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は じ め に

1992年に世界保健機構（WHO）によって作成

された ICD-10・第5章「精神及び行動の障害」

の「臨床記述と診断ガイドライン」は，翌年融ら

の監訳によって出版され ，わが国での使用が始

まった．したがって，現在までに15年以上の臨

床経験が得られたことになる．これらの使用経験

を基に問題点を提示し，来る ICD-11に向けての

課題を明らかにすることが，本シンポジウムの目

的である．著者の担当はF4，つまり，「神経症性

障害，ストレス関連障害および身体表現性障害」

である．本稿では，まずF4の概観およびその成

り立ちを示してから，ICD-10の問題点について

これまでの知見に著者の若干の臨床経験を加えて

示していきたい．尚，問題点については総論と各

論に分け具体的に述べる．

またご承知のように，WHOは 2015年の

ICD-11への改訂をめざすにあたり，まず分類に

関する科学，臨床，そして公衆衛生面でのエビデ

ンスの体系的なレビューと専門家からの提案を収

集することとした．この情報を得るためWHO

は，インターネットのサイト（http://extranet.

who.int/icdrevison）を活用するという新たな方

法を用いた．このサイトは2007年4月から全ユ

ーザーに解放され，それから約2年間にわたって

コメントが集積される予定である．そこで本稿で

は，これまでに集まっている精神疾患関連

（ICD-10ではFコード，第5章“Chapter V”

とも呼ばれる）のコメントのうち，F4カテゴリ

ーに関するものについても紹介したい．

ICD-10の F4カテゴリーについて

表1および表2に ICD-10のF4カテゴリーと

それに対応する ICD-9およびDSM-Ⅳの疾患に

ついて示した．これらを見ると明らかなように，

F4カテゴリーは ICD-9の神経症の大部分（抑う

つ神経症は気分障害に含まれる）に急性ストレス

反応と不適応反応を加えたものとなっている．ち

なみにDSM-Ⅳで考えてみると，F4カテゴリー

は不安障害，身体表現性障害，解離性障害，適応

障害の4つの大分類を包括した概念となる．した

がって，一般的に ICD-10はDSM-ⅢとDSM-

Ⅲ-Rの影響が強いとされるが，F4カテゴリーに

限ってみると，その枠組みはむしろ ICD-9を世

襲したものと考えてよい．ICD-10では，F4の

序論として「神経症性障害，ストレス関連障害お

よび身体表現性障害を1つの大きな包括群にまと

めた．なぜなら，これらは神経症概念と歴史的に

関連しており，その大部分（どのくらいかは不明

だか）が心理的原因と関連しているからである．」

との記述がなされている ．

さらにF4カテゴリーは，「F40 恐怖症性不安

障害」，「F41 他の不安障害」，「F42 強迫性障

害」，「F43 重度のストレス反応および適応障

害」，「F44 解離性（転換性）障害」，「F45 身体

表現性障害」，そして神経衰弱や離人・現実感喪

失症候群などの「F48 他の神経症性障害」の7

つの亜系分類に分かれ，さらに細分化される（表
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表 1 F4カテゴリーに関する ICD-10，ICD-9とDSM-Ⅳの対照表（その1)

ICD-9 lCD-10 DSM-IV
 

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

F40恐怖症性不安障害 不安障害

300.2恐怖状態(恐怖症)
300.0不安状態(不安神経症)

⎫
⎬
⎭

⎧

｜
｜
⎨
｜
｜

⎩

F40.0広場恐怖［症］
.00パニック障害を伴わないもの
.01パニック障害を伴うもの

F40.1社会恐怖［症］
F40.2特定の(個別的)恐怖症
F40.8他の恐怖症性不安障害
F40.9恐怖症性不安障害，特定不能のもの

300.22パニック障害の既往歴のない広場恐怖
300.21広場恐怖を伴うパニック障害
300.23社会恐怖(社会不安障害)
300.29特定の恐怖症

⎫
⎬
⎭
300.00特定不能の不安障害

F41 他の不安障害

300.0不安状態(不安神経症)
⎧
⎨
⎩

F41.0パニック［恐慌性］障害
F41.1全般性不安障害

300.01広場恐怖を伴わないパニック障害
300.02全般性不安障害

(小児の過剰不安障害を含む)
300.0不安状態(不安神経症)
300.4神経症性抑うつ
296.1躁うつ病，抑うつ型

⎫

⎬

⎭
300.0不安状態(不安神経症)
300.0不安状態(不安神経症)
300.2恐怖状態(恐怖症)
300.0不安状態(不安神経症)

F41.2混合性不安抑うつ障害

F41.3他の混合性不安障害
F41.8他の特定の不安障害

不安ヒステリー
F41.9不安障害，特定不能のもの

⎫

｜
｜
⎬
｜
｜

⎭

300.00特定不能の不安障害

F42強迫性障害［強迫神経症］

300.3強迫神経症

⎧
｜
｜
⎨
｜
｜
⎩

F42.0強迫思考あるいは反復思考を主とする
もの

F42.1強迫行為(強迫儀式)を主とするもの
F42.2強迫思考および強迫行為が混合するもの
F42.8他の強迫性障害
F42.9強迫性障害，特定不能のもの

⎫
｜
｜
⎬
｜
｜
⎭

300.3強迫性障害

F43重度ストレス反応および適応障害
308 急性ストレス反応

.0主として感情障害

.1主として意識障害

.2主として精神運動障害

.3その他

.4混合(型)

.9詳細不明

⎫

｜
｜
⎬
｜
｜

⎭

F43.0急性ストレス反応 308.3急性ストレス障害

該当コードなし F43.1外傷後ストレス障害 309.81外傷後ストレス障害
309 不適応反応

.0短期抑うつ反応
F43.2適応障害
.20短期抑うつ反応

⎧

⎨

⎩

311 特定不能のうつ病性障害
309.x 適応障害
309.0 抑うつ気分を伴うもの

.1遷延性抑うつ反応 .21遷延性抑うつ反応 309.0 抑うつ気分を伴うもの

.2主として他の感情障害を伴うもの
⎧
⎨
⎩

.22混合性不安抑うつ反応

.23主として他の情緒の障害を伴うもの
309.28不安と抑うつ気分の混合を伴うもの
該当コードなし

.3主として行為障害を伴うもの

.4感情と行為の混合障害を伴うもの

.8その他

.24主として行為の障害を伴うもの

.25情緒および行為の混合性の障害を伴う
もの

.28他に特定の症状が優勢なもの

309.3 行為の障害を伴うもの
309.4 情緒と行為の混合した障害を伴うもの

⎧
⎨
⎩

309.24不安を伴うもの
309.9 特定不能

308.3急性ストレス反応，その他
309.8不適応反応，その他

⎫
⎬
⎭

308.9急性ストレス反応，詳細不明
309.9不適応反応，詳細不明

⎫
⎬
⎭

F43.8他の重度ストレス反応

F43.9重度ストレス反応，特定不能のもの

⎫
｜
⎬
｜
⎭

⎧
⎨
⎩

308.3 急性ストレス障害
309.9 適応障害，特定不能

F44解離性(転換性)障害

300.1ヒステリー

⎧

｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
⎨
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜

⎩

F44.0解離性健忘
F44.1解離性遁走［フーグ］
F44.2解離性昏迷
F44.3トランスおよび憑依障害
F44.4解離性運動障害

F44.5解離性けいれん

F44.6解離性知覚麻痺［無感覚］
および知覚［感覚］脱失

F44.7混合性解離性(転換性)障害
F44.8他の解離性(転換性)障害
.80ガンザー症候群(的はずれ応答)

.81多重人格障害

.82小児期あるいは青年期にみられる一過
性解離性(転換性)障害

.88他の特定の解離性(転換性)障害
F44.9解離性(転換性)障害，特定不能のもの

300.12解離性健忘
300.13解離性遁走

⎫
⎬
⎭
300.15特定不能の解離性障害

300.11転換性障害，
運動の症状または欠陥を伴うもの

300.11転換性障害，
発作またはけいれんを伴うもの

300.11転換性障害，
感覚性の症状または欠陥を伴うもの

300.11転換性障害，混合性症状を示すもの

300.15特定不能の解離性障害
⎧
⎨
⎩

300.14解離性同一性障害
300.15特定不能の解離性障害

⎫
｜
⎬
｜
⎭

300.15特定不能の解離性障害



1および表2，参照）．

ICD-10の F4カテゴリーの問題点

1）総論的な問題点

まず問題となるのは，神経症概念や心理的原因

が関連していると思われる疾患を1つの大きな包

括群としてまとめた点である．WHOでは，

ICD-11の作成に際してDSM との互換性が重要

であることを明言化しており ，この意味からも

F4カテゴリーが ICD-11でも適用されるかどう

か，興味があるところである．

また7つの分類についても問題点がある．例え

ば，ICD-10では，いわゆる不安障害を「F40 恐

怖症性不安障害」と「F41 他の不安障害」の2

つに分けている．この分類は1978年に発表され

た ICD-9の不安神経症と恐怖神経症という分類

を世襲したものと思われるが，30年近く経った

現在では，このような分類自体の診断学的意味も

はなはだ疑問になってきている．ちなみに，

DSM-ⅣではF40とF41，そしてF42とF43の

一部は不安障害として1つの大分類にまとめられ

ている ．

次に，「F43 重度ストレス反応および適応障

害」についてである．重度のストレス反応には，

「F43.0 急性ストレス反応」と「F43.1 外傷後ス

トレス障害（PTSD）」が含まれているが，特に

後者のような何らかの脳器質的な変化が想定され

ている疾患と ，明らかなストレスがあれば原則

的には誰でもがなり得るよう可能性がある適応障

害とが同一グループとして分類されていることは

問題であろう．そもそも，F43やF44では記述

的な分類ではなく，病因論的な分類方法を取って

いる点で，国際診断基準的には逆行している（但

し，後述するが臨床的には使用しやすい場合もあ

る）．いずれにせよ，「ストレス関連障害は症候論

的に体系化されていない」という指摘がすでにな

表2 F4カテゴリーに関する ICD-10，ICD-9とDSM-Ⅳの対照表（その2)

ICD-9 lCD-10 DSM-IV
 

F45身体表現性障害 身体表現性障害

300.1ヒステリー

⎧

⎨

⎩

F45.0身体化障害
F45.1鑑別不能型［型分類困難な］

身体表現性障害

300.81身体化障害
300.81鑑別不能型身体表現性障害

⎧
⎨
⎩

300.7心気症
300.7身体醜形障害

300.7心気症 F45.2心気障害
306 精神的諸要因による身体的病態 F45.3身体表現性自律神経機能不全
306.2心血管

306.4胃腸
⎧
⎨
⎩

306.1呼吸器
306.5泌尿生殖器
306.8その他

.30心臓および心血管系

.31上部消化管

.32下部消化管

.33呼吸器系

.34泌尿生殖器系

.38他の器官あるいは系

⎫
｜
｜
⎬
｜
｜
⎭

該当コードなし
(300.81特定不能の身体表現性障害)

300.1ヒステリー F45.4持続性身体表現性疼痛障害 307.8x 疼痛性障害
.80心理的要因と関連した疼痛性障害
.89心理的要因と一般身体疾患の両方に関

連した疼痛性障害
306.0筋・骨格
306.6内分泌
308.7特殊感覚器
308.8その他

⎫
｜
⎬
｜
⎭

F45.8他の身体表現性障害
該当コードなし
(300.81特定不能の身体表現性障害)

心因性
306.5泌尿生殖器 ・月経困難症
306.4胃腸 ・嚥下困難
306.3皮膚 ・皮膚掻痒
306.9詳細不明 F45.9身体表現性障害，特定不能のもの 300.81特定不能の身体表現性障害

F48他の神経症性障害
300.5神経衰弱 F48.0神経衰弱 該当コードなし

300.6離人症候群 F48.1離人・現実感喪失症候群

⎧

⎨

⎩

300.6 離人症性障害
300.15特定不能の解離性障害(離人を伴わない

現実感喪失の場合)
300.8その他の神経症的障害 F48.8他の特定の神経症性障害 該当コードなし
300.9神経症，詳細不明 F48.9神経症性障害，特定不能のもの 該当コードなし

(300.9特定不能の精神疾患(非精神病牲))
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されているので ，ICD-11では全面的な改訂が

なされるものと思われる．

第4番目の問題点は「F44 解離性（転換性）

障害」である．ご存じのように，転換性障害は，

ICD-10では「F44 解離性（転換性）障害」に含

まれるのに対して，DSM-Ⅳでは身体表現性障害

の1つとして分類されている ．著者は ICD-10

のようにいわゆる古典的なヒステリー症状を1つ

にまとめた方が臨床的には自然に思える一人であ

るが，Guzら（2004）は転換性障害と身体化障

害ではいくつかの共通の症状があることを示して

おり ，転換性障害，解離性障害，そして身体化

障害の関連性や分類については，今後更なる検討

が必要であろう．

5つ目は，ICD-10で一番問題の指摘の多い

「F45 身体表現性障害」である．前述の「臨床記

述と診断ガイドライン」によると，「身体表現性

障害の主病像は，所見は陰性が続き，症状にはい

かなる身体的基盤もないという医師の保障にもか

かわらず，医学的検索を執拗に要求すると共に，

繰り返し身体症状を訴えるものである．」とされ

ている ．つまり，その身体症状は適切な検査を

行っても身体疾患として十分に説明できないもの

である．実は，前述のWHOのサイトに本シン

ポジウムの前までに集まった精神科関連のコメン

トの大部分は，「F45 身体表現性障害」について

である．そしてそのほとんとが，英国のKurt
 

Kroenkeが委員長を務めるワーキンググループ

（Working Group of the CISSD Project:Concep-

tual Issues in Somatoform and Similar Disor-

ders）による提案である ．彼らの提案を端的に

言えば，「F45は身体疾患としての位置づけを考

え，それ自体廃止する．」というものである．そ

の理由としては，①診断の根拠となる“not fully
 

explained（十分には説明されない）”とは何かを

確定すること自体がとても困難であること（特に

身体疾患合併時），②“functional syndromes”

などの疾患では，例えば身体科医（特にプライマ

リケア医）は「K58過敏性腸症候群」と“Chap-

ter V”の外で診断し，一方精神科医は「F45.32

身体表現性自律神経機能不全，下部消化管」と記

載することになり，同じ症状を呈する患者でも診

療科によって異なった診断がなされてしまうこと，

③そもそもF45については精神保健専門以外の

医療従事者は“Medical”とみなしていること，

そして④“somatization”，“somatoform”，

“psychosomatic”，“functional”，“pseudo-neuro-

logical”という用語や概念は患者側には不満で，

スティグマも生じやすく，またその用語の使用に

よって後の治療関係や治療結果に悪影響を与えか

ねないこと（患者がより受諾できるものの方が不

必要な症状の悪化を避けることができる）等，を

挙げている ．また彼らは，もし仮にF45を残す

のであれば，“説明されない症状”が存在するこ

とだけで精神疾患であるとはいえないので，心理

学的な診断基準を入れることも提案している ．

最後に，F4カテゴリーからやや逸脱するが，

Watson（2005）の提案を紹介したい．彼は気分

障害と不安障害は“emotional disorders”とし

て包括されるべきであり，さらに①bipolar
 

disorders，② distress disorders，③ fear disor-

dersの 3つの亜系に分類されるとした ．この

指摘が適切かどうかは定かではないが，気分障害

と不安障害を再考する機会を与えたという意味で，

重要な指摘であろう．

2）各論的な問題点

ICD-10の各論的な問題点については，先に示

した7つの亜系分類ごとに述べることとする．

①F40 恐怖症性不安障害

ここではまず，広場恐怖とパニック障害のヒエ

ラルキーの問題がある．ICD-10では，広場恐怖

（Agoraphobia）の診断的ヒエラルキーをパニッ

ク障害よりも上位とし，「F40.00 広場恐怖，パニ

ック障害を伴わないもの」としている（表1参

照）．これは，今から四半世紀以上前に上梓され

たDSM-Ⅲの影響によるところが大きい ．しか

しながら，DSM では1987年のDSM-Ⅲ-Rにお

いてすでにその診断的ヒエラルキーは逆転し ，

以後20年以上にわたりパニック障害の診断的上
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位性は変わっていない ．したがって，DSM と

の互換性を重要視する ICD-11では，当然DSM

に従うものと思われる．

また，「F40.8 他の恐怖症性不安障害」と

「F40.9 恐怖症性不安障害，特定不能のもの」に

ついては，邦訳だけの問題かもしれないが，前述

の「臨床記述と診断ガイドライン」や研究のため

の診断基準である ICD-10-DCRでも具体的な記

載がなく，それぞれの差異がわからない．ちなみ

に，同様のことは他の6つの亜系分類においても

みられる．

②F41 他の不安障害

ここでも前述したような広場恐怖とパニック障

害のヒエラルキーの問題があるが，その他として

は，臨床の，特にプライマリケアの現場でよく用

いられている「F41.2 混合性不安抑うつ障害」の

明確な基準がないことが，まず挙げられる．現実

的に精神科の専門医ではないプライマリケア医が

Fコードを選択するのであるから，やはり明確な

診断基準が欲しいところである．あるいは逆に，

不安と抑うつは当然混在するものであるから，そ

もそもこのような全てに当てはまってしまうよう

な診断名を排除するという荒業もあるかもしれな

い．

また，「F41.3 他の混合性不安障害」という分

類がある．ICD-10によると，「F41.1 全般性不

安障害（GAD）の基準を満たし，かつF40～F48

の障害の主要な特徴（しばしば短期間しか続かな

いが）をもつが，その基準を完全には満たさない

ものに対して使用すべきである．」と書かれてい

る ．果たして本当にこのカテゴリーが必要かど

うか，はなはだ疑問である．

最近，Rubioと Lopez-Ibor（2007）は，GAD

患者を40年間フォローアップした結果，最も優

勢な臨床状態は鑑別不能型身体表現性障害であっ

たと報告している ．著者の拙い臨床経験でも同

様の印象があるが，そもそも不安障害における身

体症状なのか，あるいは身体化による不安なのか

を正確に見極めることは困難であり，実際，経過

中の両疾患の移行は相当存在するものと思われる．

したがって，ICD-11作成に際してGADや鑑別

不能型身体表現性障害の疾患単位としての独立性

の問題も検討されるかもしれない．

③F42 強迫性障害（OCD）

表1をみると明らかなように，F42の下位分類

は強迫思考と強迫行為で特定される．臨床的には

一見分類しやすいように思えるが，例えば，本当

に「F42.1 強迫行為（強迫儀式）を主とするも

の」，つまり，強迫思考をほとんど認めず，強迫

行為が中心である病状を強迫性障害としていいの

かということである．強迫行為は強迫思考を中和

するための代償行為として捉えた場合，強迫思考

は程度の差こそあれ，必ず存在するのではないか

と著者は考える．もし強迫儀式が主で，強迫思考

が存在しない場合，それは常同行為に限りなく近

くなってしまうのではなかろうか．さらに，そも

そも強迫思考と強迫行為でなされる下位分類が臨

床的に，あるいは疫学的にどのような価値がある

のか，あるいは研究でよく用いられている

“checker”と“washer”という分類については

どうなのであろうか，様々な疑問が浮かんでくる．

OCDの下位分類については再考が必要かもしれ

ない．

さらに細かいことであるが，研究用の診断基準

である ICD-10-DCR に関しては，強迫症状の

持続期間が“2週間以上連続”とあるが，DSM-

Ⅳでは規定はなく，反対に強迫症状によって浪費

する時間については，DSM-Ⅳでは“1日1時間

以上”とあるものの，ICD-10では記載がない．

この辺の整合性についても ICD-11では問題とな

ろう．

④F43 重度のストレス反応および適応障害

ICD-10では，各疾患でストレスと発症時期が

異なっている．具体的には，急性ストレス反応

（ASR）では1時間以内，PTSDでは6か月以内，

そして適応障害では1か月以内となっている ．

それぞれの期間が本当に適切であるのか，多施設

での大規模な検討が必要と思われる．

また，「F43.2 適応障害」にはさらに7つの下

位分類が示されているが，5つしかないDSM-Ⅳ
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に比べるとかなり繁雑である．加えて，「F43.20

適応障害，短期抑うつ反応」と「F43.21 適応障

害，遷延性抑うつ反応」の病期の問題もあろう．

具体的には，前者は1か月を超えないし，後者は

2年を超えないとされているが ，やはり恣意的

な印象を拭えない．

⑤F44 解離性（転換性）障害

まず気づくことは，下位分類の多さであろう

（表1参照）．この傾向は他の項目でもすでに指摘

したが，特に「F44 解離性（転換性）障害」で

は顕著である．そもそも ICDが医療統計のため

に作成された経緯を考えると納得すべきかもしれ

ないが，原因のはっきりしない精神疾患に対して

分類のみを詳細にしてみたところで，本質的なも

のは見えてこないし，かえって煩雑となり臨床上

の利便性が失われることになりはしないだろうか．

ちなみにDSM-Ⅳでは，ICD-10で示されている

12の下位分類を半分以下の5つの疾患で表して

いる ．

また Alexanderら（1997）は，“brief dis-

sociative stupor”という非常に短期間の解離性

昏迷の概念を提唱している ．最近わが国では臨

床現場で以前ほど解離性昏迷をみることはなくな

り，彼らの結果にコメントをする知識も経験もな

いが，彼らの対象は全てインド人であることから

文化差の問題もあるかもしれない．いずれにせよ，

国際的で広範囲な使用を前提としている ICDと

しては，検討の余地があろう．

⑥F45 身体表現性障害

「F45.0 身体化障害」について前述のKroenke

ら（2007）は，現行の診断基準は厳しすぎ，ごく

一部の患者を捉えるだけなので，より幅の広いカ

テゴリーとした方が臨床的に有用であるとした ．

具体的には，症状項目を少なくし，閾値を下げる

必要があろう ．さらに彼らは，身体化障害に代

表されるいわゆる“Multi-system diseases”は

誤診しやすいのでチェックリストの必要性も合わ

せて求めている ．表3は身体表現性障害に対す

るチェックリストの1つであるPHQ-15（Pa-

tients Health Questionnaire somatic symptom

表3 PHQ-15

PHQ-15
0：全く

悩んでいない

1：少し

悩んでいる

2：非常に

悩んでいる

ａ.胃痛 □ □ □

ｂ.腰痛 □ □ □

ｃ.腕・足・関節痛 □ □ □

ｄ.月経痛(女性のみ) □ □ □

ｅ.頭痛 □ □ □

ｆ.胸痛 □ □ □

ｇ.めまい □ □ □

ｈ.失神 □ □ □

ｉ.動悸・頻脈 □ □ □

ｊ.息切れ・呼吸促進 □ □ □

ｋ.性交時痛・性交障害 □ □ □

ｌ.便秘・下痢 □ □ □

ｍ.吐気・鼓腸・消化不良 □ □ □

ｎ.倦怠感・気力低下 □ □ □

ｏ.睡眠の悩み □ □ □
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severity scale-15）を示した．参考にされたい．

またKroenkeら（2007）は「F45.2 心気障害」

について，そのスティグマゆえに“Health Anx-

iety（健康不安）”と改称すべきであると提案し

ている ．さらに ICD-10では，DSM-Ⅳと異な

り，醜形恐怖性障害（DSM では身体醜形障害）

が心気障害に含まれているが，DSM との互換性

を考えた場合，何らかの修正が必要となるかもし

れない．

「F45.4 持続性身体表現性疼痛障害」に関して

Kroenkeら（2007）は，①独立した疾患単位と

しての研究が不十分であること，②疼痛の専門家

はこのカテゴリーを用いないこと，③例えば，腰

痛，頭痛，線維筋痛症，非心臓性胸痛などのよう

に“Chapter V”以外の ICDにリストがあるこ

と，さらに④慢性疼痛患者のごく一部をこのカテ

ゴリーに当てはめることは非常に恣意的であり，

もし当てはめた場合でもほとんどのケースで心理

的因子は存在しないこと，を指摘し，この病名は

廃止すべきとしている ．さらに彼らは慢性疼痛

とうつ病のcomorbidityはよく知られており，

双方は二方向性の依存関係にあり，かつ中枢神経

系での関連も指摘されているので，もし，疼痛に

関連した心理的因子が存在する場合には，例えば，

大うつ病性障害，パニック障害，あるいはF54

他に分類される障害あるいは疾患に関連した心理

的及び行動的要因（DSM では，身体疾患に影響

を与えている心理的因子）にコード化すべきと提

案している ．

また「F45.1 鑑別不能型身体表現性障害」や

「F45.3 身体表現性自律神経機能不全」について

も，後者はDSM-Ⅳにそもそも存在しないこと

や前述したような理由（総論的な問題点の項，参

照）から両者ともに廃止すべきであり，もし

“Chapter V”でどうしても診断をつけるのであ

れば，上述したように身体化障害の定義をより包

括的なものに改訂した上で用いるべきであるとの

意見を述べている ．

⑦F48 他の神経症性障害

まず指摘したいのは，ICD-10の準備段階から

議論が絶えなかった「F48.0 神経衰弱（Neuras-

thenia）」の廃止の問題である．理由としては，

①わが国も含めた欧米諸国では現在まれにしか使

われていないこと，②DSM-Ⅳにはないこと，

さらに③身体表現性障害や性機能不全とオーバー

ラップすること や診断の長期的安定性が低いこ

と など，が挙げられている．しかしながら，中

国などのようにまだ多用されている国もあり，次

期 ICD-11での廃止がスムーズにいくとは限らな

いのかもしれない．

次に，「F48.1 離人・現実感喪失症候群」が

「F44 解離性障害」ではなく，F48に含まれてい

ることも，DSM との互換性を考えると検討の余

地があろう．

最後に「F48.8 他の特定の神経症性障害」につ

いてである．この分類には，ブリケ障害，ダート

症候群，コロ，ラター，書痙を含む職業神経症，

精神衰弱（psychasthenia），精神衰弱神経症，心

因性失神等々，いわゆる古典的なヒステリーから

文化的背景に基づいた風土病とも言うべきものま

で実に雑多な疾患が含まれている．詳しくみてみ

ると，例えばブリケ障害はDSM では身体化障害

のことをさすが ，ICD-10ではもう少し広い概

念のようである ．しかしながら，なぜブリケ障

害が ICD-10の身体化障害に含まれていないのか

がわからない．またDSM-Ⅳからは，ラターは

解離性障害，書痙は社会不安障害，心因性失神は

特定の恐怖症か転換性障害などと考えるが，いか

がなものであろうか．

お わ り に

F4は，神経症性障害，ストレス関連障害，身

体表現性障害など，神経症概念と歴史的に関連し

ており，大部分が心理的原因と関連している疾患

を1つの大きな包括群にまとめたものである．従

って，この包括自体が最新のエビデンスに照らし

合わせて本当に適切かどうか，そうした根本的な

問題から解決していかなければならない．さらに，

各下位分類，あるいは個々の疾患単位についての

診断基準にも，前述したようにそれぞれ臨床的な
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不具合がいろいろと指摘されている．中でも，身

体表現性障害については，新たに身体疾患として

の位置づけを考え，それ自体廃止するなど，精神

疾患であることを否定するような意見も出ており，

ICD-11での改訂がどのようになされるかが注目

される．また，WHO自体がDSM との互換性を

重要視していることは，臨床的には好ましいと思

われる．

診断基準はより治療的であることが最も大切で

あり，その意味からは国際的な統計のために作成

されてきた今までの ICDには自ずと限界がある

のも事実である．ICD-11では，その壁を越えて，

世界中の精神科医が日常臨床で戸惑いなく使用で

き，そしてそれが最も治癒のための近道であるこ

とが強く望まれる．
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