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は　じ　め　に
　障害調整生命年などの指標を用いた場合，疾患
による寿命の短縮や健康の損失の程度は，身体疾
患を含む全疾患中で神経精神疾患によるものが最
大と報告されており，特に統合失調症などの精神
病性障害の急性期ではその影響が甚大であ
る16,17）．その克服に向けた社会的要請の高まりと
ともに，精神病性障害やその発症危険群（at‒risk 
mental state：ARMS）を対象とした早期介入活
動が欧米を中心に広く認識され，その実践が広が
りをみせている．早期精神病とは，一般的には初
回エピソード精神病（first episode psychosis：
FEP）および ARMSを含む概念であり，2017年
には本邦における早期介入活動の普及啓発を目的

に，国立研究開発法人日本医療研究開発機構
（Japan Agency for Medical Research and Devel-
opment：AMED）の障害者対策総合研究開発事
業（精神障害分野）（研究開発代表者：水野雅文）
により早期精神病の診療プランと実践例について
の予備的なガイダンスが作成され14），日本精神保
健・予防学会のホームページ上で資料として一般
公開されている．本稿では，ガイダンスの内容か
ら，主に早期精神病の概念整理およびアセスメン
ト・診断に関する部分を簡潔に紹介する．

Ⅰ．早期精神病の概念整理
　1． 初回エピソード精神病（FEP）
　FEPは明らかな陽性の精神病症状が生涯で初
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　早期精神病とは，初回エピソード精神病（FEP）や精神病発症危険状態（ARMS）を含む概念
である．FEPは明らかな陽性の精神病症状が生涯で初めて出現し 1週間以上続く状態であり，統
合失調症，統合失調症様障害，統合失調感情障害や精神病症状を伴う気分障害など，多様な病態
から構成される．適切な早期診断による精神病未治療期間の短縮や発症後2～5年間のいわゆる治
療臨界期における治療は長期的予後の改善に重要と考えられる．ARMSとは明らかな精神病症状
を発症する高いリスクを有すると考えられる臨床的状態を指す前方視的概念であり，通常は
Comprehensive Assessment of At‒Risk Mental State（CAARMS）や Structured Interview for 
Prodromal Symptoms/Scale of Prodromal Symptoms（SIPS/SOPS）といった構造化面接で診断
される．ARMS症例の 1～2年後の精神病移行率は 20～30％程度と報告され，移行例の約 60％は
統合失調症と診断される．FEPや ARMSの診断は臨床症状に基づき行われるため，脳画像検査
や神経生理学的検査を行う最も重要な臨床的意義は脳器質因の除外である．一方，研究レベルで
は，頭部MRI所見や脳波（特に事象関連電位）といったバイオマーカーが統合失調症患者と健常
者の判別や ARMS症例の精神病発症予測に有効との報告が増えており，今後の臨床応用が期待
される．
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めて出現し，1週間以上続くものと定義され，統
合失調症スペクトラム障害におけるさまざまな診
断カテゴリーに加えて，精神病症状を伴う気分障
害なども含まれる7）．FEPのなかで統合失調症が
占める割合は初診時には30％程度だが，1～2年後
の再診断では 50％程度となる8）．これは初診時に
統合失調症様障害（症状持続が 1ヵ月以上，6ヵ
月未満）とされていたものの一部が統合失調症と
再診断されることや，診療経過のなかで患者につ
いての情報収集が進むことなどによると考えられ
る．
　FEPの経過において長期予後へ影響する臨床
的要因として，精神病未治療期間（duration of 
untreated psychosis：DUP）および治療臨界期
（critical period）が挙げられる（図）．DUPとは
精神病症状の顕在化（発症）から適切な専門的治
療が開始されるまでの期間のことであり，長い
DUPは治療開始後の臨床症状，社会機能，QOL，
寛解率，抗精神病薬に対する反応性などの不良と
関連することが報告される12,15）．わが国の前方視
調査によると，DUPの平均値は 17.3ヵ月（中央
値2.5ヵ月）であり，特に潜行性発症の群ではDUP
が長いと治療開始 18ヵ月後の認知機能が不良で
あった9）．また，発症から 2～5年の間は長期予後
改善のための有効な治療を実施可能な期間（治療

臨界期）と考えられる2）．この考えは，統合失調
症の多くの症例で社会機能などの悪化が発症早期
に生じ発症後 2～5年の間に比較的安定化するこ
と，また発症後の数年間には再発や自殺が起こり
やすく患者本人や家族への心理社会的影響も大き
いことなどの臨床的観察に基づいている．

　2． 精神病発症危険状態（ARMS）
　ARMSとは，明らかな精神病症状を発症するリ
スクが高いと考えられる臨床的状態を意味する前
方視的な概念である．オーストラリア（メルボル
ン）の研究グループが開発した操作的基準20,21）に
より，①弱い精神病症状群（attenuated psychotic 
symptoms：APS），②短期間欠性精神病症状群
（brief limited intermittent psychotic symp-
toms：BLIPS），または/かつ③遺伝的リスクと機
能低下群（genetic risk and deterioration syn-
drome：GRD）に該当する場合にARMSと判断さ
れる（表 1）．ARMS症例が精神病を発症する率は
2年間で 30％程度とされ4），そのリスクは BLIPS
＞APS＞GRDの順に高い6）．なお，ARMS症例が
移行する精神病は統合失調症が最も多いが（約
60％），統合失調症様障害や短期精神病性障害，統
合失調感情障害，精神病症状を伴う双極性障害や
うつ病なども含まれる5）．なお，DSM‒5で「今後

図　精神病性障害における精神病未治療期間（DUP）と治療臨界期
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の研究のための病態」として扱われている減弱精
神病症候群（Attenuated Psychosis Syndrome）は
上記の APSにおおむね相当するが，すでに存在
する苦痛や能力低下などに対して治療の必要な状
態であることを重視した診断カテゴリーである．

Ⅱ．早期精神病のアセスメントと診断
　1． 臨床アセスメントと診断
　FEPに求められるアセスメントの要点を表 2に
示す．FEPは幻覚や妄想などの陽性症状が 1週間
以上続く場合に診断されるが，FEPのなかのカテ
ゴリー診断の確定は，診療経過のなかで患者につ
いての情報収集が進み，また患者の経過について
の情報が集まることで可能になる．このため診断
の暫定性を担保したうえで継続的な診断見直しを
行うことが推奨される．また，評価においては多
職種が参加することが望ましい．
　援助を求めて専門的なサービスへ紹介された者
が，APS，BLIPS，および GRDの 3下位群のうち
1つ以上を満たす場合に ARMSと診断される（表
1）．診断のための構造化面接としては，Compre-
hensive Assessment of At‒Risk Mental State
（CAARMS）21）および Structured Interview for 
Prodromal Symptoms/Scale of Prodromal Symp-
toms（SIPS/SOPS）13）が代表的である．なお，
ARMS症例のうち精神病へ移行しない群におい
ても，閾値下精神病症状の持続，併存精神疾患（特

にうつ病や不安障害），長期にわたる生活機能の
低下，および QOLの低下などが問題となりう
る1,11）．すなわち ARMSの臨床アセスメントにお
いては，ARMSの診断や精神病移行の有無のみで
はなく，併存診断や社会機能についても評価する
ことが重要と思われる．

　2． 検　査
　早期精神病に対して行うべき検査を表 3に示
す．FEPや ARMSの診断は臨床症状に基づき行
われるため，早期精神病に対して諸検査を行う最
も重要な臨床的意義は器質因の除外である．
　一方，現時点では研究レベルにとどまるもの
の，脳画像検査や神経生理学的検査が将来的には
早期精神病の臨床に応用可能であることを示す知
見が増えつつある．例えば，統合失調症でみられ
る脳構造変化（前頭‒側頭‒辺縁系領域の灰白質体
積減少など）や事象関連電位の 1つである持続長
ミスマッチ陰性電位（duration mismatch negativ-
ity）の振幅低下は，ARMS群のなかでも特に後に
精神病に移行する群でその程度が大きいことが報
告されている3,10,19）．これらの知見は，生物学的検
査が ARMS症例の精神病発症予測などに有用で
ある可能性を示唆するものである．

お　わ　り　に
　早期精神病に対する早期介入の有用性は明らか

表 1　At‒risk mental state（ARMS）の操作的診断20,21）

下位群 定義 ARMSに
占める頻度6）

2年以内の
精神病発症率6）

①弱い精神病症状群
　（Attenuated psychotic symptoms：APS）

精神病閾値下の弱い陽性症状を示
す群

85％ 19％

②短期間欠性精神病症状群
　 （Brief limited intermittent psychotic 

symptoms：BLIPS）

1週間以内に自然寛解する精神病
症状を示す群

10％ 39％

③遺伝的リスクと機能低下群
　（ Genetic risk and deterioration syn-

drome：GRD）

精神病の遺伝負因や統合失調型
パーソナリティ障害に加え，機能
低下が認められる群

 5％  3％

援助を求めて専門的なサービスへ紹介された者が，表中の 3下位群のうち 1つ以上の基準を満たす場合に ARMSと診断
される．
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であり，本邦においてもその重要性は認識されつ
つある．しかし，現時点では限られた臨床・研究
拠点（東邦大学，東北大学，東京大学，および富
山大学など）がその中心的な役割を果たしている
ものの，広く精神科臨床や精神保健の現場に浸透
しているとはいえないであろう．本稿で紹介した
早期精神病の臨床ガイダンス14）が本邦における早
期介入活動の普及啓発および早期精神病に関する
エビデンスや治療実践の蓄積の一助となることに
期待したい．なお，本稿の趣旨はガイダンス14）の
概略紹介であり，同じくガイダンスの概略を紹介
した他稿18）と内容が重複することをご了承いただ
きたい．

　なお，本論文に関連して開示すべき利益相反はない．
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Diagnosis and Assessment of Early Psychosis：Symptomatology and Biomarkers

Tsutomu TAKAHASHI

Department of Neuropsychiatry, University of Toyama Graduate School of Medicine and Pharmaceutical Sciences

　　Early psychosis is a concept that includes first episode psychosis（FEP）and high‒risk 
status for developing psychosis, i. e., at‒risk mental state（ARMS）. FEP refers to the first expe-
rience of sustained positive psychotic symptoms（1 week or more）due to conditions such as 
schizophrenia, schizophreniform disorder, schizoaffective disorder, or mood disorders with psy-
chotic symptoms. Reduction of the duration of untreated psychosis（DUP）by early detection 
of FEP and adequate treatment during the‘critical period’（first 2‒5 years of psychosis）are 
thought to be important to improve the long‒term clinical outcome. ARMS, which is defined 
using major rating systems such as the Comprehensive Assessment of At Risk Mental State
（CAARMS）and the Structured Interview for Prodromal Symptoms（SIPS/SOPS）, is a clinical 
condition characterized by the possible development of a psychotic disorder. Individuals with 
ARMS have a higher risk of developing psychosis, such as schizophrenia（approximately 60％ 
of the individuals who developed psychosis）, within a relatively short period of time（approxi-
mately 30％ at 2 years）. As both FEP and ARMS are diagnosed based on clinical symptoms, 
the main purpose of brain imaging and neurophysiological tests for these patients in the clini-
cal setting is the diagnosis of organic brain disorders. On the other hand, increasing evidence 
from brain magnetic resonance imaging and electroencephalograms, especially event‒related 
potential studies, has suggested the possible clinical applicability of biomarkers, particularly for 
the diagnosis of schizophrenia, i. e., differentiation from healthy controls, and prediction of 
future psychosis in high‒risk subjects.
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