
統合失調症 

 

 

統合失調症～疾患編～ 

統合失調症は、以前は精神分裂病と呼ばれていましたが病気に対する誤解や社会的偏見を払

拭するために平成14年に統合失調症に病名が変更されました。 

かつて統合失調症は有効な治療法がない不治の病と思われていましたが、現在では治療薬や

心理・社会的ケアの進歩によって多くの患者が長期的回復を期待できるようになりました。 

その結果、地域で自立した生活を送ることができる患者も増えています。 

このコンテンツでは統合失調症の病態を中心に 
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の順に見て参ります。 

 

 

統合失調症の病態 

統合失調症の病態について見てまいります。 

統合失調症とは、自分の考えや気持ち行動などを脳内でまとめる機能(統合)が失調した状態

になり、それによって行動や発言がまとまらずギクシャクした状態になってしまう病気で

す。 

統合失調症が発症する詳しい原因はまだはっきり分かっていませんが、脳内の一部の神経系

の機能が障害され思考や感情などの精神機能のネットワークに混乱が生じて発症すると考え

られています。 

統合失調症は幻覚や妄想など様々な精神症状が現れ、日常生活に支障をきたします。 

また、多くは生涯にわたり寛解と再燃を繰り返し、慢性的経過をたどります。 

しかしながら現在では治療法の進歩によって症状の多くがコントロールできるようになり、

統合失調症患者は病気とうまく付き合いながら地域で暮らせるようになってきました。 

 

 



統計 

統合失調症は特別珍しい病気ではありません。 

調査によると生涯のうちに統合失調症にかかる確率は約0.7～1%で、おおよそ100～120人

に1人発病の危険性があります。 

この数字は世界的に見てもほぼ同程度であり、地域差や人種差はないと言われています。 

厚生労働省の患者調査では、ある1日に統合失調症あるいはそれに近い診断名で医療機関を

受診した患者数は約25万人とされ、そこから推計した治療中の統合失調症総患者数は約80

万人とされています。 

 

年齢別の発症率 

統合失調症の年齢別性別の発生率を見てみますと、多くは10歳代後半(思春期)～30歳代

(青年期)に発症します。 

男性の方が発症年齢は若い傾向があり、発生率のピークに5歳の年齢差があります。 

女性では若干高齢での発症も見られますがその原因は不明です。 

また発症の頻度に大きな男女差はないとされてきましたが、最近の報告では男性に多いと

されています 。 

 

 

統合失調症の主な症状 

統合失調症の主な症状について見てまいります。 

統合失調症でみられる症状は大きく『陽性症状・陰性症状・認知機能障害』に分けられま

す。 

陽性症状は本来ないはずのものが現れる症状です。 



陰性症状は本来あるはずの機能が低下あるいは消失する症状です。 

認知機能障害は記憶注意集中力などの基本的能力に加えて計画を立て実行し問題を解決する

などの複雑な知的能力が障害されて現れる症状です。 

それぞれの症状について見てまいりましょう。 

 

陽性症状 

陽性症状には『幻覚・妄想・思考障害・行動の異常』などがあります。 

陽性症状は強く表に現れることが多く、誰の目にも違和感や異常を覚えさせる症状です。 

一般的に統合失調症の症状として知られているのはこの陽性症状です。 

 

幻覚 

幻覚は実際には起こっていないことを現実的な感覚として認識してしまう症状で 

『幻聴・幻視・体感幻覚』などがあります。 

幻聴は幻覚の中でも最も多く見られ、実際には聞こえない声や音が聞こえる症状です。 

多くの場合、自分に対する批判や噂をする声が聞こえてきます。 

幻視は実際にはないものが見える症状です。 

体感幻覚は通常では感じることのない異常な体の感覚を訴える症状で、脳みそが腐って流

れ出す、内臓がおかしいなどと訴えたりします。 



 

妄想 

妄想は非現実的なことありえないことを信じ込んだり、誤った考えや意味付けに異常な確

信を持ったりする症状で、『被害妄想・関係妄想・誇大妄想』などがあります。 

被害妄想は良く見られる症状で、誰かが自分のことをずっと監視している、周りが自分の

悪口を言ったり嫌がらせを受けているなどと思い込んだりします。 

関係妄想は、例えばテレビやラジオなどで自分のことが話題になっているなど、周囲のこ

とが全て自分と関係があると思い込みます。 

誇大妄想は、自分は特殊な力を持っている、自分は偉大な人物であると思い込んだりしま

す。 

そのほか、 

●自分の考えていることが声になって聞こえてくると感じる考想化声 

●自分の考えが外部から抜き取られると感じる考想奪取 

●自分の考えが人に伝わってしまうと感じる考想伝播 

●外部からの力によって考えや衝動が自分の中に吹きこまれていると感じる考想吹入 

などがあります。 

 

思考障害 

思考障害は思考がまとまらず支離滅裂になる症状で、連合弛緩や思考途絶などがありま

す。 

連合弛緩は話題が次から次へと他の話題に逸れてしまい、何を言いたいのかわからない、

意味不明な会話になったりすることです。 

思考途絶は思考が急に停止し何も言えなくなったりします。 

 

行動の異常 

行動の異常としては、 

・激しく興奮したり逆に周りからの刺激に全く反応しなくなったりする緊張病症候群 

・目的のない無意味な運動や言葉を繰り返す常同症 

・取らされた姿勢を窮屈でも戻そうとせずずっとそのままの姿勢を保ち続けようとする 

カタレプシー(蝋屈症) 

などが見られます。 

 

陰性症状 

陰性症状には『感情の平板化・意欲の低下・思考力の低下・自閉』などがあります。 

 



 

感情の平板化 

感情の平板化とは、嬉しい悲しいなど喜怒哀楽の感情表現が乏しくなることです。 

普通の人なら笑ったり泣いたりするような場面でも何の反応もせず、他者の感情表現に共

感できなくなってしまうため、外界への関心も失われているように見えます。 

 

意欲の低下 

意欲の低下では何事に対しても意欲が低下し周りのことに興味や関心を示さなくなりま

す。 

自分のことにも無関心になり、身だしなみに無頓着になったりお風呂に入りたがらなくな

ったりします。 

 

思考力の低下 

思考力が低下すると言葉数が極端に少なくなり、話しかけても一言二言しか返ってこなか

ったり会話にならなかったりすることもあります。 

 

自閉 

周りとコミュニケーションが取りにくくなると、他者との関わりを避け引きこもる自閉の

状態になります 。 

 

認知機能障害 

認知機能障害は、例えば記憶力の低下によって新しい仕事のやり方を覚えることが困難にな

ったりします。 

また注意力の低下のため周りの必要な情報や刺激に対して散漫になり、人との会話に集中で

きなくなったりします。 

このほか過去の体験に照らして対応することができないため、臨機応変な対応をとることが

困難になります。 

このように認知機能障害は生活や社会活動全般に支障をきたし、患者の生活のさまざまな場

面で影響を及ぼします。 

 

その他の症状 

その他の症状として不安・抑うつ症状が現れ、絶望感に苛まれて自殺願望を抱くこともあり

ます。 

 



統合失調症の経過 

統合失調症の経過について見てまいります。 

統合失調症の発症は、急激に発症する場合や徐々に発症する場合など、人により様々ですが

おおよその経過はわかっています。 

典型的経過としては1つのエピソードにおいて前兆期・急性期・消耗期(休息期)・回復期 

といったサイクルをとります。 

 

 

前兆期 

統合失調症の症状が顕著になってくる前に、発症の前触れのような変化が現れることがあ

ります。 

はっきりとした症状は出なくても 

眠れない・疲れが取れない・もの音や光に敏感になる・気持ちに焦りが見られる 

などの症状が見られます。 

 



急性期 

前兆期の後は激しい症状が現れる急性期に入ります。 

不安や緊張が極度に強まり、幻覚・妄想・興奮などの陽性症状が現れます。 

自分の中でも何かが変だなと感じ始めますが本人に病識はなく、周りから見ておかしな行

動をとることもあります。 

また、幻覚や妄想のため頭が混乱し周囲とのコミュニケーションが取りにくくなったりし

ます。 

この急性期は一般に数週間単位という比較的短期間で経過していきます。 

 

消耗期・休息期 

治療が開始され、症状が徐々に落ち着いてくると陰性症状が中心の消耗期(休息期)に入り

ます。 

急性期とは一転し、元気がなくなったりやる気が出なくなったりします。 

また眠りすぎるほど眠ったり引きこもったりします。 

これらは、急性期に心と体のエネルギーをたくさん使ったことが原因と考えられていま

す。 

この時期は精神状態が不安定なためちょっとした刺激で覚醒となり、急性期の状態に逆戻

りしやすい時期でもあるので、焦らず無理せずに治療を続けていくことが重要になりま

す。 

消耗期はおおよそ2週間から数ヶ月続きます。 

 

回復期 

さらに治療が順調に進むとなだらかな回復期に入ります。 

患者は気持ちにゆとりが出てきて、周囲にも関心が持てるようになります。 

ここから先は非常に長い経過をたどります。 

ほとんどの場合は数年単位、場合によっては20年30年と長い経過をたどることもありま

す。 

 

経過の逆戻り 

消耗期や回復期に病気を誘発するようなストレスがかかると急性期へと逆戻りし、 

再び急性期→消耗期→回復期といったサイクルをたどることになります。 

一般に再燃を繰り返すたびに脳の全般的機能は低下し、回復までに時間がかかることが分

かっています。 

統合失調症患者の障害でみた長期経過は、多くは一旦寛解しても再燃を繰り返し、慢性的

経過をたどりながら徐々に機能低下が進行します。 



ほとんどの患者で病状が進行するのは発症後5～10年の間でその後は比較的機能低下が見

られなくなる安定期に入ります。  

 

 

統合失調症の病因 

第4章では統合失調症の病因について見てまいります。 

 

神経細胞ネットワーク 

脳内の神経細胞のネットワークについて確認します。 

 

正常な神経細胞ネットワーク 

脳内の神経経路上の神経細胞同士は互いに接し

ておらず、この細胞と細胞の間のシナプス間隙

と呼ばれる隙間において神経細胞の軸索から放

出される様々な化学物質をもう一方の受容体が

受け取ることで情報を伝達し機能しています。 

そしてこの神経細胞同士の情報伝達を行う化学

物質が神経伝達物質です。 

神経伝達物質の種類によってその分布と経路が

分かっており、通常は互いにバランスをとりな

がら脳の機能を正常に保っています。 

 

 

 

 

 

 

統合失調症との関係 

統合失調症がなぜ起こるのかについてはまだ全ては明らかになっていませんが、少なくと

も一つの原因で発症するのではなくいくつかの原因が重なって発症すると考えられていま

す。 

 

 

 



ストレス脆弱性モデル 

統合失調症発症のメカニズムを説明するモデルとして広く知られているのが、ストレス

脆弱性モデルです。 

脆弱性とは、 

・個人の持つ病気になりやすさ 

・ストレスに対する弱さ 

などの生まれ持った素因のことです。 

ストレス脆弱性モデルは、この脆弱性に加えて日常的なストレスや生活環境などの社会

的要因が相互に作用することにより脳内の神経伝達物質のバランス異常が起こり、脳の

機能に何らかの影響を及ぼして統合失調症を発症するというものです。  

 

病態に関する仮説 

 

ドーパミン仮説 

病態を説明する仮説としてはいくつか提唱されていますがよく知られているのがドーパミ

ン仮説です。 

ドーパミン仮説は1950年以降に開発された統合失調症治療薬が共通してドーパミン受容

体遮断作用を持っていたことや、ドーパミンの放出を促進する薬物が統合失調症の陽性症

状にあたる幻覚や妄想を引き起こすことから提唱されました。 

これは、統合失調症では脳内の中脳辺縁系のドーパミン神経の機能亢進が陽性症状を引き

起こしているとする説です。 

しかしながらドーパミンの機能亢進だけでは統合失調症のすべての病態を説明することは

できず、ドーパミン以外の神経伝達物質の機能異常も想定されてきました。 

その後の研究により、統合失調症の脳内では中脳辺縁系のドーパミン機能の亢進が陽性症

状に関与する一方で中脳皮質系ではドーパミン神経に抑制的に作用しているセロトニン神

経系が優位になっており、これがドーパミンの機能を低下させて陰性症状や認知機能障害

を引き起こしていることがわかりました。 

 

グルタミン酸仮説 

現在、ドーパミン仮説に代わる有力な仮説となっているのがグルタミン酸仮説です。 

グルタミン酸仮説は、一部の麻酔薬の乱用で統合失調症に類似した陽性症状のみならず陰

性症状も引き起こされることから提唱されました。 

これらの麻酔薬がグルタミン酸受容体遮断作用を持っていたことから、統合失調症の脳内

ではグルタミン酸の機能が低下していると考えられました。 



つまりグルタミン酸の機能低下が一時的に存在し、それに伴ってドーパミンの機能亢進や

セロトニン神経の優位が起こり陽性症状や陰性症状を発現するという説です 。 

 

 

統合失調症の診断 

統合失調症の診断について見てまいります。 

統合失調症は統合失調症だけに共通してみられる特徴的な症状はなく、血液検査や X 線検

査などで異常が見つかる病気でもありません。 

そのため、患者本人および家族への問診を数回行い、患者に現れている症状や家族歴、本人

の振る舞いなどの様々な情報を集め、他の精神障害や身体疾患の除外や鑑別のための各種検

査を行い総合的に評価診断されます。 

 

問診 

問診は本人への問診が基本ですが、本人に病識がなく意思の疎通が図りにくかったり対人不

信が強く態度が拒否的だったりする場合や、興奮状態にあり本人への問診が困難な場合など

には家族に対しても問診を行います。 

症状については 

・どのような症状が現れたのか 

・いつから始まったのか 

・どのように経過したのか 

・社会生活にどの程度の支障があるのか など 

発症前から発症後現在に至るまでの状況をできるだけ具体的に把握することが必要です。 

統合失調症には遺伝的な要因も関係しているため、家族や親戚に統合失調症の患者がいない

かを確認することも重要です。 

また、除外診断のため 

・これまでにかかったことのある病気 

・薬物使用歴 

・鎮静剤睡眠薬への依存およびアルコール依存の有無 など 

が確認されます。 

さらに、問診中の患者の『態度・振る舞い・表情話し方』なども診断の参考にされます。 

例えば統合失調症患者では態度や振る舞いに 

・動作が固く不自然 

・周囲に無関心で拒否的 

・落ち着きがない 

・口数が少ない など 



の特徴が見られます。 

これらの問診の結果を踏まえ、まず類似の症状を呈する精神病・性障害・気分障害・人格障

害を除外します。 

 

 

検査 

問診により統合失調症が疑わしい場合は、 CT 検査や MRI 検査、髄液検査や血液検査など

を行い、身体疾患や薬物使用による精神症状との鑑別を行います。 

鑑別が必要な身体疾患には、類似の症状を呈することがある 

脳腫瘍 

ウイルス性脳炎 

側頭葉てんかん 

甲状腺疾患 

などがあります。 

これらの心身体疾患は脳画像検査や髄液検査などを行うことで鑑別することができます。 

また幻覚や妄想を引き起こす薬物を使用していたり、現れている精神症状が処方薬による副

作用と判断されたりした場合などは除外されます。 

これらを総合評価することにより統合失調症と診断することになります。 

 

 



診断 

統合失調症の診断は診断基準に基づいて行われます。 

診断基準としては、 

・米国精神医学会が作成した DSM-Ⅴ診断基準 

・世界保健機関 Who の作成した ICD-10診断基準 

の2つが主に使われています。 

これらは操作的診断基準となっており、統合失調症においてみられる特徴的な症状や障害の

期間などを記載した診断項目を挙げ、それらの項目に当てはまるかどうかによって診断され

ます。 

ここでは DSM-Ⅴの統合失調症の診断基準について見ていきます。 

 DSM-Ⅴによる統合失調症の診断では次の表のようにA～F までの診断項目が挙げられ、こ

れらの条件を満たすものを統合失調症と診断します。 



 

病型 

統合失調症の診断においては、症状の傾向や発症に至るまでの経過から統合失調症の病型を

知ることは予後を推定する上で大切になります。 

統合失調症の病型には主に破瓜型(解体型)・緊張型・妄想型がありそれぞれ特徴が異なりま

す。 

 

破瓜型(解体型) 

破瓜型(解体型)は、思春期～青年期に発症することが多く、感情の起伏がなくなる・意欲

ややる気がなくなる・物事を考えることができなくなるなどの症状が目立ちます。 

独り言や理由もなく笑ったりするなどの特徴的な症状が見られることもあります。 

 

緊張型 

緊張型は青年期に多く見られ、急激に発症し強い興奮が見られます。 

極度の緊張から暴れたりする緊張病性興奮や、極端に動きがなくなったりする緊張病性昏

迷が中心に見られます。 

 

妄想型 

妄想型は破瓜型や緊張が誰よりも発症が遅く、三十歳前後以降発症が多く見られます。 

症状は幻覚や妄想が中心で陰性症状は比較的少ないタイプです。 

症状がひどくなければある程度の社会生活を送ることが可能です。 



 

その他陰性症状が主体である単純型、鑑別不能型などがあります。  

 

 

統合失調症の再燃と留意点 

統合失調症の再燃と経過中の留意点について見てまいります。 

 

再燃 

統合失調症は、初発から回復して5年目までに8割以上が再燃すると言われています。 

再燃の多くは、生活上の出来事や状況に対する反応として起こります。 

その誘因としては生活上の大きな変化だけでなく、一見些細な出来事の場合もあります。 

また、持続的慢性的なストレス状況も誘因となります。 

同一個人では共通する内容の出来事に繰り返し反応する傾向が認められ、その人の誘因とな

るような状況やストレスの原因などを把握し再燃を予防していくことも重要になります。 

 

留意点 

統合失調症においてもう1つ注意したいのは自殺です。 

統合失調症患者の自殺率は、一般人口の自殺率に比べて30～40倍も高いと言われていま

す。 

健康問題が原因での自殺において統合失調症が原因と言われているものは、 

身体の病気・うつ病に次いで第3位となっています。 

考えられる原因としては、 

●急性期における命令性の幻聴や誰かに脅されているなどの被害妄想に関連するもの 

●慢性期における将来への絶望や不安感などに関連するもの 

などが挙げられます。 

統合失調症患者の自殺の危険性を予測することは極めて難しいため、薬を飲まなくなった不

安や焦燥感が見られるなど家族や周りの人が患者のちょっとした変化を見逃さないことが重

要です。
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あとがき 

統合失調症は「不治の病」などの誤ったイメージが付いていますが、しっかりと治療をする

ことで多くの患者さんは心の平穏が保たれ回復に向かいます。 

早期発見・早期治療が大切なので、本人だけではなく周りの協力も必要になります。 

また慢性的に経過することが多い病気ですので、主治医や薬剤師と良い関係を築くことも大

切です。 

理解を深めることでお互いのストレスも減り、回復への大きな一歩となりますので、この機

会にぜひ知識を深めてみて下さい。 

 

ここまで読んでいただきありがとうございます。 

疾患編を読んで、分からないことや、もっと知りたいことなどありましたらご

意見をお聞かせください。 

感想もお待ちしております。 

 


