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So-Calledvegetativedystoniaisadisordereharacterizedbypatients'complaintwithout

Organicchanges.工nthispresentaton,210utpatientswhowerediagnosedtobefunetional

symptomesatpsyehosomaticclinicwereexaminedusingpsychologicaltests(ComellMedical

Indcx(CMl),Se】fRatingQuestionaireforDepression(SRQ-D)).Grade4and3in

Fukamachi'sclassificationofCMIwereconsideredtoindicaterleurOSisandneurosissuspected

neurosis,76%ofthesepati.entswasdiagnosedasneurosisor]neurOSissuspected,aIld

56%asdepressivestatebyusingSR紅D.Onlyorlepatientwasdiagmosedtol麗Vegetative

dystonia.

Frr)mtheseresults,SO-CaHedvegetatjvedystoniashouldbestudiedbio-PSyCho-SOCial

app王10aChes.

Keywords:SけCaiedvegetativedystonia,PSyCholodcdtest,netlrOSis,depressvestate,玩cr

PSyChoっocidapprゎach

自律神経失調症,心理テスト,神経症抑つ状態生物・心理・社会的アプローチ

1.はじめに

心身症は,19引率の心身医学会で,「身体疾患の中で,

その発症や経過に心理社会的因子が密接に関与し.器質

的ないし機能的障害が認められる病態をいう.ただし押

経症やうつ病など,他の暗押障害に伴う身体症状は除外

する.」と定義されている,

そしていわゆる心身症とその周辺疾患についても示さ

れているが,自律神経失調症はこの中で神経筋肉系に属

している.
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自律神経障害を示す疾患として,Shさpl)r;lger症候群

などのように,明らかに病理巌織学的病変を持ち,心理

的かかわりのないものと,いわゆる自律神経失調症など

のように心理社会的因子を背景に持った心身医学的疾患

を区別する必要があると思われる.奪回のシソポジウム

では,私達は,後者の立場から,自律神経障害をとらえ,

平成6年3月から6月まで心身医学外来を新患として受

診 した患者2呈例について検討 したので報告する.

11. 日 的

不定愁訴など由緒神経症状を以って受診 した患者21例

に対して,心理的因子の関与について検討 し,自律神経

障害の中に占める心身症の立場を明らかにする.

III. 対象及び方 法

対象は心身医学外来受診患者21例でチその内訳は男性

9例.女性12例.平均年齢は･10.3±川_コ歳て:fL,-守二.

方法は.CorrlellMedicこ111n(iex汀L卜(:Mい ろ:F=F3

い,深町法により,神経症の判別を行った.また,Selg

Rat孟ngQuestionayeforDepression(以下 SRQ-D)

を用いて,軽症 うつの判別 を行った. さらに,Toho

Medicallndex(以下 TMI)を履いて,阿部法により

自律神経失調症の分類を行った.自律神経機能は,R-R

V 愁 訴 数 ●･
‡ 〔自律 神 経 衆 調 塑 〕･
●●●･●●●

10

インタ-パルのパワースペクトラム解析または皮膚紋画

症にユ･､て診断 した.

Il∴ 結 果

CM王では,心理的に正常と考えられるⅠ型は0例,

どちらかと言えばむ理的正常である可能性の強い茄型は

5例,どちらかといえば神経症の可能性が強い野塾は11

例,神経症と診断 して妥当であるW型は5例であった.

SRQ-Dで軽症うつ状態の鑑別をしたところ,10点以

下で殆ど正常と考えられる症例は6例,10-15点でボ-

ダーラインと考えられる症例は4例,略最以上で軽症 う

つ状態と考えられる症例はH例であった.

以上の結果から,神経症傾向,抑うり傾向の認められ

ない症例は5例であったせこの5症例の診断上の内訳は

筋収縮性頭痛,気管支嘱息,神経性頻尿,不整脈,自律

神経失調症がそれぞれ 1例ずつでいずれも心身症の範噂

に入るものであった.

午後外来の診察のため,メコリ--ル試験は行うことが

出来ないため,TMIを周いて阿部の不定愁訴症候群お

よびその3型分額を試みた,正常型は4例,自律神経失

調症は6例,神経症型は0例,心身症型は11例であった

t図 い.

自律神経機能検査では,神経症,軽症 うつ病,心身症い

魯 Ⅳ (心 身症型 〕●
●●●●

･･●･

I 〔正常聖)

●●●●
Ⅲ 〔神経症型)

i0

図 1TM王型別分叛 (阿部法)
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自律神経障害の診断と治療

ずれでも,異常が認められた.

次にヲ心身医学的治療を行った自律神経失調症の患者

を報告する.

【症例】11.A.39歳.男性.公棒甘

藍主訴ヨ不眠,全身倦怠感,筋の緊張.

【家族歴】母親 心因性の嘱息,

【既往雁】 1歳時 小児琳坤,

35歳時 人腸痛て手術.

36歳時 肝炎.

【現病歴】昭和59年,職場配置がえの後,疲れやす く

なり,ときどき眠れないことがあった.平成元年,戦場

配置がえの後にもタ一時不眠が強 くなった,平成 3年10

札 手術後 5年目の検査の際,転移はなく心配ないが大

腸癌であったことを医師から知 らされた頃から,眠れな

いことが多くなり,入眠障害,中途覚醒,早朝覚醒が認

められ 熟眠感 もなくなった.また,手免 足先,奥歯

に力が入るような感 じ,全身倦怠感も出現 した. しかL,

食欲低下,体蚤減少,便私 抑 うつ感などは,認めなかっ

た.

【初診暗視症】体格 車等度,栄養状態 良好,左上

肢の萎縮,運動制限 (+).胸部所見 特記すべきこと

なし,腹部所見 平坦,軟ラ正中に約 30cm の手術痕,

皮膚紋画症 (+) とりはだ反射 (-).

E臨床検査成績】韓に異常なし

【心理:f'-■Zt卜】CMl:阿部法 I型､深町法Il･堅J_.SRQ-

D:8点.MMPトAS:16点.STAI:State3軌曳 Trait

37点.SCL:自己評定8点亨他者評定 o点,ス トレス耐

29

性度59点.tI.rlJ:rl-)二i.NPコ.5∴l().5.ド(､･1.nco.5.

g治療経過ヨすでに,S病院にて各種検査を受けてお

り,当院で同様の検査を受けることを拒否 した.現病歴

および現症から判断 して,脳器質的疾患にもとず く不軌

うつ病や単なる神経性による不眠は考えにくく,身体疾

患に対する不安と緊張のためと考えた.mianSerinlong,

zopiclone7.5mgによる薬物療法および支持的精神療

汰.同時に自立訓練法を開始 Lた.薬物療法に･r)∴不眠

は消失 し 自立訓練により2ケ月後をこぼ量感,温感 もで

きるようになりテ薬物療法を中止 しても,睡眠がとれ

緊張感,全身倦怠感 も消失 した.R-Rイソタ-パルの

パワ--スペクトラム解析の結果でも,低周波成分有意の

交感神経の優位な状態が,自律訓練法後半には,低周波

成分が滅少 しており,0.25Hz付近の高周波成分が増加

し,昌Fj交感神経が優位の状態で, ljラクセ…ショソが得

られ 自浄訓練法の効果が認められた.

lT.考 察

一般内科において,自律神経失調症は,いわゆる不定

愁訴の患者に対 して用いられる保険周の診断名であるこ

とが多い.1971年に阿部 ･筒井 ら1)が提唱 した不定愁

訴症院辞のなかに,心因性自律神経失調症と本態性自律

神経失調症が区別 されて示 されている. その後,1986

年に筒井 8中野2)が自律神経失調症の診断基準を発表

し,積極的に自律神経失調症の診断を行 うことを強調 し

ている (表 l).

この診断基準に従って,中野3)4)は,片寄った母集団

表 1 自律神経束調症の診断基準

<意 義>
稜々の由俸神経系の不定愁訴を有 し しかも器質的変化を見出しえず,顕著な柄神障害のないもの

<診断基準>
吊 全身倦怠感,めまい

神経性身体的愁訴を訴
2) 自律神経機能検査で

･Aschner試験
･皮膚紋画症
サMicrovibration

O除外診断
1) 面接などにより,

,頭痛予頭重,動障,胸部圧迫感,下痢などの不安定で消長 Lやすい挺津
えるもの
異常を認めるもの

･SL･tlぐ11(_)ng起上試験
･立位心電図
･指尖容積脈波 など

神経症を含む精神障害 を除外する
2) 器質的疾患を除外する

･一般理学的,神経学的所見に異常を認めない
書血策,血液生化学,検尿,血清反応,甲状腺などのホルモソに異常を認めない
書心電図,胸部Ⅹ線,脳波などに異常を認めない

<参考事項>
i) 多愁訴を示すことが多 く,蔑々の異なった系統臓器の歯髄障害を訴え,しばしば症慎移動を豊

する
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安薬などにより症状の軽快がしば しばみられる
症状の変動ないし増悪をきたしやすい

(筒井ら,1986)
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をこおける結果であるとことわりを入れているが,心療内

科外来を受診 した不定愁訴の患者朗例の内で,自律神経

失調症 と診断される症例が認められなかったことを報告

している.-罪,川上5)は,本態性 自律神経失調症は

機能的疾風愚者の5%前後をこじか認められず,実際の臨

床の場では極めて頻度の低い疾患であることを述べてい

る.今回の私達の調査でも, CMI,SRQ-D から21例

や,16例が神経症または軽症 うつ病と診断でき,残 りの

4例にはそれぞれ b身医学的病態であると診断され 筒

井等の自律神経失調症の診断基準を満たす症例は 旦例の

みで,その出現頻度は今までの報告と同じ傾向であった.

不定愁訴を訴える症例の率で,本態性の臣津神経失調

症と鑑別が必要なものとして,身体疾患の前駆段階,香

安あるいは心気神経症, ヒステ リ-転換型,うつ病, 精

神分裂病,およびいわゆる心身症とがあり,いずれをこも

自律神経機能検査で異常を示す症例がある.そのため,

自律神経機能検査のみで本態性の自律神経柴調症の診断

をすることは出来ない.さらに,糖尿病やアミロイ ド-

シスなどをこ伴 う革質的な変化を伴 う自律神経障害と心因

性の麟健的な自律神経障害を自律神経機能検査のみで鑑

別することも困難である.これらのことから,自律神経

症状を示す症例においては身体的な検索のみではなく,

面接による心理社会的背景の調登6)鮎加え,bio-psycho-

socialな全人的アプロ-予が診断,治療に必要である

と考えられるサ

VI. ま と め

心身医学外来を受診 した身体的不定愁訴を訴える21例

を検討 し,それらの全員に自律神経磯能検査で異常が認

められたが,16例 浮6由2%)に軽症 うつ病あるいは神

経症状態が認められた.以上のことから,自律神経失調

状態をこ対する心身医学的対応の必要性を症例をも提示 し

て強調 した.

また,自律神経衆調症の症例に,薬物療法,支持的精

神療法,自立訓練法を行い,症状の改善が認められた 1

例を塁示 した.
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司会 どうもありがとうございました一心身症とは神

経症を含むのですね.

村癌 原則として心身症としての自律神経失調症は,

神経症,うつ病を含めないということが原則なのですが,

ただそこまで診断のついても､ない方が入ってくることは

事実です.神経症やうつ病の患者さんと心身症の患者さ

んは,鑑別 しなければいけない点であろうと思います.

司会 どうもありがとうございました.それでは最後

になりましたが,小児科学教室の橋本尚士先生から小児

期における自律神経障害の診断と治療というお話をして

いただきます.橋本先生よろしくお願い致 し蜜す,




