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DSM 5を めぐって

一Dr Allen Frances lこ 聞く

大 野  裕 (イ ンタビュアー )Allen Frances

(20125311又録)

大野 今日は Frances t J]に DSM 中で も

DSM 5に ついてお聞きしたいと思います 先生

は 2000年 に仙台で開催されたH本桐|四t学

会学 ll紀会のご.t減 の中で 精神疾患の原因が分

かってないため DSM― ■で ま症状に基づいて疾

患を分掘 したと話されました 先生はその考えに

基づいて DSM IVの 作成にあたられたのたと思

いますが その辺りのことを少しお話しいただけ

ま
「

力.

これまでの DSM改 訂の概略

Frances 私たちは現在 驚異lll.本 1茫 11学 +命
の■っただ中におり 脳機能について丼

"に
多く

のことが分かってきています.し かし,ヽ 0な こ

とに 精神医学における生物学的ll査 というのは

未たにありません.正常な11カ ら学んだことをヽ

神よ忠の理解に結びつけるの よ非常に難 しいの

です.現在のところ rT状記述に頼るしかありま

せん

DSM― ■ができるまで 消神ll医 による|´ LFの

一致事は極端に低いものでした そのため 植 |́

医学|ゴしの医学分野とはとんど関係 しない立場に

01,812,′ 1,′ ,ヽC,′鷹

'′

](0,V

立たされるようになってきていました。ですか

ら 同 じ忠者を診客 した2人 の精II卜1医 が同じ

.7断 を下せるようにするシステムを作ることが,|

"に
重要だったのです DSM― 皿の偉大な点は

診断の仕方を導く診断基準を提示 したことです

このことは 精神医学の信

"1性

の大幅な向上 捐

神医学口「究の大幅な増加 臨床医同士および臨床

研究現場における良好なコミュニケーションをも

たらし その結果睛 ,医学は他の医学との関係を

失わずに済んだのです.DSM― Шは精神医学の分

野で非常に重要な発展だったと思います そのお

かげで 過t■ な生 ll学 的根査がなくても 診断

`準を使うことによって憤神
「

IFの あいだに合意が

できるようになりました

大野 先生は DSM改 詢委・・合の作成委員長の座

をRobert Spitzer教 授力ら引き継がれたわ ナで

すが DSM― Ⅳではどのような方0を とられたの

でしょう力ヽ

Frances 診断基準の小さな変更であっても .7

断される IIに は非常に大きな変更となることがあ

ります 私は 新しい意見に基づいて志意的な変

更をll lえ ることよりも 診断基準を安定的なもの

里り詢 毒 輛需 雲Ⅲ Ⅲ 平 二
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にすることのほうが重要だと

`え
 変虻には 3

段階からなるll常に高い敷居を設けました。文献

の徹底的な見にし データベースの再分lr 広範

口なフィール ト トライアルです 恣意的な変更

を遊けるために どのような変更点も高度な学術

的●|_に 基づ くことを要

“

.と しだのでした これ

によって DSM―Ⅳと DSM‐ llお よび DSM―

J― Rと の相違を最小lllに llえ ることができまし

た.

しかし こうした注意をllAっ たにもかかわら

ず 米国では DSM― ドに基づ く3つ のよ忠が息

増 しました.注意欠陥障害は発生率が 3倍 にな

り 白lll症 は 20倍 に■力「 しました また 小児

双極ll障害の発生率は 製薬会,上の宣伝も手伝っ

て 20倍増加|し たのです.DSM Vの 教‖1は  た

とぇ慎重にごくわずかを変更を加 えただけでも

■マニュアルができあがれば こちらの意図と

は全く■なって使

“

iさ 才tた 0 多くυ
'人

に間■ ,

た病名を●けるような診断がヽ延したりヽること

があると|ヽ うこと こす

大野 どのような変更が影雪 してこの 3つ のよ

想が息馳したの力、 もう少 しiFし くご証呵いただ

けませんか

Frances i竜 欠陥障害では 「少女は多動性よ

りも,|● 力の問Шをより強く示すため 過少診Wi

されているJと する文献があったため ■Ⅲ llに

il題 があるだけで

'1意

欠r“ 障害とl・・ 断できるよう

にしました。私たちが

`iっ

たフイールド |ラ イ

アルでは 発生下の増加 よ15%だ けとみていま

したが 実際の増加平 よ31.で す これには 2

つの1ld:が あります 1つ は DSM―Ⅳθ
'3年

後

に高仙な新来け・l許 がtlれ るということで 製来

会llが強力に広―tを コ ち11し たオ■
'で

す 米国で

は 製薬会社は●

"消
費者に向けた広告を,L'こ

とができ 多くの人たちにFl分 は

'1・

・
‐
欠陥|1害が

あると思わせることが可能なのです.発生i率の増

加は8,断 基準の変,に よって起きたというより

も l■
=欠

陥暉害は過少診断されていると小,こ科

[ 小児精利
'お

1医 保級音 教

"'た

ちに思い込ま

せた製薬会社のllと  そ,■ まで ま正常と

`え

らll

ていた多くの子どもが注意欠陥降Jと 診断された

ことによるものです

最近カナダで面白いlll究 がありました.注意欠

陥ll害 の最も工確な予lll因子の lつは 3月 生ま

れか

'H生
まれかだというのです.つ まう入学

日の分かれ日ですね。もし8H生 まれであれば

クラスで最年少になり 0月 にまれであ
'1ば

長年

長です。クラスで最Oi少 だと 注意欠陥腱審たと

誤診さ●tる ●l'と rlが 高かったのです 8月生まオι

で最年少であるがつえのオ成熟を行動力ヽ 気ヽと解

釈 されたわけです.米国では 一般的な個llて

あって病気と兒なすべきで まない子どもたちが

やたらに過剰診断され 過剰な来物治疲を受けて

▲ハ|● nド ,`■●o'ア レン フランセス,氏 'Dep征
[:● |● [01 Psychiatry at D■ kて Un vo,s ty Sch00●〔Medicin●

(DSM― Nイ ,に委員長,

:"立行政法人国立精神 神経F振り1究センクー 認知行動政法セ,

ター(DSM―Ⅳ口眸委員

'

▲人野 格 (l・ おの ゆた力,氏

晴神L午 ●讐 ;号

いうので す.

大野 米国では,1意 欠陥1“ 害と診断されると 学

校でメリ,lが あるそうですね.

鋤 12年 8月

Frances DSM― Ⅳ以前は 自闘症の発生率は非

常にlltか ったのです 調測するのは難しいので,

が 最大2 0oO人 に 1人  最」ヽ 5000人に 1人の

間の数にでした.DSM‐ Ⅳでは 数少ない変更点

の 1つ として ,ス ペルガー障害を力1え ました

私たちはアスベルガー陣 .Iを 持つ子どもが ‐定数

存7fし ていて 診断率が今までよりも増えるだろ

うと,え ていましたが 予想を超えて極期に帰卯 i

率が上昇し 今や米国で 88人 に 1人 韓 Jでは

38人に 1人がF聞症と|ク 断きれるようになった

のです.

このような数学になった理由 ま 白闘症と診断

さオせると学校′ソ|で,字遅されるということと大き

く関係しています 米LIの 普通学級は大体 35人

ですが ヨ閉症と診断 きれると4大学級に入れ

られ 手′,く 注意を払ってもらえます.ですか

ら 4常に頭がよい子どもで 多 1/エ キセントリッ

クだ ,た り 多少りっ込み思来だったりする子ど

もが 教育的なメリットがあるという■山で 自

開症の診断を受けることが広まったのです しか

し その半数は腋密な自開症の基準には該当しな

いはずです

一般に DSlllの F●3題点の 1つ は DSМ かそ

の能力を超えてきまざまな決定の場両で重要性を

持ちすぎていることです その

'い

1的 な″い 学校

でしょう.ま た 障害の判断にも大きな彰響を与

′ています。診断が下 されることによって金銭

面 教育面でメリッ|が ある場合には 四沐的に

は必要がなくてヽ診口膠 過剰に ヽされるm向にあ

ります.

大野 診断基準は精コ千1の 領域だけでなく 他の

■学/r野や学校教,な どにも大きな影響を与えて

いるのですね

Fra nces 影響が大 き ,ぎ ます 精神率|の 診断

を よ医学的+Jtt I章

"判

Шi 学■の判コ7 養子

縁組のい断などから切り離すべきだと思います。

"‖
■の診ttは意思決定の一部であるべさであっ

▲大野 l●氏

て 帷 ―の決定要因であってはなりません こう

した場面での影響力i大 き,ぎると 診断が

'め
ら

れがちです。

大野 米国では DSM iVがすでに大きな影響カ

を持っているわけで 先

`Lは

変更を加えることに

1真五 iな らぎるを得なかったのですね.

Frances 私たちは DSM―Ⅳのパラフィリアの

セクションで ある言葉を,1の言丼に置きIIえ ま

した.ご く小さな変更だ ,た のですが それが法

医学分野できわめて有書な影響をよば しました

複祉なので.F剰1は 省きますが つまり よかれと

考えて

“

えた小さな変更が 全 く意図 していな

かった結果を■むことがあるということです こ

の経跛から R,W枠 の変更は極めて慣菫に行う

必要があることを学びました.間違った使われ方

をする●j能 陛すべてを予測することは ,1常 に難

しいのです.私が DSM IVか ら学んた大きな教

訪|よ  間違った便わオ1方をする●l能性があるもの

は 間違ったllわ れ方をする ということです.

製薬会社の広■でも 学校でも 法廷でしr.l違 っ

た使わl■方をするでしょう 米
『

1で は数多くの勢
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力が変更メヽをナト念にり〔究 しなから どのようにし

たら自分たちが考えている特定の目的に合わせて

山

`“

できるかと待ち構えているので ,

大野 n神科医 とい ,た ●「刊の医師だけではな

く プライマリ ケア医 tこ の診断システムに影

響を強く受けていますね.

Frances そこは

'卜 "に
重要なボイントだと思い

ます.米国の製薬針 tは 市場 t‐ 大の最良の方法

はプライマリ ケア医を動かすことだと肯えてい

ます.liう つ来の 80%は 今やプライマリ ヶァ

医によって処方され プライマリ ケア区が

'F定型抗精神病来の半分以上を処方 しています。米 国

人|」 の 11%力
'171う

つ来を11用 しているのです 6
分の|.l診 で処方範が書力れることもしばしばで

す しかし プライマリ ケアには精褥 1の訓練

を 卜分に受けているわけで:ま なく 製薬会社の信

業の影響を非常に受けや ,い 0)で す.

■の処方には多大な′I意が必要ですが 米国で

は 薬を必要としない′

'に

処方されている人がた

くさんいる一方 率が必要なのに tl方 されてtヽ な

い人がたくさんいるのです.工篤なうつ忠者のう

ち 捐ll ttRを 受診 していたのは 3分 の 1だ け

で した。たった 3分 の 1ですよ 一方,liう つ

業を服 ,Π している人のうち おそらく少なくとも

子数の人たちは葉が必ずしも必要ではないので

す.多 くの1予症のうつ

"の
人・|プライマリ ケァ

を受診する一方で きちんとした来物IIrl法 が必要

な
`|`等度llにのうつ病の思者さんの多くが受診を

していません.プラセボの反応率は嘔rJの うつ病

では

'1奮

に高く 50%こう.軽度のうつ病で抗

うつ葉に反応する あるいは反応 していると思わ

れる人の多くは プラセボ効果のためたと考えら

れます Ⅲ等症から垂症のうつ病では薬

",法
が

`0に

セちます力1性度のうつ脳では業の,収用は必

ずしも必要ではないのです。ところが 軽度のう

つ・Inで 薬が
`必

要でない多くの人が薬を飲み Ⅲ等

度から:1症 の うつ病で絶対に業が必要な人が業

を飲んでいないという 大 きな矛盾が米国には

あつます.

DSMのメリット デメリット

大野 診断基準のマイリスmlこ 話が真・|し すぎた

かもしれません。そもそも私たちはこうした,,断

システムを tyI要 としていたのであリ プラス面と

しては 先Jiが 先ほ_l述べられたように ‖神

“

|

医療′,信照性を高め lll究の拡大や医

`“

間のコミュ

ニケーシ ,ン に贅正したわけですI13.

Frances 結¬01の診脚iや治,よ  きちんと行わ

れれば非常に効果が高いのです.他の医織分野と

同IIに 精コ「1の治燎りよ績はよく 精神rlの おも乎

均すれば仙のは籠製 rで使われている来よりも有

効であることが示 されています`大切なことは

正

“

な診地iを 行 ,て "気だと|,断 さオ1る べさ人

はそのように診断され ■●の範,1だ と考えたほ

うがよlヽ人に訊った翡名を付けるというようなこ

とがないようにすることです 米国で よ Xlll■

診鬱iが r● な人の領llkに まで拡大し 口

"4:活

の

さまざまな問題を抱えた多くの人が精神障害を抱

えていると誤診され そして本当に精ヤI欧想を病ん

でいて 1,断がきちんとされれば生活が大きく向

上し 場合によっては命を,い ことになる力もし

れないという忠者さんたちに|ク〉なfl意 が17.わ れ

ていないという問題があります.

1:`“な診断は
‐
Nj末 的な治療の第一,であり ,

者さんとの非常によいコミュニケーションにもつ

ながります 的帷な診断がなさオせると 愚をさん

は1分が理解されたという気llち になり l.嵐 に

効外的なよい関係がltり やすくなるので す1,回復

の第一歩です_し かt 米国では誤診が多く ,|
に日常生活の11』や失意を精科荻ふ としてヽヽ名を

付ける口が非■に多いのです この11題 は,日 本

では少ないのではないかと思います.

大野 どうしてそうしわれるのですカ

FranCes 日本人は感情をあまり表に出さないで

しょう.精神II的 な説明をあまり求めませんね.

猜神科の問題をもって tヽ ることを記めたがらない

という耐題もありますし,必要な治凍を受けさせ

ることが難しいという|.l噸 もあるのではないて

'か。片や米l■ では 過驀ll_LF 過栞↓詢ほという0

精 村医学 "巻

く反対の同腫を抱えているわけです

大野 日本でも同じ問題はあると私は考えていま

す.

言舌は変わりますが 先生とご―緒にll事 をさせ

ていただいてぃた時のことですが DSllの カテ

ゴリ たとえばパニ ック障官とぃぅの よ忠昔さん

とのコミコニケーシリン ッールとして非常によ

いとtヽ うことを教わりました.1)slNIを 思→さん

に見せなから そこに記載されている症状を説明

すると 思者さんは納得して 医者にF■解しても

らえたという気持ちになります.

Flances パニ ック障害の忠者の多くは過呼 llA

過捜気 ,体症状 動悸 死ぬのではない力と思

うほどの LJ吉 しき 指やつま先のしびれを体験 し

ます。こうした,F状 は JI巌イと炭素のバランスの

崩れという単純なことであり 磯 発■のような

l■状の原 Nは迪呼吸だということを思昔さんが型

解すれば 診ネの最初の 15,で 忠者 さんの人生

を変える
「

助けができます。すでに記められた満

気であ/1こ と 症1人 が-1,的なものであること

医回は症状をよく理解していること 医師と忠者

か 4懸命取り組めば 山増への対処のi上 方が見

出せるし,よ りよい方向べ 詢かえると都tlllす る

と 患者さんは「この .l題 を担えているのは自分

だけじゃない」と惑し 仄師に対する信噸が築カ

llる のです.

"曜
な診断は n"r継 療において非常に重要

なものです. しかし 問題 |ま 人生にはよくある

|・ 題を調大化して柄沖疾忠にするという過利診断

が簡単に行われていることです.日 本でも米国で

も 必要な人には診断を 卜し 必要でない人には

誤

'^や

不必要な治衆という,計な負IHを 負うこと

なく生活できるようにする その適切なバランス

をしっかり見JIす ことが 標になると思います.

EISM-5の 問題点

大野 おっしゃるとおりだと思います。ですか

ら 適切な診ゅFシ ステムを作る必要があるわけで

す.そ こで DSM 5の 問題に移つたいと思いま

すが 先生はDSM 5に 関して●摘lrlに 発言され

ていますね.DSM 5の同層■につぃて脱明して

いただけますか

Frances l)SM 5の 改「 を

`,っ

ている人たちは

蓄意から 精神■診断におけるいわゆる「バラグ

イ
`、

 シフトJを 口iHし ていたち ,です しか

し llllな 野望は時に危険な結果を招 きます

DSM 6に 対する数多くの掟実は精神疾想の範囲

を大l.に 工大するもので 今は■性と見なさllる

'li Fl人

もの人までがその「 に人 ,て しまいま

す.私は この診断基準はラディカル週ぎるし

攣術諭蛯による裏づけのない提案を行うことは ,

リッ |よ りもデメリットのほうが大きく 意メし

ないヽい紹果を11く ことになる0,で はないかと

ずっと[念 しているのこす

IISM 52・ t本的なF・l題点は 予ll精

"嘔
蕪を進

めようという試みです.予防続ll医療というの

は 病illsが はっきりと現ltる 以11の ごく初期の■

P●・で診断し 病気の悪化を防ぐために介人すると

いうものです。立派を日標ですが これを建■す

るためには3つ の基本要‖をIIた さなくてはな

りません ます 将来病気が悪化すると思わ|.る

人と 悪化しない人とを融llす る能力が必要で

す。 LI化 しないであろう多くの人に誤った診断を

することなく 議,1し なくてはなりません.

DSM 5が 提案している診脚rで は 誤診の提1場 li

率が,1常 に高くなると思われます.第 2に  も

し初 ll診断を行うのであれば 病気の悪化を予防

する効果的な■人が必要になりますが DSM 5
が提案しているどの症llも 効果的な治薇法がある

と証

"さ

オ1て いないのです.第 3に  もし初期

介入を行うのであれば それは弊害のないもので

あることがよいわけですヵヽ 少なくとも 1,sy

chos`R`kJ と「ltn、per D、 regdatlon Dも σ

der」 の2つの提案には ,1普 に大きな危険lVjが

あります.こ れらの症サが紹めらオ1た 人 あるい

は誤ってそう認められた人たちにはI鵡神

“

業が

処方されるでしょうが そのlR用 によって捕尿病

をドった大幅な体重嬌

"を
来す人がllて きます.

lL測 と愴ボ病は心臓満を招き た命をlllめ ること

もあるでしょう.抗榊 I病業の不適ulな服

"を
,:

8号  2112年 8∫ ]
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すようなことは弊害が大 きいのです . 域予防ブログラムはす まらしいものですが それ

と‖,Ir i′ 断とを緊密に関連1,け させることは

必ずしもよキヽことではありません

大野 今年5月 フ 千ラデルフィアで行われたア

メリカ精神医学会絡会の会議で発表されたフィー

ル ド トライアルの評定青間信頼性がとでも低い

のでヽきました。,ぅ つ病ll障 害でさえ oも で

,.こ れはどぅぃっことでしょっか

Frances DSM 5に とって大きなlJこ あり き

らに|え ば 信

"‖

:が このように低く しかもそ

れでも人t大かのように振丼ってぃ/.こ とは結神

医学にとって恥すべきことだと思ぃます このよ

うな信1頁 ‖は受け入れられません.ま た フィー

ル ドをきちんと反IIし てぃるわけでもないので

す。 フィール | トライアルの設.lは ず さんで

質F・lが問建っていたり 数字のつじつまが合,,な

かったり 意味が分かりにくいのです

DSM 5の基準の.L述 の多くは現在のところま

だラフな状態で もっと明,任 に記述する必要が t・

りますから 発

"前

にきちんと普き直されること

を期待しています 結果がよくなかった基準のい

くつかについてはもう一度フィール ド|ラ イアル

をして これまでll百 もの11究 における信爪性テ

ス トで達成 されてきた信ll■ を DSM 5も 達成
できるということを示す必要が・|.り ます.

太野 今回のフィール ド トライアルでは設:や
質・lが不適lll(あ ったと指摘されていますが そ

の点についてもう少し..り ]し ていただけます力、
Frances tFrし い診断..を 導入す引抒に最も重要
な質|.lは その判1′ Ff名 による実際のレ響がどの

ようなものかでぁっ それを,1,す るためには発

症率がとれくらいになるかを,‖ るということで

'。

DSM 5■ヽ 来 こは ■症率を判断するため

のテスlが フィール F トライァッ●で全く,われ
ていませんでした 「Binge Eaing DisorderJの

ようなものでは おそらく人
「

の 11%になったは

ずですが どれほど―」1的なものになるのかフィー

ル ト |ラ イアルからは全く分かつませ /● 適 lj

な質嗣がなされていなかったのだと思います.停
頂性にだけ痒点を当てていて 実際にどのような

51を  ` 月  2o12● :8月

DSM 5に つぃて私が最も懸念 していた「Psy

cho、 is RiskJ と 「へttenuat.I Psych● [て  sy。

dro,lcJの 提案は キ115月 のアメリカ喘

",ヒー.会総会の会議ては,さ れました この 2つ ま

'卜

常にIL瞼 な診llに なっていたと思います なぜ

なら 精|,病 になると予測されていた lo人 中 ,

人がそうならなtヽ のです 1青 11,失忠の1'1方法とし

て
'証

されたしのは I.り まtrん じ 精神病に結局

ならない人にll‐精神病来を処方して大変なl■果を

,召 くこともありえます この提案がはす″したこと

は本当によ力ったとIJぃ ます.「 Mix=d Anxiety

)。p:essionJが はずれたこともよか ,た ですね.

これは 日常生活で すょくぁる失望や不安と重な

る音

`分

が大きいからです.も し提案が逝っていた

ら おそらく最も一般的な精神
「

1診 断となって

'ご
に過利に4方 されているllう つ業の使ll量 を

.AF.に 増加させることになっていたでしょぅ

この 2つ の提案以外にも メリットよりもデ
メリットが大きく 卜1学的識拠のないことが,い 配
される提案がたくさんあります

大野 分かりました ,1常 に処しい11断 たと思ぃ

ますが 子どて,に ●lら かの 匈題が■じる前にそれ

を見つけることは,1常 に人事だという人もいま

す 私は 支援と治広がlit・lさ れているような気
が していまつ.地域精神,にが充実 していれば

診

"は

ど必要ないのではないでしょうか jt●に

適切な文″■IJが ●
・り lt民が訪れて質|.や担談

することができる場所があれば それこそ適切な

支援が可能になるで しょぅ こうtヽ ぅことは精|,

ム患の診断なしでも■えるはすです

Frances =年 層ゃ高齢者に1し 城サポー トを提共
し生活の場で助ける地J成予 1方 プログラムがあるこ

とは 非常に重要なことだと思います。ただ そ

ういうプロクラムの口恵を受けるために よ精‖嗜|

診断力
`“

要で|る と考えな,,ま うがよぃと思いま

す +`ヽの吉者向けのよいプログラムを■つこと

自体はすばらしい ]標 だと思いますが それに

よって精神病か,方されると力精‖障 _‐ の発庁率
が減少すると断言すべきrはないと思います.地

|||,「 学 ,1薔 8号  2o2年 3月 :2i

句」会1'イ ンフ
'ク
 トが.Iる かを卜」口「

「
ると,ヽ う|ド イ

ントがltけ ているのです

DSM 5の フィール ド トライアルの信 lrl!設

副は替 1す ぎて 最初日にしたときに こんなに

■

'1な

ものは実行不¨能だと思いました 結局そ

71た めに大きな遅れが出て フィール ド トライ

アltの 結卜が出るの ま1年半遅れました.し カ

tそ の■界はセンターごとに大きく黒なってぃま

した とうしたら人うつ病性

"■
の信剛 [が o3

になるのか 至幅 理解できません.人 うつⅢl■ 障

害171診 山Ⅲま30年 まどltわ れてきていま,し  ll
究も広範Шにイ:われていまけ.も し調査がきちん

と′子オ,れ てtヽ ォしば 信1真セ1は 2`吉 |」 |力
`る

はす

です.ですから 今回のフィール ド トライアル

ではきちんとした調査がされておらず そこに出

てきた数字を信じることはできないと言ぇます

DSM 5で 達成される信1慣性は受け入れられるも

|)で あることを実.Iす るlll究 メ DSM-5が 出1辰

される前に再度行われることを期待 しています.

■

`の
l.頼性は とにかく受け入れられないと思

tヽ まつ

大野 もう 1つの問題は「バ ラダイム シフ トJ

です この言某はとても魃力的ですし 実際にす

ばらしtヽ のかもしれませ′し しかし DSM-51よ ′:

ラダイ/、  ンフトに●lか って間違 ,た 方 向に進ん

でいるというか 間違 ,た 方向でパラダイムを,

フ トきせ ようとしたと思います ■l、 は 米[
NIMH(NaJona insltute of Mentnl H。 狙th)が J:

'学
的十標をもとに進めようとしているRD。 |

1よ  1キ 間がかかるかもしオ1ま せんが バラタイ

ム シフ トにふさわしいプロジェク トなので まな

いかと考えています

France s 私たちがます覚えておくべきことは

「調め し前 1の ような仕事は,■ しないとぃうこ

とです。この 30年間で :1常 な1き の機能に閲する

理

"は
大 lIに 進み 神経科学も躍進 しましたか

ら もし精神病理学で士物学匈理解を得ることが

簡単だったならま とっくに理解されていたでしょ

う 双枷i性障害でも 統合失調r■ でも 強馴 経

症で も タィプは 1っ た ,で はぁりません お

そらく 脳には精剌病l■学上の各病型に通じるエ

なる[路が●l百 もあるのです.人 F・lの ,商 はこの世

界で最も複雑な代物ですが 脳はその秘密をな方

なか教えてくれませんから 喘神F学や 基耐‖

I・ rl学 の臨床利学へ|)応用はす1常 にゆっくoと進

むと思います 変化|ま族息ごとに黒なる (́ スで

少 しずつ起こり 統合失,1症や双極ltF章害につい

て・|力」里解できるようになったとしても 人日の

3%か 51.に ついて説明かつくだ■です.■明さ

れるべき茫路が

"i常

に多いからです.ですから

仏 よ精神医学
=|・

いて 気に起こるようなパラダ

イム ンフトがあると期イ寺することにできないと

思っています.

NIMHは  この問電に対 して・・ なるアプロー

チの●方を提7し ていますが それはこの 30年

l・111神 病理学のFl■ の場で起きてきたことに落lJ

しているからだと思います.DsMに含まれてい

るr■ 候■の代わりに NIMHよ もっと単純な次

元の変数を用い コ:安 怒つ 実 l」機能障害 う

つといった変数に生″常,,な相■関連悧があるか

どうか調べようとしていますが 始まった|ダかり

の段階です

―.lの ll域を除いて 精神医学の分野でバラ
'イム ンフ}が起こるとは,え ません力1最 も別

待が■てる0ま アルツハイマー病です おそらく

5年以lllに  画像診断やIII泄校0と いった検査の

精度がかなり高くなり はっきりした臨床症状が

||る 前にアルツ′ヽイマーのリスクのある人を11当

正確に予測でさるようになるたろうと思います.

これが最″,の生物学的淡査の突破口となって 問

診では

'か
らないこと0分かるようになるでしょ

うし 他の,lllで生物学ll検査を行う糸 ¬になる

ので まないかと期待 しています

ただ これまでのところは いろいろ提案され

た検査が当初期イ十されていたような結果,J何 もエ

認されていません そのためパラダイ′ ンフト

を約束することには非常に瞑■になるべきたと思

います そのrヽ わりに 私たらま適切な精″i ll診

断や冶療について現在非常に多くのことを知って

いるわけですから そ

'■

を最大lllに 生かすべきで
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す。野望を抱いて遠いところにあるものに手を,|

ぼすのではなく すでに知っていることをよつよ

く実践することに努力うるべきです

精神科医療の難 しさ

大野 生ll学 的 嗣地に触れましたが 精‖疾忠が

難 しいの ま t物学的変化だけで まなく心理ll会

,1要業や影響の側面があるからで ,い理社会的要

素に対する治な も必要です t物学的問旭だけに

よって精神,忠を明忙に理解することが111:な の

で しょうか

Frances 誤解を招きゃすぃ考えの 1つ が 情神

llの ●l題 はすべて化学的アンバランスによるもの

で 11業 で病気が治るという考えです この考え

によ ,て  "業合 |11ま迪ム 30午間にわたって来

を売ることができたわけです ●神医踪で私たち

が経験 している,べての問題の答えは |.l単 な化

学だというのです この考えの悪影響が業の過

"処方です 纂IJ凛 法は有,1ですが それだけでは

不十分で 心理社会llJな アプローチも同じように

[F要 です

もし ■l崚法と同様に憫 |́,法 を喧伝する業

界があったら 精

"1頂

法が今より多く行われ 栞

物黛 r■ lま減0ま つ.業物治康を現′r受けてぃる人

たちの多くは 栢神,法によってすっとよくなる

でしょう 捐‖千1の 軽度 1程度の症

'ス

には 柿

神療llが 少なくとも業物床法と同じくらい効果が

|・ り 情神燎法のほうが1キ航効果 ll長 く 日ヽ■汗

は少ないのです.非常に多くの人が必・・のない丼

1/1J治 凍を受け 回復に大きく役立つであろう消神

ll・法を受けていないというのは ■不尽であり

経済i勺 動機がそうさせているのたと思います.

大野 最後に 小りJ期の双極性障害についてお聞

きしたいと思います。現在 どういうllル

“

こなっ

ているのでしょうか。

Frances これ ままさに不■■だと思います 製

薬会社と資金面で深くl.びついた米匡の小児捐

"医学の トップ達が 全米各地でワークショップを

開き 子どもの双l山障害は成人′)も のとは違う

のだと説き回ったのです.■l人にみられるような

はっきつとt´ た躁とうつの代わりに 子ともの双

極性FI害 で千ま起■の激 しい気1攻撃|1行 動 力ん

しゃくがみられるというわけです 青 F・ 上の問

題 子どもの発産の問題すべてが双極li障害の31

拠として嬌釈されてしまいました そうすると

子どもはみんな双●性障害です.診Шi■ |ま非常に

高く 多くの子どもが幼い年齢 0あ っても高用量

の業を処方されていて 子どもたちには非常に●

害で1 米国情

",L学
会 |よ この問題に気付き

DSl・ l-5 こ|ま 「Tcinper Dys● cgu ation Disol derJ

111!医 学 54着

または 「Diゞrupt■e Mood Dy= ogulat。 ,Disor

uerJと 呼ぶように提案しています.

間題は こオロ〔よって状況が悪化するかもしれ

ないということです 私が′心配しているのは 抗

|■ 4)茜 業の,Ill iが 減るとこうか プライマリ

ケア

「

が「lcmper Dys,cgulaう on DisorderJの

診断を出し始めて抗精神病業を処方するので ll

用量が増えるのではないかということです 」ヽ兄

双極‖障害に反対する運動を行うべきです 製薬

会社が双極性障害を1喧●する多くの会議に資‐●を

出しているようこ 精神千1医 家庭医 小児
「

1区

たちが会議のスボンサーとなって「これ ま問造■

ているJと 反対の声を上げるべさです.DSM 5
によ 1江意 |こ れは過刺診断さオしています |「 こ

オ■を宴11け る1llllは ありませんJと いう 大きな

●意書きを入れるべきです りい 診断名を作 ,て

も それにもリスクr・ ぁるかもしれまt● んから

それより小児双極l■障害の過剰診断を■11,べ き

です DSM 5においても

't+』

し さらに誤離し

やすい情報を与えられてそれに納●している医IT

たちを再教育する会議を雀接して そこでも

'tギ

1

を行うべきです

大野 双極性障害に関しては 日本でも成人にわ

いて同じことをl."しています 日本では 双極

旺障害 1'で もⅡ型の発生率が急増したのです.

FranceS 私たちがDSM― Ⅳで咬員Jし た部分です

ね 理にかなうようにしたのですが 双極1■ 障嘗

の

`増

という意図しない紀果を招いた箇所でもあ

ります 双極■ l llを 診断基準に追加したの ま

忠十さんを五うつ業によるF原 Lの 47f害から守る

ためてした。文IIを ,1べ たところ 抗うつ来を,「

8号 202年 8月               827

月中に躁 ll態 に変わったり 蹂うつのサイクルが

早まったり 混合した状態になったo 双l・■ll思

者と llた 症サをさまざまな,レ で
'す

る息者群が見

つかったからで,

双極性Ⅱ型のカテゴリを■るかとうか議論の■

かれるところでした方` こうした忠者さんを保Ⅲ

のきかない抗うつ業の

“

用から守る必I・ があると

●L7し たので

' 
製薬会社は双極陛1型に飛びつい

て 誰もが一種の双ヽ l・lた と宣伝 し 米国では

DSM― Ⅳ以降 双極旺障害の■症率が 2倍 になり

ました 気分障害を持つ 6人 '|]人だったのが

今や 3人以上です その中にはよ0「Fでに双極

性と診Mさ れている人もいますから それ まよい

ことですし 躁の予lryと して柿ヵi安定業か処方

さ″せるのもよいことだと思t｀ まつ  し力し その

他の多くの人たちにとっては過剰診断 過刺治療

となって 結局忠者さんには富になるのです

「ある診断が広く行われるようになったら 疑

うべしJと いうことです 人間はすぐには変わり

ませんが 物・
●名前はすぐに変わります。もし■

●・多くの

'者
さんが同じ診IIT名 を付けられように

なったら それ よ息

`き
んが変わった・|ち ではな

く考え方が変わったからであり 考え方が変わろ

のは 多くの場合 製薬会社が自社製品を売るた

めにその病気のマーケティングを動かしているか

らなのです いつでも ひとつの診断名が■日を

集・
Iる と多用されるようになります 私たちまそ

れに
‐
lし て疑いを持つべきだと考えています.

大野 今日は どうもありがとうございました.

(了 ,


