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うつが問題である理由

治療をするかしないか
全部治療するわけにはいかないし，必要ない

実際に提供されている治療の問題
世の中いろいろ，人生いろいろ

第三世代の認知行動療法の紹介
アクセプタンス マインドフルネス

うつ病の場合

日常病（Common Disease)
内科もよく受診している，内科でも治療できると良い
有病率の増大 若い世代ほど↑ 加齢するほど↑

WHO Global Burden of Disease研究
2020年 DALY（Disability Adjusted Life Year）

•28％は 神経精神疾患
1.虚血性心疾患 2.うつ病 3.交通事故 4.脳血管性疾患
5.慢性閉塞性肺疾患 6.下部気道感染

他の疾患に合併すると他の疾患の予後を悪くする
慢性心不全患者においてうつ病を合併すると死亡率が2倍

見落し，不十分な治療が多い

総合診療科：外来診療での
見逃しを防ぐための7か条

不全寛解で長引くと
生坂正臣 2003

 第1条 日常病を知る

第2条 心因性疾患に強くなる
×器質性疾患に当てはまらず，検査が正常だから心因性だ
○心因性疾患は除外診断ではなく，診断基準を満たしていれば積極的に診
断する

 第3条
 第4条
 第5条
 第6条
 第7条

病歴聴取で疾患を予想する
マンネリ化を防ぐ
逆転移に敏感になる
過労をさける
見逃し症例の検討会を行う

再発の危険性が高まる 3倍
自殺のリスク・物質乱用の危険が高まる
心理社会的な障害
職業上の障害
身体疾患の予後を悪化
医療サービスの濫用
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一方でうつ病の過半数は自然に治る

うつ病の治療の知識

プラセボ対照研究

いくら調べてもわからないこと

あるSNRIのある治験
•対象患者：中等度以上の外来うつ病患者 HAM-D18点以上
•8週間投与
•寛解率 プラセボ群：66% 実薬群：44%

初めてのうつ病について

•どの薬がどの量必要か，将来どうなるかは予測不能
•症状の種類・重症度と原因，治療のマッチングはない
例外 非定型うつ症状，季節性感情障害

•合併症・緊急性は治療・治療形態とマッチングする

地域対象自然史研究 「うつ病には2種類ある」

わかっていること

50%の患者 8週間以内に自然に寛解
•いわば，こころの風邪の患者 癒しと休息でOK

50%の患者 8週間以上かかる
20%の患者 2年以上
20～30％？ うつが治っても合併精神障害，人生の問題

2回目以降のうつ病について

•過去の反応が将来にもあてはまる
•ストレスがなくても発症
•症状やライフイベントよりも経過が役立つ

臨床場面の問題

方法

 治療ガイドライン

医療機関に対するアンケート調査

 コクラン共同計画のレビュー
 NICEガイドライン www.nice.org.uk
 その他，American Psychiatric Association, その他

 診断には：DSM，ICD
 治療には：抗うつ薬，認知行動療法，対人関係療法，
など
 しかし，実際は？

講演会，ランチョンセミナーなどで配布

A心療内科クリニックにおける診療調査
2003/4~2004/3
18~64歳のストレス関連外来新患について
819名(18~64歳の新患全体837名 全体1031名)

 認知行動療法はどうやって習うの？

 認知行動療法が実地臨床においてどの程度用いら
れているのか？
 15分間で実施可能な方法は？

結果 アンケート

結果 A心療内科

患者数 0(新患お断り)~800(F市民病院精神科)
診断
約半数がICD，DSM
テスト利用 時々エゴグラム HAM-Dはゼロ
病名

病名

・パニック障害
・身体表現性障害
・自律神経失調症
・抑うつ神経症

・うつ病，うつ状態
・社会不安障害
・心身症
・不眠症

・適応障害
・強迫性障害
・不安障害

・スルピリド

・SSRI

治療
・ベンゾジアゼピン

抑うつ神経症 39% 感情障害(うつ状態) 14%
反応性抑うつ 13%

処方
スルピリド

60% (ドグマチール細粒10％が460名)

治療
「クライエント中心療法」(ご本人談)
批判やラベル付けをせず，よく患者の話を聞いている

治療の感想
うつ，パニックは良くなる。強迫・恐怖症・疼痛性障害に困る。
以前はボーダーラインで困っていた。外来受付時間を午前中
に限ったら少なくなった。
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現在の治療ガイドライン NICE
Watchful Waiting
軽症のうつに対しては処方なしで2週間観察する

認知行動療法
第一世代
1950年代 レスポンデント理論 S-R理論
•嫌な気持ちを楽な気持ちで打ち消せば，良くなる

Hull,Wolpe,Marks,Eysenck
系統的脱感作，リラクゼーション
•「認知」「思考」「心」の影響も考えろ！

第二世代
1960年代 精神疾患の病因の認知モデル作成
•病気になるのは否定的な認知があるからだ，これを合理的な認知で
打ち消せば，良くなる

Ellis,Beck,Clark,Salkovskis
認知再構成，問題解決訓練，ストレス免疫訓練，思考停止法
気ぞらし

でも

第三世代

DSMの疾患ごとに認知モデルつくっているけど，
そのモデルのエビデンスは？
うつ病は否定的な認知が原因だ

1990年代 応用行動分析の言語への応用

治ったら跡形もないけど？
では躁うつ病のうつは？

本当に否定的な考えを否定したら，肯定的にな
るの？

ルール支配行動 刺激等価性

認知も行動と同じ随伴性によって支配されている
第一世代で問題になったように，問題となる情動条件付けの
消去は不可能
同様に，問題となる認知の消去は不可能
情動を言語でコントロールしようとすることが問題

Acceptance and Commitment Therapy,
Mindfullness, Dialectical Behavior Therapy,
Functional Analytic Psychotherapy,

Acceptance and Commitment
Therapy (ACT)

情動障害に対する
認知行動療法の統合プロトコール

苦の受け入れへの介入

 問題解決の方向性を変える

「とらわれ」への介入（非建設的なルール機能の低減）
認知ディフュージョン（認知の「意味合い」の変容）

「はからい（体験の回避）」への介入
体験の回避の逆説性の体験
そのままの体験の強化 （アクセプタンス）

新しい自己体験
私的事象が起こる「場」としての自己体験

生きがいのある生活への介入
価値の発見、再確認 （建設的なルールの強化）

価値に沿った行動の促進 （行動活性化）

 不快な情動とその結果に関する患者自身の認知を変える
 不快な情動を意思の力でコントロールことの不毛さを知る
 不快な情動自体はいくら強くなっても後遺症はないと知る

 不快な情動を受け入れる
 不快な情動の価値判断をやめ，数字で評価する
 情動に対するエクスポージャー
 対象は現実だけではなく，認知や情動そのもの

 行動の傾向を変える
 行動活性化
 スケジュールを立ててエクスポージャー
 人生の価値観にそった生活，不快な情動にとらわれない時間，快適な情
動を伴う活動
Barlow DH 2004
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まとめ
ストレス関連疾患の診療の現状
一日2~3人の新患 ひとり15分

エビデンス
建前と本音

第三世代の行動療法の紹介
統合的なプロトコール

宣伝
動機づけ面接トレーニングビ
デオ日本語版
一枚2000円

OCDの会
強迫性障害の患者の会をして
います

菊池病院
国立精神病院の中の唯一の
経常収支黒字病院
レジデント，医師募集中
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