
mc305■
移
多

統合失調症とうつ病の新たな診断基準
および適切な治療指針づくりの試み

ll:11型 LJ´
71:

1ク lll l山 :ノ、

…

結 却
・

),こ 謝 粋 ・ 蔽 葉.CT

要 旨

l(1)!(}■ )ヽ !ヽ l｀  
′
, 11 1`・ 111り  1,`.::● ヤit:1_

Takahiro Sakai
タイプライターテキスト
以下一部省略、２１２頁に飛ぶ



mc3050509

iL i l llll'1:1't  ヒ||「 バ、 1ヽ 1'tプ )ill il:|=|卜 1ヽり1:4く Jil

l人 :よ

'ザ

|ザ
j:〕

… やか
‐
JILill‖ lJlll'ti二 |ド :き 1集

'こ

′,′ t‐(

tt(

5.頭部C離 査所見による統合失調症の

画像診断

1)大脳前頭葉の萎縮

そ 1)そ :〉 11者が |サIJ`(機 1円 を′チ:1'し その後も村(lt

強 (11期 ilわ たるi唾 |■ を11続 ;る げ)11.的 llilな

|.'Fl をメitめ
・ご

‐
〔|‐1な (. あ (ま で 1,11り 難:な ,台

JⅢ  ll l´ ,‐ ごJルi it/79,1生 ベツか 1二 dtit iガ とIF:伸 llり lt J高

か・・,ilLべ ′か :l iiギ it iガ LブLニ ヒをツ
`t・

か。・,‐〔力)ジL

.,押i:1そ J)第  歩
‐
〔多)i)。 そガtil引 きつつ く的確

でイ1=り なifiJtttゞ よ1,lr ttllな る   ノ
「

〔. i台
'11朽

lilillり 確なifi`11を |‖ |イilる 前111‐ 3‐ 的14:な I,'卜1か

,It′′∫′′しる しか '´ , 1見
′

'1:二

lil,'Fliヒ iデ :り1(は 1「 離

してお :,. それか・l者 :ニ ヒ‐.て もJ卜 lril気 |二 なる

Jlで あ‐,た  伸 (1:的 ll'卜 ||夕|:4111'た つけ :rlllliか li

lら つlF;:て

')る

:iも かかわ・:ノ す.‖つ確 ヒιザ ′,れ

る:デ :メ 411,tう つ '■ llよ るiデ:Jl:や 7・ ドハ イスを郡

社 '´ て も1,il'こ か」え1ム
」l-1安ちLし ないケースか少な

力ヽ・・,:ル〉:), そ
l´ ‐

ご。 そ(')よ うなケ‐スI二 :ま なせ

かllL‖ :中 Jlち

':か

奏効
:ン ′三

そピ)1う なすliI Fl絆 し')臨 床キ

`l":か

「′i卜
・
,れ た 1

つハ 1「 要な
.II`'1か 、ク)・ ,た  それは未たf卜

′
メモJlり ill iお

けるプ(111::ll l生 し')■ 1れ である (
・`

I｀ |うt各 ′)(ク」放を

11オ A/し うタッ11.'り、トプ)よ う́な
.11.'こ

かlリ ド′か :二 な ,́

で き′I ;な わ r,.

:前 :11彙 ノ)奏 者れかキたf)1'こ J」 Jlilll、 あて |よ ↑lit二 多か

れ少な力
'こ

必
~;・

IIノ ,「 ,ノ Lる

」1'1'il‖ ||キ |か 1こ いllヒ .前 ,1彙 ゲ)をおれJ)皮 r)1ま 強

:ヽ it,'1彙 ゲ)奏 縮 li. 11(1'的 i:ク ト千理lill:二 おいて う

′り1ヽ | な ヒヒ:'卜 riメ L′t戦 竹ゲ)な か :二 も1ヒ 中交由つ

多 (“

=め
「′れ

'1:

l島サ:嗅 性し')姜 著ht ilう  うつ
“
商 liは |た うつ業は

111りて,|た 1占 紳1ヽ ■か奏効する

1 lilll彙 r)碁争議を↑ ("ιめなヽヽケ・‐スでは. うつ

212  Phn“ぃ,l Mt・fi(・1ヽ′
`121 NO'21)()7

リルiヒ 1´
~ご イル11't力・tiち :ヽ1:「 1 lf′ [')  〔ピ||lt11l F中 11i

■ :よ 111効てち :り .1た
‐`つ J=か

`■

ウ1ラ:,

111 1  「 |').トリ:ん ・ヽ:)ドれif摯 ;タトli tl)イ :|ll11か lり
|.｀

,

かとなった ‐:な わ lノ . i キtr)',t‖ 11111、 者.

li lた うつ■力111効‐
こ||こ 1占 掛111:t'奮 む |′L ・う

つ111 Ji者 . ニガt∫, l  H lilt11'´ て, ノ(11

IIIIt彙 し')募 縞.:た合
′メモ1調 Jilt'))た 1(1お 1'tな い '´ 11111

il期 りill't. な ヒか 共illlし 〔.1ノ ,「 ,デ :.同‖:il´1つ

111で 1よ 前l'Ft彙 ず
'■

1れ lil.ま r,「 .メ Lな t,ttヽ う li′ :て

ある そ 二て筆者1.よ  K｀Dや 1)Sヽ :、 ■:j:)'Li´ ,J巧

′):iクト|「 り11:I:お 1ひ lll問 ■k〔 考メ・
・′

'し

てti′ :′ う‐′

ムヽプ)響 t.な かそ もそ 1)問 |七  てt.′ι ヒ1l f11 1ろ |

11・ た

|た 11前 :嗅 Ft t')■ 11 =い 卜́ |
子ノ |ヽ 〔 (1

るヒ. う′
'1｀

L ttr)り こ!潤 11を lり |11111`う ilジ1,111

かで き,そ れそれハJ;く 」1、
r)1島 ユサ|二 つt`〔 1)ili争し1サ

|

たな純 |り 1か つ |ナ ∫)′ しろ lヒ かわか た  ニメ)21

|ユ|11ヒ :ま 1」 考び)卜 J心 :lr il― 〔|二 li↑ |11~〔 (｀ TI貪 F,4r

り:ウ tlン
‐〔t｀ る力:, 1'1を女をirl″ ル1,う :′ :二

`・

・
:1'1な

iム んだ仮
"jLiを

11ト グ)よ う:こ 1'1′条て きるよう:二 な

た すなわ :´′.

l lう
‐́,1'11」 )な な「,す  lli_・ い11'. l)・ISl).

i中 々y):イご女静「 fi l. lit∫ こ

'I til . 

ま)ズ,tヽ li

ADD: な ヒブ)[:ク ト||を 卜・1メ31場 f)で ′ゞ肖|ソIt彙 ′)

誉囀れを認めたな」,:主 。それは統 fド リt″111ヒ l,ク トギ

す′‐(卜 である な }tな・,:主 .:i口 1■ プ)を 1れ か ち

れは1充 合
'こ

調J∴ ′)夕1,4(11:1'tな t::´ :よ il・ イ1貫 l11111'こ

が必
‐
;=存 イl:!´ . かつ. ljLi占 i申

JFi義 ん` 格■t:ろ
"｀

j)‐ ごル)る  なオ5,  ノ、二 ′ケ「 i lil ` |lrや 4(′女

F章 lli lな とプ)::クト||を 卜・ ニズ,1場 イャ|二 も. lly「 1■ 41)

妻晰れを1｀ 11う ケ~ ―スヒ111わ なtヽ 4‐ ‐スかあ ||. iI

名II:よ |九ネ∴‖トリII■ かイヽ1カ
l´

|た う ′́

'::よ

111な
~〔 ル)

1).後 者11は |た うつ野:か 4、 1り
!´

|た iム 神Jヽ 業は11

効
‐
〔ある

」統合
'こ

lJlliグ )発 1'iか・
｀
)r)・ ll Jル

jり 1問 かli(な :,lli

l'tか ili行 1る i1111ヽ .ヽliIPrl彙 1わ 姜描 1):Lil lム ,

たた し,イルi初 知1発 Jヽ 仕おお よそ放 サll以 |'1

:こ は
'I11(1111't:よ

:.:め
'ご もiliソ it彙 1′ )妻 者缶:tti t′ :

Takahiro Sakai
ハイライト表示

Takahiro Sakai
ハイライト表示

Takahiro Sakai
ハイライト表示

Takahiro Sakai
ハイライト表示



mc3050509

ぃまi/2な ti

l)|た Iム r till:彙 t「〕ifiJll.ビ ウヽ【ll i,た .Ji11ク 1■ ヒ:二 みると

ハ1:,1性 ヴ)を 1お |た riillヒ 1'1'´ て
'11カ

||:´ ごtゝ (111fリ

1:ち る ヽなわ rり 。 1∵
J'i111111か ltlナ れ:よ ltい 11

:|九 iん ‖:ムヽり:プ )i71111・

`唆

:l::ま

'憎

′:_る 何1向 :1あ

:ザ .L′ :か¬で.続 f)りこ:Jll1 0 11!即 l;:ケ Wi・
lit即

l

治14`|ま 1111111:を 1り ‖1_る ヒtヽ う点
‐
〔ち‐J卜・市:l lF要

て■)る  たた
I´

.1台
'`モ

必ヽ要 |::を iた める 1)う 1つ

1')要 |‖ tヽ ク,:サ ,そ ガL:よ 1ち勢て
')ろ

 J綺勢か強い

ヒ::ilよキ

`過

か111(て も lifi(11め ,itり tグ )深 1性 |ま

1サi:,|ノ,.初JIりllた 階
‐
ご:,i「 lイ

`1・

Zヽ `襲 li:11'(な る

1:rtFリ カヽ 1/2/3

111て 1ヽ・Ъ前ソ虫彙讐着Lヒ :よ IIIノ (1111,tプ )111た 13

よひサ11111.ノくてあるか。それ 1、女中11lHl系 ‖lキ

`
F等  :11じ 、ocorliCttl ptlth、 ■). :;iり

.11:り
i4121まヂ入れ)キ

`
ダ各 nlc、 (,!inlllic I,at11｀ tl、  l lil卜

っメf∴ |;||:ヒ 考1,‐ ,

れ
'3  iイ

4(14‐ 力史リモ11'1:つ (4:イ(111'tな tヽ
'´

:ま

上 i「 1'|オ 11't′ )iLな〔・|キ社か卜」11:fl'|:二 なん :・,か し')

機能変fし を 1,た 。・)'_ それ力i‐、アク1'的 lil.1誉将h

ヒt】 う絆li t'1′変fし を 1〕 た・
・

,1´ て tヽ メ1)t tLl定 さノL

る そ |´ て, 'た 4く Ji11'tか :肖 i墟
‐1る ヒイ1■ ′変fヒ

美薫れ もtriを 停 |11｀ す
‐
る 二れ :よ おそ・

・,(機能

変fしか停 |11:′3か し`りごある tζ オ・
‐
,メ Lる |そ メL

.‐ ,1')1主 li・ :l l111‐

'メ

3彰 ti:よ

`ti上

: ジι

「 子tr)り こJJJllか i台
1仁 |´ メ」1111橿 〔:1, 11`亡 i主  りil

fiti占 プ)'中 |り ll li11ltさ を締か

'|り

こ1'tlヒ か多ジ〔′

1′
′
1.|`Ⅲlグ )'り |II‐ 〔11年 者′)'場 r).1'こ ι′)羊

`i曇
か itt`:11.li″ L」l■ グ

'姜
暑ht')lt rlか 力1ま る 前ノ(

1111=tt′ )|llノ (. 力)'tt::=141く のlJ、 ノく力`強 ま′ι

しぃうちkノ、1二 人・́りれる ,た IIつ ltli向 は,Zヽ り=L`)｀
'1

で 1ま ま
・′ない たた |ン 0そ び)」場f)1,前 111:1;J):11

ネ11・ プ)形成イく令 :二 11,前 rrtilン )頭 絆骨の 4:イ i山〕|

か

`た

(な  てお :'。  そ′)た め1111を おお力illl役 F

れて :Lじ めに ((な っているたけの こともある

'ン た力i・〔.11募■147)イ メⅢⅢ :1:度 を|(::・よ
‐
:ジした

Iナ てな (.rrt落 11プ )1夕J't〔)lll認 ;る 必要かある

:た , イ
li ll名ザ)1場 fr、  itた脳暑t,tり')1璃 lた は こII

l‐〔|ま な (‐ 〔ち, 141it')|」、プ(は Jヒ 中たit力 t(=よ 〆,

j,ガ tら 何11f嗜 かあ′3 1両
`ё

l主 :11  ‐〔ちりi41(メ )11.

′(:ま liT'こ li猟t,tメ )|≒ |プ (|ス ::|二 l i lll iえ 」′:il(t=

i`1_1,れ る

2)大脳側頭葉の萎縮

′く11側 :り t彙 liも をlh力 ::l=ノ
,・

',た
。 111't」 )ILil il

(litヽ 誉囀湾li lL行
‐:ん

たた '.11:■ 彙ザ)場 f). li静 ri tt l iヒ 姜黎れか|り li4

11iま J,1れ なt:lヒ Jリ ケ)‐ '‐ 〔. 初IUI′ )率たf)'こ I1111:ソ )

"'卜
げイイ:ちこ|二 :iあ ま|'伐 11 11 tt tヽ  lガ tlま (ヤ Iス ラ

イスt')｀ |づ句fヒ 効 11・、cragin!ciltct`7)た よ′,:1.1ザ
|

め liしガブtil lLシ し
`ウ

ス■ヤ側:ヽ 1彙 t')liill tl;て :ま

JFi初 |り|プ )姜 編は画fi l Jj′ ′

'メ

j`れ

`c'ど

か́たヽヽ 二

ヒil iブし  l′ til女 l l´
‐
ご。 liiチ くりi411,ti14こ 14‖ |「 ノ)

スラ イスllえ」
l´ て 1「 lrlな r)で a、 craging ctttctて 1「

ちiri lれ ら 1ヒ な (.碁者おか1ヒ 中力||り 初1'1カ ギリ|り l孫 :

11“ιめ・
',ブ

ころ

側 :′I:彙 ピ)誉 れ゙かりlt tヽ」・・fi. 心思F彙 通11や j″ 角ギ111

′)it卜 か」llい という|:11象 を1,つ

3)大脳頭頂葉の萎縮

′く11'Hi」 1彙 :二 強い奏争1を 認め′ι jtt fポ,あ る

1111守 |]liill:1性 :ノ )碁 I・lか 最初11`.:y,∫ ,ガ tる が ,

it til■ liキ

`過

'た ヒ考え・・′れらケ‐スし')な か |こ は

,rt l典 彙グ)■ 1品 か li打 Jt彙 し')そ れ 11,|)強 (∴ :め ′,れ

る0-ス が ヒきil作 41+,1,  11::.Pit lit彙 |:)を

おれか li″ :11彙 .')そ ブヒ11,強 t)'場 fド . 'tノ Jプ )itti埋 や1ド ,

轟ィ(′友定な ヒゲ)Ji:1'tう そヽプ)ノ 、■):lfざ ′
|:i,1を |llな う

:iヒ |二 は,1:(な (, 1ヽ 1占 ′)｀
|′ lkfヒ ・i暴 亥」「4tプ )ク(夕 ||

なヒy)傾
1占!か強いlil'ぢ t力 'あ ′ι ヒl li 見り申りtI

か ヒ疑わ■るliし てル,る

lllllゴ1彙 お 1ひ rrtiFt iグ )碁 鶏か続 r),こ 調り出:グ )ヒ ザ)

1´ なヽJ∴ :1'tヒ 1llitt t〔 しヽ′i′ し')力 `=Lヽ まF:イ (1り l孫1-ご

あ :り .IJlj者 間でヴ)JFj感 の‖li土 なヒ:二 1川 しては今後

F`・ ′:二 十
`:l:1を

:え ‐
;プし

なお, 前記ゲ)1  3(ア )イ iti"島 変 |よ MRll山 i像で

:ま オ
'1え

li((. 1ギ 1考:l拠 tり |ヽ ti(｀ Tiンti「■ご′〕‖夕■1:`ミ

fド し')liう かイlし プ)変 fし を
`Lι

めや・:ヽ ' たた |´

. ヽヽ

‐

`フ

Lは MRIな ヒ111る りlヽ 体itt9 1Ff)|リリ変fと な Lt')

t hllサ な:1'卜 liや 代1ヒ ||サ :iク トにも111能 ::な ズ,ヒ イ■・・,

PIl`:in・ .l Ml・ (1“ nv(11ヽ N()'2()0'  213



Inc3050509

れる

まメ」. it rメコ尋Jiを イ高11'卜

'11‐

1る Jtt r). i  3

ず)イ:11'変 |ヒ li tt ib‐ れもり高,1:′ )‖ li生 そ′)よ うなも

ti)か 存角i;る としてて |よ あるか :こ り|:´ j(う)町1を

イlう ほうか,従 琳〔t′ )り l111分 類 よi,は るか :ニ イ:|llな

もの |二 なズ′ヒ〕t測

"L4, 
なせな「′:1,従 メty)病

11分類は1'こ 1り σ)子 Fi地 プ)な か
‐
〔llま (′ 3'´ ( 1ルi ll

か変fヒ
‐
3‐ るヒヒもに lit ttI プ)'il有 1カ 多` (1,i lllイ

:

与ヒめ141難 であ ′́たん`. イルt'1変 fヒ li t」 tし ,‐ :る 1ち lI:二

よ′′て lliた なり|ヽ 型
`}類

をイiう ニヒ7Jゞ 〔きれ11, |`

i曇 ||'′ )ム■ 1′ )変 fヒベ',見 1:な ヒプ)||ま (ラι'ン し`変寸
=

か起こ1)li((な るはすでル)l,,11lkヴ )】
'‖11)つ

けやす (な ると考え・:,オ Lん か
')で

ある

4)大脳の萎縮に関する他の報告

lり、IJ 3 の ようなノ(14菱 絡な。キたf)り t,JlJ市

ilお |ナ ろ脳発i上 り1lr‐〔あ |,,そ ガしか幼児I明 11ギ 〕ま

J3ヒ :́ん 統 r)りt調 Jil′ )神 キ

`発

li障 111ヤti':か

Wci1llk・ rccr r,  111´ ,‐ご1足
‖li`ガ し‐〔tiジ3  メ」ヒオ

:1. γJ「
: |よ

l11‖ :rt卜 ||:二

'31ナ

え,lli41峰 Jと ′)ill行 111′変

|ヒ lilli‖ t・ F・
:′ liフ l」 ―力J「「)ド II汀 :11“ ll.ifり 11'.

前占じ帯lk卜 ,|. 1「ι. .:夕 よひ1/・ l lllll il'rt彙 ヴ
'「

Jl城 :こ 11(1、

i責
′',減 少を認める こヒを 1111i i´ ている 情iliド ハ

t′

(・ oric、 c｀ . 1〕 arrlo、・・)・  も!111卜 11,ltげ )‖セ111を し
‐
ごt〉

る しか 1_ おそ「,(i支・・,|ま :|:|'1年 t′ )`IJi:1ク リを
'こ

it i´
‐
こ.:51,・  ネたr)り〔:J」 Ji:ヴ )`[lillよ  1llilよ ,慰 イト川l

ん。
・り3()ft i1 1111多 ttヒ

`イ

ヒる lL,滝 : illl口 蠅411

川|:if)|)・
=よ

 う ヒ 
「
 メニ′二〆),二

`ll'´

′fiり t口 り
~ご

1夕)'3 ヒ

κ
'_・

')メ
Lる

・1者 のホ
`子

:て |よ .続 f)り:調垢′)'こ Jll:よ 思 イヽ川lか

。・,3(〕 (t ilι

｀
11の 時員lli lか |,‐ I:ま な (. 児′「 111か 。ちれ

ti期 ま
‐
〔わ中卜:り :Lヽ 11由 i:マ '|て ま,し な jサ

l・

"よ
め ,・ ′メt

t́, なり)かつ. 充J占 は1リセ
「
ンでた脳姜鷺れヒt'う ‖夕

‐
〔

ilJ魁 !Jlか ∫]通 イ,つ :ナ ∫りれ
‐
ご lit`な tヽ  多 (′ )

l.1ち 11争け ギリなて 1,. ノ(14養 おれはあ (ま で発fi時

それか児Ⅲl明 であろうとと1111で あ′・)う ヒ カギ)

始 まろし')で ル)¬ て幼児即1か「,;で :二 存在している

もし')で :ま なヽゝ ヒF斥 :|'´ てよしヽ そゲ):論 1処 とし'ご
1ま .

|'1轟(;者 て 1)社 r)リモl調 Jll J)'た 本Jill'tが あ l,, /7J・ つ
,

214  Ph“ la M・・CI(av。 125N()ア 20()フ

lif4(11び )itり t7・Jヽ J見′しんち:|■ ヒなるノ、
′|:lr)イ・ シヽ

トか1ヒ 性的最iII二 起きたケ ‐スて :去 .嗜 :ソ It性 力装

着れ:よ こ (中 ilたである というili純 な
.lI′

'1か

ある な

お筆名:ま 、人14岩 薯hlま 羊‖ t‐〔あ・ て鳩tl'1で :主 ない

と考えているが. そプ)「 lllIは 後■
~1'3

2(XX)1'タリ、「十. 十たfド 実調Jll:二 .Ij l「 るliill「1性 や側りrt

彙′)碁縮 l l111+,3え 触
｀か

'中

I加 しているか.れ,

fト リこ
`調

りi:′ )常 |キ

`イ

ごi・i「中1:i{lt“

'こ

ヒ′)1lli:L‐ ご.轟 し・
｀
,ブ t

らもr)か 多 (.ま た,統 f)'こ 1劇 fi:ヒ 人(卜 1111'「 ↑i・
1)

地いを,:命 しるFrangou′ ,・ プ)IIた な ヒ1)あ るか .

t i L111iIFi彙 ′)姜 計iな ヒリ高‖III変 化を統 r)りt:J轟 ″i:

グ)1:,ト イ:1ネ∴ひつ :す ′
:′ 論 えは

'こ

いか 上ない

これメ1,')11究 を,こ |1支 す ヒ.11イ it'1変 fし を観究
~1

ろ :二 11:し て,`li′ たて
')′

人を′■:十 人れテークf4_iFtを 待

,́''il llllt r「 プ)“i f反 "i llriゎ
llメニウi lliく 'illギ II(

をillめ 1‐ lて 151サ , そt')た めlili(1:ilti)'「 li構 iViな

ヒげ)|:Lイ rわ 枠をV年 F・ 越え r′ れなtヽ 議論 11終 わ ′́て

いる `r,I二 l■ 要な|:|1題 Jl:よ ,そ ′)1月 究贅勢 i ll

も. 1彙 (lillt::'ll11夕 11i∵ :力 |`|サ 1申 Jj:Jl lt:二 it r)り tIJ」 J∴

を利‖か (う}卜斥|ン て '´ ま‐‐
〔ヽ イヽッrillク ),Iヒ 挙メ:_・・′

れズ′ ‐;な オ)ら , 1111:的 l,'卜 liり lfiliに frく 1処 し′IIルトギ

をil′ !て 1,ラιか 卜:,itl“ 奏鷲お七躊|ちLメ )J;ttリ ヒtギ [

かつけて,[“ど ;‐ る iヒ :よ イ(111し てあ :', 1」 ま

`
まな1'tt」 て11碁囀れか

')´

ノた 1'な か‐
=:i lプ

し ヒ

ぃうメタι象し力ヽムメ_て こない

6.統合失調症の疲労症状

ii体itr)史 りこ11り11っ (りll本 Jill'ti lり 11メ て, ^i絆

力1'■
1・リナJilJ't ヒ‖「 ;́、 Lrl々 し')1古 神Jl lた や身体J∴ :1't

を.1り、杵は強いイく安や・ 1惑 ヒヒ1,1二
`Ji夕

ろ 二れ

:ま .  i  J性 ガたる1'ti電  "｀ キ〕1'な か「.J性 ガLを |よ '´

lI(れ なtヽ 。 H ‐
:ハt‐ごを世:い :iう li考 オて小

′
友!よ

ゃ I.l riび )念 を抱 iや
‐lt`. ili ′ヽニ  クli二 li t,や

;い , Lい う統 f)りれJ可 Ji tl)1,4く Jlllた なしか rノ ‖起

Fガ しるJill't illメ_II〔 ル)る   liな も:り を
'1:だ

1

ろ ヒ,表 1。「)よ う11な る  1皮 ″Lる 1lti兄  ヒ:よ ,

1也 枠の思惑・
`:「

lhを itli'´ て11色 をうかかいltを

ilう 。 身1薄 え気を引ti)つつ :す る.イ (安 ・Jよ 11の 1句

Takahiro Sakai
タイプライターテキスト
抗精神病薬やその他の向精神薬の副作用から来る疲労症状を統合失調症という病気から来るものと誤って思い込んでいるのが以下の解説
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表 1.疲労症状の一覧
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