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「精神，行動，神経発達の疾患」分類と病名の解説シリーズ：各論⑧

ICD—11 における排泄症群の診断について
―ICD—10 との相違から考える―
森野

百合子

排泄症群は，ICD—10 では F98「小児期および青年期に通常発症する他の行動および情
緒の障害」の項目に，
「F98.0 非器質性遺尿症」
「F98.1 非器質性遺糞症」として挙げられ
ている．同じ項目内には，
「乳幼児期および小児期の哺育障害」
「乳幼児期および小児期の
異食症」
「常同運動障害」
「吃音［症］
」
「早口症」などが挙げられ，他に入らない診断を雑
多に集めた感が否めない．これらは ICD—11 では，排泄症群の遺尿症 Enuresis，遺糞症
Encopresis としてまとめられた．その概要は「ベッドや衣服に繰り返し排尿してしまうこ
と」
（遺尿症）および「不適切な場所への繰り返しの排便」
（遺糞症）である．不随意の場
合も意図的な場合も含んで排泄コントロールが確立すると考えられる年齢を超えても生
じることが条件である．ICD—11 では診断名から「非器質性」の言葉が消えたが，説明文
に「非器質性」であることが示されており，概要に大きな変化はないが，小児期・青年期
に限らず成人でも診断できる点がこれまでと異なる．また「正常との境界」
「経過」
「発達
論的観点」
「性差」
「他の疾患との鑑別」が記され，概念が整理されてより詳細で実臨床に
沿った使いやすい内容となっている．
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表

ICD—10，ICD—11 対照表

ICD—10

ICD—11

F98 小児期及び青年期に通常発症する他の行動および
情緒の障害

排泄症群：Elimination Disorders

F98.0

6C00 遺尿症 Enuresis

F98.1

非器質性遺尿症

非器質性遺糞症

6C00.0

夜間遺尿症

6C00.1

昼間遺尿症

6C00.2

夜間および昼間遺尿症

6C01 遺糞症

Encopresis

6C01.0

便秘および溢流性便失禁を伴う遺糞症

6C01.1

便秘および溢流性便失禁を伴わない遺糞症

れは ICD‒10 の研究用診断基準である DCR‒10（WHO，

い遺糞症」に二分した．遺糞症の多くが，
「便秘および溢流

1993）を踏襲している．遺尿の頻度についても，ICD‒10

性便失禁を伴う遺糞症」であり，多くがトイレを避けるこ
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る恥ずかしさの感覚から，遺尿症が二次的に情緒的な問題
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Concept and diagnosis of Elimination Disorders in ICD‒11：
Changes from ICD‒10
Yuriko MORINO
Narimasu Kousei Hospital, Narimasu Centre for Child and Adolescent Mental Health

In ICD‒10, encopresis and enuresis are included in the section of“F98 other behavioural
and emotional disorders with onset usually occurring in childhood and adolescence”as nonorganic enuresis（F98.0）and nonorganic encopresis（F98.1）
. Nonorganic enuresis is defined
as“a disorder characterized by involuntary voiding of urine, by day and/or by night, which is
abnormal in relation to the individual’s mental age”
（ICD‒10, WHO 1992, p285）and is not
caused by organic reasons such as neurological disorder.
Nonorganic encopresis is defined as“repeated voluntary or involuntary passage of faeces
in places not appropriate for that purpose in the individual’s own sociocultural setting”
（ICD‒
10, 1992, P286）
.
In ICD‒11, these are grouped as Elimination Disorders, and termed Enuresis（6C00）
and Encopresis（6C01）, respectively. The features of these disorders are“repeated and persistent voiding of urine into bed or clothes”
（Enuresis, ICD‒11）and“repeated and persistent
passage of faeces in inappropriate places”
（Encopresis, ICD‒11）. To make a diagnosis, the
inappropriate voiding of urine or passage of faeces should continue after the individual has
reached a developmental age when urinary or faecal continence is expected. Elimination Disorders include both voluntary and involuntary cases. In ICD‒11, the wording of“nonorganic”
disappeared from the name of the disorder, but its description remains nonorganic. One of the
major changes to the concept is that both Encopresis and Enuresis can be diagnosed in adults,
which is different from ICD‒10. In addition, their descriptions are more detailed in ICD‒11
and are divided into several types that are clinically appropriate. The descriptions of“boundary with normality”“developmental presentations”,“gender‒ and/or sex‒related features”,
and“differential diagnosis”make it clearer and easier to use in a clinical setting. In this article, I will discuss Enuresis and Encopresis in ICD‒11 in more detail.
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