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Ⅰ.は じ め に

不安障害とは,不安を主症状 とする疾患であり,

DSM-ⅠIIl)から新たに設けられたカテゴリーであ

る.その中の主な疾患としては,｢パニック障害｣
｢強迫性障害｣｢社会不安障害 (社会恐怖)｣｢外傷

後ストレス障害 (PTSD)｣などが含まれる.

不安は健康な人間にも生じるものであり,それ

だけでは病気とはいえないことは言うまでもない.

不安障害の人の不安は,性質も,強さも,健康な

人の不安とは異なり,そのために日常生活に著し

い障害が生じているのである.不安障害は,健康

な人間の心理の延長線上にある病気であるが,特

有の悪循環過程ができ上がっていることが特徴で

ある.いわゆる ｢精神病｣ではなく,大きな身体

の病変によるものでもない.本人は症状に苦しん

でおり,その悩みは理解可能なものと言うことが

できる.

不安障害は,これまで心因によって生ずる病気

と考えられてきたが,近年の研究により,心理的

要因だけでなく,体質的要因,社会文化的要因な

どが相互に関連して起こることが明らかになって

きた.どの要因が強く働いているかは,個人によ

ってさまざまである.とくに神経生物学的研究が

進み,生物学的基盤が解明されつつある.

本講座では不安障害の中から ｢パニック障害｣

｢強迫性障害｣｢社会不安障害｣を取り上げて,そ
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の診断と最新の治療について詳しく解説を行いた

い .

Ⅱ.パニック障害

1. パニック障害はどんな病気か

パニック障害とは,表 12)のような急性の不安

発作 (パニック発作)が頻発する状態である.パ

ニック発作は,急激に出現する強い恐怖感,不安

感,あるいは不快感を特徴とする.突然,表 1の

症状のうち4つ以上が出現 し,10分以内に頂点

に達する.

そのようなパニック発作が頻発すると,次第に,

また発作が起きるのではないかという ｢予期不

安｣が出現してくる.さらに,発作により ｢コン

トロールを失うのではないか｣｢心臓発作を起こ

すのではないか｣｢気が狂ってしまうのではない

か｣などといった ｢過剰な心配｣が持続する.

さらに,パニック発作が頻発すると,地下鉄に

乗るのが恐い,飛行機に乗ることができない,外

出するのが恐いなどの ｢広場恐怖｣を呈し,生活

が著しく障害されるようになる人もいる.また,

パニック障害を放置すると,｢うつ状態｣へ移行

する場合がある.

パニック障害は,かつて ｢不安神経症｣｢心臓

神経症｣と呼ばれた病態である.パニック障害は

身体症状が表面に出るため,正しい診断と治療が
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表 1 パニック発作の診断 :DSM-IV2)

強い恐怖または不快を感じるはっきり他と区別できる期

間で,その時,以下の症状のうち4つ以上 (またはそれ

以上)が突然に発現し,10分以内にその頂点に達する.

(1)勤博,心惇冗進,または心拍数の増加

(2)発汗

(3)身買いまたは震え

(4)息切れ感または息苦しさ

(5)窒息感

(6)胸痛または胸部不快感

(7)曝気または腹部の不快感

(8)めまい感,ふらつ く感じ,頭が軽 くなる感じ,また

は気が遠 くなる感じ

(9)現実感消失 (現実でない感じ),または離人症状 (自

分自身から離れている)

(10)コントロールを失うことに対する,または気が狂う

ことに対する恐怖

ul)死ぬことに対する恐怖

u2)冷感または熱感

(13)異常感覚 (感覚麻痔またはうずき感)

なされていない場合がある.初診時に精神科を受

診する人は約 10% で,90%以上は一般診療科

を受診する.近年の研究により,パニック障害の

生物学的基盤が解明されつつある.

2.パニック障害の診断

DSM-ⅠV2)のパニック障害の診断基準を表2に

示した.DSM-ⅠⅤでは,広場恐怖を伴うパニック

障害と広場恐怖を伴わないパニック障害に分かれ

る.パニック障害のパニック発作は,少なくとも

1回は予期しない (自然の,前触れのない,突然

の)発作が存在することを特徴 とする.表2の

AからDのすべてを満たしたときパニック障害

と診断される.

3.パニック障害の悪循環過程 (図1)5)

パニック障害の人は身体の症状に敏感で,スト

レスに対して身体のバランスを崩しやすい傾向が

ある.慢性的なストレス状況,疲弊状態が持続し

ていることが少なくない.ストレスが持続すると,

パニック発作の前兆 としての些細な身体的変調

(軽い動悼,息苦しさ,めまいなど)が起こり,

精神経誌 (2007)109巻 4号

表2 パニック障害の診断 :DSM-ⅠV2)

A.(1)と(2)の両方を満たす.

(1)予期しないパニック発作が繰 り返し起こる.

(2)少なくとも1回の発作の後 1ヶ月間 (またはそれ

以上),以下のうちの 1つ (またはそれ以上)が続

いていたこと:

(a)もっと発作が起こるのではないかという心配の

継続

(b)発作またはその結果がもつ意味 (例 :コントロ

ールを失う,心臓発作を起こす,`̀気が狂う")

についての心配

(C)発作と関連した行動の大きな変化

B. 広場恐怖が存在する (または存在しない).

C.パニック発作は,物質 (例 :乱用薬物,投薬)また

は一般身体疾患 (例 :甲状腺機能元進症)の直接的

な生理学的作用によるものではない.

D.パニック発作は,以下のような他の精神疾患ではう

まく説明されない.例えば,社会恐怖 (例 :恐れて

いる社会的状況に曝露されて生じる),特定の恐怖

症 (例 :特定の恐怖状況に曝露されて),強迫性障

害 (例 :汚染に対する強迫観念のある人が,ごみや

汚物に曝露されて),外傷後ス トレス障害 (例 :蘇

いス トレス因子と関連した刺激に反応 して),また

は分離不安障害 (例 :家を離れたり,または身近な

家族から離れたりしたとき)

発症準備状態ができあがる.

そのような状態において,ある日突然強いパニ

ック発作が出現する.その時,強い死の恐怖,重

大な疾患ではないかという過剰な不安を感 じる

(破局的解釈).発作が治まっても,また発作が起

こるのではないかという不安が生じる (予期不

安).その不安のため,体調の変化に過剰に注意

が向き,身体症状に固執するようになる.身体症

状に注意が引きつけられると,些細な身体症状が

より起 こりやすくなり,実際にパニック発作に発

展してしまうのである (悪循環の形成).

パニック発作が頻発すると,発作を起こしやす

い状況や援助を求められない空間に対する回避行

動が引き起こされる (広場恐怖).この回避行動

が,さらに身体症状に敏感にさせ,注意を身体的

変調に向けさせ,結果としてパニック発作をさら

に引き起こしやすい状況が作られていく.
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図 1 パニック障害の悪循環過程 (侍田,2006)

4.パニック障害の治療

パニック障害の治療の第一は心理教育である4).

パンフレットを用いながら詳しい病気の説明を行

う.身体的な検査を十分に行い,心臓などの内科

的疾患でないことを保証する.そして,治療の方

法や今後の見通しについて説明していく.

薬物療法は,原則 として,抗うつ薬 (SSRIの

フルボキサミン,パロキセテンあるいは三環系抗

うつ薬のイミプラミン,クロミプラミ㌢)単剤で

治療を開始し,ベンゾジアゼピン系抗不安薬 (ロ

ラゼパム,アルプラゾラムなど)を頓服として用

いる.しかし,発作が消失したら,抗不安薬は漸

減 ･中止し,なるべく抗うつ薬単剤を使用するよ

うにする.抗うつ薬は十分量を十分期間継続する

必要がある.また,うつ病が合併する場合は,

SSRIにこだわりすぎず,うつ病の治療を優先さ

せる必要がある.薬物療法は1年以上継続すると

再発しにくいと言われている.

精神療法としては,一般には支持的なアプロー

チが行われる.症状や不安の程度を十分に聞き,

苦しみを理解する.そして,問題点を整理し,栄

作時の対処の仕方や不安を乗 り越える方法などに

ついて助言していく.広場恐怖に対しては,段階

的に行動範囲を広げる練習をする行動療法が行わ

れる.認知行動療法や森田療法が適応の場合も少

なくない.
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Ⅲ.社会不安障害

1. 社会不安障害の診断

社会不安障害 (社会恐怖ともよばれる)は,対

人交流場面における強い緊張や恐怖感を特徴とし,

過度に恥ずかしがったり,他人からの評価を強 く

恐れたりする疾患である.

具体的には,他人と話をしたり,人前で行動し

たりする社会的状況において,変に思われるので

はないか,恥をかくのではないかと心配し恐れる

ことが特徴である.そのような状況に入ると強い

不安が生じ,激しい苦痛を感じる.そのため,そ

のような状況をなるべく避けようとする.やむを

得ずそうした状況に入らなくてはならないときは,

強い苦痛を堪え忍んでいる.日常生活や仕事上で,

大きな支障が生じていることが少なくない.表

32)にDSM-IVの診断基準を示した.

社会不安障害に似ている病態として,わが国で

は ｢対人恐怖症｣という状態がある.これは現在

では,社会不安障害と概ね同じ概念であり,わが

国特有の-型と考えられている.社会不安障害と

対人恐怖症の関係を図23,6)に示す.

これまで,社会不安障害や対人恐怖症は,本人

の性格の問題として誤解されてきた.しかし最近

の研究によると,多 くの人たちがこの間題で悩み

(一般人口の3-13%),社会生活において大きな

障害を生じていることがわかってきた.さらに,

薬物療法や精神療法を用いた適切な治療により改

善することが解明されてきた.社会不安障害は,
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表 3:社会不安障害の診断 :DSM-1V2)

精神経誌 (2007)109巻4号

A.よく知らない人達の前で他人の注視を浴びるかも

しれない社会的状況または行為をするという状況の

1つまたはそれ以上に対する顕著で持続的な恐怖.

患者は,自分が恥をかいたり,恥ずかしい思いをし

たりするような形で行動 (または不安症状を呈した

り)することを恐れる.

注 :子どもの場合は,よく知っている人とは年齢相

応の社会関係を持つ能力があるという証拠が存

在し,その不安が,大人との交流だけでなく,

同年代の子どもとの間でも起こるものでなけれ

ばならない.

B.恐怖している社会的状況への暴露によって,ほとん

ど必ず不安反応が誘発され,それは,状況依存性ま

たは状況誘発性のパニック発作の形を七ることがあ

る.

注 :子どもの場合は,大声で泣く,かんしゃくを起

こす,動作が止まってしまう,またはよく知ら

ない人と交流する状況から遠ざかるという形で,

恐怖が表現されることがある.

C.患者は,恐怖が過剰であること,または不合理であ

ることを認識している.

注 :子どもの場合,こうした特徴のない場合もある.

D.恐怖している社会的状況または行為をする状況は回

避されているか,またはそうでなければ,強い不安

または苦痛を伴い耐え忍ばれている.

E.恐怖している社会的状況または行為をする状況の回

避,不安を伴う予期,または苦痛のために,その人

の正常な毎日の生活習慣,職業上の (学業上の)機

能,または社会活動または他者との関係が障害され

ており,またはその恐怖症があるために著しい苦痛

を感じている.

F.18歳未満の患者の場合,持続期間は少なくとも6

ケ月である.

G.その恐怖 または回避は,物質 (例 :乱用薬物,投

薬)または一般身体疾患の直接的な生理学的作用に

よるものではなく,他の精神疾患 (例 :広場恐怖を

伴う,または伴わないパニック障害,分離不安障害,

身体醜形障害,広汎性発達障害,または統合失調病

質人格障害)ではうまく説明されない.

H.一般身体疾患または他の精神疾患が存在している

場合,基準 Aの恐怖はそれに関連がない (例 :恐

怖は,壁 ,パーキンソン病の振戦,または里墜

性無食欲症または神経性大食症の異常な食行動を示

すことへの恐怖でもない).

◆該当すれば特定せよ:

全般性 :恐怖がほとんどの社会的状況に向けられてい

る場合 (例 :会話を始めたり続けたりすること,小さ

いグループに参加すること,デートすること,目上の

人に話をすること,パーティーに参加すること).

注 :回遊性人格障害の診断の追加も考慮すること.

山下 格

笠原 嘉

植元t村上

DSM-IV

図2 社会不安障害と対人恐怖の概念 (朝倉ら,2000)
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｢若年で発症し,病気ではないと思われてきたが,

きちんと治療すれば治る病気｣であると言える.

2.社会不安障害の症状

1)社会不安障害

他人と話をしたり,他の人がいる前で何か行動

したりする時に,自分の言動が不適切なために,

恥ずかしい思いをするのではないか,変に思われ

るのではないか,軽蔑されるのではないかと恐れ

る.具体的には,人前で話をすること,小さなグ

ループやパーティーに参加すること,目上の人と

話をすること,見知らぬ人に話しかけること,他

人の視線を浴びること,公共の場所で飲食するこ

と,人前で字を書 くこと,電話に出ること,公衆

トイレで用を足すことなどを恐れる.

自分が恐れている対人関係や社会的状況に入る

ことによって,強い不安感,激しい苦痛が生じる

ことになる.例えば,話している時に声が震えた

り,顔が引きつったりしていると気づかれて恥を

かくのではないかと考えて非常に不安になる.不

安に伴う身体症状も現れやすく,顔の紅潮,動悼,

手の震え,声の震え,発汗,胃腸の不快感,下痢

などがみられる.本人は,自分の恐怖が過剰であ

ることや不合理であることはわかっている.

恐怖している対人関係や社会的状況は,通常回

避されている.やむを得ずそうした状況に入らな

くてはならない時は,強い苦痛を耐え忍んでいる.

恐怖している対人関係や社会的状況を回避したり,

強い不安や苦痛を感じることにより,日常生活,

仕事,社会生活に著しい支障が生じている.重症

の場合は,全ての社会的状況に恐怖を感じて,引

きこもってしまう場合もある.

初対面の人に感じる不安,あがり易さ,内気な

性格は一般的なものであり,強い不安や回避行動

のために著しい障害が生じていない場合は,社会

不安障害とは診断しない.

特定の状況 (例えば,公共の場所で飲食,人前

で書字など)に限って症状を訴える ｢限局型｣と,

ほとんどの社会的状況において苦痛を感じ,回避

する ｢全般型｣に分けられる.
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2)対人恐怖症

対人恐怖症は,社会不安障害と概ね同じ概念で

あり,わが国特有の-型と考えられている6).赤

面恐怖 (人前で顔が赤 くなるのが苦痛),自己視

線恐怖 (自分の視線がきついと悩む),自己臭恐

柿 (自分から嫌な臭いが出ていると苦 しむ),醜

形恐怖 (自分の顔が醜いと悩む)などのタイプが

ある.

患者は,自分の赤面,きつい視線,嫌な臭い,

醜い表情のために,周囲の人に不快感や緊張感を

与えてしまっていると感じている (対人性をもつ

身体的欠点の存在).その存在に関する確信はき

わめて強固である (確信性).そのため周囲の人

たちは,自分の不快な症状のために,目をそらし

たり,下を向いたり,鼻をすすったり,咳払いを

したり,ひそひそと自分のことを話しているよう

に感じる.周りの人がそのような行動をとるのは,

自分の赤面,きつい視線,嫌な臭い,醜い表情の

せいであり,それは,周囲の人の表情 ･動作 ･話

し声から直感的に感じ取れると述べる (関係妄想

性).その症状のために周囲に迷惑をかけて申し

訳ないと思っている (加害妄想性).しかし,こ

の妄想様体験は一定の範囲内にとどまり,それ以

上発展することはない.妄想的ではあるが,統合

失調症の被害妄想とは明らかに異なる (限局性).

この症状のために周囲に不愉快な思いをさせ,自

分も恐怖を感ずるのは,学校や職場や近所の身近

な人たちである.親や親友の前ではほとんど緊張

せず,赤の他人にもあまり気づかいをせずにすむ

(状況依存性).

3. 社会不安障害の治療

社会不安障害の人は,自分の症状を病気ではな

く性格の問題であると思っている人が多い.した

がって,病気の内容,治療の方針,今後の見通し

について詳しく説明することが重要である.現在

の症状は性格や身体疾患が原因のように見えるが,

適切な治療により改善し,より充実した社会生活

を送れるようになれることを説明する.

薬物療法の第一選択薬はSSRIである.ベンゾ
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ジアゼピン系抗不安薬は補助的に用いることが多

い.例えば,ある特定の状況に限局して症状が出

現する社会不安障害の場合には,その状況の前に

抗不安薬を頓服するように工夫する.SSRIが無

効な場合は,SNRI(セロトニン･ノルアドレナ

リン再取 り込み阻害薬)や三環系抗うつ薬が用い

られることもある.個人差はあるが,薬物療法は

1年以上継続すると再発しにくいと言われている.

精神療法の基本は一般的な支持的精神療法であ

る6).初診時には,十分な共感をもって熱心に耳

を傾ける.症状に関する悩みを十分に聞き,長年

堪え忍んできた苦しみ,他人にはわかってもらえ

なかったつらさを理解することに努める.精神療

法的なアプローチの進め方としては,まず,症状

を十分に把握することから始める.いつ,どのよ

うな状況で,どのように感じて,どのように考え

て,どのように振る舞ってしまうのか,について

詳しく聞いていく.治療者とともに問題点を整理

し,現実に即した対処の仕方や生活の工夫を考え

ていくことを基本とする.そして,原則としては

｢症状を持ちながらも,なるべ く普通の生活を前

向きに進めていこう｣｢今,ここから,できるこ

とから始めよう｣と伝え,励ましながら,建設的

な行動には十分な賞賛を送っていく.

回避行動が著しい場合は,行動療法的に段階を

設定して,一つ一つ慣らしていく方法をとること

もある.症例によっては,認知行動療法や森田療

法が有効な場合も少なくない.長年引きこもって

しまっている場合は,病院のデイケア･作業療法

や自助グループなどの社会資源を利用する.集団

における対人関係の場で,安心感を得ながら,少

しずつ現実的な対応の仕方や技術を身につけてい

くことが重要であると思われる.

Ⅳ.強迫性障害

1. 強迫性障害とはどんな病気なのか

強迫性障害とは,本人にとってはばかばかしい,

無意味で不合理な考え･感情 ･行動が,繰 り返し

頭の中に生じて支配的となり,抑えようとしても

抑えきれない状態である.かつて ｢強迫神経症｣
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と呼ばれたものである.

強迫症状は強迫観念 (繰り返し頭に浮かぶ不吉

な考えや衝動,嫌なイメージ)と強迫行為 (手を

洗ったり,順番に並べたり,点検したりする反復

行動)に分けることができる.強迫性障害は以下

の4つの特徴をもち,少なくとも2週間の間,ほ

とんど毎日存在することが特徴である.

①強迫症状は自分の心の中に生じたものであり,

外部から影響を受けたものではない.

(参強迫症状は反復して起こり不快であり,本人

はそれが過剰である,あるいは不合理である

と認識している (子どもの場合は認識してい

ないこともある).

③本人は強迫症状に抵抗しようとしている.

④強迫観念や強迫行為を実行することは,それ

自体楽しいものではない.

表4にDSM-ⅠV2)の診断基準を示した.軽い強

迫症状 (鍵やガス栓の確認など)は,健康な人に

もみられるものだが,強迫性障害では,症状は本

人にとって苦痛になっており,そのために日常生

活に大きな障害が生じていることが特徴といえる.

以前は比較的まれな病気であると考えられてい

たが,近年の疫学調査では,生涯有病率は一般人

口の2-3% にのぼっている.これまで,強迫性

障害はなかなか治りにくい病気であると考えられ

てきたが,近年,薬物療法 (特にSSRI)と精神

療法 (特に行動療法)を適切に行うことにより改

善することが明らかになってきた.

2.強迫性障害の治療

強迫性障害の治療は,心理教育,薬物療法,心

理社会的治療などを組み合わせた総合的なアプロ

ーチが必要である.強迫性障害の人は,症状をも

っていてもそれを癖のようなものと考えていたり,

病気ではないと思っていたりすることが多いので,

症状発現から受診までに時間がかかることが多い.

そこで,病気について,治療の方法について,今

後の見通しについて詳しく説明する.治療に対す

るモチベーションがその成否を決めると言っても

過言ではない.
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表4強迫性障害の診断 :DSM-ⅠV2)
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A. 強迫観念または強迫行為のどちらか

L強迫観念 :(1x2X3×4)によって定義される

(1)反復的,持続的な思考,衝動,または心像で,そ

れは障害の期間の一時期には,侵入的で不適切な

ものとして体験されており,強い不安や苦痛を引

き起 こすことがある.

(2)その思考,衝動または心像は,単に現実生活の問

題についての過剰な心配ではない.

(3)その人は,この思考,衝動,または心像を無視 し

たり抑制したり,または何か他の思考または行為

によって中和しようと試みる.

(4)その人は,強迫的な思考,衝動,または心像が

(思考吹人のように外部から強制されたものではな

く)自分自身の心の産物であると認識している.

■強迫行為 :(1x2)によって定義される

(1)反復行動 (例 :手洗い,順番に並べる,点検)ま

たは心の中の行為 (例 :祈る,数を数える,声を

出さずに言葉を繰 り返す)であり,その人は強迫

観念に反応して,または厳密に適用しなくてはな

らない規則に従って,それを行うように雷区り立て

られていると感じている.

(2)その行動や心の中の行為は,苦痛を予防したり,

緩和 したり,または何か恐ろしい出来事や状況を

避けることを目的としている.しかし,その行動

はそれによって中和 ･予防しようとしていること

とは現実的関連をもっていないし,または明らか

に過剰である.

B. この障害の経過のある時点で,患者は,その強迫観

念 ･強迫行為が過剰である,または不合理であると

認識したことがある. (注 :これは子供には適用さ

れない)

C.強迫観念または強迫行為は,強い苦痛を生じ,時間

を浪費させ (1日1時間以上),患者の正常な毎日

の生活習慣,職業 (学業)機能,または日常の社会

的活動,他者との人間関係を著明に障害している.

D.他の Ⅰ軸障害が合併 している場合,強迫観念または

強迫行為の内容がそれに限定されていない (例 :壁

全堅萱が存在する場合の食物へのとらわれ ;選重壁

が存在している場合の抜毛 ;身体醜形障害が存在し

ている場合の外見についての心配 ;物質使用障害が

存在している場合の薬物へのとらわれ ;王ら墨壷が存

在している場合の重篤な病気にかかっているという

とらわれ ;性曙好異常が存在している場合の性的な

衝動または空想へのとらわれ :または杢三三病が存

在している場合の罪悪感の反復思考.

E. その障害は,物質 (例 :乱用薬物,投薬)または一

般身体疾患の直接的な生理学的作用によるものでは

ない.

◆該当すれば特定せよ :

洞察に乏しいもの :現在のエピソー ドのほとんどの期間,

患者はその強迫観念および強迫行為が過剰であり,また

は不合理であることを認識していない.

現在,強迫性障害に対する有効性が示されてい

る薬剤は,選択的セロトニン再取 り込み阻害薬

(SSRI)と三環系抗うつ薬のタロミプラミンであ

る.SSRIは強迫性障害に対する第 1選択薬であ

る.効果発現までに6-8週間以上かかり,投与

量もうつ病に対して用いるより高用量が必要なこ

とがある.SSRIで効果がない場合には,三環系

抗うつ薬のクロミプラミンを使用してみる.それ

でも効果がない場合には,他の作用をもつ薬物を

併用することも選択肢の一つである.図3は,

Goodmannら7)が提唱した強迫性障害に対する

生物学的治療のアルゴリズムである.

精神療法的アプローチの基本姿勢は,症状を十

分に聴いた上で,｢今,ここから,できることか

ら始めよう｣｢症状を持ちながらも,なるべく普

通の生活をしていこう｣という生活指導的アプロ

-チである.

その上で行われる精神療法として最も用いられ

ているものは行動療法である.とくに強迫行為に

対して ｢曝露反応妨害法｣が用いられる.強迫症

状が生じる状況に直面しながら,そこで起こる強

迫衝動や不安をそのままにして,強迫行為を行わ

ないですませることで,強迫衝動や不安の減少を

体験して症状の軽減を図っていく方法である.

まず,飯倉8)の図4を参考にしながら,強迫性

障害の悪循環のメカニズムを説明する.ある刺激

が生じる (物に触る)と強迫観念 (不潔恐怖)が

起こる.すると不安が増大する (バイ菌が付いた

のではないか).そこで強迫行為 (手洗い)を行

うと,一時的に不安が低下する.しかし強迫行為

は麻薬のようなもので,少し不安になるたびに強

迫行為をしないと気がすまなくなる,強迫行為を
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図 3 強迫性障害に対する生物学的治療のアルゴリズム (Goodmann,eta1.,19937))

図4 強迫性障害の悪循環過程 (飯倉,1999B))
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止めるとさらに大きな不安が襲ってくるので,結

局悪循環に陥ってしまう.したがって,我慢でき

るものから我慢していくのが治療であると説明す

る.

次に,恐怖の対象を不安の弱いものから強いも

のへと並べた不安階層表を作り,不安の少ないも

のから治療を始める.例えば,洗浄強迫の人は,

不安の少ないものから実際に触ってみる.治療者

は ｢手を洗いたくなっても我慢しよう｣と助言す

る.初めは不安が少し強まるが,強迫行為をしな

い状態を続けると,時間とともに不安が軽減して

いくことを体験させるのである.一つ我慢できる

と他も我慢できるようになっていく.次第に強い

不安対象へ治療を進めていく.認知療法的に ｢思

考記録表｣をつけて,自分の感情や行動を観察し,

修正していく方法も行われる.
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