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「外傷後ストレス障害（PTSD）」

PTSD について

PTSD とは生死に関わる強い衝撃を受けたことによって恐怖
条件付けが形成され、その体験の記憶が心理的外傷（トラウ

マ）となって絶えず想起されては当時の恐怖が反復体験され、
動悸や筋緊張、または物音への驚愕反応を生じるとともに、
その恐怖を回避するために記憶内容やそのときの感情、時に
は今現在の現実感の麻痺が生じている病態です。

埜中：ご多忙な中、Newsletter の「エキスパートに聞く」

診断基準に出たのですけれども、そのひな型となるの

のために時間を割いていただきありがとうございます。

は 19 世紀のイギリスの鉄道事故後鉄道脊髄症（railway

今日は先生がご専門にしておられる外傷後ストレス障害

spine）という病気だといわれております。それから戦争

(post-traumatic stress disorder: PTSD) についてお話を伺

後の兵隊さん達の精神障害として知られるようになりま

わせてください。

した。

金：こちらこそ、声をかけていただきありがとうござい

埜中：鉄道事故に遭った患者さんが何か精神症状をきた

ます。よろしくお願いいたします。

したわけですか？
金：当時、蒸気機関車がすごい勢いで普及した時代です
ので、事故も多かったのでしょう。当時の外科の知識で

PTSD の概念は１９世紀の鉄道事故後に始まり、

は、全く傷がないのに精神的に回復しない人がいるとい

シャルコー先生にうけ継がれる

うことが問題になり、外科の先生のエリクセン（John
埜中：PTSD という概念はいつ頃からでてきたのですか？

Eric Erichsen）という人がこれは脊髄に何か非常に小さ

金：PTSD と い う 名 前 は 1980 年 に 初 め て ア メ リ カ の

い損傷があるのだろうと考えたのです。そこで鉄道脊髄
2

JFNMH Newsletter No.11

症という言葉が出てきたのでしょうが、結局その傷は証

PTSD の主な症状はトラウマ体験が「ありあり

明されなかったのです。しかし、イギリスではそういう

といつまでも記憶に残っている」こと、それと

カテゴリーがあるということは認められたのです。その

相反する症状の記憶喪失、その２つが共存する

ほか、普仏戦争とかパリ・コミューンという戦争後の兵
隊さん達のトラウマが問題になりまして、フランスでは

埜中：PTSD の共通の症状を教えてください。

ヒステリーと思われていたのです。シャルコー（Jean
Martin Charcot）という神経学の権威者がおられます。
先生もご存じだと思います。

金：以前は強制収容所症候群とかベトナム戦争症候群な
どと呼ばれたものが、今は PTSD と呼ばれるようになり
ました。トラウマ的な体験がそのまま症状として出てく

埜中：はい。有名なシャルコー先生のお名前は知ってい

るのが特徴です。つまり体験の記憶が、本人が望んでい

ます。シャルコ・マリー・トゥース病（遺伝性の末梢神

ないのにフラッシュバックのように「ありありと」思い

経病）など先生の名前がついた病気の患者さんも診察し

出されるということです。この「ありありと」という特

ています。

徴は、爆弾の音が聞こえるとか、地面が揺れているとか、

金：シャルコー先生は外傷ヒステリーといって、このこ

現実感を伴って思い出されるということです。

とを 15 年間も研究しておられました。シャルコー先生

埜中：ありありとした現実感があって、恐怖感を伴うの

は多発性硬化症の後はヒステリーの研究をしておられた

ですか？その結果、眠れないとか、いろいろな精神症状

のです。ヒステリーは女性に多いのですが、シャルコー

が出てくるのですね。

先生は男性の患者さんを研究しておられたました。非常

金：そうです。

に生真面目な職人の方がいろんな目に遭って、その後ど

トラウマが本人にとっては、いまだにずっと続いてい

うもうまくいかなくなってしまうということに注目され

ますので、まだベトナム戦争の場所にいるような感じな

ていたのです。ドイツでは、ドイツ神経学会の初代会長

のです。そうすると気持ちが休まらないのです。そうい

オ ッ ペ ン ハ イ ム（Hermann Oppenheim） 先 生 が PTSD

う状態が続いていきます。

の研究をしておられました。

さらに、解離（dissociation）というのがあるのです。

埜中：オッペンハイムって、あのオッペンハイム病を最

これはつらい現実に直面したときに自分の心を殺してし

初に記載された先生ですか？

まうのです。現実が分からなくなってしまうという茫然

金：そうです。オッペンハイム先生もこの外傷神経症の

自失になってしまう症状なのです。本当は自分に起こっ

患者さんを診ていたのです。彼は普仏戦争後と第一次世

たことなのだけれども、あれは映画の一場面だったので

界大戦の後の兵士の治療をしていて、やはり脊髄に傷が

はないかとか、あるいは本当は怖いのだけど自分の感情

できたと考えていたのです。オッペンハイム先生にとっ

は今何もないとか、こういうことを言うのです。いわゆ

て不幸なことは、ドイツ（当時はプロシア）では彼が診

る記憶喪失が起こり、場合によっては多重人格になって

断書を書くと国が賠償金を払うというシステムがあり、

しまいます。

賠償金目当てで診断書を書いてくれという患者がオッペ
ンハイム先生のところに殺到したことです。第一次世界
大戦の 2 年後ミュンヘンで大きな会議があって、300 人
の医者たちが皆「お前がそういう診断書を書くからみん
な賠償金目当てで来るのだ」とオッペンハイム先生を攻
撃しました。オッペンハイム先生は大ショックを受けす
ぐに診療を中止して、２年後に心臓発作で亡くなられた
のです。非常に真面目な先生でしたので、とても気の毒
なことだったと言われています。
埜中：オッペンハイム先生が一番ひどい PTSD だったと。
金：そうです。PTSD になられたのかもしれません。今

心のなかにトラウマの記憶が残っていると、それが

でもそうなのですが、本当に病気をもった患者さんだけ

心の外に投影されて、今ここで実際に起こっている

でなく、賠償金目当てで詐病の人がいるのです。オッペ

かのように感じられ、被害の時と同じ恐怖を体験し

ンハイム先生は非常にいい人だったものですから、まさ

ます。そのために、トラウマの記憶に対して、いっ

か詐病の患者が来るとは思っていなかったのですね。

そう強い恐怖を抱くようになり、悪循環になってし
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埜中：そうすると「ありあり感」と、自分が分からなく

埜中：だからといって、ただ見守るだけでは手遅れにな

なる解離性健忘が 2 大症状ですね。

ることもあるのではないですか。

金：そうなのです。だから非常に矛盾している。一方で

金：ですから、まず保護をするということが大切なので

はありありとよく思い出してきて、他方では現実感がな

す。体で言えば安静にする・清潔にする・栄養を与える

くなってしまう。そこを行ったり来たりしている状態な

ことです。一般に、精神の場合はすぐに介入して、優し

のです。

く見守るということが少なかったのです。つまり生活が
落ち着いていないのにトラウマを話させてしまう。する
とかえって悪くなるのです。まず周りが落ち着くまで、

災害や大きな事故後では心のケアガイドライン、

見守ってあげるということが大前提だと思うのです。す

マニュアルが重要

ると自然に治る人は治っていくのです。
なるべくよい環境をつくって差し上げて、どうしても

埜中：昨年の 3 月 11 日に東日本大震災がございました。

それではよくならないとか、あるいはあまりにも重症で

その後の心のケアとか、そういうものには先生方がどこ

ある、放置できないという人に対しては精神医療を提供

まで関与されたのですか？

する必要があると思うのです。

金：私たちは個別の被災者のケアというよりは全体の仕

埜中：精神医療というのは具体的にはどういうことです

組みを考えるという役割を担っていたのです。1 つは、

か？

厚生労働省と連携をして必要な情報を与えたり助言をし

金：診断を付けて、お薬を処方したり、継続的なカウン

ました。それから被災地の現状とか精神保健福祉セン

セリングもするということだと思います。

ターを通じてご助言をさせていただきました。
さらに我々の国立精神・神経医療研究センターのホー

PTSD に対するエクスポージャー療法はどのよ

ムページに支援のための情報サイトを作り、いろんなマ

うな治療？

ニュアルとかガイドラインを 1 週間のうちに 30 以上載
せました。このサイトが日本中で参照されました。
埜中：先生は全体的な把握をして、マニュアル、ガイド

埜中：先生のホームページを拝見すると、PTSD には持

ラインというものを作成することを中心に活躍されて、

続エクスポージャー療法というのがあると記載されてい

具体的に医師の派遣とか、現場に行ってどうということ

ましたが、これはどんな療法なのですか？

はあまりされなかったのですね。

金：エクスポージャー療法についてご説明しましょう。

金：そうです。災害のときは、
あらゆるライフイベント（人

PTSD が慢性化する人は、自分のトラウマ記憶を思い

生での出来事）が起きます。ライフイベントというのは、 出したくないと思っていることが多いのです。想い出に
何が起こっても不思議ではないのです。睡眠障害・アル

蓋をすると、かえってコントロールが利かなくなって精

コール依存・鬱病・不安障害とか、なんでも起こるのです。 神症状が出てきてしまう。
逆に、PTSD の記憶に少しずつ触れてお話をしていく

PTSD ばかりどうも強調されがちですが、PTSD だけが問
題でないことを私は言い続けているのです。

と、恐怖が次第に消えていきます。実際にどういうこと

埜中：災害後にはいろいろなことが起こるから、多彩な

が起こったか心が整理されてくると、昔はそういうこと

精神障害が起こり、幅広い精神的なケアが必要なわけで

があったけれども今は大丈夫だと落ち着いて考えること

すね。PTSD はその一つであって、全てではないという

ができるようになるのです。認知行動療法の一種です。

ことですね。

アメリカの学術会議で唯一公認されている PTSD の治療

金：おっしゃるとおりです。だから阪神淡路の精神科救

法なのです。アメリカから先生を日本にお呼びしてワー

護所の統計でも PTSD は 5％ぐらいしかいませんでした。 クショップをやり、私は日本で初めてこの持続的エクス
精神科の救護所に来た患者さんにはいろいろな病気の方

ポージャーという治療を開始しました。わたしたちのセ

がおられたのです。

ンターでも講習会を開いて 100 人以上教育しています。

埜中：先生が PTSD として診断されたら、どのようにし

今、日本でこの治療法の指導者資格を持っているのは私

て治療されるのですか。

だけです。

金：PTSD は実は 7 割ぐらいは半年以内に自然に治るの

埜中：すごいことですね。今度の大震災では大きな揺れ

です。

を経験し、津波を経験された方たちの PTSD を治療する
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となると具体的にはどのようにするのですか。

て、その効果量という指標があるのですが、0.5 あれば

金：まず自分が体験して一番怖かったことを普通に話し

十分といわれているところ、1.6 も出ていますので、治

てもらうのです。こちら側でも支えてあげないとやはり

療法としては確立したと思っています。

1 人では話せないので、上手に支えながら怖かったこと

これまでもこの治療を広めてきましたが、やはりこの

を話していただく。同じ話を繰り返し、繰り返しします。

治療を行うことに対する診療報酬上の対価がないので、

しかも治療のテープを家に持って帰ってもらって毎日聴

公の機関で収入を考えなくてもいいところがやるか、あ

いてもらいます。毎日 1 時間以上記憶に触れることにな

るいは民間施設で私費でやるか、という選択肢しかあり

ります。

ません。1 回 90 分かかりますから、私費でやると 1 セッ

これは普通のエクスポージャー療法と同じことです。

ション 2 万円ぐらい取っているところもありまして、被

たとえば高所恐怖症の人に階段を上ってもらうとか、水

害者のご負担が増えてしまうのが残念です。

恐怖の子供さんにプールに入ってもらうのと全く同じ
で、怖い記憶の中に患者さんに入ってもらうわけです。

日本での災害後の精神医療は世界最高水準

埜中：多くの人に効果があるのですか？
金：これはよくなります。驚くぐらいよくなります。以前、
東南アジアで津波にあって、タイから日本に帰ってこら

埜中：PTSD の対応、治療に対して、先生は「災害時こ

れた方にこの療法を行いすっかりよくなられました。

ころの情報支援センター」というものを国立精神・神経

私たちは犯罪被害者とかレイプの被害者の方たちにもこ

医療研究センターに作っておられます。その概要をお話

の療法を行っていて、よい効果をみています。

いただけますか？

埜中：それでもよくならないときに、薬物を使うのです

金：これは平成 23 年 12 月に発足いたしました。事業

か？それはどんな薬ですか？

の 1 つは被災 3 県に「こころのケアセンター」というの

金：いいえ、薬物は最初に使います。というのは、やは

を新しく作り、助言を申し上げたり、集計や調査を手伝

り薬物のほうが手軽で効果が期待できるからです。この

うということを 1 つの目標としました。もう 1 つは今後

エクスポージャー療法は 1 回 90 分かかります。それを

の震災に備えて心のケアの準備をしたり、研修をすると

10 ～ 20 回やるのです。お互いに大変苦労します。

いうことがあります。

埜中：エクスポージャー療法ってどのくらいの費用が必

研修に関しては池田小学校事件のときから厚労省が研

要なのですか？

修の補助金事業をしていまして、もう 3,000 人以上は受

金：今これは治療研究でやっていますから、こちらから

講していると思います。これを更に災害時こころの情報

謝金を払ってやっています。1 回 2,000 円さしあげてい

支援センターのほうで引き継いで、将来、心のケアチー

るのです。

ムに入るであろう先生方をトレーニングします。

埜中：そうですか。じゃあ、私もちょっとお願いしよう

もう 1 つは、もっと広いさまざまな方々に心のケアを

かな（笑）
。

お願いしたいと思っているのです。消防の方、警察の方、

金： なんとかこれを保険点数にしたいのです。せめて

自衛隊の方、あるいは場合によっては NGO とか一般市

90 分かけるので１回 3,000 点（3 万円）ぐらい。脳波

民、学校の先生などです。そういった方々が、共通で使

検査が 4,500 点ですので、3,000 点でもすごく安いと思

えるような心のケアのマニュアルを作ろうと思っていま

います。

す。WHO が作った『心理的応急処置』というマニュア

埜中：この療法はまだ研究段階であるので、有効性が認

ルがあるのですが、これを今日本語に翻訳していまして、

められていないということですか。

この研修会を 10 月の最初に開催します。

金：私たちは RCT という、一番厳密な方法で治療研究を

これには WHO からのメッセージも来ますし、国連大

行いました。またその研究をあらかじめ、東大の UMIN
というシステムに登録しております。これはいずれも、
お薬の治療研究とまったく同じ、厳しい基準を当ては

日本での災害後の精神医
療 は 世 界 最 高 水 準 で す。

めたものです。これまで、精神療法というと、とかく治

こんなに普及している国

療研究がおろそかになっておりました。その意味でも画

はありません。

期的であったと考えております。肝心の結果ですが、エ
クスポージャー療法実施群は非常に良く治っておりまし

金 吉晴 先生
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学とも共催することになっています。これを日本のスタ

かというのはいまだに分からないのです。何人診たのか、

ンダードにしたいと願っています。導入できれば、ほと

どういう症状の人がいたのか、集計システムがなかった

んどの人が心のケアというものについて共通認識が持て

のです。

ますから、
現場での混乱が減るのではないかと思います。

今回それをウェブで電子化することにしています。

埜中：わたしたちは心のケアは、なんとなく精神科の医

各々の心のケアチームが毎日記録をウェブに入れていた

師に押し付けてきました。我々があまり手を出してはい

だき、今何人の方が相談に来ているのか、そのうち薬は

けないというか、どうしたらよいか分からなかったので

何人出したのか、どういう病気の方がいたのか、どうい

す。先生たちがいろいろと教育したりしてくださると、

うことを不安に思っているのかということが毎日瞬時に

我々も何かできることがあるのではないかと考えるよう

グラフになるようなシステムを作ろうと思っています。

になれるのですね。

埜中：現在のケアチームの方々は先生のガイドラインに

金：そうです。内科の先生とも最近連携していまして、

沿ってやっておられるのですか？

内科学会の災害ワーキンググループに僕も入っていま

金：今回の震災ではほとんど全てと言っていいと思うの

す。国連職員は全員この WHO の『心理的応急処置』の

ですけれど、私どものガイドラインを見ていらっしゃい

研修を受けることが義務付けられているのです。これを

ます。このガイドラインは平成 14 年からもう作ってあっ

日本に入れて日本のお役人とか、あとは医学会の生涯研

て都道府県を通じて全国に広めてあったのです。各都道

修あたりにも入れていただきたいのです。何かウェブ研

府県は、このガイドラインを基に独自のものを作ってい

修でもいいと思うのですが、多くの先生方に１回でもご

るところもありますし、そのまま使ったところもあるの

覧いただければなと思っております。

ですけど、基本的に皆さん見てくださっています。日本

この WHO の『心理的応急処置』のいいところは、こ

は災害後の精神医療は世界最高水準です。こんなに普及

れは略語で PFA（Psychological First Aid）というので

している国はありません。

すけれども、沈黙を尊重しなさいと書いてあるのです。

埜中：そうですか。先生方の努力が実をむすんでいるの

今までのアメリカのやり方は、しゃべれ、しゃべれ、ばっ

ですね。それはすばらしいことだと思います。

かりだったのです。今度のは、しゃべらないということ

金：今後の私たちの課題は、これは日本から世界に発信

を大切にしなさいということが書いてあって、これは日

しなければいけないということです。これがまだ十分で

本で使えるのではないかと思います。

きていないのです。災害で一生懸命やる先生というのは

埜中：患者さんと向かい合うとついしゃべりたくなりま

大学の先生よりは臨床家が多いのです。そうなると英語

すよね。それをどのようにしたらよいのですか？

で論文をどんどん書く人はいないのです。でも、なんと

金：被災者の方はしゃべりたくない時があるのです。そ

か皆さんと力をあわせて、今回の震災の後、日本の精神

れを無理やり何かしゃべりなさい、しゃべると気が晴れ

医療はこういうことをしたのだという論文をいくつかの

るなど、いろいろと介入しようとするからよくないので

雑誌に書いています。もしできれば書籍にしたいと思っ

す。しゃべりたくない人の場合は、もう黙ってそばに寄

ています。

り添っているのがいいのです。こういうことが書いて

雑誌は『ランセット（The Lancet）
』におかげさまで

あったマニュアルというのは今まであまりなかったので

載せていただきました。日本の精神科の英文誌にも載せ

す。

ていただきました。英文発信はもっと強化しなければい

埜中：しかし、実際にはしゃべらないという判断をする

けないなと思っています。

のは難しいですね。

埜中：PTSD について大変勉強になりました。今日は、

金：難しいですね。
こういうのを広げて日本のスタンダー

色々とお話を聴かせていただきありがとうございまし

ドにできないかなと思っているのですけどね。

た。

わたしは国立精神・神経医療研究センターにいるので、
国の枠組みをつくるということが大事だと思うのです。
医療者向けにはそういう研修とかガイドラインを作っ
て、一般の人向けにはちょっと簡単で取つきやすいＰＦ
Ａを普及させるなどです。
もう 1 つは、
心のケアチームは今回の震災で約 60 チー
ムが現地に行っているのですけれども、何をしていたの

収録
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