
【詳細版】 精神疾患に関する DSM-Ⅳ-TR から DSM-5 への変更点のまとめ 

1 

 

 

【詳細版】 精神疾患：DSM-Ⅳ-TR→DSM-5変更点のまとめ 

・修正日：2018.7.20 

・作成者：谷口 秀樹 

 

最近の臨床心理士試験で、DSM-Ⅳ-TR（以下 DSM-4 と記述）から DSM-5への変更点の問題が頻

出のようであり、公認心理師試験でも重点的に出題される可能性があり、まとめてみました。 

3 ﾍﾟｰｼﾞ目以降の資料で、分類毎の詳細をまとめますが、始めに、①.で、全体的な DSM-4 から

DSM-5への変化の基本的な考え方をまとめ、②.に分類の変化を図にまとめます。 

 

＊各項目の記述では、以下に記述する一般的共通事項と、後半に記述されているその他の障害

を省略しています。 また、各項目の詳細な記述は、必要に応じて、私の感覚で省略したり要

約していますので、気になる場合は、DSM-５で確認してください。 

 

【一般的共通事項】 

・他の精神障害や医学的疾患、物質の生理学的影響で説明できるものは除外する。 

・臨床的に意味のある苦痛、または、重要な領域における機能の障害を生じている。 

 

＊DSM-5から、多くの場合、disorderの訳を症と障害で併記するようになっていますが、ここでは

障害の訳で統一して記述しています。複数形の disorders は障害群と表記します。 

＊かなり障害分類の移動がありますが、移動しても、診断ｺｰﾄﾞは基本的に変わっていません。 

＊各項目表記の（ ）内の No.は、私の HPの「臨床心理士資格試験の基礎知識」にある DSM-4を

ﾍﾞｰｽにまとめた項目の No.です。 

 

①．基本的な考え方の変更 
 

(1).DSM-4 で用いられていた多軸評定が廃止され、Ⅱ軸とされていたﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨ障害と精神遅

滞（DSM-5 では知的能力障害群）が、他の障害と同じ扱いになりました。 

 

(2).精神疾患をｽﾍﾟｸﾄﾗﾑとして捉え、重症度の違いとして記述するようになりました。 

その派生的な変化として、②にまとめるように、大幅な分類の再編が行われ、特に、以下の

変化が生じています。 

・広範性発達障害が自閉症ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑ障害となり、個々の病名が消えました。 

・下記のﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨ障害が、それぞれの障害ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑに併記されています。 

 

・統合失調型ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨ障害 →2.統合失調症ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑ障害など 

・反社会性ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨ障害  →15. 秩序破壊的・衝動制御・素行症群 

・・“外在化”素行症群のｽﾍﾟｸﾄﾗﾑ 
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②．分類の変化のまとめ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
4.抑うつ障害群 

5.不安障害群 

8.解離性障害群 

6.強迫性障害および関連障害群 

7.心的外傷およびｽﾄﾚｽ関連障害群 

9.身体症状症および関連障害群 

10.食行動障害および摂食障害群 

14.性別違和 

15.秩序破壊的・衝動制御・素行症群 

16.物質関連障害および嗜好性障害群 

17.神経認知障害群 

18.ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨ障害群 

19.ﾊﾟﾗﾌｨﾘｱ障害群 

2.せん妄、痴呆、健忘性障害 
 および他の認知障害 

3.一般身体疾患による精神疾患 

4.物質関連障害 

8.身体表現性障害 

6.気分障害 

7.不安障害 

9.虚偽性障害 

10.解離性障害 

13.睡眠障害 

11.性障害および性同一性障害 

12.摂食障害 

14.他のどこにも分類されない
衝動制御の障害 

 

15.適応障害 

16.ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨ障害 

DSM-5 DSM-Ⅳ-TR 

1.神経発達障害 1.通常、幼年期、小児期、または、 
 青年期に初めて診断される障害 

2.統合失調症ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑ障害お
よび他の精神病性障害群 

3.双極性障害および関連障害群 

5.統合失調症および 
 他の精神病性障害 

13.性機能不全群 

11.排泄障害 

12.睡眠-覚醒障害群 
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1.神経発達障害群 

DSM-4では「通常、幼児期、小児期、または青年期に初めて診断される障害」の名称でしたが、

DSM-5では神経発達障害群の名称となっていて、下記の障害が他の分類に移されました。 

 

・排泄障害は、DSM-5では 11.排泄症群として、独立したｶﾃｺﾞﾘｰとなっています。 

・分離不安障害と選択的緘黙は、DSM-5 では、5.不安障害群に移っています。 

・反応性愛着障害は、DSM-5 では、7.心的外傷およびｽﾄﾚｽ因関連障害群に移っています。 

・素行症（行為障害）、反抗挑戦性障害は、15.秩序破壊的・衝動制御・素行症群に移っていま

す。 

 

①.知的能力障害群 

・・DSM-4では精神遅滞で IQ中心の診断でしたが、DSM-5では、IQによる診断が廃止されて

多面的診断が採用されています。 

②.ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ障害群 

・・障害名は同じですが、細目の分類と名称が変わっています。たとえば、吃音症は小児性

発音流暢障害となっています。 

③.自閉症ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑ障害 

・・DSM-4では広汎性発達障害として、自閉性障害、ﾚｯﾄ障害、小児性崩壊性障害、ｱｽﾍﾟﾙｶﾞｰ

障害に分類されていましたが、分類が廃止され多面的診断で重症度の違いとして判断

するようになっています。 

 

④.注意欠如・多動性障害（ADHD) 

・・DSM-4では、行為障害や反抗挑戦性障害とともに注意欠陥および破壊的行動障害と分

類されていましたが、ADHDのみが個別のｶﾃｺﾞﾘｰとなりました。 

・・判断項目はほぼ同じ（次ﾍﾟｰｼﾞ表）ですが、以下の基準変更が行われています。 

・DSM-4では、それぞれ 6項目が 6か月以上持続でしたが、DSM-5では、17歳以上の場

合、5 項目で診断されます。 

・DSM-4では、症状のいくつかが 7 歳以前に存在することとなっていましたが、DSM-5

では 12 歳以前に変わっています。 

 

不注意 多動性、衝動性 

・学業で不注意によるﾐｽをする。 

・注意の持続が困難。 

・話しかけられているのに聞いていない。 

・指示に従えず、学業などを遂行できない。 

・課題の順序立てが困難。 

・持続的な精神活動が必要な学業、宿題を

避けたり、嫌ったりする。 

・課題や活動に必要なものをよく失う。 

・外部からの刺激で気が散りやすい。 

・日常の活動で忘れ物をしがち 

・手足をそわそわ動かす／座っていてもじもじ

する。 

・教室で座るべき状況で席を立つ 19-94A。 

・不適切に走り回ったり、高い所によじ登る。 

・静かに遊ぶ事が困難。 

・絶えず動き回る／ﾓｰﾀｰ仕掛けのような行動。 

・しばしばしゃべり過ぎる。 

・質問が終わらないうちに答える。 

・順番を待てないことがよくある。 

・他人の邪魔をすることが多い。 
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⑤.限局性学習障害 

・・DSM-4では、学習障害で読字障害、算数障害、書字表出の下位分類がありましたが、これ

らは単にｺｰﾄﾞによる特定となっています。 

⑥.運動障害群 

・・DSM-4では、発達性協調性運動障害のみが運動能力障害とされていましたが、ﾁｯｸ障害

群およびその他の発達障害に分類されていた常同運動障害と併せて、この分類となり

ました。 

 

２.統合失調症ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑ障害および他の精神病性障害群（Ｂ１１） 

 

中核となる統合失調症の記述は、下記の例外が廃止された以外は、DSM-4 とほぼ変わっていま

せん。 ただし、今まで、それぞれ独立した障害として記述されていた、妄想性障害・短期精神病性

障害・統合失調症様障害が、統合失調型ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨ障害を含めて、連続的に変化する障害として統

合失調症ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑと定義されました。 

＊DSM-4の例外記述・・ｼｭﾅｲﾀﾞｰの１級症状（奇異な妄想、会話や患者の行動を説明する幻聴など）

の場合は中核症状が１つでも統合失調症とされた。 

＊DSM-4に記載されていた、共有精神病性障害と失感情障害（ｱﾚｷｼｻｲﾐｱ）の記載はありません。 

 

【統合失調症ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑ】・・上から下に重症化 

 

①.統合失調型（ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨ）障害 

・・統合失調症の中核症状がいずれもはっきりせず、意思疎通が可能。 

＊詳しくは、18.ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨ障害群の A 群に記述。 

②.妄想性障害 

・・中核症状のうちで妄想のみが顕著な症状。妄想には奇異な妄想も含まれる 

③.短期精神病性障害 

・・中核症状の１つ以上が確認され、1か月以内に回復。 

④.統合失調症様障害 

・・統合失調症の診断基準を満たすが 6 か月以内に診断を満たさなくなる程度に回復。 

 

⑤.統合失調症 

・・下記の 5項目の中核症状（基準 A)のうち２つ以上（うち 1つ以上が(1)～(3)）が 1ヶ月以

上常時存在し、前駆期、残遺期を含んで 6 ヶ月以上継続する。 

 

（1）．妄想   

（2）.幻覚 

(3).思考の解体、疎通性のない会話 

(4).ひどくまとまりのない言動、緊張病性の行動 

(5).陰性症状（感情の平板化、無為） 
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【その他の精神病性障害】 
⑥.統合失調感情障害 

・・統合失調症の中核症状と同時に気分ｴﾋﾟｿｰﾄﾞが共存する障害。 

⑦.物質・医薬品誘発性精神病性障害 

・・薬物中毒または医薬品により、幻覚または妄想が生じる障害。 

＊名称に医薬品（medication:薬物治療)が書き加えられました。 

⑧.緊張病（Catatonia) 

・・DSM-4では、Catatoniaは一般身体疾患による精神疾患、統合失調症の緊張型、気分障害

の特定用語に分散されて記述されていましたが、DSM-5では、ここにまとめて記述され

ています。 

＊主な症状は、昏迷、ｶﾀﾚﾌﾟｼｰ、蝋屈症、反響言語・動作などです。 

 

3/4.気分障害（DSM-4) 

 

DSM-4の気分障害は、DSM-5では、3．双極性障害および関連障害群と、4.抑うつ障害群に分けら

れましたが、各ｴﾋﾟｿｰﾄﾞを記述した上で障害を定義する方法に変わりはなく、ここでは、先ず各ｴﾋﾟ

ｿｰﾄﾞをまとめた上で、それぞれの障害の DSM-4 から DSM-5への変化についてまとめます。 

各ｴﾋﾟｿｰﾄﾞには、下記に示すような細かい変更点がいくつかありますが、混合ｴﾋﾟｿｰﾄﾞが無くな

った以外は、極端な変化はありません。 

 

【抑うつｴﾋﾟｿｰﾄﾞ】 
物質の生理的作用や他の医学的疾患によるものではない、下記の５つ以上の症状が２週

間以上存在し、そのうち少なくとも 1つは(1)または(2)でほぼ毎日、一日中存在し、それら

が、著しい苦痛や社会的、職業的障害を引き起こしている。 

＊英語名は、major depressive episode で変わっていませんが、日本語表記のみ大

うつ病ｴﾋﾟｿｰﾄﾞから抑うつｴﾋﾟｿｰﾄﾞに変わっています。 

 

(1).抑うつ気分（青年期までは易怒性もあり） 

(2).興味、喜びの著しい減退 

(3).体重や食欲の激変   

(4).睡眠障害（不眠または過眠） 

(5).精神運動性の焦燥や制止  

(6).易疲労性、気力の減退 

(7).無価値感、過剰か不適切な罪悪感 

(8).思考力や集中力の減退、決断困難 

(9).自殺念慮、自殺企図 

 

【躁病ｴﾋﾟｿｰﾄﾞ】 
気分が高揚し、開放的または易怒性となり、異常に亢進した目標指向性の活動/活力のあ

る期間が 1週間以上、ほぼ毎日、一日の大半持続し、その期間に下記の内容のうち３つ以上

（気分が易怒性だけの場合は 4 つ以上）が明確に認められる。 
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＊DSM-4 から DSM-5の変化点は下記の A～Cです。 

 また、下記の(7)が D のように変わっています。 

A.いらだたしさ→易怒性に変更。 

B.異常に亢進した目標指向性の活動/活力の記述が追加。 

Cほぼ毎日、一日の大半の記述が追加。 

D.まずい結果・・快楽的活動→困った結果になる可能性の高い活動に変更。 

 

(1).自尊心の肥大  (2).睡眠欲求の減少 

(3).多弁    

(4).観念奔逸   (5).注意散漫 

(6).目標指向性活動の増加、または、精神運動性の焦燥  

(7).困った結果になる可能性の高い活動に熱中 

 

【混合性ｴﾋﾟｿｰﾄﾞ】 
DSM-4ではありましたが、DSM-5 では記載されていません。 

 

【軽躁病ｴﾋﾟｿｰﾄﾞ】 
DSM-4と変わりなく、比較的軽度の躁病ｴﾋﾟｿｰﾄﾞ的期間が４日以上持続しますが、著し

い社会的不適応を起こすほどでなく、精神病性の特徴が存在しません。 

 
3．双極性障害および関連障害群（B12） 

双極性Ⅰ型障害の細目が廃止された以外は、DSM-4→DSM-5の大きな変更はありません。 

ただし、詳細な特定に関する記述が非常に増え、その他の双極性障害および関連障害に関連す

る記述も大幅に増えています。 

 

①.双極性Ⅰ型障害 

・・統合失調症ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑ障害などで説明できない躁病ｴﾋﾟｿｰﾄﾞが 1回以上存在。 

＊DSM-4では、ｴﾋﾟｿｰﾄﾞの繰り返し方で6つの基準が設けられていましたが、DSM-5では廃

止され、ｺｰﾄﾞのみが残っています。 

②.双極性Ⅱ型障害 

・・統合失調症ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑ障害などで説明できない軽躁病ｴﾋﾟｿｰﾄﾞと抑うつｴﾋﾟｿｰﾄﾞが各 1回

以上存在。 

＊基本的に DSM-4→DSM-5 で変更はありません。 

③.気分循環性障害 

・・2 年間以上に亘り、基準を満たさない軽躁病ｴﾋﾟｿｰﾄﾞと抑うつｴﾋﾟｿｰﾄﾞを繰り返す。 

＊基本的に DSM-4→DSM-5 で変更はありません。 

 

4．抑うつ障害群（B12） 
新たに重篤気分調節症が追加され、他にも下記のような変更がされています。 

また、この他には、DSM-4では特定不能のうつ病性障害だけだったものが、月経前不快気分障

害、物質・医薬品誘発性抑うつ障害などが下位分類として記述されています。 
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①.重篤気分調節症 

・・DSM-5で新しく追加された障害名で、児童が持続的・反復的にかんしゃくを起こす症状。 

＊10 歳以前に発症し、6 歳以上 18歳未満に初めて診断されます。 

 

②.うつ病（大うつ病性障害） 

・・抑うつｴﾋﾟｿｰﾄﾞがあり、躁病ｴﾋﾟｿｰﾄﾞまたは軽躁病ｴﾋﾟｿｰﾄﾞが存在しない。 

＊DSM-4にあった回数による下位分類は診断ｺｰﾄﾞのみの記述となりました。 

 

③.持続性抑うつ障害（気分変調症） 

・・2 年以上、抑うつ気分のある日の方が、無い日より多い症状。 

＊DSM-4 では、気分変調性障害と記述されていたもの。 

 

5/6.不安障害（DSM-4) 

 

DSM-4で不安障害に含まれていた障害の内、DSM-5では、狭義の不安障害関連項目のみが  

5.不安障害群に残され、その他は、6.強迫性障害および関連障害群と 7.心的外傷およびｽﾄﾚｽ因関

連障害群となりました。 

このうち、7.心的外傷およびｽﾄﾚｽ因関連障害群は別項目でまとめます。 

 
5．不安障害群（B3） 

 

DSM-4に記述されていたﾊﾟﾆｯｸ障害や広場恐怖症などの狭義の不安障害の他に、発達障害（青

年期までに診断される障害）に分類されていた分離不安障害と選択的緘黙が、不安障害に移って

きています。 

 

①.分離不安障害 

・・愛着対象からの分離に関する以下の症状（簡略化して記述）の 3つ以上の証拠があり、そ

れが 4 週間以上（成人の場合は 6 か月以上）持続する。 

＊DSM-4 から DSM-5 への変更点は、新たに成人の期間の定義が入った以外は、細かな言

い回し以外に大きなものはない。 

 

(1).家または愛着対象からの分離に対する、反復的で過剰な苦痛。 

(2).愛着対象の喪失に対する、持続的で過剰な心配。 

(3).愛着対象から分離される出来事に対する、持続的で過剰な心配。  

(4).分離不安による、家を出ることに対する持続的な抵抗または拒否。 

(5).愛着対象がいない状態への、持続的で過剰な恐怖または抵抗。  

(6).愛着対象がいない状態での就寝への、持続的な抵抗または拒否。 

(7).分離を主題とする悪夢の反復。 

(8).愛着対象からの分離に対する、反復する身体症状の訴え。  
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②.選択的緘黙 

・・特定の社会的状況において、1か月以上話すことができない。 

＊基本的に DSM-4→DSM-5 で変更は無い。 

③.限局性恐怖症 

・・他の障害では説明できない、特定の対象または状況に対する顕著な恐怖と不安が、典型

的には 6 か月以上続いている。 

＊DSM-4 と英語（Specific Phobia)は変わらないが、DSM-4 では特定の恐怖症の名称。 

＊DSM-4 では、持続期間の記述は 18 歳未満に限定されていた。 

④.社交不安障害 

・・なんらかの社交的状況において、自分の振る舞いに対する否定的評価を恐れ、その状況

が恐怖または不安を誘発し、回避するか耐え忍ぶ状態が典型的には 6 か月以上続く。 

＊DSM-4 では social が社会と訳されていたが、DSM-5 では社交に変わっている。 

＊DSM-4では、恐怖が過剰で不合理なことを患者が認識しているとされていたが、この記

述が無くなり、一方で、自分の振る舞いに対する否定的評価を恐れるという記述が追加

されている。 

＊限局性恐怖症と同様に、DSM-4では、持続期間の記述は 18歳未満に限定されていた。 

 

⑤.ﾊﾟﾆｯｸ障害 

・・突然、激しい恐怖または強烈な不快感が高まって数分以内にﾋﾟｰｸに達し、以下の要件

（省略あり）のうち４つ以上を経験することをﾊﾟﾆｯｸ発作と言い、繰り返し予期しないﾊﾟﾆｯ

ｸ発作が生じ、予期不安または不適応的な状況回避が 1か月以上続いている場合を  

ﾊﾟﾆｯｸ障害と言う。 

＊DSM-4 ではﾊﾟﾆｯｸ発作と次の⑥.広場恐怖が、予め定義され、それらの組み合わせで障

害が定義されていましたが、DSM-5 では、個別の障害として定義され、重複診断が可能

とされています。 

＊ﾊﾟﾆｯｸ発作は自体は、DSM-4と同様に、それのみで精神疾患としてｺｰﾄﾞ化されません。 

＊ﾊﾟﾆｯｸ発作の要件の記述には、順番や微妙な言い回しの違いはあっても、大きな変化は

ありません。 

(1).動悸  (2).発汗  (3).身振い、震え  

(4).息切れ感／息苦しさ  (5).窒息感  

(6).胸痛／胸部不快感   (7).嘔吐／腹部不快感 

(8).めまい、ふらつきなど  （9）.寒気／熱感 

(10).異常感覚   （11）.現実感喪失／離人感 

(12).”どうにかなってしまう”恐怖 （13）.死の恐怖 

 

⑥.広場恐怖症 

・・以下の 5 つの状況のうち 2 つ以上で、ﾊﾟﾆｯｸ症状や他の当惑する症状が生じたときに脱

出困難だったり、援助を得られないと考えて、その状況を回避するか、強い恐怖や不安を

伴って耐え忍ぶ状態が、典型的には 6か月以上続く障害。 

＊DSM-4 で明確に特定されていなかった対象が、DSM-5では 5 つに特定されています。 

(1).公共交通機関の利用  (2).広い場所（駐車場など） 

(3).囲まれた場所（映画館など）  （4）.列／群衆の中  

（5）.家の外に 1人でいる 
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⑦.全般性不安障害 

・・多数の出来事や活動について、以下の症状のうち 3つ以上該当する過剰な不安と心配

が、6 か月以上継続し、抑制が困難な状態。 

＊基本的に DSM-4→DSM-5 で変更は無い。 

(1).落ち着きのなさ、緊張感、神経の高ぶり (2).疲労しやすい   

(3).集中困難／心が空白   (4).易怒性  

(5).筋肉の緊張    (6).睡眠障害 

 

6．強迫性障害および関連障害群（B3） 
 

DSM-4で不安障害に含まれていた強迫性障害が分離された分類項目で、DSM-4 で身体表現性

障害に分類されていた身体醜形障害と、他に分類されない衝動制御の障害に分類されていた抜

毛症（DSM-4では抜毛癖）がこの分類に移動しました。また、今まで記述が無かったためこみ症、皮

膚むしり症も、この分類に記載されました。 

 

①.強迫性障害 

・・下記の強迫観念と強迫行為のどちらか、または両方が存在し、1時間/1日以上の時間を

浪費する障害。 

＊DSM-4 では病識があることが要件となっていたが、DSM-5 では削除された。 

【強迫観念】：持続的に繰り返される、侵入的で不適切で、強い不安や苦痛の原因となる

思考、衝動またはｲﾒｰｼﾞで、無視したり抑え込もうとしたり、他の事で中和し

ようとしたりする。 

【強迫行為】：強迫観念に対応して、不安や苦痛をなどを回避する目的で、厳密なﾙｰﾙに

従って繰り返し行うよう駆り立てられる、現実的に明らかに過剰な行動ま

たは心の中の行為。  

②.身体醜形障害 

・・他者には認識できない外見上の欠陥/欠点にとらわれ、行動や精神的行為を繰り返す。 

＊DSM-4 では身体表現性障害に分類されていた項目で、DSM-4に比べると、DSM-5 の記

述は詳細になっている。 

 

③.ためこみ症 

・・実際の価値とは無関係に、所有物を手放すことが困難で、生活空間に支障がでている。 

＊DSM-4 では記述されていなかった障害。 

 

④.抜毛症 

・・繰り返し、体毛を抜き、体毛を喪失し、その行為をやめようと繰り返し試みる。 

＊DSM-4 では他に分類されない衝動制御の障害に分類されていた項目。 

 

⑤.皮膚むしり症 

・・繰り返し皮膚をむしり、その行為をやめようと繰り返し試みる。 

＊DSM-4 では記述されていなかった障害。 
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7. 心的外傷およびｽﾄﾚｽ因関連障害群（B33） 

 

DSM-4では不安障害に含められていたｽﾄﾚｽ関連の障害群が、独立した障害群として定義された

ものです。また、発達障害（青年期までに診断される障害）に分類されてた反応性愛着障害や、独

立した障害とされていた適応障害も、この群に収められています。 

 

①.反応性愛着障害 

・・ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ形成に不十分な養育の結果として、9か月以上の発達年齢で 5 歳以前に診断さ

れる、養育者に対する情動的引きこもりの症状。（苦痛な時に安楽を求めず、安楽に反応

しない） 

＊ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ形成に不十分な養育の要件は、DSM-4ではﾈｸﾞﾚｸﾄと養育者の頻繁な交代でし

たが、DSM-5 では、施設における養育者の極端な不足も追加されています。 

＊DSM-4 では発達障害（青年期までに診断される障害）に分類され、次に示す脱抑制型対

人交流障害が反応性愛着障害に含まれていましたが、DSM-5 では、両者が分離されてい

ます。 なお、愛着障害には、この他に、DSM-4でも DSM-5でも不安障害に分類されてい

る分離不安障害があります。  

②.脱抑制型対人交流障害 

・・ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ形成に不十分な養育の結果として、9か月以上の発達年齢で見られる、見慣れな

い大人に積極的に近づき交流する子どもの行動様式。 

＊ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ形成に不十分な養育の要件は、反応性愛着障害と同じ。 

 

③.心的外傷後ｽﾄﾚｽ障害（PTSD） 

・・A.心的外傷体験があり、B.～E.に示す症状が 1か月以上継続する障害。 

＊DSM-4 では年齢制限がありませんでしたが、DSM-5 では 6 歳以下の場合が個別に記述

されていて、以下の内容が変わっています。 

・間接的な心的外傷体験の対象が主に養育者となっている。 

・覚醒亢進に、無謀な／自己破壊的行動が含まれない。 

＊A.心的外傷体験に性的暴力が明記され、C.持続的回避と D.認知／気分の陰性変化が、

分離して詳細に記述されています。 

【A.心的外傷体験】・・1つ以上 

(1).直接体験 

(2).他者の体験を目撃 

(3).近親者、友人の体験を耳にする（暴力的体験か偶発的な見聞に限る）  

(4).仕事上などでの、繰り返しまたは極端な暴露（遺体収集など）   

【B.侵入症状】・・1つ以上 

(1).反復的、不随意的、侵入的で苦痛な記憶 

(2).反復的で苦痛な夢 

(3).ﾌﾗｯｼｭﾊﾞｯｸ 

(4).類似のきっかけで生じる、強烈または遷延する心理的苦痛 

(5).類似のきっかけに対する顕著な生理的反応 

【C.持続的回避症状】・・1つ以上 

(1).関連する記憶、思考、感情の回避 

(2).関連するもの（人、場所、会話、行動、物、状況）の回避 
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【D.認知／気分の陰性変化】・・２つ以上 

(1).重要な側面の想起不能 

(2).持続的で過剰な否定的信念／予想 

(3).誰かの非難につながる持続的でゆがんだ認識 

(4).持続的な陰性の感情状態（恐怖、戦慄、怒り、罪悪感、恥） 

(5).重要な活動への関心／参加の著しい減退 

(6).孤立感 

(7).陽性な情動体験を持続できない 

【E.覚醒症状など】・・２つ以上 

(1).いらだたしさと激しい怒り 

(2).無謀／自己破壊的な行動 

(3).過度の警戒心 

(4).過剰な驚愕反応 

(5).集中困難 

(6).睡眠障害 

 

④.急性ｽﾄﾚｽ障害（ASD） 

・・PTSDと同じ A.心的外傷体験があり、PTSDの B～Eに示す症状（一部異なる）が９つ以上、

3 日～1か月持続する障害。 

＊DSM-4 では出来事から 4 週間以内に生じ、２日～4週間持続となっていました。 

＊PTSDの B～Eに示す症状と異なる点は、以下のようです。 

【侵入症状】・・Ｂと同じですが、(4)と(5)が一つにまとめられています。 

【回避症状】・・Ｃと内容は同じですが、持続的の表現がありません。 

【陰性気分】・・Ｄの（７）のみとなっています。 

【覚醒症状】・・Ｅの(2)の無謀／自己破壊的な行動が入っていません。 

⑤.適応障害 

・・死別以外の明確なｽﾄﾚｽ因に反応して、3か月以内に始まり、ｽﾄﾚｽ消失後6か月以上持続し

ない、ｽﾄﾚｽに不釣り合いな苦痛、または、重要な領域における機能の重大な障害。 

＊DSM-4 では独立した障害として記述されていました。 

 

8.解離性障害群（Ｂ３３） 

下記のように、細かな変更はありますが、概ね DSM-4のままです。 

 

①.解離性同一性障害 

・・２つ以上のﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨ状態によって特徴づけられた同一性の破綻で、出来事の想起におけ

る空白の繰り返しがある。 

＊DSM-4 では、文化や宗教にも関連する憑依ﾄﾗﾝｽを特定不能の解離性障害の中で解離性

ﾄﾗﾝｽ障害と記述していましたが、DSM-5では、解離性同一障害が、文化によっては憑依体

験と記述されうるされました。 ただし、いずれも、「広く受け入れられた文化的または

宗教的な習慣の正常な部分ではない」と記述しています。  
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②.解離性健忘 

・・通常の物忘れでは説明できない、心的外傷的またはｽﾄﾚｽの強い体験の健忘。 

＊DSM-4にあった解離性遁走は、この障害に含められ、特定するｺｰﾄﾞのみ残りました。 

 

③.離人感・現実感消失障害 

・・現実見当識が保たれているものの、「自分が自分でない」という感じがする障害。 

＊DSM-4 からある離人感に、現実感喪失が付け加えられました。 

・離人感・・非現実感、離脱、自分が傍観者と感じる体験。 

・現実感喪失・・周囲に対する非現実感、離脱感。 

 

9.身体症状症および関連障害群（Ｂ５２） 

この分類は、全体的にかなり大幅に分類と記述が変わっています。 

また、今まで、この分類に含まれていた身体醜形障害は、6.強迫性障害および関連障害群に移

動し、独立した分類となっていた虚偽性障害が、この分類に含められました。 

 

①.身体症状症 

・・実際の症状に不釣り合いな不安などで過度の時間と労力を費やし、日常生活に支障が

出る身体症状が持続している。（典型的には 6 か月以上） 

＊個々の症状は持続していなくても、症状のある状態が持続していれば、この障害と診断

されます。 

＊DSM-4 では鑑別不能型身体表現性障害と記述されていて、他に、身体化障害と表記さ

れた個々の症状を特定した病名や、疼痛性障害もありましたが、これらの障害が一つに

まとめられ、記述内容もかなり簡略化されています。 

②.病気不安症 

・・実際の病気は無いか軽度にも関わらず、重い病気に対するとらわれがあり、健康状態へ

の恐怖を感じ、それが 6 か月以上存在する。 

＊恐怖の対象となる病気は、変化することもあります。 

＊DSM-4 では心気症(Hypochondriasis)と表記されていて、記述が微妙に変化しました。 

③.変換症／転換性障害（機能性神経症状症） 

・・何らかの随意運動機能または感覚機能の変化の症状があるが、その症状が他の医学的

疾患や精神疾患で説明できない。 

＊DSM-4 では、心理的ｽﾄﾚｽ因の存在が明記されていましたが、DSM-5では症状の記述に

はなく、特定する項目とされています。 

④.作為症／虚偽性障害 

・・身体的または心理的症状をねつ造し、それを周囲に示して病者の役割を演じる障害で、

外的報酬無い場合にも生じる。 

＊DSM-4 では独立した障害でしたが、DSM-5ではこの分類に変わりました。 

＊重症なﾀｲﾌﾟがﾐｭﾝﾋﾊｳｾﾞﾝ症候群と呼ばれる障害で、他者の病気をねつ造するものは代

理ﾐｭﾝﾋﾊｳｾﾞﾝ症候群と呼ばれ、DSM-4 では特定不能の虚偽性障害に含まれていましたが、

DSM-5では、他者に負わせる作為症として、自らの作為症と併記されています。 
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10/11.摂食障害群と排泄症群 

DSM-4では発達障害（青年期までに診断される障害）に分類されていた異食症、反芻性障害、回

避・制限性食物摂取障害が、10.食行動障害および摂食障害群に移され、排泄障害が独立した分類

項目となりました。  

また、摂食障害関係では、神経性やせ症／神経性無食欲症（通称拒食症）のやせ具合の判断基準

が、体重から BMIによるものに変わっていて、その他にも、期間や回数の表記などの細かい変更が

あります。 

 

10.食行動障害および摂食障害群（B52） 
 

DSM-4では摂食障害でしたが、発達障害（青年期までに診断される障害）から移動された項目

のため、このような表記に変更されています。 

①.異食症 

・・発達水準からみて不適切な非栄養的／非食用的物質を 1か月以上食べ続ける。 

＊DSM-4 では発達障害（青年期までに診断される障害）に分類されていました。 

②.反芻性障害 

・・1か月以上、食物の吐き戻しを繰り返す障害。 

＊DSM-4 では発達障害（青年期までに診断される障害）に分類されていました。 

③.回避・制限性食物摂取障害 

・・体重や体型への異常な認知が無い、摂食または栄養摂取の障害。 

＊主に小児の障害として、DSM-4では幼児期または小児期の哺育障害として発達障害（青

年期までに診断される障害）に分類されていた障害です。 

④.神経性やせ症／神経性無食欲症 

・・有意に低く正常の下限を下回る体重にもかかわらず、体重増加への強い恐怖と体重増

加を妨げる持続した行動があり、体重／体形に対する不適切な認識と低体重の深刻さに

対する認識の欠如がある。 

・摂食制限型・・過去 3 か月間、過食／排出の反復的ｴﾋﾟｿｰﾄﾞがない。 

・過食・排出型・・過去 3 か月間、過食／排出の反復的ｴﾋﾟｿｰﾄﾞがある。 

＊DSM-4 では低体重の基準として正常体重の 85%の記載がありましたが、BMIによる重症

度の特定に変わっています。（最重度は BMI＜15kg/m２） 

＊DSM-4 であった女性の無月経の表記がなくなり、むちゃ食いが過食に表記変更され、過

食／排出ｴﾋﾟｿｰﾄﾞの時期が 3 か月以内と表記されました。 

⑤.神経性過食症／神経性大食症 

・・3 か月間以上／週 1回以上、過食ｴﾋﾟｿｰﾄﾞと体重増加を防ぐための反復する不適切な代

償行動があり、自己評価が過度に体重／体形の影響を受けている。 

＊DSM-4の排出行動の無い非排出型は、次の過食性障害として記述されています。 

＊過食ｴﾋﾟｿｰﾄﾞと代償行動の回数が週 2 回から週 1回に変わっています。 

 

⑥.過食性障害 

・・3か月間以上／週 1回以上、過食ｴﾋﾟｿｰﾄﾞと過食に関する苦痛があり、不適切な代償行動

がない。 

＊DSM-4 で神経性大食症の非排出型と記述されていました。 
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11.排泄症群（B43） 
英語表記は変わっていませんが、日本語訳が排泄障害から排泄症群に変わっています。 

 

①.遺尿症 

・・一般的には夜尿症と呼ばれるﾍﾞｯﾄﾞや衣服への反復的な排尿の症状で、5 歳までに診断

され、週 2 回以上 3 か月以上続くものをいい、排尿が意図的なものも含みます。 

＊DSM-4 から特に大きな変化はありません。 

①.遺糞症 

・・不適切な場所への反復的な脱糞の症状で、4 歳までに診断され、週 1回以上 3 か月以上

続くものをいい、脱糞が意図的なものも含みます。 

＊DSM-4 から特に大きな変化はありません。 

 

12.睡眠-覚醒障害群（B52） 

この分類では、不眠障害と過眠障害の継続期間が 1か月から 3 か月に伸びたのと、ﾅﾙｺﾚﾌﾟｼｰ

の記述が非常に詳しくなったことが大きな変化で、その他にも、名称や分類の追加／変更がい

くつかあります。 

 

①.不眠障害 

・・3 か月以上、3 日／週以上生じる、睡眠困難な症状。 

＊睡眠困難とは入眠困難、頻回の覚醒、早朝覚醒をいう。 

＊DSM-4 では原発性不眠症の名称で、継続期間が 1か月以上とされていました。 

②.過眠障害 

・・3 か月以上、3 日／週以上生じる、過眠症状。 

＊過眠症状とは、繰り返しの睡眠があったり、長時間睡眠後の回復感がなかったり、急な覚

醒後に覚醒を維持することが困難な状態をいう。 

＊DSM-4 では原発性過眠症の名称で、継続期間が 1か月以上とされていました。 

③.ﾅﾙｺﾚﾌﾟｼｰ 

・・過去 3か月以内に 3回／週以上生じる睡眠発作（抑えがたい睡眠欲求や入眠）の反復が

あり、以下の症状が１つ以上存在する。 

＊DSM-4に比べると、非常に記述が詳細になっています。 

(1)情動脱力発作 

・・長期罹患者：意識を維持しながら、突然の両側性の筋緊張消失の短い（数秒～数

分）ｴﾋﾟｿｰﾄﾞが、笑いや冗談によって引き起こされる。 

・・子どもや発症 6 か月以内：明確な情動の引き金が無くても、不随意的にしかめ面

をしたり、顎を開けるｴﾋﾟｿｰﾄﾞがあり、舌の突出や全身の筋緊張低下

を伴う。 

(2)ﾋﾎﾟｸﾚﾁﾝの欠乏：脳脊髄液のﾋﾎﾟｸﾚﾁﾝ-1の免疫活性値に測定される値が健常者の

1/3または 110pg/ml 以下。 

(3)ﾚﾑ睡眠潜時（入眠からﾚﾑ睡眠までの時間）が、夜間ﾎﾟﾘｿﾑﾉｸﾞﾗﾌｨで 15 分以内。 
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④.呼吸関連睡眠障害群 

＊DSM-4 では、呼吸関連睡眠障害および概日ﾘｽﾞﾑ睡眠障害と記述されていた障害群が 

一つの分類となったもので、以下の４つの障害があります。 

・閉塞性睡眠時無呼吸低呼吸 

・・ﾎﾟﾘｿﾑﾉｸﾞﾗﾌｨで 5回／hrの閉塞性無呼吸または低呼吸があり、いびきなどの呼吸障害症

状か日中の眠気、疲労感などの随伴症状がある。ただし、ﾎﾟﾘｿﾑﾉｸﾞﾗﾌｨで無呼吸または低

呼吸が１５回／hr以上の場合は、随伴症状が無くても該当する。 

・中枢性睡眠時無呼吸 

・・ﾎﾟﾘｿﾑﾉｸﾞﾗﾌｨで 5 回／hrの中枢性無呼吸がある。 

・睡眠関連低換気 

・・ﾎﾟﾘｿﾑﾉｸﾞﾗﾌｨで二酸化炭素値の上昇と関連する呼吸減少のｴﾋﾟｿｰﾄﾞが認められる。 

・概日ﾘｽﾞﾑ睡眠-覚醒障害群 

・・概日機序の変化、または内因性概日ﾘｽﾞﾑと社会的、職業的環境から要請される睡眠-覚

醒ｽｹｼﾞｭｰﾙの不整合による、持続性または反復性の睡眠分断により、過剰な眠気や不眠

が生じている。 

⑤.睡眠時随伴症群 

＊DSM-4 では、睡眠時随伴症群と特定不能の睡眠異常に分類されていた障害をまとめて

分類した障害群です。 

・ﾉﾝﾚﾑ睡眠からの覚醒障害 

・・主要睡眠時間帯の最初の 1/3に、以下のいずれかの症状を伴う睡眠からの不完全な覚

醒ｴﾋﾟｿｰﾄﾞが反復し、夢の映像をほとんど想起できず、ｴﾋﾟｿｰﾄﾞに関する健忘がある。 

・睡眠時遊行症型：睡眠中に、うつろな表情で歩き回り、覚醒させるのが困難な、いわ

ゆる夢遊病。 

・睡眠時驚愕症型：通常は恐怖の叫び声で始まる、睡眠からの突然驚愕覚醒ｴﾋﾟｿｰﾄﾞの

反復。 

＊DSM-4 では、睡眠驚愕障害と睡眠時遊行症に分けて記述されていました。 

・悪夢障害 

・・一般には主要睡眠時間の後半に、長引く、非常に不快で、詳細に想起できる、恐怖を感じ

る夢が反復して生じるが、覚醒後は見当識と意識を保つ。 

＊DSM-4 からの変更は、ほぼありません。 

・ﾚﾑ睡眠行動障害 

・・ﾚﾑ睡眠中に生じる、発声や複雑な行動を伴う覚醒ｴﾋﾟｿｰﾄﾞの反復で、以下のいずれかに

当てはまり、覚醒後は敏感で混乱や失見当識はない。 

・ﾎﾟﾘｿﾑﾉｸﾞﾗﾌｨ記録に、筋緊張消失を伴わないﾚﾑ睡眠がある。 

・ﾚﾑ睡眠行動障害を示唆する既往歴があり、ｼﾇｸﾚｲﾝ症の診断が確定している。 

＊DSM-5 ではじめて記述された障害です。 

＊ｼﾇｸﾚｲﾝ症とはα-ｼﾇｸﾚｲﾝの蓄積によって生じるﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病などを言い、α-ｼﾇｸﾚｲﾝとは、

はじめはそのﾀﾝﾊﾟｸの断片がｱﾙﾂﾊｲﾏｰ病のｱﾐﾛｲﾄﾞ中の成分として発見されたとのことで

す。 

・ﾚｽﾄﾚｽﾚｯｸﾞｽ症候群（むずむず脚症候群） 

・・3 か月以上、3 日／週以上生じる、落ち着かない不快な下肢の感覚を伴う、脚を動かした

いという強い欲求で、その欲求は、安静時と夕方以降に増悪し、運動することで改善さ

れる。 ＊DSM-4 では、特定不能の睡眠異常の例として記述されていました。 
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13/14/19.性機能不全群／性別違和／ﾊﾟﾗﾌｨﾘｱ障害群（B52） 

この分類では、DSM-4でひとまとめにされていた性機能不全と性別違和（性同一性障害）、ﾊﾟ

ﾗﾌｨﾘｱ障害群（性嗜好異常）が、それぞれ独立の障害群に分けられています。 

 

13.性機能不全群 
DSM-5では、この分類には、下記の障害が列記されていて、DSM-4 とは名称や分類が随分変

化しています。 

①.射精遅延 

②.勃起障害 

③.女性ｵﾙｶﾞｽﾞﾑ障害 

④.女性の性的関心・興奮障害 

⑤.性器-骨盤痛・挿入障害 

⑥.男性の性欲低下障害 

⑦.早漏 

⑧.その他（物質・医薬品誘発性など） 

14.性別違和 
＊DSM-4 では、子どもと青年期以降の障害が、きちんと分離されていませんでしたが、DSM-5

では、それぞれの要件が個別に規定されています。 

＊DSM-4 では、半陰陽（両性具備・・医学的には性分化疾患（DSD））を除外する記述がありました

が、DSM-5では無くなっていて、逆に、DSM-4では記述されていなかった先天性副腎過形成ま

たは先天性副腎性器障害による性分化疾患を伴うかどうかの特定の記述が追加されていま

す。 

①.子どもの性別違和 

・・6 か月以上、体験／表出するｼﾞｪﾝﾀﾞｰと指定されたｼﾞｪﾝﾀﾞｰの不一致が、以下の項目の

(1)を含む 6項目以上によって示される。 

(1).反対のｼﾞｪﾝﾀﾞｰになりたいという強い欲求／反対のｼﾞｪﾝﾀﾞｰであるという主張。 

(2).反対のｼﾞｪﾝﾀﾞｰの服装を好む。 

(3).ごっこ遊びや空想遊びで、反対のｼﾞｪﾝﾀﾞｰの役割を好む。 

(4).反対のｼﾞｪﾝﾀﾞｰに定型的な玩具やｹﾞｰﾑ、活動を好む。 

(5).反対のｼﾞｪﾝﾀﾞｰの遊び友達を強く好む。 

(6).指定されたｼﾞｪﾝﾀﾞｰの玩具やｹﾞｰﾑ、活動を強く拒絶する。 

(7).自分の性器の構造を強く拒絶する。 

(8).自分の体験するｼﾞｪﾝﾀﾞｰに合う第一次／第二次性徴を強く望む。 

②.青年および成人の性別違和 

・・6 か月以上、体験／表出するｼﾞｪﾝﾀﾞｰと指定されたｼﾞｪﾝﾀﾞｰの不一致が、以下の２項目以

上によって示される。 

(1).体験／表出するｼﾞｪﾝﾀﾞｰと第一次／第二次性徴の著しい不一致。 

(2).ｼﾞｪﾝﾀﾞｰ不一致のため、第一次／第二次性徴から解放されたいという強い欲求。 

(3).反対のｼﾞｪﾝﾀﾞｰの第一次／第二次性徴を強く望む。 

(4).反対のｼﾞｪﾝﾀﾞｰになりたいという強い欲求。 

(5).反対のｼﾞｪﾝﾀﾞｰとして扱われたいという強い欲求。 

(6).反対のｼﾞｪﾝﾀﾞｰに定型的な感情や反応を持っているという強い確信。 
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19.ﾊﾟﾗﾌｨﾘｱ障害群 
6 か月以上、警戒していない、あるいは同意していない人に対しての、何らかの性的倒錯行為に

よって得られる反復性の強烈な性的興奮が空想、衝動、行動に現れ、それを実行するか、その空

想や衝動が、苦痛や社会的機能の障害を引き起こす障害です。 

＊DSM-4 では性嗜好異常の名称で記載されていた障害で、それぞれの性的倒錯行為によって、

以下の障害名がつけられていますが、微妙な名称の違い以外に DSM-4から DSM-5への大き

な変化はありません。 

 

①.窃視障害・・裸、脱衣、性行為を見ること。 

＊DSM-4 では年齢制限がありませんでしたが、DSM-5 では 18 歳以上に限定されました。 

②.露出障害・・自分の性器を露出すること。 

＊DSM-4 では露出症と記述されていました。 

③.窃触障害・・触ったり、体をこすりつけたりすること。 

＊DSM-4 では窃触症と記述されていました。 

④.性的ﾏｿﾞﾋｽﾞﾑ障害・・辱められたり、打たれたり、縛られることなど。 

⑤.性的ｻﾃﾞｨｽﾞﾑ障害・・他者への身体的または心理的苦痛を与えること。 

⑥.小児性愛障害・・通常 13歳以下の子どもとの性行為。 

＊１6歳以上で、対象となる子どもより 5歳以上年長である。 

⑦.ﾌｪﾃｨｼｽﾞﾑ障害・・生命のない対象物の使用、または、生殖器以外の身体部位への著

しい特異な関心。 

⑧.異性装障害・・異性の服装。 

＊DSM-4 では服装倒錯性ﾌｪﾃｨｼｽﾞﾑと記述されていました。 

15.秩序破壊的・衝動制御・素行症群（B4） 

DSM-4では発達障害（青年期までに診断される障害）の中で注意欠陥多動障害と共に一つの

分類とされていた反抗挑戦性障害や素行症（行為障害）と、他のどこにも分類されない衝動制

御の障害として分類されていた間欠性爆発性障害や窃盗癖、放火癖が、DSM-5では併せて独

立した分類とされていて、反社会性ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨ障害がﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨ障害の分類と共に併記されてい

ます。 これらの障害は“外在化”素行症群のｽﾍﾟｸﾄﾗﾑを形成しています。 

 

①.反抗挑戦性障害 

・・怒りっぽく易怒的な気分、口論好きで挑発的な行動、執念深さが 6か月以上継続する。 

＊文言として記述はありませんが、基本的には小児期に診断される障害です。 

②.間欠性爆発性障害 

・・6 歳以上で、原因やきっかけとなった心理社会的ｽﾄﾚｽ因とひどく不釣り合いな、下記に示

す制御不能な攻撃性で示される、反復的な行動爆発。 

(1).3か月間、週 2回以上起こる、対象の損傷に繋がらない、言語面での攻撃や、所有物、

動物、他者に対する身体的な攻撃。 

(2).12か月間で 3回以上起こる、所有物の損傷、破壊、または、動物や他者を負傷させ

る身体的な攻撃。 

＊文言として記述はありませんが、基本的には小児期に診断される障害です。 

＊DSM-4 では記述がなかった障害です。 
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③.素行症 

・・他者の基本的人権や年齢相応の社会的規範／規則を反復して侵害する行動様式で、以

下のうち 3項目以上が 12か月以内に存在し、１項目以上が 6か月以内に存在する。 

＊DSM-4 では行為障害と記述されていました。（英語：Conduct Disorderは同じ） 

＊18 歳以上の場合は反社会性ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨ障害の基準を満たさないこととなっていて、簡単

に言えば、18 歳未満に適用される障害名です。 

【人および動物に対する攻撃性】 

(1).他人をいじめ、脅迫し、威嚇する。 

(2).取っ組み合いの喧嘩。 

(3).凶器の使用。 

(4).人に対する身体的な残酷性。 

(5).動物に対する身体的な残酷性。 

(6).被害者の面前での盗み（強盗、ひったくりなど）。 

(7).性行為を強いる。 

【所有物の破壊】 

(8).故意の放火。 

(9).故意に他人の所有物を破壊。 

【虚偽性や窃盗】 

(10).車や住居、建造物への不法侵入。 

(１１).他人をだます。 

(１２).被害者の面前ではない盗み（万引きや文書偽造など）。 

【重大な規則違反】 

(１３).13歳未満の無断夜間外出。 

(１4).家出（短期は 2 回以上、長期は 1回以上）。 

(１5).13歳未満で学校をさぼる。 

 

④.反社会性ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨ障害 

・・詳しくは 18.ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨ障害に記述。 

⑤.放火症・・2回以上意図的な放火を行い、放火に伴う緊張感や興奮などを得ようと

する障害。 

⑥.窃盗症・・個人で用いるためでも金銭的な価値のためでもない窃盗を繰り返し、そ

れに伴う緊張感や興奮などを得ようとする障害。 

6.物質関連障害および嗜癖性障害群 

DSM-4では物質関連障害のみでしたが、DSM-4 では他のどこにも分類されない衝動制御の

障害に分類されていたｷﾞｬﾝﾌﾞﾙ障害（病的賭博）が、この分類に含められました。 

 

①.物質関連障害 

＊DSM-4 では、最初に対象物質と共通診断（依存、乱用、中毒、離脱）の表があり、個々の物

質関連障害の前に共通診断の記載がありましたが、DSM-5 では、表と共通診断の項目が

無くなり、個々の物質関連障害の診断項目のみとなっています。 
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＊個々の物質関連障害の診断項目の詳細は省略し、下表に物質名と対象となる障害の概

要をまとめ、備考として、DSM-4 との違いと各物質の補足説明を記載しています。 

DSM-4と DSM-5の主な違いは、以下のとおりです。 

・ｶﾌｪｲﾝ、大麻、幻覚剤の離脱などの障害の記述が追加されました。 

・DSM-4のｱﾍﾝ類の表記がｵﾋﾟｵｲﾄﾞに、ﾆｺﾁﾝの表記がﾀﾊﾞｺに変わっています。 

・DSM-4では別々に記載されていた、ｱﾝﾌｪﾀﾐﾝとｺｶｲﾝが、精神刺激薬として一つにまと

められています。 

 

No. 物質 使用障害 中毒 離脱など 備考 

1 ｱﾙｺｰﾙ 4/5 4/5 4/5 DSM-4と変化なし。 

2 ｶﾌｪｲﾝ  4/5 5 DSM-4と変化なし。 

3 大麻 4/5 4/5 5  

4 幻覚剤 4/5 4/5 5 ﾌｪﾝｼｸﾘｼﾞﾝ＊注１および他の幻覚剤。 

5 吸入剤 4/5 4/5  炭化水素（ｼﾝﾅｰなど） 

6 ｵﾋﾟｵｲﾄﾞ 4/5 4/5 4/5 ﾓﾙﾋﾈなどの麻薬性鎮痛剤。 

＊DSM-4 ではｱﾍﾝ類に分類。 

7 鎮静剤、睡眠薬 

または抗不安薬 

4/5 4/5 4/5  

8 精神刺激薬 4/5 4/5 4/5 ｱﾝﾌｪﾀﾐﾝ、ｺｶｲﾝなど。 

＊DSM-4ではｱﾝﾌｪﾀﾐﾝとｺｶｲﾝが個

別記載されていました。 

9 ﾀﾊﾞｺ 4/5  4/5 DSM-4ではﾆｺﾁﾝで記載。 

＊注１：ﾌｪﾝｼｸﾘｼﾞﾝとは解離性麻酔薬と呼ばれるもので、麻酔薬としての安全性は高いが、覚醒

時の妄想や暴力的興奮などの副作用から、使用が断念され、代替品としてｹﾀﾐﾝが開発

されている。 

 

②.ｷﾞｬﾝﾌﾞﾙ障害 

・・過去１２か月以内に持続的かつ反復的に問題賭博行動を繰り返す障害です。 

＊DSM-4 では、病的賭博の名称で他のどこにも分類されない衝動制御の障害に分類されて

いました。 

17.神経認知障害群 

DSM-4ではせん妄、痴呆、健忘性障害および他の認知障害と記述されていましたが、DSM-5

では神経認知障害群の名称となり、痴呆が認知症に名称変更され、健忘性障害の記述が無く

なりました。 認知領域は次の６つに定義されています。 

・複雑性注意 ・・持続性注意、分配性注意、選択性注意、処理速度 

・実行機能 ・・計画性、意思決定、ﾜｰｷﾝｸﾞﾒﾓﾘｰ、ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ/ｴﾗｰの訂正応答、 

習慣無視/抑制、心的柔軟性 

・学習と記憶 ・・即時記憶、近時記憶、長期記憶、潜在学習 

・言語 ・・表出性言語、受容性言語 

・知覚-運動 ・・視知覚、視覚構成、知覚-運動、実行、認知を含む 

・社会的認知 ・・情動認知と心の理論 
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①.せん妄 

・・他の医学的疾患や物質関連障害の生理学的結果として生じる、注意と意識の障害で、短

期間に出現し、1日の中で重症度が変化し、認知の障害を伴う症状を言います。 

＊DSM-4 では、原因によって病名が区別されていましたが、DSM-5では、ｺｰﾃﾞｨﾝｸﾞのみと

なっています。 

 

②.認知症 

・・１つ以上の認知領域で、本人や周囲の情報と神経心理学検査に基づく、明らかな認知の

低下があり、それが日常生活での自立を阻害する症状です。 

＊DSM-4 では、痴呆と健忘性障害に分けて記述されていて、痴呆はｱﾙﾂﾊｲﾏｰと血管性のみ

の記述でしたが、DSM-5 では、下表のような詳細な分類がされています。 

 （外傷性脳損傷、物質・医薬品誘発、HIV 感染、ﾌﾟﾘｵﾝ病、ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病、ﾊﾝﾁﾝﾄﾝ病は省略） 

＊認知の低下が軽度であり、自立を阻害しない場合は、軽度認知障害と診断されます。 

 

 病因 緩やか

な進行 

遺伝子

変異 

特徴 

1 ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ病 ○ ○ ・学習と記憶およびその他の認知領域の明白

な障害の証拠。 

2 前頭側頭葉 

変性症 

○ ○ ・行動障害か言語障害。 

＊学習と記憶および知覚運動機能は比較的

保たれている。 

3 ﾚﾋﾞｰ小体病 ○  ・認知の動揺性/幻視/ﾊﾟｰｷﾝｿﾆｽﾞﾑ。 

・ﾚﾑ睡眠行動障害/神経遮断薬への過敏性。 

4 血管性疾患   ・脳血管性発作との時間的関係。 

・複雑性注意と実行機能の低下。 

8.ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨ障害群 

ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨ障害は、先ずﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨ障害全般の特徴が定義され、その上で、3群/10項目にわたる

個々の障害の特徴が記述されています。 

＊個々の記述の DSM-4 から DSM-5 への変化は、ほとんどありません。 

＊ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨ障害は、DSM-4では多軸診断のⅡ軸とされていましたが、DSM-5では、多軸診断

が廃止され、障害をｽﾍﾟｸﾄﾗﾑとして理解する方向に進んでいて、下記のﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨ障害は、そ

れぞれの障害ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑにも併記されています。 

・統合失調型ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨ障害 →2.統合失調症ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑ障害など 

・反社会性ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨ障害  →15. 秩序破壊的・衝動制御・素行症群 

・・“外在化”素行症群のｽﾍﾟｸﾄﾗﾑ 

【ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨ障害全般】 

１.その人の属する文化から期待されるものより著しく偏った、内的体験および行動の持続

的様式で、認知、感情性、対人関係機能、衝動の抑制、のうちの複数領域に現れる。 

2.その様式は、青年期または成人期早期までに始まり、長期間安定して続いている。 

3.その様式は柔軟性が無く、広範囲に広がっていて、苦痛や社会的機能の障害を引き起こ

している。 
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【A群ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨ障害】 

・・統合失調症の症状が比較的軽度で部分的に生じるﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨ障害群で、統合失調型ﾊﾟｰｿﾅﾘ

ﾃｨ障害は 2.統合失調症ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑ障害などに併記されています。 

＊その後、症状が統合失調症に進んだ場合は、病名の後に（病前）と記述されます。 

＊特徴は思い切って簡略な表現とし、詳細な記述は省略しています。 

①.猜疑性/妄想性ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨ障害 

・・妄想的な猜疑心。 

＊DSM-4 と DSM-5 で英語名は同じですが、DSM-5では猜疑性が追加されました。 

②.ｼｿﾞｲﾄﾞ/ｽｷｿﾞｲﾄﾞﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨ障害 

・・感情の平板化と社会関係からの離脱。 

＊DSM-4 と DSM-5 で英語名は同じですが、DSM-5ではｽｷｿﾞｲﾄﾞの名称が追加されました。 

③.統合失調型ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨ障害 

・・妄想や幻覚までは至らない、奇異な感覚や考えや行動。 

＊DSM-4 と DSM-5 で英語名は同じですが、DSM-4では単に失調型の名称でした。 

 

【B 群ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨ障害】 

・・根源的な不安があり、それぞれ特徴的な他者操作の様式を持つﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨの障害で、反社

会性ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨ障害以外は、詳細な特徴を要約して記述しています。 

④.反社会性ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨ障害 

・・15 歳以降に、他人の権利を無視し侵害する行動を広範に行っていて、15歳以前にも素行

症の経歴がある 18歳以上の者に対して診断される。 

＊18 歳未満の場合は素行症と診断されるようです。 

⑤.境界性ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨ障害 

・・下記のような（５つ以上）、対人関係、自己像、感情などの不安定性と著しい衝動性。 

(1).見捨てられることを避けようとする、なりふりかまわない努力。 

(2).理想化とこき下ろしの両極端を揺れ動く、不安定で激しい対人関係。 

(3).同一性の混乱・・不安定な自己像／自己意識。 

(4).自傷行為を除く自己破壊的行動・・浪費、性行為、物質乱用、無謀運転、過食など。 

(5).自殺企図、自傷行為。 

(6).顕著な気分反応性の感情の不安定性。 

(7).慢性的な空虚感。 

(8).不適切で激しい怒りとその制御の困難性。 

(9).一過性のｽﾄﾚｽ性の妄想様観念／重篤な解離症状 

⑥.演技性ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨ障害 

・・下記のような（５つ以上）、過度な情動性と他者の注意を引こうとする行動。 

(1).自分が注目されていないと楽しくない。 

(2).不適切なほど性的に誘惑的／挑発的な行動。 

(3).浅はかで変化しやすい情動表出。 

(4).関心を引くために、一貫して外見を用いる。 

(5).過度に印象的で内容のない話し方。 

(6).芝居がかった誇張した情動表現。 

(7).被暗示性。 

(8).対人関係を実際以上に親密なものと思う。 
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⑦.自己愛性ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨ障害 

・・下記のような（５つ以上）、誇大的で賛美されたい欲求と共感の欠如の共存。 

(1).自分が重要であるという誇大な感覚。 

(2).限りない成功と理想的な愛の空想へのとらわれ。 

(3).自分は特別で独特だという過信。 

(4).過剰な賛美を求める。 

(5).特権意識。 

(6).対人関係で相手を不当に利用する。 

(7).共感の欠如。 

(8).嫉妬／嫉妬されているという思い込み。 

(9).尊大で傲慢な行動／態度。 

【C群ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨ障害】 

・・B群と同様に根源的な不安がありますが、特に周囲の評価を気にするｽﾄﾚｽが高く、それぞ

れ特徴的な様式で、それを回避しようとします。 

⑧.回避性ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨ障害 

・・下記のような（４つ以上）、社会からの否定的評価に対する過敏性があり、社会的な状況

を回避しようとします。 

(1).批判、非難、拒絶への恐怖のため、対人接触のある職業的活動を避ける。 

(2).好かれていると確信できないと、関係を持ちたがらない。 

(3).恥や嘲笑を恐れて、親密な関係で遠慮する。 

(4).社会的状況で、批判や拒絶されることへのとらわれ。 

(5).不全感から、新しい対人関係を抑制。 

(6).劣等感。 

(7).恥ずかしさを恐れて、過度に引っ込み思案。  

⑨.依存性ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨ障害 

・・自分に自信が無く、下記のような（5 つ以上）、分離への不安と依存の欲求が特徴です。 

(1).日常の決断に、他人の助言と保証を必要とする。 

(2).日常生活に、他人に責任をとってもらうことを必要とする。 

(3).支持／是認を失うことを恐れ、反対表明が困難。 

(4).自分の考えで、物事を計画したり実行することが困難。 

(5).他人の世話や支持を得るために、過度に不快なことを行う。 

(6).誇張された恐怖から、一人になることが不安で、無力感を感じる。 

(7).一つの関係が終わると、別の関係を必死で求める。  

(8).一人で取り残されることへの、非現実的なとらわれ。 

⑩.強迫性ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨ障害 

・・下記のような（4 つ以上）、柔軟性や開放性、効率性を犠牲にするような、秩序や完璧主

義などへのとらわれが特徴です。 

(1).活動の目的を見失うほど、細目や予定表などにとらわれる。 

(2).課題の達成を妨げるような完璧主義。 

(3).娯楽や友人関係を犠牲にして、仕事に過剰にのめり込む。 

(4).道徳、倫理、価値観に過度に誠実で融通が利かない。 

(5).古くて価値のないものを捨てられない。 

(6).自分のやり方にこだわる。 (7).けち。 (8).堅苦しさと頑固さ。      以上 


