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ある．典型的には，そのようなイベントは，自分や他人
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の身に死や大きな怪我，あるいは脅威をもたらす，もし
くはそれらを引き起こしかねない事態である．PTSD 診
断を満たすには，トラウマとなる様なイベントに曝され
た子どもに，強烈な恐怖感や無力感，あるいは混乱した
行動のいずれかが認められないといけない．加えて，次

の 3 つの症状群が診断に必要となる．再体験症状，回避・
麻痺症状，覚醒亢進症状の 3 つである．再体験症状とは，
トラウマイベントについての反復する，あるいは侵入性

トラウマとなる様な出来事（イベント）
子どもの PTSD：臨床像
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覚醒亢進

再体験

喪失と崩壊

生命の脅威

は，遊びや描画，あるいは会話の中で，外傷テーマに基
づいた遊びを繰り返したり，あるいはトラウマイベント
を再演したりするといった形で，症状が出現するかもし
れない．回避・麻痺症状としては，トラウマイベントの
ことを考えたり，思ったり，あるいは話したりすること
を避ける，イベントを思い出させるようなものを避ける，
日常の活動への興味の減衰，あるいは他人から切り離さ
れたような，疎遠になったような気持ちが出現する．覚

用語解説
回避と麻痺

の思考や夢，あるいはイベントを思い出させるものに触
れた時の激しい苦悩といった症状である．子どもの場合

心的外傷後ストレス障害（PTSD）の症状
で，トラウマとなった出来事（イベント）
のことを考えたり，思ったり，あるいは
話したりすることを避ける，イベントを
思い出させるようなものを避ける，日常
の活動への興味の減衰，あるいは他人か
ら切り離されたような，疎遠になったよ
うな気持ち．
PTSD の症状で，睡眠や集中力の障害，イ
ライラ感，怒りの爆発，過剰な警戒，驚
愕反応．
PTSD の症状で，イベントについての反
復する，あるいは侵入性の思考や夢，あ
るいはイベントを思い出させるものに触
れた時の激しい苦悩．
（家族や友人，あるいは所有物や職業の）
喪失と，
（別居や転居，転校といった）日々
の生活の崩壊．これらもまたトラウマ曝
露を示している．
自分の命が危険に曝されているという思
い．トラウマとなった出来事への曝露の
重要な側面で，
PTSD とその関連症状が引
き起こされる危機的事態と考えられる．

醒亢進症状としては，睡眠や集中力の障害，イライラ感，
怒りの爆発，過剰な警戒，驚愕反応などが認められる．
そしてこれらの症状は，イベント後にはじめて出現する
ことが診断にとって必要である．さらに診断上は，これ
らの症状が 1 カ月以上続くことが必要で，
（学校，友人関
係，家族関係における問題といった）子どもの社会機能
上，重大な問題が生じていなければならない．以上の定
義に加えて，症状出現が 3 カ月以内ならば急性 PTSD，そ
れ以上ならば慢性 PTSD と名付けられる．

トラウマとなるような出来事（イベント）
近年，自然災害，爆弾事件，テロによる破壊活動など
へのメディアの関心が高まるにつれ，事件後に引き起こ
される子どものトラウマにもまた注目が集まってきた．
そしてそのような出来事（イベント）に子どもたちが巻
き込まれることで，日々の生活に大きな支障が生じ，苦
難が引き起こされかねないことがますます明らかとなっ
た．とりわけ自然災害（ハリケーン，津波，竜巻，火事，
地震，洪水）
，あるいは人為災害や暴力行為（飛行機事

故，フェリー沈没，戦争，テロ攻撃，爆撃，狙撃）は，
PTSD を引き起こしかねない代表的なイベントである．
このようなテロや広域災害が子どもに与える影響につい

心 的 外 傷 後 ス ト レ ス 障 害（posttraumatic stress

て多くの関心があつまる一方で，交通事故や重篤な疾患

disorder：PTSD）は，非日常的で苛烈なストレスやイベ

への罹患やその際の医療行為，さらには犯罪的行為（身

ント（出来事）に曝されたあとに生じる一連の症状群で

体的虐待，性的虐待，レイプ，誘拐，その他の犯罪）な
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どもまた子どもに PTSD を引き起こす可能性があること
もわかってきた．本稿では，子どもにみられる PTSD 症

された．

状と PTSD を引き起こす要因，その経過・予後について
述べる．

PTSD を考えた場合，ハリケーンのようなトラウマイベ

子どもの PTSD：
臨床像
PTSD 診断カテゴリーは，米国精神医学会（American

診断閾値に達しない（サブクリニカル・レベルの）
ント後 3 カ月間の間に，広域サンプルにおける子どもの
55 % までが，少なくとも中等度以上の PTSD 症状を報告
していた．以上より，子どもや思春期例では PTSD 診断
を満たす人は少ないかもしれないが，PTSD 症状自体は
決して珍しくないと思われる．

Psychiatric Association） が ま と め た Diagnostic and

経

Statistical Manual of Mental Disorder（DSM─Ⅲ）ではじ
めて紹介された．当時は，PTSD は基本的に成人の疾患

んど知られていない．しかし，PTSD 症状はトラウマイ

であろうと考えられていた．最近になって，PTSD の児
童・思春期例も認められることに注意が集まってきた．
そしてそれは DSM の最近の改定（DSM- Ⅳ）にも反映さ
れている（診断基準に関しては前述の内容を参照のこ
と）．
トラウマとなるようなイベント遭遇後の子どもに対す
る地域研究の結果，最も多く報告されている PTSD 症状
は出来事に関する再体験症状である．例えば苛烈なハリ
ケーン災害に遭遇した子どもたちの 90 % 以上が，災害
後 3 カ月の時点で再体験症状を報告している．対照的に，
回避・麻痺症状の出現はそれほど多くはなく，事実，そ
れらが出現すれば PTSD の可能性が高まると考えられ
る．
乳幼児や学童以前のような若年の子どもに関しては，
言語能力の乏しさのため，特に PTSD 診断が難しい．そ
のようなケースでは，全般性不安，恐怖，トラウマイベ
ントに関連したものからの回避，あるいは睡眠障害の出
現が PTSD 発症の有用な指標となるだろう．

過
子どもに出現した PTSD 症状の経過については，ほと

ベント曝露後数日ないし数週で出現する恐れがあり，子
どもによっては数カ月，あるいは数年症状が持続する場
合もあり得る．もし同じトラウマに再度遭遇したり，あ
るいは別のトラウマに遭遇することがなければ，時間が
かかっても症状の頻度や強度は徐々に減少するのが典型
的である．例えば 1992 年に南フロリダを襲ったカテゴ
リー 5 のハリケーン・Andrew 災害の際には，初期には
子どもの 39 % が PTSD 診断を満たしたが，7 カ月後には
24 %，10 カ月後には 18 % と減少した．中等症以上の症
状を呈した子どもの 42 カ月後追跡調査では，40 % もの
子どもが社会生活の障害と同時に中等症以上の PTSD 症
状を呈していた．その一方で，災害後 10 カ月後に軽度
PTSD あるいは症状なしの子どもは，後にはほとんど誰
も症状を認めなかった．同様に，客船ジュピター号沈没
事故の際には 400 名の英国の学童が被災し，51.5 % が
PTSD に罹患したが，5 〜 8 年後には 17.5 % が PTSD と
診断されたのみであった．
これらの結果から，たしかに少数の子どもたちは年余

PTSD だけでなく，何かの併存疾患など他の心理的問
題も出現するかもしれない．特に PTSD は，不安障害（例

にわたって症状が持続し，かなりの悪影響が続くが，さ

えば，分離不安障害，特定の恐怖症，全般性不安障害，

PTSD の重症度・頻度ともに時間が経つにつれ改善して
いくことがわかる．そして同時に，これらの所見は次の

パニック障害，広場恐怖など）や感情障害（大うつ病や
気分変調性障害）を伴うことが多い．とりわけ（地震や
爆撃で）愛する人を失うような体験は，子どもに抑うつ
反応を引き起こしやすい．

有病率と経過
有病率
子どもの PTSD 有病率を測定することは難しい．なぜ
ならトラウマのタイプ，評価法，トラウマイベントから

らなるトラウマ曝露さえなければ，多くの子どもは

ことも示している． もし子どもたちがイベント直後に
PTSD 症状を呈していなければ，1 年以上経過してから
症状を呈する場合はきわめて稀であるということであ
る．子どもたちには短い期間ショックや感情麻痺，ある
いは生き残ったという喜びや安堵感があるかもしれな
い．しかし PTSD にまでなる子どもの多くは，トラウマ
遭遇後の数カ月内にストレス症状を訴えると予想され
る．

の時間経過などによって，極端に違う報告がもたらされ
ているからである．地域研究の結果からは，
（暴力行為や

症状の持続

自然災害などの）トラウマに遭遇した児童・思春期例の
うち約 24 〜 39 % が PTSD 診断に該当した．PTSD の有

他のトラウマ曝露の際の子どもの反応は，一過性ですぐ
に消失するようなものではないことがわかっている．そ

病率は，暴力行為時や多数の死者が出た災害時に，死者

れどころか，そのような反応はなかなか消失することな

や怪我人を目撃した児童・思春期例にとくに高いと報告

く持続するかもしれないし，子どもや家族に苦悩をもた

概して言えることだが，今までの研究の結果，災害や
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らすことも多いかもしれない． このように子どもの
PTSD 症状が長期間持続する要因の一つは，子どもがさ
らなる重大なストレスに曝されることである．例えば家
族の死や罹病，親の離婚といった大きなストレスを被っ
た子どもはなかなか回復しないし，長期間重度の PTSD
症状を訴え続ける．

や大人が恐怖を感じた．その時の研究によると，60 % も
の子どもが「もう死ぬかと思った」と答えている．この
ことから，実際に誰かが死んだり大けがを負ったりしな
くても，生命が危険に曝されていると感じる可能性があ
ることがわかる．
エビデンスによれば，家族や友人，あるいは自分の財
産や所有物の喪失，そして家や学校，地域からの移転と

人口統計学的傾向
性差と年齢
いくつかの研究では，女子の方が男子より PTSD にな
りやすいことが報告されたが，このような知見は一貫し
たものではない．また年齢間の違いに関する知見は様々
で，多様な形で PTSD が出現するために，どの年齢の子
どもが PTSD になりやすいかを知ることは難しい．しか

いった日々の暮らしの崩壊は，子どもに PTSD を引き起
こす重要な要因となる．そしてまた，このようなトラウ
マに引き続いてもたらされた生活の変化は，子どもや思
春期例の PTSD 症状発現の予測因子ともなるのである．
生命を脅かすイベントの持続期間や程度によっては，
トラウマ曝露のさらなる諸相をもたらすし，それは子ど
もの PTSD 症状の重症度にも関連する．洪水とか児童虐
待といった遷延化するタイプのトラウマとなるような出

し前思春期の子どもは，より年長の子どもより PTSD に
なりやすい可能性はある．

来事は，早急に救出されない限り子どもに大変な障害を
もたらすことになる．

民族性

トラウマ以前の心理的機能の役割

PTSD は民族や文化の違いを超えて出現すると考えら

れる．疫学研究によると，大規模自然災害に遭遇したマ
イノリティの若者は，そうでない若者に比べて，PTSD
症状を呈することが多く，また回復にも時間がかかって
いる．このような結果は，社会経済的な要因によって説
明できる．マイノリティ出身の子どもや家族は経済的資
源が乏しく，災害後の再建に必要なだけの保険もまた乏
しい．このような社会経済的要因によって，大規模自然
災害後に起こる生活の破綻や財産の喪失は長期化するだ
ろう．

子どもがすでに何らかの心の問題を抱えていた場合，
とりわけ不安障害を抱えていた場合，トラウマイベント
の後，PTSD によりなりやすくなる可能性がある．例え
ばトラウマイベントに遭遇する 15 カ月前の不安の程度
によって，
（イベント曝露内容を統制した時でさえ）災害
後 3 カ月・7 カ月時の PTSD の程度を予測できたのであ
る．このことは，たとえトラウマへの曝露が比較的軽い
ものであったとしても，不安が高い子どもはより PTSD
になりやすい傾向を持っていることを示唆している．さ
らに，
（例えば，生命の危険がより差し迫ったとか，喪
失・崩壊がよりひどかった時のように）災害時のダメー

子どもに PTSD を引き起こす要因
トラウマへの曝露
多様なトラウマが，子どもと思春期例の PTSD 発症に
関連してきた．しかしながら，そのような中でも子ども

ジの程度がより深刻なときには，災害後の子どもの不安
症状は一層ひどくなっていた．他の研究結果でも，大規
模な自然災害（地震）後の思春期例の PTSD は，災害前
の抑うつの程度によって予測できたとした．

の感情反応を引き起こす 2 つのトラウマの重要な要因を
考える必要がある．それは，生命の危険とそれに対する

回復に向かう環境について

恐れの気持ち，そして子どもにとって大切なものの喪失
と日々の暮らしの崩壊の 2 つである．

わっている可能性があるし，逆に PTSD 症状の軽減や緩
和に関わっている可能性もまたある．トラウマ後の生活

現に最も重要な要因と考えられている．銃で撃たれたり

生命の危険とそれに対する恐れの気持ちは，PTSD 出

ストレスやトラウマへの再曝露は，子どもや思春期例の
PTSD 症状の遷延化に関連していた．さらに親の心理社

養育者からの激しい身体的虐待を受けるなどして，子ど

会的状態（精神病理の程度や災害後の自身の反応の程度

もたちが暴力を体験した場合，自分の命が危ないと感じ
ることを理解するのはたやすい．しかしながらたとえ誰

を含む）は，災害後の子どもの心の状態に大きな影響を
及ぼしていたと考えられる．例えば，1982 年にサウスカ

も傷つかなかったとしても，破局的な自然災害や火事に

ロライナ州チャールストンを襲ったハリケーン・Hugo

曝された結果，子どもが生命の危険を感じこともまたあ
る．例えば南フロリダを襲ったハリケーン・Andrew の

の時には，母親の苦悩が子どもの情緒的問題が長引くこ
とに関連していた．他の研究もまた，子どもの PTSD 症

時にはほとんど死者は出なかったが，嵐の間，広範囲に

状と親のトラウマ関連症状との間に関連があることを支
持している．最後に，怒りや他責といったストレスによ

わたって家や所有物が破壊されてしまい，多くの子ども

トラウマ後の回復環境は，PTSD 発症と遷延双方に関
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りネガティブなコーピング方略を取る子どもたちは，
PTSD 症状もまた長期化していた．
対照的に，ソーシャルサポートを利用すれば，子ども
へのトラウマの影響が緩和されることがわかった．ひど
い虐待や破局的な災害といったトラウマ後に，（親や教
師，友人や級友などの）大切な人から十分なサポートを
受けた子どもたちは，そうでない子どもたちに比べ，よ
り PTSD 症状を訴えなかった．これらの知見から，トラ
ウマに遭遇した子どもたちへのサポートを高め，適応的
なコーピングスキルを促すことは，トラウマイベント後
の子どもへの介入戦略を行う上で役立つと考えられる．

子どもの PTSD 症状の査定
子どもに PTSD 症状が出現したかどうかを査定するこ
とは大変かもしれないが，その可否はある程度子どもの
年齢や発達段階によっている．学童期以降を考えたなら
ば（例えば 7 歳以降）
，子どもは最も良い情報源になると
．
考えられる 一方で親の方は，しばしば PTSD 症状を過
小評価してしまう．

例 え ば 子 供 版 不 安 障 害 質 問 法（Anxiety Disorders
Interview Schedule for Children）や子供版診断面接法
（Diagnostic Interview Schedule for Children）などの，子
ども用に作られた PTSD 診断に関する構造面接を行うこ
とは，子どもの心理的反応を知る上でもっとも望ましい
方法である．また，評価する子どもの数が多いとか，マ
ンパワーの問題から個人面接には限りがあるような場合
には，PTSD 反応尺度（PTSD Reaction Index）のような
子ども用の自己報告尺度を用いれば大変有用であること
がわかっている．
学童期以前の子どもの PTSD 症状を評価するのであれ

ば，親や一番身近な養育者が情報を提供する必要がある．
親用の構造面接は望ましいフォーマットだろうし，子ど
もの PTSD 症状を報告するために作られた親参加の質問
紙法もよいだろう．このような幼年の子どもの心理的反
応の評価に関しては，行動観察が特に重要となるかもし
れない．評価すべき行動として，苦痛感情，覚醒亢進，
恐怖感情を示すサイン，そしてトラウマに関連した対象
や出来事，
あるいは状況を回避するといった行動がある．

参照項目
急性ストレス障害と心的外傷後ストレス障害；心的外傷後ス
トレス障害（子どもの）
；心的外傷後ストレス障害（神経生物
学的基礎）
；心的外傷後ストレス障害（遅発性）；心的外傷後
ストレス障害の神経生物学；戦争関連心的外傷後ストレス障
害治療．
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