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子どものトラウマの標準的な評価方法についての研究

（要旨）

 本研究は、東日本大震災で被災した児童を対象にコホート研究を行っているAセンター、

B県およびC県の子ども家庭センター、また児童精神科を有するD病院に協力を依頼し、

PTSDのA基準を満たしていた318名（（男児151名（M＝9.54）、女児＝162（M=9.84））を対

象に、PTSDのスクリーニングツールであるDSM-5版UCLA外傷後ストレス障害インデックス(以下、

PTSD-RI-5)の内的整合性の検討を行ったほか、確認的因子分析による尺度の因子構造を検討

したものである。また、子どものうつ状態を測る尺度であるDSRS-Cと子どものトラウマ症

状を測る尺度であるTSCC-Aを用いて、変数間の関連性の検討および収束的妥当性の検討、

およびPTSD-RI-5のカットオフポイントの検討も行った。

 信頼性については前年度の調査結果と同様に十分な内的整合性を確認することができ、

基準関連妥当性についても、TSCC-A の各下位尺度と中程度の相関係数が確認され、

PTSD-RI-5 の各症状が PTSD 症状をとらえられていることが確認できた。カットオフポイン

トについては PTSD-RI-5 の各尺度得点を合計した得点において、22 点をカットオフポイン

ト設定することが最適であると考えられた。

 今回の調査からも、PTSD-RI-5 の使用についてはいかなる危険性も確認されず、諸外国の

調査結果と同様に、児童青年の PTSD のスクリーニングツールとして汎用性が高く、有効な

尺度であることが示された。
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Ⅰ. 目的

本研究はトラウマ体験を負った児童青年を対象として、PTSD のスクリーニングツールである

DSM-5 版 UCLA 外傷後ストレス障害インデックス(以下、PTSD-RI-5)、バールソン児童用抑うつ性

尺度（以下、DSRS-C）および子ども用トラウマ症状チェックリスト（以下、TSCC-A）を用いて、

PTSD-RI-5 の信頼性および妥当性について検討を行い、PTSD-RI-5 の標準化を目指した。本

報告は 3 カ年の長期研究の最終報告である。

Ⅱ. 研究の流れ

筆者らは一昨年度UPID-Ⅳの信頼性を検証し、将来の有機的な使用に向けての土台作り

を行った(1)。一昨年度、当センター付属診療所を受診した13名の児童青年およびA県下の児

童養護施設と情緒障害児短期治療施設に入所中の児童青年に対して調査を実施した結果、

35名中29名が何らかの外傷体験への遭遇があり、PTSDのA基準を満たしていたことが分か

った（男児：女児＝14:15 年齢＝13.1±3.22）。また、UPID-Ⅳの17項目に対し、内的整合性

の信頼係数であるCronbachのα係数を算出したところ、全体でα=0.91という結果が得られ、

下位尺度では、再体験：α=0.90、回避：α=0.83、過覚醒：α=0.87といずれも高い内的整合性

が示された。また2週間間隔をあけて18名を対象として再テスト法を実施した結果、再検査

法による相関係数はr=0.76（p<0.01）であり、結果の安定性が見出された。また、調査開始

当初に懸念されていた対象児童への影響についても、UPID-Ⅳはその使用にいかなる危険性

もなく、対象者数の少なさなどの限界はあったものの、我が国においても欧米同様に、PTSD

症状のスクリーニングツールとして十分有用であることが明らかになった。

しかし、診断基準であるDSMが新たなバージョンになり、本国であるアメリカでもPTSDの診断基

準に若干の変更があったため、UPID-Ⅳにもそれに準拠しての改訂があったため、DSM-5 バージ

ョンの UPID（PTSD-RI-5）を翻訳し、A 県下の子ども家庭センターの協力のもと、実証的な研究を

行った。昨年度は、A県下の子ども家庭センターが実施したアセスメントで得られた 80名中、PTSD

の A 基準を満たしていた 75 名（男児：女児＝36:44 年齢＝12.40±2.63）を対象に PTSD-RI-5 の

内的整合性の検討を行ったほか、子どものうつ状態を測る尺度である DSRS-C と子どものトラウマ

症状を測る尺度である TSCC-A を用いて、変数間の関連性の検討および収束的妥当性の検討を

行った(2)。その結果、PTSD-RI-5全体の内的整合性はα=.85と十分な値を示していた。また、昨年

度の UPID-Ⅳが再検査信頼性を有しており、PTSD-RI-5 も同様の基準から作成されていることから、

PTSD-RI-5 も同様に再検査信頼性も有していることが示唆された。また、妥当性に関しては

DSRS-C と TSCC-A の下位尺度と高い相関が認められた。

今年度は、さらに対象者数を増やし、被虐待群のみではなく、東日本大震災にて被災した児童

青年や児童精神科に通院中もしくは入院中の児童青年、また一般の児童青年を対象にして、昨

年度と同様の調査を行い、PTSD-RI-5 の標準化を目指すこととなった。
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Ⅲ. 研究の概要

Ⅲ－1. 対象と方法

・対象：①東日本大震災で被災した児童を対象にコホート研究を行っている A センター

②B 県および C 県の子ども家庭センターの相談業務内でアセスメントを受けた児

童青年

③児童精神科を有する D 病院

④E 県に居住する、一般の児童青年

上記を含めた全対象者数は 318 名であった。

・使用尺度： PTSD-RI-5、DSRS-C、TSCC-A を使用した。

・調査実施時の配慮：専門職である児童心理司や臨床心理士のもと、子どもの状態を考慮

し、任意性の確保、相談体制の充実など十分な配慮が行われた。

（倫理面への配慮）

本研究は、それぞれの研究協力機関が実施したアセスメントもしくは調査で得られた、

匿名化されたデータを、許諾を得て用いている。厚生労働省が平成 14 年に策定した、疫学

研究における倫理指針の第 4 節「個人情報の保護」における規定「他の機関等の資料の利

用」に該当するため、同意を得る手続き、有害事象への対応などの倫理的配慮については、

研究者に責任は生じない。

データの取り扱いには厳重に注意し、パスワードで保護された外付けハードディスクに

保存し、ハードディスクはセンター長室内の施錠できる場所で保管する。データを扱う研

究者は、申請者と共同研究者のみである。

Ⅲ－2. 使用した質問紙

① DSM-5 版 UCLA 外傷後ストレス障害インデックス（PTSD-RI-5）

UPID は Child PTSD Reaction Index（CPTS-RI）を改訂した形で Pynoos ら（1998）によっ

て開発されたものであり(3)、原著者の許可および監修を得て日本語版が当センターで作成さ

れた。

PTSD-RI-5 は、トラウマ体験に関するスクリーニングと DSM-5 における PTSD 症状のア

セスメントのための自記式質問紙であり、6 歳以上の子どもに適用されるものである。

PTSD-RI-5 は 3 部構成になっており、まず、【臨床家が管理するトラウマ歴プロフィール】

で、子どもからの報告に加え、両親および養育者や他の適切な第三者から情報を得て、子

どもが体験したトラウマの詳細（内容や年齢）と体験の仕方（実際に被害を受けたか、目

撃したか、伝聞によるものか）を確認する。

次いで、【トラウマ歴の自己報告】では、子どもに対してこれまで重篤なケガをしたり、
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危険な目にあったことはないかを尋ね、あると答えた場合にはその概要を聴取する。次い

で、「自動車事故や転落事故など、ひどい事故にあったことがありますか？」や、「家の中

でひどくたたかれたり、なぐられたり、けられたりしたこがありますか？」など、単回性・

反復性双方の被害体験の有無について尋ね、最後に「今、一番つらいと思う出来事」を子

どもに選択してもらい、その出来事を体験した年齢を聴取する。

最後のパートでは、過去 1 ヶ月の間に、DSM-5 に基づく PTSD 診断基準に該当する反応

がどのくらいの頻度で起こっているかを尋ねる。PTSD-RI-5 では、子どもの PTSD 症状の重

症度を出すほか、ひとつ以上の外傷体験があり、かつ DSM-5 の PTSD 診断基準に沿って症

状が認められる場合には、医学的な診断ではないものの、子どもの状態を臨床判断するこ

とが可能である。

②バールソン児童用抑うつ性尺度（DSRS-C）

DSRS-C は児童を対象にしたうつ病のスクリーニングテストである。本質問紙は 18 項目の質問項

目からなっており、小学生低学年にも適用可能である。「泣きたいような気がする」や「ひとりぼっち

の気がする」といった最近 1 週間の気持ちについて、「いつもそうだ」「ときどきそうだ」「そんなことは

ない」の 3 段階で自己評価するもので、カットオフは 16 点となっている。

③子ども用トラウマ症状チェックリスト（TSCC-A）

TSCC は、Briere（1996）(4)によって作成された、8 歳から 16 歳の子どもを対象とした自記式

質問紙であり、トラウマ体験の後に生じる反応や心理的症状の評価を目的としたものであ

る。本研究で使用する TSCC-A は性的葛藤や性的刺激に対する否定的反応および性的搾取

への恐れを評価する尺度を含まないバージョンである。TSCC-A は日本語版での標準化もな

されており、T 値が 65 以上である場合にはその子どもの症状得点が「臨床域」であり、何

らかの専門的かつ臨床的支援の必要性を示唆するものとしている。また、T 値が 60 から 65

の範囲を「準臨床域」としており、その尺度に関連した症状が子どもに何らかの困難性を

与えている可能性があり、経過観察等の注意が必要であることを示している(5)。

Ⅲ－3. 統計解析

記述統計

本研究は、東日本大震災で被災した児童を対象にコホート研究を行っているAセンター、

B県およびC県の子ども家庭センター、また児童精神科を有するD病院に協力を依頼し、

PTSDのA基準を満たしていた318名（男児151名（M＝9.54）、女児＝162（M=9.84））を対象

にPTSD-RI-5の内的整合性の検討を行ったほか、確認的因子分析による尺度の因子構造を検

討したものである。

また、子どものうつ状態を測る尺度であるDSRS-Cと子どものトラウマ症状を測る尺度で

あるTSCC-Aを用いて、変数間の関連性の検討および収束的妥当性の検討を行った。なお、

対象児の中には年齢の問題でTSCC-Aが適用外となった児童もおり、それらのデータは
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TSCC-Aとの関連を検討する際には除外している。

Ⅳ. 結果

1) PTSD-RI-5 の内的整合性の検討

PTSD-RI-5 の内的整合性を検討するため、PTSD-RI-5 の B 症状の合計得点、C 症状の合計

得点、D 症状の合計得点、E 症状の得点を用いて Cronbach の α係数を算出した（表 1）。

下限値 上限値 B症状 C症状 D症状 E症状

.85 .89 .79 .91 .77 .85 .77 .77

表1　UPID尺度の症状得点に関するα係数

α係数
標準化した
α係数

その項目が除外された場合のα係数信頼区間95パーセント

全体ではα=.85 であり、尺度に十分な内的整合性が認められた。症状ごとの得点を除外

した場合のα係数を算出したところ、B 症状はα=.77、C 症状はα= .85、D 症状はα=.77、

E 症状ではα=.77 だった。C 症状を除外した場合のα係数が全体の係数よりも高くなってお

り、PTSD-RI-5 における C 症状の評価尺度の信頼性が疑われる。そのため、PTSD-RI-5 の各

下位尺度の相関係数を算出した（表 2）。

1. B症状 ―
2. C症状 .61 ** ―
3. D症状 .82 ** .60 ** ―
4. E症状 .70 ** .52 ** .79 **

―

表2　UPID-5の各症状の相関係数
1. 2. 3. 4.

* p  < .5, ** p  < .01

C 症状得点と B 症状および D 症状、E 症状得点間で有意に高い相関係数が確認された（順

に r = .61；r = .82；r = .70）。C 症状の項目が PTSD-RI-5 内のほかの症状と関連していること

から、PTSD-RI-5 において，C 症状の項目が整合していない項目ではないと考えられる。

2）PTSD-RI-5 の因子構造の検討

PTSD-RI-5 の因子構造を検討するため、各症状の確認的因子分析を行った。因子構造は 4

因子モデルを採用し，各因子間の相関を想定して行った。その結果、モデルの適合度指標

はχ２(164) ＝ 364.78 p <  01 , GFI = .89, AGFI = .86, CFI = .93, RMASE = .06 であった。χ２

値が有意であったが、サンプルサイズの大きさの要因やそのほかのモデル適合度がおおむ

ね良好であったことから、モデルは適合していると考えられる。確認的因子分析のモデル

を図 1 に示す。なお、すべてのパスおよび相関において 1 パーセント水準で有意だったた

め、有意水準の表記を省いている。また、図の煩雑を避けるため，各項目の独自性因子の

表記を控えている。

B1 から 5 項目は B 症状から中から高程度のパスが確認された（β = .64 から.81）。C 症
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状においては C1、C2 項目へ中程度のパスが確認され（順に、β = .63，.67）、D 症状にお

いては D1 から D7 項目へ中から高程度のパスが確認された（β = .50 から.81）。E 症状につ

いても同様に E1 から E7 項目へ中から高程度のパスが確認された（β = .46 から.71）。因子

間相関については高程度の相関係数が確認された（r = .75 から.99）。相関係数に関しては非

常に高い係数になっているものの、各症状の項目がそれぞれの症状と十分に関連していた。

3）PTSD-RI-5 の妥当性の検討

次に、PTSD-RI-5 における各症状得点の妥当性を基準関連妥当性によって検討を行った。

対比基準として TSCC-A の不安、抑うつ、怒り、外傷後ストレス、解離の尺度得点を用い

て PTSD-RI-5 の各症状得点との相関係数を算出した。その結果を表 2 に示す。

図 1 PTSD-RI-5 の尺度の確認的因子分析のパス図
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UPID-5
B症状 .61 ** .61 ** .55 ** .67 ** .57 **

C症状 .39 ** .35 ** .27 ** .43 ** .37 **

D症状 .60 ** .64 ** .58 ** .63 ** .61 **

E症状 .58 ** .57 ** .59 ** .56 ** .53 **

* p  < .5, ** p  < .01

表2 UPID-5の各症状とTSCCの各因子との相関行列
TSCC-A

不安 抑うつ 怒り 外傷ストレス 解離

分析の結果、PTSD-RI-5 の B、D、E 症状得点と TSCC-A の各尺度との間で中程度の有意

な相関が確認された（B 症状において、r = .55 から.67、D 症状において、r = .58 から.64、E

症状において、r = .53 から.59）。C 症状においては、低から中程度の有意な相関が確認され

た（r = .27 から.43）。これらの結果から、PTSD-RI-5 の B 症状得点、D 症状得点、E 症状得

点は PTSD 症状をとらえていると考えられる。しかし一方で、C 症状と得点は無相関ではな

いまでも低程度の相関であり、十分に PTSD 症状が反映されていない可能性がある。

4）PTSD-RI-5 のカットオフポイントの検討

最後にカットオフポイントの検討を行った。TSCC-A 尺度の外傷後ストレス項目の標準得

点 65 以上の対象者を臨床群とし、そのほかを対象群に分け、PTSD-RI-5 の合計得点を用い

てヒストグラムを作成し（図 2）、ROC 曲線を作成した（図 3）。その結果、PTSD-RI-5 尺度

の合計得点の 22 点をカットオフポイントに設定した場合、感度が.88、特異度が.83 であり、

AUC＝.90 であった。このことから，PTSD-RI-5 尺度の合計得点を 22 ポイントに設定した場

合、臨床群と対象群の判別において高い予測精度を持っていると考えられる。

図 2 臨床群と対象群の PTSD-RI-5 の得点におけるヒストグラム
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Ⅴ．まとめと考察

本研究では PTSD-RI-5 の尺度の信頼性および PTSD-RI-5 の因子構造、基準関連妥当性、カ

ットオフポイントについての検討を行った。

 信頼性については前回同様に B、D、E 症状尺度においては十分な内的整合性を確認する

ことができ、C 症状尺度に関しては十分とはいえないまでも妥当性を確認することができた。

C 症状尺度がほかの症状尺度よりも内的整合性が低かったことに関して、C 症状尺度は回避

に関する項目であり、トラウマをアセスメントする際のパラドックスがここに現れたと考

えられる。つまり、回避症状の高い子どもは、自身の症状を自覚できていないため、結果

としては過小評価になってしまうのである。臨床の場であれば、心理教育を通してトラウ

マ症状とは何かを具体的に知ることで、自身の回避症状に気づく場合もあるが、今回は調

査の場での一回限りのアセスメントであったため、回避症状についてはそれが強い子ども

ほど十分に反映できなかった可能性がある。

 因子構造に関しては、各項目が各症状を説明するものであることが確認できた。しかし、

各症状間の相関係数が非常に高く、因子構造が誤っている可能性も言及しておく必要があ

る。これについては、PTSD-RI-5 の各症状得点は複数の項目から取捨選択して合成している

尺度であり、今回の分析ではその処理に関しては検討していないことを付記しておく。実

際、表 1 の各症状の得点を用いた相関行列では中程度から高程度の相関にとどまっており、

十分に関連しつつも、各々が異なる概念であることが確認できる。したがって、PTSD-RI-5

の尺度構成は一概に悪いとは言い切れるものではなく、今後も妥当な因子構造を検討して

いくとともに、更なるデータの蓄積が必要であると考えられる。

 次に、基準関連妥当性については、TSCC-A の各下位尺度とおおよそ中程度の相関係数が

確認され、PTSD-RI-5 の各症状が PTSD 症状をとらえていると考えられる。その一方で、

TSCC-A の下位尺度と PTSD-RI-5 の症状尺度の相関係数には大きな違いがみられなかった。

これは、先の因子分析の結果と同様に各概念が独立していないことが考えられるが、症状
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の尺度得点間の相関がそれほどまで高くなかったことから、TSCC-A の PTSD 症状とは異な

る側面を反映していることがわかる。TSCC-A が旧版の診断基準に基づいて作成されたもの

であり、PTSD-RI-5 は最新の診断基準を元にしているため、PTSD の診断基準がそもそも変

わった影響が大きいと考えられる。現段階では、PTSD-RI-5 の得点に基づいて PTSD 症状を

疑うには十分ではあるが、その内容に関しては尺度得点から考えることは難しいだろう。

PTSD-RI-5 ではトラウマ体験の内容や持続期間などの聞き取りもあるため、内容については

質的に聞き取りつつ、症状の重症度として尺度得点を用いて検討することが望ましい。

 最後に、カットオフポイントについては TSCC-A の外傷後ストレス尺度の標準得点を用

いて、対象者を臨床群と対象群と分類して検討を行った。結果として、PTSD-RI-5 の各尺度

得点を合計した得点において、22 点をカットオフポイント設定することが最適であり、暫

定的に判別することは十分であると考えられる。図 3 で確認すると、対象群が 22 点を超え

ている者も確認でき、40 点前後には固まってカットオフポイントを超えてしまっている者

もいる。対象児の生活や状態をあらかじめ聞き取った上で、PTSD-RI-5 を実施し、その生活

実態と尺度得点が乖離している場合は TSCC-A や構造化面接などを使用して詳細な検討お

よび臨床判断が必要となってくると考えられた。

本年度をもって、3 年にわたる「子どものトラウマの標準的な評価方法についての研究」

が完結したことを報告する。3 年間で積み重ねた知見により、日本語で使用できる子どもの

トラウマ関連障害の評価尺度としては汎用性が高いと思われる PTSD-RI-5 の標準化を遂行

することができた。身体的な外傷を一度も負うことなく大人になる子どもがいないように、

心的外傷をその生涯で体験する子どもの数は残念ながら多い。子どもの頃に負ったトラウ

マ体験は、生涯にわたりその子ども自身、そしてその次の世代にさえも影響を及ぼす。そ

れゆえに、子どものトラウマ関連障害が適切に評価され、必要なケアにつなげていくこと

が非常に重要である。PTSD-RI-5 がその一助となることを願い、本稿を閉じる。
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