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は　じ　め　に

　今回は心身症と気分障害を分担して、教本の原稿を書くこ
とになったが、心身症と気分障害は全く別の分類に属する病
気であり、心身症は神経内科の守備範囲で、気分障害は間違
いなく精神科の守備範囲である。
　心身症は原疾患があり、それに関連して心身症の症状が発
生するものと、心身症が先行し、具体的な症状につながって
いくものとがあると云うことである。従って原疾患の治療を
しつつ、原疾患に起因するストレスを治療することが必要に
なる訳である。またストレスが原因となって内科的疾患が発
生した場合も、ストレスと同時に派生する疾患の治療もしな
ければならない。
　一方、気分（感情）障害は明らかに精神疾患であり、従
来、『躁病、うつ病、躁うつ病』と呼ばれていた疾患を気分
障害という大きくまとめた分類にしたと云うことのようであ
る。
　本稿では躁病エピソード・双極性感情障害・うつ病エピ
ソードを取り上げたが、この他にも反復性うつ病性障害、持
続性気分（感情）障害、仮面うつ病、難治性うつ病、老年期
うつ病、非定型精神病等の疾病が報告されている。
　気分（感情）障害という疾病に対して最重要課題は、明確
な診断を下すということで、この診断に失敗すると、患者の
予後に大きな影響を及ぼすことになる。一部先進医療として
光トポグラフィー（Near-infrared Spectroscopy; NIRS）に
よる検査法が検討されているようであるが、症状の判別が一
定可能だとされており、一般の診断でも使用できるようにな
ることを期待する。

2012年４月19日 　
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