初回エピソード統合失調症の長期経過：前向き観察研究
＜背景＞
統合失調症は、有病率は約 0.5%の common disease であり(McGrath et al., 2008)、男性
は 20 歳代前半、女性は 20 歳代後半で若年発症し(Dobbs, 2010)、60%以上が再発する chronic
disease である(Morgan et al., 2014)。2013 年の障害調整生存年数（DALYs）は、全疾患の
うち精神疾患は第 5 位、精神疾患のうち統合失調症は第 3 位であり、疾病負荷が高い(Vigo et
al., 2016)。
統合失調症は、幻覚妄想等の精神病症状が活発な急性期において、症状改善のために抗精
神病薬による治療が必要である(Huhn et al., 2019)。さらに、精神病症状が改善した後の維
持期においても、再発予防のために抗精神病薬治療の継続が必要である(Leucht et al., 2012)。
しかしながら、抗精神病薬は様々な副作用を惹起し、さらに統合失調症では病識が不十分で
あることが多いため、服薬アドヒアランスは約 70%と低い(Yaegashi et al., 2020)。
統合失調症の経過のうち、精神病症状が初めて出現する初回エピソードは特別な意義を持
つ。それは、統合失調症は一度再発するだけでも治療抵抗化し(Takeuchi et al., 2019)、治療
中断のリスクが初回エピソードで最も高い(Rubio et al., 2021)ためである。よって、初回エ
ピソードに対してどのような治療を行うかで、その後の経過が大きく変わりうる。
このような初回エピソード統合失調症に対する研究は活発であり、世界各国でその経過を
追跡した研究も数多く存在する。しかしながら、我が国で初回エピソード統合失調症の経過
について、多機関かつ長期に追跡した調査は存在しない。

＜目的と意義＞
我が国における初回エピソード統合失調症を有する患者の長期経過を前向きに追跡し、治
療実態と転帰について調査する。
我が国における初回エピソード統合失調症の長期経過、治療実態と転帰について明らかに
なれば、今後、最適な治療について提案ができる。

＜研究対象者＞
組入基準：
(1) 精神障害の診断と統計マニュアル Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
（DSM-5）で統合失調症の診断を有する
(2) 統合失調症の初回エピソードである
(3) 18 歳以上（2022 年 4 月 1 日の成人年齢引き下げ以降）
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除外基準：
なし。

＜研究方法＞
要配慮個人情報について口頭で同意を得た者を対象とし、可能な限り少なくとも 4 週毎に
以下を評価し、最長 10 年間経過を追跡する。また、研究対象者の年齢、性別、教育期間、
診断、罹病期間、治療歴、抗精神病薬の種類、用量、投与回数、他の併用薬、副作用、身長、
体重、血液検査、心電図等についての情報を診療録から収集する。なお、適切な同意取得前
の臨床情報に関しては、診療録から得られる範囲で収集する。本研究は観察研究であり、治
療方針が制約を受けることはないが、治療者は日本臨床精神神経薬理学会の初回エピソード
統合失調症薬物治療アルゴリズムなどを参照に、エビデンスに基づく治療を提供するよう務
めるものとする。
(1) 精神症状：精神病の症状ドメイン簡易評価尺度 Brief Evaluation of Psychosis Symptom
Domains（BE-PSD）
(2) 社会機能：社会的職業的機能評定尺度 Social and Occupational Functioning Assessment
Scale（SOFAS）
(3) 主観的苦痛：症状に関連した苦痛の視覚的アナログスケール Visual Analogue Scale for
Distress Associated with Symptoms（VAS-DAS）
(4) 疾患重症度：臨床全般印象−重症度 Clinical Global Impression – Severity scale（CGI-S）
(5) 疾患改善度：臨床全般印象−改善度 Clinical Global Impression – Improvement scale
（CGI-I）
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