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1 研究目的 

本研究は、薬物療法に依らず国民が自ら実施でき

るエビデンスに基づいた感情障害のセルフマネジメ

ント法を提案し、それを臨床において展開する基盤

をつくることを目的とした。 
 

2 研究方法 
 目的を達成するために、メンタルヘルス領域にお

いて近年注目されている認知行動療法（CBT）なら

びに補完代替療法に焦点を絞った。CBT プロジェク

トでは、わが国の教育、職域、精神科・臨床心理の

現場での臨床展開を想定したエビデンス構築を目的

に、5 つの研究課題を設定した。補完代替療法プロ

ジェクトでは、ω3 系多価不飽和脂肪酸の感情障害

における生物学的機序解明と予防法開発を目指した

2 つの研究課題を設定した。具体的な研究課題は下

記の通りである。 
 
【CBT-1】感情障害に対する認知行動療法の効果に

関する研究：うつ病におけるインターネット支援型

認知行動療法の有効性に関する単盲検ランダム化

waiting-list 比較対照試験 
【CBT-2】不安障害とうつ病性障害に対する認知行

動療法の統一プロトコルの有効性に関する予備的研

究 
【CBT-3】教育現場における認知行動療法の活用に

関する研究：認知行動療法を用いた教育プログラム

による情緒の安定化とストレス耐性の強化を目指し

た探索的研究 
【CBT-4】認知行動療法実施のための基礎コミュニ

ケーション技法の研究：看護師を対象とした認知行

動モデルに基づく対話スキル訓練マニュアルの作成 
【CBT-5】認知行動療法を用いた飲酒量低減指導技

法の地域での実用化に関する研究 
【補代-1】感情障害に対する補完代替療法の応用を

目指した臨床研究 
【補代-2】感情障害に対する補完代替療法の応用を

目指した基礎研究：精神疾患患者の死後脳における

脂肪酸の研究 
【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言ならびに厚生労働省

の｢臨床研究に関する倫理指針｣「疫学研究に関する

倫理指針」など該当する倫理指針に準拠し、研究機

関の倫理委員会の承認を得てから実施した。 
 
3 研究結果及び考察 
CBT プロジェクト 
【CBT-1】NCNP を含む三施設共同で、うつ病にお

けるインターネット支援型認知行動療法（iCBT）
の有効性に関する単盲検ランダム化 waiting-list 比

較対照試験（UMIN000009242）を開始し、目標症

例数 40 例のうち 30 例を登録、21 例は試験を完遂

した。平成 27 年 3 月までには全 40 例を登録終了す

る見込みである。その他、治療アクセスの観点から

iCBT 研究と先に実施したうつ病における認知行動

療法の効果研究（BMJ Open, 2014）のベースライ

ンデータを基に、うつ病治療までの受診期間

（DUI）の関連因子を検討した。抗うつ薬開始時の

婚姻歴とメランコリー型のうつ病が DUI 長期化に

関連していた（Int J Ment Health Syst, 2014）。 
【CBT-2】不安障害とうつ病性障害に対する認知行

動療法の統一プロトコルの有効性を検討する前後比

較試験（UMIN0000008322）を実施し、介入前後

で不安症状及びうつ症状の改善が認められた（国際

学会発表済、論文準備中）。SPIRIT に準じてランダ

ム化比較試験のプロトコルを作成し、倫理委員会の

承認を得た。不安重症度と機能障害に関する全般尺

度の信頼性と妥当性を確認した（J Affect Disord, 
2015）。 
【CBT-3】公立中学校に認知行動療法の理論と技術

を応用した教育法を導入した。学級担任が授業を実

施することで、３生徒に自分自身の情緒を観察しコ

ントロールする方法を習得させ、ストレス耐性の強

化を目指す試みを実施した。その結果、抑うつが強

い生徒にその改善効果が期待されること、過剰な抑

うつ感がない生徒では、レジリエンスが高まること

が示唆された。 
【CBT-4】看護師には基本的な対話スキル訓練への

ニーズがあることが明らかになった。そして今回作

成した基本的な対話スキル訓練は看護師の対話スキ

ル向上に有効である可能性が示唆された。 
【CBT-5】被災地を含めた地域で保健師などに地域

住民に対する予防教育あるいは認知行動療法を用い

た個別・集団での飲酒量低減指導を技術指導しなが

ら普及を図り、地域での飲酒量低減指導普及のため

の提言を行った。 
 
補完代替療法プロジェクト 
【補代-1】立川交通事故コホート研究の既収集デー

タを解析し、トラウマ直後の血清中アラキドン酸と

エイコサペンタエン酸レベルが高いほど、6 か月時

点の PTSD 発症リスクが低くなることを見出した

（Psychother Psychosom, 2013）。 更に、トラウ

マ直後の血清中低 HDL および高 TG レベルが、6
か月時点の PTSD 発症リスクと関連することを見出

した（Euro Psychiatry, 2014）。急性冠症候群後の

感情障害発症割合並びに食パターン・栄養成分の P
感情障害発症に及ぼす影響について検討する前向き

コホート研究を開始し、35 名を登録した。ω3 系脂



肪酸による妊婦のうつ病予防を目的とした台日共同

臨床試験のプロトコルを作成、オープンラベル研究

を開始した（NCT02166424）。 
【補代-2】Stanley Medical Research Institute か

ら入手した死後脳を解析し、大うつ病においてドコ

サペンタエン酸（ω3 系脂肪酸）が嗅内皮質で有意

に低下していることを見出した（Psychiatry Res, 
2013）。 
 
4 結論 
 CBT プロジェクトでは２つの研究者主導臨床試

験、次の展開が期待される予備的研究、補完代替療

法プロジェクトでは前向きコホート研究の二次解析

と死後脳解析研究を実施した。これらのエビデンス

に基づいた感情障害のセルフマネジメント法を提案

し、今後、臨床展開を進める知識と研究ネットワー

クの基盤を構築した。 
 
5 研究発表 
【原著論文】総計 49 件（H24：14 件、H25：16 件、

H26：19 件） 
【著書総説】総計：56 件（H24：28 件、H25：17 件、

H26：11 件） 
【国際学会】総計 54 件（H24：11 件、H25：15 件、

H26：28 件） 
【国内学会】総計 113 件（H24：29 件、H25：51 件、

H26：33 件） 
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7 自己評価 
1） 達成度について：目標をほぼ達成した。 
2） 学術的、国際的、社会的意義について：平成 25

年に国際栄養精神医学会（ISNPR）に設立、海

外の研究者と協同し、精神疾患の予防・治療に

おけるω3 系脂肪酸をはじめとした栄養素の役

割を研究する新学術領域を打ち立てた。 
3） 行政的意義について：本研究で検討中の新しい

CBT は、アクセス向上、医療費削減、治療時間

短縮につながる。 
4） その他特記すべき事項について：平成 25 年

度、26 年度研究報告会の一部が Medical 
Tribune で紹介された。 
うつ病に対するインターネット支援型認知行動

療法 

http://mtpro.medical-

tribune.co.jp/mtpronews/1401/1401003.html 

多価不飽和脂肪酸，HDL-Cが高いと PTSD発症リ

スクが低い 

http://mtpro.medical-

tribune.co.jp/mtpronews/1401/1401006.html 

学校教育への認知行動療法導入で抑うつ感，レ

ジリエンスが改善 http://mtpro.medical-

tribune.co.jp/mtpronews/1412/1412069.html 
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