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本講演に利益相反はない 



本日の内容 

１ 認知行動療法の基本的な考え方 

 

２ パニック症の認知行動療法 

 

３ 社交不安症の認知行動療法 



１ 認知行動療法 

  (Cognitive behavioral 

   therapy:CBT)とは 



日本の成人一般人口中における12ヵ月有病率 

 

  不安障害       5.3％ 

   うつ病などの気分障害   3.1％ 

World Mental Health Survey Consortium（JAMA 2004） 
東京大学の川上憲人先生らの日本の疫学研究 
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精神疾患で多いのは、不安・うつ 



パニック症・社交不安症 

どう治療されていますか？ 

SSRI ベンゾジアゼピン 

支持的精神療法(?) 



精神科の診察では、 

気になっていることを何でもためらわずに、

医師に話すことが大切 

他の人に話して、つらさを共有
（受容）  
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→ 支持的精神療法 



しかし治療では、受容の一方で、 

変化も重要 

 

認知行動療法(CBT)とは、 

症状を良くするために、 

考えや行動を変えてみること 
8 



不安症は「感情」の障害 
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うつ病 → 抑うつ気分、興味の喪失などが過剰に 

    大きく持続し、日常機能障害を起こす 

不安症 → 不安感が過剰に大きく持続し、 

   日常機能障害を起こす 



認知行動療法とは 

感情（および身体反応）を起こす 

認知と行動の悪循環を見直し、 

好循環に持っていくようにバランスをとる 

精神療法 
 



認知行動療法の３要素（４要素） 

出来事 

認知 

感情・身体反応 行動 



「ライオンだ！」「危険だ！」 

認知（考え） 

逃げる 

行動 

恐怖・不安  

感情  

認知行動療法の３要素（４要素） 

出来事（道でライオンに出会う） 

体の反応 
心拍数、呼吸数
増加、発汗など 



認知行動療法の「認知」とは？ 

 

＝  自然に浮かんでくる「考え」 

  「イメージ」、もののとらえ方 
13 



認知の階層構造（自動思考とスキーマ） 

自動思考 

スキーマ 

より瞬間的 

より継続的 

より浅いレベル 

より深いレベル 



Trigger Stimulus (Internal or external) 
トリガー刺激（内的または外的） 

Perceived Threat 
脅威の知覚 
（認知） 

Apprehension 
不安 
（感情） 

Body 
Sensations 

身体感覚（身体反応） 

Interpretation of Sensation 
 as  Catastrophic 

身体感覚の破局的解釈 
（認知） 

パニック発作の認知モデル
(Clark 1986) 

悪循環の例 



認知行動療法のプロセス 

問題の理解 

解決の試み 

熟達と般化 

アセスメント、概念化 

患者と治療者が協同して、 
さまざまな治療技法を実践 
 

患者が、自分自身の治療
者になることが最終目標 

1回50分 
  × 
12～16 
セッション 

千葉大学大学院 伊藤絵美先生の講義資料を基に作成 



１回のセッションの流れ 

１  チェックイン（5分） 

２  セッションで取り上げたい話題（アジェンダ）と 

   時間配分について話し合う（5分） 

３  アジェンダについて話し合う（30分） 

４  セッションのまとめ（5分） 

５  ホームワーク（宿題）の確認（5分） 



協同的経験主義 

• 認知療法では（中略）患者の考えや思いこみを、治療

者と患者が一緒になって「科学者」のように検証していく

協同的経験主義（collaborative empiricism）と呼ばれる

関係の重要性が強調されます。 

• 治療者は、患者さんの主体性を尊重し、患者さんが自

分の意見を表現しやすい雰囲気を作り出しながら、患

者さんが自分で答えを見つけだしていけるような「ソクラ

テス的問答」と呼ばれる関わり方をすることが大切です。 

うつ病の認知療法・認知行動療法治療者マニュアル 
www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/kokoro/dl/01.pdf 
より引用 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/kokoro/dl/01.pdf


うつ病や不安症（不安障害）のような一般的な精神疾患に、 
認知行動療法（CBT）単独でどのくらい有効か 
（ランダム化比較試験での回復率） 
およそ２人に１人回復 

   

うつ病（大うつ病性障害）     50% 

パニック症（パニック障害）     75% 

外傷後ストレス障害（PTSD）     75% 

社交不安症（社会不安障害）    76% 

全般不安症（全般性不安障害）    69% 

強迫症（強迫性障害）         49% 

 
1  The lecture  by Prof. Paul Salkovskis.  
2 Most patients show some improvement with CBT. Recovery rate is the approximate proportion of individuals who no longer have the 

disorder at the end of a course of CBT.   
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２ パニック症の認知行動療法 



CBT開始前に、診断と重症度の判定 

•パニック症と診断すること 

  精神疾患の分類と診断DSM-IV（DSM-5）による診断が実践できる 

  精神疾患簡易構造化面接法M.I.N.I.が使いこなせる 

  

•パニック症の重症度を判定すること 

  各疾患ごとに適切な症状評価尺度が選択でき、患者の重症度が 

 説明できる（パニック症の場合は、PDSS） 



DSM-5による「パニック発作」の診断 

13個中４つ以上 

（４つに満たない発作は「限定症状発作」） 

動悸、心拍増加 

発汗 

身震い、震え 

息切れ、息苦しさ 

窒息感 

胸痛、胸の不快感  

嘔気、腹部不快感  

めまい感、気が遠くなる  

寒気、熱感   

異常感覚（感覚麻痺、うず
き感） 

現実感消失・離人感 

抑制力を失う恐怖、どうか
なってしまう恐怖  

死ぬことに対する恐怖   

DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル 医学書院より改変 



パニック症の診断 

A. 繰り返される予期しないパニック発作（数分でピーク） 

B. １ヶ月間以上、以下の１つ以上が続いた 

 （１）さらなる発作またはその結果についての持続的な懸念、心配 

 （２）行動の意味のある不適応的変化（例えば発作を避けるような行動） 

C. 障害は物質や他の医学的疾患によるものではない 

D. 他の精神疾患によってうまく説明されない 

DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル 医学書院より改変 



広場恐怖症（agoraphobia）の診断 

A．以下５つのうち、２つ以

上に著明な恐怖、不安 

（１）公共交通機関 

（２）広い場所 

（３）囲まれた場所 

（４）列に並ぶ、群衆の中 

（５）家の外に一人でいる 

 
DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル 医学書院より改変 

B.  症状が起きたとき、脱出は困難で援助が 

  得られないと考え、状況を恐怖し、回避する 

C. 状況はいつも恐怖や不安を誘発する 

D.  状況は避けられ、仲間の存在を必要とし、 

  強い不安や恐怖を持って耐えられている 

E.  不安は現実的な危険に釣り合わない 

F.   6ヶ月以上 

G.  機能障害 



 
パニック症の重症度評価尺度 

PDSS : Panic Disorder Severity Scale 
（Shear MK et al. 1997） 

 

（１）発作頻度 frequency 

（２）発作のつらさ distress 

（３）予期不安 anticipatory anxiety 

（４）広場恐怖、回避 agoraphobic fear 

（５）身体内部感覚の恐怖、回避 interoceptive fear 

（６）能力の障害 work functioning 

（７）社会生活の障害 social functioning 

（7項目、各０点～4点
で高いほど重症） 



PDSS日本語版 

日本臨床精神神経 
薬理学会HPより 
ダウンロード可 

原版著作権 1992, Department of Psychiatry, University of Pittsburgh School of Medicine, 不許複製 日本語版翻訳権 2001, 名古屋市立大学医学部精神
医学講座、不許複製 M. Katherine Shear M.D., Timothy Brown Psy.D., Diane Sholomskas Ph.D., David Barlow, Ph.D., Jack Gorman, M.D., Scott Woods, M.D., 
Marylene Cloitre Ph.D.によって開発・検査された。T. Furukawa, M. Katherine Shear によって翻訳逆翻訳された。 

http://www.jscnp.org/scale/scale.pdf 

http://www.jscnp.org/scale/scale.pdf


PDSS scoreと重症度の目安 

広場恐怖なし 広場恐怖あり 

正常 ０～１ 

境界域 ２～５ ３～７ 

軽症 ６～９ ８～１０ 

中等症 １０～１３ １１～１５ 

重症 １４～ １６～ 

(Furukawa et al.2009) 



PDSSによる治療有効性の評価 

治療反応良好群： 

 治療後に、PDSSが治療前値（ベースライン）の40％  

以上の改善 

 たとえば、ある患者さんのPDSSの平均スコア3.0点

が1.5点になれば、50%の改善なので、治療に反応

があった（反応良好群）となる 



症例 A子さん（20代女性） 

• ある日、美容室の待合室で胸がどきどき（動悸）して、上半身の熱感に突然襲われ、帰宅

して１時間でおさまった。 

• 翌日、友人との買い物に出かけた。夜、就寝前、突然、動悸、呼吸ができず、手足に力

が入らない、しびれて爪も真っ青で、血の気が引いて、死んでしまうと思い、救急車を呼

んで、病院へ行った。点滴でおさまった。 

• 翌々日、会社へ行ったが、着くなり、動悸、熱感、気が遠くなる感じ、とにかくどうしようとい

う感じで、帰宅させてもらい、途中の駅の交番で救急車を依頼し、病院で、過呼吸といわ

れ、ペーパーバッグ法を指導された。 

• 以後、人込みやデパート、スーパーへ行くと、息苦しさ、動悸を感じ、どうしたらいいかわ

からなくなってしまうので、なるべく避けていた。 

• 熱い風呂に入ると動悸を感じるので、シャワーですませたりしていた。 

 



症例 A子さん（20代女性） 

• ある日、美容室の待合室で胸がどきどき（動悸）して、上半身の熱感に突然襲われ、帰宅

して１時間でおさまった。（２つなので、限定症状発作） 

• 翌日、友人との買い物に出かけた。夜、就寝前、突然、動悸、呼吸ができず、手足に力が

入らない、しびれて爪も真っ青で、血の気が引いて、死んでしまうと思い、救急車を呼ん

で、病院へ行った。点滴でおさまった。（４つなので、パニック発作） 

• 翌々日、会社へ行ったが、着くなり、動悸、熱感、気が遠くなる感じ、とにかくどうしようとい

う感じで、帰宅させてもらい、途中の駅の交番で救急車を依頼し、病院で、過呼吸といわ

れ、ペーパーバッグ法を指導された。（３つなので、限定症状発作） 

• 以後、人込みやデパート、スーパーへ行くと、息苦しさ、動悸を感じ、どうしたらいいかわ

からなくなってしまうので、なるべく避けていた。 

• 熱い風呂に入ると動悸を感じるので、シャワーですませたりしていた。 

   1週間でパニック発作が1回、限定症状発作が2回 → PDSSによると、中等症 



パニック症の 
認知行動療法 
マニュアル 

千葉大パニック症研究
チームらが作成 
日本不安症学会HPより 
ダウンロード可 

jpsad.jp/files/JSARD_manual_panic.pdf 



パニック症CBTマニュアル前半 

アセスメント面接 

セッション１ パニック症の心理教育 

セッション２ 認知行動モデルの作成（ケースフォーミュレーション） 

セッション３ 安全行動と注意の検討 

セッション４ 破局的な身体感覚イメージの再構成 

セッション５ 注意トレーニング 

セッション６～９ 行動実験 



アセスメント面接 

１ 症状や生活歴などの具体的把握 
    主訴（症状の内容、発現のきっかけ、これまでの対処方法） 

    現在の生活状況（家族、職業、日常生活） 

    生活歴 

    ライフチャートの作成 

 

２ 今回のCBTにおける治療目標の設定 
    短期（この1～２か月で達成したいこと） 

    中期（治療終結時に達成したいこと） 

    長期（数年後に達成したいこと） 

 



ライフチャート 

２０歳 ２８歳 

１００点 

症
状
の
つ
ら
さ 

仕事を半年で辞めてから、 
何となく不安 

初めての発作 

予期不安 
１００ 過呼吸にならな

い期間が蓄積さ
れるにつれ、「大
丈夫」感が増え
ている 

学生時代は順調 



治療目標の例 

短期 
（１～２か月後） 

一人で公共交通機関で自宅から千葉駅
まで行く、美容院へ行く 

中期 
（半年～１年後） 

パニック症を克服し、仕事をしていたい
（千葉駅あたりでいい） 

長期 
（２～３年後） 

一人で電車に乗って東京に行きたい 



セッション１ パニック症の心理教育 

パニック症の心理教育 

  疫学、パニック発作とは？ 

  パニック症とは？広場恐怖症とは？ 

 

認知行動療法の心理教育 

  リラクゼーション法（呼吸法） 

  段階的曝露療法 

  不安階層表 





広場恐怖症に対する段階的曝露療法 

０   治療法の原理を理解しましょう 

１   治療の最終目標をたてましょう 

２   不安階層表を作りましょう 

３   具体的な練習課題を作りましょう 

４   課題に取り組みましょう 

５   課題の結果と治療の効果をプラスに評価しましょう 



不
安 

時間 

第０段：曝露療法の原理 

 不安は、時間とともに、下がる 

 不安は、練習により、下がる 

１回目の練習 

２回目の練習 

３回目の練習 



第１段：症状を具体的な目標に変換 
（やる気の出る最終目標をたてる） 

症状 「電車に乗ることができない」 

長期目標の設定  

 「新幹線で実家へ帰る、旅行へ行く」 

 

次々と出てくる短期目標 

 「快速電車に乗る」「一人で各駅停車に
乗る」「夫と乗る」「駅まで行く」「電車の
旅のテレビを見る」 



第２段：不安階層表をつくる 

船、飛行機 １００点 

新幹線     ９０点 

美容院     ９０点    

歯科受診   ５０点     

電車      ５０点  

渋滞      ４０点 

観覧車      ３０点 

坂道         ５点   

外食     ０～１０点   

不安の点数化：  

 

100点満点で、大きい
ほど不安が強い     

   

*実際に行っていなく
ても想像も含まれる。 

 



不安階層表（ある患者さん作成） 

困り度 区分（色分け） 苦手な事柄 区分け内容 

100   ジェットコースター 
絶対に避けること。銃を頭に突き付けられ脅
されない限りやらないこと。かつ、日常生活
に必要なく克服する必要性を感じないこと。 

90   観覧車 

80   
エレベーター内に閉じ込められ
る 

70   一人での飛行機に乗る 
今回の治療での克服目標であり、避けたい
度は強いが、努力によって克服可能だと本
人が思える範囲のこと。  

60   友人・親族と飛行機 

50   トンネル 

40   バス・電車での長距離移動 

30   

多少避けたいと感じること。 
20   

10   歯医者 美容室 

0   湯船につかる 



第３段：具体的な練習課題をつくる 

不安階層表から、50点くらいの状況を選ぶ。「電車 不安度 50点」 

• 練習課題：一人でJR津田沼駅まで歩いて、普通電車でJR千葉駅まで16分移動し、図

書館で本を借りて、同じ経路で戻る 

（不安度 50点） 

• 練習課題（一段下げて）：夫とJR津田沼駅まで歩いて、夫には駅で待機してもらい、

一人で、普通電車でJR千葉駅まで16分移動し、図書館で本を借りて、同じ経路で戻る 

（不安度 40点） 

• 練習課題（もう一段下げて）：夫にずっと同行してもらい、電車に乗るが、夫とは

別々の車両に乗る  

 (不安度 30点） 

 



第４段：課題に取り組む 

十分に不安が低下したと感じるまで、課題を1時間半

程度かけて、一つの恐怖場面にとどまって行う 

（最低15分間という、15分ルール） 

 

曝露前と曝露後で、不安の点数の減少を確認する 

      



第５段：結果を評価（プラスに） 

課題がうまく達成できれば、自分をほめる 

• ２回連続で、課題が達成でき、曝露後の不安度が30点以

下になっていたら、次のより難しい課題へ向かう 

 

うまく達成できなくとも、自分のチャレンジ精神をほめる 

•課題を少し簡単にしても、やらないよりは進歩 

（例：電車を見に、駅まで行って、帰ってくる課題もあり） 

 



現実曝露の一例 

乗り物を回避していたAさん 

  千葉大学病院から、バスでJR千葉駅まで20分移動後、

電車でJR西千葉駅まで5分移動する往復路の曝露療法

（約１時間）での不安の変化 

 
  曝露前   （90点） 
  バス往路  （30点） 
  電車往路 （40点） 
  電車復路 （10点） 
  バス復路  （0点） 
 



ホームワーク 

（１）セッションを録音しホームワーク中にその

テープを聞くための、ICレコーダーを用意する 

 

（２）治療ノートを用意する 



セッション２ 認知行動モデルの作成 
（ケースフォーミュレーション） 

【目標】 パニック症を維持する「悪循環」に気づいてもらう 

【理論背景】 以下の３つの要素と各要素の関連が、パニック

症が維持される悪循環となっている 

  ① 内的な情報への注意のシフト 

  ② 内的な情報に基づいて、破局的な死のイメージを持つ 

  ③ 安全行動（回避を含む）を続けること 

 

 



安全行動の例 
 他の事を考えようとする 

 何かにつかまったり、寄りか
かったりする 

 誰かにつかまったり、寄りか
かったりする 

 座る 

 じっとしている 

 極めてゆっくりと動く 

 逃げ道を探す 

 無理矢理身体的な運動をする 

 

 自分の体に注意を向ける 

 考えをコントロールしているよう
にする  

 行動を厳密にコントロールして
いるようにする 

 もっとしゃべる 

 薬を飲む 

 助けを求めてまわる 

 呼吸を変える 

 



 

自動思考（察知された危険：Perceived danger）  

不安症状（感情） 
＝身体感覚（どきどき、
はあはあ、くらくらなど） 

 
信念（スキーマ）を活性化 Activates assumptions 

安全行動 
Safety 
behaviours 

 
身体感覚に関する破局的な 
イメージを脅威として処理する 

身体感覚を感じる状況・出来事 

注意 

の 

バイアス 

認知 

認知 

認知のバイアス 

感情 

行動 

の 

バイアス 



 

胸のどきどきがもっとひどく苦しい心臓発作になったらどうしよう  

不安な感情 
＝身体感覚：胸がどきどき、
息がはあはあ、目がくらく
らなど 

胸のどきどきには警戒しなければいけない 

胸に手をあてて 
拍動を確認 
ひどくならないよう 
に座って休む 

自分が胸をかきむしりながら倒れ、 
死んでいる破局的イメージ 

買い物に行ったモールで、胸がどきどき 

注意 

の 

バイアス 



パニック発作場面：タクシーで病院に来る 

自動思考：タクシーで過呼吸になってしまう 

破局的な死のイメージ： 
外来でうずくまり、父が「大丈夫か」と声をかける 
息がハアハア、ベッドに横にならせてもらっている 
周囲は「どうしちゃったのこの人」と引いている 

       安全行動： 
ガムをかむ あえて考えない 
口の渇きに注意を向ける 
しめつけない服 肩の上げ下げ 

不安症状・身体感覚： 
足が冷たい ドキドキ 
のどが詰まる 
肩がこってくる 



 パニック発作場面：大学病院で診察を待つ 

 自動思考：なにかいつもより動悸がするな 

破局的な死のイメージ： 

安全行動をやっても、不安や身体感覚は変わら
ない。そのうち過呼吸から呼吸困難になり、死ん
でしまう。 

    安全行動： 

隣の科の背もたれのある
座席に移り、呼吸法。頓
服を飲む。冷水を飲む。 

    不安症状・身体感覚： 

不安感。動悸。発汗。手足の震え。
自分が自分ではないような感じ。口
が渇く。血圧が上がる感じ。 



自動思考：このままこんな狭い、身動きできな
いところに乗っていたら、頭がおかしくなって
（真っ白になって）、死んでしまうかもしれない。 

破局的な死のイメージ： 

発狂。自分自身を制御できず、騒いではいない
けれど、そわそわ、どうしようどうしようと、うろた
えている。正常の判断ができていない自分。 

安全行動：深呼吸。水をもらっ
て、薬を飲む。妻に手を握って
もらい、目をつぶる。 

不安症状・身体感覚： 
そわそわ、動悸 

   パニック発作場面： 飛行機に乗った時 



ホームワーク 

（１）他のパニック場面（２～３つ）のケース・フォーミュレーションを書く 

（２）パニック日記を書く 



セッション３ 安全行動と注意の検討 

【目標】 パニック場面における「安全行動と身体感覚への注意の

バイアス」が不安を高めていることに気づく 

【理論背景】 

 安全行動は最悪の事態を防ぐために行われるが、 

 反証の機会（安全行動をしなくても発作は起きない）が失われる 

ため、不安が持続してしまう 

 



安全行動＝自転車の補助輪 

•パニック発作時の対処法として、リラクゼーション法などの安全

行動を用いることはやむをえない面がある 

（子どもの自転車の補助輪と一緒） 

•しかし、大人になっても補助輪付きの自転車に乗っていること

が不自然で不便であるのと同様、安全行動が不安時に欠かせ

なくなることは避けなければならない 



セッション内で、ロールプレイ 

安全行動あり＋内部注目／安全行動なし＋外部注目 

２パターンで自己評価 

 ① 事前予測 パニック症状は何が起こる？ 

            出現確率？最悪どうなる？ 

 ② ロールプレイの実行  

 ③ 事後評定 安全行動は行えた％、身体感覚に注目できた％ 

           最悪な事態は起こった％、どれくらい不安を感じた％、 

           予想していた不安より大きかった％ 

 

 

 



ロールプレイの一例 

セッション中、バスに乗る 

（カウンセリングルームを出て、治療者と一緒に） 

（往路）安全行動あり 

  ＋内部感覚に注目 

    呼吸を意識して整える  

  携帯を見る 

  体調や不安を意識する 

（復路）安全行動なし 

    ＋外部世界に注目 

   身体感覚に絶対注意を向けない 

  車窓から見える、道を歩いてい 

  る人の数を数える 



課題 バスに乗る 

最悪な事態 過呼吸が起きる、手が震える 
恐怖感で圧倒される 
途中下車してしまう 

安全行動 事前に飲み物を買う 
メイラックスを飲む（本日はまだ飲んでいない） 
深呼吸、携帯をいじる 
頭の中で大丈夫と唱える 



結果 安全行動あり 
＋内部注目 

安全行動なし 
＋外部注目 

【事前の質問】 

典型的なパニック症状は何が起
きると思いますか？ 
その出現確率は？ 
最悪どうなりますか？ 

 
過呼吸と動悸 

 
６５％ 

途中下車 

 
過呼吸と動悸 

 
７０％ 

途中下車 

【事後の質問】 
安全行動は行えましたか？ 
身体感覚に注目できましたか？ 

 
１００％ 
８０％ 

 
０％ 
０％ 

最悪の事態は起こりましたか？ 

やっている間にどれくらい不安を
感じましたか？ 

出現した不安は予想よりも大き
かったですか？ 

（動悸少し）４０％ 
４０％ 

 
予想より不安は少なかっ
た 

０％ 
０％ 

 
予想より不安ははるかに
少なかった 



気づいたこと（安全行動のメリット・デメリット） 

メリット デメリット 

安全行動あり
＋内部注目 

暖かい飲み物を買って持ってい
るときは、不安が比較的少な
かった。過呼吸になっても、これ
を飲めば大丈夫と思えた。 

体に注目すると、余計に悪循環
に入り込んでしまう 

安全行動なし
＋外部注目 

通行人を数えていたら、細かい
ことが気にならなかった。（意外
な発見） 

今回は上手くいったけど、いつ
も上手くいくのか、電車の中では
何に注目するか、それで乗り切
れるかが心配。 



ホームワーク 
（１）自分が実際に安全行動をしているかどうかについて記録する 

（２）安全行動をやめるところを想像してみる 



セッション４  
破局的な身体感覚イメージの再構成 

【目標】 患者が「内部情報に基づく破局的なイメージ」と「客観的に見

た現実的なイメージ」の違いに気づく 

【理論背景】 

① 患者は内的な情報に基づいて、身体感覚を死につながるものと、

破局的に解釈している 

② 自分の身体感覚と感情を材料に破局的なイメージを構築するた

め、現実の脅威よりも過大にネガティブなイメージを形成している 

③ 安全行動により、破局的なイメージの確信度が高まっている 



指示 例 

０ パニック発作時の破局的
なイメージを同定 

過呼吸で失神して死んでしまうイメージ 

１ イメージの頻度 週に３～４回 

２ イメージが引き起こす不安
感（つらさ） 

100点満点で80点 

３ イメージの解釈 
 

過呼吸は注意すべき危険な症状で、失神
したら死ぬかもしれない 

４ イメージの解釈の確信度 100％のうち、70％ 
 

破局的イメージ再構成の手順（その１） 



破局的な解釈について、根拠と反証をあげるな

ど、話し合いをして、知的に、確信度が下がるよ

うな、認知の再構成を行う 

（例） 

過呼吸は、二酸化炭素が減って、酸素が増える

だけなので、・・・むしろ、呼吸をとめることが、3分

くらいできる・・・ 
 



破局的解釈と反証 

破局的解釈など 反証 

胸の左側が痛むのは、心臓に悪い
ところのあることの証拠である 

心原性の胸痛は、圧倒的に体の真ん
中で起きる 

頭の血管が切れて、発狂して、死
んでしまう 

脳出血で麻痺や意識障害は起こっても、
発狂することはなく、すぐに死んでしま
うこともない 

胸痛が運動中ではなく、運動後、
少したってから生じる 

心臓への負担の最大時点でなく、自分
の心臓に注意を向ける余裕が出た時
に発作が起きている 



指示 例 

５ 否定的なイメージに
対して、 

肯定的なイメージを
引き出す 

失神した後は、どうなると思いますか？ 
誰も発見してくれずに、1時間後は？ 
10時間後は？ 
→ 一人で目が覚めて、立って、歩いて、 
家に帰る 

６ イメージの不安感の
変化 
 

失神後、死ぬのではなく、一人で家に帰る
イメージになった場合、不安の点数は、いく
つになりましたか？→30点 

７ イメージの解釈の確
信度の変化 

20% 

破局的イメージ再構成の手順（その２） 



パニック発作による最悪の破局的なイメージは？ 呼吸困難になり、倒れて死んでしまう。 

上のイメージを思い浮かべたときの、具体的な不
安症状や身体感覚は？ 

まず動悸、それから自分が自分でなくなる感覚、高
血圧がグーッと上がってくる感じ、冷や汗をかく 

イメージの鮮明さは？（０－１００） ８０ 

イメージの引き起こすつらさは？（０－１００） ８０．以前よりはつらさは減っている 

イメージの意味するところは？（例：動悸に注意し
ないと死んでしまう） 

死んでしまう事への恐怖。安全行動（呼吸法、頓服、
頭で大丈夫だと考える）をしなければ、発作がひどく
なって、今までにない発作になりうる。他人が変な目
で見る。精神障害者に対する一般人の冷たい視線。 

イメージの意味の確信度は？（どれ程度その考
えを信じますか）（０－１００） 

５０．論理的にないだろうとわかるけれども、実感がこ
れくらい。 

イメージの頻度は？（週に何回くらい出てきます
か） 

週に１回起きるかくらい 



先ほどのイメージの意味
について、根拠や反証を
挙げてみましょう 

根拠は、これまで安全行動をやってきたので、大きな発作にならなかったとい

う考えもできる。安全行動で、不安レベルが少し下がる。 

反証は、呼吸困難で死ぬというのは、火事で一酸化炭素中毒の時とか、ダイ

ビング中酸素ボンベがなくなってという状況ならありうるが、特に呼吸器の病気

がなく、大気中にいるときは、死ぬことはあり得ない。重い肺炎とか、もちをつ

まらせたなら別だけど。こう考えると、安全行動の有無は、全く関係がない。頓

服飲んだ瞬間に楽になるのは、逆に薬の効果は無関係であることの証拠。 

否定的なイメージに対し
て、肯定的なイメージを
作ってみましょう（発狂し
た後はどうなると思いま
すか？１時間後は？３時
間後は？） 

過呼吸になっても、死にはしない。せいぜい２０分が勝負。そこをやりすごせ

ればOK。１時間後には全くおさまっているイメージが持てる。過呼吸は症状の

中ではうつと並び最近よく知られているから理解してくれるのではないか。 

イメージの不安度の変化 ８０→２０ 

意味の確信度の変化 ０（こう考えると、理詰めで考えると、安全行動は意味がないと思える） 



セッション５ 注意トレーニング 

【目標】 患者が自身の身体感覚への内的な注意を減らし、注意

を柔軟にシフトすることができる 

【理論背景】  

 ① 患者は、注意を身体感覚（動悸、過呼吸、めまいなど）に過

度に向ける結果、ささいな身体感覚の異常を検知してしまい、か

えって不安症状が生起しやすくなっている 

 ② したがって、注意を身体感覚から外部に向けることが必要 

 



③しかし、患者が安全行動として、 

「注意を絶対に内部に向けず、外部に向け続ける」 

方策をとっている場合は、 

注意を外部⇔内部に、自由に移動できることが必要 

 

注意を柔軟にすることは、 
練習を必要とするスキルである 



注意トレーニングの手順 

①患者に目を閉じてもらい、体の中の感覚にできるだけ多く

気づくよう求める 

②1～2分したら、患者に、目を開け、外部の、何か面白いも

のに集中するよう求める（ある絵について声を出して説明す

る、など） 

 パニック症の患者は、注意をシフトさせることが、

身体感覚の経験に対して顕著な影響力をもつ

と報告することが多い 



注意トレーニングの例 

外部注目：缶ジュースをじっくり

味わう 

 閉眼して内部感覚に集中する

と、のどがかゆいかもとか、

ちょっと胸が苦しくなってきて、

指先がぴくぴく、気付かなかっ

たことまで気づく 

→ ジュースを飲み終わる頃に

は、さっきの感覚は消失 

外部注目：PCモニタ上の抽象画

（モンドリアン）を説明する 

 内部注目すると、すぐに息苦しさ

を感じ、この場でパニックになるこ

とはないが、外だったらパニックに

なるような感覚になった 

→ 絵の説明をし始めると、さっき

の感覚がパチンと、まるで電気が

消えるみたいに忘れた 



ホームワーク 

（１）注意トレーニングを１日１回以上行い、内容を記録する 

（２）注意を外部に向けることで新しく気づいたことを記録する 



セッション６ 行動実験 

【目標】 患者が、パニック場面において持つ特定の予測が実際

には起こりにくいことを発見し、そのままの自分でも最悪の事態

（死や狂気）にはならないことに気づく 

【理論背景】 

 ① 患者は、安全行動や回避を続けることにより、脅威的な結

果が実際に起こるのか否かを検証する機会を失ってきた 

 ② 行動実験の目的は、パニック場面における患者の特定の否

定的な予測を実験することである 



行動実験の手順 

１ 実験するパニック状況・場面を決める 

２ 実験でどうなるかという予想（信念・想定・予測）を書き出す 

３ 予想（信念・想定・予測）を検証する方法を書き出す 

４ １～３で考えた方法に従って、実験を行う 

  実験のとき、安全行動はすべてやめる 

  （「安全行動したから最悪の事態にはならなかった」と考えないため） 

５ 結果を詳細に記述し、予想との違いを比較する（だから「実験」） 

６ 実験を通して学んだことを記述する 



１ 実験の状況 例）セラピストと一緒に、１階から５階まで駆け上がる 

２ 予想と、予想通りの
ことが起こる確率％ 

胸がどきどきして、心臓発作を起こして、死んでしまう（９０％） 

３ 実験のやり方 実験前に胸がどきどきしても、心臓発作を起こさないことを、自
分自身に思い出させる。５階まで駆け上がり、胸がどきどきしても、
その感覚をコントロールしようとしない。ドキドキしたままにしてお
く。しゃがみこまない。 

４ 現実の結果 胸がどきどきして、呼吸も速くなった。しゃがみこまず、立ったま
までいた。心臓発作は起こらなかった。 

５ 実験から学んだこと 胸がどきどきするのは正常な身体反応であり、心臓発作を起こ
すことを意味するものではない。もとの予測は２０％になった。 



１ 実験の状況 特急（乗車時間２ｈ）にのる 

２ 予想と、予想通りの
ことが起こる確率％ 

動悸や、後頭部の張る感じが出現し、「降りたい」と思ってしまう
（７０％） 

３ 実験のやり方 乗車後に後頭部が張ってきても、発狂しないことを、自分自身に
思い出させる。動悸や後頭部が張ってきても、その感覚をコント
ロールしようとしない。深呼吸や、不安を抑えようとして水を飲ん
だりはしない。目をつむらない、広いところにいるようなイメージを
作らない。外の風景に注目するのはよしとする。 

４ 現実の結果 パニック症状は全くなかった。飛行機に乗るところを考え、車両で
一番前の席に座ってみた（あえて圧迫感のあるところに）。カーテ
ンを閉めて、前の壁にある掲示板を見たり、注意の内外のシフト
チェンジもしてみた。そのうちに１５分くらい寝てしまった（２時間
の内） 

５ 実験から学んだこと 思ったほど緊張しなかった。予想７０％ → ０％ 
注意のシフトもうまくできた。注意のシフトは自宅でもやっていた。 



１ 実験の状況 国内線に乗る 

２ 予想と、予想通りの
ことが起こる確率％ 

後頭部が膨らむような感覚になり、動悸、口の周りの痺れが出る。
（７０％） 

３ 実験のやり方 前回のパニック時のことを気にしないようにし、それ以前のパニッ
クにならなかった時のことを意識する。 愛犬の写真を持っていく。
99%隣の人が犬について話しかけてくると思うので会話をする。あ
と、何か本を持っていく。 

４ 現実の結果 往路はパニックは起きなかったが、搭乗前から離陸まではかなり
の不安になった。後頭部や動機もなかったが、口の周りの痺れな
どはあった。復路はほとんど大丈夫であった。（往路１０、復路１） 

５ 実験から学んだこと もっと早い段階でチケットを取っていれば、もう何回か実験ができ
たと思う。場数を踏むのが大切と思った。もとの予測は０％。後頭
部の問題は解決。 



発作時の身体感覚を自ら誘発する行動実験 

過呼吸の行動実験 

  ①１秒吸って１秒吐く、１分間に３０回程度の過呼吸 

  ②過呼吸の後、１分以上息こらえをしても、平気であることを確認する 

 

 

 

呼吸困難感の行動実験 

 時計を見ながら、15秒間、息を止める 

 洗面器に顔をつけて、息を止め、10数える 

 鼻をつまんで、ストローをくわえ、1分間呼吸 

動悸の行動実験 

 ５階建ての階段を登る 

 坂を駆け上がる 

 走る 
 

いずれも、実験前後で不安点数をつけ、不安の低下を確認する 



パニック症CBTマニュアルの効果 

PDSS 
Pre-CBT  12.1±4.0 
Mid-CBT  7.5±3.3 
Post-CBT  5.5±3.5 
 

マニュアル前半 

（行動実験途中まで）
で、PDSSは40%低下 
 

行動実験②と③の間 

（Seki et.al 2016) 



３ 社交不安症の認知行動療法 

（社交不安障害、Social Anxiety Disorder：ＳＡＤ） 
 



「人との交流に対し、6カ月以上持続する、著しい
不安」を主症状とする精神疾患 

（『対人恐怖症』という呼称も） 
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社交不安症（社交不安障害）＝不安症群の一つ 

■ 特徴 
•頻度が高い（有病率12.1％） 
•児童期に好発（平均13歳） 
•慢性化（自然寛解率15.1％） 
•生活障害度が大きい 
不登校、ひきこもり、NEETなど 
年間約1兆5千億円の労働損失額 



社交不安症の診断(DSM-5) 

A. 社交場面に対する恐怖、不安 

B. 振る舞いや不安を見せることの否定的評価を恐れる 

C. 社交状況は常に恐怖、不安を誘発 

D. 社交状況の回避、耐え忍ぶ 

E. 恐怖、不安が状況に釣り合わない 

F.  6か月以上 

G. 苦痛、機能障害 

（以下略） 
 DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル 医学書院より改変 

パフォーマンス限局型： 

恐怖が公衆の面前での 
発話や行動に限局 



社交不安の重症度評価尺度 
LSAS: 

Liebowitz Social Anxiety Scale 
評価のめやす（総得点0～144点） 

  50～70点 社交不安の症状あり 

  70～90点 更に症状が著しい、支障あり 

  90点以上 重度の社交不安、大きな支障あり 
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全部で24項目（0～144点） 

LSAS日本語版 
LSAS-J 



社交不安症の認知行動療法マニュアル 

認知行動モデルの作成（ケースフォーミュレーション） 

安全行動と自己注目の検討 

否定的な自己イメージの修正（ビデオフィードバック） 

注意シフトトレーニング 

最悪な事態に対する他者の解釈の検討（世論調査） 

「出来事の前後で繰り返しやること」の検討 

再発予防 編 

行動実験  

残っている信念の検討（スキーマワーク） 

Clark & Wells 

Clarkらが提唱する社交

不安の心理学的な維持
要因を基に、 
千葉大SAD研究チーム
らが作成 
日本不安症学会HPより 
ダウンロード可 jpsad.jp/files/JSARD_manual_ad.pdf 

自己イメージと結びつく記憶の意味の書き直し 



認知行動モデルの作成（ケースフォーミュレーション） 

安全行動と自己注目の検討 

否定的な自己イメージの修正（ビデオフィードバック） 

注意シフトトレーニング 

最悪な事態に対する他者の解釈の検討（世論調査） 

「出来事の前後で繰り返しやること」の検討 

再発予防 編 

行動実験  

残っている信念の検討（スキーマワーク） 

社交不安症のマニュアルをもとに、パニック症のマニュアルを作成 

自己イメージと結びつく記憶の意味の書き直し 

共通部分が多い 



SADのCBTマニュアル前半 

• アセスメント面接 

•認知行動モデルの作成（ケースフォーミュレーション） 

•安全行動と自己注目の検討 

•否定的な自己イメージの修正（ビデオフィードバック） 

•注意シフトトレーニング 

•行動実験 



人前で話す日 近づくと不安 

•  ４０代男性。公務員として２０年以上勤め、数年前から管理職。会議でのあいさつや研修会

での講師など、大勢の人の前で話す機会が年に何回かあります。 

•  人前で話す仕事がスケジュールに入ると落ち着かなくなります。「来週の今頃はあいさつし

ている」「明日は講師だ」などと、場面が頭に浮かび、不安がよぎります。休日にくつろいでい

る時も、ふとした瞬間に不安に。いくら入念に準備を進めていても同じです。 

•  もともと人前が苦手。当日もかなりの緊張ですが、何とか無難にこなしています。終わった後

はすっきりと気持ちいいのですが、そこに至る過程が嫌なのです。 

•  これは趣味でも同じ。４０歳から始め、それなりに上達するにつれ、人前で披露する場面が

増えてきました。すると楽しいはずの趣味が、「あと何週間で披露するのか」と不安になり、

いっそのこと趣味をやめてしまおうかとまで思ってしまうのです。（東京・Ｋ男） 

 

（2010年9月17日  読売新聞人生案内から） 



出来事 
 

 

 

 

感情 
 

行動 
 

侵入思考 

（人前であいさつしている
場面の自己イメージ） 

社会的な死（皆から無視） 

「脅威」と解釈 

不安 安全行動 
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認知 



「自分が変な人に見
えたら、まずい」 

認知（思考） 

下を向く、ふるえな
いように力を入れる 

行動 

出来事（クラスで発表をする） 

「発表でミスしたら、終わりだ」 

中核信念 

子どもの頃に、スピーチで、小
さな失敗をして、笑われた記憶 

認知的に偏った情報処理 

社交不安症の認知行動モデル 

恐怖・不安  

感情  体の反応 
手や声のふるえ、
赤面、発汗など 



 

自動思考  

不安に関連する 
身体的、認知的症状 

 
（信念）  

安全行動 

 
自己注目 

対人場面 
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自動思考 挙動不審な、変な人と思われる 

不安に関連する 
身体的、認知的症状 
身体がふるえる、固くなる 
 

 
（信念）  

安全行動 
下を向いて、アイコンタクトを避ける、 
目立たない場所にいるようにする 

 
自己注目 おどおどしている 
       自分への注目 

対人場面 人の集まるところに出かける 
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自動思考：相手に不安になっているのを気づかれてしまう  

不安に関連する 
身体的、認知的症状 
（頭が真っ白で声が出ない、話が止まる 
手のふるえ、赤面、汗びっしょり） 

 
（信念）相手に不安なところを見せては、嫌われて終わりだ  

安全行動 
（顔をふせる、頭の中で 
リハーサル、一気に話す、 
ふるえる手をおさえる、など） 

 
自己注目：相手から見られる 
不安になっている自分の 
イメージへ注意を集中 

対人場面：人前で自己紹介 



対人場面： 職場で上司にわからないことを聞く 

自動思考： 上手く話せないやつだと思われ
る。そういう印象をずっと持たれてしまう。 

自己イメージ： その場になじんでいない、コミュ
ニケーションの取れないダメな自分 

安全行動： 頭の中で文章をリ
ハーサルする。上司に話しかけ
るタイミングを吟味する。変なこ
と言わぬよう、なるべく黙る。 

不安症状・気分： 
胃のあたりが緊張 
漠とした不安感 

信念・スキーマ 



社交場面での非機能的な自動思考リスト 
（Social Cognitions Questionnaire：SCQより抜粋） 

 私はふるえてどうにもコントロールできな

いだろう 

 人々は私をじろじろ見るだろう 

 人々は私を拒絶するだろう 

 私は恐怖で麻痺し動けなくなるだろう 

 私は物を落としたりこぼすだろう 

 私は社会的不適格者だ 

 私はしどろもどろになったり、変な話し方

になるだろう 

 

 私は傷つきやすい 

 私は汗ばむだろう 

 私は赤面するだろう 

 私は変人だ／変わり者だ 

 人は私が神経過敏であることを知るだろ

う 

 人は私のことをつまらない人間だと思っ

ている 



社交場面での安全行動リスト 
（Social Behaviors Questionnaireから抜粋） 

 十分に理解されているかを確認する 

 アイ・コンタクトを避ける 

 質問をすることを避ける 

 自分が他者にどう見えるか想像しようとす

る 

 コップやグラスをきつく握る 

 ふるえるのをコントロールしようとする 

 汗をかくのを防いだり隠したりするような

服を選ぶ 

 

 赤くなるのを隠すような服や化粧をする 

 心の中で文章をリハーサルする 

 言おうとすることを検閲する 

 自分自身について話すのを避ける 

 じっとしている 

 たくさんの質問を尋ねる 

 スピーチで息継ぎや間が空くことを避け

る 

 自分の顔を隠す 

 



社交場面での非機能的な信念リスト 
（Social Attitudes Questionnaire：SAQを抜粋） 

  私は他人に弱いところを見せてはいけない 

  もし私が対人場面でミスをおかしたら、人は

私を拒絶するだろう 

  もし私が普通にふるまわないなら、皆がじろ

じろと見てきて私を変だと思うだろう 

  私は好かれない 

  私は他の人より不安である 

  私は変わっている 

  他の人々は、社会的に正しく振る舞うのが私

より得意だ 

  私は、知的で機知に富んでいるように見えな

ければいけない 

 

  もし他の人が私は劣っていると思うなら、

私は劣っている 

  私は受け入れられない 

  不安は弱さのサインである 

  私の不安は他の人にとってあからさまだ 

  誰かが私を好きでないならば、それは私

のせいだ 

  価値あるために、私は他の人から認めら

れる必要がある 

  私が不安であると誰にも気づかれてはな

らない 

 



安全行動と自己注目の検討セッション 

A 安全行動と自己注目を行う 

B 安全行動と自己注目を行わない 

２通りのロールプレイを行い、不安感を比較する 

→ 安全行動と自己注目が不安感を過剰に高め

ていることに気づく 
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手順と例  
１ セッション内で実施可能な、

不安を誘発する他者とのや
り取りの課題を設定 

（自己紹介する、お茶を飲み
ながら雑談するなど） 

＜課題は＞THが上司役になり、THに向かって、
「何から質問したらよいかわからない事柄」につい
て、質問する。上司のおおざっぱな指示に対し、
詳細を尋ねる、という設定。 

２ 起こりうる最悪な事態と、 

それを防ぐための安全行動
を同定 

＜最悪な事態は＞自分がうろたえて、しどろもどろ
になり、相手にあきれられてしまう 
＜安全行動は＞頭の中で綿密にリハーサルする。
途中で照れ笑いする。言葉に詰まると考えるふり
をして、相手が助け船を出してくれるのを待つ。 

３ 安全行動をやらない場合の
具体的な注意点は 

リハーサルしない。振る舞いがぎこちないのは入
社１年目であたりまえ、と思っておく。 

４ 外部注目は THの表情や頷く回数に注目する 



ロールプレイのポイント 
ポイント 

安全行動あり 
＋自己注目 

同定した安全行動を確実に実践しましょう 
「他者にどのように見られているか」を考えることに集中しましょう 

安全行動なし 
＋外部注目 

安全行動はすべてやめましょう 

会話内容や、相手の表情・頷きの頻度・アイコンタクト・服の色など、
自分以外の情報に集中し、絶対に自分に注意を向けないようにしま
しょう 

（注）ロールプレイは、ビデオ録画する 
（ビデオフィードバックのセッションで使用） 

実際のロールプレイの時は、「安全行動なし」から、「はい、いまから」とリハーサルする間を与えずに開始した 



事前の質問 安全行動あり＋
自己注目 

安全行動なし＋
外部注目 

何が上手くできないと思いますか？ 

それはどれくらいできないと思いま
すか？（０－１００） 

上司役のTHに
質問はできそう 

質問自体ができ
なさそう（９０） 

典型的な不安症状は何が起きると
思いますか？ 
その出現頻度は？（０－１００） 

緊張感を感じる
（６０） 

リハーサルがない
ので、より緊張 
（９５） 

どのような印象を与えると思います
か？ 

頭が悪そうな 
印象 

いつもにもまして
だめそうな印象 



事後評定 安全行動あり 
＋自己注目 

安全行動なし 
＋外部注目 

安全行動は行えましたか １００ やらずにすんだ 

どれくらい自分に注目できましたか １００ ちょっと自分の言葉が
変だと注目（５０） 

恐れていた最悪な事態は起こりましたか １０ ２０ 

やり取りの最中にどれくらい不安を感じま
したか 

６０ ８０ 

不安は予想より大きかったですか 予想通り おもったより小さい 

上手に振る舞えたと思いますか おもえない おもえない 

「相手にどんな印象を与えているだろう
か」というイメージを体験しましたか 
 

話すのに夢中で、そ
んな暇なし（むしろ、
事後にイメージする） 

話すのに夢中で、そん
な暇なし 



ロールプレイの印象（TH） 

•「安全行動あり」は、動作が不自然に緩慢、ぎこ

ちなく、表情がこわばっている 

•「安全行動なし」のほうが、緊張はしているが、自

然さがある 



否定的な自己イメージの修正セッション 
（ビデオフィードバック） 

•ビデオフィードバックにより自己イメージの主観

（予測）と客観（現実）を比較する 

•不安感によって主観的な自己イメージが歪んでし

まっていて、客観的な自己イメージと異なってし

まっていることに気づく 

•安全行動が逆に自分を奇妙にみせている場合も

あることに気づく 
 



ビデオフィードバックの手順 

ビデオ視聴前 事前の予想 
（どのような自分の姿が映っているか） 

ビデオ視聴 ①安全行動あり ②安全行動なし 
 見知らぬ他人を見ているかのように観察 
 見えること、聞こえることだけに注目 
 感じることは、無視する 

ビデオ視聴後 事後の評定 
（実際にはどのような自分の姿が映っていたか、 
事前の予想は正しかったか） 



ビデオ視聴前 安全行動あり 安全行動なし 

１ どのような自分の姿（自己イメージ）が映ってい
ると思いますか？ 

普通に見える ちょっと目が泳いでいるかも 

２ その自己イメージでは、どのような自分の様子
が観察できると思いますか？ 

まあまあ自然 言葉が時々つまっている、何言って
いるかわからなくなっている 

３ ２で挙げた自己イメージは、どの程度映ってい
ると思いますか？ 

１００ ９０ 

４ 自己イメージは、どれぐらいはっきり思い浮か
びますか？（鮮明度０－１００） 

１００ １００ 

５ 自己イメージを思い浮かべると、どれくらい辛
いですか（不安・苦痛度０－１００） 

８０ １００ 

６ 自己イメージは、ビデオで見ても同じように映っ
ていると思いますか？（確信度０－１００） 

５０ ６０ 

７ 自己イメージを他人が見たら、どういう反応を
すると思いますか（否定的予測） 

ふつうだな ちょっとおかしい、違和感を感じる 



ビデオ視聴後 安全行動あり 安全行動なし 

１ ビデオには、予想した自分の姿（自己イメージ）が映っ
ていましたか？ 

予想と違っておどおどし
ていた 

若干予想より落ち着
いていた 

２ ビデオには、どのような自分の様子（不安症状など）
が観察できましたか？ 

目が泳いだり、言葉に
詰まっていた 

予想よりは会話が流
れていた 

３ ビデオには、自己イメージがどの程度映っていました
か？ 

普通のイメージはほとん
どなかった 

２０ 

４ ビデオを見る前の自己イメージは、どれぐらいはっき
り思い浮かびますか？（鮮明度０－１００） 

０ １０ 

５ ビデオを見る前の自己イメージを思い浮かべると、ど
れくらい辛いですか（不安・苦痛度０－１００） 

辛いというより、予想外
でびっくり 

同様 

６ ビデオを見る前の自己イメージは、ビデオで見ても同
じように映っていたと思いますか？（確信度０－１００） 

０ ０ 

７ ビデオに映っていた自分の姿を他の人が見たら、どう
いう反応をすると思いますか（否定的予測） 

よく言葉に詰まっている、
言いたいことが相手に
伝わっていないようだ 

多少おどおどしている
が、違和感を感じるほ
どではない 



ビデオフィードバックの感想(CL) 

リハーサルをしていないほうが自然に見え、リハーサ

ルしている方が言葉に詰まっていた。予想と違ってい

たので、驚いた。 

社交不安症の患者は、ビデオに映って

いる自分の姿に驚き、治療が進展する

契機となることが多い 



行動実験セッション 

•パニック症の行動実験と、原理・手順は同じ 

•患者が社交場面において持っていた、特定の予想（認知）を

実験する 

•自分が、ありのままでも受け入れられるという気づきを得る

ことが全体的な目的 
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行動実験の手順と例 
１ 実験の状況 ２ 予想 ３ 実験のやり方 ４ 現実の結果 ５ 実験から学んだこと 

なるべく詳細な状況を頭
の中で思い描き、それ
を書き出しましょう。 

何が起こると予想します
か？ 

それはどのようにしてわ
かりますか？ 

その確信度は（０－１０
０点）？ 

その予想を実験するた
めに何をしますか？安
全行動を止めることをイ
メージして考えましょう。 

何が起こりましたか？ 

予想は正しかったです
か（０－１００）？ 

予想と結果には、どんな
違いがありますか？ 
 

どんなことを学びました
か（新しい発見は）？ 

予想したことが今後起こ
る可能性はあります
か？ 

元の予想をさらに実験
するには？ 

納得がいかないこと
は？ 

（例）コーヒーブレイクで、
他の同僚に話しかける。 

頭に浮かんだことをそ
のまま話したら、笑われ
たり、無視されたり、変
な人だと思われる。 

（それはどのようにして
わかりますか？） 

相手の目を観察して、
視線を自分から外され
る。視線が自分に集ま
る（８０％の確率） 

頭に浮かんだことを何
でもいってみる。そして
安全行動をせずに、他
の同僚の視線の動きを
観察する。 



行動実験の手順と例 
１ 実験の状況 ２ 予想 ３ 実験のやり方 ４ 現実の結果 ５ 実験から学んだこと 

なるべく詳細な状況を頭
の中で思い描き、それ
を書き出しましょう。 

何が起こると予想します
か？ 

それはどのようにしてわ
かりますか？ 

その確信度は（０－１０
０点）？ 

その予想を実験するた
めに何をしますか？安
全行動を止めることをイ
メージして考えましょう。 

何が起こりましたか？ 

予想は正しかったです
か（０－１００）？ 

予想と結果には、どんな
違いがありますか？ 
 

どんなことを学びました
か（新しい発見は）？ 

予想したことが今後起こ
る可能性はあります
か？ 

元の予想をさらに実験
するには？ 

納得がいかないこと
は？ 

（例）コーヒーブレイクで、
他の同僚に話しかける。 

頭に浮かんだことをそ
のまま話したら、笑われ
たり、無視されたり、変
な人だと思われる。 

（それはどのようにして
わかりますか？） 

相手の目を観察して、
視線を自分から外され
る。視線が自分に集ま
る（８０％の確率） 

頭に浮かんだことを何
でもいってみる。そして
安全行動をせずに、他
の同僚の視線の動きを
観察する。 

視線はそらされなかった
し、凝視もされなかった。
一人が関心を示してい
ろいろな質問をしてきて、
その人は笑顔だった。
予想は正しくなかった
（１０％） 

その人が笑っているの
は会話が楽しかったか
らで、私を馬鹿にしたわ
けではないだろう。思っ
たよりも受け入れられる
かもしれない。お互いよ
く知っている同僚同士
だったので、今度は良く
知らない人を相手に
やってみよう。 



簡単な行動実験 

コンビニエンス・ストアのレジへ、ペットボトルを2本持参して、

店員さんに、「1本買うのをやめます」と、返品する 

 

（１）もしも、患者さんが、自分はできませんという場合、 

  セラピストが返品する対人場面を、患者さんが観察する 

（２）次に、患者さんが返品する 
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レベルの上がった、行動実験 
（最終的には、ちょっと恥ずかしいことを体験） 

顔を頬紅で真っ赤に塗って、コンビニに行く 

顔にシールを張って・・・ 

脇の下を水でびしょびしょに濡らして、コンビニに行く 

 

上着を逆さに着て、コンビニに行く 

病院の待合室で、ラジオ体操をする 

病院の待合室で、アンケートに口頭で答えてもらう 
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まとめ 
パニック症・社交不安症の認知行動療法では、 

不安という感情（＋それに伴う身体反応）、 

非機能的な認知 

（パニック症では身体感覚の破局的イメージ、 

社交不安症では否定的な自己イメージ）、 

安全行動（注意の自己集中や回避行動など） 

による悪循環を変えて、好循環に持っていく 
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