小特集
複雑性 PTSD

今年発効された国際疾病分類第 11版（ICD-11）に新たな精神疾患として設けられた複雑性PTSDは，

昨年メディアでも広く取り上げられました。何が“complex”
（複雑性）なのか，どのような治療法があ
るのか，複雑性PTSDを専門とする先生方からの情報が広まることを期待した小特集です。（金井嘉宏）
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複雑性 PTSD の診断と特徴
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ICD–11 の PTSD お よ び CPTSD
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表 1 PTSD/CPTSD の各症状（ICD-11 の記載を筆者が整理）
PTSD

CPTSD

説 明

再体験

再体験

鮮明で侵入的な記憶，フラッシュバック，悪夢などによ
る出来事の再体験

回避

回避

出来事に関する記憶・思考の回避，思い出させる活動・
状況・人の回避

脅威の感覚
の高まり
―
―
―

脅威の感覚 過剰な警戒心や予期せぬ音に対する驚愕反応などで示さ
の高まり れる，現在も脅威にさらされているという持続的な認識
感情調整
の困難

感情の過剰または乏しさ

否定的な
自己概念

自分は弱く，敗北した，価値がないという信念，トラウ
マ的出来事に関連した恥・罪悪感・失敗の感情を伴う

対人関係の 対人関係を維持したり他者に親密感を抱くことの困難
困難

続的な症状が想定されている。

の改善も報告されている 7。全 16

複雑性 PTSD に対する治療

回，毎週 60 分で，治療構造や介
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般精神保健サービスにおける対応
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複雑性 PTSD

る。CPTSD に特異的な薬物療法に
ついてはまだ知見が十分ではない。
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