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Schneider,Kによる臨床精神医学の体系1) 

 １．心のあり方の異常変種    

異常知能素質 

           異常パーソナリティ 

        異常体験反応 

 

２．疾患（および奇形）の結果 
身体医学的                 心理学的 

（病因論的）                （症候学的） 

    系列 （=疾患）               系列(＝精神病） 

                 中毒                      

                 進行麻痺                      急性：意識混濁   

                  他の感染症                     慢性：パーソナリティ解体 

                                               （先天性：パーソナリティ低格） 

                 内科疾患                                認知症       

                 脳奇形                              

                 脳外傷                       

                 脳動脈硬化症                       

                 老年性脳疾患                      

                 他の脳疾患                       

                 真性てんかん                      

           ？                                    循環病(躁うつ病） 

    ？                            統合失調症    

1)Schneider K: Klinische Psychopathologie. 15.Aufl. mit einem aktualisierten und erweiterten Kommentar von Huber G und Gross G. 
Thieme, Stuttgart, 2007. 針間博彦訳、クルト・シュナイダー 新版 臨床精神病理学、文光堂、東京、2007)  



Schneider,K1)による精神病Psychoseとは 

• 精神病Psychose＝疾患Krankheitの結果である「疾患的
krankhaft」な精神異常。 
–  身体的基礎の明らかな精神病 

–  身体的基礎の不明な精神病（内因性精神病） 

 

• したがって症状や障害の程度の問題ではない. 

– 「いかに著しい異常体験反応も精神病ではなく、脳外傷によるい
かに軽度の心的変化も、またいかに軽症の感情病性うつ病も精
神病である」 

1)Schneider K: Klinische Psychopathologie. 15.Aufl. mit einem aktualisierten und erweiterten Kommentar von Huber G und 
Gross G. Thieme, Stuttgart, 2007. 針間博彦訳、クルト・シュナイダー 新版 臨床精神病理学、文光堂、東京、2007)   



Schneider,K1)にとって内因性精神病の「診断」とは 

• 統合失調症と感情病は純粋に精神病理学的な状態—経
過—単位であり、不明な身体疾患の精神病理学的症状
にすぎない(「小疾患単位」)。 

• 診断は原則として経過ではなく状態像に基づく 

• 内因性精神病の中には鑑別類型学しかない 

• あらゆる統合失調症概念と感情病概念は暫定的慣習で
しかあり得ない 

– 今日の知識水準では「これは統合失調症であるか、それとも感
情病であるか」を問うことはできず、「これは私が統合失調症と呼
び習わすものと一致するか、それとも私が感情病と呼び習わす
ものと一致するか」を問うことしかできない 

1)Schneider K: Klinische Psychopathologie. 15.Aufl. mit einem aktualisierten und erweiterten Kommentar von Huber G und 
Gross G. Thieme, Stuttgart, 2007. 針間博彦訳、クルト・シュナイダー 新版 臨床精神病理学、文光堂、東京、2007)   



精神障害の４つの階層 

（Jaspers-Schneiderの分類）(1から改変） 

層の名称 
種と類型の区

別 
身体的原因 

カテゴリーの性
質 

診断の性質 

第１層 心的存在としての偏り 純粋な類型 
想定されな

い 
類型学的分類 

類型であって
診断ではない 

第２層 

内因性精神病 

 

循環病(躁うつ病） 

 

---（中間例）--- 

 

統合失調症 

(循環病以外の内因
性精神病) 

種であること
が想定されて
いる類型 

要請される 

状態－経過に 

基づく 

類型学的分類 

(「小疾患単
位」） 

第１層および
第４層との境
界は鑑別診断 

 

内因性精神病
の中では鑑別
類型学 

第３層 

第４層 身体的原因が明らかな精神病 種 
明らかに 

存在 
疾患単位 鑑別診断 

1)古茶大樹、針間博彦(2010)：病の「種」と「類型」、「階層原則」—精神障害の分類の原則について。臨床精神病理、31:7−17  



１級統合失調症状(Schneider, K) 

1. 考想化声 
• 自分の考えが声となって聞こえる 

2. 言い合う形の声の幻聴 
• 声同士が言い合う、あるいは話し合うのが聞こえる 

3. 自身の行動と共に発言する幻声 
• 患者の行動に実況解説を加える、すなわち患者の一挙一動を言葉にして言い表す幻聴 

4. 妄想知覚  
• 真の知覚に対し、合理的あるいは感情的に了解可能な動機なしに、異常な意味付けが

付与される   

5. 身体的被影響体験 
• 身体幻覚に「被影響」感が結び付いているもの 

6. 考想被影響体験 

• 考想奪取：「他の人に考えを取り去られる」 

• 考想吹入：「他の人から考えが吹き入れられる」 

• 考想伝播：他の人々が考想内容を直接に共有しているという体験 

7. 感情・欲動・意志の領域における他者によるすべてのさせられ体験・被影
響体験  

針間博彦、岡田直大、白井有美：Schneiderの１級症状の診断的意義。精神医学、50(9):838-855,2008  



1級統合失調症状の群別 

1. 特徴的な幻聴 

• 考想化声 

• 言い合う形の幻声 

• 自身の行動と共に発言する幻声 
 

2. 特徴的な妄想 

• 妄想知覚 

 

3. させられ体験・被影響体験 = 自我障害 

• 身体領域：身体的被影響体験 

• 思考領域：考想被影響体験(考想奪取、考想吹入、考想
伝播) 

• 感情・欲動・意志の領域 

針間博彦、岡田直大、白井有美：Schneiderの１級症状の診断的意義。精神医学、50(9):838-855,2008 



1級症状の診断的意義 

• 「(一級症状）が異論の余地なく存在し、身体的基礎疾患を見いだ
すことができない場合、われわれは臨床上、謙虚さを持ちつつ統
合失調症と呼ぶ」。 

 

• 「1級症状は、把握可能な基礎疾患を基盤とした精神病状態にも
時に出現し得る」。 

 

• 「１級症状は統合失調症診断にとって必ずしも存在しなくてもよい。
少なくとも、１級症状は必ずしも目に見えるとは限らない」。 

Schneider K: Klinische Psychopathologie. 15.Aufl. mit einem aktualisierten und erweiterten Kommentar von Huber G und Gross G. 
Thieme, Stuttgart, 2007. 針間博彦訳、クルト・シュナイダー 新版 臨床精神病理学、文光堂、東京、2007)    



“in aller Bescheidenheit”（謙虚さを持ちつつ）の 
意味と誤解 

• 「(1級症状）が異論の余地なく存在し、身体的基盤疾患を見いだし得ない場合
、我々は臨床上、謙虚さをもちつつ統合失調症と呼ぶ」 

• Hoenig, J.1)訳：…we speak clinically in all modesty of schizophrenia 

 

• Huber ,G2)による説明：「私(Schneider）も、この点において私の学説を引き継ぐ

精神科医も、小疾患単位、すなわち統合失調症や循環病の証拠となる疾患特
異的な身体（脳）所見の無い、純粋に精神病理学的な状態ー経過単位に関し
て、他の精神科医が同じ状態を独自の基準に従って別の呼び方をするのを排
除するほど、思い上がり、横柄で、厚かましくはない」と言わんとしている 

 

• Hamilton.M.W.3)訳(1957)：…we may make the decisive clinical diagnosis of 
schizophrenia 

–  「決定的な臨床診断を下してよい」と意味が逆になっている→操作的診断の始まり 

1. Hoenig, J. "Kurt Schneider and Anglophone psychiatry." Compr Psychiatry 23(5): 391-400. 1982 
2. Huber G:私信、2007 
3. Hamilton, M.W. Clinical Psychopathology by Kurt Schneider. New York:Grune and Stratton. 1959 

 



2級症状と表出症状(3級症状） 

• 2級症状：統合失調症に出現する他のすべての体験様式 

– 「他の幻覚、妄想着想、困惑、抑うつ気分変調と爽快気分変調、患者
によって体験される感情貧困化、他のいくつかの症状」1) 

 

• 表出症状(3級症状）：思考形式障害、緊張病症状、陰性症状
を含む客観所見 

 

• 「2級症状に基づいて、またおそらく例外的にではあるが、表

出症状が統合失調症に相当するほど密で明らかな場合はそ
れだけに基づいて、統合失調症診断を行わざるを得ないこと
が少なくない」1) 

1)Schneider K: Klinische Psychopathologie. 15.Aufl. mit einem aktualisierten und erweiterten Kommentar von Huber G und Gross G. 
Thieme, Stuttgart, 2007. 針間博彦訳、クルト・シュナイダー 新版 臨床精神病理学、文光堂、東京、2007)    



統合失調症の異常体験（Huber G,2005)1) 

異常体験形式 1級症状 2級症状 

幻聴 

対話性幻聴 
解説を加える幻聴 

考想化声 
命令幻聴 

その他の幻聴 

身体幻覚 身体的被影響体験 狭義の体感症 

他の感覚領域の幻覚 − 
幻視 
幻嗅 
幻味 

統合失調症性自我障害 

考想吹入 
考想奪取 
考想伝播 
意志被影響 

− 

妄想 妄想知覚 
単純自己関係付け 

妄想着想 

1) Huber G. Psychiatrie. Lehrbuch für Studium und Weiterbildung. 7. Aufl. Schattauer, Stuttgart New York, 2005  

Huberは命令幻聴も１級症状に数え入れた。 
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DSM-III(1980）1) 
”psychosis”概念の破棄 

–いまだ病因の確立されていない精神障害に対し
て「疾患（disease）」という用語を避けるため、「障
害（disorder）」という用語が統一して用いられた。 

– 「精神病」と「神経症」という二分法的な考え方は
ほぼ完全に破棄された。 

– 「精神病」という名詞は「精神病性（psychotic）」と
いう形容詞に限定された。その意味は「現実検討
の著しい障害」であり、精神病性障害は、広汎性
発達障害、一部の器質性精神障害、一部の感情
障害にもみられるとされた。 

1) American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 3rd ed. Washington DC, APA, 1980.   



DSM-III(1980) 
 統合失調症性障害の診断基準(要約） 

Ａ．以下のうち1項目以上： 

（１）奇異な妄想：被支配妄想、思考伝播、思考吹入、思考奪取など 

（２）被害妄想、嫉妬妄想以外の妄想 

（３）幻覚を伴う被害妄想、嫉妬妄想 

（４）患者の行動や考えを実況解説する幻声、話し合う形の幻声 

（５）気分に一致しない幻声 

（６）思考形式障害および以下の1項目以上： 

（ａ）感情鈍麻、平板な感情あるいは不適切な感情 

（ｂ）妄想または幻覚 

（ｃ）緊張病性あるいは著しく解体した行動 

Ｂ．機能低下 

Ｃ．持続期間：前駆期と残遺期を含み6ヶ月間。 

Ｄ．気分エピソードの除外 

Ｅ．発病年齢：45歳まで 

Ｆ．器質性精神障害と精神遅滞の除外 

 

特徴 

• Schneiderの１級症状（下線部）の採用：包含基準と除外基準による診断 

• 狭義のパラノイア性でない妄想であれば統合失調症状（DSM-IIIのパラノイアは被害
妄想、嫉妬妄想に限られていた） 

• 思考形式障害のみでは不十分：Bleulerの統合失調症概念を制限 

 



DSM-III-R(1987)1) 
 統合失調症性障害の診断基準(要約） 

A. 特徴的症状 

         次のうち２つ以上 

a) 妄想（類型を問わない） 

b) 幻覚（類型を問わない） 

c) 思考形式障害 

d) 緊張病性行動 

e) 感情の平板化あるいは不適切な感情 

あるいは次のうち１つ 

１．奇異な妄想：被支配妄想、思考伝播、思考吹入、思考奪取 

２．気分に一致しない幻聴、実況解説する幻聴、あるいは話し合う幻聴 

Ｂ．機能低下 

Ｃ．感情障害の除外 

Ｄ．6ヶ月以上の持続期間 

E. 器質的要因（たとえば物質使用）の除外 

 

変更点 

• 特徴的症状は１週間以上の持続が要件 

• 妄想性障害の概念拡大に伴う、幻覚妄想に関する基準の修正 

• 年齢要件の削除 

1) American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 3rd Ed, Revised. Washington DC, APA,1987 



DSM-III-R(1987)による妄想性障害の亜型分類と 
Kraepelinによるパラノイアの臨床類型 

Kraepelin, E(1915) 
パラノイア 

DSM-III-R 
妄想性障害 

被害妄想 被害型 

誇大妄想 誇大型 

心気妄想 身体型 

嫉妬妄想 嫉妬型 

色情的偏執症 色情型 

− 混合型 

− 特定不能型 

DSM-IIIでは、パラノイアは被害妄想と嫉妬妄想に限定されていた。 
DSM-III-Rでは、妄想性障害はさまざまな妄想のものを含む、Kraepelinのパラノイア
とほぼ同一の広い概念となった。 



DSM-IV(1994)１） 

 統合失調症の特徴的症状（要約） 

以下のうち２つ以上が、1ヶ月以上存在 
1) 妄想 

2) 幻覚 

3) 解体した会話 

4) 著しく解体した、または緊張病性の行動 

5) 陰性症状、すなわち感情の平板化、会話の貧困、または意欲喪失 

注：一つあればよい症状 
   奇異な妄想、患者の行動や思考に実況解説を加える幻声、話し合う複数の幻声 

 

変更点 

• 特徴的症状は１ヶ月以上 

• 「気分に一致しない幻聴」の削除→統合失調症の狭小化と気分障害の拡大 

• 解体症状に「解体した行動」を追加 

• 陰性症状に「会話の貧困(alogia)」、「意欲喪失(avolition)」を追加 

 

 
1. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 4th Ed, Washington DC, APA, 1994.  



DSM-IV-TRによる統合失調症および 
他の精神病性障害の診断図式 

特定不能の精神病性障害 

1カ月以内に完全寛解 

短期精神病性障害 

精神病症状が1カ月以上
持続 

統合失調症の基準Aを満
たす 

統合失調症様障害 

疾病の持続期間が6カ月以上
機能低下 

統合失調症 

奇異でない妄想のみ 

妄想性障害 

他の症状 

特定不能の 

精神病性障害 
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ICD-10 F2カテゴリーとICD-9，DSM-IV-TRとの対応 
ICD-9 ICD-10 DSM-IV-TR 

295精神分裂病 F20 統合失調症 統合失調症 

295.3 妄想型 F20.0 妄想型 295.30  妄想型 

295.1 破瓜型 F20.1 破瓜型 295.10  解体型 

295.2 緊張型 F20.2 緊張型 295.20  緊張型 

− F20.3 鑑別不能型 295.90  鑑別不能型 

− F20.4 統合失調症後抑うつ − 

295.6 残遺分裂病 F20.5 残遺［型］統合失調症 295.60  残遺型 

295.0 単純型 F20.6 単純型 − 

295.8 その他 F20.8 他の統合失調症 − 

295.9 詳細不明 F20.9 統合失調症，特定不能のもの − 

295.5 潜伏分裂病 F21 統合失調型障害 （301.22  統合失調型パーソナリティ障害） 

297 妄想状態 
297.1妄想症〈パラノイア 〉 
297.2パラフレニー  

F22 持続性妄想性障害 297.10  妄想性障害 

295.4 急性分裂病性挿話 F23 急性一過性精神病性障害 
298.8 短期精神病性障害 
295.40  統合失調症様障害 

297 妄想状態 
297.3感応精神病  

F24 感応性妄想性障害 297.3  共有精神病性障害（二人組精神病） 

     295.7 精神分裂病 
          分裂・情動型 

F25 統合失調感情障害 295.70 統合失調感情障害 

− F28 他の非器質性精神病性障害 − 

298.9 詳細不詳の精神病 F29 特定不能の非器質性精神病 298.9  特定不能の精神病性障害 

針間博彦ら :Ｆ２0-29 統合失調症、統合失調型障害および妄想性障害。ICD-10ガイドブック、中山書店(印刷中） 



ICD−10 (DCR)F20 統合失調症の包含基準(要約）と 
Schneiderの等級付け 

（１）以下のうち少なくとも１項 
a) 考想の被影響体験、考想化声 
b) 被支配・被影響・させられの妄想。妄想知覚 
c) 実況解説を加える幻声、話し合う形の幻声、身体から聞こえる

幻声 
d) 奇異な妄想 
 

（２）あるいは以下のうち少なくとも2項 
a) 他の幻覚(妄想を伴う、あるいは伴わない） 
b) 形式的思考障害  
c)  緊張病症状 
d)  陰性症状 
 

Schneiderの等級付け 
１級症状 
２級症状 
３級症状(表出症状） 



Schneiderの1級症状 vs. ICD-10、DSM-IV-TRにおいて統合失調症診断に1つあればよい症状 

Schneider, K ICD-10(DCR) DSM-IV-TR 

幻覚 

考想化声 （1）（a） 考想化声（思考反響） （考想伝播） 

言い合う形の幻声 （1）（c）患者について話し合う幻声 

 

２つ以上の声が互いに会話している幻
聴 

自身の行動とともに発言する幻声 
（1）（c）患者の行動に実況解説を加え

る幻聴 

その者の行動や思考を逐一説明する
幻聴 

− 
（1）（c）身体のある部分から聞こえる他

の型の幻声 
− 

妄想 

妄想知覚 （1）（b）妄想知覚 − 

− 
（1）（d）文化的に不適切かつまったく
ありえない他の種類の持続的妄想 

奇異な妄想 

自我障害 

考想奪取 （1）（a）考想奪取 考想奪取（奇異な妄想） 

考想吹入 （1）（a）考想吹入 考想吹入（奇異な妄想） 

考想伝播 （1）（a）考想伝播 考想伝播（奇異な妄想） 

身体的被影響体験 
（1）（b）身体あるいは手足の動きある

いは特定の思考・行為・感覚に明確に
関係付けられた被支配，被影響，させ

られの妄想 

被支配妄想（奇異な妄想） 

感情・欲動・意志の領域における他者
によるあらゆるさせられ体験・被影響体

験 

針間博彦ら :Ｆ２0-29 統合失調症、統合失調型障害および妄想性障害。ICD-10ガイドブック、中山書店(印刷中）  



ICD-10による統合失調症の下位分類 

F20 統合失調症 

G1を満たす 

妄想あるいは幻覚が顕著 

F20.0 妄想型 

感情の障害と解体が顕著 

F20.1 破瓜型 

緊張病性の行動が顕著 

F20.2 緊張型 

F20.1-3に分類不能 

F20.3鑑別不能型 

現時点ではG1を満たさない、う
つ病エピソードの基準を満たす 

F20.4統合失調症後抑うつ 

陰性症状が12ヶ月以上 

F20.5残遺統合失調症 

G1の症状がいかなる時期にもない 

行動上の変化、陰性症状、機能低下 

F20.6 単純型 

針間博彦ら :Ｆ２0-29 統合失調症、統合失調型障害および妄想性障害。ICD-10ガイドブック、中山書店(印刷中）  



F23 急性一過性精神病性障害の分類 

統合失調症状 

＋（過半の時期） −（わずかな時期） 

持続期間 1カ月未満 3カ月未満 

多形性 

＋ 
F23.1 統合失調症状を伴う 

急性多形性精神病性障害 

F23.0 統合失調症状を伴わない 

急性多形性精神病性障害 

− 
F23.2 急性統合失調症様精神病

性障害 

F23.3 妄想を主とする他の急性精神
病性障害 

 

F23.8 他の急性一過性精神病性障害 

針間博彦ら :Ｆ２0-29 統合失調症、統合失調型障害および妄想性障害。ICD-10ガイドブック、中山書店(印刷中）  



精神病症状の持続期間からみたICD-10とDSM-IV-TRの比較 

持続期間                              1カ月              3カ月         6カ月 

ICD-10 F23.1、Ｆ２３.２  
=統合失調症状が1カ月未満 

F20 統合失調症 
=統合失調症状が1カ月以上 

F23.0，F23.3 
＝統合失調症状を伴わない精神病症状が3カ月未満 

F22 持続性妄想性障害 
=妄想が3カ月以上 

F28 他の非器質性精神病性障害 
=幻覚が3カ月以上 

DSM-IV-
TR 

298.8 短期精神病性障害 
=精神病症状が1カ月未満で寛
解 
 
298.9 特定不能の精神病性障
害 
=精神病症状が1カ月未満で未
寛解 

295.40 統合失調症様障害 
=特徴的症状が1カ月以上 
（治療が成功した場合はより短い） 
かつ 
前駆期・残遺期を含む疾病期間が6
カ月未満 

統合失調症 
=特徴的症状が1カ月以上 
（治療が成功した場合はより短い） 
かつ 
前駆期・残遺期を含む疾病期間が6
カ月以上 
 

奇異でない妄想が1カ月以上→297.1 妄想性障害 

幻覚が１ヶ月以上→298.9 特定不能の精神病性障害 
 

F23.0=統合失調症状を伴わない急性多形性精神病性障害 
F23.1=統合失調症状を伴う急性多形性精神病性障害 
 
 

F23.2=急性統合失調症様精神病性障害 
F23.3=妄想を主とする他の急性精神病性障害 

針間博彦ら :Ｆ２0-29 統合失調症、統合失調型障害および妄想性障害。ICD-10ガイドブック、中山書店(印刷中） 



ICD-10（DCR）による統合失調感情障害 

統合失調症状（2週間以上） 

躁病症状（1週間以上）， 
うつ病症状（2週間以上）， 
あるいは混合性症状（2週間以上） 

 
F25.x0 統合失調症状は感情症状と同時にのみ出現する(DSM-IV-TRでは気分
障害と診断される） 
F25.x1 統合失調症状は感情症状の持続期間を超えて持続する 

F25.x0 F25.x1 

針間博彦ら :Ｆ２0-29 統合失調症、統合失調型障害および妄想性障害。ICD-10ガイドブック、中山書店(印刷中）  

F25.x1 F25.x0 



DSM-IV-TRによる統合失調感情障害 

疾病期間（duration of illness） 

気分のエピソード：1カ月以上かつ疾病期間の相当な部分（10%以上） 

活動期 
 (統合失調症の特徴的症状) 

残遺期 

妄想や幻覚：気分のエピソードのない時期にも2週間以上存在 

針間博彦ら :Ｆ２0-29 統合失調症、統合失調型障害および妄想性障害。ICD-10ガイドブック、中山書店(印刷中）  



目次 
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DSM-IV-RとDSM-５ドラフトの対応関係 
DSM-IV-R 統合失調症および他の精神病性障害 DSM-５ドラフト 統合失調症スペクトラムおよび他の

精神病性障害 

統合失調症 B00 統合失調症 

(統合失調型パーソナリティ障害)1) B01 統合失調型パーソナリティ障害 

統合失調症様障害 B02 統合失調症様障害 

短期精神病性障害 B03 短期精神病性障害 

妄想性障害 B04 妄想性障害 

統合失調感情障害 B05 統合失調感情障害 

共有精神病性障害(二人組精神病） − 

− B06 弱い精神病症状症候群 

物質誘発性精神病性障害 B07-14 物質誘発性精神病性障害 

一般身体疾患による精神病性障害 B15 明らかな一般身体疾患に伴う精神病性障害 

(一般身体疾患による緊張病性障害)2) 

 
B16 明らかな一般身体疾患に伴う緊張病性障害 

他の項目に特定されない精神病性障害3) 

 
B07 特定される他の精神病性障害 

B18 特定されない精神病性障害 

− B19 特定されない緊張病性障害 

1)パーソナリティ障害のカテゴリーに含まれる 
2)一般身体疾患による精神疾患のカテゴリーに含まれる 
3)日本語版では「特定不能の精神病性障害」と呼ばれる 

American Psychiatric Association: Schizophrenia Spectrum and Other Psychotic Disorders. http://www.dsm5.org 
針間博彦：統合失調症スペクトラムおよび他の精神病性障害。臨床精神医学41(5):543-553,2012  

http://www.dsm5.org
http://www.dsm5.org


DSMにおける統合失調症関連の分類の変遷 DSM-I(1952) 
統合失調症性反応 
妄想反応 

DSM-II(1968) 
統合失調症 
妄想状態 

DSM-III(1980) 
統合失調症性障害 
妄想性障害 
他に分類されない精神病性障害 

DSM-III-R(1987) 
統合失調症性障害 
妄想性障害 
他に分類されない精神病性障害 

DSM-IV(1994) 

統合失調症および他の精神
病性障害 
 

DSM-5(2013?) 

統合失調症スペクトラムおよ
び他の精神病性障害 

統合失調症性反応 統合失調症 統合失調症性障害 統合失調症 統合失調症 統合失調症 

 破瓜型  破瓜型  解体型  解体型  解体型 

 緊張型  緊張型  緊張型  緊張型  緊張型 

 妄想型  妄想型  妄想型  妄想型  妄想型 

 他の（鑑別不能)型  鑑別不能型  鑑別不能型  鑑別不能型 

 残遺型  残遺型  残遺型  残遺型  残遺型 

 単純型  単純型   

 小児期型  小児期型 

 急性鑑別不能型 
 急性統合失調エピ
ソード 

統合失調症様障害 統合失調症様障害 統合失調症様障害 統合失調症様障害 

短期精神病性障害 短期精神病性障害 短期精神病性障害 短期精神病性障害 

 慢性鑑別不能型 
 慢性鑑別不能型 

（統合失調型パーソナリティ障害） （統合失調型パーソナリティ障害） 
（統合失調型パーソナリティ障
害） 

統合失調型パーソナリティ障
害  潜伏型 

 統合失調感情型  統合失調感情型 統合失調感情障害 統合失調感情障害 統合失調感情障害 統合失調感情障害 

妄想反応 妄想状態 妄想性障害 妄想性障害 妄想性障害 妄想性障害 

 パラノイア  パラノイア  パラノイア 

 急性妄想性障害 

 妄想状態  退行期妄想状態 
 非定型妄想性障害 

 他の妄想状態 

 共有妄想性障害 感応精神病性障害 共有精神病性障害 

物質誘発性精神病性障害 物質誘発性精神病性障害 

一般身体疾患による精神病
性障害 

明らかな一般身体疾患に伴
う精神病性障害 

明らかな一般身体疾患に伴
う緊張病性障害 

特定されない緊張病性障害 

他の精神病 非定型精神病 他の項目に特定されない精神病
性障害（非定型精神病） 

他の項目に特定されない精神
病性障害 

他の項目に特定されない精
神病性障害 



DSMにおけるPsychosis/psychoticの定義の変遷 

DSM-I 
(1952) 

psychosis 
psychotic 

DSM-II 
(1968) 

psychosis 
psychotic 

DSM-III 
(1980) 

 
psychotic 

DSM-III-R 
(1987)  

 
psychotic 

DSM-IV 
(1994) 

 
psychotic 

DSM-5 
(2013?) 

Psychosis 
psychotic 

定義 記載なし 生活の通常の
要求を満たす
能力に著しい
支障を来すほ
ど精神機能が
障害されてい
る 

現実検討の著
しい障害 

現実検討の著
しい障害と新た
な現実の創出 
 
 

記載なし 記載なし 

症状 記載なし 
 

• 妄想 
• 幻覚 
• 気分の変化 

• 知覚、言語、
記憶の障害 
 

• 妄想 
• 幻覚 
• 滅裂な会話 
• 解体した行動 

 

• 妄想 
• 幻覚 
• 滅裂な会話 
• 解体した行動 

 

• 妄想 
• 幻覚 
• 解体した会話 
• 解体した行動 

• 緊張病性行
動 

• 現実歪曲(妄
想、幻覚） 

• 重度の解体
(解体した会
話） 

 

特徴 機能障害の程
度に基づく広
義 

現実検討の障
害に基づく狭
義 
“psychosis”の
放棄 

同左 症状を示す記
述用語 

新たな意味で
の“psychosis”
の復活 



DSMにおける統合失調症の特徴的症状 

DSM-III-R DSM-IV-TR DSM-5 
症状の次元 

現実歪曲 

reality distortion 

(1)妄想 (1)妄想 (1)妄想 

(2)幻覚 (2)幻覚 (2)幻覚 

解体 
disorganization 

(3)滅裂、連合弛緩 (3)解体した会話 (3)解体した会話 

(4) 緊張病性行動 

(4)著しく解体した 
または 

緊張病性行動 

(4)緊張病症状など、著

しく異常な精神運動性
行動 

陰性 
negative 

(5)平板な感情、不適切な感情 
(5)平板な感情、会話
の貧困、意欲低下 

(5) 制限された感情、意
欲低下/社会性低下 

※一つあれば良いも
の 

奇異な妄想 

解説する幻声 

話し合う幻声 

奇異な妄想 

解説する幻声 

話し合う幻声 

DSM-5の変更点 
• 「解体した行動」の削除 
• 陰性症状の表現変更 
• (1)(2)(3)のうちいづれが必須（(1)から(5)までのうち２項目が必要な点は不変） 
• 「一つあればよい症状(奇異な妄想、１級症状）」の削除 



DSM-5：精神病性障害の重症度評価(統合失調症の亜型分類は廃止） 
幻覚 妄想 解体 異常精神運動

行動 
情動表出の制
限 

意欲低下 認知機能障害 抑うつ 躁 

0 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし 

1 はっきり
しない 

精神病症状と
考えられるほ
ど重症度や持
続時間が十分
でない 

精神病症状と
考えられるほ
ど重症度や持
続時間が十分
でない 
 
 

解体と考えら
れるほど重症
度や持続時間
が十分でない 

異常精神運動
行動と考えら
れるほど重症
度や持続時間
が十分でない 

表情変化、話
し方、身振りの
減少がはっき
りしない 

自発的行動の
低下がはっき
りしない 

認知機能は年
齢や社会経済
的地位から期
待される範囲
を超えない、す
なわち平均値
の１SD以内 

多少の抑うつ
気分があるが、
基準を満たす
ほど症状、重
症度や持続時
間が十分でな
い 

多少誇大的な
いし刺激的だ
が、基準を満
たすほど症状、
重症度や持続
時間が十分で
ない 

2 あり 
軽度 

幻声に基づい
て行動するよう
強いられること
がほどんどなく、
幻声にさほど
困っていない 

妄想は奇異で
なく、妄想的思
い込みに基づ
いて行動する
よう強いられる
ことがほどんど
なく、思い込み
にさほど困って
いない 

会話を理解す
ることが多少
困難、および
／または時折
の奇異な行動 

時折の異常運
動行動 

表情変化、話
し方、身振りが
軽度に減少 

自発的行動の
軽度の減少 

認知機能は年
齢と社会経済
的地位から期
待される範囲
よりもやや低
下、すなわち
平均値の１か
ら２SDの間 

大うつ病の基
準を満たし、症
状数、持続期
間および重症
度は最小 

躁病の基準を
満たし、症状
数、持続期間
および重症度
は最小 
 

3 あり 
中等度 

幻声に応じる
よう強いられる
ことが多少あり、
幻声に多少
困っている 
 

妄想的思い込
みに基づいて
行動するよう
強いられること
が多少あり、
思い込みに多
少困っている 

会話を理解す
ることが頻繁
に困難、およ
び／または頻
繁な奇異な行
動 
 

頻繁な異常運
動行動 

表情変化、話
し方、身振りが
中等度に減少 

自発的行動の
中程度の減少 

認知機能は年
齢と社会経済
的地位から期
待される範囲
よりも明らかに
低下、すなわ
ち平均値の2
から3SDの間 

大うつ病の基
準を満たし、症
状数、持続期
間および重症
度は最小をや
や超える 
 

躁病の基準を
満たし、症状
数、持続期間
および重症度
は最小をやや
超える 
 

4 あり 
重度 

幻声に応じる
よう強いられる
ことが著しくあ
り、幻声に非
常に困ってい
る 
 

妄想的思い込
みに基づいて
行動するよう
強いられること
が著しくあり、
思い込みに非
常に困ってい
る 

会話を理解す
ることがほとん
ど不可能、お
よび／または
行動がほとん
どいつも奇異 
 

異常運動行動
がほとんどい
つも存在 

表情変化、話
し方、身振りが
重度に減少 

自発的行動の
重度の減少 

認知機能は年
齢と社会経済
的地位から期
待される範囲
よりも明らかに
低下、すなわ
ち平均値の
3SDを超える 

大うつ病の基
準を満たし、症
状数、持続期
間および重症
度は最小を多
く超える 
 

躁病の基準を
満たし、症状
数、持続期間
および重症度
は最小を多く
超える 
 

American Psychiatric Association: Schizophrenia Spectrum and Other Psychotic Disorders. http://www.dsm5.org  
針間博彦：統合失調症スペクトラムおよび他の精神病性障害。臨床精神医学41(5):543-553,2012   



DSM-5：統合失調感情障害 
DSM-IV-R DSM-５ 

A. 中断のない疾病持続期間中に、統合
失調症の基準Aを満たす症状と同時に存

在する大うつ病エピソード、躁病エピソー
ドあるいは混合エピソードが存在する時
期が存在する。 

注：大うつ病エピソードには抑うつ気分が
含まれていること 

変更なし 

B. 疾病の生涯持続期間中に、妄想や幻

覚が著明な気分症状なしに２週間以上存
在する。 

B. 疾病の生涯持続期間中に、妄想や幻
覚が大気分エピソード(うつ病あるいは躁
病）なしに２週間以上存在する。 

C. 気分エピソードが疾病の活動期およ

び残遺期からなる全持続期間の相当な
部分に存在する。 

C. 大気分エピソードが疾病の全持続期
間の過半(>50%)に存在する(注：治療に

よって軽快した気分症状の期間は累積
期間に数え入れる) 

D. その障害は物質（たとえば乱用薬物

や処方薬物）や身体疾患の直接的な生
理的影響によるものではない。 

変更なし 

下線部は変更部分 
American Psychiatric Association: Schizophrenia Spectrum and Other Psychotic Disorders. http://www.dsm5.org  

針間博彦：統合失調症スペクトラムおよび他の精神病性障害。臨床精神医学41(5):543-553,2012   



目次 

1. Schneiderによる統合失調症診断 

2. DSM-IIIからDSM-IV-TRまでの統合失調症と
関連障害の診断 

3. ICD-10とDSM-IV-TRの異同 

4. DSM-5の動向 

5. 前駆期/ARMS診断の動向 

 



統合失調症など精神病性障害の前駆期 

疾病の始まり 
 (onset of illness) 

非特異的症状 

精神病状態の発現  
(onset of psychosis） 

明らかな精神病症状 

初回エピソード 
精神病 

前駆期 

前駆期とは精神病状態が発現した例での事後認定：後方視的retrospectiveな概念 
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統合失調症の前駆期によくみられる症状 
(Yung et al,2010) 

• 集中力・注意力の低下 

• 意欲低下、モチベーション（動因）の低下 

• 抑うつ 

• 睡眠障害 

• 不安 

• 人付き合いからの退避 

• 役割機能の低下 

• 易刺激性 

 

1. いずれも非特異的な症状：気分障害、不安障害などさまざまな診断
が下され得る 

2. すでに機能低下が生じている 
 

38 
Yung AR, et al. At-risk mental state and prediction.In: Jackson, et al: The Recognition and Management of Early Psychosis- A 
Preventive Approach. Cambridge University Press, 2009,83-106(針間博彦ら訳：ARMSと予測。水野雅文ら監訳：早期精神

病の診断と治療. 医学書院, 東京, 2010,pp80-102)   



超ハイリスク(ultra high risk; UHR)群とは 

• 精神病状態psychosis (統合失調症とは限らない）発現に対
する前方視的prospectiveな概念 

 

• 素因要因(ハイリスク）と状態要因(弱いあるいは短期の精神
病症状）など複数のリスク要因の組み合わせ 

 

• 後に精神病性障害ないし統合失調症の基準を満たすように
なるとは限らない 

 

• 精神病状態の閾値を、精神病症状の強度、頻度、持続期間、
直近度などから定義 
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超ハイリスク群の基準 

• 豪州・PACE外来：CAARMS: Comprehensive Assessment of 

At Risk Mental States(リスク精神状態包括評価)１） 

• 米国・PRIME外来：SIPS: Structured Interview for 

Psychosis-risk Syndrome(精神病リスク症候群構造化面接) 2） 

• ドイツ：精神的危機の早期発見と治療センター(FETZ）の基準3） 

• 米国・APA：DSM-5草案：精神病リスク症候群psychosis risk 

syndrome、改め、弱い精神病症状症候群attenuated 

psychotic symptoms syndrome 
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1) Yung A, Phillip L, McGorry PD：Treating Schizophrenia in the Prodromal Phase. London; Taylor & Francis, 2004  
2) McGlashan TH, Walsh BC, Woods SW. The Psychosis-Risk Syndrome. Handbook for Diagnosis and Follow-up. Oxford 

University Press,2010 
3) Ruhrmann S, Schultze-Lutter F, et al. Early detection and intervention in the initial prodromal phase of schizophrenia. 
Pharmacopsychiatry 36 Suppl 3: S162-7. 2003 
 



CAARMS1) 

リスク精神状態(ARMS)の包含基準 

1. 第１群：脆弱性vulnerability 
第１度親族に精神病性障害の家族歴あるいは患者に統合失調型パーソナリティ障
害、および過去1年間に機能低下 

 

2. 第２群：弱い精神病症状attenuated psychosis 
過去1年間に、(1)閾値下の強度（「弱い精神病症状」）あるいは(2)閾値下の頻度、
および機能低下 

 

3. 第３群：短期間欠性限定精神病症状(BLIPS) 
   過去1年間に、明らかな精神病症状のエピソードが一週間未満存在し、症状は毎

回自然寛解する、および機能低下 

 

過去に精神病状態の閾値を満たしたことのある場合は除外 

 

 41 1) Yung A, Phillip L, McGorry PD：Treating Schizophrenia in the Prodromal Phase. London; Taylor & Francis, 2004   



弱い精神病症状（CAARMS1) とSIPS2) より） 

精神病症状の次元 弱い精神病症状 

妄想 

• 困惑 
• 関係念慮 
• 変わった思い込み、魔術的思考 
• 猜疑心あるいはパラノイド観念（被害・注察念慮） 

幻覚 

普通でない知覚体験 
• 知覚変容 
• 錯覚 
• 離人症/現実感喪失 
• 要素幻聴 
• 偽幻覚 

まとまりのない会話 
変わった会話 
• 迂遠、脱線、接線性など 

42 
１）Yung A, Phillip L, McGorry PD：Treating Schizophrenia in the Prodromal Phase. London; Taylor & Francis, 2004  
２） McGlashan TH, Walsh BC, Woods SW. The Psychosis-Risk Syndrome. Handbook for Diagnosis and Follow-up. Oxford University 
Press,2010  



統合失調型(パーソナリティ）障害とCAARMS、SIPSの項目の対応関係 

ICD-10(DCR)： 
統合失調型障害 

DSM-IV-TR： 
統合失調型パーソナリティ障害 

DSM-III，DSM-III-R 
統合失調症性障害の 
前駆あるいは残遺症状 

CAARMS SIPS 

(1）不適切な、あるいは狭小化した
感情 

(6)不適切な、あるいは狭小化した
感情 

(５）感情鈍麻、平板な感情、不適
切な感情 

3.2 観察される感情鈍麻 
3.3 観察される不適切な感情 

N.3 情動の表出 
 

(2)変わった、奇矯な、あるいは奇
抜な行動あるいは外見 

(7)変わった、奇矯な、あるいは奇
抜な行動あるいは外見 

(3)著しく奇抜な行動 
5.3まとまりのない/変わった/スティ
グマを与える行動 

D.1  変わった行動あるいは外見 

(3)他者とのラポールが不良である
こと、および社交からの退避傾向 

(8)第一度親族以外に親しい友人
や信頼できる人がいない  

(1)社交からの孤立あるいは退避 5.1 社交からの孤立 N.1 社交アンヘドニア 

(4) 変わった思い込みあるいは魔
術的思考 

(1)関係念慮 
(2)変わった思い込みあるいは魔
術的思考  

（7）変わった思い込み、魔術的思
考、優格観念、関係念慮 

1.1 普通でない思考内容：(尺度３
−５） 

困惑、関係念慮、独自で高度に非
蓋然的だが疑念を伴う思考 

P.1 普通でない思考内容/妄想観
念：(尺度３−５） 
疑念を伴う心的出来事/被害的で
ない関係念慮/心のトリック/魔術
的思考 

(5)猜疑心あるいはパラノイド観念 

(5)猜疑心あるいはパラノイド観念 
(9) パラノイド性の恐怖心を伴う傾
向がある過度の社交不安 

 
− 

1.2 奇異でない観念：(尺度３−５） 

変わった思い込み、特異な確信、
独自で高度に非蓋然的だが疑念
を伴う思考  

P.2 猜疑心/被害観念：(尺度３−５） 
疑念を伴う被害・注察念慮  

(6)反芻 − − − 
− 

 

(7) 普通でない知覚体験 
錯覚、離人症、現実感喪失など 

（３）身体的錯覚を含む普通でない
知覚体験 

（8）異常な知覚体験 
1.3 知覚異常:(尺度３−4） 
強い知覚変容や錯覚、離人症/現
実感喪失、要素幻聴  

P.4 知覚異常/幻覚：(尺度３−５） 
錯覚、持続的知覚変容、偽幻覚  
 

(8)曖昧な、迂遠な、隠喩的な、凝
りすぎた、常同的な思考 

(4)変わった思考と会話 

曖昧な、迂遠な、隠喩的な、凝り
すぎた、常同的 

(６）曖昧な、凝りすぎた、迂遠な、
隠喩的な会話 

1.4 まとまりのない会話：(尺度4−
５） 

会話の迂遠さ、接線性、まとまりの
なさ 

P.5 まとまりのないコミュニケーショ
ン：(尺度３−５） 

脱線する、凝りすぎた、迂遠な、接
線的な会話 

(9)一過性精神病様エピソード − − 
BLIPS(短期限定間欠性精神病症
状) 

BIPS(短期間欠性精神病症候群) 

針間博彦(2010)：統合失調症前駆期/精神病リスク症候群の症候学、精神科、17(3)、pp215-224 赤字の項目は「弱い精神病症状」 



早期初回前駆症状態(EIPS）と後期初回前駆症状態(LIPS）(FETZ) 

初回前駆状態 
(Initial 

prodromal 
state) 

基準 

早期(EIPS) 次の基底症状のうち１つ以上が過去１年以内に出現し、過去３ヶ月間に週に数回生じて
いる。思考干渉、思考保続、思考促迫、思考途絶、(聞いたあるいは話された）受容言

語の障害、観念と知覚・空想と真の記憶の分別能力の低下、不安定な関係念慮、現
実感喪失、視覚的知覚障害、聴覚的知覚障害 

および/あるいは 
GAF得点(DSM-IV)が30点以上低下(過去１年以内）および次のリスク因子のうち１つ以上。

第１度親族に統合失調症あるいは統合失調症スペクトラム障害の生涯診断および/
あるいは周産期合併症がある 

および 
弱いあるいは一過性の精神病症状が存在しない 

後期(LIPS) 次の弱い陽性症状(APS)のうち１つ以上が過去3カ月以内に存在し、1週間以上の間、週

に数回生じる。変わった確信あるいは魔術的思考、普通でない知覚体験、変わった
考えおよび会話、猜疑心あるいはパラノイド観念 

および/あるいは 
短期限定間欠性精神病症状(BLIPS)。これは次の明らかな精神病症状のうち１つ以上が1

週未満の間生じ(各エピソードの間隔は1週以上)、自然に寛解する。幻覚、妄想、形
式的思考障害、著しく解体したあるいは緊張病性の行動 

44 
Yung AR, et al. At-risk mental state and prediction.In: Jackson, et al: The Recognition and Management of Early Psychosis- A Preventive Approach. 

Cambridge University Press, 2009,83-106(針間博彦ら訳：ARMSと予測。水野雅文ら監訳：早期精神病の診断と治療. 医学書院, 東京, 2010,pp80-102)  



初期統合失調症(中安）１） 

後遺期 

感情鈍麻 
意欲減退 
思考弛緩 

幻声 
妄想知覚/被害妄想 
自我障害 
緊張病症候群 

自生体験 
気付き亢進 
緊迫困惑気分/ 
対他緊張とその 
関連症状 
即時的認知の障害 

③後遺(期)症状 ②極期症状 ①初期症状 

顕
在
発
症 

① 

② 

初 期 極 期 

③ 

中安は旧来統合失調症の「前駆期」と呼ばれる顕在発症以前の時期は、すでに発病し
ていること、また特異的な症状が見いだされたことから、これを「初期」と呼び直した 

45 １）中安信夫編：統合失調症とその関連病態 ベッドサイド・プラクティス. 星和書店、2012 



 初期統合失調症症状 

 

№１ 自生思考＊○※ 

№２ 自生視覚表象  

№３ 自生記憶想起＊ 

№４ 自生内言ないし考想化声 

№５ 自生空想表象＊ 

№６ 聴覚性気付き亢進＊○ 

№７ 視覚性気付き亢進○ 

№８ 固有感覚性気付き亢進 

№９ 漠とした被注察感ないし実体的意 

       識性＊ 

№10 緊迫困惑気分/対他緊張＊ 

№11 聴覚の強度増大ないし質的変容○※ 

№12 要素幻聴※ 

№13 呼名幻声 

№14自生音楽表象（音楽性幻聴）＊ 

№15 視覚の強度増大ないし質的変容○※ 

 

 

№16  要素幻視○※ 

№17  非実在と判断される複雑幻視ないし会 

          話幻聴 

№18  味覚・嗅覚の変化 

№19  皮膚異常感覚○ 

№20  身体動揺・浮遊感 

№21  体感異常○ 

№22  二重心ないし二重身 

№23  体外離脱体験 

№24  離人症 

№25  現実感喪失○※ 

№26  即時理解ないし即時判断の障害＊○※ 

№27  即時記憶の障害＊○ 

№28  心的空白体験 

№29  アンヘドニア 

№30  面前他者に関する注察・被害念慮＊○※ 
 

 
№1-10は特異的四主徴に含まれる10種の症状 ＊は高頻度初期統合失調症症状 
○は基底症状(SPI-A)の項目と合致するもの          ※は予測的基底症状と合致するもの  
 

46 
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予測的基底症状と初期統合失調症症状の対応関係と定義 

予測的基底症状 初期統合失調症症状 

思考干渉：現在の考えと無関係のまったく些細な考えが侵入
し、患者が現在考えていることに支障を来たす。こうした考え
は情動的に中立であり、患者にとって特に意味がなく、その時
の話題や感情状態と関連がない。 

自生思考：とりとめもない種々の雑念が連続的に勝手に浮か
んでくる、あるいは考えが勝手に次々と延長・分岐して発展す
ると体験されるもので、何らかの葛藤状況にある人が特定の
観念に関して堂々めぐりのごとく思い悩むのとは異なる。患者
は浮かんでくる考えの内容を答えられることもあり、また答えら
れないこともある。この体験は自然に生じてくる場合のほかに、
たとえば何かを見た際に、それが刺激になって生じる場合もあ
る。これらが常態化した場合には、本来の自分とは異なる「もう
１人の自分」を感知することになる。 

思考保続：とくに感情的意味のない日常の些事、過去の出来
事、会話などの強迫様再現。これは患者の注意を占めて心の
中に固定され、終わらせることが困難であり、作業や睡眠を妨
げる。 

− 

思考促迫：共通の話題を持たない多くのとりとめのない、さま
ざまな、全く無関係の考えあるいは考えの断片が、次々と心に
浮かんでは消え、患者はそれらを抑えることも導くこともできな
い。 

自生思考(上記） 

思考途絶：思考の主観的な途絶であり、思考の突然の空白、
思考の中断、思考の消失(抜け落ち)、思路を失うことなどとし
ても体験される。 
 

− 

受容言語の障害：読んだ(視覚性)あるいは聞いた(聴覚性)日

常的言語の即時理解の障害。読んでいる、あるいは聞いてい
るとき、患者は単語、単語の続き、文章を理解しその意味を認
識することができない。 

即時理解ないし即時判断の障害：常日頃は即座に理解できて
いた他人の会話が知らない外国語を聞くようにわからなくなっ
たり、簡単な文章すらも十分な時間をかけなければ理解でき
なくなったり、あるいはそれまで自明のことであったこと（たとえ
ば、形や色の違いなど）がわからなくなったりするという体験で
ある。 

針間博彦(2011)：統合失調症の初期症状。精神医学キーワード事典、中山書店、pp193−197 



予測的基底症状 初期統合失調症症状 

観念と知覚、空想と真の記憶の分別能力の低下：内的ー精神
的な日常的出来事と外的ー知覚された日常的出来事の弁別
が困難である。健忘や解離による記憶の欠損は存在しない。 

− 

不安定な関係念慮：おぼろげな主観的自己関係付け感であり、
認知によって直ちに訂正される。他者によるある出来事、発言、
動作が自分に関係があるように漠然と感じるが、同時にそれ
はあり得ない、少なくとも蓋然性に乏しいことが分かっている。
関係念慮ないし妄想以外の点では、推論や説明探求といった
知的過程に障害はなく、現実検討は完全に保たれている。 

面前他者に関する注察・被害念慮：周囲に人のいる場所にお
いて、人から見られている、あるいは人々が自分のことを悪く
言っていると感じられるものであるが、被害妄想とは異なって
その確信度は半信半疑であり、またその場では強く確信され
たとしても、場を離れるとそれが否定されるというように（‘今信
次否’）、その場かぎりのものである。 

現実感喪失：周囲との感情的結び付きの変化であり、(1)疎

遠・疎隔化によって環界が非現実的な、変化した、あるいは変
わったものに見える、あるいは(2)感情的結び付きが亢進し、し
ばしば肯定的ないし多幸的感情を伴う。 

現実感喪失：周囲の人物や事物、あるいは自己身体が現実も
のとは思えないという体験である。これが強烈であると、自分
だけ異次元の世界にいるように感じられることもある(異次元
体験）。 

視覚的知覚障害：管状視などの部分視、光視症、近方視およ
び遠方視、微小視、巨大視、変形視、色彩知覚の変化、他者
の顔および身体の知覚の変化、患者自身の顔の知覚の変化、
視覚刺激の偽運動、二重視、傾斜視、距離あるいは大きさの
推定の障害、直線/輪郭の知覚の障害、視覚刺激の維持 

要素幻視：外部客観空間に定位される幻視のうち、その内容
が単純な点や線、あるいは影や幾何学的模様であるもの 

視覚の強度増大ないし質的変容：明瞭視、鮮明視、変形視、
二重視、動揺視、微小・遠方視、巨大・近方視、変色視など 

聴覚的知覚障害：要素幻聴、聴覚刺激の強度ないし質の変化、
聴覚刺激の維持 

要素幻聴：非言語性の単純な音の幻聴。叫び声、唸り声など
の単音性の人声も含む 

聴覚の強度増大ないし質的変容：以前よりも音が大きく聞こえ
るようになること、音質の変容、音の分離感の変容、音源の定
位の障害など 

針間博彦(2011)：統合失調症の初期症状。精神医学キーワード事典、中山書店、pp193−197 

予測的基底症状と初期統合失調症症状の対応関係と定義(続き） 



精神病状態発現モデル 

疾病の始まり（発病）
(onset of illness) 

（非特異的症状） 基底症状/ 
初期統合失調症症状 
 

弱い精神病症状 BLIPS/BIPS 

精神病状態の発現(顕在発症） 
(onset of psychosis） 

明らかな精神病症状 

初回エピソード精神病
(極期） 

LIPS EIPS 

前駆期 
（初期） 

 
ARMS:リスク精神状態 
EIPS：早期初回前駆状態 
LIPS：後期初回前駆状態 
 
 

 
BLIPS：短期限定間欠性精神病症状群(CAARMS) 
BIPS:短期間欠性精神病症候群(SIPS) 
 

精神病リスク症候群/ARMS 
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DSM-5ドラフト：弱い精神病症状症候群(精神病リスク症候群）の診断基準 

• 以下の６つのすべて： 

a) 特徴的症状：以下のうち少なくとも１つが、現実検討が保たれた弱い形で、
無視されないほど十分な重症度および/または頻度で存在する。 

i. 妄想 

ii. 幻覚 

iii. 解体した会話 

b) 頻度/直近度：基準Aを満たす症状が最近1ヶ月に平均週1回以上の頻度
で存在する。 

c) 進行性：基準Aを満たす症状が最近1年間に始まった、あるいは増悪した。 

d) 苦悩/能力低下/治療希求：基準Aを満たす症状が、患者および/または他
者が援助を求めるほど十分な苦悩および/または能力低下をもたらす 

e) 基準Aを満たす症状は、物質関連障害などDSM-5による他のいかなる
診断によってもより十分な説明ができない 

f) これまでにDSM-5によるいかなる精神病性障害の臨床基準も満たしたこ
とがない 

 

 

 American Psychiatric Association: Schizophrenia Spectrum and Other Psychotic Disorders. http://www.dsm5.org  
針間博彦：統合失調症スペクトラムおよび他の精神病性障害。臨床精神医学41(5):543-553,2012   



「精神病リスク症候群をDSM-5に含めるべきか」 
Alison R. Yung et al. Schizophrenia Research 120 (2010) 7–15 

 

• 弱い精神病症状は精神病性障害だけでなく、正常者、非精神病性障害
にもみられる異質heterogeneousなものである。 

• DSMに含めると、「種(“natural kind”)」であるかのように思われてしまう。 

• 他の診断（うつ病など）は同じ疾患過程による症状かもしれず、除外すべ
きでない。 

• われわれが”at risk mental state(リスク精神状態）”と呼ぶのは、精神病性
障害の発症が不可避でないからだ。 

• 正式診断にすると、スティグマと差別、概念拡大、抗精神病薬使用の承
認など、「予期せぬ負の結果」を招くおそれがある。 

• したがって、DSMに含めるのは時期尚早である。 

 

 



おわりに 

• Schneiderを出発点とした統合失調症関連の診断基準の変
遷を概観した。 

• DSM-IIIから５までには、診断の大枠を統合失調症から精神

病性障害へとシフトする傾向が認められる。すなわち、「統合
失調症と何か」を規定することから、症状レベルで規定され
た精神病概念に留める方向に向かっている。 

• 統合失調症/精神病性障害の前駆期診断にDSMの手法を用
いることには、さまざまな弊害が危惧されている。 

• いかなる診断基準を用いるにせよ、臨床診断においては、
Schneiderが強調した鑑別類型学の限界を常に意識しておく
必要がある。 


