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II. 成果の概要（総括研究報告） 
 

和文 
認知行動療法(cognitive behavioral therapy: CBT)は，うつ病や不安症をはじめとする様々な精神疾患に対

する有効な治療法の１つとして確立されている。さらに，CBT のアプローチを応用して，地域・産業・

教育など様々な非医療場面での活用も期待されている。 

中川敦夫（慶應義塾大学医学部・特任講師）らの研究グループは，わが国の CBT 治療者の実践スキル

水準の均てん化を目指し，CBT スキルの国際標準評価尺度 Cognitive Therapy Rating Scale(CTRS)の標準化

作業の一環として CBT 面接スキル評価トレーニング用音声に基準得点を設定し，CTRS 評価法とスーパ

ービジョン実施法の教材 DVD（2 巻）を作成した。また，標準 CBT プログラムでは治療に難渋する不安

障害を併存するうつ病に対する新規 CBT プログラムである rumination-focused 認知行動療法(rf-CBT) 日

本語版プログラム開発の一環として，原著者から指導の下，セッションで使用するマテリアルの試作版を

作成した。 

堀越勝（国立精神・神経医療研究センター認知行動療法センター・センター長）らの研究グループは，

強迫性障害に対する認知行動療法に関する治療者用マテリアル「強迫性障害・強迫症に対する曝露反応妨

害法-治療者用ハンドブック」を作成し，多職種向け研修補助動画教材を作成した。 

伊藤正哉（国立精神・神経医療研究センター認知行動療法センター・研修普及室長）らの研究グループ

は，PTSD に対する認知処理療法(Cognitive Processing Therapy)の最新版マテリアルの作成として，アドヒ

アランス・コンピテンス尺度と CPT-C 治療者マニュアルの作成を進め，CPT 包括マニュアルの翻訳を進

めた。さらに，CPT-C 版での研修プログラムの素案を作るとともに，セッション中で利用可能な，イラス

トを多用した心理教育教材の試作版を作成した。 

井上雄一（公益財団法人神経研究所・客員研究員）らの研究グループは，不眠に対する認知行動療法

（CBT-I）の提供者のスキル水準の均てん化をめざし，CBT-I の治療マニュアル（治療者用，患者用）の

開発，および，DVD 教材を作成した。また，日本睡眠学会と国立精神・神経医療研究センター共催の CBT-

I 研修会（ベーシックコース，アドバンスコース）を年 1 回ずつ開催した。さらに，クラウドサービスを

利用したスーパービジョン・システムの試作版を構築し，テスト・ランを実施した。 

吉村玲児（産業医科大学医学部・教授）らの研究グループは，産業場面にて産業保健スタッフ等が実施

できるコンピュータ支援型の認知行動療法を用いた一次予防プログラム（参加者用ガイド・実施者用マニ

ュアル）を開発し，企業において試験実施した。その実施経験から，ストレスチェック制度で高ストレス

と判断された労働者は，復職後支援者と比較すると直面している問題の内容が多様で，仕事内容に限らず

プライベートのストレス因を抱える者が多い可能性が示された。このため，プログラムのガイドを行う保

健スタッフの教育・訓練がより重要となることが示唆された。 

中野有美（名古屋市立大学大学院人間文化研究科・教授）らの研究グループは，認知行動療法的アプロ

ーチを取り入れた授業指導を実施できる教員育成の一環として，「規則を守る，善悪を見極める」，といっ

た点を教育・指導することと，「物事を柔軟にとらえること」を学ぶ本授業が相いれない面があるという

点について，小中学校の教員を対象にアンケート調査した。その結果，広い柔軟な考え方を教育すること

は，善悪を見極めることと同様大切なことであるという結果が得られた。 

山口 美峰子（NEC ソリューションイノベータ株式会社イノベーションラボラトリ・統括マネージャー）

らの研究グループは，地域精神保健スタッフ等が，支援者の相談に乗る際に「相談者が適切な問題整理や

認知行動的介入等を選択できる」スキルの習得支援を目的に，保健師らが相談対応の振返りに人工知能型
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認知行動療法スキル選択ツールの活用をめざし，認知行動療法の実践経験１年のカウンセラーの協力を

得て，AI 型認知行動スキル選択ツール利用による具体的な学習，活用事例を検討した。その結果，面談

の振返り，面談の型を身に着けるのに効果が期待できることを見出した。また精神保健スタッフに対し本

ツールのデモを行い，聞き取りを実施，実際の面談の振返りに利用できそうであること，特に経験の浅い

スタッフの育成に期待できるという意見が得られた。 

 

英文 
Cognitive behavioral therapy (CBT) is a well-established psychosocial intervention that is widely used for 

treating mental disorders including depression and anxiety disorders. Further, literature suggests that CBT-based 

approaches are also promising when implemented in non-clinical settings, such as community care service, work 

place and school. However, data shows that patients (or individuals) are not receiving CBT in routine practice. 

Furthermore, even when patients (or individuals) do receive these interventions evidence suggests that they are 

often not well delivered.  

Dr. Atsuo Nakagawa (Keio University) and his colleagues are currently conducting a research and development 

project to disseminate and implement CBT for depression and anxiety in Japanese clinical settings and to improve 

CBT therapists’ skills. In FY 2016, they have developed a CBT session training audio to standardize the Cognitive 

Therapy Rating Scale (CTRS) rating, and developed an educational training video for the CTRS assessments and 

practicing CBT supervisions. Further, to challenge CBT-refractory depression, especially depressed patients with 

comorbid anxiety, the study group have collaborated with the original author of the rumination-focused CBT (rf-

CBT) and developed a Japanese version of the rf-CBT session handouts for trial use in this fiscal year.  

Professor Masaru Horikoshi (National Center for Cognitive Behavior Therapy and Research) and his colleagues 

are currently conducting a research and development project to disseminate and implement CBT for Obsessive-

Compulsive Disorder (OCD). In FY 2016, they have developed a CBT (Exposure and Response Prevention) 

manual guide for therapists, and developed an Exposure and Response Prevention training video. 

Dr. Masaya Ito (National Center for Cognitive Behavior Therapy and Research) and his colleagues are currently 

conducting a research and development project to disseminate and implement Cognitive Processing Therapy (CPT) 

for PTSD. In FY 2016, they have developed an adherence and competence scale, refined the CPT manual for 

therapists and developed a trail version of educational material for CPT.  

Professor Yuichi Inoue (Institute of Neuropsychiatry) and his colleagues are currently conducting a research and 

development project to disseminate and implement CBT for insomnia (CBT-I). In FY 2016, they have developed a 

CBT manual for therapists and patients, and have developed a CBT-I training video. Further, they have developed a 

trial version of web-based supervision system and carried out a test run. In addition, they have held a training 

workshop twice in this fiscal year in conjunction with the Japanese Society of Sleep Research and the National 

Center of Neurology and Psychiatry.  

Professor Reiji Yoshimura (University of Occupational and Environmental Health) and his colleagues are 

currently conducting a research and development project to disseminate and implement CBT approaches for 

workers under high-stress. In FY 2016, they have developed an intervention manual using internet-based CBT 

programs for occupational health professional and participating workers and conducted a pilot study. In this pilot 

study, they found that workers under high-stress had various stress factors which were not limited to the workplace. 

Professor Yumi Nakano (Nagoya City University, Graduate School of Humanities and Social Sciences) and her 
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colleagues are currently conducting a research and development project to disseminate and implement CBT 

approaches in schools. In FY 2016, they have conducted a survey to clarify the hardship of implementing CBT 

approach-based classes among school teachers, and found that school teachers acknowledge the importance of 

having flexible way of thinking on the other hand the importance of good or bad dichotomous way of thinking. 

Dr. Mineko Yamaguchi (NEC Solution Innovators, Ltd., Innovation Laboratories) and her colleagues are 

currently conducting a research and development project to disseminate and implement CBT approaches in 

community health care. In FY 2016, they have conducted a pilot survey to clarify the utility of implementing 

Artificial Intelligence-type CBT skill assisting tools to mental health professionals, and found that this tool can be 

useful for understanding the basic components of consultation interview and reviewing their actual consultation 

interview sessions with their clients. 
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4. 不眠・睡眠不足の心身健康への影響と対策，井上雄一，第 28 回エイチ・エー・ビー研究機構市

民公開シンポジウム，2016/05/28，国内． 

5. オレキシン受容体拮抗薬の不眠症治療における可能性，井上雄一，睡眠薬理セミナー，2016/06/29，

国内． 

6. オレキシン受容体拮抗薬の不眠症治療における可能性，井上雄一，Insomnia Seminar，2016/08/25，

国内． 

7. 現代型不眠の理解と対応，井上雄一，Sleep & depression seminar，2016/09/07，国内． 

8. オレキシン受容体拮抗薬の不眠症治療における可能性，井上雄一，福島県睡眠学術講演会，

2016/10/13，国内． 

9. くじけない心を作る第一歩 中野有美 講習会講師 犬山市立犬山中学校 教職員夏季研修会 

2016/8/4 国内 
10. 大学生のメンタルヘルスと大学におけるサポートについて 中野有美 ファシリテータ 兼 講

師  大学生向け自殺予防啓発事業情報交換会 愛知県精神保健福祉センター 保健福祉課 

2016/7/11, 2016/11/7 
 

 

（４）特許出願 

該当なし  
 


