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強迫性障害 OCD

強迫性障害ってどんな病気？

　強迫性障害（OCD）はObsessive Compulsive Disorder のことで，自分では
意味がないとわかっていても，ある考えがいつまでも頭から離れない，ある行動
を繰り返さないと気が済まないといった症状のために，社会生活に支障をきたす
病気です。

　強迫観念とは，意思に反して，ある特定の考えやイメージが強迫的に，何度も
繰り返し頭に浮かんでくることを指します。
　強迫行為とは，強迫観念を打ち消すための行為で，自分の意思に反して行う場
合が多いです。

●強迫性障害の患者さんはどのくらいいるの？
　一般人口における生涯有病率は2－3％，約2/3が 25歳以前に発症するとい
うアメリカにおける報告があります。日本でも同じような発症頻度と考えられます。

●強迫性障害はどうやって診断するの？
　強迫性障害を診断する血液検査や画像検査はありません。行動・症状に関するさまざまな質問を行っ
て症状の数，頻度，重症度に基づいて診断します。
　次の５つの質問がよく用いられます。

　　　①手が痛くなるくらい，何度も手洗いを繰り返しますか？
　　　②カギをかけたか，ガスの栓を締めたか，何度も同じことを確認しますか？
　　　③ばかげているとわかっていても，頭の中に繰り返し起こってきて振り払うことのできない考えが
　　　　ありますか？
　　　④１つ１つのことをやり終えるのに長い時間がかかりますか？
　　　⑤順序正しいことや左右対称であることにとらわれていますか？

●なぜ強迫性障害になるの？
　まだはっきりわかっていません。脳における神経間での連絡がうまくいかなくな
ることが原因の1つになっているようです。最近の研究では，不安な気持ちの情
報伝達に関わる「セロトニン」という物質が関係していると考えられています。

2.3%

■ 強迫性障害の生涯有病率
　　アメリカ（1994年）

絵でみる心の保健室．アルタ出版，2007.
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強迫性障害の症状は？

　強迫性障害の症状は，①強迫観念と②強迫行為です。

例えば…

手を洗ったのに，まだ汚れている気がする（強迫観念）

何度も繰り返し手を洗い続ける（強迫行為）

本棚には45冊の本があるはずだが，そろっているか心配だ
（強迫観念）

本の数を何度も数えなおして45冊あることを確認する
（強迫行為）

絵でみる心の保健室．アルタ出版，2007.

イラストレーション
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● 薬物療法
　強迫性障害の患者さんの脳内では，健康な人に比べてセロトニンの働きが足りなくなっていま
す。そのため，脳内のセロトニンの働きを高める，選択的セロトニン再取り込み阻害剤（SSRI）
がもっともよく使われます。これによって，強迫観念，強迫行為の両方を改善します。

　強迫性障害の治療には①薬物療法と②行動療法があります。

強迫性障害の治療は？

● 行動療法
　さまざまな方法がありますが，その中でも「曝露反応妨害法」
が強迫性障害に効果があるといわれています。

■ 問題を， 不適切な習慣的行動として理解
　 それに対して生活しやすくなる行動を「学習」すること　　 
　 によって治療
■ 学習…何らかの体験をすることで， 新しい習慣的な行動
    を習得すること

その他学 習
未学習

不適応的な
習慣的行動

学 習 新・適応的な
習慣的行動

◆  曝露反応妨害法の治療課題の例（行動療法）
　　　　　　　洗浄強迫の場合

　     不潔の対象に触って，その後手を洗わないという課題

　　　　 本当はそれを避ける必要がないことを強調

　　　　 不潔の対象を触ってもらう　　   曝露療法 Exposure

　　　　  その触った手で服などを触ってもらう
　　　　   生活する場所にわざと広げてもらう

　　　　  手を洗わない
　　　　  その触った所を避けない　　　反応妨害法

　　　　 時間とともに不安・不快感が減弱する体験

絵でみる心の保健室．アルタ出版，2007.
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詳しくは
精神科，
心療内科，

精神保健センターで
ご相談ください

① 早期に発見し，病院への受診を勧めます（強制するような言い方は避ける）
② 患者さんが治療にあせらずに取り組めるような環境作りを工夫してあげましょう
③ 強迫行為になるべく手を貸しすぎないようにします

早期発見に務める
　強迫性障害は早期発見が大切です。
　日常生活に支障をきたしている様子があれば，早期に受
診することが必要です。

「強迫行為」への対応方法
　患者さんは強迫行為によって，不安を軽減させ
ているので，無理に強迫行為を止めさせると逆効
果になることがあります。主治医と相談し，慎重
に対応しましょう。

患者さんの環境に配慮する
　落ち着いた気分で，ゆっくりと過ごせる
ようにしてあげてください。

薬物治療に対する理解
　治療に用いる薬は，効果が十分に出るまで
数週間かかります。したがって，自己判断で
服用回数を変更，中止することのないように
してください。

　症状はよくなったり悪くなったりを繰り返しながら，少しずつ改
善していきます。自己判断で服薬を中止したり，病院を変えたりす
るのは逆効果です。

まわりの人ができること

絵でみる心の保健室．アルタ出版，2007.

イラストレーション
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パニック障害

パニック障害ってどんな病気？

● パニック障害の患者さんはどのくらいいるの？
　100人中１～２人といわれています。頻度の高い病気といえます。欧米
では女性に多いとされています

● なぜパニック障害になるの？
　パニック障害は動悸や胸苦しさなどの症状が現れますが，心臓や呼吸器といった器
官の不調のせいではなく，神経伝達物質の乱れなど脳の生物学的機能障害に原因をも
つ病気といわれています。
　また同一家族内に発生しやすいため，遺伝の関与も指摘されています。

● パニック障害の診断は？
　突然の動悸や胸苦しさなどのパニック発作だけではパニック障害とは診断されません。身体の病気
がないか，他にどのような症状があるかを考慮して診断が行われます。

　パニック障害とは不安障害のなかの１つで，突然はげしい不安を感じて，心臓が
どきどきしたりめまいがしたりといった発作（パニック発作）が起こり，理由もな
く予期しないときにこのような発作を繰り返す病気です。

　パニック発作のときには動悸がしたり胸が苦しくなったり一般的な体の病気と類
似した症状が現れるので，はじめは心臓病や呼吸器の病気だと思うことがあるかも
しれません。そのため，患者本人は深刻な体の異常ではないかと考えるので，多く
の人は一般の診療科を受診します。初診時に精神科を訪れる人はごく一部です。

■ パニック障害の発症頻度

絵でみる心の保健室．アルタ出版，2007.
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パニック障害の症状は？

　強い不安とともに急に心臓がどきどき
して息が苦しくなったり，冷や汗をかい
たり手足が震えたり，このまま死んでし
まうのではないかと思うこともあります。

◆ パニック障害は，パニック発作を主な症状としますが，頻繁に起こると「予期不安」や「広場恐怖」さ
らには「うつ状態」へと移行して慢性的となり，社会生活が著しく困難となることもあります。
　パニック障害の患者のうち，およそ３分の１が広場恐怖をもっています。またパニック障害は，うつ病，
アルコール症，社会不安障害，特定の恐怖症，自殺などと併存することが多いことが知られています。

　パニック発作はとても苦しいものです
から，またあの発作が起きるのではない
かという不安が強まります。

　１人で外出できない（広場恐怖），発作の起
きた場所を避ける（回避行動）などの症状が
現れます。

パニック障害の症状には，次のようなものがあります。

絵でみる心の保健室．アルタ出版，2007.

イラストレーション
絵でみる心の保健室．アルタ出版，2007.
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パニック障害の治療は？

　まず本当にパニック障害なのか，それとも身体的な病気など他に原因があるのかを
きちんと診断してから治療を始めます。というのもパニック発作は，以下のような場
合など誰にでも起こりうるからです。

・重大な破局（死別，離婚，リストラなど）などでひどく不安になったとき
・例えば人前で話すことが苦手な人が，スピーチを頼まれてひどく緊張したとき
・一般身体的疾患（甲状腺機能亢進症など）の直接的な生理学的作用による場合 
・物質（薬物，ニコチン，カフェインなど）の直接的な生理学的作用による場合

　このように「パニック発作がある」からといって「パニック障害である」とはいう
ことはできません。こうした点を考慮したうえでパニック障害と診断された場合には，
次のような治療が行われます。

● 心理療法
　パニック発作が起きたときに動転してすぐに「もうだめだ」と考えて
しまうのではなく，少しでも立ち止まって「またパニック発作だ，でも
この前も何とか乗り切れたじゃないか」と，冷静に見つめ直す方法を認
知療法といいます。またパニック発作が起きた場所などに少しずつ近づ
いて発作が起きないことを徐々に確かめてゆく曝露療法（行動療法の１
つ）などがあります。

● 薬物療法
　SSRI，三環系抗うつ薬，ベンゾジアゼピン系抗不安薬などの薬が用
いられます。代表的なSSRI による治療では４週間くらいで効果が現れ
はじめます。場合によっては効果を得るのに８～12週かかり，個人差
があります。また十分な効果が得られても，急にやめたりせずしばらく
続けることが大切です。急に中断すると，症状が再発することがあるか
らです。

● 日常生活習慣の改善
　カフェインを含む飲み物をとりすぎない，タバコを吸わない，過労を
防いで十分な睡眠をとる，などの方法があります。

絵でみる心の保健室．アルタ出版，2007.
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まわりの人ができること

　日常生活習慣の改善について前に述べましたが，コーヒーなどのカフェイン飲料の
飲みすぎやタバコの吸いすぎには注意しましょう。また早寝早起きなど規則正しい生
活を心がけ，十分な睡眠をとるようにしましょう。

詳しくは
近くの精神科，

精神保健センター等で
ご相談ください

治療の効果をあせらない
　パニック障害は治る病気ですが，薬物療法でも心
理療法でも効果が現れるまでには一定の時間が必要
です。効果をあせって患者さんを追いつめることの
ないように注意が必要です。

　パニック障害という病気の性質を知り，十分理解することが大切です。

パニック障害は病気であることを理解する
　パニック障害は治療を受ければ治る病気ですが，
気のもちようで発作をおさえられるものではありま
せん。またパニック発作の不安感は「死んでしまう
かもしれない」と思うほどはげしいものです。まず
まわりの人がこの点を理解することが大切です。

発作のときや広場恐怖の患者さんには，
なるべく付き添う
　そばにいて声をかけたり一緒に外出したりするだ
けでも患者本人は心強く思うことがあります。なる
べくそばにいてあげてください。

絵でみる心の保健室．アルタ出版，2007.

イラストレーション
絵でみる心の保健室．アルタ出版，2007.
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全般性不安障害

全般性不安障害ってどんな病気？

● 全般性不安障害の患者さんはどのくらいいるの？
　ある地域での調査によると，生涯有病率（一生のうち１度は病気にかかる人の割
合）は1.4％との報告があります。わが国では男性は1.8％，女性は1.0％で性
差はなかったとの報告がありますが，海外では女性の方が多かったという報告が散
見されます。また，年代別にみると20～ 34歳が 3.3％ともっとも多く，若年
群において高い傾向があるようです。

● なぜ全般性不安障害になるの？
　生物学的要因と心理社会学的な要因が共に作用していると考えられていますが，原因は不明です。生
物学的要因として，いくつかの薬剤の不安に対する効果から，γアミノ酪酸系やセロトニン系の異常で
はないかと考えられています。また，何らかの遺伝的な要因があるのではないかとも考えられています。
心理社会学的要因としては，フロイトによって初めて提唱された「不安は解決されない無意識の葛藤で
ある」という仮説が有名ですが，認知行動学派においては，「全般性不安障害の患者は誤って不正確に認
知された危険に対して反応している」という仮説が提唱されています。

GAD

　全般性不安障害（GAD）はGeneralized Anxiety Disorderのことで，いろいろな出来事
や日常活動について，過剰な不安と心配が長期間にわたって持続する病気です。結果と
して心身ともに不調となり，生活のさまざまな領域に支障が出てきます。

　ある程度の不安は正常な反応ですが，全般性不安障害の場合は，とても強い不安がほ
とんど毎日のように続き，著明な障害や苦痛が引き起こされます。不安の内容は奇妙な
ものではなく，日常の出来事だったり，将来に関係したものだったりします。これらの
不安はひとりでに湧き起こり，止めたり，注意をそらしたりすることができません。そ
のために，「いつも心配屋だった」とか｢神経質だった｣とふりかえる患者さんが多く
います。
　しかし，多くの患者さんが，自分の不安や心配を正常（普通）だと考えています。そ
のため，慢性の頭痛やめまい，胃腸症状などの付随する身体症状のために一般医や内科
医を受診することが多く，適切な治療を受けていない人が少ないといわれています。

絵でみる心の保健室．アルタ出版，2007.
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全般性不安障害の症状は？

　ほとんどいつも，毎日のように心配や不安を感じています。
その内容は，とるに足らない問題もあれば重大な問題もあり，
家庭や仕事，学校，健康のことなどさまざまです。これらは
止めたり防いだりできず，ひとりでに発生します。また，将
来は否定的に感じられていることが特徴です。

　肩こりや震え，背中や腰の筋肉痛，筋緊張性頭痛などが生
じてきます。

筋肉の緊張過剰な不安と心配

　頻脈や動悸，胸を締めつける感じ，過呼吸，めまい，口の
渇き，発汗，悪心などの消化器系の症状など，さまざまな身
体症状をもたらします。

自律神経系の過覚醒

　睡眠障害（寝つきにくい，ぐっすり眠れないなど）やいら
いら感，集中力のなさ，疲れやすさなどが生じてきます。く
わえて，警戒心が強くなり，そわそわと落ち着きがなく，過
敏に反応しやすくなります。

心身の緊張

　もっとも中核となる症状は，長期間続く①「過剰な不安と心配」です。そのために，②「筋肉の緊張」
や ③「自律神経系の過覚醒」が起こり，慢性的となると，④「心身の緊張」が優位になります。

絵でみる心の保健室．アルタ出版，2007.

イラストレーション
絵でみる心の保健室．アルタ出版，2007.
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全般性不安障害の治療は？

● ベンゾジアゼピン系薬物による治療
　効果が確実で即効性があり，初期の不安状態や身体症状・
自律神経症状に効果がありますが，長期的な有効性はあま
り高くありません。また，他の薬剤に比べて中止後の再発
率が高いとされ，依存や耐性の問題を生じやすく，ふらつ
きや眠気，物忘れなどの副作用が問題となることもありま
す。

● SSRI による治療
　効果が出るまでに少し時間がかかりますが，短期的にも
長期的にも有効性が認められています。ベンゾジアゼピン
系のような依存性もありません。主な副作用としては，吐
き気や便秘などの消化器症状で，めまいや眠気などありま
すが，多くは服用を続けるうちに消えてしまいます。

◆ 薬物療法
　現在の日本では，全般性不安障害という病名で厚生労働省から承認されている薬はありませ
ん。そのため，不安障害に適応をもつベンゾジアゼピン系薬物によって長らく治療されてきま
した。しかし海外では，抗うつ薬でもある選択的セロトニン再取り込み阻害薬（SSRI）を中心
として治療されています。日本では３種類のSSRI がうつ病に対して認可を受けており，全般
性不安障害に対する治療薬として治験（国から承認を受けるための臨床試験のこと）が行われ
ている薬剤もあります。

◆ 精神療法
　全般性不安障害に対して，短期的にも長期的にも最も有用とされている精神療法は認知行動療法と呼ば
れるものです。
　認知行動療法は認知療法と行動療法を同時に行います。認知療法は，ある出来事に対する認知（どう受
け止めたのか，どのような見方をしたのか）を修正していくことで，歪んだ認知によって引き起こされる
不快な感情や問題行動などの症状を軽くしていこうとするものです。
　行動療法は，人の「慣れ」を利用したものです。改善に向けて段階的な目標を作成し，それを実際に行
うことでよりよい行動習慣を身に付け，徐々に状況の改善を図っていきます。

 　全般性不安障害の治療には，薬物を使う薬物療法と精神療法を組合せること
が最も有効だと考えられています。しかしながら，治療にはかなりの時間を要す
ることが普通です。ですから，あわてずにゆっくり治療に励むことが重要です。

絵でみる心の保健室．アルタ出版，2007.
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全般性不安障害の併存症と予後

● 全般性不安障害と他の精神疾患との関連は？
　全般性不安障害は他の精神疾患を併発することが多く，その割合は
50～90％にのぼるとされています。かなり高率の患者さんが気分障
害を経験しているとされ，その他には，パニック障害や社会不安障害，
恐怖症などとともにみられます。

詳しくは
専門医

（精神科や心療内科）
精神保健センターで
ご相談ください

まわりの人ができること

　 自ら不安や心配を周囲にもらすことが多いので，じっくりと訴えを聞き ,  支
えになってあげる事が大切です。

● 専門医を勧める
　全般性不安障害の患者さんのうち，精神科などで専門的な治療をうけるのは全
体の３分の１程度であるといわれています。ですので，GADと思われる人が
まわりにいて，治療を受けていないようであれば，単なる心配性とみなさずに，
専門医を受診するように勧めてあげてください。

● 話を聞いてあげる
　ほとんどの全般性不安障害の患者さんは，心配事を支持的な人に話すとその不安や心配
が大きく改善します。病気でない人からみると，とるに足らないと思える不安であっても，
全般性不安障害の患者さんは心身ともに不調となっていることを理解して，温かい気持ち
で支えてあげることによって，患者さんの症状を和らげることができます。

● 環境を変えてみる
　不安を引き起こしていると思われる環境要因を見つけた場合は，それらを変えることで
患者さんへのストレスを減少させることができます。ストレスが軽減すると，再び日常生
活をうまく行うことができるようになります。その事が，患者さんにとって治療的に作用
することもあります。

　治療期間は長期におよび，一生にわたることも少なくありません。 ですので，ゆっくりあわてずに治療を
続ける事が大切です。また，発病すると他の精神疾患を併発しやすくなるため，早めの治療が大切です。

● 全般性不安障害の再発率は？
　治療中止後におよそ4分の1の患者さんが再発するとされ，60～
80％の患者さんが１年以内に再発するとされています。ですが，短期
間の薬物療法のみで寛解することもあります。

絵でみる心の保健室．アルタ出版，2007. 絵でみる心の保健室．アルタ出版，2007.
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社会不安障害 SAD

社会不安障害ってどんな病気？

● 社会不安障害はどうやって診断するの？
　社会不安障害を診断する血液検査や画像検査はありません。単なる恥ずかしがりやの性格なのか，
それとも社会不安障害であるのかは，自分自身の話を専門医に相談することから始まります。精神科
や神経科，心療内科では，どのような場面で不安を感じ，どのような症状がみられるのか，それが日
常生活にどのような影響を与えているのか，そういった患者さんの悩みを聞くなかから，診断をして
いきます。心理テストなどを行って，より診断を確実なものにする場合もあります。

● なぜ社会不安障害になるの？
　まだはっきりとはわかっていません。最近の研究では，神経伝達物質（神経の伝達を脳まで伝える
物質）の１つであるセロトニンという物質が社会不安障害の発症に関わっているのではないかと考え
られています。また，ドーパミンという神経伝達物質のバランスが不安定になることも不安を誘発す
るのではないかといわれています。また社会不安障害では，扁桃体という脳内の部位が，過剰に反応
して強い恐怖感を生みだしているのではないかということもいわれています。

● 社会不安障害の患者さんはどのくらいいるの？
　海外の大規模調査の報告では社会不安障害の罹患率は全人口の10～ 15％と報
告されており，現代社会では多くの患者さんを抱える一般的な病気です。日本国内
では300万人以上の患者さんがいると推定されています。
　10代半ばから20代前半の比較的若い年代で発病することが多く，性別では男
性より女性のほうが多いと言われています。

　社会不安障害（SAD）はSocial Anxiety Disorderのことで，他人に悪い評価を
受けることや，人目を浴びる行動に対する不安から，強い苦痛や身体症状が現れ，
次第にそうした場面を避けるようになり，日常生活に支障をきたす障害です。

　人前で何かをしなければならなかったり初対面の人と接したりするようなと
き，最初は不安を感じても時間とともに慣れて不安感や恐怖感は薄れていくもの
です。しかし社会不安障害の患者さんの場合はそうでなく，不安を感じ続けたり，
過度な不安感や恐怖感をもってしまうことがみられます。やがて，自分が恐怖を
感じる場所に行くことを避けるようになり，学校や職場での活動などの社会生活
にも大きな影響を及ぼし，生活に大きな支障をきたすようになってしまいます。

絵でみる心の保健室．アルタ出版，2007.
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社会不安障害の症状は？

　社会不安障害の患者さんは対人，社交の場面で「恥ずかしい思いをする」こ
とに対して，強い恐怖や不安を感じ，また身体的な症状が現われて，徐々にそ
のような緊張する場面を避けるようになります。

　社会不安障害の患者さんは，権威ある人との面談や，
人前での行為や会話，知らない人との会話，試験を受ける，
などの状況で行動する際に，不安な気持ちや強い恐怖感
を覚えます。

　社会不安障害の患者さんでは，恐怖を感じる
状況下で，不安によりさまざまな身体症状が現
れます。具体的な症状として，赤面や声のふるえ，
下痢，動機，発汗などがみられます。

絵でみる心の保健室．アルタ出版，2007.

イラストレーション
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社会不安障害の治療は？

　社会不安障害の治療法には大きく２つ，薬を使用する①薬物療法と，薬物を用
いず心理的に治療する②精神療法があります。これらの治療法は単独で行われた
り，併用して行われたりします。

① 薬物療法
　薬物療法の目的は不安感情を抑えることです。結果として緊張する場面を避ける等の
問題を減らし，不安時の身体的症状をやわらげます。SSRI（選択的セロトニン再取り
込み阻害薬），ベンゾジアゼピン系抗不安薬，β遮断薬などが用いられます。

② 精神療法
　精神療法では「認知療法」と「行動療法」と呼ばれる治療法を併用して治療を行います。

　主に使用される薬はSSRIという抗うつ薬の１つです。SSRIにはいくつかの種類がありますが，本邦で社会不安
障害の治療に用いることができるのはフルボキサミン（デプロメール，ルボックス）のみとなっています。SSRIの
治療効果は，一般に1～2週間後に現れはじめて，3～8週間のうちに症状が次第に改善していきます。副作用は
はじめの1週間に現れることが多く，その後急速に軽減します。ですから，すぐに効果が出ないとか，副作用が少
し出たからといって自分で薬をやめてしまうのではなく，主治医に状況を伝えて一緒に検討していくことが大切です。

治療薬について

認知療法：なぜ不安な気持ちが起こるのかを   
理解し，また周囲の目や自分の
能力を改めて認識し，不適当な不
安感を引き起こしてしまう認知パ
ターンを自分で修正可能にしてい
くことを「認知療法」では目指し
ます。

　
行動療法：「行動療法」では，あえて不安が生 

まれる場面に飛び込んで，刺激に
身を慣らし，不安症状を改善して
いきます。いきなり強い刺激に身
をさらすのではなく，段階的に目
標を高くしていきます。

絵でみる心の保健室．アルタ出版，2007.
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まわりの人ができること
 

　社会不安障害の患者さんは，症状について自分から周囲の人へ相談しない場
合もあります。社会不安障害の患者さんは周囲の人の目に著しい不安を抱いてお
り，それが家族や親しい人間に対しても自分の症状がわかってしまうのが恥ずか
しい，と考えてしまうからです。このように患者さんが無理をして内面を隠す続
ける結果，本人は苦しいばかりで周囲はその苦しさに気づくことができず，症状
が悪化したり，うつ状態になってしまったりすることもあります。まわりの人は
どのように対応すればよいのでしょう？

患者さんに共感する
　社会不安障害に悩む患者さんに対しては，共感
の姿勢が大切です。周囲が社会不安障害と思われ
る様子に気づいたときに，患者さんが苦しんでい
る症状をそのまま指摘すると，自分が否定的な評
価をされたと感じてしまいます。患者さんのつら
さに共感して，「このようなことで悩むのは自分だ
けだ」という孤独感にさいなまれることのないよ
うに接していくことが大切です。

医療機関への受診を勧める
　患者さんは自分の苦しさを「性格によるもの」と誤解していたり，精神
科や神経科，心療内科に対してよくない印象をもっていたりすることから
自分からすすんで受診されない場合も多くみられます。受診を勧める際は，
まず患者さんの苦しさに共感し，苦しさを話してもらうことが大切です。
いきなり受診を勧められると患者さんはとまどい，苦しむことになります。
患者さんから聞いた苦しさが，社会不安障害という病気によるものかもし
れず，受診で楽に出来る可能性があるものであるということを話し，理解
してもらうと受診に対する抵抗も弱まります。

詳しくは
精神科，神経科，

心療内科で
ご相談ください

無理をさせない
　周囲が病気に対する無理解から，患者さんに「慣れれ
ば大丈夫だから，頑張ってみなさい」という対応をして
しまうと症状はさらに悪化してしまいます。家庭や仕事
先，学校が協力して，患者さんが無理をせず負担を感じ
ない状況を作っていくことが大切です。そのためには患
者さんのつらさや悩みをよく聞いて，どのような状況に
対して，そのような苦しさを感じているかを理解してい
くことが必要となります。

　単なるあがり症と考えて，我慢してしまっている場合も多いのです
が，治療によって解決が可能な場合もあります。社会不安障害かも
しれないと思ったら専門機関へ相談すること大切です。

絵でみる心の保健室．アルタ出版，2007. 絵でみる心の保健室．アルタ出版，2007.
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性同一性障害

性同一性障害ってどんな病気？

● 性同一性障害の症状は？

子ども時代：
　①反対の性になりたいという欲求や自分の身体に対する不快感や　
　嫌悪感がみられる。

　②反対の性の典型的なゲームや遊びに加わることを望んだり，反　　
　対の性の服装を好み，身につけたいと主張する。
　→これらにより，年齢相応の同性の仲間関係をうまく作れず，い　
　じめや不登校の原因となる場合もあります。

青年期および成人：
　①反対の性になりたい欲求を繰り返し口にする。また反対の性と　　
　して扱われたい気持ちが持続している。

　②自分の第１次および第２次性徴から解放されたいという考えを　
　　もっている。
　
　③自分の性別は間違っていると確信している。
　→対人関係の問題や学校や職場になじめないという形で，症状が　　
　出現してくることもあります。

● 性同一性障害はどうやって診断するの？
　自らの性別に対する不快感，嫌悪感があり，反対の性別に対する強く持続的な同一感をもつことが必
要となります。

　性同一性障害（GID）はGender Identity Disorde のことで，心と身体の性別が
異なることで悩み，日常生活や社会生活を送るうえで問題が生じる病気です。

GID

絵でみる心の保健室．アルタ出版，2007.
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　性同一性障害者の苦痛や機能障害は，子ども時代には，年齢の近い
同性と仲間関係を発達させることができず，孤立してしまって，いじ
めや不登校などの形で現れてきます。おとなの場合は，対人関係の問
題や，学校や職場になじめないといった形で出現してきます。
　社会的認知もまだそれほど深いものではないために，この障害
をもつ多くの人は，周囲に告白できずに長い間苦しんでいること
が考えられます。まずまわりの人は，その苦しみを受けとめ，自
分を責めがちな患者本人の自己評価を是正することが大切です。
また抑うつ症状の強い場合などは医療機関への受診が必要となり
ます。

◆ トピックス
　治療に先立ち，そうありたいと思う性別で生活してみるリアルライフテストがあります。
　このリアルライフテストの中では，実際に社会生活を過ごすことを試みさせ，そこで生じるさま
ざまな問題をどのようにとらえ，対処するかを評価していきます。そうありたいと思う性別で過ご
した時に生じる，さまざまな社会生活上の問題や心理的葛藤（職場，学校，家族，友人関係など）に，
いかに対応し，適応するかを評価することで，身体的治療の対象となるかどうかを評価するための
ものです。
　リアルライフテストにおいて望む性役割での生活が難しい場合には，身体的変化を伴う治療は好
ましくない結果が予想されるため，次の治療へ進むことは難しいと考えられます。

まず精神科，
神経科および
カウンセリング

機関に
ご相談ください

　治療目標は，心と身体の性別が不一致なことにより生ずる，患者の苦悩，不安，
葛藤などを減弱させ，現実世界においてその生活の質（QOL）を向上させること
です。
　性同一性障害の治療は大きくわけて３つあります。

性同一性障害の治療は？

①精神療法：患者の苦悩，不安，葛藤などを主に対話を通じて，減弱させる治療法
②ホルモン療法，手術療法：いずれも望む性へ身体を変化させる治療法
③随伴する精神症状への治療：患者には，抑うつ，摂食障害，アルコール依存，不
　眠等の精神症状を伴うことがあります。これらの症状には，薬物療法も含めての
　治療が行われます。

絵でみる心の保健室．アルタ出版，2007. 絵でみる心の保健室．アルタ出版，2007.
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人格障害

人格障害（パーソナリティ障害）とは？

◆ 人格障害
・人間関係のとらえ方や感情のコントロールが，他の人と比べて非常に偏っている。
・その状態が青年期から長期間継続し，周囲の人とトラブルが生じている。

● 人格障害はどうやって診断するの？
  アメリカ精神医学会 (APA) の『精神障害の診断・統計マニュアル』(DSM- Ⅳ -TR) の診断基準に
よると，人格障害はＡ群（妄想性・シゾイド・失調型）・Ｂ群（反社会性・境界性・演技性・自己愛性）・
Ｃ群（回避性・依存性・強迫性・特定不能）の，合計11種類に分類されます。

パーソナリティ障害

　認知・感情性・対人関係機能・衝動のコントロールなどのあり方が平均的な人
と比べて大きく偏っていて，柔軟性がなく，青年期以前から長期間続いており，
著しい苦痛や社会的な機能の障害を引き起こしている状態を，人格障害（パーソ
ナリティ障害）とよびます。

　ただし，薬物の影響や身体疾患および他の精神疾患によって起こるものは除き
ます。また人格が発達途上にある18歳未満の人には診断されません。

絵でみる心の保健室．アルタ出版，2007.
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①妄想性人格障害
　人間全般に対する長期にわたる邪推・不信

②シゾイド（統合失調質）人格障害
　終生の社会的ひきこもり・孤独さ

③失調型（統合失調型）人格障害
　著しい風変わりさ・奇妙さ

人格障害の症状は？

④反社会性人格障害
　社会的規範に従わず，触法行為を繰り返す

⑤境界性人格障害
　非常に不安定な感情・気分・行動・対象関係・自己像

⑥演技性人格障害
　過度に華麗・劇的・外向的

⑦自己愛性人格障害
　自分が重要・素晴らしいという誇大な感覚

⑧回避性人格障害
　拒絶に対する極端な感受性の強さ

⑨依存性人格障害
　自信に欠け，責任を他者に預ける

⑩強迫性人格障害
　優柔不断・完全主義（強迫神経症とは異なる）

⑪特定不能の人格障害
　上の10類型のどれにも該当しないもの

◆ いずれも，本人の自覚の有無は別として，心の奥底に強い怒りや不信感・絶望感を抱い
ており，自分のありようを省みる視点がもてていないという点では，共通しています。

　診断的には11種類に分類されます。それぞれの診断名と大まかな特徴は次の
通りです。

シゾイド人格障害 

反社会性人格障害 

境界性人格障害 

強迫性人格障害 

絵でみる心の保健室．アルタ出版，2007.

イラストレーション
絵でみる心の保健室．アルタ出版，2007.



102

●●●の治療は？人格障害の治療は？

　しかし，「自分をみつめる」ことは，心の奥底にある怒りや絶望感・不信感と向き合うこと
も意味します。それは本人にとっては非常に恐ろしいことであるため，その作業はそう簡単
には進みません。むしろ，「自分から目を逸らそうとする」結果として，さまざまな問題行動
や怒りの発散が生じやすく，したがって多くの場合，治療は難航し，中断することもめずら
しくありません。
　治療としては，精神療法（個人療法・グループ療法）が主体で，症状に応じて補助的に薬
物療法（抗不安薬・抗精神病薬・気分安定薬・抗うつ薬・睡眠薬）も併用されますが，治療
期間は長めに（年単位で）考えておく必要があります。短期間での決着を図ることは逆効果
です。
　自殺自傷企図や薬物濫用など，行動上の問題が激しい場合には入院が考慮される場合もあ
りますが，入院という設定自体が本人の自省を妨げ，治療に反する結果を招く場合も少なく
ないため，「問題行動，即，入院」と単純に決めることはできません。

治療目標：自分をみつめる視点をもつこと

精神療法

薬物療法

入院

　人格障害の人は，もともとのこころの奥底の怒り・不信感・絶望感のため，精
神的に不安定になりやすい状態にあります。そのため，不安・恐怖・抑うつ気分・
摂食障害などの症状や，自傷自殺企図・薬物濫用などの行動を契機として受診に
至ったり，家族が対応に困って連れて来たりするケースが多く見られます。
　治療の目標は，「自分をみつめる視点がもてるようになる」ことです。

■ 人格障害の治療方法

絵でみる心の保健室．アルタ出版，2007.
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まわりの人ができること

詳しくは
精神科，神経科，
精神保健センターで
ご相談ください

家族が責任逃れをしていないか
　家族の側の事情を棚に上げて，「本人の問題行動
が根本的な悪である」などと考えて目先の行動の
みを抑え込もうとしたり，「手に負えないから何と
かしてくれ」などと医療機関に丸投げしようとし
たりすることは，かえって事態を悪化させること
になりかねません。

まず家族がわが身を振り返ること
　家族（とくに両親）は，まずわが身を振り返ることが必要です。家
族が自省的態度（註：自責的・自罰的態度とは違います）をもつこと
は，本人が自省的態度をもてる可能性を高めます。以上のことを前提
とした上で，本人との間の関係を見直し，適切な心理的距離を確保し，
風通しのよい関係をつくることが大切です。

　本人が人格障害とよばれる性格構造を発展させてきたことには，多くの場合，
家族（とくに両親）のありかたが影響しています。

家族が本人を邪魔者扱いしていないか
　例えば，家族が本人を悪者・邪魔者扱いしたり，怒り
のはけ口にしたり，腫れ物に触るような対応をしたりす
るなど，家族の中で強い緊張感を伴った，歪んだ支配・
依存関係が展開していることが多く，しかも往々にして
家族自体がそのあり方が問題であることを自覚できてい
ません。本人の内省力の乏しさは，家族の内省力の乏し
さを反映したものともいえます。

　「自分はなぜこんなふうな人生を歩んでしまうのだろうか。なぜこ
んなふうに行動してしまうのだろうか」という問を自分の心の中に立
てることが，全ての始まりです。
　問にはすぐ答を出す必要はありません（答を焦ると，たいていの
場合，安直な「犯人捜し」に陥ってしまいます）。自分の心の中でこ
の問をずっと温めつづけること自体に，大きな意味があります。

絵でみる心の保健室．アルタ出版，2007. 絵でみる心の保健室．アルタ出版，2007.
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身体表現性障害

身体表現性障害ってどんな病気？

　身体表現性障害とは，原因となる身体疾患が見当たらないにもかかわらず，さ
まざまな身体症状を訴える神経症のひとつです。

　この用語は比較的新しいもので，以前は心身症と呼ばれていました。この病気
の患者さんは決して仮病を装っているのではなく，本当に何か重大な体の問題が
あるのではないか，と思い込む傾向があります。中にはこういった症状を起こす
可能性のある身体疾患がみられることもありますが，症状の重症度や持続期間を
説明するには不十分です。このため患者さんはいろんな病院を転々と受診する，
いわゆるドクターショッピングを行うこともあります。

●身体表現性障害は，以下のように５つにわけられます

●どうやって治療するの？
　治療としては，薬物治療や精神療法などのほかに環境調整なども行います。

心気症

疼痛性障害

転換性障害

身体醜形障害

身体化障害

絵でみる心の保健室．アルタ出版，2007.
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身体表現性障害の症状は？

　ストレスや心の中の葛藤がさまざまな身体症状
（声が出ない，歩けないなど）になって現れます。

　疑わしい身体的な原因が見当たらず，逆に明らかなス
トレスなど心理的な原因によって，痛みが出現します。

　重大な病気にかかっているのではないか，あるいはか
かるのではないかと不安でたまりません。検査の結果異
常がなくても納得できません。

　いろいろな身体症状が同時にみられます。

　異常なくらい自分の顔や身体が醜い，
みっともないと思い込み，仕事や学校に行
けなくなくなります。

　 原因となる明らかな身体疾患がないにもかかわらず，頭痛，下痢，痛み，声
が出ない，歩けない，といったさまざまな症状がみられます。
　

絵でみる心の保健室．アルタ出版，2007.

イラストレーション
絵でみる心の保健室．アルタ出版，2007.
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いろいろな身体表現性障害

　心気症
　自分はガンやエイズなどの重大な病気にかかっているので
はないか，あるいはかかるのではないかと不安でたまらない
状態を心気症といいます。病院でさまざまな検査を行った結
果異常がなく，医師にも ｢だいじょうぶですよ ｣といわれて
も，考えを変えることができません。かえってその医師に対
し不信感を抱き，他の病院へ転院することもしばしばです。

　転換性障害
　転換性ヒステリーともよばれる病気で，ストレスや心の中の
葛藤がさまざまな身体症状（声が出ない，歩けないなど）になっ
て現れます。ほかの身体表現性障害の病気と比べると明らかな
心理的な原因がみられることが多いようです。患者さんはわざ
とこういう症状を呈する訳ではないのですが，病気になること
で何かしらのメリット（たとえば人の愛情，援助）を得ている
ことが多いようです（疾病利得といいます）。

　疼痛性障害
　この病気の患者さんは，頭部，胸部，背中，腹部など１つ
以上の場所に痛みがあると訴えます。疑わしい身体的な原因
が見当たらず，逆に明らかなストレスやそのほかの心理的な
原因を認める場合に疼痛性障害と呼びます。

  身体化障害
　身体化障害の患者さんは「頭が重い」，「下痢がある」など
複数の身体症状を同時に訴えるのが特徴です。

　身体醜形障害
　この病気の患者さんは自分の顔や身体が醜い，みっとも
ないと必要以上に強く思い込み，仕事や学校に行けなくなく
なったり自宅でこもりがちになったりします。家族など周り
の人がいくら否定しても考えを変えることができません。

　身体表現性障害は大きくわけて，①心気症，②転換性障害，③身体化障害，④
疼痛性障害，⑤身体醜形障害の５つに分類されます。

絵でみる心の保健室．アルタ出版，2007.
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注意したいポイント

　精神的なストレスなどが原因で身体症状が引き起こされるというのは，誰しも
が経験したことがあると思います。出社前や登校前に，頭痛や吐き気がしたり下
痢になったりしたことはありませんか？　人間の身体と精神は密接につながって
いるため，こういったことは正常な人にもみられます。

詳しくは
精神科，
心療内科で

ご相談ください

社会的に強く支障をきたす
　身体表現性障害とはこういった症状があまりに
頻回であったり重症であったりして，仕事や学校
に行けないなど社会的に強く支障をきたすように
なった人のことをいいます。

患者さんは体の病気と思っている
　患者さんは決してわざとやっている訳でなく，
その点で詐病（仮病）と異なります。しかしこの
病気の患者さんはなかなか精神科を受診したがら
ないことが多いのも事実です。というのは自分で
は体の病気だと強く信じているからです。

精神科診療を無理強いするのは逆効果
　医師や家族が精神科受診を無理強いするのはか
えって逆効果であることが多いようです。とはい
えろくに検査もしないうちから身体表現性障害と
判断してしまうのは危険です。実際に何か身体的
な病気が隠れていることもあるからです。

　いくら病院で診てもらっても，明らかな異常がないようでした
ら，一度精神科あるいは心療内科を受診してみてください。

絵でみる心の保健室．アルタ出版，2007. 絵でみる心の保健室．アルタ出版，2007.
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適応障害

適応障害ってどんな病気？

　適応障害は，精神疾患の中のストレス障害の一種で，多くは日常で起こるスト
レス因子が原因になります。

　ストレスに対応できない不適応反応として，気持ちが落ち込む（うつ），過度
に物事が心配になる（不安），自暴自棄になるなど普段とは違う行動を起こす（行
動障害）̶̶などの症状が出てきます。その結果，一般的な日常生活や社会生活，
職業・学業的機能において支障をきたす病気です。

● どんなストレスが原因となるの？
　例えば仕事や家庭でのトラブル，身体の病気など日常で起きうるストレスが原因
の代表になります。
　職場不適応も適応障害の１つと考えられますが，人間関係，仕事の量・内容，交
代制勤務・休憩の有無などの勤務形態，オフィスの環境なども原因となりえます。
これらに対する個人の体質・素質による適応能力の違い，私生活の環境なども原因
として捉える必要があります。ストレス因子は単一とは限らず，複数が重なってい
ることもあります。

● どんな経過をたどるの？
　はっきりと確認できる社会心理的ストレス因子に反応して，そのストレス因子の始まりから１～3
カ月以内に，情緒面や行動面の症状が出現します。それらの症状は，ストレス因子と接した時に予測
されるものをはるかに超えた苦痛の反応，もしくは社会生活，職業や学業的機能における著しい障害
です。
　一方でストレス因子（または引き起こされた結果）が消失すると，6カ月以内に症状が改善します。
ストレス要因が消失せず長期にわたって続く場合には，症状も6カ月以上持続します。
　多くの精神障害，例えば気分障害や不安障害なども，関与の程度はさまざまですが発症にストレス
が関わっていることはよくあることです。しかしすでにそれらの診断基準を満たしている場合は，適
応障害とはされません。
　また適応障害が，状態の変化に伴いこうした他の精神障害の診断基準を満たせば適応障害の診断は
変更されます。こうしたことは日常診療ではしばしば経験されることです。このように他の精神疾患
の前触れとして適応障害をきたしている可能性もあります。

キャッチ

絵でみる心の保健室．アルタ出版，2007.

イラストレーション



109

適応障害の症状は？

　普段と違った行動をとるようになり，社会的規範や，規則を守ることができ
なくなります。公共性が欠如した，反社会性の行為が認められることもあります。
例えば，けんか，家庭内暴力，自傷行為，問題飲酒，無謀運転，責任の不履行
などです。学校や会社などでいえば，常習欠勤，遅刻，ひきこもりなどがあり
ます。

　もちろん，情緒的障害と行為の障害の両方を伴うことはあります。これらの症状以外にも，社
会的な心理ストレス因子に対する不適応反応として頭痛・動悸・眠気などの身体的愁訴がみられ
ることもあります。
　これらの症状で生活機能の低下や，業績・学力の低下，場合によっては就業・就学そのものが
不可能になる場合があります。

適応障害には，大きくわけて①情緒的障害と②行為の障害があります。

抑うつ症状 不安症状

行為の障害 身体的愁訴

　抑うつ気分や涙もろさ，また絶望感などの「抑うつ気分」と，取り越し苦労，
心配症など「不安症状」があり，これら両者を伴うものもあります。

絵でみる心の保健室．アルタ出版，2007.
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どうやって治すの？

　適応障害の各症状に対しては，薬を使い症状を和らげることを目指します。同
時に原因となっているストレス因子を明らかにしていきます。そのストレス因子
に対しての対処法の助言や，周囲の環境調整を行います。

● 薬物療法
　ひどい不安や抑うつ，不眠などに対し，薬を飲んで症状を軽くする事は大切です。対処的に抗不安薬・抗
うつ薬・睡眠導入剤などを用います。症状が楽になると，視野が開けストレス因子へ対応する余裕が生まれ
ます。ただ，根本的なストレス因子の解決のための補助的な役割にとどまります。

● ストレス因子への対処
　仕事や学業上のストレス，本人や近親者の重い病気の告知や看病，経済的な問題，家庭内の夫婦間や親子
間の問題など複数のものが重なっていることが多く，話し合ってストレス因子を整理することで問題点が
はっきりしてきます。
　同じ状況にあっても１人１人にかかるストレスが異なるのは大切な点です。ストレス因子が明らかに環境
的なこと（環境要因）もありますし，個人のストレスに対する抵抗力の低さ（個人要因）が主な原因となる
こともあります。
　環境の調整を図ることが可能な状況であれば，状況の改善には職場の管理者や学校の担任，家族や周囲の
関係者への働きかけを行い，ストレスを軽くする具体策を話し合うなどの対策が必要となります。
　また同時に本人へのカウンセリングを行い，ストレス因子への対処能力を高めたり対処法を考えたりする
ことも大切です。必ずしもストレス因子は短期間で除去できるとは限りませんので，こうした本人の対処能
力を引き出し新しいもののとらえ方ができることは再発や慢性化しないために重要です。

絵でみる心の保健室．アルタ出版，2007.
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病気への対処のポイント

詳しくは
早めに

精神科医に
ご相談ください

　早めに精神科を受診すること，環境調整を行うこと，ストレスへの対処方法を
獲得すること。

早めの精神科受診
　原因となるストレスが重く，心身の変調を感じたり周囲か
ら変調を指摘されたりしたら，まずは早めに精神科医に相談
してみるのが大切です。

環境の調整
　ストレス因子に関わる関係者へ働きかけ，ストレス
因子の改善を目指し医療者を交えて具体策を話し合う
などの対策を行います。ストレス因子から一時的に離
れ休養することも時に大切です。

カウンセリング
　医師や心理療法士によるカウンセリングで，ストレス因
子への対処能力を高めることや新たな考え方の獲得が大切で
す。集団精神療法の活用（職場復帰トレーニング）など，ス
トレスへの具体的な対処法をさがしていきましょう。

ストレスをためない
　困難な状況に適応するには，相応のエネルギーが必要です。自身
のストレスをかえりみずに，無理に適応しようとしてガス欠にならな
いことが大切です。気分転換や，適度な休養をとること，相談相手
をみつけて話をすることなどで，ストレスをためない上手な工夫が日
頃の生活に求められます。

絵でみる心の保健室．アルタ出版，2007. 絵でみる心の保健室．アルタ出版，2007.
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PTSD 心的外傷後ストレス障害

PTSDってどんな病気？

● PTSDはどんなきっかけで起こるの？
　PTSDの症状を引き起こす体験は，天災・戦争・交通事故・犯罪被害などさまざまです。
  アメリカではベトナム戦争後（帰還兵の中にＰＴＳＤが多発）に，また日本では平成７年の阪神淡路大震災後に
広く注目されるようになりました。

● なぜPTSDになるの？
　同じ体験をしても，PTSD症状を起こす人と起
こさない人がいます。このように，PTSDの発症
には，その人のもつ脆弱性（ぜいじゃくせい）も
大きく関係します。
　すなわち，周りの環境（人的・物的）や自分の
能力の高さなどに大きく寄りかかっている（それ
らを心理的安定の基盤としている度合の高い）人
ほど，突然の環境の変化や自分の能力の喪失に直
面した場合，動揺が大きくなり，PTSDに陥りや
すくなるのです。
　ただ，「自分がどの程それらのものに寄りかかっ
ているか」は，それらが実際に失われてみないと，
なかなか気づきにくいため，前もって自分の脆弱
性の度合を自覚することは案外困難です。

　人生においては，理不尽な暴力や絶望的な災難などに突発的に遭遇する可能性
は，誰にでもあります。そのような，自分や人の命にかかわるような出来事に直
面した時，人間は強い恐怖や無力感を感じることがあります。そういう体験を，
心理的外傷体験（トラウマ）と呼びます。
  そういった出来事に対応するだけの心の準備ができていないとき，PTSD：
Post-Traumatic Stress Disorder（心的外傷後ストレス障害）とよばれる一連の
症状を呈することがあります。

心理的外傷体験（例：交通事故・震災）

絵でみる心の保健室．アルタ出版，2007.
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PTSDの症状は？

　いくつかの症状が１カ月以上続き，大きな苦痛をもたらす時，PTSDと診
断されます。

　不眠・怒りやすさ・警戒心・物事に集
中できない

　トラウマと関連した思考・場所・人などを避けたり
する繰り返して心の中に起こる苦痛（例：フラッシュ
バック）トラウマが思い出せない

絵でみる心の保健室．アルタ出版，2007. 絵でみる心の保健室．アルタ出版，2007.
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● 精神・心理療法（カウンセリング）
　患者さんが「外傷体験によって不安定になった」こ
とを踏まえ，そのことが患者さんの人生においてどの
ような意味をもつのかについて，理解を深めるための
援助を行う場です。
  認知行動療法（表面的な認知や行動のあり方の修正
を目指す）などの特定の治療法を推奨するむきもあり
ますが，その有効性・本質性については，意見のわか
れるところです。
  例えば外科医が手術で病巣を摘出するように，治療
者（精神科医・臨床心理士など）がPTSDの症状を直
接取り除くことはできません。

● 薬物療法
　短期的な諸症状の緩和のため，抗不安薬・気分安定薬・
睡眠薬・抗うつ薬などが，補助的に用いられます。
　

PTSDの治療は？

 　PTSDの治療の目標は，決して，外傷体験自体を忘れることや，症状を消すことで
はありません。忘れようとしたり症状を消そうとしたりすることは，かえってPTSD
への囚われを強め，逆効果になってしまいます。
  また，加害者を責めたり，運命を呪ったりしたい気持ちが出てくるのは，ごく自然な
ことですが，いくら責めたり呪ったりしても，それでPTSDが改善するわけではあり
ません。外傷体験への怒りを切り捨てるでもなく，怒りに取り込まれるでもなく，怒
りとのつきあい方を考えることが，そのまま治療過程になります。
  大切なのは，PTSDになったことの善し悪しを超えて，自分のあり方を見直し，人生
への理解を深めることです。

絵でみる心の保健室．アルタ出版，2007.
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詳しくは
精神科，
神経科，

精神保健センターで
ご相談ください

　PTSDは心的外傷後ストレス障害と訳されます。つまり心に受けた傷なのです。
それを治していくときに，まわりの人がどのように対応していくかはとても重要
で大切なものです。

まわりの人ができること

自分自身を含めた人間の弱さをわきまえる
  PTSDになった人に対して，「弱虫」，「根性なし」などと
責めたりしないことが大切です。
  無限に強い人間は存在しませんから，状況が状況なら誰で
もPTSDになる可能性はあります。自分の弱さをわきまえ
つつ，相手の弱さと向き合うことが，関わりの基本です。

対等な目線で接する
　PTSDの状態にある人は，気持ちが不安定になっています。しかし，まわ
りが「かわいそうに」，「支えてあげなければ」などと同情的に接するのは考
えものです。なぜなら，同情によってできる上下関係は，感情のもつれを生
みやすいからです。
　一方，「はれ物に触る」ような緊張した態度や，「もたれかかるな！」といっ
た拒否的姿勢は，ただでさえ不安定な本人をよけいに不安定にしてしまいま
す。  対等な目線で，その人が自分の人生を点検する過程を穏やかに見守る，
という態度が適切です。

忘却を促さない・考え方を変えさせようとしない
 　外傷体験について「忘れろ」，「考え方を変えろ」などと促
しても，何の意味もないどころか，かえって逆効果になります。
　外傷体験は確かに辛いものですが，忘れることは不可能で
すし，その必要もありません。
　また，考え方が整理されていくためには，その人なりの時
間が必要です。

　PTSDというピンチは，自らの人生のありようを振り返るチャン
スでもあります。
　不幸な出来事を「単なる災難」に終わらせず，「人生の糧」として
用いるためには，人的環境に依存する（例えば「加害者に対する糾弾」
「被害者どうしの連帯」）のではなく，自らの内面に目を向けること
が大切です。

絵でみる心の保健室．アルタ出版，2007.

イラストレーション
絵でみる心の保健室．アルタ出版，2007.
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睡眠障害

睡眠障害って何？

● 睡眠障害の患者さんはどのくらいいるの？
　主要の先進国では成人人口の約20～ 30％が何らかの睡眠の問題を自
覚しています。睡眠障害のなかでも不眠症に注目してみると，現在わが国
では，国民の約20％に不眠の訴えがあるといわれています。また，医療
現場では，日本人成人の４～６％が睡眠薬を常用しており，精神科以外の
一般診療科における処方薬の約５%が睡眠薬であるとの報告があります。

● なぜ睡眠障害になるの？
　睡眠障害の１つである不眠症では，その原因は“５つのP”として分類されます。すなわち①心理学的
（psychological），②身体的（physical），③精神医学的（psychiatric），④薬理学的（pharmacological），
⑤生理学的（physiological）であり，さらに⑥リズム位相性（phasic）も加えられる場合があります。
　ここではわかりやすくするために，原因を下図のようにわけてみました。

心理的要因
考えごと，不安，緊張，
イライラ，精神疾患など

薬理学的要因
カフェイン，ニコチン，
アルコール，一部の身体
疾患治療薬など

身体的要因
痛み，かゆみ，咳，頻尿など

睡眠環境
寝室，寝具，温度，湿度，
照度，騒音など

生活習慣
生活リズム，食事，運動，
昼寝，入浴，交代勤務，
長時間労働，ＴＶ，イン
ターネットなど

　現在の日本では，多くの人が日中のほとんどを温度や照度が一定の建物内で過ごし，日が暮れてからも人
工光の恩恵を受けた環境に身をおいています。また，人間に本来備わっている体内のリズムに逆らうかのよ
うに，深夜遅くまでTVやインターネットに熱中したり，ベッドに入るべき時刻にコンビニで買い物をしたり，
眠気覚ましにカフェイン入りの飲料を頻繁に飲んだり，交代勤務や長時間の勤務を強いられたり，といった
行動がライフスタイルに組み込まれています。こういった背景もあって，睡眠障害への社会的関心は高まり，
睡眠医療に対する期待感は大きくなっています。

　睡眠障害は，不眠症状のあるもの，睡眠中に呼吸の障害がみられるもの，過眠症状のあるもの，睡眠覚醒
リズムの障害があるもの，睡眠中に異常行動を起こすもの，睡眠に関連して運動の異常がみられるものなど
に区分けされています。

不眠症

絵でみる心の保健室．アルタ出版，2007.
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その他の睡眠障害

　すでに説明した不眠症以外の睡眠障害のうち，代表的なものを５つ取りあげました。

　睡眠中に全身の筋肉が緩むことにより，上気道が閉塞し
て呼吸する空気の流量が少なくなり，いわゆる無呼吸や低
呼吸が繰り返し起こります。その結果，酸素不足の状態に
なったり，循環器系の負担を招いたり，睡眠が分断された
りします。わが国の睡眠時無呼吸症候群の患者数は約200
万人にのぼると推定されています。 　毎日起こる日中の耐えがたい眠気と，異常に発現するレ

ム睡眠を特徴とする病態です。
　レム睡眠に関連する症状としては，次のようなものがあ
ります。
・情動脱力発作（強い情緒の動きと関連して，突然力が
抜けてしまう）
・入出眠時幻覚（睡眠と覚醒の移行期に体験する，鮮明
な現実感のある幻覚）
・睡眠麻痺（いわゆる金縛り）など
　わが国では一般人口の0.16～0.18％に起こるといわ
れています。毎日の強い眠気のために日常生活，学校や職
場での社会生活で支障をきたします。

　正常なレム睡眠中には，筋肉の緊張が低下する機構が働
きます。 しかし，何らかの原因によりその機構が障害を受
け，はげしい夢の内容に支配された異常行動を起こしてし
まうことがあります。それがレム睡眠行動障害と呼ばれ，
女性より男性に多い疾患です。

　安静にしている時に，脚を中心に不快な感覚（むずむず感，ちくちく
感，もぞもぞ感，痛みなど）が生じてきて，睡眠が障害されてしまう病
気です。脚を動かすと不快感はやや治まりますが，動かすのをやめると
再びその感覚が出てきてしまいます。成人の５%から10%にみられ，
女性は男性の1.5倍から２倍程度，起こりやすいといわれております。

　その人にとって望ましい睡眠・覚醒スケジュールと，実
際の睡眠・覚醒リズムが合っていないために，過剰な眠気
や不眠が生じる病気です。交代勤務や時差による場合や，
望ましいとされる時間よりも入眠時刻が遅れてしまう睡眠
相後退型などがあります。

絵でみる心の保健室．アルタ出版，2007. 絵でみる心の保健室．アルタ出版，2007.
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睡眠障害に対処するための
12の指針

①睡眠時間は人それぞれ，日中の眠気で困ら
　なければ十分
・睡眠の長い人，短い人，季節でも変化，8時間 
にこだわらない

・  歳をとると必要な睡眠時間は短くなる

②刺激物を避け，眠る前には自分なりの
　リラックス法
・就寝前4時間のカフェイン摂取，就寝前1時間
の喫煙は避ける
・ 軽い読書，音楽，ぬるめの入浴，香り，筋弛緩
トレーニング

参考文献　内山　真編：睡眠障害の対応と治療ガイドライン．じほう，東京，2002．

③眠たくなってから床に就く，就寝時刻にこ
　だわりすぎない。
・眠ろうとする意気込みが頭をさえさせ寝つきを  
悪くする

⑥規則正しい3度の食事，規則的な運動習慣
・朝食は心と体の目覚めに重要，夜食はごく軽く
・運動習慣は熟眠を促進

⑤光の利用でよい睡眠　
・目が覚めたら日光を取り入れ，体内時計をスイッ
チオン

・夜は明るすぎない照明を

④同じ時刻に毎日起床
 ・早寝早起きではなく，早起きが早寝に通じる
・日曜に遅くまで床で過ごすと，月曜の朝がつら
くなる

⑩十分眠っても日中の眠気が強い時は専門医に
・長時間眠っても日中の眠気で仕事・学業に支障
がある場合は専門医に相談

・車の運転に注意

⑦昼寝をするなら，15時前の20～ 30分
・長い昼寝はかえってぼんやりのもと
・夕方以降の昼寝は夜の睡眠に悪影響

⑧眠りが浅いときは，むしろ積極的に遅寝・
　早起きに
・寝床で長く過ごしすぎると熟眠感が減る

⑨睡眠中の激しいイビキ・呼吸停止や足のぴ
　くつき・むずむず感は要注意
・背景に睡眠の病気，専門治療が必要

⑫睡眠薬は医師の指示で正しく使えば安全
・一定時刻に服用し就床
・アルコールと併用しない

⑪睡眠薬代わりの寝酒は不眠のもと
・睡眠薬代わりの寝酒は，深い睡眠を減らし，夜
中に目覚める原因となる　

　日常生活の中で，睡眠障害に陥っていると感じたり，よりよい睡眠をとりたいと考えたりしている場合，まずは，
健康的な睡眠，睡眠のとり方，睡眠環境の整備の仕方などについて正しい知識をもつことが必要です。いった
ん睡眠障害が発生すると，その人の生活全般に大きく影響してくるため，誤った健康法や快眠法などの情報に
惑わされて，かえって状態が悪化するのだけは避けたいものです。ここでは，睡眠時間，生体リズム，光，体温，
嗜好品，薬物などの観点から，科学的根拠のある指針について示します。

絵でみる心の保健室．アルタ出版，2007.
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睡眠障害？それとも睡眠不足？

ダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミー

睡眠の習慣を見直しましょう～あなたも，睡眠不足になっていませんか？
　不眠や日中の眠気を訴える患者さんの中で，明らかに睡眠不足が原因で
ある方の割合が増えているようです。長時間労働や24時間型社会と関わ
る現代病のひとつといえるではないでしょうか。うつ病につながる危険性
があるにもかかわらず，受診時に自分の睡眠不足をあまり問題視していな
いケースが多いです。まずは日常の睡眠習慣を見直すことが大切です。

　人間の身体は，睡眠覚醒のリズム，体温のリズム，さまざまなホルモン分泌のリズム，自律神
経のリズムなど，いくつものリズムを互いに協調させながら，１日24時間を刻むようにできて
います。同時に，天候や季節，環境，個々の生活様式やストレスなどで生じるリズムの誤差を修
正しています。しかし，誤差が繰り返され，修正が追いつかない場合，さまざまな身体症状や精
神症状が出現します。慢性的に睡眠不足が続くと，同じような変化が体内に生じてきます。症状
としては，全身倦怠感，頭痛，動悸，息苦しさ，胸部のつっかえ感，吐き気，起床困難，日中の
眠気，集中困難，イライラ感などです。

詳しくは
神経科，精神科，
または睡眠障害を
専門とする科の
ある医療機関に
ご相談ください

睡眠不足 - 現代病の１つ

絵でみる心の保健室．アルタ出版，2007.

イラストレーション
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アルコール・物質乱用・依存

アルコール・物質乱用・
依存ってどんな病気？

● アルコール・薬物の依存の患者さんはどのくらいいるの？
　日本では約6000万人飲酒人口のうち，アルコール依存の患者は230万人程度といわれています。
また，薬物依存の患者は100万人程度といわれており，そのうち毎年5000人あまりが薬物によ
る急性，慢性の中毒症状で命を落としています。

● なぜアルコール・薬物の依存になるの？
　アルコール依存症の場合は，アルコールを摂取することによって中枢神経を抑える働きが生じ，陶酔感や
身体的・精神的ストレスを和らげる快適感が得られます。この効果（報酬効果）が得られた人には，繰り返
す反復的な飲酒欲求が起こるため依存症になりやすいのです。
　薬物依存症の場合は，薬物そのものが快楽物質として脳のなかで働いたり，もともと体のなかにある快楽
物質（ドーパミンなど）を作り出して快感が生じるため報酬効果が得られ，これらが条件付けの刺激となっ
て常習化するため依存症になりやすいのです。
　そしてこれらの結果，自分の力では，アルコールや薬物を摂取したいという欲求を抑えることが難しくな
り，強迫的な摂取も繰り返し起こるため，耐性が強化され依存症となる悪循環に陥るのです。

● アルコール・薬物の依存はどうやって診断するの？
　依存はその症状によって「精神依存」と「身体依存」に分かれます。精神依存とは，アルコールやすべて
の薬物でみられ，摂取のコントロールができなくなり，中止すると不快感，焦燥感などの精神症状がみられ
る状態のことです。身体依存とは，摂取を減らしたり，中止したりすることで離脱（禁断）症状（じっとし
ていられない，震える，幻覚がみえるなど）がみられる状態のことで，薬物の種類によってはみられないこ
ともあります。診断は，これらの精神依存と身体依存の存在や，耐性の形成，離脱症状の有無により行います。

　「乱用」とは，アルコールや物質を，一般的な，あるいは決められた用量や用法から外れ
て過剰に摂取すること，本来の目的から逸脱して不正に摂取することをいいます。これに対
して，「依存」とは，精神に作用するアルコールやこれらの薬物を繰り返して過剰に摂取し
た結果，それらの物質がなければ正気でいられなくなり，その物質の摂取がやめられない状
態のことを指します。

　物質とは，覚醒剤・麻薬などの非合法薬物，睡眠導入薬や咳止め薬などの治療薬，シンナー・
トルエンなどを指しますが，ここでは一般的に薬物について解説します。この病気の特徴と
しては，耐性（繰り返し摂取することにより効果が減るので，以前と同じ効果を得るために，
より多くの摂取が必要となる状態）が形成されたり，離脱症状（摂取を減らす，または急に
やめた時に出現する不快な身体・精神症状）がみられたりすることがあります。

絵でみる心の保健室．アルタ出版，2007.
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アルコール・薬物依存の症状は？
　依存の症状は大きくわけて，①身体症状，②精神症状，③社会症状の３つがあります。

体のあらゆる所に症状が出ます

　頭痛，めまい，ろれつがまわらない，
手足や全身が震える，異常な汗をかく，
力が入らない，歩くとふらふらするなど
の症状や胃腸，肝臓，腎臓，心臓などの
内臓の障害も起こります。

不快な精神状態に陥ります

　いらいら，怒りっぽい，じっとしてい
られない，物忘れ，集中力の低下などが
みられ，場合によっては小動物（ゴキブ
リなど）がみえる幻視や「誰かが自分を
狙ってる」などと思い込む妄想もみられ
ます。

　家庭や地域での暴言，暴力，迷惑行為
がみられ，職場では怠け，同僚とのトラ
ブル，欠勤がみられます。また，無理に
アルコールや薬物を買おうとする場合に
窃盗などの犯罪に手をそめることもあり
ます。

周囲とのトラブルが絶えません

絵でみる心の保健室．アルタ出版，2007.

イラストレーション
絵でみる心の保健室．アルタ出版，2007.
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アルコール・薬物の依存の治療は？

● 外来治療
　依存の状態や離脱症状が軽く家族などの支援体制が確立している場合は外来で治療を行うことが可
能です。主治医との治療関係を築き，断酒・断薬の必要性を納得し，行動を起こすよう個人精神療法
が行われます。

● 入院治療
　依存の状態・離脱症状が強い，全身状態が悪い場合であれば入院治療が必要となります。アルコー
ル依存で全身状態が悪くなっているときは点滴を行います。入院によって強制的に断酒・断薬の強化
が自動的に行われますから，離脱症状が治まれば入院中から集団療法などを行うこともあります。

● 薬物療法　
　不安・焦燥・不眠などを軽減するためにベンゾジアゼピン系抗不安薬（ジアゼパムなど）が用いら
れます。アルコール依存の場合は，アルコールを摂取すると不快感が現れる抗酒薬（シアナミドやジ
スルフィラム）が用いられることもあります。入院していて，離脱症状が強く，不穏，興奮，幻覚，
妄想などが著しい場合には，抗幻覚，抗妄想作用をもつ抗精神病薬（ハロペリドール）や，ジアゼパ
ムの大量投与も合わせて用いられることがあります。

● 集団療法，自助グループへの参加　
　患者１人ぼっちでは断酒・断薬に耐えられない場合もあり，同じ仲間と苦悩や治療成果を各々共有
する集団療法や，アルコール・薬物依存症の自助グループ（断酒会など），社会復帰施設でのメニュー
に参加することが有益です。

　依存症は，進行性・慢性で，人格に変化を起こし，本人のみならず周囲にも多
大なる損失を与え，時には死に至る病気であるとの認識と，本人が「依存症は病
気ではない」，「自分は依存症でない」と認めない場合が多いので，病気であると
いう認識をもたせ，治療の意志を本人にもたせることから治療が始まります。
　治療にはおもに外来治療と入院治療があります。　

絵でみる心の保健室．アルタ出版，2007.

イラストレーション



123

大切なのは早期発見・早期治療
　早期発見，早期治療がもっとも大切です。詳しくは専門の医療機関，
地域の保健所・精神保健センターなどアルコール・薬物依存症の医療
ネットワークで相談し，必要があれば早期に介入・関与を依頼してく
ださい。依存症の場合も早期発見・早期治療が重要です。

詳しくは
保健所，

精神保健センター，
病院（精神科）で
ご相談ください

まわりの人ができること

断酒・断薬は一生涯である
　目標を厳格にします。家族や周囲がこの目標に
曖昧であると，一度依存から立ち直った患者でも，
「少量ならもう大丈夫」と思い込み，またアルコー
ル・薬物の摂取を始め，結果として再度依存状態
に陥ることになるため，「断酒・断薬は一生涯で
ある」と本人も周囲も固く誓いましょう。

見捨てない
　治療が長期間になったり，治療がうまくいっても再度依
存症になったりする場合もあります。その時に見捨てられ
ると，依存症患者はまた同じ依存の悪循環に陥ることにな
るのです。家族だけではなく職場の同僚や友人達にも断酒・
断薬を勧めてもらい，本人をその場に絶対に誘わないよう
に心がけてもらう必要があります。

治療が必要な病気である
　依存症の治療は，「気合」や「根性」
といった精神論だけでは到底不可能な
病気なのです。そのため正しい知識を
もち，薬物療法や精神療法などが必要
であると認めてあげることが大切です。

アルコール・薬物の依存の正しい理解を
　アルコール・薬物の依存患者は，「意志が弱いから」「自
制心が弱いから」「道徳や倫理観が低いから」などと思
われたり，不遇な家庭的・社会的問題が原因であると思
われたりしますが，実際は「依存症という病気の結果，
そうなることの方が多い」ということをまずは本人や周
囲の人が理解することが必要です。

　アルコール・薬物の依存症の治療は本人だけの問題ではなく，家族や周囲の問
題としても捉えることが必要です。アルコール・薬物の依存症患者は家族や友人，
職場の同僚にトラブルを生むため厄介払いされがちです。それが結果として本人
の孤立・孤独・寂しさを生み，またアルコール・薬物に手をそめるのです。そし
てアルコールや薬物を摂取することを，正当化したりあきらめたりすることが多
いのです。この悪循環を断ち切るためには周囲の人の協力が必要です。

絵でみる心の保健室．アルタ出版，2007. 絵でみる心の保健室．アルタ出版，2007.
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若年性認知症

若年性認知症ってどんな病気？

● 若年性認知症の頻度は？
　1996年度の厚生省（現厚生労働省）の調査では，日本全国で２万５千～３万７千人と推計されました。
しかし，現在では軽症の人も含めると，日本全国で約10万人の若年性認知症患者がいるのではないかと
推定されています。

● 若年性認知症の原因は？
　若年性認知症は65歳未満の認知症を全て含むもので，この中には若年で発症したアルツハイマー型認
知症，脳血管性認知症などが含まれますが，前頭側頭型認知症の頻度は少なくないようです。また，頭部
外傷などにより若くして認知機能に障害を負う場合もあります。遺伝性認知症疾患の場合，一般に若年発
症の場合が多いことが知られています。この中には，家族性アルツハイマー病（原因遺伝子はプレセニリ
ンやアミロイド前駆体蛋白をコードする遺伝子など），家族性前頭側頭型認知症（原因遺伝子はタウ蛋白
をコードする遺伝子など），家族性クロイツフェルトヤコブ病（原因遺伝子はプリオン蛋白をコードする
遺伝子）などがあります。

● 若年性認知症の症状は？
　若年性認知症の症状は，基本的にはそれぞれの疾患と同じです。例えば，アルツハイマー型認知症の場
合ですと健忘を主な症状として発症しますが，病気の進行とともに言葉や行動にも障害が及びます。前頭
側頭型認知症の場合は，簡単な我慢ができなくなって一見わがままになるなど人格の変化が目立ちます。
（Ⅲ章を参考にしてください。）ただし，高齢者の場合よりも症状の進行が早いケースが見受けられますが，
これは遺伝性の場合に多いようです。

● 若年性認知症の診断は？
　うつ病などを鑑別することは重要ですので，受診までの経緯を医師は詳しく尋ねます。そして，質問に
よる認知機能検査，CT，MRI などの脳画像やSPECTなどの脳血流検査が行われます。甲状腺機能低下
症やその他の身体疾患を鑑別するために，血液検査も行われます。遺伝性が疑われる場合は，その疾患に
対するDNA検査が行われる場合があります。

　認知症の定義は，成長の過程に従って獲得した認知機能を，失った状態を指し
ます。この意味で，発達障害とは区別されます。Ⅲ章で詳しく述べられたように，
認知症はお年寄りに多い疾患です。しかし，最近比較的若い人々でも認知症に
罹患することが報告され，問題視されるようになってきました。若年性認知症は
65歳未満の認知症と定義されます。40～50歳代が多いのですが，中には20
歳代で発症する人もいます。

絵でみる心の保健室．アルタ出版，2007.

イラストレーション



125

若年性認知症の重要な問題点

● 若年性認知症の治療は？
　治療および対応の基本原則は，高齢者の場合とほぼ同じです。
　薬物療法としては，アルツハイマー型認知症の場合は症状の進行を遅らせる薬剤
（コリンエステラーゼ阻害剤）があります。また，前頭側頭型認知症の場合の常同行
為に関しても，SSRI が有効であるとされています。その他，認知症に伴うさまざま
な精神症状に対しては，対処療法的に薬剤が使用されます。
　介護に関しては，本人の自尊心を傷つけないように接しながら進めます。デイケ
アサービスやショートステイも利用されますが，高齢者主体の施設がほとんどです
ので，患者同士のコミュニケーションがうまくいかないなどの難点があります。今後，
対応できる施設が増えることが期待されています。

　若年性認知症と高齢者の認知症のもっとも異なる問題点は，まず患者自身の家族や社会の中での役
割が重いということです。65歳以上の高齢者の場合は，会社などは定年退職されている場合が多く，
年金なども支給され，経済的に社会で働くことは求められていないことがほとんどでしょう。子ども
たちも成人していて，養育に問題が生じることはあまりありません。
　しかし，若年性認知症の場合は，患者はいわゆる「働き盛り」であり，社会人として経済的に一家
を支える義務を負っている場合が多く，また専業主婦の場合でも子ども達の養育が必要な場合があり
ます。また，家族の中で誰が介護するかに関しても，高齢者の認知症の場合は配偶者，そしてすでに
成人したあるいは中高年に達した子ども達が介護することになりますが，若年性認知症の場合は，配
偶者とまだ若い子どもたち，そして患者の親が介護にあたる場合もあります。さらに，高齢者と異な
り身体が比較的健康であるといったことが，認知症にともなって徘徊や攻撃性といった精神と行動の
異常が現れた際に，逆に介護者の負担を重くさせるといったことも指摘されています。このように，
若年性認知症が患者家族に与える負担度は，高齢者の場合よりもはるかに重いことがたいへん重要な
点となります。

絵でみる心の保健室．アルタ出版，2007.
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摂食障害

摂食障害ってどんな病気？

● なぜ摂食障害になるの？
　摂食障害の生物学的な原因は明らかではありません。自己飢餓は，自立，能力，コントロール（抑制），自尊
心への悪戦苦闘を意味しているといわれてきました。また，西欧化社会の“やせ礼賛”の風潮や，やせた女性が
メディアでもてはやされるといった文化社会的要因が病態に関与しているといわれます。

● 摂食障害はどうやって診断するの？
■ 神経性大食症の診断

アメリカ精神医学会のDSM- Ⅳ -TR診断基準（概要）
A. むちゃ食いの繰り返し。
（1) ある一定時間（１日のうち２時間以内）に，通常  
　　の人が同じ時間に食べるよりも明らかに大量の食
　　べ物を食べる。
（2) むちゃ食いの間，食べることを制御できないとい
　　う感覚がある。
B. 体重増加を防ぐために不適切な代償行為を繰り返す。
　　自己誘発性嘔吐，下剤・利尿剤・浣腸・他の薬剤
　　の誤った使用，絶食，過剰な運動，など。
C. むちゃ食いや不適切な代償行為が両方とも，平均し
　 て週２回，３カ月間にわたって起こっている
D. 体形や体重を過度に気にする。
E. 障害は神経性無食欲症のエピソードの期間中にの 
    み起きるものではない。

■ 神経性無食欲症の診断

GOS診断（Lask ら）
15歳未満の場合
①　頑固な拒食，減食
②　思春期の発育スパート期に身体・精神疾患がなく
　　体重の増加がないか，減少がある
③   以下のうち２つ以上がある
　　・体重にこだわる，カロリー摂取にこだわる，ゆ  
　　　がんだ身体像，肥満恐怖，自己誘発性嘔吐，過
　　　度の運動，下剤の乱用

アメリカ精神医学会のDSM- Ⅳ -TR診断基準（概要）
①　身体疾患がなく，標準体重の85％よりもやせて
　　いようとする
②　やせていながら太ることをこわがり，体重回復に
　　抵抗する
③　ゆがんだ身体像と容姿へのこだわり，自己評価に
　　対する体重や体型の過剰な影響，または肥満恐怖
④　３カ月以上の無月経

　摂食障害は，食行動の異常です。①神経性過食症と②神経性無食欲症の２つに大別されます。

　神経性大食症は，必要以上に食べ過ぎたり食べたものを嘔吐したりします。神経性無食欲症は，標準体重を下回る
体重や，月経が止まるほどの低体重にもかかわらず，食べる量を極端に減らす，過剰な運動をする，嘔吐や下剤など
の薬物を乱用する，といったことで，やせた状態を保とうとします。
　実際には両者は移行することもあり密接な関係にあります。

絵でみる心の保健室．アルタ出版，2007.
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　身体合併症は摂食障害によくみられるもので，ひどいと生命を脅かす可能
性があります。早めに病院を受診しましょう。

①電解質の異常：嘔吐や下剤乱用
　→ナトリウム，クロール，カリウムの喪失

②心臓不整脈：徐脈（60回 /分未満），頻脈，
　低血圧，心室性不整脈，心不全

③腎機能不全 ④大脳の萎縮（可逆的）

⑤けいれん，四肢のしびれ ⑥唾液腺のはれ（可逆的）

⑦消化管の障害 ⑧歯の悪化：虫歯，歯周病，色調変化

⑨ばち状指や指のはれ ⑩浮腫と脱水

⑪月経不順，無月経 ⑫骨の異常：骨粗しょう症，
　骨折しやすさ，発育停止

⑬情動の障害：抑うつ，不安，苛立ち，気分のむら

■ 接食障害の病態形成メカニズム

拒 食 身体合併症

うつ，飢餓の心理病状の悪循環

体にはどんな影響があるの？

●摂食障害の体への影響

絵でみる心の保健室．アルタ出版，2007.

絵でみる心の保健室．アルタ出版，2007.
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まわりの人ができること

摂食障害の治療は？

● 認知行動療法
　捉え方などが不適切で、認知の歪みがあることが
ストレスになり、これが食行動異常につながってい
るという考え方があります。この考え方に基づいて、
正しい認知を促し、それに基づいた行動を行うよう
に導く治療方法です。治療効果が高いといわれます。

● 心理療法，精神分析療法
　患者さん本人に働きかける個人精神療法です。 

● 家族療法
　家族を１つのユニットとして捉え，患者さんの問
題を家族の問題として家族内の力関係のバランスを
とるように働きかける治療法です。

● グループ療法
　同じ病気の患者さん同士でお互いの問題について
考えます。同じ病気でなければ理解しにくいこころ
の問題をわかりあえる良い機会になります。

● 栄養療法
　栄養状態が悪いと認知のゆがみを生じさせやすく
なります。栄養状態を改善させることで心身両面に
働きかけます。

● 薬物療法
　今のところ，神経性大食症の治療にSSRI が推奨
される程度で，特効薬といわれる薬物はありません。
不安を取り除くお薬やイライラを止めるお薬など，
状態に応じた薬物が選択されます。

過干渉を避ける
　年齢に相応した自立性を育てるために，自分の
問題は自分で解決させることも大切です。

　食行動に注目しすぎたり，過干渉にならないように気をつけましょう。成長の
段階として温かく見守り，自立を促しましょう。

治療を病院や医師任せにしない
　日常生活の中での食事や社会的状況での
取り組みが大切です。いつもそばにいる家
族のサポートがなによりも必要です。

食べる，食べ過ぎることに目を奪われすぎない
　さまざまな場面における葛藤が食事の問題としてあ
らわれています。本人の悩みや将来に対する不安など
を聞いて適切なアドバイスをしてあげましょう。年齢
に相応した自立性を育てるために，自分の問題は自分
で解決させることも大切です。

　摂食障害の治療は根気がいります。「認知行動療法」，「心理療法，精神分析療
法」，「家族療法」，「グループ療法」，「栄養補給」，「薬物療法」，などが行われます。

絵でみる心の保健室．アルタ出版，2007.
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