1日目
11月11日（金）

1日目
口演プログラム

第1〜6会場

プログラム・抄録集

第 1 日目

現

11 月 11 日（金） 8:45 ～ 8:50

アーロン・ベック先生追悼企画
第 1 日目

M1

地

ライブ

オンデマンド

第 1 会場（日本橋ホール）

現

地

11 月 11 日（金） 9:00 ～ 10:00

ライブ

オンデマンド

第 1 会場（日本橋ホール）

アーロン・ベック先生追悼企画

座

長

久我 弘典

国立精神・神経医療研究センター認知行動療法センター

演

者

大野 裕

大野研究所

井上 和臣

内海メンタルクリニック・認知療法研究所

ビデオ出演

Judith S. Beck

The Beck Institute for Cognitive Behavior Therapy

特別企画
第 1 日目

T1

１日目 口演プログラム

開会の辞

現

地

11 月 11 日（金） 10:10 ～ 11:00

ライブ

オンデマンド

第 1 会場（日本橋ホール）

精神保健行政と認知行動療法 －過去から未来へ－
栗田 駿一郎

日本医療政策機構

牧野 みゆき

国立精神・神経医療研究センター認知行動療法センター

者

田中 増郎

厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部 精神・障害保健課

指定討論

福田 祐典

元厚生労働省健康局長

久我 弘典

国立精神・神経医療研究センター認知行動療法センター

司
演

会

大会長講演
第 1 日目

PL

現

地

11 月 11 日（金） 11:10 ～ 12:00

ライブ

オンデマンド

第 1 会場（日本橋ホール）

デジタル x 人の温かみ

演

久我 弘典

者

国立精神・神経医療研究センター認知行動療法センター

先達に聞く
第１日目

H1

現

11 月 11 日（金） 15:30 ～ 16:20

あたたかさのいるところ

地

ライブ

オンデマンド

第 2 会場（ホール A+B）

青鬼は何処へ

座

長

久我 弘典

国立精神・神経医療研究センター認知行動療法センター

演

者

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
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第 1 日目

IL1

現

地

11 月 11 日（金） 13:40 ～ 15:10

ライブ

オンデマンド

第 1 会場（日本橋ホール）

Introducing Dr. Aaron Beck’s Passion: Recovery-Oriented
Cognitive Therapy
アーロン・ベック先生の情熱：リカバリーを目指す認知療法

座

長

久我 弘典

演

者

Paul M. Grant

国立精神・神経医療研究センター認知行動療法センター
The Beck Institute Center for Recovery-Oriented Cognitive
Therapy (CT-R)

招待講演 2
第１日目

IL2

現

地

11 月 11 日（金） 18:20 ～ 19:20

ライブ

長

久我 弘典

国立精神・神経医療研究センター 認知行動療法センター

演

者

三浦 信祐

公明党参議院議員 公明党青年局長・うつ対策 PT 事務局長

共催ランチョンセミナー１
COS1

佐渡 充洋

慶應義塾大学保健管理センター

演

者

須藤 信行

九州大学大学院医学研究院

共

催

ミヤリサン製薬株式会社

COS2

現

地

慶應義塾大学医学部 医療安全管理部／精神・神経科学教室

演

者

蟹江 絢子

株式会社ジョリーグッド / 東京大学医学部附属病院こころの発達診療部

丸山 安曇

株式会社ジョリーグッド

地

ライブ

第 2 会場（ホール A+B）

JYPO（日本若手精神科医の会）合同企画シンポジウム

42

国立帯広病院 / 北海道大学

To prevent further suicide during the COVID-19 pandemic:
Division of Health Sciences, Center for Health Sciences and
Counseling, Kyushu University
（九州大学キャンパスライフ・健康支援センター健康科学部門）

11 月 11 日（金） 15:30 〜 17:10

オンデマンド

Problems and strategies regarding the mental health of the citizens
during the COVID-19 pandemic

大久保 亮

Iranian Psychiatric Organization, Tehran university of
medical science

現

地

ライブ

オンデマンド

第 1 会場（日本橋ホール）

JYPO（日本若手精神科医の会）合同企画シンポジウム
現

京都大学

Therapist may see you anytime, anywhere

Interventions for severe mental illness (SMI)

オーガナイザー

安藝 森央

Devdaha Medical College and Research Institute, Kathmandu
University, Nepal

国際シンポジウム 2
第１日目

大塚製薬株式会社

11 月 11 日（金） 8:50 〜 10:30

Pambalah Batung General Hospital, South Kalimantan,
Indonesia And Indonesian Psychiatric Association

Covid 19 pandemic and its psychosocial impact: Nepalese scenario

Masahide Koda
（香田 将英）

第 2 会場（ホール A+B）

藤澤 大介

オーガナイザー

INS1-3

ライブ

長

第１日目

Psychosicial support in the early time crisis of covid-19 pandemic in

A proposal for integrating CBT and MHPSS

未来の精神科診療 : Virtual Reality があなたの診療にもたらすこと

国際シンポジウム１

国立帯広病院 / 北海道大学

Bikram Kafle

INS1-4

11 月 11 日（金） 12:20 ～ 13:20

催

大久保 亮

Maryam Masoumi

座

共

京都府立医科大学

Indonesia

地

第 1 会場（日本橋ホール）

共催ランチョンセミナー 2
第１日目

INS1-1

大矢 希

Satti Raja Sitanggang

腸内細菌－腸－脳関連
長

長

INS1-2
現

11 月 11 日（金） 12:20 ～ 13:20

座

座

～公明党の挑戦～

座

第１日目

The COVID-19 pandemic has caused major changes to the everyday life across the world. Some of
the changes are policy-related, such as lockdowns and restrictions on social gatherings, while others
are non-policy-related, such as encouragement of remote working and refraining to eat out or go
on vacations. Due to such changes, there are reports identifying effects to the individual’s
mental health.
The mental health of those who had caught COVID-19 also of concern. This symposium aims to
gather current evidence related to the effect of COVID-19 on mental health, and prepare ourselves
for future pandemics and emergency situations.

オンデマンド

第 2 会場（ホール A+B）

メンタルヘルスケアが当たり前の社会を目指して

【趣旨・狙い】

１日目 口演プログラム

招待講演 1

The 22nd Annual Convention of the Japanese Association for Cognitive Therapy

入來 晃久

大阪精神医療センター

耕野 敏樹

岡山県精神科医療センター

【趣旨・狙い】

On 1 November 2021, Dr. Aaron Beck, the father of cognitive therapy, had sadly passed away.
It was during his later years where Dr. Beck had poured his passion on the Recovery-Oriented
Cognitive Therapy (CT-R), aimed to facilitate recovery for individuals with severe mental illness.
One of the core principles that Dr. Beck had identified was ‘aspiration’, a term referring to dreams
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座

長

INS2-1

高松 直岐

国立精神・神経医療研究センター認知行動療法センター

耕野 敏樹

岡山県精神科医療センター

Increasing accessibility to evidence-based care for individual with
severe mental illness across inpatient and outpatient treatment settings.
Connor Adams

Stanford University

First case description and treatment of a person with Dissociative
Identity Disorder and eating disorder as a result of Anorexia by proxy
Michael Wallies

INS2-4

Psychiatric Clinic Clienia Littenheid of Thurgau, Switzerland

Great earthquake and psycotherapy in Japan
Ken Suzutani（錫谷 研）

Aizu Medical Center（福島県立会津医療センター）

大会企画シンポジウム１

現

地

ライブ

わが国の精神科医療現場に認知行動療法を実装する：INITIATE 研究
第１日目

11 月 11 日（金） 8:50 〜 10:30

オーガナイザー

中川 敦夫

オンデマンド

第 3 会場（ホール D）

聖マリアンナ医科大学 神経精神科学教室

【趣旨・狙い】

認知行動療法 (CBT) が保険診療の対象となり、精神疾患の標準治療の一つとして位置付けられたにも関わ
らず、CBT 施行には、スキルを持った治療者の確保が十分できておらず、CBT へのアクセスが医療現場で
の問題の一つとなっている。Lancet Psychiatry Commission（2018）は、今後取り組むべき研究課題とし
て、CBT への治療アクセス向上を目的とした普及・実装研究の重要性が示されている。このような背景か
ら、CBT の経験の浅い医療者が実践しやすいように演者らが開発した「インターネット支援型認知行動療法
(blend CBT)」を、効果的に実践できるよう、オンラインを用いた CBT コンサルテーションの教育効果など
を評価する実装研究を行っている (OptImiziNg CBT for depressIon managemenT in psychIATric care:
INITIATE study)。本シンポジウムでは、INITIATE study 研究からの知見を交えながら、わが国の臨床現
場での認知行動療法の実装課題について検討する。

座

長

SY1-1

中川 敦夫

聖マリアンナ医科大学 神経精神科学教室

加藤 典子

国立精神・神経医療研究センター

わが国の精神科医療の中での精神科専門療法としての CBT
中川 敦夫
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聖マリアンナ医科大学 神経精神科学教室
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おぐメンタルクリニック / 東大宮メンタルクリニック

精神科専門医療としての CBT の人材育成：コンサルテーションを受けて

SY1-4

Consultant child and adolescent psychiatrist
at Praram 9 Hospital, Bangkok, Thailand

国立精神・神経医療研究センター

精神科専門医療としての CBT の人材育成：コンサルテーションを行って

SY1-3

加藤 研太

Interventions and psychotherapies for severe mental illness should
Nisarat Wadchareeudomkarn

INS2-3

加藤 典子

松岡 潤

be a right, not a privilege.

INS2-2

精神科専門医療としての CBT の提供体制：CBT 導入のクリニカルパスとツール

SY1-2

九州大学大学院医学研究院 精神病態医学

大会企画シンポジウム 2

摂食障害のスタンダードな治療のひろがりに向けて
第１日目

１日目 口演プログラム

or desires within reach. Even with a severe mental illness, individuals will be able to take a step
forward by achieving their aspirations in everyday life.
This year’s symposium will provide opportunities to engage in discussions on such interventions for
serious mental illness.

現

地

11 月 11 日（金） 8:50 〜 10:30

オーガナイザー

ライブ

オンデマンド

第 4 会場（ホール C）

中里 道子

国際医療福祉大学医学部精神医学

吉内 一浩

東京大学大学院医学系研究科ストレス防御・心身医学

【趣旨・狙い】

摂食障害 (eating disorders: ED)、中でも、神経性やせ症（Anorexia Nervosa: AN）は、顕著に低い体重、
肥満恐怖、体重や体形への過度なこだわり、ボディイメージの歪みなどを呈する難治の疾患である。児童思春
期の患者や、中高年の患者数も増加しており、標準的な治療的アプローチをどのように実践していくかについ
ての摂食障害の研修のニーズは高い。国内外（我が国のガイドラインは改訂中）における摂食障害治療ガイド
ラインでは、成人の AN に対する標準的な治療アプローチとして、強化型認知行動療法 (CBT-E；enhanced
cognitive behavior therapy)、モーズレイ神経性やせ症治療 (Maudsley Anorexia Nervosa Treatment for
Adults; MANTRA)、および支持的臨床管理 (specialist supportive clinical management: SSCM)、児童思
春期の AN に対しては、Family-Based Therapy（FBT）等が推奨されている。スタンダードな心理療法を、
臨床現場で実践し、活かしていくためには、治療者向けの治療マニュアルの開発、患者のニーズに応じた治療
アプローチ、治療者のスキルを高める研修体制の構築など様々な課題がある。
本シンポジウムでは、摂食障害に対する標準的な治療アプローチをどのように習得し、臨床現場で活かして
いくかについて、CBT-E の概要と研修会の取り組み、MANTRA のワークブックを用いた外来治療、FBT の
実践、摂食障害研修システム構築のための摂食障害研修のニーズ把握と現状把握について、各シンポジストか
らの発表と討論を行う。

座

長

SY2-1

中里 道子

国際医療福祉大学医学部精神医学

吉内 一浩

東京大学大学院医学系研究科ストレス防御・心身医学

モーズレイ神経性やせ症治療（MANTRA）の実践に向けて
中里 道子

SY2-2

摂食障害を対象とした enhanced CBT（CBT-E）
吉内 一浩

SY2-3

東京大学大学院医学系研究科ストレス防御・心身医学

日本における Family-Based Treatment（FBT）の実践について
荻原 かおり

SY2-4

国際医療福祉大学医学部精神医学

東京インターナショナルサイコセラピー・二子玉川オフィス

摂食障害の治療研修システムの構築に向けて
安藤 哲也

国際医療福祉大学医学部心療内科学
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現

地

ライブ

オンデマンド

いまリワークに求められていること：with/after コロナ時代の新たなゴールと
は、そして認知行動療法のできることとは
第１日目

11 月 11 日（金） 13:30 ～ 15:10

オーガナイザー

菊地 俊暁

慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室

田島 美幸

慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室

第 2 会場（ホール A+B）

【趣旨・狙い】

COVID-19 のパンデミックによって、多くの企業や就労者が働き方を見直さざるを得ない事態となった。
在宅勤務やフレックス制を新たに導入され、また業務内容にも影響が及んだ。それに伴い、休職者が復職する
際のゴールにも変化が生じてきた。これまでであれば、例えば毎日職場へ出勤できること、朝の就業開始時間
に間に合うこと、集団の中で長時間滞在できること、などが求められており、それに対応する形で多くのリワー
ク・プログラムが組まれてきた。しかしゴールが変化することで、必然的にプログラムやリワークのあり方そ
のものにも見直しが求められてきている。
そこで本シンポジウムでは、企業側が現在リワークに求めていることとは一体どのようなことなのか、そし
てリワークを支援する立場としてどのようなアプローチが可能なのか。さらに認知行動療法は今後どのよう
な形で活用されていくのか。With/after コロナと呼ばれる時代において我々がどのようなことが可能なのか、
検討をしてみたい。

座

長

SY3-1

菊地 俊暁

慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室

田島 美幸

慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室

一企業におけるメンタル不調からの職場復帰の現状とその支援
石井 留美

SY3-2

医療機関におけるリワークプログラムの現状と集団認知行動療法の活用
中村 聡美

SY3-3

株式会社大林組

NTT 東日本関東病院／ウーブン・プラネット・ホールディングス株式会社

インターネット認知行動療法を活用したオンラインセルフケア教育プログラム

大会企画シンポジウム 4
認知行動療法の脳画像研究
第１日目

SY3-4

国立精神・神経医療研究センター

オーガナイザー

慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室

岡本 泰昌

第 3 会場（ホール D）

脳画像研究手法を用いて認知行動療法の治療効果や治療機序を解明しようとする研究領域は急速に発展して
きた。さらに，それらの治療機序に基づく様々なニューロモジュレーションの開発など，さらなる治療法提案
も期待されている。しかし，これらの膨大なエビデンスに反して，認知行動療法に関する神経科学的理解が現
在の臨床に対して果たす役割はいまだ明確になっていない。積み重ねれた研究知見を臨床サービスの提供に関
連づけて再び議論する時を迎えている（Kingdon, 2020）
。そこで本シンポジウムでは認知行動療法に関連し
た脳画像研究を実践されている先生方から，最新の研究知見をご紹介いただきながら，現在の認知行動療法に
対する脳画像研究の貢献と期待について議論する。
横山先生にはうつの行動的問題に対する認知行動療法について，片山先生にはうつの認知的問題に対する認
知行動療法について，川島先生には認知行動療法における反すうやマインドワンダリングに対するニューロ
フィードバックの実践例について，平野先生には不安症に関連した認知行動療法について，脳画像研究手法を
用いた研究知見をご紹介いただく。それらをもとに，今後の認知行動療法の効果的かつ効率的な展開において，
サジェスションを得たい。

座

長

平野 好幸

千葉大学子どものこころの発達教育研究センター

横山 仁史

広島大学大学院医系科学研究科

うつの行動活性化に関する脳画像研究

SY4-1

横山 仁史

広島大学大学院医系科学研究科

うつ病における認知行動療法のメカニズム〜未来性思考の視点から〜

SY4-2

片山 奈理子

慶應義塾大学精神・神経科学教室

マインドワンダリングへの気づきを操作するニューロフィードバック

SY4-3

川島 一朔

ATR 脳情報通信総合研究所

不安症の認知行動療法に関する脳画像研究

SY4-4

平野 好幸

千葉大学こどものこころの発達教育研究センター

大会企画シンポジウム 5
第１日目

11 月 11 日（金） 13:40 ～ 15:20

オーガナイザー
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オンデマンド

広島大学大学院医系科学研究科

テクノロジーとコミュニケーション
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ライブ

【趣旨・狙い】

with/after コロナの復職で認知行動療法をどのように活用するのか
菊地 俊暁

地

11 月 11 日（金） 13:40 ～ 15:20

の取り組み
加藤 典子

－現状と展開－

現

１日目 口演プログラム

大会企画シンポジウム 3

現

地

ライブ

オンデマンド

第 4 会場（ホール C）

中村 菜々子

中央大学文学部心理学専攻

大井 瞳

国立精神・神経医療研究センター認知行動療法センター

中島 俊

国立精神・神経医療研究センター認知行動療法センター
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プログラム・抄録集

精神疾患および身体疾患の予防や治療において様々なテクノロジーが導入され、最先端の研究が進んでいる。
精神科領域に限っても、精神疾患の診断から実際の臨床での応用、さらに一般市民を対象とした予防ツールの
開発など幅広い研究が行われつつある。
こうした状況の中、本シンポジウムは、「テクノロジー」と「コミュニケーション」に焦点を当てる。テク
ノロジーもコミュニケーションも包括的な用語であり、各研究で扱われるテクノロジーやコミュニケーション
の内容は学問領域や研究目的によって多様である。したがって本シンポジウムでは、精神医学領域に加えて工
学領域の専門家にもご登壇いただくことで、テクノロジーやコミュニケーションの理解に関して理解を広げ、
かつ、多様な観点からディスカッションを行うことを目的とする。具体的には、各種のテクノロジーを用いた
コミュニケーションの理解や促進に関する基礎研究、および、テクノロジーを用いてコミュニケーションに困
難を抱える人を実際に支援する実践研究に取り組む先生方にご発表いただく。各発表と指定討論での議論を踏
まえ、テクノロジーをコミュニケーションの理解にどのように応用可能であるか、あるいはテクノロジーをコ
ミュニケーションの支援においてどのようにより有効に活用していくことができるのかなどについてフロアの
先生方とディスカッションしたい。

座

長

大井 瞳

国立精神・神経医療研究センター認知行動療法センター

中村 菜々子

中央大学文学部心理学専攻

座

中山 一輝

村中 誠司

市倉 加奈子

指定討論

早稲田大学人間科学学術院

高橋 英之

大阪大学大学院基礎工学研究科

大会企画シンポジウム 6

Addiction の認知行動療法
～協働作業を通して自己客観視しやすくなる介入

板橋 登子

長 徹二
地

長 徹二

一般財団法人信貴山病院ハートランドしぎさん

入來 晃久

大阪精神医療センター

ライブ

オンデマンド

【趣旨・狙い】

Addiction に対する認知行動療法に関するエビデンスは豊富ではない。しかし、認知行動療法の手法を
取り込んだワークブックを使用する米国の外来治療プログラム Matrix Model を参考に、旧せりがや病
院 で SMARPP（ ス マ ー プ：Serigaya Methamphetamine Relapse Prevention Program) が 開 発 さ れ、
Addiction の治療において重要である受診継続期間が増えることが報告されている。依存している物質がなぜ
危険なのか、再使用の「引き金」はなにか、どのようにして危険な状況を避けるかなどを、過去の経験を振り
返りながら、参加メンバーが共に語り合い、新しい生き方を互いに認め合いながら、物質を使用しないための

The 22nd Annual Convention of the Japanese Association for Cognitive Therapy

神奈川県立精神医療センター

一般財団法人信貴山病院ハートランドしぎさん

大会企画シンポジウム 7

現

地

ライブ

オンデマンド

市民・当事者・各種専門家が共創し、インクルーシブな支援を実現する
第１日目

第 3 会場（ホール D）

マインドフルネス心理臨床センター

他人の指摘には抵抗、自分で気づいたら変化

SY6-4

現

大阪精神医療センター

依存症専門外来における感情に焦点をあてた集団療法 SCOP

SY6-3

11 月 11 日（金） 15:30 ～ 17:10

オーガナイザー

さいがた精神医療センター

小林 亜希子

北里大学医療衛生学部保健衛生学科

巖淵 守

佐久間 寛之

マインドフルネスに基づくアディクションへの再発予防（MBRP）について

SY6-2

大阪大学大学院人間科学研究科

テクノロジーを利用した障害のある人のコミュニケーション支援

SY5-4

神奈川県立精神医療センター

入來 晃久

オンライン精神療法において患者が好印象を抱く医療者の表情

SY5-3

小林 桜児

我々は認知行動療法を実践できていたのか

SY6-1

大阪大学大学院基礎工学研究科

機械学習による言語コミュニケーションの理解

SY5-2
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長

意思決定の理由付けを支援する対話エージェントの開発

SY5-1

第１日目

行動を習得していく。国内で Addiction の認知行動療法といえば、SMARPP を用いた集団治療を指すことが
多い。
また、個別の精神療法においても、うつ病の認知行動療法を応用し、不安障害圏や慢性疼痛などにも適応疾
患が広がるにあたり、今後 Addiction に対する適応の可能性が秘められており、エビデンスの蓄積が求められ
ている。
今回は幅広い Addiction 治療を行い、認知行動療法のエッセンスを取り入れた介入を模索している入來晃久、
Addiction に対する MBRP（Mindfulness Based Relapse Prevention) を基にしたマインドフルネスを用い
た介入の経験豊富な小林亜希子、せりがやの伝統を引きつぎ、さらに進化している感情に焦点を当てた集団療
法（SCOP）に関する臨床研究を担当する板橋登子、厚生労働省のうつ病の認知行動療法事業のスーパーバイ
ザーを務め、Addiction に対する認知行動療法の手法を用いた治療ツール ARASHI（アラーシー：Addiction
Relapse prevention by Amusement-like Skill-up tool for Help-seeking Innovation) を作成した長徹二を
シンポジストにむかえる。
認知や思考を扱うことが今後の行動変容に影響することは臨床上明らかであり、“ やったつもり ” の認知行
動療法ではなく、“ よくなる＝生きやすくなる ” 認知行動療法を目指したい。教える - 教えられる関係ではなく、
協働作業を体験することで治療者も患者さんも自己客観視が可能となり、さまざまな状況を主体的に対処でき
るようになるための工夫を話し合う機会としたい。

１日目 口演プログラム

【趣旨・狙い】

11 月 11 日（金） 15:30 ～ 17:10

オーガナイザー

第 4 会場（ホール C）

中島 俊

国立精神・神経医療研究センター認知行動療法センター

井上 真里

国立精神・神経医療研究センター認知行動療法センター / 北里大学

【趣旨・狙い】

近年、デジタル化によってメンタルヘルス研究や臨床支援が進む一方、本来その中心であるはずの当事者や
市民の声が蔑ろにされ、研究者・支援者本位の研究・支援となるものも珍しくない。また、コロナ禍のような
不確実な時代やデジタル技術が加速する複雑性が高い時代のメンタルヘルス支援には、社会実装のために特定
の分野に関する専門家や市民や当事者だけでなく、企業やステークホルダーとのコラボレーションも求められ
ている。このような背景から、オープン・イノベーションを視野に入れた「変化することへの対応力」として
さまざまな立場の方が手を取る共創は、自他共栄するための手段であり、それに伴い学際領域の研究も拡大し
つつある。そこで本シンポジウムでは、インクルーシブなメンタルヘルス支援の実現のため、わが国での共創
やインクルーシブ教育の取り組みと課題について検討する。
The 22nd Annual Convention of the Japanese Association for Cognitive Therapy
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専門家・エンジニア・当事者がともに考え、デジタル×ウェルビーイングをともにつくる
アスリートと共に考えるメンタルヘルス研究と実践〜よわいはつよいプロジェクト〜
認知行動療法研究に共創を取り入れ、インクルーシブなメンタルヘルス支援を目指す
インクルーシブ教育時代における対人援助職の役割

座

長

谷口 敏淳

一般社団法人 Psychoro

井上 真里

国立精神・神経医療研究センター認知行動療法センター / 北里大学

専門家・エンジニア・当事者がともに考え、デジタル×ウェルビーイングを

SY7-1

行っている大久保氏を中心に，わが国の企業環境の現状，とくにうつ予防の観点から現代の会社員が置かれた
状況を俯瞰し，企業ではどういった予防対策が行われているのかについて情報共有を行う。さらに，すでにう
つを発症している会社員へのリワーク支援，うつ患者の就労支援の場面において，現行の就労移行支援プログ
ラムを共有し，会社員の健康行動と，とくにそこで認知行動療法が果たす役割と有効な活用方法などについて
幅広い議論を行う。最終的に複数の専門職連携による一般企業会社員へのうつ予防プログラム，リワーク支援，
行動変容における認知行動療法を基盤とした個人・企業における健康マネジメントの可能性も議論しつつ，今
後の展望を探っていきたい。

座

長

ともにつくる
武貞 真未

〜よわいはつよいプロジェクト〜
小塩 靖崇

指定討論

芳賀 大輔

野口 晃菜
大島 郁葉

千葉大学子どものこころの発達教育研究センター

上東 亜佑稀

当事者 / 一般社団法人コード・フォー・ジャパン

大久保 亮

現

地

ライブ

オンデマンド

KOKOROBO（ココロボ）によるコロナ禍でのメンタルヘルス不調者の支援
現

地

ライブ

11 月 11 日（金） 15:30 ～ 17:10

大嶋 伸雄

東京都立大学大学院人間健康科学研究科

髙橋 章朗

首都医校作業療法学科

オンデマンド

第 5 会場（ルーム A1+A2）

【趣旨・狙い】

現在，日本社会では一般企業の会社員におけるうつ発症が増加傾向にある。問題はその原因についてだが，
未だ疫学的に特定される段階までには至っていない。時間外労働が多ければ「疲労」が溜まるが，それが直ち
に健康障害につながるか否か，そこには個々人の体力や気力，自己効力感，性格，許容度，やりがい感，やら
され感，そして自己成長の実感や上司・同僚からの承認等々，労働時間だけでは説明しきれない要素が多数あ
るといわれている。一方で，海外との比較検討から日本人の労働観やライフスタイルへの考え方，とくに人生
観を基盤とした仕事と個人生活との関係性について焦点化したワークライフバランスという概念も注目されて
いる。
今回は，企業で実際に労務管理を行いながら大学院で「ライフ・シフト教育を用いた行動変容による健康増
進プログラム」の開発研究を行っている松田氏と，作業療法士・公認心理師として一般企業に向けた「うつ予
防プログラム」を展開している高橋氏，そして同じく作業療法士・公認心理師として，うつ病クライエントら
のリワーク，就労支援に取り組んでいる芳賀氏，さらに医師として医療の場から人の健康行動について研究を
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国立帯広病院 / 北海道大学

大会企画シンポジウム 9

会社員のうつ予防とリワーク・就労支援に必要な認知行動療法の活用
- 多職種連携で行う対象者の行動変容と健康行動の促通 オーガナイザー

就労移行支援施設ワンモア豊中

健康行動がうつに与える影響と行動変容への認知行動療法の適用

SY8-4

一般社団法人 UNIVA

首都医校作業療法学科

就労支援事業所での認知行動療法の活用方法

国立精神・神経医療研究センター認知行動療法センター

大会企画シンポジウム 8
第１日目

髙橋 章郎
SY8-3

インクルーシブ教育時代における対人援助職の役割

SY7-4

企業勤務（労務管理）/ 多摩大学大学院博士課程

ー 作業療法と認知行動療法の接点 ー

目指す
中島 俊

首都医校作業療法学科

リワークプログラムから職場での予防的関りまで

SY8-2

国立精神・神経医療研究センター地域精神保健・法制度研究部

認知行動療法研究に共創を取り入れ、インクルーシブなメンタルヘルス支援を

SY7-3

髙橋 章郎

松田 壮史

アスリートと共に考えるメンタルヘルス研究と実践

SY7-2

東京都立大学大学院人間健康科学研究科

企業における社員の健康管理と認知行動療法の活用について

SY8-1

一般社団法人コード・フォー・ジャパン

大嶋 伸雄

１日目 口演プログラム

1.
2.
3.
4.

プログラム・抄録集

The 22nd Annual Convention of the Japanese Association for Cognitive Therapy

第１日目

11 月 11 日（金） 16:30 ～ 18:10

オーガナイザー

第 2 会場（ホール A+B）

中尾 智博

九州大学大学院医学研究院精神病態医学分野

久我 弘典

国立精神・神経医療研究センター認知行動療法センター

【趣旨・狙い】

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックが発生してから早 2 年余が過ぎた。身体疾患の
重症化や死の恐怖、度重なる緊急事態宣言に代表される社会活動の制限によるストレス、経済不況の心理的影
響、あるいは long COVID といわれる罹患後症状としての精神症状など、COVID-19 が私たちのメンタルに
与えた影響は計り知れないものがある。KOKOROBO（ココロボ）は、日本医療研究開発機構（AMED）の
研究開発事業の一環として、コロナ禍の中でメンタルヘルス不調に悩んでいる方が感染の不安なく利用できる
非接触型オンラインサービスの提供を目的に開発されたシステムである。サービスの内容には、メンタル不調
の予防と不調のある方への早期介入、そして必要に応じて医療への橋渡しを行うことが含まれており、相談対
応においては認知行動療法の技術が活かされている。
本企画はココロボの運用に関わる演者によって構成される。ココロボの概略と遠隔双方向性認知行動療法（藤
井）、AI を用いたリアルタイム自動会話型認知行動療法プログラム（菊地）、心理的初期介入方法の開発と運用（中
尾）
、相談対応の実際（駒沢）
、をテーマに各々報告を行い、指定発言（久我、渡邊）を受けてこれまでの成果
と今後の運用について議論したい。

座

長

渡邊 衡一郎

杏林大学医学部精神神経科学

中尾 智博

九州大学大学院医学研究院精神病態医学分野
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プログラム・抄録集

藤井 猛

菊地 俊暁

慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室

中尾 智博

指定討論

国立精神・神経医療研究センター認知行動療法センター

久我 弘典

国立精神・神経医療研究センター認知行動療法センター

渡邊 衡一郎

杏林大学医学部精神神経科学

周産期女性への相談・支援における CBT の活用
11 月 11 日（金） 17:20 ～ 19:00

オーガナイザー

片岡 弥恵子

座

地

ライブ

SY10-1

片岡 弥恵子

SY10-2

SY10-3

第 3 会場（ホール D）

聖路加国際大学大学院看護学研究科

東京大学こころの発達診療部
国立精神・神経医療研究センター認知行動療法センター

指定討論

聖路加国際大学 / 国立精神・神経医療研究センター認知行動療法センター

武蔵野大学

東北大学災害科学国際研究所 災害医学研究部門 災害精神医学分野

野村 照幸

国立病院機構さいがた医療センター

耕野 敏樹

岡山県精神科医療センター

自主企画シンポジウム 2
メタ認知トレーニングの現在地
第１日目

現

地

11 月 11 日（金） 10:40 ～ 12:20

オーガナイザー

座

第 5 会場（ルーム A1+A2）

長

SS2-1

細野 正人

東京大学大学院総合文化研究科

細野 正人

東京大学大学院総合文化研究科

石垣 琢麿

東京大学大学院総合文化研究科

指定討論

第 3 会場（ホール D）

宮崎大学医学部看護学科

myMCT の紹介
石川 亮太郎

SS2-3

オンデマンド

アウトリーチ MCT-J の試みからデジタルの活用に向けて
田上 博喜

SS2-2

ライブ

大正大学心理社会学部

メタ認知トレーニングの応用：精神疾患のある性的マイノリティの場合
松本 武士

カラフル＠はーと / 大内病院 ACT（包括型地域生活支援）

小林 正義

信州大学医学部保健学科

周産期女性への相談・支援における心理師による CBT の可能性
横山 知加

52

国立病院機構東尾張病院

オンデマンド

精神科入院医療における CBTp の土壌づくりから介入まで

日本の周産期領域におけるメンタルヘルス支援の現状と助産師による介入の可能性
岡津 愛子

古村 健

濱家 由美子
SS1-3

周産期女性への相談支援において取り入れられる認知行動療法的アプローチ
蟹江 絢子

国立病院機構東尾張病院

ライブ

CBTp への導入：精神科外来における工夫

オンデマンド

妊産婦の４人に１人はメンタルヘルスの問題を抱えており、特に、うつ病は、妊娠前から既に罹患している
妊婦、妊娠後の発症、産後の発症など様々な場合が考えられる。産後うつの発症率は 10 ～ 15％とされている
が、日本においても産後うつの増加は深刻であり、妊産婦の死因として心疾患や悪性腫瘍を上回り自殺が最も
多いことも報告されている。また、増加傾向にある虐待やネグレクトの加害者は実母が最も多く、これには精
神不安や育児負担が関連している。したがって、周産期において産後うつ予防をはじめ妊産婦のメンタルヘル
スへの支援は喫緊の課題であるといえる。
周産期における認知行動療法は、その有効性が検証されている。授乳や育児による不眠、社会からの孤立感
への認知行動療法的アプローチは効果が期待できると考えられる。しかしながら、普及していない現状がある。
本シンポジウムでは、周産期女性に対する CBT の実際についてシンポジストから紹介していただき、実践に
おける相談・支援での具体的な活用について検討することを目的とする。また、周産期女性のみならず、夫や
家族へのアプローチの可能性についても言及する。

長

古村 健

菊池 安希子

聖路加国際大学大学院看護学研究科

地

研究動向から見た CBTp の導入について

SS1-1

【趣旨・狙い】

座

長

SS1-2
現

現

11 月 11 日（金） 8:50 〜 10:30

オーガナイザー

駒沢 あさみ

大会企画シンポジウム１0

自主企画シンポジウム 1
第１日目

九州大学大学院医学研究院精神病態医学分野

オンライン相談対応の実際

SY9-4

国立精神・神経医療研究センター認知行動療法センター

CBTp をどのように導入するか？

ココロボにおける心理的初期介入方法の開発と運用

SY9-3

テキストメッセージングによる父親の産後メンタルヘルス不調の予防
中嶋 愛一郎

国立精神・神経医療研究センター病院精神科

メンタル不調をチャットボットが支える〜認知行動変容アプローチの応用〜

SY9-2

第１日目

SY10-4

１日目 口演プログラム

KOKOROBO（オンラインメンタルヘルスケアシステム）の概略

SY9-1

国立精神・神経医療研究センター認知行動療法センター
日本学術振興会 特別研究員（RPD）
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現

地

成人期 ADHD 患者に対する心理的支援の社会実装に向けて
第１日目

11 月 11 日（金） 10:40 ～ 12:20

オーガナイザー

座

長

小口 真奈

早稲田大学大学院人間科学研究科

髙橋 史

信州大学学術研究院教育学系

ライブ

オンデマンド

第 4 会場（ホール C）

金澤 潤一郎

指定討論

信州大学学術研究院教育学系

自主企画シンポジウム 4

地

ライブ

オンデマンド

11 月 11 日（金） 10:40 ～ 12:20

オーガナイザー

長

第 5 会場（ルーム A1+A2）

第１日目

浅野 憲一

目白大学

オーガナイザー

座

池田 直矢

指定討論

川﨑 直樹

日本女子大学

今村 扶美

国立精神・神経医療研究センター病院臨床心理部

現

地

SS6-2

54

岡田 佳詠

福岡国際医療福祉大学看護学部

現

梅垣 佑介

奈良女子大学大学院臨床心理学コース

中川 敦夫

聖マリアンナ医科大学神経精神科学教室

梅垣 佑介

奈良女子大学大学院臨床心理学コース

地

ライブ

オンデマンド

SS6-3

第 4 会場（ホール C）

RFCBT における反すう理解の理論的基盤と介入の特徴について
国立精神・神経医療研究センター認知行動療法センター

RFCBT 治療マニュアルの紹介：RFCBT の導入から機能分析まで
武智 小百合

慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室

機能分析から介入への進め方、RFCBT のイメージ・エクササイズ（Why-How
行動実験、没頭体験、コンパッション）

ライブ

オンデマンド

JACT 看護師部会へようこそ！ －認知行動療法のさらなる発展をめざして、
今、看護職が結束しよう
11 月 11 日（金） 13:40 ～ 15:20

白石 裕子

加藤 典子

東京大学医学部附属病院リハビリテーション部精神科デイホスピタル

自主企画シンポジウム 5

オーガナイザー

長

SS6-1

うつ病等からの復職を支えるための「コンパッション」の活用

SS4-3

株式会社アモール / 富山大学

11 月 11 日（金） 17:20 ～ 19:00

こまち臨床心理オフィス

統合失調症へのグループ CFT の実践と困難や工夫

SS4-2

長井 麻希江

反すう焦点化認知行動療法の我が国での展開：治療マニュアルの翻訳を通して
見る RFCBT の特徴と日本への適応

目白大学

平松 洋一

合同会社エムエムＩＭＳ / 笑む笑む訪問看護ステーション

自主企画シンポジウム 6

浅野 憲一

うつ病に対する集団 CFT の実践

SS4-1

東京都立病院機構東京都立松沢病院

外来で取り組む効率型（短時間型）CBT-I の紹介と今後の展望

SS5-5
指定討論

現

宮崎大学医学部看護学科

地域ケアでできる看護師による認知行動療法～訪問看護バージョン～
中野 眞樹子

コンパッション・フォーカスト・セラピーを現場で用いた際の困難と工夫

第１日目

北野 進

国立病院機構肥前精神医療センター臨床研究部

髙橋 史

国際医療福祉大学成田看護学部

精神科病院で取り組む認知行動療法の実際とこれから・・・

SS5-3

SS5-4

早稲田大学大学院人間科学研究科

宮崎大学医学部看護学科

吉永 尚紀

北海道医療大学

小口 真奈

吉永 尚紀

研究分野における看護師部会への期待と課題

SS5-2

大学生 ADHD 傾向者を対象としたオンライン先延ばし介入

SS3-3

国際医療福祉大学成田看護学部

岡田 佳詠

介入
中島 美鈴

岡田 佳詠

JACT 看護師部会は何をめざすのか

SS5-1

成人期 ADHD 患者の時間処理障害に対するデジタルピアサポートアプリによる

SS3-2

座

長

成人期の ADHD 患者への認知行動療法～治療困難事例への対応～

SS3-1

第１日目

座

１日目 口演プログラム

自主企画シンポジウム 3

第 5 会場（ルーム A1+A2）

国際医療福祉大学成田看護学部

The 22nd Annual Convention of the Japanese Association for Cognitive Therapy

加藤 健徳
SS6-4

RFCBT をわが国の臨床・研究においていかに用いるか ― 臨床実践例を通して
満田 大

SS6-5

社会福祉法人桜ヶ丘社会事業協会 桜ヶ丘記念病院

慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室

マニュアル翻訳とスーパーヴィジョンを受ける体験から考える RFCBT の
ポイント
梅垣 佑介

奈良女子大学大学院臨床心理学コース
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第１日目

CS1

現

11 月 11 日（金） 15:20 ～ 16:10

地

第 6 会場（ルーム B）

出産後に抑うつ症状を呈した２０代女性への認知行動療法の実践

座長・
スーパーバイザー 片岡 弥恵子
演

者

松本 智子

一般演題（口演）1
O1
座

佐世保市子ども発達センター

地

気分障害

第１日目

聖路加国際大学大学院看護学研究科

現

１日目 口演プログラム

ケーススタディ 1

11 月 11 日（金） 10:00 ～ 11:00
長

近藤 真前

第 6 会場（ルーム B）

名古屋市立大学大学院医学研究科 精神・認知・行動医学分野

認知行動療法によってうつ・不安症状のネットワーク構造は変容するか？

O1-1

統一プロトコルの臨床試験データの二次解析

ケーススタディ 2
第１日目

CS2

現

11 月 11 日（金） 16:20 ～ 17:10

演

者

佐藤 珠恵

浜村 俊傑

第１日目

現

11 月 11 日（金） 17:20 ～ 18:10

地

第 6 会場（ルーム B）

自己効力感の獲得により曝露反応妨害法が奏功した強迫症の一例

座長・
スーパーバイザー 小林 由季
演

者

松尾 陽

O2

第１日目

九州大学大学院医学研究院精神病態医学

O2-1

者

吉田 玲夫

現

長

藤森 麻衣子

第 6 会場（ルーム B）

国立がん研究センター

認知症家族介護者のケアに活かすオンライン認知行動療法研修プログラムの

地

岡田 佳詠

第 6 会場（ルーム B）

オンライン研修版集団認知行動療法研修会ファシリテーターのためのマニュアル

O2-2

中野 眞樹子

医療法人社団吉田会 吉田病院

11 月 11 日（金） 12:30 ～ 13:30

国際医療福祉大学成田看護学部

作成と研修会の実施～実践報告～
笑む笑む訪問看護ステーション

認知行動療法のための臨床査定に関する研修の効果

O2-3

－研修前後の調査結果による検証－
現

地

ライブ

オンデマンド

山口 慶子

第 4 会場 ( ホール C)

性暴力被害者への認知処理療法適用による心的外傷後ストレス障害の回復過程
座

長

鈴木 伸一

早稲田大学人間科学学術院

一般演題（口演）3

演

者

片柳 章子

国立精神・神経医療研究センター認知行動療法センター

O3
座

The 22nd Annual Convention of the Japanese Association for Cognitive Therapy

東京女子大学現代教養学部心理・コミュニケーション学科
国立精神・神経医療研究センター認知行動療法センター

現

地

発達障害

第１日目
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11 月 11 日（金） 12:10 ～ 13:10

宮崎大学医学部看護学科

最優秀論文賞授賞記念講演・授賞式
第１日目

地

効果検討

電話恐怖症に対するビデオフィードバックによる介入

演

現

教育・研修

座

11 月 11 日（金） 18:20 ～ 19:10

座長・
スーパーバイザー 吉永 尚紀

国立精神・神経医療研究センター認知行動療法センター

一般演題（口演）2

慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室

ケーススタディ 4
第１日目

立教大学現代心理学部心理学科

児童・青年におけるゲーム行動症の内在化症状および家族機能との関連

O1-3

国立精神・神経医療研究センター認知行動療法センター

ケーススタディ 3

CS4

松永 美希

国立精神・神経医療研究センター

東洋大学

Covid-19 流行下における産後女性の認知行動的要因が抑うつに与える影響

O1-2

第 6 会場（ルーム B）

複数のトラウマを経験した PTSD 患者に対する認知処理療法の実践報告

座長・
スーパーバイザー 井野 敬子

CS3

樫原 潤

地

11 月 11 日（金） 13:10 ～ 14:10
長

大島 郁葉

第 6 会場（ルーム B）

千葉大学子どものこころの発達教育研究センター

The 22nd Annual Convention of the Japanese Association for Cognitive Therapy
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中島 美鈴

国立病院機構肥前精神医療センター

成人期の注意欠如・多動症患者の集団認知行動療法の長期的効果検討

O3-2

中島 美鈴

国立病院機構肥前精神医療センター

成人の ADHD 患者への試行錯誤のプロセスを重視した集団 CBT の有効性

O3-3

川地 拓

国立精神・神経医療研究センター

一般演題（口演）4
O4

１日目 口演プログラム

成人期の注意欠如・多動症当事者の心理社会的治療に対するニーズ調査

O3-1

現

地

治療・介入技法① 事例

第１日目
座

O4-1

11 月 11 日（金） 14:10 ～ 15:10
長

中野 有美

第 6 会場（ルーム B）

南山大学

就労を希望する統合失調症患者の不眠に対する認知行動療法
― 精神科訪問看護における一事例 ―
上等 里江

O4-2

認知行動療法により症状が改善したうつ病の一例：スーパーバイズを経験して
板東 央矩

O4-3

笑む笑む訪問看護ステーション

慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室

うつ状態の治療が難渋していた患者に対する認知行動療法から得られた気づき
― 通常診療への応用 ―
加来 明希子
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医療法人社団弘冨会 神田東クリニック
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MEMO

2日目
11月12日（土）

MEMO

2日目
口演プログラム

第1〜6会場

プログラム・抄録集

招待講演 3
第 2 日目

IL3

現

地

11 月 12 日（土） 10:40 ～ 12:10

ライブ

オンデマンド

第 2 会場（ホール A+B）

Targeting neuroticism in psychological treatment: A unified
transdiagnostic approach
神経症を標的とした心理治療：統一診断横断アプローチ

座

長

伊藤 正哉

演

者

Todd J. Farchione

国立精神・神経医療研究センター認知行動療法センター
Boston University

招待講演 4
IL4

地

11 月 12 日（土） 12:50 ～ 13:50

ライブ

オンデマンド

第 3 会場（ホール D）

２日目 口演プログラム

第 2 日目

現

Group CBT for anxiety and depression: The Scandinavian
model -past, present, and future
不安とうつの集団認知行動療法：北欧モデル ー過去・現在・未来

座

長

伊藤 正哉

演

者

Sidse M. Arnfred

国立精神・神経医療研究センター認知行動療法センター
Department of Clinical Medicine, Copenhagen University
Mental Health Service Region Zealand, Denmark

Benjamin Thorup Arnfred

Copenhagen Research Center for Mental Health –CORE
Mental Health Center Copenhagen
Copenhagen University Hospital

招待講演 5
第 2 日目

IL5

現

地

11 月 12 日（土） 14:30 ～ 16:00

ライブ

オンデマンド

第 2 会場（ホール A+B）

Reward sensitivity as a treatment target for depression and
anxiety
うつと不安の治療標的としての報酬感受性

座

長

古川 壽亮

演

者

Michelle G. Craske

京都大学医学研究科社会健康医学系専攻健康要因学講座健康増進・行動学
University of California, Los Angeles

特別講演 1
第 2 日目

TL1

現

11 月 12 日（土） 16:10 ～ 17:10

地

ライブ

オンデマンド

第 3 会場（ホール D）

社交不安症、パニック症の認知行動療法とイメージの書き直し

日本認知・行動療法学会合同企画講演
座

長

藤澤 大介

慶應義塾大学医学部

演

者

清水 栄司

千葉大学

The 22nd Annual Convention of the Japanese Association for Cognitive Therapy

165

第 22 回日本認知療法・認知行動療法学会

プログラム・抄録集

特別講演 2
第 2 日目

TL2

現

地

ライブ

11 月 12 日（土） 16:10 ～ 17:10

オンデマンド

第４会場 ( ホール C)

子どものこころのヘルスプロモーション：CBT アプリとティーンズ健診

日本小児心身医学会合同企画講演
座

長

古川 壽亮

京都大学医学研究科 社会健康医学系専攻健康要因学講座健康増進・行動学

演

者

永光 信一郎

福岡大学小児科

共催ランチョンセミナー 3
第 2 日目

11 月 12 日（土） 12:50 ～ 13:50

九州大学大学院医学研究院 精神病態医学分野

演

者

神庭 重信

飯田病院・日本うつ病センター / 九州大学名誉教授

共

催

ウェルビー株式会社
現

地

ライブ

一般財団法人信貴山病院 ハートランドしぎさん

長

貝谷 久宣

医療法人和楽会

演

者

内田 舞

Assistant Professor of Psychiatry, Harvard Medical School
Director, MGH Child Depression Program

共

催

持田製薬株式会社

公益財団法人正光会 広小路診療所

不眠のための短時間型認知行動療法（Brief CBT-I）
株式会社アモール / 富山大学医学部公衆衛生学講座

看護領域における簡易型 CBT

PS-3

第 2 会場（ホール A+B）

座

岡田 佳詠

国際医療福祉大学成田看護学部

効率型認知行動療法（SCBT:Streamlined CBT）の開発

PS-4
指定発言者

梅本 育恵

国立精神神経医療研究センター認知行動療法センター

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

大野 裕

一般社団法人認知行動療法研修開発センター理事長

大会企画シンポジウム 11

現

地

ライブ

オンデマンド

プライマリ・ケアにおけるライフステージを通じた認知行動療法の適応
現

地

ライブ

オンデマンド

限られた短い時間で効率的に認知行動療法を行うには
オーガナイザー

徳山 明広
渡部 亜矢子

Clinical and neuroimaging studies of psychiatric
disorders in children, and importance of mental health
awareness advocacy

11 月 12 日（土） 8:50 ～ 10:30

国立精神・神経医療研究センター認知行動療法センター

長井 麻希江

11 月 12 日（土） 16:20 ～ 17:20

大会長企画シンポジウム

久我 弘典

日常診療における短時間の CBT の現状

PS-2

共催イブニングセミナー 4

第 2 日目

11 月 12 日（土） 8:50 〜 10:30

第 2 会場（ホール A+B）

日本プライマリ・ケア連合学会合同企画シンポジウム
第 1 会場（日本橋ホール）

久我 弘典

国立精神・神経医療研究センター 認知行動療法センター

梅本 育恵

国立精神・神経医療研究センター 認知行動療法センター

【趣旨・狙い】

認知行動療法（CBT:Cognitive Behavioral Therapy）が精神疾患や身体疾患の改善、ウエルビーイングの
向上などに効果をもつことが広く知られ、医療や福祉、教育や産業など幅広い場面で求められている。2010
年度から開始された厚生労働省認知行動療法研修事業によって、CBT を実施できる専門家が全国規模で育成
されているが、通常の認知行動療法は 1 回のセッションが 30 － 50 分であり、平均診察時間が 10 分未満と言
われる日本の医療現場においては、限られた診療時間の中で医師が CBT を実施することは困難であり、CBT
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長

PS-1

中尾 智博

第 2 日目

座

双極性障害の診断と治療：現状と課題
長

COS4

ライブ

第 1 会場（日本橋ホール）

座

第 2 日目

地

２日目 口演プログラム

COS3

現

が十分に実施されているとはいえない。認知行動療法の普及を妨げている原因はいくつかあるが、その中の一
つである、治療者不足の解決策として、限られた時間の中でいかにして認知行動療法を実施するかが本シンポ
ジウムのテーマである。
医師の渡部亜矢子が「日常診療における短時間の CBT の現状」、看護師の長井麻希江が「不眠のための短時
間型認知行動療法（Brief CBT-I）」、看護師の岡田佳詠が「看護領域における短時間 CBT」、公認心理師の梅
本育恵が厚労科研で研究中の「効率型認知行動療法（SCBT:Streamelined CBT）の開発」について発表し、
短時間の認知行動療法についての書籍の翻訳を行った堀越勝と大野裕が指定討論者として、本邦において、短
時間でも効果のある認知行動療法をいかに実施していくか、議論を行う。
通常診療の中で認知行動療法を実施している座長の久我弘典、徳山明広とともにフロアの皆様の日々、実践
している短時間でも行える認知行動療法の工夫などもご共有いただき、必要としている方にいかにして効果の
ある認知行動療法を届けるか考えていきたい。

The 22nd Annual Convention of the Japanese Association for Cognitive Therapy

オーガナイザー

大杉 泰弘

藤田医科大学連携地域医療学

吉田 伸

頴田病院総合診療科

【趣旨・狙い】

プライマリ・ケア医は、かかりつけ患者や住民の人生を通して、暮らしや人間関係の困難さを聴き取り、地
域の医療・介護・福祉資源につないだり、社会的処方を行うことで継続的な支援を行います。
このシンポジウムでは、そんなプライマリ・ケアの視点から、各ライフステージの住民に対して認知行動療
法を応用したケアを提供したり、メンタルヘルスの専門職との連携のかたちを示せる演者に登壇を依頼しまし
た。
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座

長

SY11-1

大杉 泰弘

藤田医科大学連携地域医療学

吉田 伸

頴田病院総合診療科

北海道家庭医療学センター（更別村国民健康保険診療所）

岡山精神科医療センター / 株式会社 CureApp

～がん患者さんへの支援、医療者に対するセルフケアとして～
朴 順禮

若林 英樹

公認心理師のおこなう認知行動療法の現状と期待

三重大学総合診療部 / 亀山地域医療学講座

現

地

11 月 12 日（土） 8:50 〜 10:30

ライブ

オンデマンド

第 3 会場（ホール D）

藤澤 大介

慶應義塾大学医学部

鈴木 伸一

早稲田大学人間科学学術院

【趣旨・狙い】

がんは日本国民の約半数が罹患する common illness である。生命に関わる重篤な病気である一方、治療の
向上によって長期生存が可能となり、罹病・治癒後の生活の QOL をいかに高めるかという、共存と生活の質
向上の問題も有している。
不安や抑うつをはじめとする気持ちのつらさは、がん診療において、常に患者の unmet care needs の上位
に挙がる課題である。2022 年 4 月から、がん患者の心理的不安を軽減するための面接を行うがん患者指導管理
料の診療報酬を、公認心理師も算定可能となった。
気持ちのつらさに対しては、すべての医療者によって提供されるべき基本的な支援（配慮に富んだコミュニ
ケーションを含む）と、精神・心理専門家によって提供される専門的支援（心理療法など）に大別される。本
シンポジウムでは、がん患者さんの気持ちのつらさへの基本的な考え方を概観することからはじめ、認知行動
療法をはじめとするさまざまな心理支援がどのようにがん診療に役立てられるかを議論する。
がんを題材とするが、他の多くの重篤な疾患、あるいは、慢性疾患に応用可能なテーマが語られると期待される。

長

SY12-1

藤澤 大介

慶應義塾大学医学部

鈴木 伸一

早稲田大学人間科学学術院

がん患者さんと医療者の望ましいコミュニケーション
～実証研究・介入研究をもとに～
藤森 麻衣子

SY12-2

第 2 日目

現

地

11 月 12 日（土） 8:50 〜 10:30

ライブ

オンデマンド

第４会場 ( ホール C)

日本認知・行動療法学会合同企画シンポジウム
オーガナイザー

丹野 義彦

東京大学

中島 美鈴

国立病院機構肥前精神医療センター / 九州大学

藤澤 大介

慶應義塾大学医学部

久我 弘典

国立精神・神経医療研究センター認知行動療法センター

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

【趣旨・狙い】

公認心理師がおこなう認知行動療法の診療報酬化が大きな課題となっている。公認心理師養成の大学院では
「行動論・認知論に基づく心理療法の理論と方法」が必修となっており、公認心理師は必ず認知行動療法のトレー
ニングを受ける。エビデンスをみても、多くのＲＣＴがおこなわれ、心理師がおこなう認知行動療法は他の技
法や対照群に較べて有意に大きな効果があることが示されている（丹野ら , 2011; 佐藤・丹野 , 2012）
。医療
現場において公認心理師は、多職種連携（multidisciplinary collaboration）のもとチーム医療の一員として
仕事をしている。公認心理師が認知行動療法の担い手として、チーム医療の中で何が期待されているのかにつ
いて、診療報酬化においてどのようなことが必要なのか、等について、いろいろな立場から話題提供いただく。
(1) 多職種連携マニュアルを作成した医師の立場から、(2) 大学・大学院の公認心理師養成の立場から、(3) 医
療現場でチームとして働く公認心理師の立場から、(4) 精神神経学会からの期待について話題提供いただく。
最後に、厚生労働省の立場からの期待について指定発言をいただき、議論する。

座

長

SY13-1

丹野 義彦

東京大学

杉山 崇

神奈川大学

多職種連携から見た公認心理師への期待
菊地 俊暁

慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室

国立がん研究センター中央病院精神腫瘍科

がん診療ガイドラインにおける心理療法の位置づけ
柳井 優子
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慶應義塾大学看護医療学部 / 同大学病院緩和ケアセンター

大会企画シンポジウム 13

日本サイコオンコロジー学会合同企画シンポジウム

座

マインドフルネス療法

結婚・育児・親・介護、家族療法を通して見える認知行動療法

がん医療における認知行動療法のひろがり

オーガナイザー

国立がん研究センター中央病院精神腫瘍科

大阪医科薬科大学病院総合診療科

大会企画シンポジウム 12
第 2 日目

がん患者さんに対する行動活性化療法の臨床実践、研究、今後の展望
平山 貴敏

SY12-5

宮崎大学医学部附属病院小児科

２日目 口演プログラム

SY11-4

SY12-4

Diabetes Distress の理解から対話をはじめる糖尿病診療
三澤 美和

がん医療における認知行動療法の活用 〜小児・AYA 支援を中心に〜 
長尾 愛美

治療用アプリとかかりつけ医からつながるアルコール依存症の遠隔診療
宋 龍平

SY11-3

SY12-3

思春期の住民に対するライフスキルを届けるための認知行動療法
山田 康介

SY11-2

プログラム・抄録集

国立がん研究センター中央病院精神腫瘍科

The 22nd Annual Convention of the Japanese Association for Cognitive Therapy
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SY13-2

大学・大学院での公認心理師養成の立場から
古川 洋和

SY13-3

プログラム・抄録集

SY14-3

中尾 智博

鳴門教育大学

医療観察法病棟の多職種チーム医療において公認心理師が期待される

SY14-4

「認知行動療法」
古村 健
SY13-4

指定討論

国立病院機構東尾張病院

指定討論

日本精神神経学会からの公認心理師への期待

田中 増郎

厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 精神・障害保健課

吉橋 実里

厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 精神・障害保健課
公認心理師制度推進室

地

コロナ後遺症の現状と今後の展望 ～脳とこころの最前線～
第 2 日目

11 月 12 日（土） 10:50 ～ 12:30

オーガナイザー

ライブ

第 2 日目

SY14-1

久我 弘典

国立精神・神経医療研究センター認知行動療法センター

高松 直岐

国立精神・神経医療研究センター認知行動療法センター

久我 弘典

国立精神・神経医療研究センター認知行動療法センター

中尾 智博

九州大学大学院医学研究院精神病態医学分野

オンデマンド

SY14-2
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国立精神・神経医療研究センター認知行動療法センター

COVID-19 の臨床の現在
大曲 貴夫

神庭 重信

九州大学名誉教授

現

地

徳山 明広

一般財団法人信貴山病院ハートランドしぎさん

長 徹二

一般財団法人信貴山病院ハートランドしぎさん

ライブ

オンデマンド

第 3 会場（ホール D）

【趣旨・狙い】

認知行動療法（Cognitive Behavioral Therapy : CBT）は、多くの精神疾患において標準治療の一つとし
てエビデンスが蓄積されている。日本においては、この流れで 2010 年度からうつ病への CBT が診療報酬の
対象となった。2016 年度には、パニック症、社交不安症、強迫性障害、PTSD、そして 2018 年度には神経
性過食症にまで対象が広がっている。
一方で、標準的治療とされている CBT を施行できる医師が少ないのがわが国の現状である。CBT を行う医
師数が少ない理由の一つとして、教育を受けられる機会が少ないことが考えられる。厚生労働省認知行動療法
研修事業において、ワークショップやスーパービジョンを受けられる機会があるものの、未だ研修修了者は多
くはない。
そこで、本シンポジウムでは、どのような工夫をすることでより多くの医師が CBT を習得できるのか、そ
してその後、どのようにすれば技術をブラッシュアップしていけるのかを議論したい。また、CBT を専門と
する医師をどのような方法で育成するのかを、大学病院、公的病院、民間病院、診療所の立場から提言しても
らい、そのことも併せて議論できればと考えている。

座

長

SY15-1

大野 裕

大野研究所

徳山 明広

一般財団法人信貴山病院ハートランドしぎさん

大学病院の立場から
神人 蘭

SY15-2

SY15-3

岡山県精神科医療センター

精神科病院で CBT の文化を広げる～協働作業と自己客観視
長 徹二

SY15-4

広島大学大学院精神神経医科学

公的病院の立場から
耕野 敏樹

グローバルな公衆衛生上の課題と Long COVID のこれから
高松 直岐

国立精神・神経医療研究センター病院臨床検査部・総合内科

11 月 12 日（土） 10:50 ～ 12:30

オーガナイザー

2019 年 12 月に新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が世界で最初に検出されてから 1 年後には世界
中で 1 億 7500 万人以上が感染し、380 万人以上が死亡し、猛威を振るった。COVID-19 感染からの回復に
は個人差があり、ほとんどの人は速やかに症状が寛解する中で、感染初期が過ぎた後も数週間から数ヶ月にわ
たって症状が持続したり、新規に出現したりする人がいる。このような一連の症状は Long COVID と称され、
広まってきた。COVID-19 感染が多彩な後遺症と関連していることは比較的初期の頃より報告されていたが、
現状でも課題が多く残る。異なるウイルス亜型による症状プロファイルや転帰、特定のリスク層における知見
は不十分である。このことは患者や臨床家だけの懸念ではなく、公衆衛生・医療政策の観点においても極めて
重要である。有効な予防、治療、支援のための戦略を開発するためには、基盤となる生物学的メカニズムの解
明および治療法の確立を必要とする。COVID-19 の公衆衛生上の緊急事態の終了は、パンデミックの影響の
終わりを意味するものではない。今後幾年にもわたり社会全体に及ぶ Long COVID の影響に対して、我々は
患者ケアと転帰の改善、研究の加速と拡大を必要とする。本シンポジウムでは、COVID-19 感染後に発症・
持続する精神神経症状にとりわけ注目し、後遺症についてこれまで報告されている知見を検討した上で、感染
症医、精神科医、神経内科医のそれぞれの専門的立場からみた Long COVID の実態について詳細に検討する。

長

髙尾 昌樹

認知行動療法を専門とする医師の育成

第 1 会場（日本橋ホール）

【趣旨・狙い】

座

脳神経内科医の立場から－当院におけるコロナ後遺症外来の経験－

２日目 口演プログラム

九州大学大学院医学研究院精神病態医学分野

現

九州大学大学院医学研究院精神病態医学分野

大会企画シンポジウム 15

中尾 智博

大会企画シンポジウム 14

COVID-19 感染後の精神症状に関する実態調査

一般財団法人信貴山病院ハートランドしぎさん

診療所の立場から
林 竜也

医療法人心葉会林こころのクリニック

国立国際医療研究センター国際感染症センター
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プログラム・抄録集

大会企画シンポジウム 16

現

地

ライブ

「CBT を共通言語として多職種連携する工夫を他職種から学ぶ」
～薬剤師が多職種連携でより活躍するために～
第 2 日目

11 月 12 日（土） 10:50 ～ 12:30

オーガナイザー

前田 初代

日本大学薬学部

田沼 和紀

株式会社カメガヤ（フィットケアデポ）

オンデマンド

第４会場 ( ホール C)

【趣旨・狙い】

座

長

SY16-1

前田 初代

日本大学薬学部

田沼 和紀

株式会社カメガヤ（フィットケアデポ）

他職種が抱く薬剤師との連携の現状および薬剤師業務に CBT 的アプローチを
取り入れることへの期待～ JACT 会員に対するアンケート調査から～
渡邉 文之

SY16-2

日本大学薬学部

薬剤師がチーム医療で認知行動療法的アプローチを応用する期待と留意点

SY16-3

多職種連携において看護師が薬剤師に期待すること
長井 麻希江

SY16-4
指定討論
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京都府立医科大学大学院医学研究科精神機能病態学

株式会社アモール / 富山大学

薬剤師と心理師が共同連携するために＿ある心理師からの提言
川瀬 英理

東京大学相談支援研究開発センター

菊地 俊暁

慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室

The 22nd Annual Convention of the Japanese Association for Cognitive Therapy

地

ライブ

オンデマンド

（初学者向け）社交不安症の治療を通して認知行動療法と森田療法の相違を語る
第 2 日目

11 月 12 日（土） 14:10 ～ 15:50

第 3 会場（ホール D）

日本森田療法学会合同企画シンポジウム
オーガナイザー

村山 桂太郎

九州大学病院精神科神経科

【趣旨・狙い】

治療効果のエビデンスが確立されている認知行動療法と、100 年前に森田正馬という一人の臨床家が日々の
臨床の中で開発し、現在まで進化を続けている森田療法の二つの治療法を社交不安症の治療を通して、その共
通点相違点を討論したい。
吉永尚紀先生には認知行動療法の視点から Clark & Wells モデルに基づく認知モデルをベースとして、症例
を交えながら病態の維持要因の捉え方、介入技法について話題を提供していただく。
久保田幹子先生には、森田療法の視点から社交不安症の病態をどのように捉え、どのような治療的助言を行
いながら治療を進めていくのか話題提供していただく。
松浦隆信先生には、森田療法を基礎心理学的な視点から解説していただく。
シンポジウム参加者の森田療法のコンセプトや CBT との相違の理解が進むように、討論では認知行動療法
家から森田療法家への質問を中心に行いたい。

座

長

SY17-1

中村 敬

SY17-2

宮崎大学医学部看護学科

社交不安症に対する森田療法
久保田 幹子

SY17-3

東京慈恵会医科大学 森田療法センター

Clark ＆ Wells の認知モデルに基づく社交不安の理解と介入
吉永 尚紀

法政大学大学院人間社会研究科 / 東京慈恵会医科大学森田療法センター

森田療法で用いられる治療技法の基礎心理学的理解
松浦 隆信

日本大学文理学部

大会企画シンポジウム 18
国際貢献と認知行動療法
第 2 日目

11 月 12 日（土） 14:10 ～ 15:50

オーガナイザー

ー 意思決定支援のツールとして ー
富永 敏行

現

２日目 口演プログラム

JACT 薬剤師部会では、薬剤師が CBT を学び患者対応や多職種連携に CBT のエッセンスを活かす方策を
検討している。我々が目的としているのは服薬を中心とした患者の問題の解決や不安の低減であり、治療を目
的としてはいない。
薬学部のモデルコアカリキュラムには、患者への服薬に関する情報の収集・提供に際し、傾聴・受容・共感
を伴った対応ができるコミュニケーション能力、またアドバンスでは認知行動療法を含む心理療法の理解と活
用が盛り込まれている。
薬剤師には正確な情報および調剤が求められているが、一方で提供する情報が正しくても、患者の疾病や薬
に関する悩みや不安が大きいと、患者は情報をきちんと受け取れないことがある。このようなときには患者の
心に寄り添いながら CBT の考え方を用いて情報を受け取る幅を広げることで、考えや気分の改善に寄与でき
ると考えている。現在病院薬剤師は病棟業務やチーム医療などで、薬局薬剤師は来局患者や在宅療養患者への
継続的な服薬のフォローなどで、さまざまな多職種と積極的に連携し専門性を発揮することが求められている。
しかし今でも薬剤師に対して対物業務のみをイメージする方は多い。
そこで我々は 2022 年４月（6 日～ 18 日）本学会の全会員を対象に、現状の薬剤師のイメージ、薬剤師が
CBT を学習すること、および多職種と連携する際に薬剤師に期待することや留意すべきことについてアンケー
トを実施した。
本シンポジウムでは、まずこのアンケート結果を報告した後に、医師、看護師、心理士の方々から、現状に
おける薬剤師との関りや連携について、また CBT を共通言語とした場合に多職種連携で期待される薬剤師の
役割や課題についてご意見をいただく。さらに指定討論者には CBT 多職種連携マニュアル開発の観点からご
助言を頂戴し、最後に総合討論で今後の展望や課題について議論を深めたい。

大会企画シンポジウム 17

現

地

ライブ

オンデマンド

第４会場 ( ホール C)

茅野 龍馬

WHO 神戸センター

牧野 みゆき

国立精神・神経医療研究センター認知行動療法センター / 武蔵野大学

【趣旨・狙い】

本プログラムでは、日本において国際貢献に関わる行政・医療・保健機関・研究の第一線でご活躍されてい
る先生方にご登壇いただき、国際貢献におけるメンタルヘルスや認知行動療法について皆様と一緒に考えたい
と思います。
厚生労働省大臣官房国際課より深谷果林先生、馬場俊明先生、東京大学大学院医学系研究科精神保健学分野
より佐々木那津先生、WHO 神戸センターより茅野龍馬先生、マクダーモット真喜子先生、国立精神・神経医
療研究センター認知行動療法センターより牧野みゆきが発表します。指定発言として国立病院機構東京医療セ
ンターメンタルケア科より関英一先生をお招きします。それぞれの領域での実際の取り組みや課題等のお話を
うかがいながら、今後私たちが国際貢献として認知行動療法の視点をふまえどのようなことができるかを話し
合うことが狙いです。
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座

長

SY18-1

SY18-2

茅野 龍馬

WHO 神戸センター

牧野 みゆき

国立精神・神経医療研究センター認知行動療法センター / 武蔵野大学

深谷 果林

厚生労働省大臣官房国際課

馬場 俊明

厚生労働省大臣官房国際課

第 2 日目

牧野 みゆき

オーガナイザー

国立精神・神経医療研究センター認知行動療法センター / 武蔵野大学

コロナ禍で高まる認知行動療法への期待と WHO 神戸センターの取り組み

平澤 千秋

専修大学附属高等学校

門脇 陽一

兵庫県立こやの里特別支援学校

地

ライブ

オンデマンド

SY19-2

174

岐阜県立東濃高等学校特別支援教育支援員

学校における認知行動療法に基づくＩＣＴ活用実践
嶋田 洋徳

有光 興記

関西学院大学文学部

早稲田大学人間科学学術院

The 22nd Annual Convention of the Japanese Association for Cognitive Therapy

オンデマンド

第 5 会場（ルーム A1+A2）

関西学院大学文学部

早稲田大学文学学術院

“ 通常の ” マインドフルネスに基づく介入におけるトラウマの位置付け

SS7-3

ー 臨床的な経験を中心に ー
指定討論

佐渡 充洋

慶應義塾大学保健管理センター

熊野 宏昭

早稲田大学人間科学学術院

自主企画シンポジウム 8

現

地

認知症を取り巻く支援において認知行動療法を活用するには
第 2 日目

11 月 12 日（土） 10:50 ～ 12:30

オーガナイザー

座

SS8-1

長

SS8-2

オンデマンド

第 5 会場（ルーム A1+A2）

慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室

藤澤 大介

慶應義塾大学医学部医療安全管理部／精神・神経科学教室

田島 美幸

慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室

認知症の家族介護者に対するオンライン CBT の試み
公益財団法人 西熊谷病院 埼玉県認知症疾患医療センター
慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室

軽度認知障害患者を対象とした集団・多因子介入プログラムにおける CBT の活用
山下 真里

SS8-3

ライブ

田島 美幸

原 祐子

南山大学

オンライン授業「こころを整理し、しなやかに生きる」の実践を通して
太田 久美

ライブ

MBCT におけるトラウマの扱い方 ―マインドフルネスと身心の情報の更新―

第 5 会場（ルーム A1+A2）

日本の学校も児童生徒一人一台コンピュータの時代に入った。コロナ禍、オンライン授業も行われるように
なった。また、教室だけでなく教師の職員室での仕事もデジタル化が進んでいる。書類作成、授業・対話・連
絡方法など、学校は大きく様変わりしようとしている。その一方で、児童生徒を育てるという教育の場で人の
温かみや対面というものがもつ意義はあまりに大きい。学校のデジタル化はよい面もあれば、新たな課題が生
じる結果にもつながっている。
こうしたデジタル化が進む学校の状況について、現場を知るシンポジストが多角的な視点から考察する。認
知行動療法、認知行動変容アプローチは、このような状況の中でますます活用が期待されるのである。児童生
徒の成長を支え支援する教師と研究者・医師がコラボレーションする機会として価値ある場を提供したいと考
える。本学会に設立された学校教育部会の今後の活動に繋ぐシンポジウムである。

SY19-1

地

トラウマに対するコンパッションの研究と実践

SS7-2

【趣旨・狙い】

中野 有美

関西学院大学文学部

越川 房子

11 月 12 日（土） 14:10 ～ 15:50

長

長

有光 興記

有光 興記

国立病院機構東京医療センター メンタルケア科

デジタル化が進む学校現場の中で

座

座

WHO 神戸センター

現

現

11 月 12 日（土） 8:50 〜 10:30

SS7-1

WHO 神戸センター

大会企画シンポジウム 19

オーガナイザー

自主企画シンポジウム 7

― 認知行動療法を活用した研修の課題 ―

関 英一

都立五日市高等学校

トラウマに対するマインドフルネス，コンパッションの研究と実践

妊婦・子育て期の方へ向けた精神保健サービス

マクダーモット 真喜子

第 2 日目

森塚 創

東京大学大学院医学系研究科 精神保健学分野

株式会社 Welcome to talk / 桐生第一高等学校 /
東邦大学医学部精神神経医学講座

通信制高校における ACT に基づいた心理プログラムの効果について

SY19-4

ベトナムおよびタイにおける看護師向け認知行動療法アプリの効果評価と社会実装

茅野 龍馬
指定討論

関﨑 亮

２日目 口演プログラム

SY18-4

テクノロジーを活用した学校拠点のメンタルヘルスケアサービス

SY19-3

国際貢献におけるメンタルヘルス

佐々木 那津
SY18-3

プログラム・抄録集

東京都健康長寿医療センター研究所

アウトリーチによる認知症の人や家族介護者への支援
川西 智也

鳴門教育大学大学院学校教育研究科
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プログラム・抄録集

岡田 佳詠

「場」と「生きる力」としての CBT

CS5
現

地

長

ライブ

オンデマンド

～リカバリーの現場から考える～

11 月 12 日（土） 14:10 ～ 15:50

オーガナイザー

座

第 2 日目

国際医療福祉大学成田看護学部

自主企画シンポジウム 9
第 2 日目

ケーススタディ 5

認知症のケア従事者に対する CBT 教育の取り組み

SS8-4

武藤 みやび

合同会社 liaison aide

武藤 みやび

合同会社 liaison aide

第 6 会場（ルーム B）

新潟刑務所処遇部企画部門（教育）

「『ふつう』に生きる」ための CBT 〜 CBT ってなんだろう〜

SS9-2

武藤 みやび

大越 拓郎

合同会社 liaison aide

11 月 12 日（土） 15:30 ～ 17:10

オーガナイザー

座

長

SS10-1

耕野 敏樹

岡山県精神科医療センター

耕野 敏樹

岡山県精神科医療センター

大野 裕

大野研究所

SS10-3

SS10-4

現

地

ライブ

オンデマンド

SS10-5

指定討論
176

者

座

髙岸 百合子

長

長 徹二

山田 航

大倉 愛由

我が国における CT-R 実装への課題と展望
久我 弘典

国立精神・神経医療研究センター認知行動療法センター

大野 裕

大野研究所
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地

第 6 会場（ルーム B）

信貴山病院 ハートランドしぎさん

国立精神・神経医療研究センター病院

株式会社リヴァ

大学生に対するオンライン集団認知行動療法ワークショップの効果：

05-3

ランダム化比較試験（パイロットスタディ）
若杉 美樹

O6

岡山県精神科医療センター

現

就労移行支援事業所でのオンライン集団認知行動療法の実践

05-2

渡部 亜矢子

入院医療における CT-R の可能性

南飯能病院

予防や自己対処に焦点を当てたオンラインカウンセリングプログラムの実践報告

一般演題（口演）6

公益財団法人正光会 広小路診療所

第 6 会場（ルーム B）

九州大学病院精神科神経科

11 月 12 日（土） 8:50 ～ 9:50

05-1

岡山県精神科医療センター

地

治療・介入技法② オンライン介入

第 2 日目

第 1 会場（日本橋ホール）

こころのクリニックＯＡＳＩＳ

現

新型コロナウイルス感染への恐怖から仕事に行けなくなった症例に対する
認知行動法の実践報告

地域医療における CT-R の可能性

佐藤 康治郎

信貴山病院 ハートランドしぎさん

11 月 12 日（土） 12:00 ～ 12:50

早期介入における CT-R の可能性
松本 和紀

奥村 貴子

慶應義塾大学

一般演題（口演）5

イントロダクション
耕野 敏樹

SS10-2

第 2 日目

O5

リカバリーを目指す認知療法（CT-R）への期待：日本での適用の可能性
第 2 日目

者

演

国立病院機構さいがた医療センター

自主企画シンポジウム 10

演

座長・
スーパーバイザー 村山 桂太郎

依存症の集団 CBT が「集団であること」と「CBT であること」の意義を考える

SS9-3

第 6 会場（ルーム B）

交通事故の加害により、抑うつ状態に至った４０代女性に対する認知行動
療法

座長・
スーパーバイザー 伊原 栄

CS6

地

東京大学相談支援研究開発センター

現

地

治療・介入技法③ プログラム開発

第 2 日目
座

06-1

11 月 12 日（土） 9:50 ～ 10:50
長

宗 未来

第 6 会場（ルーム B）

東京歯科大学市川総合病院

全般不安症に対する False Safety Behavior Elimination Therapy の
パイロット試験
荒井 穂菜美

千葉大学
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２日目 口演プログラム

金子 裕亮

11 月 12 日（土） 11:00 ～ 11:50

ケーススタディ 6

大切なことは「自分自身を俯瞰し、自分の言葉で考え、発言すること」

SS9-1

現

第 22 回日本認知療法・認知行動療法学会

プログラム・抄録集

身近な人とのコミュニケーションスキルに焦点づけた少年用大麻再乱用防止

06-2

プログラムの作成 (1)
中島 美鈴

国立病院機構肥前精神医療センター

統合失調症の妄想症状に焦点をあてたワークブック開発の試み

06-3

朝波 千尋

国立精神・神経医療研究センター病院

思春期の親子をつなぐ子育てマインドフルネス講座の実践報告

06-4

南谷 則子

千葉大学子どものこころの発達教育研究センター

市民公開講座
OL

11 月 12 日（土） 12:50 ～ 14:05

ライブ

第 2 会場（ルーム A+B）

松本ハウス講演『統合失調症がやってきた』
松本ハウス×大野裕 対談『リカバリーから考える「統合失調症がやってきた」』

司
演

会
者

指定対談者

久我 弘典

国立精神・神経医療研究センター認知行動療法センター

梅本 育恵

国立精神・神経医療研究センター認知行動療法センター

松本キック / 松本ハウス

株式会社サンミュージックプロダクション

ハウス加賀谷 / 松本ハウス

株式会社サンミュージックプロダクション

大野 裕

大野研究所

大会特別企画グランドフィナーレ
第 2 日目

第 2 日目

現

地

11 月 12 日（土） 18:10 ～ 18:50

閉会の辞

178

地

２日目 口演プログラム

第 2 日目

現

オンデマンド

第 1 会場（日本橋ホール）

現

11 月 12 日（土） 18:50 ～ 19:00

ライブ

地

ライブ

オンデマンド

第 1 会場（日本橋ホール）
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MEMO

教育講演
2022年

2023年

11月21
（月）〜1月15日(日)
［オンデマンド配信］

オンデマンド

配信期間 2022年11月21日（月）〜2023年1月15日（日）

プログラム・抄録集

教育講演 1

オンデマンド

配信期間 2022 年 11 月 21 日（月）～ 2023 年 1 月 15 日（日）

EL1
演

【所要 約 60 分】

人に優しいロボットのデザイン 「なんもしない」の心の科学
者

高橋 英之

大阪大学大学院 基礎工学研究科

教育講演 2

オンデマンド

配信期間 2022 年 11 月 21 日（月）～ 2023 年 1 月 15 日（日）

EL2
演

遷延性悲嘆症（prolonged grief disorder）の概念と治療
者

中島 聡美

武蔵野大学

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

教育講演 3

オンデマンド

配信期間 2022 年 11 月 21 日（月）～ 2023 年 1 月 15 日（日）

EL3
演

者

平林 直次

国立精神・神経医療研究センター病院

オンデマンド

配信期間 2022 年 11 月 21 日（月）～ 2023 年 1 月 15 日（日）

【所要 約 60 分】

統合失調症の CBT: チャレンジ、多様性、そして可能性
者

松本 和紀

こころのクリニック OASIS

The 22nd Annual Convention of the Japanese Association for Cognitive Therapy

教育講演プログラム
（オンデマンド）

演

【所要 約 60 分】

司法精神医療における認知行動療法の実践

教育講演 4
EL4

【所要 約 60 分】
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3日目
11月13日（日）
［ワークショップ］

現

地

ライブ
オンデマンド

会場でご参加いただけます（会場名を記載しています）
リアルタイムで配信します（日時を記載しています）
配信期間 2022年11月21日（月）〜2023年1月15日（日）

＊ワークショップ21（ライブのみ）は11月12日（土）・13日（日）の2日間となります

プログラム・抄録集

ワークショップ１

職域における睡眠改善プログラム
－デジタルデバイスを用いた CBT-I の利用－
第 3 日目

11 月 13 日（日） 9:00 ～ 12:00

オーガナイザー

田中 克俊

現

地

ライブ

オンデマンド

第 7 会場（AP 日本橋ルーム A+B）

北里大学大学院医療系研究科産業精神保健学

【趣旨・狙い】

睡眠の問題は、労働者の心身の健康を悪化させるだけでなく、安全や生産性の低下を引き起こしてしまう可
能性がある。我が国の調査では、何らかの睡眠の問題を抱える労働者の割合は、30％を超えると報告されてお
り，労働者の睡眠を向上させることは喫緊の課題となっている。
労働者の睡眠向上に対しては、まずは十分な睡眠時間を確保することが重要であることは言うまでもない。
しかしながら最近では睡眠の量だけでなく質にも注目が集まっており，現在、厚生労働科学研究「“ 健康づく
りのための睡眠指針 2014” のブラッシュアップ・アップデートを目指した “ 睡眠の質 ” の評価及び向上手法確
立のための研究」が進んでいるところである。
睡眠の質と言っても明確な定義があるわけではないが，徐波睡眠の量の他、睡眠中の自律神経のバランスや
呼吸状態が人の健康に大きく関与することが示されている。
本ワークショップでは，睡眠の質向上に寄与する睡眠衛生のポイントと、デジタルデバイスを用いた簡易型
の不眠の認知行動療法、また睡眠の質を低下させる睡眠呼吸障害に対する介入について解説し，職域での睡眠
改善プログラムの効果的な運用についてディスカッションできればと考えている。

ワークショップ

The 22nd Annual Convention of the Japanese Association for Cognitive Therapy

273

第 22 回日本認知療法・認知行動療法学会
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ワークショップ２

現

理性に癒やされる：認知行動療法の哲学入門
第 3 日目

11 月 13 日（日） 9:00 ～ 12:00

オーガナイザー

東畑 開人

白金高輪カウンセリングルーム

四方 陽裕

株式会社フェアワーク

地

オンデマンド

第 2 会場（ホール A+B）

認知行動療法には行動療法から始まり、認知革命を経て結実した「科学としての心理学の系譜」がある。間
違いない、
「認知行動療法は科学の子」である。実際、認知行動療法の歴史においては、
従来の心理療法に比して、
「エビデンス」が強調されてきた。それらは行政サービスとしての正当性を確保するために必要な科学的態度
であるし、効果測定に対して真摯な態度を示していると言える。
しかし一方で、認知行動療法に古代ギリシャより連綿と受け継がれてきた「理性による治療」の系譜を見い
だすことができる。ヘレニズム哲学であるストア派において、哲学とはまさしく「生の技法」であり、常に制
御の効かない外界と向き合うための実践的営みであった。皇帝マルクス・アウレリウスは戦場で毎夜机に向か
い日記をしたため、肢体不自由の奴隷エピクテトスは出来事と思考を区別することで〝真の自由″の獲得を試
みた。そこにあるのは「認知を変容することで、生きづらさを和らげ、適応的な行動をとる」という現代の認
知行動療法と類似した自己治療の系譜である。これをシャーマニズムや精神分析のような非理性による治療と
対照することができるだろう。
本ワークショップでは認知行動療法のこのもう一つの系譜を辿ってみたい。理性を用い、自己をコントロー
ルする。そのような営みとして認知行動療法を理解することによって、精神分析やユング心理学、人間性心理
学などのさまざまな心理療法（これらは「非理性による治療」と言えよう）との間で認知行動療法を位置付け
ることが可能になるだろう。それだけではなく、認知行動療法の持つ人文学的ポテンシャルを明らかにし、そ
れを哲学などとコラボレートすることを可能にしてくれると考えられる。
具体的には『認知行動療法の哲学』に従って、まず心理療法の系譜の再考を図る。次に、本書で取り上げら
れた哲学的治療と認知行動療法技法を取り上げる。セルフモニタリング、認知再構成、マインドフルネスなど
の技法が挙げられるだろう。これらをもとに、
「理性による治療」
の普遍的な価値について考察する。そのうえで、
全体の討論へと進みたい。
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地

ライブ

オンデマンド

アーロン・ベック先生が最後に発展させた認知療法を学ぶ！：
リカバリーを目指す認知療法の基本
講

師

11 月 13 日（日） 9:00 ～ 16:00

Paul M. Grant

第 3 会場（ホール D）

The Beck Institute Center for Recovery-Oriented
Cognitive Therapy (CT-R)

Aims and content:
By the
1.
2.
3.
4.
5.

end of the workshop, attendees will be able to:
Identify Dr. Beck’s three guiding principles
Recognize the five core components of CT-R
Describe one way to access the adaptive mode
Distinguish a true aspiration from a step
Turn compliments into guided discovery questions

This 6-hour interactive, workshop session serves as a first course in developing understanding
and cultivating skill in Recovery-Oriented Cognitive Therapy. It will build on know-how that the
attendees already possess. Therefore, I will begin by identifying a wish list of qualities a treatment
approach should have to enhance our effectiveness. I will then set out the theoretical framework
for CT-R, which involves a discussion of three social determinants of health — connection, purpose,
and empowerment — and how individuals who are given serious mental health condition diagnoses
often experience the opposite — disconnection, purposelessness, and hopelessness — which leads
to worse mental and physical health. I will then build up CT-R as good medicine, a practical means
to improve wellness by pursuing the life of one’s choosing. I will illustrate how to get started by
accessing the adaptive mode. The cognitive model will up us understand the reasons a person might
not readily engage with us, which will lead to strategies we can follow to succeed in establishing
this first connection. I will show how to keep things going by energizing the adaptive mode, which
involves positive action that brings the person energy, enjoyment, and connection more often. I will
demonstrate how to guide the person to get the most out of this positive action; questioning that
helps them notice powerful meanings (positive beliefs about self, others, and the future). Accessing
and energizing the adaptive mode establishes trust and enables the opportunity to develop it. I
will present the concept of aspirations, instructing when to talk about them, and how to tell the
difference between rich, generative future aims and other types of goals — steps, removal of a
challenge, treatment-focused, dangerous, grand and distant desires. I will illustrate how to enrich
aspirations with an exercise, such that we can better help individuals access motivation and better
persevere through difficulties and stressful times. I will show how positive action expands at this
point in treatment to include: 1. movement toward aspirations, and 2. experiencing the meaning
of the aspirations every day. This is called actualizing the adaptive mode, and it operationalizes
purpose. I will demonstrate how the impact of aspiration-focused positive action can be maximized
by questioning. This work strengthens the person’s best self. Taking risks in pursuing aspirations
creates the opportunity for challenges to occur. I will consider negative symptoms and beliefs
that can be hard to understand (delusions), describing how we can understand each from a CT-R
perspective, then using this formulation to derive strategies that promote personalized empowerment.
I will finish the workshop by introducing the Recovery Map and showing how to use it through a
specific case example.
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金剛出版２０２２
金剛出版２０２２

現

The Basics of Recovery-Oriented Cognitive Therapy for Serious
Mental Health Challenges

第 3 日目

【趣旨・狙い】

＜参考文献＞
ロバートソン「認知行動療法の哲学」金剛出版
「認知行動療法の哲学」ドナルド・ロバートソン 東畑開人ら監訳
「臨床心理学増刊号 心の治療を再考する」森岡正芳・東畑開人編

ワークショップ３
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プログラム・抄録集

る強力な意味（個人・他人・未来に対するポジティブ信念）に気づくための質問の仕方を紹介します。適応モー
ドにアクセスし、エネルギーを高めることは、信頼関係を確立し、適応モードを発展させる機会を生み出しま
す。私は、アスピレーションという概念を提示し、それについていつ話すか、そして、豊かで生成的な将来の
目標と他のタイプの目標（ステップ、課題の除去、治療中心、危険、壮大で遠い願望）との違いを見分ける方
法を指導します。その後、エクササイズを用いてアスピレーションを具体化させる方法を紹介します。このエ
クササイズにより、個人がモチベーションにアクセスし、困難でストレスの多い時期を乗り切るのを支えます。
治療のこの段階では、ポジティブ・アクションはこのように広がっていきます : 1. アスピレーションに向かっ
て動く 2. 毎日アスピレーションの意味を経験する。これらは適応モードの実現と呼ばれ、目的を可能にしま
す。質問することが、アスピレーションに焦点を当てたポジティブ・アクションの影響を最大限に引き出せる
ことを示します。この作業は、個人の最高の自己を強化します。アスピレーションを追求する中でリスクを取
ることで、課題が発生する機会が生まれます。陰性症状や理解しがたい信念（妄想）を取り上げ、それぞれを
CT-R の観点から理解する方法を説明し、それらのフォーミュレーションを用いて、個別化されたエンパワメ
ントの促進方法を説明します。最後に、リカバリーマップを紹介し、具体的な事例を通して、使い方を紹介す
ることでワークショップを終了します。

【趣旨・狙い】

ワークショップ

本ワークショップの終了時までに、参加者は以下のことができるようになります。
1. ベック博士が提唱した健康に影響を及ぼす 3 つの社会的因子を特定する。
2. CT-R を構成する 5 つの中核的な要素を認識する。
3. 適応モードへアクセスする方法を例示する。
4. アスピレーションとステップを区別する。
5. 支持的な言動を誘導による発見に関する質問に変える。
本ワークショップは、6 時間に渡る対話型セッションを通じて、リカバリーのための認知療法 (CT-R) に対す
る理解やスキルを身につけるための基礎的なコースです。皆様が既に所持されているノウハウを基に話してい
くため、まず、治療者がより効果的であるためには、どのような資質が治療アプローチに必要なのか、特定し
ていくことから始めていきます。その上で、CT-R の理論的な背景として、健康に影響を及ぼす 3 つの社会的
因子（繋がり、目的、エンパワメント）について議論し、重篤なメンタルヘルス状態の診断を受けた人は、し
ばしばその逆の経験（繋がりの喪失、目的の欠如、絶望）を経験することで、心身の健康の悪化に繋がること
を説明します。そして、CT-R は個人が自ら選んだ人生を追求することで健康を向上させるための実践的な手
段であるという観点から、良い医療であるということを示していきます。CT-R の最初のステップとして、適
応モードにアクセスしていく方法を説明します。認知モデルを用いることで、人がなかなか反応を示さない理
由を理解し、最初の繋がりを確立するための戦略を導き出すことができます。この流れを続けるためには、人
により頻繁にエネルギー、喜び、繋がりをもたらすポジティブ・アクションを行い、適応モードのエネルギー
を高める必要があります。このポジティブ・アクションを最大限に活かすための方法、つまり、行動の裏にあ
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ワークショップ４

現

地

ライブ

摂食障害（神経性過食症）に対する認知行動療法 (CBT-E) 研修会
第 3 日目

11 月 13 日（日） 9:00 ～ 16:00

オーガナイザー

オンデマンド

第 4 会場（ホール C）

吉内 一浩

東京大学大学院医学系研究科ストレス防御・心身医学

安藤 哲也

国際医療福祉大学成田病院心療内科

河合 啓介

国立国際医療研究センター国府台病院心療内科

佐藤 康弘

東北大学病院心療内科

平出 麻衣子

東京大学大学院医学系研究科ストレス防御・心身医学

宮本 せら紀

東京大学医学部附属病院心療内科

山中 結加里

東京大学大学院医学系研究科ストレス防御・心身医学

ワークショップ５

現

地

ライブ

オンデマンド

Unified Protocol Group Therapy, progress tracking, and what to do
when you see no progress
統一プロトコルの集団療法における経過追跡と無反応事例への対応法
第 3 日目
講

師

11 月 13 日（日） 9:00 ～ 12:00

Sidse M. Arnfred

第 5 会場（ルーム A1+A2）

Department of Clinical Medicine, Copenhagen University /
Mental Health Service Region Zealand, Denmark

Benjamin Thorup Arnfred

Copenhagen Research Center for Mental Health –
CORE / Mental Health Center Copenhagen /
Copenhagen University Hospital

Aims and content:

【趣旨・狙い】

本研修会では、英国 Oxford 大学の Fairburn らが開発した、
摂食障害を対象とした認知行動療法（enhanced
cognitive behavioral therapy, CBT-E）の治療開始から終結までの概要を紹介する。CBT-E は、英国 NICE
のガイドラインでも推奨されている通り、近年、エビデンスが構築されつつあり、日本においても、平成 30
年 4 月より、神経性過食症に対する認知行動療法として、
診療報酬を算定することが可能となった。本研修会は、
算定にあたって推奨されている研修会として、神経性過食症を中心に扱う。日本心身医学会、
日本心療内科学会、
日本摂食障害学会の承認済みであり、全過程に参加された場合には、3 学会からの修了証を発行する（ただし、
オンデマンド配信は対象外）。

＜参考文献＞
「摂食障害に対する認知行動療法 CBT-E 簡易マニュアル」
https://www.edportal.jp/pdf/cbt_manual.pdf

Unified Protocol for Transdiagnostic Treatment of Emotional Disorders (1,2) is the most wellestablished protocols for transdiagnostic CBT and it has been proven as effective as standard
diagnosis specific protocols in several studies (3-5). We have developed a Danish group version
(6), that is now implemented widely in Denmark. An important element in UP is the tracking of
patient reported outcomes every week applying the validated 5-item scales for anxiety (Overall
Anxiety Severity and Impairment Scale – OASIS) and depression (Overall Depression Severity and
Impairment Scale – ODSIS) (7,8). In this way therapists and patients keep track of their progress.
However group therapy, as other psychotherapies do not help all patients, and when we introduce
progress tracking, we inevitable come to the point, where some patients do not follow the upward
trajectory the therapist hopes for. For individual therapy, it has been well documented that outcome
tracking and the subsequent additional attendance to difficulties in the therapy or in the patients’ life
is beneficial for the patients that showed sign of stagnation or deterioration (9). For group therapy
this is less established, findings being mixed, probably due to the fixed protocol, leaving little
room for adaptation of the approach for one individual in the group (10). For that reason we have
developed an algorithm and preference based supplementary individual therapy, made to support
the ongoing group therapy, but also to work with issues that is not sufficiently covered within the
group context. This is work in progress.
The workshop is a mixture of introductory talks and group work with cases and active participation
is expected. Case material and literature will be distributed before the event.
ワークショップ

Session 1: Introducing the group UP manual briefly, we will focus on how to carry out module five
“Countering Emotional Behaviors” in group therapy. After a role-play demonstration, the group
exercise will be a discussion of the main differences between avoidance in standard CBT and in UP.
Session 2: An introduction to patient reported outcomes and outcome tracking. The application
of the instruments in UP: ODSIS and OASIS is demonstrated and an example of a Clinical Support
Tool is reviewed. The ODSIS tracking of four cases from a group will be presented and the group
exercise will be the discussion of when to be concerned and what intervention to carry out in group
or perhaps outside group.
Session 3: The model for supplementary treatment during group therapy is outlined, including
the shared-decision-making session, where the patients’ preferences are explored, and the
four alternative themes for five additional individual sessions. They encompass: 1)Therapeutic
Assessment for unrecognized psychopathology 2) Collaboratively Case-Conceptualization for
therapy hindering psychological fixations 3) Recovery-oriented Network meeting addressing
problems in the patient’s environment and social life outside therapy 4) Motivational Work for the
patient low in therapy engagement. The group exercise is role-play of the shared-decision-making
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session for two of the previously presented cases.

References（引用文献）:
1.

Barlow DH, Harris BA, Eustis EH, Farchione TJ. The unified protocol for transdiagnostic
treatment of emotional disorders. World Psychiatry. 2020;19(2):245-246. doi:10.1002/		
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2. Barlow DH, Farchione, T. J., Sauer-Zavala, S., Latin, H. M., Ellard, K. K., Bullis, J.R., Bentley,
K. H., Boettcher, H. T.,, Cassielo-Robbins C. Unified Protocol for Transdiagnostic Treatment
of Emotional Disorders. Second edition ed. Oxford University Press; 2018.
3. Barlow DH, Farchione TJ, Bullis JR, et al. The Unified Protocol for Transdiagnostic 		
Treatment of Emotional Disorders Compared With Diagnosis-Specific Protocols for Anxiety
Disorders: A Randomized Clinical Trial. Randomized Controlled Trial Research Support,
N.I.H., Extramural. JAMA Psychiatry. 09 01 2017;74(9):875-884.
4. Farchione TJ, Fairholme CP, Ellard KK, et al. Unified protocol for transdiagnostic treatment
of emotional disorders: a randomized controlled trial. Behavior therapy. 2012;43(3):666-678
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psychosomatics 91.1 (2022): 36–49
6. Christensen, Anne Bryde et al. “The Unified Protocol: Patient and Therapist Perspectives on
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7. Ito, Masaya et al. “Validity and Clinical Interpretability of Overall Anxiety Severity And
Impairment Scale (OASIS).” Journal of affective disorders 170 (2014): 217–224.
8. Ito, M., K. H. Bentley, Y. Oe, S. Nakajima, H. Fujisato, N. Kato, M. Miyamae, A. Kanie,
M. Horikoshi and D. H. Barlow (2015). "Assessing depression related severity and functional
impairment: the Overall Depression Severity and Impairment Scale (ODSIS)." PLoS One
10(4)
9. Lambert, M. J., Whipple, J. L., & Kleinstäuber, M. (2018). Collecting and delivering progress
feedback: A meta-analysis of routine outcome monitoring. Psychotherapy, 55(4), 520.
10. Koementas-de Vos, M. M., Nugter, M. A., Engelsbel, F., & De Jong, K. (2018). Does progress
feedback enhance the outcome of group psychotherapy? Psychotherapy, 55(2), 151.

プログラム・抄録集

本ワークショップでは、講義と、事例を用いたグループワークを交互に実施するため、積極的な参加が期待さ
れます。ケースの資料と文献は事前に配布します。
セッション 1：集団 UP のマニュアルを簡単に紹介して、モジュール 5「感情行動とは反対の行動をとる」を
集団療法でどのように実施するのかに焦点を当てます。ロールプレイのデモンストレーションの後、グループ
エクササイズで、標準的な CBT における回避と UP における回避の主な違いについて話し合います。
セッション 2：患者報告アウトカムの経過追跡の仕方を紹介します。UP における測定尺度の活用として、
ODSIS と OASIS の実施法をデモンストレーションし、臨床支援ツールの一例について説明します。 集団療
法の中から 4 症例の ODSIS の記録を提示して、グループエクササイズでは、どのような場合に注意を払うべ
きか、どのような介入を集団内または集団外で実施するべきかについて議論します。
セッション 3：集団療法を進めるなかで実施できる補助治療モデルについて概説し、患者の好みを探索する共
有意思決定のセッションと、5 回の追加個人セッションで取り組まれる 4 つのテーマについて説明します。こ
の 4 つのテーマには以下が含まれます。1）見過ごされていた精神病理に対する治療的なアセスメント、2）治
療の進展を妨げる要因に対する協同的な事例の概念化、3）患者の生活環境や人間関係の問題に対処するリカ
バリー志向のネットワークミーティング、4）治療への関与が低い患者に対する動機づけのワーク。グループ
エクササイズでは、先に紹介した 2 つの事例を用いて、共有意思決定セッションのロールプレイを行います。

【趣旨・狙い】
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ワークショップ

感 情 障 害 に 対 す る 診 断 を 越 え た 治 療 の た め の 統 一 プ ロ ト コ ル（Unified Protocol for Transdiagnostic
Treatment of Emotional Disorders; UP）（1, 2）は、最も有効性が確立した診断横断的な認知行動療法の
プロトコルで、複数の研究において標準的な疾患特異的なプロトコルと同等の効果があることが実証されて
います（3-5）
。私たちは、デンマークにおいて集団版（6）を開発し、現在広く実施してきました。UP では、
妥当性が検証された５項目の不安の尺度（不安の重症度と生活障害の全般尺度：Overall Anxiety Severity
and Impairment Scale; OASIS） と、 抑 う つ の 尺 度（ 抑 う つ の 重 症 度 と 生 活 障 害 の 全 般 尺 度：Overall
Depression Severity and Impairment Scale; ODSIS）を使用して、毎週、患者報告アウトカムの経過を追
跡し（7, 8）、治療者と患者が改善を確認しながら進めます。しかしながら、集団療法は他の心理療法と同様に
全ての患者に効果があるわけではなく、経過を追跡してみると、治療者が期待するような経過を示さない患者
が必ず出てきます。個人療法では、治療が停滞し状態が悪化する患者に対して治療アウトカムの確認し、治療
上や生活上の困難に対応することの有効性が広く報告されています（9）。一方、集団療法ではこのような対応
はあまり確立されておらず、知見が混在しています。おそらく、集団療法の場合にはプロトコルがを柔軟に変
更しづらく、グループ内の個々人に対してうまく対応を変えていく余地が少ないことがその要因だと考えられ
ます（10）
。このような理由から、私たちは進行中の集団療法をサポートし、グループとしては十分に扱えな
い問題に対処するため、アルゴリズムと患者の好みに基づく、補助的な個人療法を開発しました。この研究は、
現在進行中です。
The 22nd Annual Convention of the Japanese Association for Cognitive Therapy
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ワークショップ６

現

地

ライブ

ハーバード大学児童精神科医に聞く！児童の診かたと診療の tips
第 3 日目

11 月 13 日（日） 13:00 ～ 14:30

オーガナイザー

オンデマンド

第 7 会場（AP 日本橋ルーム A+B）

大久保 亮

国立帯広病院 / 北海道大学

内田 舞

Assistant Professor of Psychiatry, Harvard Medical School
Director, MGH Child Depression Program

荒嶽 達也

国立帯広病院精神科

ワークショップ７

現

地

ライブ

オンデマンド

Optimizing exposure therapy with an inhibitory retrieval approach
制止検索アプローチによる曝露療法の最適化
第 3 日目
講

11 月 13 日（日） 13:00 ～ 17:00

師

Michelle G. Craske

第２会場（ホール A+B）

University of California, Los Angeles

Aims and content:

The therapeutic strategy of repeated exposure is effective for fears and anxiety disorders, but a substantial

number of individuals fail to respond or show a return of fear. Translation from the basic science of extinction

【趣旨・狙い】
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learning offers strategies for increasing response rates and reducing return of fear after exposure therapy.
This workshop will present an approach to exposure therapy that emphasizes inhibitory learning and retrieval
as its primary mechanism for long-term reduction in fear, anxiety, and avoidance (i.e., inhibitory retrieval

model). The workshop will begin with a review of fear extinction and its application to exposure therapy.
Then, each therapeutic strategy will be described, starting with the OptEx Nexus, a comprehensive map

of associations that is needed to generate exposures that maximally violate expectancies (i.e., prediction
error). The OptEx Nexus determines all factors that affect the expectancy for a given CS-US association:

aversive outcome (the US), predictors (CSs), occasion setters, and inhibitors (safety signals) and replaces the

traditional fear hierarchy which ranks situations in terms of fear levels. Exposure strategies are categorized
into three domains. First are fundamental strategies for how to design exposures in order to optimize

prediction error/expectancy violation (also called inhibitory learning), maintain attention to feared stimuli/
situations that is essential for inhibitory learning, remove safety signals that may undermine inhibitory
learning, and mental rehearsal after exposure to consolidate the inhibitory learning. Second are advanced

strategies called deepened extinction, involving exposure to more than one CS in order to optimize prediction
error, and occasional reinforced extinction, involving occasional experiences of the negative outcome. Third
are strategies for promoting generalization of learning and thereby reducing return of fear, including mental
reinstatement, retrieval cues, multiple contexts, stimulus variability, and positive affect.

References（参考文献）:

Craske, M. G., Treanor, M., Zbozinek, T. D., & Vervliet, B. (2022). Optimizing exposure therapy with an
inhibitory retrieval approach and the OptEx Nexus. Behaviour research and therapy, 152, 104069.https://doi.
org/10.1016/j.brat.2022.104069

【趣旨・狙い】

恐怖症や不安症の治療戦略として、曝露療法をくり返し行うことが有効であるが、治療に反応しない人や、恐怖
を再発させる人は相当数にのぼる。消去学習についての基礎科学は、曝露療法の治療反応割合を高め、療法後の
恐怖の再発を減らす戦略を与えてくれる。本ワークショップでは、恐怖、不安、回避を長期に軽減させる主要な
メカニズムとして、制止学習と検索に重点を置く曝露療法のアプローチ（すなわち、制止検索モデル）を紹介す
る。本ワークショップでは、まず恐怖の消去とその曝露療法への応用について概説する。次に、治療戦略をそれ
ぞれに説明する。はじめに、曝露療法において期待相反 expectancy violation（i.e., 予測誤差 prediction error）
を最大化するための包括マップ、OptEx Nexus を取り挙げる。OptEx Nexus は、ある CS-US 連合に対する期
待に関与するすべての要因：嫌悪結果（the US）
、予測子 predictors（CSs）
、場面設定子 occasion setters、制
止子 inhibitors（安全信号）を特定するためのもので、恐怖の強さで曝露課題を並べる従来の不安階層表に取っ
て代わるものである。曝露戦略は 3 領域に分類される。第一は根本戦略で、予測誤差／期待相反（expectancy
violation）
（制止学習ともいう）を最適化する曝露デザイン、制止学習に必須の恐怖刺激／状況への注意の維持、
制止学習を弱める安全信号の除去、制止学習を定着させるための曝露後のメンタルリハーサルが含まれる。第二
は発展戦略で、予測誤差を最適化するために、ひとつ以上の CS へ曝露するという「深められた消去 deepened
extinction」や、否定的な結果を時々経験する「時折強化消去 occasional reinforced extinction」がある。第
三は学習の汎化を促し、これにより恐怖の再発を減らす。心的復元 mental reinstatement、検索手がかり
retrieval cues、複数の文脈 multiple contexts、刺激の多様性 stimulus variability、ポジティブ情動がある。
注）OptEx
Optimizing exposure therapy
The 22nd Annual Convention of the Japanese Association for Cognitive Therapy

ワークショップ

ハーバード大学で児童精神医学の臨床・研究・教育に従事している内田舞先生に、児童の診かたと診療の
tips を聞きます。内田先生は 2007 年北海道大学医学部卒業後すぐに渡米し、15 年間アメリカで精神科医療
に従事されています。
児童・思春期では、成人に比べて薬物療法の使用に注意を要することが多いため、認知行動療法的な見立て
や介入が重要です。本ワークショップでは、内田先生に認知行動療法的な児童の診かたと診療の tips について
対談形式で知見をお聞きし、参加者とともに深めていきます。ワークショップは二部構成で行います。前半では、
児童を診る時に多い以下の問題に対して、どのように見立て、介入を検討していくべきか、実臨床での例を挙
げながらお話しいただきます。いただいたお話に対して中堅の精神科医である大久保、若手精神科医である荒
嶽から適宜質問を交え、時に参加者からの質問も受け付けながら、対談形式でそれぞれの問題についての知見
を深めていきます。
１． 落ち着きない子供（ADHD を中心に）
２． 子どもの「うつ」
３． 子どもの mood swing
４． 見過ごされがちな「不安障害」
５． 子どものひきこもり
６． 乱暴な子供や自傷をする子供
後半では、息子 3 人（6 歳、5 歳、1 歳）の子育て中の経験から、母親として、児童精神科医として、どの
ようなことを考え、日々関わっているかをお話いただきます。片付けをしようとしなかったり、わざと水をこ
ぼしたりするような行動に対してどのように考え、関わったのか？具体的な経験からお話いただきます。内田
先生はヘルスコミュニケーションにも力を注いでおり、子供の心や脳の科学のみならず、新型コロナワクチン、
アスリートのメンタルヘルス、ミソジニーの問題などにも積極的な情報発信を行っています。時間が残れば、
そのような知見についても、参加者と議論する機会としたいと考えています。
参加に際して、児童精神医学での経験は不問です。本ワークショップでは、子供に関わる方に広く参加いた
だけるように、可能な限り平易にわかりやすく話をすることを心がけます。むしろ普段児童を専門としない方
にも参加いただき、仕事のみならず実生活の場面でも役に立つような知見を得てお帰りいただくことを目指し
ます。ワークショップではなるべく質問を広く受け付けたいと考えていますが、円滑な進行のために質問を途
中で遮ることや、後日の回答へまわさせていただくことも場合によってはありますので、参加の際にご了承い
ただければと思います。
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ワークショップ８

現

地

ライブ

オンデマンド

The Unified Protocol: A Transdiagnostic Approach to the Treatment
of Emotional Disorders
統一プロトコル：感情障害に対する診断横断アプローチ
第 3 日目
講

師

11 月 13 日（日） 13:00 ～ 17:00

Todd J. Farchione

第 5 会場（ルーム A1+A2）

Boston University

Aims and content:

Recent conceptualization of anxiety, depressive, and related "emotional" disorders emphasize their
similarities rather than their differences. In response, there has been a movement in recent years
away from traditional disorder-specific manuals for the treatment of these disorders and toward
treatment approaches that focus on addressing psychological processes that appear to cut across
disorders. These "transdiagnostic" evidence-based treatments may prove to be more cost efficient
and have the potential to increase availability of evidence-based treatments to meet a significant
public health need.
The Unified Protocol for Transdiagnostic Treatment of Emotional Disorders (UP), developed by
researchers at Boston University, is the most recognizable and widely used transdiagnostic treatment
protocol with empirical support for its use. The UP is an emotion-focused, cognitive behavioral
treatment consisting of 5 core modules or components. These modules were designed to directly
target temperamental characteristics, particularly neuroticism and resulting emotion dysregulation,
underlying all anxiety, depressive, and related disorders, rather than focus on surface-level, DSM
diagnostic symptoms.
This introductory workshop, presented by one of the co-developers of the UP, will provide clinicians
with the knowledge and skills to apply this innovative treatment to commonly occurring (and cooccurring) mental health disorders such as anxiety and depression. The workshop will begin with a
brief conceptual and descriptive overview of the UP and the mechanisms underlying temperamental
change. This will be followed by a description and demonstration of how to apply core UP
treatment modules, along with the similarities and differences between the UP and traditional
CBT. Videotaped illustrations of core treatment interventions (e.g., mindful awareness, emotion
exposures) will be presented and attendees will be invited to participate in exercises as part of these
demonstrations.

◦

◦

◦

Identify core temperamental characteristics and deficits in emotion regulation underlying
all anxiety, depressive, and related disorders and describe how these processes are assessed
and targeted within the UP’s transdiagnostic framework.
Learn how to apply the UP’s 5 core emotion-focused treatment strategies (increasing
mindful emotion awareness, fostering cognitive flexibility, identifying and reducing patterns
of emotion avoidance, increasing awareness and tolerance of emotion-related physical
sensations, and interoceptive and situational emotion- focused exposures) to patients 		
presenting with comorbid emotional disorders.
Create effective and cohesive emotion exposures for patients with anxiety, depression and
complex comorbidities.

Intended audience: Mental health professionals of varying degrees of experience and backgrounds
with some familiarity with cognitive behavioral approaches for treating anxiety and mood disorders.
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◦

Barlow, D. H., Farchione, T. J., Sauer- Zavala, S., Latin, H., Ellard, K. K. . . ., CassielloRobbins, C. (2018). Unified Protocol for Transdiagnostic Treatment of Emotional Disorders:
Therapist guide. 2nd ed. New York, NY: Oxford University Press.

（※日本版は翻訳中。第 1 版はこちら→ 伊藤正哉・堀越勝（訳）David H. Barlow, Kristen K.
Ellard, Christopher P. Fairholme, Todd J. Farchione, Christina L. Boisseau, Jill T. Ehrenreich
May, Laura B. Allen
（著）
不安とうつの統一プロトコル 診断を越えた認知行動療法 ワークブック .
診断と治療社 , 2012）
◦ Barlow D.H., Farchione T.J., Bullis J.R., Gallagher, M.W., Latin, H., …, Cassiello- Robbins, C.
(2017). The Unified Protocol for Transdiagnostic Treatment of Emotional Disorders 		
compared with diagnosis-specific protocols for anxiety disorders: a randomized clinical trial.
◦

◦

JAMA Psychiatry.

Farchione, T.J., Conklin, L., & Bullis, J.R. (2017). Transdiagnostic approaches to CBT for
emotional disorders. In D. McKay, J. Abramowitz, & E. Storch (Eds.), Mechanisms of		
Syndromes and Treatment for Psychological Problems (pp. 433-451). Hoboken, NJ: John
Wiley & Sons Inc.
Barlow, D.H., Curreri A.J., & Woodard L.S. (2021) Neuroticism and disorders of emotion: A
new synthesis. Current Directions in Psychological Science.

【趣旨・狙い】

不安、うつ、それらに関連する “ 感情的な ” 障害についての近年の概念化においては、これらの違いよりも
類似性が重視されています。それに応じて、各障害の治療に特化した伝統的なマニュアルではなく、これらの
障害に共通する心理過程に注目する治療アプローチに関心が集まっています。これら “ 診断横断的な ” 治療は、
費用対効果が高い可能性があります。また、公衆衛生上の大きなニーズに応えられるよう、エビデンスに基づ
く治療をより広く届けることに貢献できる可能性があります。
感情障害に対する診断を越えた治療のための統一プロトコル（UP）はボストン大学の研究者らによって開
発され、実証的な支持を得た診断横断治療プロトコルとしてもっとも知られ、広く活用されています。UP は
感情に焦点を当てた認知行動治療であり、5 つの中核モジュールから構成されます。これらのモジュールは、
DSM 診断で区別されるような表に出ている症状ではなく、不安・うつ・関連障害の全てに通底する気質的な
特徴―特に神経症傾向とその結果としての感情調整不全―を標的とするよう開発されています。
この導入ワークショップでは、UP の共同開発者が講師を務めます。そして、不安やうつといった広く見ら
れ（また併存しやすい）メンタルヘルス障害に対して、この革新的な治療を適用する知識とスキルをお伝えし
ます。まず、理論を含めて UP の簡単な概要と、気質的な変化のメカニズムを紹介します。次に、UP の中核
モジュールを紹介し、いかに臨床実践するかをお伝えします。その際、伝統的な CBT と UP との違いについ
ても説明します。中核モジュール（e.g., マインドフルな気づき、感情曝露）の実際について音声や映像で紹介
します。このデモンストレーションの一環として、参加者の方々にはエクササイズをしていただく予定です。
ワークショップ

Educational Objectives:

Recommended Readings（推薦文献）:

教育目的：
◦ 不安、うつ、関連障害に通底する中核的な気質特徴と感情調整不全を特定できるようになる。こうし
たプロセスが UP の診断横断フレームワークにおいていかに査定され、標的とされるかを説明できる
ようになる。
◦ UP での感情に焦点を当てた 5 つの方略 ( マインドフルな気づきを高める、認知柔軟性を促す、感情
回避パターンを特定し減らす、身体感覚への気づきと耐性を高める、内部感覚曝露、感情曝露 ) を、
併存する感情障害を呈する患者にいかに適応するかを学ぶ
◦ 不安、うつ、複雑な併存症を有する患者に対して、効果的で包括的な感情曝露課題を作成できるよう
になる
対象者：メンタルヘルスを専門とする方。必要な経験年数やオリエンテーションはなく、初心者から熟練者まで。
ただし、不安症や気分障害に対する認知行動アプローチについていくらか学んでおられる方。
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ワークショップ９

CBT スキルアップ：認知療法・認知行動療法の基礎固め
第 3 日目

ライブ

オンデマンド

11 月 13 日（日） 9:00 ～ 12:00

オーガナイザー

大野 裕

大野研究所

中川 敦夫
菊地 俊暁

ライブ

11 月 13 日（日） 13:00 ～ 16:00

大野 裕

大野研究所

聖マリアンナ医科大学神経精神科学教室

中川 敦夫

聖マリアンナ医科大学神経精神科学教室

慶應義塾大学医学部精神神経科学教室

菊地 俊暁

慶應義塾大学医学部精神神経科学教室

オーガナイザー

認知療法・認知行動療法に対する関心は高いが、それだけに誤解されることも少なくない。認知行動療法は問
題解決的アプローチであり、考えを修正するのは目的ではなく、問題に対処するための手段である。また、認
知ばかりに目を向けて相談者の人となりを理解することを怠ったり、人間的で支持的な関係性に目が向かなく
なったりすることもある。本ワークショップでは、こうしたことを含めて、認知行動療法で誤解されやすい点
に触れつつ、認知行動療法のエッセンスについて動画とロールプレイを交えながら紹介することにしたい。
本ワークショップは、認知行動療法の初心者が認知行動療法の第一歩を学ぶ機会となるだけでなく、経験者が
もう一度基本に立ち返りさらなるスキルアップを目指すきっかけを提供できるものにしたい。
ワークショップの進め方であるが、まず認知行動療法の基本的な考え方やよくある誤解について解説し、認知
行動療法で重視されるソクラテス的問答や協働的経験主義について学ぶ。続いて、認知行動療法の基本的な面
接構造である導入パート、相談・対処パート、終結パートについて動画やロールプレイを織り込みながら研修
する。導入パートでは、気分をチェックして前回のセッションのポイントと前回のセッション以降の生活のな
かで起きた重要な出来事、そしてホームワークを振り返り、アジェンダを設定する。ちなみに、アジェンダは
スキルではなく、患者が解決しなくてはならない心理的課題に関連した具体的な出来事である。
相談・対処パートでは、患者の心理的課題に関連した認知または行動に焦点を当てながら、アジェンダ ( 現実
の問題 ) に対処するのに適したスキルを柔軟に選択し、患者が問題に取り組むのを手助けして、そこで使った
スキルについて簡単に説明 ( 心理教育 ) を行う。最後に終結パートに 5 分から 10 分を使って、セッション全
体を振り返り、話し合った内容に関連したホームワークを決め、セッション全体に対して患者からフィードバッ
クを得る。最後に、インターネットを活用した認知行動療法の学習のポイントについて解説する。
ワークショップ概要
① 認知行動療法の基礎知識と基本構造（基本概念、面接の基本構造、行動活性化・認知再構成）
② コミュニケーションスキル
③ 症例の概念化
④ まとめ

【趣旨・狙い】

認知行動療法を含む精神療法の学習に不可欠と考えられる実際の面接場面の陪席やスーパービジョンの機会
は、わが国ではごく限られている。そのために、認知行動療法を勉強しようとする多くの臨床家はテキストを
読んで勉強をしてきた経緯がある。しかし、テキストをいくら読んでも文字から得られる情報だけでは、その
内容の理解の仕方によっては思いがけない誤解が生じたり、いざ面接場面で実践しようとする際に不十分で
あったりすることも多い。特に、面接スキルの習得はテキストのみからでは難しい。このため、映像を通して
面接を見ることは、実際に認知行動療法の面接に同席する機会のない臨床家にとってはスキルアップのための
大きな力となるであろう。
本ワークショップは、認知行動療法の面接動画を教材として、臨床家がつまずきやすいポイントを参加者と
のディスカッションを通して理解を深め、認知行動療法のスキルアップを図っていくことを目指す。本ワーク
ショップの動画教材としては、アメリカ精神医学会が精神科レジデント（専攻医 / 後期研修医）の教科書とし
て作成した『認知行動療法トレーニングブック［第 2 版］』
（医学書院 , 2018）に収載されている動画を使用する。

ワークショップ概要
1．認知行動療法面接の勘所：Cognitive Therapy Rating Scale (CTRS) の概説
2．認知行動療法の実践において臨床家がつまずきやすい４つのポイント
『認知行動療法トレーニングブック ( 第 2 版 )』動画視聴＆ディスカッション
1. アジェンダ設定の難しさ
2. 思考記録に伴う困難
3. 適応的思考を導きだす難しさ
4. 活動スケジュールを設定する際の問題
参考図書
認知行動療法トレーニングブック [DVD ／ Web 動画付 ] ( 第 2 版 )
監訳：大野 裕／奥山 真司 医学書院

ワークショップ

参考図書
大野裕、田中克俊：保健、医療、福祉、教育に生かす
トワーク、2017

オンデマンド

面接動画を用いたスキルアップ：臨床実践においてつまずきやすいポイント
第 3 日目

【趣旨・狙い】

286

ワークショップ 10

簡易型 CBT 実践マニュアル、ストレスマネジメントネッ

The 22nd Annual Convention of the Japanese Association for Cognitive Therapy

The 22nd Annual Convention of the Japanese Association for Cognitive Therapy

287

第 22 回日本認知療法・認知行動療法学会

プログラム・抄録集

ワークショップ 11

認知行動療法マニュアルを用いた強迫症の治療
第 3 日目

ライブ

オンデマンド

11 月 13 日（日） 9:00 ～ 12:00

オーガナイザー

村山 桂太郎

九州大学病院精神科神経科

豊見山 泰史
加藤 研太

ワークショップ 12

看護における簡易型認知行動療法―臨床での実際を学ぶー
第 3 日目

ライブ

11 月 13 日（日） 13:00 ～ 16:00

岡田 佳詠

国際医療福祉大学成田看護学部

九州大学大学院医学研究院精神病態医学

北野 進

東京都立病院機構 松沢病院

九州大学大学院医学研究院精神病態医学

中野 眞樹子

合同会社エムエム IMS/ 笑む笑む訪問看護ステーション

矢内 里英

訪問看護ステーションぽしぶる

オーガナイザー

【趣旨・狙い】

本ワークショップでは、厚生労働省科学研究班が作成した強迫症の認知行動療法マニュアルを用いて強迫症
の治療をどのように進めていけばよいかを学ぶ機会としたい。
本ワークショップの構成は以下の通りである。前半（担当：豊見山）は、強迫症とマニュアルについて解説
を行い、使用する際のポイントや注意点を説明する。後半（担当：加藤）は、症例を呈示を行い、マニュアル
にそった治療の具体例を説明する。

【参加者へのお願い】
ワークショップでは「強迫症の認知行動療法マニュアル」をもとに説明を行いますので、参考文献に呈示し
ています URL からご準備のほどよろしくお願いいたします。
＜参考文献＞
厚生労働科学研究班作成の認知行動療法マニュアル（強迫症用）
（日本不安症学会ホームページよりダウンロード可能 https://jpsad.jp/manual.php#m1）

オンデマンド

【趣旨・狙い】

国内では、2010 年度にうつ病等への認知行動療法（以下、CBT）が診療報酬化され、2016 年度からは医
師と看護師との共同での実施も算定可能となった。それに伴い、厚生労働省 CBT 研修事業では、医師以外に
看護師に対しても CBT 実施者の養成が進められてきたが、国内の看護場面での CBT の活用は未だ十分とは
言えない。
その背景に、厚生労働省 CBT 研修事業では高強度 CBT に位置づく、CBT マニュアルに沿った研修とスー
パービジョンが展開され、個人を対象とする、1 回 30 分以上、12 回以上の構造化面接の手法を学ぶことがで
きるが、受講した看護師等から、臨床現場の限られた時間のなかでの活用は実質難しいとの指摘がある（日本
医療政策機構、2021）
。また、国内では地域包括ケアが精神障害にも拡大されるなか、看護師は、入院適用の
重度の患者のみならず軽度から中等度の精神疾患を抱える地域生活者に対しても、病院だけでなく、地域や職
域、学校等の場でケアする機会が増えている。その際、高強度 CBT が必ずしも必要ではなく、むしろ低強度
CBT、つまり短期間・短時間、集団をも対象に含める、現場のニーズに沿った簡易型 CBT の活用が求められ
てきている。
国内では 2020 年度より、さまざまな臨床現場で CBT を効率的に提供するための効率型認知行動療法
（Streamlined-Cognitive Behavioral Therapy; SCBT）の開発が進められ（堀越、2021）、研究分担者で
ある筆者もその一環としてこれまで看護師向けの簡易型 CBT 研修会を実施し有用性を検討している。昨今、
CBT の基礎的知識・スキルを要する看護師は着実に増え、先述のようなケアの対象や場の多様性に適用しう
る CBT も模索し始めていることから、看護場面での実践を想定した簡易型 CBT の研修は有意義であると考
える。
本ワークショップでは、看護師を対象に、病院および地域の看護場面で活用しうる簡易型 CBT の概要と実
際を、講義と演習を通して学ぶ。講義では、簡易型 CBT の概要と特徴、病院と地域における看護場面での簡
易型 CBT の実施例の紹介、演習では 10 分程度の構造化面接場面のロールプレイを体験し、看護における簡
易型 CBT の可能性について全体でディスカッションする予定である。
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＜参考文献＞
認知行動療法の技法を用いた効率的な精神療法の実施と普及および体制構築に向けた研究
https://research-er.jp/projects/view/1193867/1749473
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ワークショップ 13

最新の臨床研究から認知行動療法の【限界】を知る
第 3 日目

ライブ

オンデマンド

11 月 13 日（日） 9:00 ～ 12:00

オーガナイザー

坂田 昌嗣

京都大学大学院医学研究科 社会健康医学系専攻 健康増進・行動学分野

ワークショップ 14

ダイバーシティ・インクルージョンと対人援助職
第 3 日目

オンデマンド

11 月 13 日（日） 13:00 ～ 16:00

オーガナイザー

【趣旨・狙い】

ここに集う皆さんは、ひたむきに患者さんの役に立つ技術を学ぼうとこの学会に参加していることでしょう。
学会発表の事例報告や有名講師の WS を見るほど、私たちはいつも「こうすればうまくいく」という勇気をも
らえます。しかし、学会が終わって現場に戻ってみると、思ったほどうまくいかず、
「やっぱり自分には難し
いんじゃないか」と気を落とす、そんな経験はありませんか？
本 WS は、そんな臨床家の皆さんのために、臨床研究という情報を参照としながら、できるだけ冷静な目で
認知行動療法の実力を見つめる場としたいと思います。数々の臨床研究の結果として示される数値が理解でき
るようになるほど、多くの臨床家は「思ったよりずっと効果が小さい」と感じるようです。残念ながら認知行
動療法も万能ではないことを、ときに私たちは患者さんと共有しなければいけません。一方で、虚無的になら
ずに、患者さんに希望を見出してもらうために、少しでもできることを考えていく、それも私たちの仕事です。
果たして、蓄積された臨床研究で「標準化された」認知行動療法でどこまで患者さんをうまく治療すること
ができるのでしょうか、どこまでが限界なのでしょうか。そして、それに比べて「私の」認知行動療法はどれ
くらいのことができるのでしょうか、どんなどれくらい改善の余地があるのでしょうか。
認知行動療法、さらには心理療法全般に関する最新の臨床研究を皆さんと一緒に眺めながら、その限界と受
け止め考えてみたいと思います。

ライブ

野口 晃菜

一般社団法人 UNIVA

恒吉 麻実子

株式会社 LITALICO パートナーズ

陶 貴行

株式会社 LITALICO

【趣旨・狙い】

対人援助職が日々支援をしている被援助者は、性別、障害の有無、経済状況、性自認、性的志向、国籍、言
語、文化、宗教、など、多様な属性の人たちである。ダイバーシティとは多様な属性の人が存在することであり、
インクルージョンはその多様な人たちがいることが前提となっており、多様な人が平等に尊重され、所属感を
持ち、参加できている状態のことを指す。言うまでもなく、対人援助職は被援助者がどのような属性の人であっ
ても、平等に尊重し、必要な支援を提供する必要がある。
一方、例えば品川・兒玉（2005）は臨床心理士に対する研究において、異性愛者より同性愛者のクライア
ントに対しネガティブな反応を示していることが明らかとなり、クリニカルバイアス（ある特定の集団に対し
てカウンセラーが抱くステレオタイプ的見方が影響を及ぼすことによって生じる臨床的判断や態度の歪み）が
生じていることを報告している。このようなバイアスを取り除くための「多文化カウンセリング」などの教育
は北米の多くの大学では教育課程に組み込まれているが、日本の臨床心理士養成大学等ではこのような教育が
不十分であることが指摘されている（飯田 , 2020)。その他の対人援助職においても、例えば教員養成課程で
は 2019 年に特別支援教育に関する科目が必須科目となったものの、自らのステレオタイプやバイアスを自覚
するための科目はみられない。
カナダのソーシャルワーカー養成課程においては、上記のように多文化に対し自らのバイアスなどを自覚
するのみでなく、社会において構造そのものが抑圧的であることに反する実践である、反抑圧的実践（AntiOppressive Practice, AOP) が扱われている（坂本 , 2021）。AOP では、例えば、人種差別をなくすためには、
多様性や包括を進めるだけでは権力構造自体は変化しないため、白人優越主義自体を撤廃するために動くこと
が求められていると同時に、対人援助職自身についても、自ら置かれている抑圧構造に自覚的になり、その構
造を維持しないために動くことが大切とされている。
本ワークショップでは、対人援助職を取り巻くダイバーシティ・インクルージョンの問題を整理し、その中
でも特に対人援助職自身の抑圧構造に焦点をあてる。抑圧構造がどのように自らの支援行動に影響を及ぼすの
か、抑圧構造を自覚した上で、どのように行動に移すのがよいのか、など、実際の支援場面の事例を踏まえて
話題提供をした上で、視聴者が自らの立ち位置を振り返ると共に、具体的なアクションにつなげるためのディ
スカッションをする。
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＜参考文献＞
坂本いづみ・茨木尚子・竹端寛・二木泉・市川ヴェヴィカ（2021）
「脱『いい子』のソーシャルワーク」現代書館 .
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マインドフルネス認知療法
第 3 日目

―理論と実践―

ライブ

オンデマンド

11 月 13 日（日） 9:00 ～ 12:00

オーガナイザー

佐渡 充洋

慶應義塾大学保健管理センター / 慶應義塾大学ストレス研究センター

二宮 朗

慶應義塾大学医学部精神神経科学教室 / 慶應義塾大学ストレス研究センター

山田 成志

慶應義塾大学医学部精神神経科学教室 / 慶應義塾大学ストレス研究センター

永岡 麻貴

慶應義塾大学医学部精神神経科学教室 / 慶應義塾大学ストレス研究センター

【趣旨・狙い】

本ワークショップは、マインドフルネス認知療法の理論と実践についてバランス良く学んでいただく構成に
なっています。
まず理論についてですが、マインドフルネス認知療法の効果機序について、脱中心化という概念がどのよう
なプロセスで考え出されたか、それらの仮説がどの程度実証されているか、またそれ以外の要因にはどのよう
なものがあるかについて解説します。
実践については、マインドフルネス認知療法の全体の構成について解説したあと、主に中盤以降のセッション
に焦点を当て解説と体験を交えながら理解を深めていきます。
マインドフルネスというと、呼吸や身体の感覚に注意を向ける瞑想のイメージが強いかもしれません。しか
し中盤以降では、瞑想での観察の対象を、身体の感覚から、思考や気分といったものにも移していき、これを「頭
の中の現象」としてありのままに捉える練習をしていきます。そうすることでネガティブな思考が生じてもそ
れに巻き込まれるのではなく、客観的にありのままに捉える「脱中心化」の力を育んでいくことが可能になり
ます。このワークショップでは、こうした思考や気分、不快な体験に対してどのように関わっていけば、不安
や落ち込み、ストレスなどの不快な体験が軽減されていくか、そのメカニズムについて体験を通して理解でき
る構成になっています。
さらに Inquiry についても解説します。Inquiry とは、参加者がその体験をインストラクターとやりとりす
るものです。こうしたプロセスを通して、参加者は自身の体験からより深い気づきを得ていくのですが、これ
が多くのインストラクターにとって難しいものであるのも事実です。今回は、Inquiry の要点について説明し
たあと、実際のやり取りの事例を提示し、その実際について学んでいただく予定です。

ワークショップ 16

ライブ

オンデマンド

双極スペクトラム障害に対するエビデンス精神療法（認知行動療法、対人関係
社会リズム療法、家族療法）
第 3 日目

11 月 13 日（日） 13:00 ～ 16:00

オーガナイザー

宗 未来

東京歯科大学市川総合病院

【趣旨・狙い】

かつて双極性障害は薬で治す病であり、心理療法は有害無益との議論すらあった。しかし、適切な薬物療
法下においても 1 年で 4 割、5 年で 7 割という高い再発率（Gignac 2015）が明らかにされ、また「人生に
高望みは不要」と言わんばかりの “ 低め安定 ” を良しとする現状の医療者側ファーストの治療観に対しても、
QOL や well-being の毀損であるとして、米では当事者団体からも批判の声があがる。双極患者は、人生の
大半をうつ状態として過ごす。しかし、治療抵抗性うつ病の 3 割を占めるにも関わらず診断漏れのまま不適切
な治療が続けられたり、逆に躁転・急速交代化への懸念から抗うつ薬は敬遠される一方で代替的アプローチが
提供されぬままなど、bipolar depression の治療は難しく、諸外国の主要ガイドライン間でも推奨は食い違う
ほどである。近年双極性障害に対する心理療法に期待が集まり、最新のネットワークメタ解析（Miklowitz et
al., 2021）でも付加的心理的支援は、たかだか 1 年後の再燃・再発すら半減させるという有望なエビデンスも
示される。しかし、特に我が国は双極性障害の心理療法については消極的で、実際現行の健康保険における認
知行動療法も、単極のみで双極は想定されていないなど、エビデンスに基づいた心理的支援の機会が得られな
い双極患者の不利益は計り知れない。
本ワークショップでは、双極性障害のための CBT・IPSRT（対人関係・社会リズム療法）
・家族療法の概説
に加えて、治療抵抗性うつ病や、双極スペクトラム障害として強い関連性が報告されるアルコールを含む依存
症、境界性パーソナリティ障害、摂食障害、発達障害や PTSD というコンテクストでの発展的応用をも視野に
いれた議論を通じて、臨床家の双極リテラシーを高める場としたい。近年のコロナ禍で普及した在宅勤務によ
る “ 生活リズムの乱れ ” や “ 孤立も含む他者との対話の毀損 ” が、うつ状態や希死念慮の悪化と関連すること
が経済産業省の縦断調査の一環でも報告され（宗ら , 2021）、その対策にも寄与しうる。講師は、英 IAPT（ロ
ンドン大学）での CBT 以外に、IPSRT（ピッツバーグ大学）や英 NHS 公認の家族療法（メリデン版家族支援）
（バーミンガム大学）を学び、現在は日本うつ病学会の双極性障害診療ガイドライン心理社会セクションの執
筆責任者も担う。その編纂過程で諸外国の主要ガイドラインの要約を通じて集約化した、双極性障害のための
“ 心理教育ミニマム・エッセンス ” も共有したい。

ワークショップ

▶
ワークショップの流れ
１．双極性（および双極スペクトラム）障害について理解を深めよう
２. これだけはおさえたい！双極心理教育の「７つのミニマム・エッセンス」
３．使い回しは危険！「うつ病 CBT ≠双極性障害 CBT」を知る
４．最もバイオロジカルなのに、最もヒューマン！対人関係・社会リズム療法
５．古くて新しい、最強の家族介入とそのエッセンス！
うつ病学会 - 双極性障害委員会公認
簡便・簡単！社会リズム療法アプリ
（無料＆広告なしの non-commercial policy で利用可能）
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ワークショップ 17

認知症家族介護者に対する認知行動療法プログラム
第 3 日目

ライブ

オンデマンド

11 月 13 日（日） 9:00 ～ 12:00

オーガナイザー

藤澤 大介

慶應義塾大学医学部医療安全管理部／精神・神経科学教室

田島 美幸

慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室

原 祐子

公益財団法人西熊谷病院 埼玉県認知症疾患医療センター
慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室

田村 法子

慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室

【趣旨・狙い】

高齢化の進展とともに認知症患者は年々増加し、2025 年の有病率は約 700 万人、65 歳以上の人口の 5 人
に 1 人が認知症という時代が、すぐ目の前に迫りつつあります。認知症の介護では、記憶障害や実行機能障害
をはじめとする認知機能低下や日常生活機能の低下、徘徊や妄想などの行動・心理症状（BPSD）のために、
介護者が心理的・身体的な負荷を負います。これらの介護ストレスは、うつ病などのメンタルヘルスの問題、
高齢者虐待や介護心中、介護者の自殺などに繋がってしまうこともあります。認知症施策推進総合戦略（新オ
レンジプラン）では介護者支援を中心施策の 1 つに定め、かかりつけ医等は家族介護者の負担も評価し、配慮
する必要があるとしています。このように、認知症の家族介護者の介護ストレスに対する心理的ケアは極めて
重要であり、包括的な支援が急務とされています。
家族介護者に対する心理的な支援では、認知症に関する疾病教育や心理教育、認知症の方とのコミュニケー
ション法、BPSD に対する行動マネジメント、介護者自身のストレスマネジメントなどを組み合わせた複合的
な介入が有効とされており、英国の大規模ランダム化比較試験では、家族介護者のコーピングスキルを高める
複合的介入プログラム（START、全 8 回）によって、家族介護者の抑うつ症状や QOL が有意に改善し、医
療コストの削減効果が示されました（Livingston G,2013, Knapp M,2013）
。
講師らは、この START プログラムを日本の医療、介護、福祉現場で実践しやすいように改訂し、現場での
試行錯誤を重ねながら、継続的に実践しています。本ワークショップでは、同プログラムのエッセンスを講義
と演習を交えてご紹介するとともに、認知症家族介護者を対象に本プログラムを実践する際の諸課題について
検討します。

ライブ

「こころのスキルアップ教育」模擬授業～怒りに向き合うスキル～
第 3 日目

オンデマンド

11 月 13 日（日） 13:00 ～ 16:00

オーガナイザー

平澤 千秋

専修大学附属高等学校

【趣旨・狙い】

本ワークショップは「教師を対象とする講座」というよりむしろ「CBT を学びながら現場で実践し続ける
教師が提供する講座」とご理解いただけるとよいかと思います。教師に限らず、どなたでも受講可能です。理
論に実践が伴うことで教師の指導力は向上していきます。しかし、学校現場での簡易型認知行動療法は、理論
を学ぶ機会、実践する場、そのどちらも混沌としている状況です。そこで本ワークショップでは、前半は実践
につながる理論と学校での活用についてお話をさせていただき、そこから、前半を踏まえて模擬授業を行いた
いと思います。
演者は勤務校で「こころのスキルアップ教育」指導案、①こころを整理するスキル②問題解決のスキル③怒
りに向き合うスキル④コミュニケーションスキル、の授業を行っています。また認知行動療法教育研究会東京
地区の研修会でも同様の模擬授業を行ってきました。本ワークショップではその授業の中から、研修会のお申
し込みが最も多かった「怒りに向き合うスキル」の模擬授業を行います。思春期の子どもたちにとって、怒り
のコントロールはその成長に重要な意味を持ちます。学校生活の中でトラブルにつながることも少なくありま
せん。そして学校では懲罰に終わらず、その先の人生を見据えて怒りの対処方法を身に付けさせるような関わ
りをもつことが望ましいと言えます。またそれだけでなく、この「怒り」の授業は、自他の考えに目を向ける、
身体や行動に目を向ける、そういった点で、生徒が周囲との関係性の中で自分を見つめ直す意義深い授業だと
も言えるのです。加えて、現在の学校教育の課題の一つである多様性との向き合い方を学ぶためにも有効なア
プローチとなるでしょう。生徒にどのように伝えるか、生徒がどのように受けとめるのか、授業の要点をわか
りやすくお伝えします。
医療と教育とが手を携えて生徒を育てていくために、本学会に学校教育部会を立ち上げました。そしてその
活動の一環として、学校教育に関わる皆様にＣＢＴを学び合う場を提供していきたいという思いがあります。
今回のような体験を通じた学び合いをきっかけに認知行動変容アプローチが学校現場に広がることを大いに期
待しています。
＜参考文献＞
大野裕・中野有美 ( 編著者 )
修館 2015

認知行動療法教育研究会 ( 著者 )

こころのスキルアップ教育の理論と実践．大

ワークショップ

【ワークショップの主な内容】
・認知症に関する基礎知識
・認知症の方の行動や心理を理解する
・認知症の方の「困った行動」への対応（応用行動分析）
・家族介護者の介護ストレスに対するケア（行動活性化、認知再構成法、リラクセーション他）
・認知症の家族介護者を支援するにあたっての課題

ワークショップ 18

【対象】
認知行動療法の初心者でも受講可能です。精神科、心理領域の専門家だけでなく、
看護師、
保健師、
介護福祉士、
ケアマネージャーなどの介護福祉関連の従事者、家族介護者の参加も可能です。
【参考文献】
・田島美幸、藤澤大介、石川博康 . ワークで学ぶ認知症の介護に携わる家族・介護者のためのストレス・ケア
認知行動療法のテクニック , 2019, 金剛出版
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ワークショップ 19

メタ認知トレーニング（MCT-J）をはじめよう！
第 3 日目

ライブ

オンデマンド

11 月 13 日（日） 9:00 ～ 12:00

オーガナイザー

細野 正人

東京大学大学院総合文化研究科

石垣 琢麿

東京大学大学院総合文化研究科

石川 亮太郎

大正大学心理社会学部

森重 さとり

WorkWay 株式会社相談支援事業部

【趣旨・狙い】

ライブ

プロセスベースドセラピー入門：「新時代の臨床の枠組み」を学ぶ
第 3 日目

オンデマンド

11 月 13 日（日） 13:00 ～ 16:00

オーガナイザー

樫原 潤

東洋大学

菅原 大地

筑波大学

【趣旨・狙い】

プロセスベースドセラピー (PBT) とは，アクセプタンス＆コミットメント・セラピーの開発と普及に尽力
した Steven Hayes と，不安症治療をはじめとした認知行動療法 (CBT) プログラムの整備で知られる Stefan
Hofmann が提唱した，臨床実践のための新しい枠組みである。PBT を紹介する論文や書籍では，
「科学的
実証性を担保しつつケースの個別性に対応できる」「あらゆる臨床実践を包括できる」といった利点が繰り返
し強調されており，「DSM などを参照して，診断名ごとのプロトコルに沿って画一的な治療を行う」という
CBT の現状を変えていくきっかけになることが期待される。
この PBT という新時代の臨床の枠組みについての概要を理解することと，PBT の実践方法を具体例から学
ぶことを目標に，
4 パート構成のワークショップを実施する。
第 1 のパートでは，
最新のワークブック (Hofmann
et al., 2021) に基づき，PBT の概要を解説する。特に，PBT でケースを整理する際に用いられるネットワー
クモデルの描き方と，ネットワークモデルにどのような情報を盛り込むべきかを示唆する拡張進化論メタモデ
ル (EEMM) について重点的に解説する。第 2 のパートでは，Hofmann et al. (2021) のワークを題材に，ネッ
トワークモデルと EEMM がケースの中で具体的にどのように活用されるのかを解説する。第 3 のパートでは，
参加者自身が実際に手を動かす時間を取り，ネットワークモデルを描くエクササイズを実施する。第 4 のパー
トでは，事例論文として公表された実際のケースが PBT の観点からどのように整理できるか，ワークショッ
プに集った全員で検討していく。具体的には，講師 2 名がそれぞれ事前に描いてきたネットワークモデルをも
とに，全体で質疑応答を行い，PBT を実践する際のノウハウを見出していく。上記のように段階的に学んでい
くことで，PBT を現実の臨床場面でどのように活用し得るかを，講師と参加者の共同作業で考えていきたい。
＜参考文献＞
Hofmann, S. G., Hayes, S. C., & Lorscheid, D. N. (2021). Learning process-based therapy: A skills

training manual for targeting the core processes of psychological change in clinical practice.
Oakland, CA: New Harbinger Publications.

ワークショップ

メタ認知トレーニング（MCT）は、2007 年にドイツ・ハンブルク大学の Steffen Moritz 教授が中心となっ
て開発された、統合失調症に対する精神療法・心理教育のプログラムです。日本語を含む 30 以上の言語に翻
訳され、各国の臨床研究に基づいて有効性が確認されています（最新のメタ分析は Penney et al., 2022）
。日
本でも有効性が認められており（Ishikawa et al., 2020）
、MCT の研究と普及をめざす団体 MCT － J ネット
ワーク（http://mct-j.jpn.org/）の会員も 1700 人を超えました。また、この M ネットは今年から一般社団法
人となり、新たなスタートを切りました。
MCT は、現在ではうつ病、強迫症、境界性パーソナリティ障害などにも応用されていますが、原理や方法
はほぼ同じで、次のようにまとめることができます。
１．各精神疾患の病理に関する認知行動理論・認知行動療法が基礎となっており、精神症状の背景にあると考
えられている認知バイアス（考え方のかたより）に特に注目します。
２．パワーポイントのスライドを多用して、基本的にはグループで学習したり議論したりすることを重視しま
す。これは、セッション中にメタ認知的「体験」を得やすくするためです。参加者が楽しみながら内容に興味
をもつことができる「しかけ」もたくさん仕込まれています。
３．セッション中に上記のメタ認知的体験を経て、症状と認知バイアスに関するメタ認知的「知識」を学習し、
ホームワークや日常生活の中でメタ認知的「活動」を行うことで、精神症状の増悪を予防することを目的とし
ています。
MCT はマニュアルで原理を学べばどのような職種でも実践できます。しかしながら、認知行動療法を実践
していない人や集団療法に慣れていない人、あるいは各精神疾患の認知行動理論の知識がない場合は、ハード
ルが高くて取り組むのは難しいと思われるかもしれません。今回のワークショップでは、日本語版が用意され
ている統合失調症用（MCT）、うつ病用（D － MCT）、強迫症用のセルフヘルプ・ツール（myMCT）について、
各領域の専門家が講師を務め、導入や実践に必要なコツも含めて解説します。臨床の裏づけとなる最新の研究
の動向と成果についても最後に簡単に紹介します。参加者に一部を体験していただきながら概要を学んでいた
だきますので、初学者の参加を大いに期待しています。職種や臨床経験は問いません。
当日は参考文献１「メタ認知トレーニングをはじめよう！」の内容に沿った解説が中心になりますので、参
加を希望される方は事前にお読みいただくか、ご持参されることをお勧めします。多くの方のご参加をお待ち
しています。

ワークショップ 20

＜参考文献＞
１．石垣琢麿編（2022）メタ認知トレーニングをはじめよう！－ MCT ガイドブック－．星和書店
２．レナ・イェリネクら著（石垣琢麿・森重さとり監訳）
（2019）うつ病のためのメタ認知トレーニング－解
説と実践マニュアル－．金子書房
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ワークショップ 21

ライブ

メンタルヘルス・ファーストエイド研修
11 月 12 日 ( 土 )
オーガナイザー

９:00 ～ 16:00 / 11 月 13 日 ( 日 )

9:00 ～ 16:00

( 定員：50 名 )

大塚 耕太郎

岩手医科大学医学部神経精神科学講座 / 同学部災害・地域精神医学講座

加藤 隆弘

九州大学大学院 医学研究院 精神病態医学

小原 圭司

島根県立心と体の相談センター

西 大輔

国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所公共精神健康医療研究部

【趣旨・狙い】

メンタルヘルス・ファーストエイド (MentalHealth FirstAid: MHFA) プログラムは 2001 年にオースト
ラリアで Betty Kitchener と Anthony Jonn によって開発されたオーストラリアの国家プロジェクトである。
MHFA は精神保健患門家以外を対象とした、精神的な危機に陥っているものに対して，5 つの原則による精神
保健に関する知識や初期対応法の研修プログラムであり、現在日本（メンタルヘルス・ファーストエイド・ジャ
パン ,MHFA-J 代表大塚耕太郎）をはじめ世界二十数カ国で展開されている。
MHFA は一般市民を対象とした，精神保健に関する知識や初期対応法の研修プログラムであり，精神疾患
に対しても身体疾患に対するファーストエイドと同様に，市民が身近で精神科的危機状態にある人に接した場
合に適切な判断情報提供を行い．専門家へつなげることを目的としている。本プログラムは元来、精神保健専
門家以外を対象に提供されており、身近で精神科的危機状態にある人に接した場合に、適切な判断、情報提供
を行い、専門家へつなげることを目的としている。受講者は、① 声をかけ、リスクを評価し支援を始めましょう、
②決めつけず，批判せずに話（はなし）を聞きましょう、③ 安心（あんしん）につながる支援と情報を提供し
ましょう、④専門家のサポートを受けるよう勧めましょう、⑤ その他のヘルプやセルフヘルプ等のサポートを
勧めましょう、という「り・は • あ・さ，る」からなる 5 つの基本ステップからなる支援法を学ぶものである。
本ワークショップはオンライン（ZOOM）による MHFA の日本語版 12 時間課程（エイダ―コース）とし
て実施する。参加にあたって事前学習及び事前事後アンケート、および事後の学習確認をオンラインで行うた
め、参加登録時には名前、所属、ML アドレスの登録を要する。オンラインでのプログラムで、ワークや質疑
応答もあるため、参加者は PC 環境下（カメラ機能や外付けウエブカメラ等）で参加可能な方に限定します。
本ワークショップの 12 時間課程すべてに参加し（参加確認のための録画も併用）、本課程の事前事後の学習確
認までされた場合に、MHFA-J 認定による 12 時間課程（日本語版）の修了証を発行する。
「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築（厚生労働省）
」における心のサポーター養成事業は
MHFA の考え方に基づいており、事業の理解を深めるため、同事業を担当している西大輔先生にご説明をい
ただく。

ワークショップ 22

オンデマンド

複雑性 PTSD に対する心理療法：STAIR Narrative Therapy の基礎を学ぶ
配信期間 2022 年 11 月 21 日 ( 月 ) ～ 2023 年 1 月 15 日 ( 日 )
オーガナイザー

【所要：90 分】

金 吉晴

国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所

丹羽 まどか

国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所行動医学研究部

【趣旨・狙い】

複雑性 PTSD は、虐待やドメスティック・バイオレンスなどのトラウマ体験をきっかけとして発症し、
PTSD の主要症状に加えて、感情調整や対人関係に困難がある等の症状を伴い、日常生活や社会生活上に大き
な支障をきたす精神疾患である。複雑性 PTSD に対する最適な治療法については、国際的に検証が進められて
いる段階にあるが、この疾患の多様な症状に対応した治療が有望であると報告されている。該当する治療とし
て、STAIR Narrative Therapy という心理療法が開発されており、虐待を経験した成人 PTSD を対象とした
複数のランダム化比較試験でその有効性が確認されている。日本の臨床現場での少数例の前後比較試験でも、
虐待関連の複雑性 PTSD に対して海外と同等の治療結果が確認された。
STAIR Narrative Therapy は、米国の Marylene Cloitre 博士らが児童期虐待の成人サバイバーの治療の
ために開発した心理療法であり、現在の感情調整や対人関係の困難さに対処するスキルトレーニング（Skills
Training in Affective and Interpersonal Regulation; STAIR）とトラウマに焦点を当てた治療（Narrative
Therapy）を組み合わせた治療法である。治療の枠組みや技法は認知行動療法に準拠しており、全 16-18 回
で構成される。近年では、虐待に限らず様々なトラウマに適用されている。
この治療については過去に 2 度 Cloitre 博士を招聘して 2 日間ワークショップを実施したが、トレーニング
機会が限られているのが現状であり、継続的なトレーニング体制整備に取り組んでいるところである。本ワー
クショップでは、この治療の治療原理や介入内容のエッセンスを学んでいただくことで、トラウマを抱えた方
の治療を手の届くものにしていただき、日常臨床に生かしていただくことをねらいとする。特に STAIR の部
分は、クライエントのニーズに基づいて日常臨床に取り入れやすい内容になっているため、こちらを中心的に
扱う予定である。なお参考文献として挙げたのは、この治療の理論的・実証的背景や各セッションの治療内容
の詳細がまとめられているテキストである。

＜参考文献＞
「児童期虐待を生き延びた人々の治療―中断された人生のための精神療法」金吉晴（監訳）星和書店
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ワークショップ 23

アクセプタンス・コミットメント・セラピー
配信期間 2022 年 11 月 21 日 ( 月 ) ～ 2023 年 1 月 15 日 ( 日 )
オーガナイザー

大月 友

オンデマンド

【所要：90 分】

早稲田大学人間科学学術院

ワークショップ 24

学校に行けない「からだ」～不登校の子ども達との向き合い方～
配信期間 2022 年 11 月 21 日 ( 月 ) ～ 2023 年 1 月 15 日 ( 日 )
オーガナイザー

【趣旨・狙い】

アクセプタンス＆コミットメント・セラピー（ACT）は、行動分析学や関係フレーム理論を基盤とした心
理療法です。その一方で、行動分析学や関係フレーム理論にあまり “ 精通していなくても ”、感覚的（体験的）
に理解しやすいようにモデル化されています（もちろん、その功罪はありますし、基盤となる理論に “ 精通し
ている ” に越したことはありません！）。ただし、不安や落ち込みなどの不快な私的事象（本人にしか観察で
きない思考や気分、感情、身体感覚、記憶、イメージなど）に対して、それらをコントロールする（下げる・
なくす）ことを “ 目指さない ” という考え方をするため、一般的な認知行動療法（CBT）に慣れている方は、
少し（かなり？）違和感を持たれるかもしれません。このワークショップでは、そんな ACT を「気にはなっ
ているけど詳しくは分からない」という方や、「書籍は読んだけど、改めて基本をおさえておきたい」という
方向けに、ACT における問題理解の仕方（心理的柔軟性モデル）や実践法を紹介します。特に、今回の講座
では、セラピーや研修会などで実際に講師が使用している、動画コンテンツ（心理教育、エクササイズ、メタ
ファーのクライエント向けアニメーション動画）を使いながら、ACT をわかりやすく紹介していきます。

諸富 祥彦

明治大学文学部

三田村 康衣

国立精神神経医療研究センター認知行動療法センター

梅本 育恵

国立精神神経医療研究センター認知行動療法センター

オンデマンド

【所要：60 分】

【趣旨・狙い】

不登校の理解・対応のポイントは、子どもの「気持ち」ではなく、「からだ」への着目！
スクールカウンセラー、児童相談所のスタッフや教員のコンサルテーション歴、40 年の講師・諸富祥彦が、
これまでの経験を通して不登校を「体が重たくなって動きたくても動けない体験」と捉えて考える「不登校体
験の本質」、不登校の子どもへの関わり方、不登校の予防法についてお話します。
身も心も重くなっている子どもを軽くするような支援者になるにはどうすればいいのか、精神科医の三田村
康衣と公認心理師の梅本育恵が講師に質問しながら進めていきます。
～講師プロフィール～
諸富祥彦 福岡県生まれ
1992 年筑波大学大学院博士課程修了。英国イーストアングリア大学、米国トランスパーソナル心理学研究所
客員研究員、千葉大学教育学部講師、助教授を経て、現在、明治大学文学部教授。教育学博士、臨床心理士、
上級教育カウンセラー、学会認定カウンセラー。日本カウンセリング学会理事、日本生徒指導学会理事、教師
を支える会代表を務めている。「教師が悩んだ時に読む本」「カール・ロジャーズ カウンセリングの原点」他、
著作単著・編著多数。民放、ＮＨＫ問わず、テレビ、ラジオ出演多数。
※本ワークショップはオンデマンド動画配信となっております。
＜参考文献＞
諸富祥彦：不登校体験の本質と予防・対応 学校に行けない「からだ」、図書文化、2022
諸富祥彦のホームページ https://morotomi.net/.

ワークショップ

300

The 22nd Annual Convention of the Japanese Association for Cognitive Therapy

The 22nd Annual Convention of the Japanese Association for Cognitive Therapy

301

第 22 回日本認知療法・認知行動療法学会

プログラム・抄録集

ワークショップ 25

子どもの感情障害に対する認知行動療法の統一プロトコル
配信期間 2022 年 11 月 21 日 ( 月 ) ～ 2023 年 1 月 15 日 ( 日 )
オーガナイザー

藤里 紘子

関西大学

加藤 典子

国立精神・神経医療研究センター

オンデマンド

【所要：90 分】

遷延性悲嘆症の概念と治療
配信期間 2022 年 11 月 21 日 ( 月 ) ～ 2023 年 1 月 15 日 ( 日 )
オーガナイザー

中島 聡美

オンデマンド

【所要：90 分】

武蔵野大学人間科学部

【趣旨・狙い】

【趣旨・狙い】

本ワークショップでは、子どもの感情障害に対する統一プロトコルの概要について簡単に紹介した後、子ど
もへの介入において難しいと言われることが多い以下の 2 つの介入要素について詳細に説明する。
1 つめは、子どもに自分自身の感情反応を認知行動モデルで振り返り、悪循環に気づいてもらう方法である。
きっかけに対する感情反応とその短期的・長期的結果について、子どもと一緒にどのように整理していくのか、
ワークシートを用いて例を挙げながら解説する。また、子どもの感情反応に対する親の対応について、同様に
認知行動モデルで把握するための枠組みも併せて紹介する。
2 つめは、認知に対する介入である。特に小学生等、低年齢の子どもたちにおいて、認知面への介入は困難
であるという声が聞かれることが多いため、子どもを対象とする場合に、どのように自動思考を同定し、再評
価していくのか、ワークシートを用いて例を挙げながら解説する。
本ワークショップは、統一プロトコルについて詳細に学ぶというよりも、統一プロトコルを題材にして、子
どもに対して認知行動療法を行う際の tips を提供することを目的とする。
※子どもの感情障害に対する統一プロトコルについては、子どもの認知行動療法研究会の HP（https://
cbtyouthjapan.wixsite.com/up-ca）を参照のこと。

＜参考文献＞
・ジル・エレンリッチ - メイ 他 ( 著 ) 藤里紘子・堀越勝・伊藤正哉・加藤典子
の感情探偵プログラム ワークブック 福村出版
・ジル・エレンリッチ - メイ 他 ( 著 ) 藤里紘子・堀越勝・伊藤正哉・加藤典子
の感情探偵プログラム セラピストガイド 福村出版
・ジル・エレンリッチ - メイ 他 ( 著 ) 藤里紘子・堀越勝・伊藤正哉・加藤典子
の感情を味方につけるプログラム ワークブック 福村出版
・ジル・エレンリッチ - メイ 他 ( 著 ) 藤里紘子・堀越勝・伊藤正哉・加藤典子
の感情を味方につけるプログラム セラピストガイド 福村出版

ワークショップ 26

( 訳 ) (2020).

子どものため

( 訳 ) (2020).

子どものため

( 訳 ) (2021).

10 代のため

( 訳 ) (2021).

10 代のため

大切な人を喪ったことによる悲嘆は、多くの場合、時間の経過とともに自然に和らいでいくことが多い。し
かし、自死や事故、犯罪被害などの暴力的な死別や突然の死別などの場合、急性期の強い悲嘆が長期に続き、
遺族の苦痛が著しく、社会生活機能に支障をきたす場合がある。このような悲嘆は複雑性悲嘆 (complicated
grief) や外傷性悲嘆 (traumatic grief) と呼ばれてきたが、ICD-11(2019) や DSM-5-TR(2022) において遷延
性悲嘆症（prolonged grief disorder）の呼称で、精神障害に位置付けられるようになった。遷延性悲嘆症は、
主観的健康の不良や、高血圧，心疾患、癌，頭痛，流感の罹患率の増大、抑うつ、自殺念慮の増加など心身の
健康への影響および QOL の低下と関連している（Prigerson et al., 1997; Otto et al., 2003; Boelen et al.,
2007）ことが報告されており、治療が必要な病態である。
遷延性悲嘆症の治療では、現在のところ薬物療法の有効性についてのエビデンスは不十分であり、死別に向
きあう曝露の要素を含む認知行動療法が有効とされている（Wittouck et al.,2011; Johannsen et al.,2019）。
しかし、臨床現場でこのような遷延性悲嘆症の認知行動療法を行うためには、まず、悲嘆や遺族の心理を理解し、
基本的なグリーフケアが行えることが必要である。
本ワークショップでは、①通常の悲嘆の概念とプロセス、②遷延性悲嘆症の概念、診断基準、③遺族への基
本的なケア、④遷延性悲嘆症の心理療法についてとりあげる。遷延性悲嘆症の治療では、特に、米国の Shear
ら (2005、2014) が開発した prolonged grief disorder therapy(PGDT) のプログラムについて詳しく紹介す
る。PGDT は、曝露療法、対人関係療法などを取り入れた構造化された治療であり、米国の遺族を対象にした
無作為化比較試験で有効性が報告されている（Shear, et al., 2005; 2014）。演者らは日本の遷延性悲嘆症の遺
族に PGDT を適応し、予備的研究において有効性を得ており、今後日本の心理臨床での普及を目指している。
＜参考文献＞
1) 中島聡美：遷延性悲嘆症．三村將編集：講座精神疾患の臨床 3 不安または恐怖関連症群 強迫症
ストレス関連症群 パーソナリティ症．中山書店，pp261-274，2021.
2) Shear MK, et al.: Treatment of complicated grief in elderly persons: a randomized clinical
trial. JAMA Psychiatry 2014; 71(11): 1287-1295.
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ワークショップ 27

Clark ＆ Wells モデルに基づく社交不安症の認知療法
配信期間 2022 年 11 月 21 日 ( 月 ) ～ 2023 年 1 月 15 日 ( 日 )
オーガナイザー

吉永 尚紀

オンデマンド

【所要：90 分】

宮崎大学医学部看護学科

ワークショップ 28

【特別ワークショップ】Tips を伝授！若手〜中堅セラピスト・多職種・学生向け
ワークショップ：認知行動療法の学び方
配信期間 2022 年 11 月 21 日 ( 月 ) ～ 2023 年 1 月 15 日 ( 日 )
オーガナイザー

【趣旨・狙い】

このワークショップでは、Clark と Wells が提唱した認知モデルに基づく社交不安の認知療法について扱
う。社交不安症に対する認知療法は、これまで国内外で実施されたランダム化比較試験ならびにネットワーク
メタ解析により、その有効性が示されてきた（e.g. Mayo-Wilson et al. Lancet Psychiatry. 2014;1(5):36876; Yoshinaga et al. Psychotherapy and Psychosomatics. 2016;85(4):208-17）
。また、英国（2013）な
らびに日本（2021）における診療ガイドラインでは、社交不安症に認知療法・認知行動療法を実施する際に
は、Clark ＆ Wells モデルまたは Heimberg モデルに基づくことを推奨している。さらに、日本では 2016
年度から社交不安症に対する認知療法・認知行動療法が診療報酬化されており、その算定要件として Clark ＆
Wells モデルに基づく治療者用マニュアルに従うことが求められている（厚生労働省 HP 上で公開）
。
本ワークショップではまず、社交不安症の臨床的な特徴と Clark ＆ Wells モデルに基づく認知療法のエビ
デンスを紹介する。つぎに、社交不安のアセスメントならびに心理学的な維持要因（認知モデル）について解
説する。最後に、プロトコルの全体像を紹介した上で、中核をなすいくつかの技法（安全行動と自己注目の検討、
ビデオフィードバック、注意トレーニング、行動実験）について概説する。本ワークショップは録画配信（一
方向のレクチャー）となるが、デモンストレーションビデオなどを提示することにより、参加者が実際の面接
場面での活用法をイメージできるよう工夫をする。ワークショップの終盤には、COVID-19 の影響下におけ
る行動実験の工夫や、学びをさらに深めるための国内外のリソースについても紹介したい。
＜参考文献＞
• 吉永尚紀 , 清水栄司 . 社交不安障害（社交不安症）の認知行動療法マニュアル . 厚生労働省ホームページ .
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/
kokoro/index.html
• デイビット・M・クラーク , アンケ・エーラーズ 著（丹野義彦 編集 / 監訳）. 対人恐怖と PTSD への
認知行動療法 . 星和書店 .

オンデマンド

【所要：90 分】

松岡 潤

おぐメンタルクリニック / 東大宮メンタルクリニック

渋谷 直史

酒田駅前メンタルクリニック

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究開発部

荒木 睦美

ごきそカウンセリングオフィス

松村 麻衣子

一般財団法人信貴山病院 ハートランドしぎさん

矢野 健一

東京大学医学部附属病院リハビリテーション部

利重 裕子

名古屋市立大学大学院医学研究科

鋪野 紀好

千葉大学大学院医学研究院地域医療教育学 / 千葉大学医学部附属病院総合診療科

精神・認知・行動医学分野

【趣旨・狙い】

ワークショップ

認知行動療法（Cognitive Behavioral Therapy：CBT）を学ぼうとしている、あるいは既に学び始めた治
療者は日本全国いたるところにいます．また CBT は精神科をはじめとする様々な診療科や、多職種で施行す
ることのできる精神療法の 1 つです．しかし、CBT を始めるとなると「教材や機材は何を準備したらよいのか」
「研修の情報を得る方法がわからない」
「どのようにスーパービジョンを受けるのがよいのか」など大小様々な
疑問が山積みであるにも関わらず、このような疑問に答えてくれる教科書は多くありません．おそらくほとん
どの治療者は、人づてに聞いた学習方法を真似したり、学会のシンポジウム、精神療法の雑誌の特集や twitter
などの SNS を見たりして、自己流の勉強方法を編み出しているのだと思います．あるいは、そうした研鑽方
法を編みだせずに勉強が頓挫した人もいるかもしれません．また、周囲に CBT を行っている人がいないために、
所属施設を超えた治療者同士のコネクションを構築しようとして四苦八苦したり、後進を育てることに頭を悩
ませたりする人もいるでしょう．
本ワークショップの対象者は、上記のような困りごと・疑問を抱えたことのあるすべての CBT 治療者、こ
れから CBT の勉強を始めようとしている明日の治療者、CBT を実装・普及しようとしている中堅治療者など
です．逐語録作成時の工夫、スーパービジョンの受け方、勉強会の運営、後進への教育方法など、教科書には載っ
ていない Tips を扱います．講師は精神科領域の医師、心理師、看護師、作業療法士や、医学教育学・総合診
療科をフィールドとする医師が務めます．講師 1 名あたりの発表時間を 8-10 分程度と短めに設定しているので、
ちょっとした移動時間にも（時には早送りしながら）気軽に聴講できます．また最後までこのワークショップ
を聴いてくれた参加者にはお土産企画も準備しています．
本ワークショップの目的は、再現性の高い CBT の学び方の Tips を記憶に残りやすく紹介することです．こ
のワークショップを受講することによって、受講した方々の学習効率がアップしたり、CBT に取り組もうと
いう継続的なモチベーションを持てたり、仲間との繋がり方や後進育成に自信を持つきっかけになったという
方が増えることを期待します．
外来の空き時間、お昼休み、秋の夜長など、お好きな時間にぜひ聴講してみてください．
＜参考文献＞
松岡 潤 . 若手精神科医の認知行動療法の継続的な学び方と学習のネットワーク構築方法について．最新精神医
学 27(1),29-33, 2022
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ワークショップ 29

コンパッション・フォーカスト・セラピー
配信期間 2022 年 11 月 21 日 ( 月 ) ～ 2023 年 1 月 15 日 ( 日 )
オーガナイザー

浅野 憲一

目白大学

寺島 瞳

東京経済大学

川﨑 直樹

日本女子大学

【趣旨・狙い】

オンデマンド

【所要：90 分】
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成人期 ADHD の実行機能モデルに基づいた認知行動療法
配信期間 2022 年 11 月 21 日 ( 月 ) ～ 2023 年 1 月 15 日 ( 日 )
オーガナイザー

中島 美鈴

オンデマンド

【所要：90 分】

独立行政法人国立病院機構 肥前精神医療センター

【趣旨・狙い】

注意欠如・多動症 (Attention-Deficit / hyperactivity Disorder; ADHD) の最も有力な原因仮説のひとつは、
実行機能障害仮説である。Brown (1996) によれば、実行機能の中でも「抑制」を支える前頭前野などの関連
する脳の成熟が遅れている状態が ADHD であるとされる。実行機能の定義やモデルには諸説あるが、実際の
ADHD 患者の支援に用いやすいものには、下位概念が行動レベルで記述されているものであろう。たとえば、
成人期の ADHD の就労を支援する独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構障害者職業総合センター職
業センター（2022）では、作業管理能力のアセスメントにおいて実行機能の下位概念（
「抑制」
「シフト」
「情
緒のコントロール」
「開始」
「ワーキングメモリ」
「計画・組織化」
「道具の整理」
「タスクモニタ」
「セルフモニタ」）
に注目している。また、Zelazo ら（1997) の時間軸に沿った実行機能モデルも，ADHD 患者にとって作業過
程のどこでつまずいているかを明らかにできるため有用であると考えられる。
本ワークショップの前半では、ADHD 患者が日常生活で抱く困りごとについて，時間軸に沿った実行機能
モデルを用いて、「どのプロセスでつまずいているのか」を患者と共に分析し、対処法を検討し、実践する個
別の認知行動療法を紹介する。後半は、架空事例を用いて、実践的に学べる場を提供する。実行機能モデルを
用いることで、患者自身が自分のつまずき方を理解する枠組みを学び、腑に落ちる感覚を持ちながらさまざま
な対処行動を計画することができる体験をしていただきたい。
＜参考文献＞
Brown, T.E. (1996). Attention-Deficit Disorder Scales: Manual. San Antonio, TX: The Psychological
Corporation.
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構障害者職業総合センター職業センター . (2022). 発達障害者の
ワークシステム・サポートプログラム在職中又は休職中の発達障害者に対する作業管理支援 . 実践報告書 , 39.
https://www.nivr.jeed.go.jp/center/report/practice39.html
Zelazo, P. D., Carter, A., Reznick, J. S., Frye, D. (1997). Early Development of Executive
Function: A Problem-Solving Framework. Review of General Psychology, 1, 198-226. https://doi.
org/10.1037/1089-2680.1.2.198

ワークショップ

コンパッション・フォーカスト・セラピーは、恥や自己批判といった心理的問題を解決するために、イギリ
スの Paul Gilbert 博士によって開発された心理療法である。統合的な心理療法であり、進化心理学、社会心理
学、発達心理学、仏教心理学、神経科学などから影響を受けている。しかし、用いられている技法の多くは認
知行動療法の知見が援用されていることから、International Journal of Cognitive Therapy 誌にて特集号が
組まれたり、
CBT Distinctive Features や A Self-Practice/Self-Reflection Workbook for Therapists といっ
た CBT の書籍シリーズで取り上げられるようになっている。
コンパッション・フォーカスト・セラピーでは、恥や自己批判に苦しむ人々の心理的な苦しみは、安心や安
全といった感情の得がたさによって生じていると考える。安心や安全といった感情の背景に特定の情動制御シ
ステムの存在が明らかになっており、愛着システムや気持ちを落ち着かせる能力、幸せを感じるといった能力
と情動制御システムが関連することが示唆されている。
そのため、コンパッション・フォーカスト・セラピーでは、安心や安全の背景にある情動制御システムにア
クセスすることが難しい人々は、高い恥と自己批判を経験し、その感情と関連した脅威の情動制御システムが
働いてしまう状態に陥っていると仮定する。そして治療では、コンパッション（思いやり、慈悲）を用いて、
その問題を解決し、様々な心理的問題の改善を目指す。
コンパッション・フォーカスト・セラピーを実践するにあたり、Kolts et al. (2016) はその治療要素を、慈
悲的な理解、マインドフルな気づき、慈悲の実践、治療的関係性の４つの側面があるとし、これらが多層的に
作用するとしている。慈悲的な理解は、Not Your Fault というメッセージを神経科学や進化心理学の知見を
援用しながら心理教育していく。マインドフルな気づきの側面は、様々なエクササイズを通してクライエント
が自分自身の注意、思考、感情、行動、身体といった側面に気づきを高める支援していくことを指す。慈悲の
実践では、イメージエクササイズや行動実験を通して、コンパッションを高めるための様々な取り組みをして
いく。最後に、治療的関係性であるが、治療者はコンパッションを持った態度でクライエントを支援し、クラ
イエントが自分の問題を探求し、変化を起こしていくための安全基地として機能する必要がある。加えて、こ
こまで述べた慈悲的な理解、マインドフルな気づき、慈悲の実践を、治療者自身が治療内で示すことでモデル
となることが求められる。
本ワークショップでは、講師らが取り組んでいる個別形式でのコンパッション・フォーカスト・セラピーを
紹介し、コンパッション・フォーカスト・セラピーの基本的な考え方や主要なエクササイズを紹介する。

ワークショップ 30
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ワークショップ 31

オンデマンド

慢性痛の認知行動療法

配信期間 2022 年 11 月 21 日 ( 月 ) ～ 2023 年 1 月 15 日 ( 日 )
オーガナイザー

細越 寛樹

関西大学社会学部社会学科心理学専攻

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

福森 崇貴

徳島大学大学院社会産業理工学研究部

岩佐 和典

大阪公立大学大学院現代システム科学研究科

【所要：90 分】

【趣旨・狙い】

認知行動療法（CBT）は，うつや不安などの精神疾患のみならず，糖尿病や心疾患などの慢性疾患にも有効
とされ，慢性痛に関しても多くのエビデンスが認められている。しかし，
日本における慢性痛の CBT
（CBT-CP）
の実施体制は十分に整っているとはいえず，我が国の最新ガイドライン（慢性疼痛診療ガイドライン作成ワー
キンググループ，2021）でも早急な実施体制の整備が強く求められている。そこで日本でも CBT-CP を普及
させるべく，本ワークショップではその入門編として，基本的な考え方や治療効果のエビデンス，具体的な介
入手法およびプログラム例と，それを適用した事例を紹介したい。

308

The 22nd Annual Convention of the Japanese Association for Cognitive Therapy

オンデマンド

ソクラテスの質問法

配信期間 2022 年 11 月 21 日 ( 月 ) ～ 2023 年 1 月 15 日 ( 日 )
オーガナイザー

若井 貴史

【所要：90 分】

哲学心理研究所 / 長岡病院

【趣旨・狙い】

認知療法・認知行動療法において、患者の認知を変えるためには、特有の質問をすることが大切であるとさ
れている。この質問は、古代ギリシャの哲学者に因んで、ソクラテスの質問法と呼ばれている。ソクラテスの
質問法の利点について、ベックらは、治療者がいない時でも患者がこの種の質問を自分自身で行うことができ
ること、つまり、患者が自問自答できるようになることにあると指摘している（Beck et al.,1979）。これは、
治療者がくり返し質問することで患者の中に問いが内在化するため、その後は自問自答することによって、自
分で自分に認知療法・認知行動療法を実施できるようになるということを意味する。
ところが、このソクラテスの質問法について、臨床的・実践的な観点から詳細に論じられている論文や著書
は極めて少ないのが現状である。そこで本ワークショップでは、若井（2014）で類型化した以下の 6 つの質
問を中心に取り上げる。
①捨象情報を問う
②根拠を問う
③例外を問う
④程度を問う
⑤差を問う
⑥別の立場を問う
これは問う対象に応じて整理した私案であり、ソクラテスの質問法の基本技にあたると考えているものであ
る。これらがそれぞれどのようなものであるのか、どのような目的・機能を有しているのか、したがってどの
ような場面で使うと効果的なのかを紹介する。そのうえで、具体的なモデルケースをとおして、これらの基本
技の形をしっかり習得していただくことを目指したい。
若井（2022）で触れたプラトンの原典を紹介し、ソクラテスが実際にどのような対話をしていたかを確認
したり、ソクラテスの質問法の弁証法的・認識論的意義について解説したりすることも検討している。ただし、
時間の都合でこれらに触れられない場合、関心のある方は若井（2022）を参照していただきたい。
本ワークショップの対象者としては、認知再構成法の大枠は理解している初学者から、臨床上認知再構成法
を使ってはいるが、なかなかうまく使いこなせていないと感じている中級者レベルまでを想定している。
＜参考文献＞
Beck, A. T., Rush, A. J., Shaw, B. F., & Emery, G. 1979 Cognitive therapy of depression. Guilford
Press. 坂野雄二（監訳） 1992 うつ病の認知療法 岩崎学術出版社
若井貴史 2014 三浦つとむの認識論から見る認知療法の作用機序 『季報唯物論研究』第 126 号 pp.106111
若井貴史 2022 弁証法・認識論から説く認知行動療法入門（３）『自由学藝』第 3 号 pp.139-159
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ワークショップ

慢性痛は，組織損傷の治癒に必要な通常の期間（一般的に 3 ～ 6 か月以上）を越えてもなお持続する痛み
とされる。日本人の慢性痛の有病率は 22.5％と高く（矢吹ら，2012），主観的な自覚症状の 1 ～ 2 位は腰痛
と肩こりであり（厚生労働省，2020），慢性痛は日本の国民病といえる。慢性痛の問題は，患者自身の苦痛
や QoL の低下だけでなく，医療費の増大や労働時間の損失による多大な社会経済的損失も引き起こしており
（Inoue, 2015），早急かつ有効な対応が求められている。
慢性痛を捉える代表的なモデルに痛みの多層モデルがあり，侵害受容や痛みといった身体的反応の層に，苦
悩と痛み行動の層を加えて，全体を痛み体験としている（Loeser, 1982）
。苦悩は慢性痛に対する認知的反応（破
局的思考など）や感情的反応（不安や恐怖や怒りなど），
痛み行動はそれに伴って発生・強化されてきた行動（活
動の回避，痛みの訴え，過度の服薬など）である。これはそのまま認知行動モデルでの理解が可能であり，痛
みに付随して生じた認知・感情・行動的反応が悪循環を形成し，慢性痛が維持・強化されていると考えられる。
CBT-CP の有効性はコクラン・レビューでも認められている（Williams et al., 2020）。これまでに海外で
行われてきた CBT-CP は，プログラムごとに様々な介入技法を採用しているが，演者らはその中で頻用され
ていたリラクセーション，アクティビティ・ペーシング，認知再構成の 3 つに着目し，全 8 回の CBT-CP プ
ログラムを開発した。パイロット研究の結果は良好であり（Hosogoshi et al., 2020）
，その患者用テキストと
実施者用マニュアルを 2022 年 2 月に無償公開して（https://jacc-pain.wixsite.com/sanka）
，現在は無作為
化比較試験を進めている。
演者らの CBT-CP プログラムは，痛みの除去よりも，Qol の向上を主目的としている。アクティビティ・ペー
シングを中核とし，特定の活動に対する活動と休息の時間を継続時間や具体的目標に従って切り替えるという
枠組みの中で，行動活性化や行動実験なども柔軟に組み込めるものとなっている。また，アクティビティ・ペー
シングで身に着けた適応的な行動パターンを阻害する認知を同定し，それに対して認知再構成を行っている。
当日は，CBT-CP プログラムを実施した事例も紹介しながら，これらの技法の使用法について解説していきた
い。

ワークショップ 32
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ワークショップ 33

うつの行動活性化－理論と実践－
配信期間 2022 年 11 月 21 日 ( 月 ) ～ 2023 年 1 月 15 日 ( 日 )
オーガナイザー

岡本 泰昌

オンデマンド

【所要：90 分】

広島大学大学院医系科学研究科精神神経医科学

【趣旨・狙い】

行動活性化は、比較的古くからあるうつ病に対する行動的なアプローチで、1978 年に Lewinsohn らによっ
て、その先駆的な仕事が報告されました。彼らは、うつ病になると正の強化を受ける機会が減少することに注
目し、正の強化を受ける機会を増やすように快活動質問票を用いて快活動を増やすことや、正の強化を受けら
れるような社会的スキルを身につける治療プログラムを作成しました。その後、うつ病に対する認知療法が広
まるにつれ、治療の早い段階で、不合理な信念に立ち向かう際の小さな行動実験として行動活性化を用いると
いった認知行動療法の複合的なパッケージの中の技法の一つとして行動活性化が用いられるようになってきま
した。
これに対して、1996 年に行われた認知行動療法の要因分析の結果、行動活性化単独でうつ病に対して高い
治療効果をもつことが明らかにされ、2000 年代に入って行動活性化を中心とした新たな治療プログラムの開
発が行われることになりました。その中では、うつ病患者は、正の強化の主たる供給源を失っただけでなく、
嫌悪的状況の受動的回避が原因で非活動的になっているとの考えから、回避を特定し克服するための技法が追
加されました。また、楽しい気分を高めるような行動を選ぶというよりは、
「人生の中で価値をおいていること」
を達成するための行動を活性化することに力点が置かれました。実証的な研究結果が示されたこともあって、
新しい世代の認知行動療法として着目されています。
本ワークショップでは、うつ病の行動活性化に特徴的な行動原理と理論的背景を概説した後で、快活動を標
的とした従来の行動活性化だけでなく、受動的回避を標的とした新しい行動活性化についても、基本テクニッ
クと実践のポイントに関して学んで頂ければと思います。簡便な快活動を標的とした行動活性化を行い、十分
な効果が得られない場合に、もっと個別化した受動的回避を標的とした行動活性化を行うことで、臨床場面で
の効率的な治療提供が可能になると考えられます。行動活性化は、うつ病を克服するための強力な方法です。
また、行動活性化は単純な原理や構造であることから、容易に訓練しやすいため、様々な臨床場面で広く普及
できる可能性を持っています。本ワークショップが、多くの治療者にとって、行動活性化の的確な理解を促し、
うつに苦しむ方々の治療の一助となることを心より期待しています。
＜参考文献＞
岡本泰昌監訳 , 行動活性化 , 明石書店 , 2015
大野裕 , 岡本泰昌監訳 , うつを克服するための行動活性化練習帳 - 認知行動療法の新しい技法 - , 創元社 , 2012
大原健士郎監訳 , うつのセルフ・コントロール , 創元社 ,1993
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一般演題（ポスター）
プログラム

プログラム・抄録集

一般演題（ポスター）
第１日目

11 月 11 日（金） 17：00 〜 18：00

演題番号 [ 偶数 ]

第２日目

11 月 12 日（土） 18：00 〜 19：00

演題番号 [ 奇数 ]

ポスター会場（コングレスクエア日本橋 3F ホワイエ）
精神の超高精細ケアにおける知識構造化１

P01

押山 千秋 、重枝 裕子 2）、豊田 彩花 2）、加藤 典子 2）、伊藤 正哉 2）、西村 拓一 1）
1）

1）北陸先端科学技術大学院大学
2）国立精神・神経医療研究センター認知行動療法センター

精神の超高精細ケアにおける知識構造化２

P02

重枝 裕子 1）、押山 千秋 2）、豊田 彩花 1）、加藤 典子 1）、西村 拓一 2）、伊藤 正哉 1）
1）国立精神・神経医療研究センター認知行動療法センター
2）北陸先端科学技術大学院大学

本邦における認知行動療法の実施状況：全国医療機関調査より

P03

藤澤 大介 、田島 美幸 1）、田村 法子 1）、近藤 裕美子 1）、菊地 俊暁 1）、中川 敦夫 2）、大野 裕 3）
1）

1）慶應義塾大学医学部
2）聖マリアンナ医科大学
3）大野研究所

慈悲とマインドフルネス瞑想の PTSD 症状に対する効果 著効および困難事例の報告

P04

井上 美沙 1）、関谷 祐史 2）、梶本 誠人 2）、中野 麗羽 2）、有光 興記 1）
1）関西学院大学文学部
2）関西学院大学大学院文学研究科

コロナ禍で大学生は何をストレスに感じ、どのようにコーピングしてきたかに関する検討

P05

矢冨 里佳 、小山 憲一郎 2）
1）

1）福岡県立大学心理教育相談室
2）福岡県立大学人間社会学部

仕事量と抑うつの関連に対するコントロール感の媒介効果

P06

菊地 潤 、青木 俊太郎 2.3）、渡邉 晴美 4）、高野 裕太 5.6）、堀内 聡 7）、岩野 卓 8）
1）

1）福島県緊急スクールカウンセラー
2）福島県立医科大学医療人育成・支援センター
一般演題 ポスター プログラム

3）福島県立医科大学医学部神経精神医学講座
4）大分大学大学院福祉健康科学研究科附属臨床心理教育研究センター

(

5）福山大学人間文化学部心理学科
6）北海道医療大学大学院心理科学研究科
7）比治山大学現代文化学部

)

8）大分大学福祉健康科学部
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認知行動療法に対する研修前後のイメージ－認知行動療法以外の方法を用いている心理職
３名に対するインタビュー

P07

羽鳥 乃路 1）、河邊 宗和 2）

プログラム・抄録集

P13

他職種が抱く薬剤師との連携の現状及び薬剤師業務に認知行動療法的アプローチを用いる
ことへの期待～当学会会員アンケートから～

1）東京武蔵野病院

一本木 之人 1）、池田 彩 2）、渡邉 文之 2）、田沼 和紀 3）、小川 恭平 4）、恩田 光子 5）、椎名 未貴 6）、
庄司 雅紀 5）、福森 亮雄 7）、増田 由佳子 8）、前田 初代 2）

2）東京保健医療専門大学

1）医療法人清仁会洛西シミズ病院薬剤部

入院中から退院後も継続参加可能なモジュール型集団認知行動療法の実践

P08

浅岡 聡 1）、末田 彩花 1）、吉村 友里 1）、堺 薫 1）、伊達 なつき 1）、河原 悠 1）、中津 啓吾 1）
1）医療法人社団更生会草津病院

うつと心理社会的な課題を抱えた過食症の２症例に対する摂食障害の認知行動療法改良版
のこころみ

P09

船場 美佐子 1）、小原 千郷 1.2）、成田 恵 1）、中野 稚子 1）、小川 眞太朗 1）、安藤 哲也 3）、井野 敬子 1）、
関口 敦 1）
1）国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所行動医学研究部
2）文教大学人間科学部臨床心理学科
3）国際医療福祉大学成田病院心療内科

対人援助職を志望する学生へのセルフ・コンパッションに基づく介入プログラムの開発

P10

水野 雅之 1）、菅原 大地 1）、谷 秀次郎 2)、吹谷 和代 3)、佐藤 純 4)

2）日本大学薬学部地域医療薬学研究室
3）株式会社カメガヤ（フィットケアデポ）
4）京都府立医科大学附属北部医療センター薬剤部
5）大阪医科薬科大学社会薬学・薬局管理学研究室
6）あけぼの薬局幕張店
7）大阪医科薬科大学薬物治療学 II 研究室
8）特定医療法人研精会東京さつきホスピタル薬局

P14

武貞 真未 1）、上東 亜佑稀 1）、福地 雄貴 1）、林 敬子 1）、井上 真里 2）、野間 紘久 2）、大井 瞳 2）、
菅原 由美子 2）、小村 久子 2）、中島 俊 2）、久我 弘典 2）
１）一般社団法人コード・フォー・ジャパン
２）国立精神・神経医療研究センター認知行動療法センター

P15

1）筑波大学
2）株式会社レオパレス 21
3）はぐくみ母子クリニック
4）茨城県立医療大学

国内における集団精神療法の研修・スーパービジョンの実態と課題

P11

岡田 佳詠 、藤澤 大介 2）、大嶋 伸雄 3）、高橋 章郎 4）、丹野 義彦 5）、天野 敏江 1）、根本 友見 1）
1）

1）国際医療福祉大学成田看護学部
2）慶應義塾大学医学部
3）東京都立大学大学院人間健康科学研究科
4）首都医校作業療法学科
5）東京大学

P12

Striving to Avoid Inferiority Scale 日本語版 (SAIS-J) の作成

永江 亜紗 1）、浅野 憲一 2）、小寺 康博 3）
1）目白大学大学院
3）ノッティンガム大学

社交不安傾向の高い大学生を対象としたスマートフォンを用いた解釈バイアス修正法
（CBM-I）の効果の検討

泉水 紀彦 1）、寺島 瞳 2）
1）埼玉学園大学人間学部心理学科
2）東京経済大学全学共通教育センター

P16

実行処理の転換および社会機能への影響における注意制御の調整効果

町田 規憲 、田野邉 果穂 1）、田山 淳 2）
1）

1）早稲田大学大学院人間科学研究科
2）早稲田大学人間科学学術院

P17

ゲームユーザーにおけるゲーム画像への渇望度，覚醒度，感情価に関する予備的検討

松木田 健斗 1）、厳 翔 1）、田野邉 果穂 1）、岩谷 菜々子 1）、杉本 光 1）、関口 彩乃 1）、田山 淳 2）
1）早稲田大学人間科学研究科
2）早稲田大学人間科学学術院

P18

2）目白大学

市民や当事者、医学専門家によるユーザーフレンドリーな睡眠記録アプリケーションの
開発

うつ病に対する認知行動療法の持続性効果：長期追跡の検討

倉田 知佳 1）、満田 大 1）、片山 奈理子 1）、野上 和香 1）、佐々木 洋平 1）、中川 敦夫 1.2.3）
1）慶應義塾大学医学部精神神経科学教室
一般演題 ポスター プログラム

2）慶應義塾大学病院臨床研究推進センター
3）聖マリアンナ医科大学神経精神科学教室

(
)
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P19

プログラム・抄録集

初学者の躓きとその課題の解決方法の検討

P26

須田 夏美

杉田 創 1）、竹林 由武 2）、加藤 典子 1）、豊田 彩花 1）、駒沢 あさみ 1）、中山 千秋 1）、山口 慶子 3）、
大江 悠樹 4）、藤里 紘子 5）、宮前 光宏 6）、金子 響介 1）、矢部 魁一 1）、中島 俊 1）、堀越 勝 1）、伊藤 正哉 1）

専修大学付属高等学校

P20

集団精神療法の実施を困難にする要因に関する全国調査

1) 国立精神・神経医療研究センター認知行動療法センター

藤澤 大介 、田島 美幸 、田村 法子 、近藤 裕美子 、天野 敏江 、根本 友見 、岡田 佳詠
1）

1）

1）

1）

2）

2）

2）

1）慶應義塾大学医学部精神神経科
2）国際医療福祉大学成田看護学部

P21

楽観的帰属様式が大学適応感に与える影響

秋山 海登 1）、亀口 憲治 2）

2) 福島県立医科大学
3) 東京女子大学
4) 杏林大学
5) 関西大学
6) 量子科学技術研究開発機構量子生命 ･ 医学部門量子医科学研究所

P27

1）筑波大学大学院
2）国際医療福祉大学

P22

「不安とうつの統一プロトコル（集団版）」実践報告

白川 麻子 1）、金谷 陽子 1）
1）石神井公園クリニック

P23

入院患者のマインドフルネススキルの変化について
―心療内科病院におけるマインドフルネスプログラムの取り組み―

荒木 美乃里 1）、清水 彩乃 1）、梅津 千佳 1）、大塚 明子 1）
1）医療法人秀峰会 心療内科病院 楽山

P24

認知行動療法における多職種連携マニュアルの開発

田島 美幸 、小林 由季 1）、清水 恒三朗 1.2）、岡田 佳詠 3）、大嶋 伸雄 4）、前田 初代 5）、丹野 義彦 6）、
中川 敦夫 7）、藤澤 大介 8）、菊地 俊暁 1）
1）

1）慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室
2）東京都立大学大学院人文科学研究科
3）国際医療福祉大学成田看護学部看護学科
4）東京都立大学大学院人間健康科学研究科 / 健康福祉学部作業療法学科
5）日本大学薬学部地域医療薬学研究室
6）国立大学法人東京大学
7）聖マリアンナ医科大学神経精神科
8）慶應義塾大学医学部医療安全管理部 / 精神・神経科学教室

P25

不安とうつの統一プロトコル（UP）における社会人口学的因子及び、診断特異的症状に
対する効果の検討

集団認知行動療法プログラムの作成と有用性の検証

小林 由季 1）、田島 美幸 1）、清水 恒三朗 1.2）、腰 みさき 1）、田村 法子 1）、原 祐子 1.3）、野田 祥子 1）、
藤澤 大介 1）、菊地 俊暁 1）
1）慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室
3）公益財団法人西熊谷病院

小林 由季 1）、中川 敦夫 1.2）、田島 美幸 1）、満田 大 1）、大野 裕 3）、三村 將 1）
1）慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室
2）聖マリアンナ医科大学神経精神科学教室
3）大野研究所

P28

こころのスキルアップ教育～特別支援学級編～

宮崎 理恵
北九州市立三郎丸小学校

P29

学校現場に認知行動変容アプローチを広めるために
―認知行動療法教育研究会東京地区の取り組み―

西田 千夏
認知行動療法教育研修会東京地区

P30

うつ病と不安症に対する集団版統一プロトコルに関する文献レビュー

梶原 真智子 1）、加藤 典子 1）、伊藤 正哉 1）
1）国立精神・神経医療研究センター認知行動療法センター

P31

大規模臨床データを用いた短縮版強迫性障害スクリーニング尺度 “OCI-4” の収束的・判別
的妥当性検討

矢部 魁一 1）、伊藤 正哉 1）、竹林 由武 2）、杉田 創 1）、金子 響介 1）、三田村 康衣 1）、久我 弘典 1）
1）国立精神・神経医療研究センター認知行動療法センター
2）福島県立医科大学

P32

認知行動療法モデルに基づいた Rorschach Performance Assessment System(R-PAS)
の結果フィードバック用ワークシートの開発

井上 直美

一般演題 ポスター プログラム

2）東京都立大学大学院人文科学研究科

認知行動療法実施における現状とその課題
～厚生労働省認知行動療法研修事業アンケート結果より～

弘前大学

(
)
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