
うつ状態やうつ病は，種々の身体疾患や精神疾患に合併あるいは併存して起こって
来やすい病態である．したがって，その患者が，A疾患か，B疾患かを鑑別診断すると
いう視点よりも，患者のうつ状態の有無，うつ状態の程度，治療の必要性の有無，身
体的あるいは精神的な併存疾患の有無，予後の見通し，自殺の危険性などについて鑑
別，評価していくというパラダイムにたつべきである．
1．うつ状態鑑別の臨床的問題
プライマリケアなどの一般身体科においては，種々の身体症状の背景にあるうつ状

態を明らかにする必要がある．うつ病の中核となる特徴的症状は，抑うつ気分ならび
に anhedoniaと呼ばれる喜びの喪失であるが，うつ病患者が訴える症状の多くは身体
症状である．そのため，うつ病に対するシステマティックな診断過程が重要である．
患者が訴える不眠，疲労感，慢性疼痛，不健康感，不定愁訴（説明できない身体症状）
などの身体症状についての除外診断に手間取り，いつまでも治療的な関わりが行われ
ず，放置されることになりがちである．また，身体疾患がすでに明らかな場合にも，
治療意欲が乏しい場合や症状が遷延している場合には，うつ病・うつ状態が併存
（comorbid）あるいは重畳（overlay）していることに対する配慮が必要である．
2．抑うつ気分について
プライマリケアにおいて抑うつ気分「有り」の場合，その 25～50％は，一過性の不

機嫌（dysphoria，ひいきのチームなどが重要な試合に負けたなど），生活に支障のな
い程度の軽症例，あるいは DSM-IVなどの精神科の診断基準に満たない程度の精神疾
患であるという．大うつ病と診断されるのは 25％で，残る 25％のほとんどは気分変
調症と特定不能の気分障害であり，双極性うつ病や身体疾患による抑うつ気分はごく
少ないとされている．
＊鑑別すべき気分障害の下位分類：大うつ病，気分変調症，双極性障害，気分循環

性障害，月経前不快気分障害，小うつ病性障害，反復性短期抑うつ障害，統合失調症
の精神病後うつ病性障害
3．背景要因として注意すべき身体疾患
抑うつ状態がさほどひどくないにもかかわらず体重の減少が著しい場合や日常生活

の支障が著しい場合には，抑うつ気分の背景に悪性疾患，甲状腺機能低下症，自己免
疫疾患，中枢神経疾患（パーキンソン病，脳血管性障害）などの身体疾患が背景因子
として重畳している可能性について検討すべきである．
＊鑑別すべき身体疾患：脳血管障害，内分泌疾患（Cushing’s syndrome，Addi-

son’s disease，hypoglycemia，hyper�hypothyroidism，hyper�hypocalcemia），
パーキンソン病，カルチノイド症候群，悪性疾患（とくにリンパ腫，膵癌），膠原病
4．物質あるいは薬物による抑うつ気分
高用量のレセルピン，高用量のステロイド，筋力増強ステロイド，コカイン，アン

フェタミンなどの退薬症候，インターフェロンなどは，抑うつ気分を生じるものとし
てよく知られている．
この他，うつ状態の鑑別にあたっては，これらの他，心理・社会的状態，治療への

反応性，自殺企図の危険性などについて注意する必要がある．
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はじめに

うつ状態の鑑別は，医療における診療状況

によって大きく異なる．プライマリケアであ

るのか，専門的な特殊外来であるのか，精神

科・心療内科などのメンタルヘルス・ケア外

来であるか，あるいは産業医学領域であるの

かなどによって，うつ病の発生頻度に大きな

相違があると同時に鑑別診断の対象疾患の臨

床的な重要性が異なる．また，うつ状態，う

つ病と身体疾患との併存に対する認識が求め

られる．

1．うつ状態の鑑別に関わる問題点

ある疾患の罹患率や有病率などの疫学的

データは，日常臨床を行う上で有用な武器と

なる．

疾患特異性の非常に高い客観的な検査方法

がある場合でも，その検査を施行するか否か

の判断は，ある集団における有病率を参考に

して行われると効果的である．

うつ病など明確な生物学的検査方法に乏し

い疾患では，疫学的な情報は診断を行う上に

有力な手がかりとなりうる．

そういった意味で，うつ病（大うつ病性障

害）は，一般臨床においてよくみられる疾患

であり，生涯有病率は約 15％で，女性では

25％にのぼる．プライマリケアを受ける患者

の有病率は 10％で身体疾患による入院患者

では 15％に達するという情報は重要である

（DSM-�）．
また，うつ状態やうつ病は，種々の身体疾

患や精神疾患に合併・併存しやすい病態であ

るとされている．うつ状態を含め気分障害全

体としてみてみると，外来のプライマリケア

の現場でみられる患者の 26％になんらかの

うつ状態が存在し，一般的な身体疾患単独よ

りもより重篤な障害を引き起こしているとさ

れている2）．身体疾患に罹患している患者に

とって，大うつ病あるいは小うつ病の合併は，

患者の病状や予後に大きな影響をおよぼ

す3）．

したがって，うつ状態の鑑別にあたっては，

身体疾患か，うつ病かを鑑別診断するという

視点よりも，うつ状態をどのようにとらえる

かがまず重要な課題となる．

そして，うつ状態がみられる場合には，う

つ病である可能性の推定，うつ状態の程度，

身体的あるいは精神的な併存疾患，治療計画，

予後の見通し，自殺の危険性などについて評

価していくというパラダイムにたつべきであ

る．また，身体疾患が存在する場合や，薬物

の服用歴がある場合には，それらの要因とう

つ状態との関係を注意深く推測するのが現実

的である．

2．抑うつ気分について

うつ状態は，抑うつ気分，興味・喜びの喪

失，意欲低下，判断力・決断力の低下，自己

評価の低下，不眠，食欲低下などの症状がみ

られる場合をいう．

うつ状態を呈する疾患の代表的なものは，

いうまでもなくうつ病であるが，対象喪失反

応等でみられる正常範囲のうつ状態もある．

見逃してならないものとして一般身体疾患や

薬物によって生じているうつ状態があり，そ

して，従来抑うつ神経症などと呼ばれてきた

環境や性格に起因するうつ状態がある．

プライマリケアにおいて，ある患者が抑う

つ気分「有り」となった場合，その 25～50％

は，一過性の不機嫌（dysphoria，ひいきのチー

ムなどが重要な試合に負けたなど），生活に支

障のない程度の軽症例，あるいは DSM-IVな

どの精神科の診断基準に満たない程度の精神

疾患であるという．

大うつ病と診断されるのは 25％で，残る
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表 1　プライマリケアで見られる抑うつ症状

プライマリケア外来抑うつ症状（＋）の場合

0.5-2%2-10%双極性障害

4.8-8.6%20-30%大うつ病

2.1-3.7%5-15%気分変調症

4.4-5.4%10-15%うつ病性障害（NOS）

4% 適応障害

1-2% 悲哀反応

極めて低率＜ 5%身体疾患によるもの

2-9%月経前気分不快症

10-50%他の精神疾患によるもの

5-30%25-50%一過性の不快気分

（文献 4より改変）

25％のほとんどが気分変調症と特定不能の

気分障害であり，双極性うつ病や身体疾患に

よる抑うつ気分はごく少ないとされている

（表 1）4）．

プライマリケアにおいて，どの程度のうつ

病やうつ状態がみられるかを知っておくこと

は，うつ病の診断の上に有用である．

3．うつ病性障害

うつ状態を示し，日常生活への重大な支障

を来す代表的な疾患に大うつ病がある．

米国精神医学会による診断基準である

DSM-IVでは，抑うつ気分と興味・喜びの喪

失の腫瘍症状の他に，食欲の減少，睡眠障害，

精神運動抑制・焦燥，易疲労感・気力の減退，

無価値感・罪責感，思考力や集中力の低下，

決断力の低下，自殺念慮の 9症状のうち主要

2症状の 1つを含む 5症状以上が同時に 2週

間以上持続してみられるものを大うつ病とし

ている．

特定すべき気分障害の下位分類として，大

うつ病，気分変調症，双極性障害，気分循環

性障害，月経前不快気分障害，小うつ病性障

害，反復性短期抑うつ障害，統合失調症の精

神病後うつ病性障害などがある．

4．背景要因として注意すべき身体疾患

抑うつ状態がさほどひどくないにもかかわ

らず体重の減少が著しい場合や日常生活の支

障が著しい場合には，抑うつ気分の背景に悪

性疾患，甲状腺機能低下症，自己免疫疾患，

中枢神経疾患（パーキンソン病，脳血管性障

害）などの身体疾患が背景因子として重畳し

ている可能性について検討すべきである．

鑑別すべき身体疾患には，脳血管障害，内

分 泌 疾 患（Cushing’s syndrome，Addison’s

disease，hypoglycemia，hyper�hypothyroid-

ism，hyper�hypocalcemia），パーキンソン病，

カルチノイド症候群，悪性疾患（とくにリン

パ腫，膵癌），膠原病などが有名である．

5．物質あるいは薬物による抑うつ気分

高用量のレセルピン，高用量のステロイド，

筋力増強ステロイド，コカイン，アンフェタ

ミンなどの退薬症候，インターフェロンなど
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表 2　SAD PERSONSスケール

プライマリケア外来 

既遂自殺は男性，自殺企図は女性に多い性別S　Sex

高齢者と思春期年齢A　Age

特に絶望感が強い時うつ病D　Depression

自殺企図の既往P　Previous attempt

その他，薬物の乱用アルコール乱用E　Ethanol abuse

幻聴や妄想合理的思考の欠如R　Rational thinking loss

援助されないという思いこみ社会的援助の欠如S　Social support deficit

具体的な自殺手段の想定，強い意志組織的な計画O　Organized plan

別居，離婚，死別，未婚配偶者の欠如N　No spouse

特に慢性の消耗性疾患病気S　Sickness

（文献 7より改変）

は，抑うつ気分を生じるものとしてよく知ら

れている．

6．身体疾患にみられるうつ状態

一般身体疾患そのものの病像や治療薬の副

作用がうつ状態と同様の症状を来すことは少

なくない．したがって，身体疾患をもつ患者

に対して，うつ病による症状であるのか，身

体疾患などによる症状であるのかを判断する

ことは困難な場合が多い．このような場合に

は，すべての症状をうつ病診断のための症状

として見なすことがよい．この場合，ある程

度の疑陽性をもたらす危険性があるものの，

うつ状態の治療を行うことで良い経過を得ら

れるはずの患者が放置されるよりは望まし

い5）．

身体疾患を有する患者に大うつ病が存在し

ていることを確認するのには，疲労感，体重

減少，不眠といった身体的な症状よりもむし

ろ，罪責感，無価値感，無力感，絶望感，自

殺念慮といった心理的症状に目を向けること

のほうが重要である．

7．自殺の可能性について

家族ばかりでなく医療関係者にとっても，

自殺によって患者を失うことは限りない苦痛

を伴うものである．うつ病患者の多くに多少

なりとも自殺念慮がみられる．自殺企図，完

遂自殺にまで至ることは少ないとはいえ，常

にその可能性について配慮しておくことが必

要である．最近のデータでは，自殺の生涯危

険率は，気分障害で 6％，アルコール依存で

7％，統合失調症で 4％であると報告されて

いる6）．

自殺の危険性を評価するのに有用で簡便な

ものに SAD PERSONSスケールがある7）．個

人の危険因子については詳細に検討を行って

おく必要があり，特に過去に自殺企図の既往

のあるものでは，早期に精神科受診を勧める

べきであろう．

おわりに

プライマリケアなどの一般身体科において

は，種々の身体症状の背景にあるうつ状態を

明らかにすることが重要である．
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うつ病の中核となる特徴的症状は，抑うつ

気分ならびに anhedonia（無快感症）と呼ばれ

る喜びの喪失であるが，プライマリケアなど

の身体科の外来でこれらの症状が訴えられる

ことは少なく，うつ病患者が訴える症状の多

くは身体症状である．

患者が訴える不眠，疲労感，慢性疼痛，不

健康感，不定愁訴（説明できない身体症状）な

どの身体症状について除外診断に執着する

と，いつまでも治療的な関わりが行われない

こととなり，うつ状態のまま放置されること

になる．

身体疾患がすでに明らかな時に，治療意欲

がみられない場合や通常に比して治療効果が

乏しいような場合には，うつ病・うつ状態が

併存（comorbid）あるいは重畳（overlay）し

ていることを念頭におくことが重要である．

うつ病に対するシステマティックな診断過程

に慣れておくことの必要性を強調しておきた

い．
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