
思います。
　池田　日本は逆に、狂犬病に対して
は非常に安全である希有な国というこ
とから、海外に行ったりするときは準
備を怠りなくして、もし咬まれた場合

にはスケジュールを守って暴露後接種
を受けるというところが肝要ですね。
　林　はい。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

東京慈恵会医科大学附属第三病院精神神経科准教授
塩　路　理恵子

（聞き手　池脇克則）

　社交不安障害についてご教示ください。
＜埼玉県勤務医＞

社交不安障害

　池脇　社交不安障害に関して、精神
科の先生方には認知されている障害だ
ろうと思うのですが、私は初めて聞き
ました。言葉からして、何となくこん
なものかなというのは想像がつくので
すけれども、どういう精神障害なので
しょうか。
　塩路　社交不安障害、最近では社交
不安症とも呼ばれるのですけれども、
基本的には人とかかわる場面、人と接
するような場面で、強い不安とか緊張
を感じてしまう障害です。
　例えば雑談をするような場面とか、
人から見られるような場面、例えば人
と食事をする、人前で話をする、人前
で何かを書くなど、人から見られるよ
うな場面で強い不安とか緊張を感じて
しまう。そのことでほかの人から否定
的な評価を受けるのではないか、恥ず
かしい思いをするのではないか、相手

を不愉快にしてしまうのではないか、
相手から拒絶されてしまうのではない
かと思い、人と接することをとても恐
れてしまう。それで、そういった場面
を避けてしまったり、すごく我慢して
しまったりするのです。
　池脇　社会の中ではずっと一人で過
ごすことはまずないですから、どこか
で人とかかわるわけですよね。それが
すごく不安で、恐怖に感じてしまうの
ですね。
　塩路　おっしゃるとおりで、人とか
かわらずに生きることはまずできない
ので、そういった場面で不安を感じる
こと自体はみんなが経験することなの
ですけれども、それをとても強く感じ
てしまって、生活にまで支障をきたし
てしまう状態といえると思います。
　池脇　確かにそういうものをちょっ
と不安に感じるのはみんなあることで
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感じを与えるとか、迷惑をかけるとい
う表現が入ったりと、いろいろな場面
で緊張してしまう人がメインになった
ので、かなり対人恐怖と社交不安障害
が重なったと考えられます。
　池脇　うつ病というのはどうなので
しょうか。
　塩路　実は社交不安障害の方がうつ
病を併存する割合はとても高いといわ
れています。だいたい社交不安障害の
方の６割の方に併存疾患があって、４
割ぐらいの方にうつ病が併存している
といわれていますし、長期経過で追っ
ていくと、うつ病が発症することもあ
ります。
　池脇　片方の障害あるいは疾患にな
ることによって、もう片方が発症しや
すいという環境ができてしまうのです
ね。
　塩路　そうですね。
　池脇　ここから治療に関してお話を
聞きたいと思います。先生は非薬物療
法を熱心に行っていますが、まず簡単
に薬物療法のほうはどうでしょうか。
　塩路　基本的に第一選択は選択的セ
ロトニン再取り込み阻害薬が一般的で、
日本ですと、パロキセチン、フルボキ
サミン、エスシタロプラムというあた
りが保険適用も通っています。
　池脇　適用がついているのですね。
　塩路　はい。あと、治療初期に補助
的にベンゾジアゼピン系の抗不安薬を
頓服程度で使用して、あくまでも薬物

療法は補助的にというか、背中を押す
役割という感じで行っています。
　池脇　先生が言われた抗うつ薬とい
うのは、多少効果が出てくるのに時間
がかかるので、当面の間、抗不安薬と
いうことでしょうか。
　塩路　はい。
　池脇　今のところ、適用を取ってい
る薬もあるし、先ほどおっしゃったよ
うに、うつ病の併存も高いようですか
ら、そういう場合にはこういう薬を使
うということですね。最後に非薬物療
法、これは精神療法と言っていいので
しょうか、それに関してはどうでしょ
う。
　塩路　精神療法として、一般に行わ
れているのは認知行動療法になるかと
思います。私どもの施設でも行ってい
る森田療法なども有効な治療法として
日本で古くから行われています。
　池脇　人前ですごく手が震えて動悸
がするという人に対して、認知行動療
法は、そういう場面でどのように持っ
ていくのですか。
　塩路　まずそういう場面を避けるこ
とで、よりひどくなってしまっている
方も多いので、そういった場面を避け
ない。曝露療法といいますが、もちろ
ん段階的に治療者とも相談しながらゆ
っくりですけれども、そういう療法を
行ったりします。震えてしまって、周
りの人が変に思っているに違いないと
いう思い込みというか、認知のゆがみ

す。よく内気な性格とか、シャイだと
か、恥ずかしがり屋とか、あがり性と
か、医学用語ではないにしても、そう
いう言葉がありますね。そういう傾向
の障害と考えていいのでしょうか。
　塩路　そういった性格ということで
したら、自分なりに生活をしていける
のですけれども、社交不安障害の方だ
と、それが自分だけでは対処しきれな
くなってしまって、例えば学校に行か
れなくなってしまう。あるいは仕事に
支障をきたしてしまうのです。
　池脇　実際に日常生活に支障をきた
す、あるいは動悸がするとか、手が震
えるとか、言葉が出ないとか、そうい
うところまでいってしまうと社交不安
障害ということですか。
　塩路　そういった診断がつくことに
なるかと思います。
　池脇　人との付き合いとなると、幼
稚園ぐらいから始まりますが、どうな
のでしょう。
　塩路　そういうお子さんがいらっし
ゃるということは言われていますが、
多くは思春期、10代半ばぐらいから20
代にかけてが一番多いといわれていま
す。大規模調査などですと、幅がある
のですけれども、だいたい３～13％程
度の方が生涯有病率を持っているとい
うデータもあります。
　池脇　高校、大学生のころというと、
ほかの精神疾患あるいは障害の中では
比較的早いものですか。

　塩路　そうですね。比較的若い方に
多いと思います。
　池脇　対人恐怖症とは違うのでしょ
うか。ちょっと重なっている感じがし
ますけれども、どうでしょう。
　塩路　対人恐怖症という言葉は日本
発の言葉で、1930年ぐらいに、森田正
馬先生が、人前で緊張してしまうとか、
赤面恐怖ですとか、そういった人たち
を取り上げて、対人恐怖という名前を
つけてから、日本ではすごく研究もさ
れていますし、臨床も多くなされてい
ます。そういった対人恐怖というのは、
人と接する場面での自分のあり方、自
分が緊張してしまっているさまとか、
身体的でいえば震えてしまうとか、赤
面とか、表情がこわばってしまうとか、
日本人の方に多いといわれているのが
視線、人と話すときの視線をどうした
らいいかわからないとか、そういった
人と接するときの自分のありように、
ほかの人がとても嫌な感じを持つので
はないかと悩む人たちです。あとは、
自分の臭いだとか、自分の視線が怖く
てほかの人を圧倒してしまうのではな
いか、というような悩みも対人恐怖に
含みます。
　池脇　今の先生のご説明だと、何と
なく社交不安障害と重なるところもあ
れば、若干似ているようで、若干違う
点もあるというような感じでしょうか。
　塩路　最近のアメリカのDSM５にな
って、診断基準の中にも、相手に嫌な
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感じを与えるとか、迷惑をかけるとい
う表現が入ったりと、いろいろな場面
で緊張してしまう人がメインになった
ので、かなり対人恐怖と社交不安障害
が重なったと考えられます。
　池脇　うつ病というのはどうなので
しょうか。
　塩路　実は社交不安障害の方がうつ
病を併存する割合はとても高いといわ
れています。だいたい社交不安障害の
方の６割の方に併存疾患があって、４
割ぐらいの方にうつ病が併存している
といわれていますし、長期経過で追っ
ていくと、うつ病が発症することもあ
ります。
　池脇　片方の障害あるいは疾患にな
ることによって、もう片方が発症しや
すいという環境ができてしまうのです
ね。
　塩路　そうですね。
　池脇　ここから治療に関してお話を
聞きたいと思います。先生は非薬物療
法を熱心に行っていますが、まず簡単
に薬物療法のほうはどうでしょうか。
　塩路　基本的に第一選択は選択的セ
ロトニン再取り込み阻害薬が一般的で、
日本ですと、パロキセチン、フルボキ
サミン、エスシタロプラムというあた
りが保険適用も通っています。
　池脇　適用がついているのですね。
　塩路　はい。あと、治療初期に補助
的にベンゾジアゼピン系の抗不安薬を
頓服程度で使用して、あくまでも薬物

療法は補助的にというか、背中を押す
役割という感じで行っています。
　池脇　先生が言われた抗うつ薬とい
うのは、多少効果が出てくるのに時間
がかかるので、当面の間、抗不安薬と
いうことでしょうか。
　塩路　はい。
　池脇　今のところ、適用を取ってい
る薬もあるし、先ほどおっしゃったよ
うに、うつ病の併存も高いようですか
ら、そういう場合にはこういう薬を使
うということですね。最後に非薬物療
法、これは精神療法と言っていいので
しょうか、それに関してはどうでしょ
う。
　塩路　精神療法として、一般に行わ
れているのは認知行動療法になるかと
思います。私どもの施設でも行ってい
る森田療法なども有効な治療法として
日本で古くから行われています。
　池脇　人前ですごく手が震えて動悸
がするという人に対して、認知行動療
法は、そういう場面でどのように持っ
ていくのですか。
　塩路　まずそういう場面を避けるこ
とで、よりひどくなってしまっている
方も多いので、そういった場面を避け
ない。曝露療法といいますが、もちろ
ん段階的に治療者とも相談しながらゆ
っくりですけれども、そういう療法を
行ったりします。震えてしまって、周
りの人が変に思っているに違いないと
いう思い込みというか、認知のゆがみ

す。よく内気な性格とか、シャイだと
か、恥ずかしがり屋とか、あがり性と
か、医学用語ではないにしても、そう
いう言葉がありますね。そういう傾向
の障害と考えていいのでしょうか。
　塩路　そういった性格ということで
したら、自分なりに生活をしていける
のですけれども、社交不安障害の方だ
と、それが自分だけでは対処しきれな
くなってしまって、例えば学校に行か
れなくなってしまう。あるいは仕事に
支障をきたしてしまうのです。
　池脇　実際に日常生活に支障をきた
す、あるいは動悸がするとか、手が震
えるとか、言葉が出ないとか、そうい
うところまでいってしまうと社交不安
障害ということですか。
　塩路　そういった診断がつくことに
なるかと思います。
　池脇　人との付き合いとなると、幼
稚園ぐらいから始まりますが、どうな
のでしょう。
　塩路　そういうお子さんがいらっし
ゃるということは言われていますが、
多くは思春期、10代半ばぐらいから20
代にかけてが一番多いといわれていま
す。大規模調査などですと、幅がある
のですけれども、だいたい３～13％程
度の方が生涯有病率を持っているとい
うデータもあります。
　池脇　高校、大学生のころというと、
ほかの精神疾患あるいは障害の中では
比較的早いものですか。

　塩路　そうですね。比較的若い方に
多いと思います。
　池脇　対人恐怖症とは違うのでしょ
うか。ちょっと重なっている感じがし
ますけれども、どうでしょう。
　塩路　対人恐怖症という言葉は日本
発の言葉で、1930年ぐらいに、森田正
馬先生が、人前で緊張してしまうとか、
赤面恐怖ですとか、そういった人たち
を取り上げて、対人恐怖という名前を
つけてから、日本ではすごく研究もさ
れていますし、臨床も多くなされてい
ます。そういった対人恐怖というのは、
人と接する場面での自分のあり方、自
分が緊張してしまっているさまとか、
身体的でいえば震えてしまうとか、赤
面とか、表情がこわばってしまうとか、
日本人の方に多いといわれているのが
視線、人と話すときの視線をどうした
らいいかわからないとか、そういった
人と接するときの自分のありように、
ほかの人がとても嫌な感じを持つので
はないかと悩む人たちです。あとは、
自分の臭いだとか、自分の視線が怖く
てほかの人を圧倒してしまうのではな
いか、というような悩みも対人恐怖に
含みます。
　池脇　今の先生のご説明だと、何と
なく社交不安障害と重なるところもあ
れば、若干似ているようで、若干違う
点もあるというような感じでしょうか。
　塩路　最近のアメリカのDSM５にな
って、診断基準の中にも、相手に嫌な

ドクターサロン61巻４月号（3 . 2017） （253）  1312 （252） ドクターサロン61巻４月号（3 . 2017）

1704本文.indd   13 17/03/13   20:24



というか、それを客観的に見られるよ
うにしていきます。
　池脇　そうすると、これは患者さん
も自分自身で治すのだという強い意思
が必要だし、見ているドクターサイド
もすごく根気よく行っていかないとダ
メですね。
　塩路　そうですね。共同作業が大切
かと思います。
　池脇　森田療法は有名ですが、どう
いう療法なのでしょう。
　塩路　森田療法は、そういった不安
とか緊張、社交不安もありますし、い
ろいろな症状を、あってはいけないも
のと考えるのではなく、人間が社会で
生きていくうえでとても自然なものだ
と考えます。その自然なものを、あっ
てはいけないものとしてねじ伏せよう
とすることで悪循環が生まれてしまっ
て、どんどんはまってしまう。
　池脇　発想を変えて、そういったも
のをまずは許容するところから始める
のですね。

　塩路　そうですね。まずは不安を自
然な感情と受け止めます。結局、社交
不安障害の方の不安の背後には必ず、
人によく思われたいとか、好かれたい
とか、受け入れてほしいという、森田
療法ですと「生の欲望」という言葉で
呼ぶのですが、そういったものが強く
て、そのために変に思われてしまった
らどうしよう、嫌われてしまったらど
うしようという不安がどんどん悪循環
で積み重なってしまうと考えます。
　池脇　森田療法は、始めてからゴー
ルがあるかどうかわかりませんけれど
も、どのくらいの期間必要なのでしょ
う。
　塩路　基本的にはこういった精神療
法ですので、例えば入院治療を行う場
合は３カ月を一つのめどにしているの
ですが、外来ですと、例えば半年やっ
てみて、振り返ってみて、再度目標を
設定してというふうに、少し根気よく
やっていくことが必要になります。
　池脇　ありがとうございました。

　山内　松本先生、まず、現代社会、
姿勢が悪いとか何とかいった理由でこ
の疾患は増えているのでしょうか。
　松本　この疾患は高齢者に多いもの
ですから、今、高齢社会が進む中で、
患者さんを診る機会が非常に増えてい
ます。
　山内　なりやすい体質とか、そうい
ったものでわかっているものはあるの
でしょうか。
　松本　男女比で言いますと、女性に
多い病気だといわれていまして、椎間
板が傷んだり、骨を支える靱帯が緩ん
だり、そういう体質の方に多い病気だ
といわれています。
　山内　特に、肉体労働の作業者に多
いとか、そういった傾向はあるのでし
ょうか。

　松本　肉体労働も腰椎変性すべり症
の症状が悪化する因子にはなるのです
けれども、肉体労働者に多いという報
告は今のところ多くはないです。
　山内　症状としては痛みが突発する
ものなのでしょうか。それとも、ゆっ
くり来るものでしょうか。
　松本　どちらかというと、ゆっくり
来ます。最初は軽い腰痛で始まって、
何か持ったり、腰を動かしたときに痛
いなというところから始まるのですが、
症状が進行すると、常に腰痛があった
り、今度は神経が後ろのほうで押され
る、つまり脊柱管狭窄という状態が起
こって、患者さんは長く歩いたり、長
く立ったりすると、この方のように、
お尻とか、あるいは脚の痛み、痺れが
出てくる、そういうふうに症状が進行

慶應義塾大学整形外科教授
松　本　守　雄

（聞き手　山内俊一）

　腰椎変性すべり症についてご教示ください。
　79歳男性で、高血圧等にて通院中。約１カ月前に左臀部痛が出現し、歩行時
に増強するため、整形外科へ紹介し、上記疾患と診断されました。

＜大阪府開業医＞

腰椎変性すべり症
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