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Posttraumatic Stress Disorder, Delayed
の経過をたどり，重大で持続的なパーソナリティ変化を
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含むとき，
「持続的パーソナリティ変化，脳損傷および脳
疾患によらないもの」
（F62）が使われる．今までのとこ
ろ，長期にわたるパーソナリティ変化についての研究は
限られている．
遅発性心的外傷後ストレス障害（delayed posttraumatic
stress disorder：D─PTSD）の診断は，DSM─IV と ICD─
10 の両者で見解は一致しており，重大なストレッサーに
曝露してから PTSD が完全に発症するまでに少なくとも
6 カ月以上が経過した場合をいう．

治療体系と遅発性心的外傷後ストレス障害

遅発時期の特性

遅発時期の特性
遅発性心的外傷後ストレス障害についての議論

D─PTSD は，重大なストレッサーに体験した後に，最
初の 6 カ月以上は良好に適応できていたのに，その後の

用語解説
ストレッサー
遅発性心的外傷
後ストレス障害
（D-PTSD）

トラウマ体験のうち，重大なストレス反
応を引き起こすもの．
心的外傷後ストレス障害のうち，スト
レッサーから少なくとも 6 カ月以上経過
して症状が出現しているもの．

治療体系と遅発性心的外傷後ストレス障害
心 的 外 傷 後 ス ト レ ス 障 害（posttraumatic stress

ステージで侵入，回避，覚醒亢進のような PTSD 症状が
最初の出来事と関連して出現するときに生じる．しかし，
診断体系では，遅発時期の特徴をみることはできない．
このテーマについては，いまだ光を当てることができな
いほど研究が進んでいない．North らは 1997 年の研究
で，集団銃撃事件の 1 年後に 136 人の被害者のうち遅発
発症の PTSD は 1 人もいなかったと報告した．PTSD と
認定された症例について，指標とフォローアップ研究の
間のかなりの格差あることが明らかだった．筆者らは，
トラウマ後 1 年での PTSD 症例の認定では，実際の遅発
発症と比較して報告が一貫しないのだろうと論じた．

disorder：PTSD）は American Psychiatric Association（米

Oklahoma City bombing（オクラホマ・シティ連邦ビル

国精神医学会）の Diagnostic and Statistical Manual of

爆破事件）のあと，6 カ月，17 カ月後に同じ筆者で被害
者への調査が行われた．再度，
遅発症例は認められなかっ

Mental Disorders, 4th edition（DSM─IV），および World
Health Organization（WHO， 世 界 保 健 機 関 ） の

た．5 年間のフォローアップで，Holen は，北海の石油

International Classification of Diseases（ICD─10）に記載
されている． ストレッサーの基準と 3 つの症状クラス

プラットフォーム事故での 72 名の被害者のうち，D─
PTSD 症例を 1 例だけ報告した．

ター基準（侵入，回避，そして精神生理学的覚醒）は，
時間の枠組みと同様に，多少の相違はあるものの 2 者で
ほとんど同一である．

Bryant らが 103 名の交通事故被害者に対して行った前
向き研究で，ストレッサー後 1 カ月以内と事故後 6 カ月

DSM─III から DSM─IV への移行において，PTSD は不

後，2 年後のフォローアップを行い，2 年後の時点で 5 名
が PTSD と診断された．彼らは 6 カ月時点では PTSD の

在し，ストレスのある出来事後 3 カ月以上続かない場合，
PTSD は急性であるとする． 症状持続が 3 カ月以上に

例では，静止時心拍数の増加を伴う亜症候レベルの
PTSD 症状を認めていたと報告した．Buckley らも，交

安障害に組み込まれた．障害が少なくとも 1 カ月以上存

なったときには，PTSD は慢性とみなされる．

ICD─10 では，PTSD は F43「重度ストレス反応および
適応障害」に分類され，心的外傷後ストレス障害（F43.1）
は強いトラウマとなるような出来事またはストレスの
あった期間から 6 カ月以内に診断基準を満たすとき定義
される．ICD─10 には別のオプションもある：患者が慢性

診断基準に該当しなかった．加えて筆者らは，遅発発症

通事故で遅発性に発症した被害者では，PTSD を発症し
なかった者と比較して，早期の時点で症状を認めたと報
告した．さらに，遅発発症の被害者は，ストレッサー前，
ストレッサー後の両時期で対照群より社会支援を受けに
くかった．その上，遅発発症の被害者は交通事故の前 1
カ月の時点で，対照群と比較して機能の全体的評定尺度
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（global assessment of function：GAF）スコアが低かっ
た．Schnurr らは女性の方がより遅発発症クラスターに
入りやすいと報告した．Koren らによる交通事故被害者
の前向き研究では，外傷の 1 年後に PTSD と診断されな
かった 39 名のうち，
わずか 2 名のみが 4 年後の時点で遅
発発症の PTSD を呈していた．補償について議論するに

還兵では，PTSD 症状は 20 年以上たってから認められ
た．

遅発性心的外傷後ストレス障害についての議論
D─PTSD の現時点での概念化については，不明な点や

あたり，Eitinger と Holen は，橋渡しの症状，つまり外

議論の余地が数多くある．ある研究者らは，D─PTSD の

傷の時点から本格的な PTSD が現れるまで続く不顕性の

事例というものは存在せず，概念の正当性に疑いがある
と主張している．別の者は，D─PTSD が潜在性の障害な

症状が，遅発反応の前駆症状として働いているのではな
いかと論議している．Buffalo Creek ダムの崩壊で住民に
対するフォローアップ研究が行われ，Green らは 1974 年
時点で PTSD に該当しなかった症例の 11 % が 1986 年に
診断基準を満たしたと報告した．
1989 年の研究で，Solomon らは無作為に抽出した戦闘

関連障害で治療を求めた帰還兵のファイルを検討した．
全員が 1982 年のレバノン戦争の帰還兵だった．彼らが医
療サービスを求めた理由が 4 つ挙げられた．対象の 10 %
では，遅発発症 PTSD に最初期の無症候期が先立って存
在していた． 戦争後，何人かの別の帰還兵は中程度の
PTSD 関連の症状に見舞われたのちにも度重なる緊張や
困難に見舞われて，結果として完全に PTSD を発症した．
こうした PTSD の悪化は帰還兵の 33 % にみられた．戦
闘ストレス反応の再燃は 13 % でみられた．再燃は無症
候期の後でのみ生じ，軍事的刺激への脅威に結びついて
いた．きっかけが 1 つでない帰還兵もいた．彼らは長い
間様々な曝露に対して緊張を高めていたようだった．最
後に，帰還兵の一集団は慢性 PTSD の治療を遅れて求め
てきたと特徴づけられた．この群は 40 % にのぼる．適

のか，単純に PTSD と認識されないだけなのかという疑
問を表明している．最近の研究で増加している報告では，
交通事故患者，
戦闘関連のストレッサーの両方の分野で，
無症候期が先行し，その後障害が症候化するときの D─
PTSD の出現頻度は 10 % 前後である．さらに，いくつか
の研究では，生存者と彼らの環境の両方に脆弱因子が存
在することが指摘されている．遅延して亜症候性レベル
の症状を持つ人々は，社会的ネットワークが貧弱で，対
処行動に乏しく，GAF スコアが低いという特徴がある．
Horowitz のような研究者は，心的外傷後症状は，ライ
フイベントによって症状が強まったり弱まったりするの
ではないかと主張している．DSM─IV の PTSD 診断基準
によると，きっかけというのは，内的または外的に生じ，
重大なストレッサーを象徴化したり類似化したものであ
る．ある人がきっかけに曝露したとき，彼または彼女の
状態は無症候性または閾下にあったものが症候性にな
る，あるいは前駆的に穏やかだったものが重症になり，
D─PTSD の診断基準を満たすようになるかもしれない．
大部分の研究者・臨床家はきっかけを患者特異的な内容

切な定義はないが，最初の 3 群，つまり最初期の無症候

であるとみなしており，ほとんどの人々では全く衝撃を

期を伴うもの，悪化したもの，再燃したものは D─PTSD

与えないか最小限の衝撃しか与えない低い程度の出来事

の一種とみなされるか，またはそれぞれ別の種類の外傷
後過程を代表しているかもしれない．1982 年レバノン戦

であっても，対照的に生存者にとっては重大な反応を引
き起こしてしまうと考えている．逆に，一般の人々は，

争 で 遅 発 発 症 PTSD を き た し た 帰 還 兵 は，Ways of

再燃するような出来事というのはもっと衝撃的でトラウ

Coping Checklist で，対照群と比較して感情焦点型コー

マを引き起こすようなものであるとみなしているかもし
れない．再燃の概念によると，過去のトラウマは閾値を

ピングや気晴らしによるコーピングを有意に用いてい
た．しかも，直後に発症した PTSD 患者よりも，コーピ
ングスキル（対処技能）の使用が有意に少なかった．

下げてしまい，重大なストレッサーを象徴化したり類似

PTSD が考案される以前の 1968 年から 1973 年までの

したストレッサーに対して，ほとんどの人々では認めら
れないような非常に強い反応を引き起こす．D─PTSD の

間，Eitinger と Stroem はノルウェーの強制収容所生存者
の健康状態を調査した．彼らは，遅発発症の身体および

一部としての再燃のエピソードと，新しい PTSD エピ
ソードとの境界はあいまいになっている．

精神症状が，強制収容所症候群，または KZ 症候群（訳

D─PTSD や，きっかけ・再燃するような出来事・重大

者注：KZ はドイツ語で強制収容所 Konzentrationslager
の省略形）と関連して高率に出現すると報告した．

なストレッサーのような概念を議論するには，定義を
もっと明確化する必要があるのは明白である．さらに，

オランダのレジスタンス運動（訳者注：第二次世界大
戦時にナチスドイツに抵抗した運動）に参加し，高齢化

出来事を段階化する，あるいは分類することが妥当であ
ろう．こうした事項に対しては，トラウマ後の過程を調

した帰還兵を対象にした研究で，Aarts らは戦争終了と最

べるのと同様に光を当てることが求められる．はっきり

初の PTSD 症状の発現までの期間にはかなりの差がある
ことを見出した．26 % のケースでは第二次世界大戦後 5

と無症候だった時期の後，あるいは PTSD 症状が閾下で

年以内に最初の PTSD 症状が出ているが，約 50 % の帰

なストレッサーやそれに引き続くきっかけや嫌悪的な出

あった時期の後に完全な形の PTSD が発症する時，主要
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来事，パーソナリティ，そして環境要因がどのような役
割を果たすのだろうか？ もし閾下症状が人生にとって
不適応となるほどの悪影響があるのに PTSD の診断基準
を満たさない場合，ある期限内には，適応障害という診
断がつくのだろう．
D-PTSD に関しては，中核的な多くの疑問が残されて

いる．我々は加齢との関連についてもよく知らない．遅
延性のトラウマ後ストレスへの変化に関して，我々の現
在の知識を広げるために，更なる研究が求められている．
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