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　内因性精神病の分類は、Kraepelinによる疾病学的分類を目指した早発性痴呆と躁う

つ病の二分法が、様々な形をとりながらICD10、DSM-IVにも引き継がれています。し

かしこのような二分法にうまく当てはまらない精神病の一群があることはKraepelin自

身も認識しており、多くの視点から様々な分類がなされてきました。本書の中ではこの

ような歴史的流れが詳しく紹介されています。ICD10では、本書のタイトルでもある

acute and transient psychosisとしてまとめられていますが、我が国ではこれに近い疾

患と考えられる非定型精神病として多くの研究が行われてきました。非定型精神病は統

合失調症の非定型群あるいは中間型として、その独立性が満田によって報告され、その

後変質精神病あるいは非定型統合失調症、統合失調様精神病などとも呼ばれる時期を経

ながら、非定型精神病としてまとめられてきました。表現形としてはacute and transient 

psychosisと共通する部分が大きいと考えられますが、分類の基礎として、ICD10が

typological classificationであるのに対して、非定型精神病はnosological classificationを

めざし、様々な生物学的研究による検証を基本にしています。しかしながら我が国では

独自に発展してきたものの、世界的には十分理解されていない状況にあります。

　そこで非定型精神病の問題を検討するために非定型精神病研究会が設立され、活動を

続けています。本書の出版には非定型精神病研究会の世話人の方々にお世話になりまし

た。ここに深く感謝申し上げます。本書で非定型精神病が取り上げられている部分はわ

ずかですが、近縁疾患といえるacute and transient psychosisを知ることで非定型精神

病の理解が深まることに少しでも役立つのではないかと期待しています。
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Andreas Marneros is Professor of Psychiatry in the Department of Psychiatry and 

Psycho therapy and 

Frank Pillmann is Specialist Psychiatrist there. Professor Marneros won the Kraepelin 

Re search Prize in 2002 for his work in the psychoses, especially schizoaffective and 

acute brief psychoses.

　本書を作成する際には、出版時点の標準医療や実地臨床に従って正確で最新の
情報となるよう、可能な限りの努力を払っています。症例については、実際の症
例をもとにしていますが、個人が特定されないよう、最善の努力を払っています。
　しかし、本書に掲載されている情報に全く誤りがないことを著者、編集者、出
版社は保証するものではありません。特に、臨床基準は、研究や規則を通じて常
に変化し続けるものであるからです。そのため、本書に掲載されている内容から
生じた直接のあるいは間接的な損害に関しては、著者、編集者、出版社は法的責
任を免れるものです。使用予定の医薬品や装置に関しては、製造者が示す情報を
慎重に検討されることを強く推奨します。

躁うつ病と統合失調症の鑑別において、経験のある人が丁寧に臨床観察すればするほど、

どちらかに確定診断を下すことが難しい症例が驚くほど多く見られることを否定する人

は少ない。

Emil Kraepelin 1920 

その疾病分類上の位置付けがまだ確定していないのと同様にこれらの急性精神病性障害

の適切な名称もいまだ定まっていない ［略］。急性精神病性障害の分類に関する明確な

指針となるような体系的な臨床情報はまだ得られておらず、限られたデータや、代わり

に用いるべき伝統的な臨床手法では、明確に規定でき、互いに分離できるようなコンセ

プトをいまだわれわれは獲得していない。

世界保健機構 1992
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　短期急性精神病の現代的な定義に至る道は極めて長いものであった。このような短期

で急性的に生じ、良好な予後を示す精神病を定義し理解しようとする努力は、極めて古

くからあるものである。確かに、‘急性一過性精神病性障害Acute and Transient Psychotic 

Disorders’のICD-10の定義と‘短期精神病性障害Brief Psychotic Disorder’のDSM-IVの

定義は、変更できないものではないし、最終診断でもない。現行の診断アルゴリズムで

さえも将来変更になると予想される。変更が予想される主な理由は、このトピックに関

して、研究が極めて少なく、しかも、体系的な研究がなされていないからである。短期

急性精神病の臨床的側面、素因、あるいは縦断的予後に関して、本当にごく一部しかわ

かっていない。病院や生物学、遺伝学的機序については、私たちはほとんど何も知らな

いのである。しかし、このような短期、急性的、一過性で良好な予後を示す、あるいは

‘非定型’的な精神病が、研究者や臨床家にとって重要な意味を持つことは明白である。

正確な定義がなければ、あるいは、均質的な患者グループを私たちが正確に規定してい

なければ、本格的な生物学、遺伝学、薬学、予後の研究や臨床研究はできない。統合失

調症とか感情障害とか呼ばれている多量で輪郭があいまいな精神障害があることが、有

効な研究を行う上での主な足かせとなっている。しかし、私たちには、いわゆる‘非定

型精神病’の正確な臨床診断や精神病理学的理解が必要である。臨床での治療や予後の

側面が、患者や関係者の長期計画に影響を及ぼすからである。今後の研究では、‘非定型’

精神病と‘定型’精神病の間の病因や生物学、あるいは遺伝学的類似性と差異について調

べなければならない。本書は、そのような努力に貢献するものとなろう。

　Halle Study on Brief and Acute Psychoses（ハレ短期急性精神病研究：HASBAP）の

様々な段階に参加したHalle-Wittenberg大学病院の多数の同僚の貴重な助力がなければ本

書は完成しなかったであろう。著者一同は、Dr Annette Haring、Dr Sabine Balzuweit、

Dipl.-Psych. Raffaela Blöinkm、Dr Andrea Wenzel、Dr Stefan Röttig、Dr Thomas 

Arndt、Dr Ursel Sannemüller Dr Rolf Spindler、Dr Michaela Nagel、Cando Med. 

Juliane WünscheならびにCand. Med. Daniel Radlerに対して、データ収集とデータ解

析に多大な支援をいただいたことに感謝する。さらにIna Nellesには原稿の準備、

Frank Demelには図版の作成に支援していただいたことに感謝する。

　HASBAPはGerman Research Councilの研究助成を受けた（DFG MA 115/12-1）。著

者一同は、この助成についても大いに感謝する。

　また、追跡研究に積極的にオープンに、しかも何度も参加していただいた患者の皆様

にも感謝する。

原著の序原著の謝辞
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