗挑戦性障害を含む）

6. Problems of bladder and bowel 
control

膀胱および/または直腸コントロール
（制御？管理？）の問題

7. Acute psychotic disorder 急性精神病性障害

8. Persistent psychotic disorders 持続性精神病性障害

9. Bipolar disorder 双極性障害

10. Anxious depression 不安性抑うつ

11. Depressive disorder うつ病性障害（抑うつ性障害）

12. Anxiety disorder 不安障害

13. Health anxiety 健康不安

14. Post traumatic stress disorder 外傷後ストレス障害
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原語 和訳（仮）

15. Bodily stress syndrome 身体ストレス障害

16. Dissociative disorder 解離性障害

17. Acute stress reaction 急性ストレス反応

18  Self harm 自傷18. Self harm 自傷

19. Sexual problems (male) 性的問題（男性）

20. Sexual problems (female) 性的問題（女性）

21. Sleep problems 睡眠の問題

22. Eating disorders 摂食障害

23. Alcohol use disorders アルコール使用障害

24. Drug use disorders 薬物使用障害g 薬物使 障害

25. Tobacco use disorders タバコ使用障害

26. Personality disorders パーソナリティ障害

27. Dementia 認知症

28. Delirium せん妄


