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き起こす可能性のある外傷的出来事としては、各

種の自然災害、戦争、テロ、事故、暴力犯罪、性

暴力、虐待などがこれまでに注目されている。

人は、上記のような異常な事態に遭遇して強烈

な恐怖を体験した場合、通常、意図せずにその出

来事が頭の中によみがえってくるといった侵入的

な想起を体験する。これは、ある意味では、異常

な事態に対するごく正常な反応である。このよう

な、苦痛を生じる記憶が繰り返し再現されること

によって、ほとんどの場合は、やがて、その出来

事に関する情緒的反応が次第に修正されて、その

記憶の内容に対する耐性が形成される1)。しかし

中には、時が経っても恐怖体験を統合することが

できず、逆に記憶がよみがえることによって過去

が鮮明になり、その当時のままの強い感覚や情緒

を伴って再体験され、特定的な反応パターンを発

展させる場合があることが明らかになってきた。

近年、神経画像を用いた研究などから、ストレ

ッサーに対する神経生理学的反応のメカニズムと

PTSDの症状との関連性に関する知見が多く得ら

れ、PTSDの神経生物学上の異常が明らかにされ

てきている。このような生物学的異常とPTSDと

の因果関係は、今後詳しく検討される必要があ

る2）。

１．PTSDとは

１）定義

PTSD（posttraumatic stress disorder）とは外傷

後ストレス障害と呼ばれる精神障害で、人が身の

危険や自尊心を傷つけられるような状況を直接体

験するか、あるいは間接的にそのような場面を見

聞きし、かつ、それに対して強い無力感や恐怖感

を抱くことによって、再体験、回避・麻痺、覚醒

亢進といった症状を示すストレス反応である。

特徴的な症状は上記の３つで、

①再体験とは、外傷的な体験が、意図しないのに

繰り返し思い出されたり夢に登場するといっ

たもので、悪夢やフラッシュバックがその例

である。

②回避とは、その体験を思い出すような状況や場

面を意識的あるいは無意識的に避けることで

あり、麻痺とは、感情や感覚の鈍麻した状態

である。

③覚醒亢進とは、交感神経の亢進状態による不眠

やイライラ、集中困難などがその例である。
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２）診断基準

PTSDは、精神障害の診断基準としてアメリカ

精神医学会の「精神疾患の診断と統計マニュアル

第４版」（DSM-IV）の中で規定されている診断概

念である3）。診断に際しては、

①外傷的な出来事を体験したことに起因し、

②主要症状である再体験、回避・麻痺、覚醒亢進

のそれぞれの症状を示していること

が必要で、さらに、

③それらの症状が１ヶ月以上持続しており、

④自覚的な苦悩か社会的機能低下が明らかな場合

にPTSDと診断される。

症状の持続期間が３ヶ月未満の場合は急性

PTSD、３ヶ月以上の場合は慢性PTSDと分類さ

れ、症状の始まりが外傷的な出来事を体験してか

ら６ヶ月以上経過している場合は、発症遅延と分

類される。

圧倒されるような出来事に遭遇した場合、その

直後から重症な反応が生じることがある。それら

はPTSDの主要症状だけでなく、その出来事の健

忘や解離性症状と呼ばれる現実感の喪失、感覚や

感情の麻痺といったものである。このような症状

が１ヶ月以内に強く出現する場合は「急性ストレ

ス障害（acute stress disorder）」と診断され、

PTSDとは区別される。ただし、PTSDに発展す

る可能性があるので注意が必要である。

３）歴史的背景

PTSDは1980年にアメリカ精神医学会が発表し

た「精神疾患の診断と統計マニュアル第３版」

（DSM-III）」に不安障害の下位分類として登場し

た。心的外傷（トラウマ）とは、実際にまたは危

うく死ぬ、または重傷を負うようなことに直面し、

強い恐怖、無力感または戦慄を体験する出来事で、

それに起因して特徴的な精神・神経症状が生じ、

いわゆるトラウマ性ストレスが存在することは19

世紀より認識されていた。

フランスのサンペトリエール病院を中心として

シャルコー（Charcot）らが行ったヒステリー研

究では、「ヒステリーは心理的原因としての外傷

的な神経ショックによって起こる」と考えられた。

また 1 8 9 8年に、ドイツのオッペンハイム

（Oppenheim）は「外傷神経症」という概念を用

いて「脳細胞の微細な分子的変化を基盤としてい

る」と器質的原因を主張した。

その後第一次・第二次世界大戦時に、近代兵器

による大量殺戮を体験した兵士の精神的不適応反

応が「砲弾ショック（shell shock）」、「戦争神経

症」などと呼ばれて注目された。その後1970年代

に入りアメリカ社会は、ヴェトナム戦争を経験し、

ヴェトナム戦争からの帰還兵士の精神的後遺症が

社会問題となった。

時を同じくしてフェミニズムの台頭によって、

性暴力や虐待被害者の精神的苦痛について「レイ

プ・トラウマ症候群」、「バタード・ウーマン症候

群」、「被虐待児症候群」などとして報告されて社

会的認知が高まり、事件・事故・災害の被害者と

いった戦争以外のトラウマに対する社会的認知が

高まっていった。これらの社会・政治的動きを背

景として、1980年にアメリカ精神医学会は、精

神・身体的外傷によって精神障害が引き起こされ

る可能性を認め、PTSDが診断基準に登場し、正

式に精神障害として認知された。

わが国のPTSD研究の歴史は浅く、PTSDに対

する認知度や関心が高まったのは1995年１月に起

きた阪神・淡路大震災以後のことである。同年３

月に地下鉄サリン事件が起き、PTSDの疾患が注

目され、それ以後、地震・噴火などの自然災害や

無差別テロ・航空機事故などの大規模人的災害の

もたらす精神・身体的影響に関心が向けられ、被

災者や事件・事故の被害者とその家族に対する心

のケアの重要性が指摘され始めた。

それ以前も大規模な自然災害（1968年の十勝沖

地震、1983年の三宅島噴火、1990年の雲仙・普賢

岳噴火など）はいくつか起きているが、災害にか

かわるメンタルヘルスの必要性はあまり重視され
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なかった4）。

４）有病率

PTSDの生涯診断有病率についてアメリカで行

われた調査では、一般人口の約１%（男性0.5%、

女性1.3%）に見られるという報告がある5）。都会

の若者を対象にした調査では、外傷的出来事を体

験した者のうち急性ストレス反応を生じたのは30

～50%で、急性・慢性のPTSDに発展したのはそ

のうちの約50%であり6）、外傷的出来事を体験し

た者がすべてPTSDを発症するわけではなく、む

しろ一部の少数者であることが明らかになってい

る。別な研究によると、外傷的出来事の種類によ

る性別PTSD発症率は、レイプや戦闘による

PTSDの発症率は高いのに対して、事故や自然災

害では低く、身体的危険を伴う暴力やショックに

よるPTSD発症率は女性のほうが男性に比べて高

い7）。

またPTSDの発症率は、都市の消防士では16%8）、

緊急時対応職員の86.9%に及ぶという報告もあり9）、

救助作業が情緒・身体に及ぼす影響を示唆してい

る。

これらの事実は、PTSDの発症には様々な因子

が関与していることを示唆しており、これまでに

研究されている危険因子としては、外傷的出来事

の強度、性格傾向、養育環境と知的レベルなどが

ある。

また、PTSDに対する防御因子についてもいく

つか明らかにされている。知的機能レベルの高さ、

性格的な強さ、ストレスにうまく対処した経験や

ストレス対処訓練、さらには、家族や近隣の社会

的サポートも発症の抑止力になりうることが報告

されている。

わが国では、全人口に対するPTSDの有病率は

知られておらず、PTSDに関する調査は阪神・淡

路大震災以前はほとんどない。阪神・淡路大震災

に関しては、被災後16ヶ月に行われた企業職員で

被災地居住者を対象とした調査では、PTSDに相

当する者は3.1%で、すべての診断基準は満たさな

いが一部の症状が見られた者は10.1%であった。

住居被害の程度によって分けると、家屋全壊群で

はPTSD相当事例は9.6%であったのに対して、半

壊群では2.6%、一部損壊群では3.4%、被害なし群

では1.1%で、PTSDの発症率は被害の大きさと比

例していた10）。また、被災後３ヶ月から１年の間

に診療所を訪れた者175人と避難所にいる被災者

506人を対象に行った質問紙調査では、全体の

7.2%（男性6.6%・女性8.9%）にPTSDが見られ11）、

総合病院の内科受診者106例について被災後平均

73.1日後に行った面接によると、PTSDの出現頻

度は19.8%で急性ストレス障害は20.8%であった12)。

その他のPTSD有病率として、交通事故遺族34

人に対して行った面接が報告されている13）。死別

体験後２回にわたって面接を行った結果、死別体

験後平均43ヶ月の時点で29.4%が、そして平均

77.5ヶ月後の時点で追跡できた23人中30.4%がそ

れぞれPTSDと診断された。また、堺市で発生し

た大腸菌O-157に集団感染した小学生564人につい

て事件発生後８ヶ月の時点で行った質問紙調査で

は、PTSDに相当する症状を持つ者は10%と報告

されている14）。

２．PTSD事例

ここでは自然災害被災者、無差別テロ被害者、

警察官の事例を紹介する。

(1)阪神・淡路大震災被災者 Aさん（60代女性）

地震により家は全壊し、家の下敷きとなった夫

を失う。

避難所で生活していたAさんは、PTSDを発症

し、表情に乏しく身体も硬直して、「まっすぐな

建物を見ても倒れてきそうで足がもつれ、恐くて

外を一人で歩けない」と訴えた。また、地震でつ

ぶされた家の中から発見された夫の姿が頭に浮か

び、打ち消すのに苦労しているとも語った。些細

な音に地震ではないかと驚き、夜中に大きな声で



「逃げて」と叫び、隣で寝ている娘が周りに迷惑

なので起こすが、朝になるとそのことを覚えてい

ない15）。

(2)地下鉄サリン事件被害者 Bさん（20代女性）

1995年５月（事件２ヶ月後）、一人で地下鉄に

乗っていた時、帽子をかぶってマスクをした人を

見たのがきっかけで、また何か起きたのではない

かと思い頭が重く動悸がして、恐くていてもたっ

てもいられなくなり、フラッシュバックによるパ

ニック症状を呈し受診。PTSDと診断される。

事件当日は地下鉄の駅で被害に遭い、縮瞳、倦

怠感、頭重感などの中毒症状のため病院へ搬入さ

れる。１日入院し、会社を１週間休んだ後出勤し

た。体のだるさが２週間ほど続いたがその後症状

はなくなった。その後４月に地下鉄の網棚に乗せ

てある新聞紙を見たとたん恐くなり、舌が痺れる

ような感じと頭重感が起こり、病院を受診する。

しかし診察した医者に「サリンではない、気のせ

い」だと言われたことがあった。その後、事件を

思い出させるような出来事に接するたびに、フラ

ッシュバック、頭重感、だるさ、抑うつ気分が出

現していた16）。

(3)警察官　Cさん

Cさんは遺体があるとの通報を受け、人影のな

い操車場へ向かった。電車の連結部分に近づくと、

ひどい悪臭がしてきて、遺体の損傷が激しいこと

がわかった。さらにそのあたりは静かだったので

遺体が発する捻髪音が聞こえた。後に行われた解

剖から、その遺体は死後すでに数日経過していた

ことがわかった。その後Cさんはその遺体の夢を

見るようになり、PTSDを発症した2）。

警察官は職業柄、死体に直面しなければならな

いこともあるが、この場合は遺体のおかれた状況

や損傷が予想以上で、そこから発する異臭と音が

Cさんを打ちのめしたと考えられる。Cさん自身

の生命が脅威にさらされたわけではないが、彼は

ある意味で死と直面したのである。

警察官や、消防士、救急隊などの援助職に従事
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する者が体験するストレスは二次受傷と呼ばれ、

その実態の解明と効果的な介入に向けて研究が行

われている17）。

３．治療法・防止策

１）支援システム

アメリカでは、1992年にアメリカ赤十字とアメ

リカ心理学会が共同で、災害時の精神保健ネット

ワークを設立した。これは、災害被災者に対する

心のケアの提供と、被災地で活動する赤十字職員

に対する心のケアを提供することを目的としたも

のである。

わが国では、自然災害による災害ストレスとそ

れに対するケア活動は、個人の問題として被災者

自身あるいは被災者を支えるボランティア・グル

ープによる活動に支えられてきた。このように民

間主導で始まった災害時の心のケア活動が、阪

神・淡路大震災を機に国の防災対策の一環に組み

込まれることになった。平成７年７月に国の防災

計画である「防災基本計画」が改定され、「メン

タルケア」が災害対策の一環として成文化され

た。

「強い精神力や心構え」を持ち自力で乗り切る

ものだとして、被害体験を個人レベルに還元する

傾向の強いわが国において、被害者への支援ネッ

トワーク作りの重要さを認識させたことで、

PTSD概念の果たした役割は大きいと言えるかも

しれない4）。

阪神・淡路大震災後に起きた自然災害時の心の

ケアについて行った調査では、地元保健所や精神

保健福祉センターなどを中心として既存の地域保

健活動の延長で活動が展開された実態が明らかに

された18）。また、2004年10月の新潟県中越地震に

おいては、地元の新潟県臨床心理士会のメンバー

が中心となり、ホットラインの設置、小・中学校

へのスクール・カウンセラーの緊急派遣、高校生

の心のケア、教職員の面接相談などへの協力や激



18

2005予防時報223

震地の自治体職員へのケアなどの被災住民への支

援が行われた19）。

２）治療法

PTSDの治療は、

①外傷的出来事の体験によって条件付けられた不

安を低減することと、

②患者の自己の統一感とコントロール感を再獲得

することを通して患者自身や世界に対する見方

を変化させ、世界は安全であり、脆弱でないと

いう観点を再構築すること

が重要なポイントとなる20)。

不安を低減させ、覚醒亢進状態を収める方法と

してリラクセーション法が用いられることが多

い。瞑想法、漸進的弛緩法、バイオフィードバッ

クなど様々な方法の中から個人にあったものを選

ぶことが有効だろう。症例によっては、過緊張・

過覚醒の状態を鎮めるために薬物療法が併用され

ることもある21）。

自己の統一感とコントロール感を再獲得するこ

とを通して自分自身や世界に対する見方を変える

方法として、一般的に認知行動療法が用いられて

いる。主な技法としては、系統的脱感作法、フラ

ッディング、刺激被曝法、眼球運動による脱感作

と再処理法、ストレス免疫法、認知的再構成法な

どである。これらの技法に共通する要素としては、

外傷的出来事に対してイメージなどを通して直面

が行われる点とリラクセーションの要素が組織

的、非組織的に導入されている点であろう。

３）予防策

阪神・淡路大震災での経験から、PTSDの発生

を予防するために、被災者や被災対応に携わる人

が災害ストレスを長期化させない方策を提供する

ことの重要性が強調され、災害発生後に心的外傷

後ストレスが発生することを自覚し、ストレスと

の上手な付き合い方を学習し、ストレスを低減で

きる環境を準備することの必要性が訴えられてい

る22）。これは、被災者の場合だけでなく、その他

の外傷的出来事を体験した者に共通する予防策と

なるだろう。

このための方法として提案されたのがストレ

ス・デブリーフィング（stress debriefing）で、警

察官、消防士、救急隊など緊急対応に携わる専門

家に対して、ストレス反応を修正するための方法

として考案された。これは、外傷的出来事を体験

した直後にチームやグループで体験やその意味に

ついて話し、仲間からのフィードバックやサポー

トを得るものである。

新潟県中越地震の際、地元の臨床心理士を中心

とするボランティア・グループが避難所に出向い

てストレスマネジメントを実施した。活動の内容

は、話を聞くこと、心身のリラクセーション、子

どもたちと遊ぶことであった。実際に出向いて活

動を行ったこと、専門性を強調せずに日常の中に

組み込む形で行ったことが被災者に受け入れら

れ、支援となったのではないかと考えられる23）。

このような活動を通して、被災者を支えることも

被災者のPTSDの発症の予防につながるのではな

いかと考える。

４．日本における課題と見通し

平成７年７月に改定された「防災基本計画」で、

災害時の心のケアは災害対策時に取り組むべき活

動として正式に位置づけられたが、その内容につ

いては依然として不明確な部分が多く、内容の具

体化が今後の課題であろう。また、これを受けて

地方自治体で地域防災計画や、国の諸機関や公益

事業体で防災業務計画を整備することになる。こ

れらの計画が防災基本計画と整合性を持ったもの

であることも求められる点である。

新潟県中越地震の被災者に対して心のケアのボ

ランティア活動を行った臨床心理士の報告による

と、災害後支援を申し出たが、被災地で活動する

保健師が多忙を極めていて、ボランティア受け入
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れまで手が回らない状況で、申し入れが辞退され、

県の「心のケア対策会議」では、専門職ボランテ

ィアとの協力を当初から想定していない状況であ

ったという。被災者は、早期から様々な支援を必

要としており、それに対して心のケアを提供しよ

うという専門職ボランティアもいる。にもかかわ

らず、ニーズと資源が結びついていない実態があ

り、支援ルートの整備が今後の課題として浮かび

上がったと言えるだろう19）。

自然災害の場合は被災者が地域住民である場合

が多いが、地下鉄サリン事件や航空機事故のよう

な大規模事故の場合、被害者が広い地域に分散し

ている。このような場合、地域の精神保健福祉セ

ンターなどのように拠点となって心のケアを展開

する場所の特定が難しく、有効な手段を備えるこ

とも今後の課題として指摘されている18）。
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