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３大性格因子パーソナリティ 
 

Ｎ：神経症傾向（神経質） ⇔ おおざっぱ 

         （こまやかさ⇔おおらかさ） 

 

Ｅ：外向性 ⇔ 内向性 

 

Ｏ：（知的関心への）開放性 
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 日本版  下仲純子 中里克治 権藤恭之 高山緑 



スーザン・ケイン「内向的な人の力」 
The Power of Introverts 

（TED talksから) 

 社交的で活動的であることが何より評価される文化において、
内向的であることは肩身が狭く、恥ずかしいとさえ感じられます。 

しかし、内向的な人は世界にものすごい才能と能力をもたらしてい
るのであり、内向性はもっと評価され奨励されてしかるべき！！！ 

 

Join the Quiet Revolution！ 

Quiet: The Power of Introverts in a World That Can't Stop Talking 

(By Susan Cain) 



「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 

①人前で質問に答えたり、発表や演技をしたりという注目さ
れる状況がこわい「はい、いいえ」 

②グループ活動に参加したり、他の人がすでに座っている
場所（例えば、宴席、会議室、教室）へ行ったりする状況が
こわい「はい、いいえ」 

③人前で恥ずかしいことを自分がしてしまい、他人から否定
的に評価されてしまうことがこわい「はい、いいえ」 

→④以上の①、②、③のこわさは、度を超えていて、その状
況を避けるために、あなたの生活が妨げられていたり、その
状況を耐え忍んで、ひどいつらさを感じることが6カ月以上
続く「はい、いいえ」 

（④の日常機能障害の有無は、病気と性格の境界） 

 

 



全部で24項目（0～144点） 

主要評価項目 



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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高校生で社交不安傾向 
LSAS 60点以上は、30.9％ 

         80点以上は、11.7％ Hayashi et al.,  in preparation 



 
社交不安症／社交不安障害 
Social Anxiety Disorder：ＳＡＤ 

米国の疫学統計から 

• 全人口の約10～15％の人が罹患 

• 10代半ばから20代前半で発症(平均15歳) 
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SADは、対人恐怖のこと 

対人恐怖症は、 

日本にしかないと思われていた。 

しかし、世界共通だった！ 

 

日本文化の枠組み（恥の文化）の中では、 

「人前で恥かしい思いをすることは、死ぬと同じく
らい、あるいはそれよりもつらいことだ」というこ
とを共感、受容、傾聴しやすい！！ 
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対人恐怖症の歴史 

• Taijin-kyoufu-shou(対人恐怖症)の研究がわが
国で森田正馬によってはじめられたのは1920
年代である. 
ニューヨークのLiebowitz,Schneier氏らが社会不
安障害(social anxiety disorder:SAD)(DSM-IV)の
前身であるsocial phobia(DSM-Ⅲ)を新しくつくっ
たのは1970年代である.social phobiaのもとに
なったのはイギリスのMarks Iで,1966年。 

（笠原嘉先生の文章の引用） 
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健康な方では、怒っている顔を見たときだけ、扁桃
体の強い活動が認められるのに対して、社交不安
症の方では、普通の表情の顔を含むすべての顔に
対して、扁桃体の強い活動が認められました。 

扁桃体は（辺縁系に含まれ）、情動（怒り、恐れ、喜び
、悲しみなどの感情の（急激な）変化）の処理を行うと
ころ。（記憶の調節にも関与。情動を惹起すると記憶
が固定されやすいとか） 

Hirano et al., in preparation 



認知行動療法とは、 

「感情（気持ち）」（および体の反応）を起こす 

「認知（考え）」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 

 



うつ病、不安症などの精神疾患 
は、「感情」の障害 

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 
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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 



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.   16 



個人認知行動療法の実際の流れ 

• アセスメント（評定）１～３時間 

半構造化面接での診断 

症状評価尺度での重症度評価 

 

• セッション 毎週１回５０分で連続１６回程度 

→毎回のホームワーク 

 

• 再アセスメント（再評定） 

千葉大学 清水栄司 17 



社交不安症のつらさ  

病気のつらさを
理解・共感しても
らいづらい 
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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です。 

他の人に話して、つ
らさを共有（受容） 

→支持的精神療法 
19 



治療では、受容の一方
で、変化も重要 
•認知行動療法とは、 
症状を良くするために、 

自分の何か（考えや行
い）を変えてみること 

20 



認知（考え） 

行動 感情  

認知行動療法の３要素（４要素） 

出来事 

体の反応 
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（気持ち） 



「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 
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（気持ち） 



頭頂葉・側頭葉・後頭葉 

「ライオン」だと 

認知（考え） 
記憶から、 

「ライオンは危険だ」と
認知（考え） 

体の反応 
（心拍数、呼吸数
増加、発汗など） 

大脳辺縁系 

（扁桃体を含む） 

不安という感情 

前頭葉 

逃げる 

という 

行動 

出来事 
「道でライオンに出会う」 
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（気持ち） 



認知（考え） 

行動 感情  

認知行動療法の３要素（４要素） 

出来事 

体の反応 
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（気持ち） 



①感情をとらえよう 

快感→ポジティブな感情 

きもちいい 

↓ 

（喜）うれしい 

（楽）たのしい 

（愛）いとしい 

 

 

 

不快感→ネガティブな感情 

きもちわるい 

↓ 

（怒）はらだたしい 

（哀）かなしい 

（恐）おそろしい、不安な 

↓ 

ねたましい、はずかしい、うら
めしい、うらやましい、くやし
い、がっかり、うんざり・・・ 

 

 

 

ほんわりとした、 

人とのふれあい 

リラックス感 

興奮 



①´ 体の反応をとらえよう 

• 不安、恐怖→胸がどきどき（循環器系）、息が

はあはあ（呼吸器系）、汗びっしょり、ぶるぶる
ふるえ、、頭が真っ白、おなかが痛い・下痢（
消化器系）、 

 

• 憂うつ→食欲がない、体がだるい、頭が重い
、集中できない 

 

 



②考えをとらえよう 

• 強い感情（気持ち）を起こす認知（考え）を 

とらえよう！＝hot cognition（ホットな認知） 

 

• 「不安」を起こす「危険＝脅威」とする考え 

• 「怒り」を起こす「ルール破り＝侵害」とする考え 

• 「憂うつ」を起こす「なくした＝喪失」とする考え 

 

 



「砂漠で、コップの水が半分」を見て、 
どんな気持ちとどんな考えを持ちますか？ 

「不安」と、「飲み水がなくなって、脱
水で死ぬ（＝脅威）」とする考え 

 

「怒り」と、「節水すべきなのに、誰が
こんなに水を飲んだ！（＝侵害）」と
する考え 

 

「憂うつ」と、「大事な水が半分になっ
てしまった（＝喪失）」とする考え 

 

「うれしさ」と、「大事な水が半分もま
だ残っている」とする考え 



③行動をとらえよう 

• 人は、感情（気持ち）や体の反応や認知（考え）
に、影響されて、行動しているものです。 

 

• 行動は、感情（気持ち）や認知（考え）とは異な
り、明らかに目に見える「ふるまい」であること
が多いですから、とらえるだけでなく、適応的な
行動なのか、非適応的な行動なのかの判断が
しやすいですね。 

 

 

 



「犬だ！」「危険だ！」 

認知（思考） 

逃げる 

行動 

出来事（道で子犬に出会う） 

「犬は危険だ」「公園は危険だ」 

中核信念 

子どもの頃に、公園で、 
犬に噛まれ、大けがをした記憶 

認知的に偏った情報処理 
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認知行動療法の個別モデル 

犬恐怖症（限局恐怖症）Specific Phobiaの場合 
 

恐怖・不安  

感情  体の反応 
心拍数、呼吸数
増加、発汗など 

（気持ち） 



犬のマンガ 50点 

犬の写真   60点 

犬のビデオ   70点 

犬のおもちゃ   80点 

子犬         90点 

小型犬        100点 

 

 
千葉大学 清水栄司 31 

犬恐怖症の不安階層表 



第１週 犬のマンガを毎日1時間見る 

第２週 犬の写真を毎日1時間見る 

第３週 犬のビデオを毎日1時間見る 

第４週 犬のおもちゃを毎日1時間抱く 

第５週 子犬を毎日1時間抱く 

第６週 小型犬を毎日1時間抱く 
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犬恐怖症の段階的曝露療法（エクスポージャー） 



不
安 

時間 

 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 

33 

曝露療法の原理 



認知行動療法の「認知」って何？ 
 
 

自然に浮かんでくる「考え」 
もののとらえ方 

34 



あなたはどのように認知しているのか？ 
（見ているのか？とらえているのか？） 

35 



高３女子 男子と会話苦手 

•  １８歳の女子。高校生です。男子と話すのがとても苦手。中学生
の頃はそんなことはありませんでした。いじめられた経験もありま
せん。それなのに急にです。 

•  今は中学で同級生だった男子と話すのも無理。うざいって思わ
れているかも、気味悪いって思われているかもなどと、いろんなこ
とが頭に浮かびます。女子の友達からは考え過ぎって言われます
。自分でもわかっていますが簡単には性格を変えられません。好
きな男の子ができても、こんな性格だし、すぐにあきらめています。
男の先生は全然平気です。 

•  ３月になったら卒業です。もうすぐ文化祭や体育祭、球技大会も
あります。女子だけでなく、男子とも仲良くなりたいです。時々、こ
のまま誰ともお付き合いせず、結婚もできないのかなって不安に
なります。 

•  将来の夢は学校の先生ですが、両親のように仲のよい家庭も作
りたい。自分を変えるにはどうしたらいいですか。（和歌山・Ｍ美） 

 

（2009年10月11日  読売新聞人生案内から） 36 



社交不安障害の認知モデル 

出来事 

 

 

認知 

 

 

感情 

 

行動 

 

侵入思考 

（「うざい」「気味悪い」と
思われる自己イメージ） 

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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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） 
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社交不安症の認知モデル 

出来事 

 

 

認知   

 

 

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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「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 
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認知行動療法の個別モデル 

社交不安症（対人恐怖症）の場合 
 

恐怖・不安  

感情  体の反応 
手や声のふるえ
、赤面、発汗など 

（気持ち） 



「完璧に充実した学校
生活を失っている」 

認知（思考） 

自分からは級友に話しか
けない 

行動 

出来事（友人がアニメ好きばかり） 

「完璧でないと、無意味だ」 

中核信念 

子どもの頃に、過度な完璧さを
要求されていた記憶 
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認知行動療法の個別モデル 

うつ病の場合 
 

つまらない 

（憂うつ）  

感情  体の反応 
頭が痛い 
（体がだるい） 

（気持ち） 

認知的に偏った情報処理 



二通りのものの見方 

一つの見方しかできない人の立場に寄り添う 

もう一つの見方もあること（二通りに見えること）に注意を向ける 

Guided Discovery （別の見方を教えてしまうのではなく、「Aha！」と発見してもらう） 

「多義図形」 

「ルビンの壺（ルビンの盃）」 
Edgar John Rubin 

 (1886 - 1951)  

Jastrow, J. (1899). 

 The mind's eye.  

Popular Science Monthly,  

54, 299-312. 

Synsoplevede  

Figurer, 1915 



あなたのAという見方は 
ありますね？ 
他の見方は？ 

Bという見方はどうでしょう？ 
Aという説とBという説、 
比べてみましょう。 



犬恐怖症 

A「犬は自分にかみつき、大けがをさせる」 

 

A‘「犬は自分にかみつき、大けがをさせる」と考え
る 

 

B「犬は自分にかみつかない」「犬は人間の友達」 



別の考えの見つけ方 
１、友達、家族、尊敬する人など、自分とは別の人間
になりきって、その人だったら、どんな風に考えるか
を考えてみる方法（普段の自分とは違う、もう一人の
自分になったつもりで考えてみる） 

 

２、自分の「考え」とは、正反対の「考え」に、文法的、
形式的に変換してみる方法（単純に、肯定文を否定
文に書き換える、あるいは、否定文を肯定文に書き
換える） 

 

３、極端な場合を考えてみる方法（最悪の場合に対し
て、最良の場合というように、両極端な考えをする） 



ネガティブな感情を起こす考え 
（ホットな認知）をとらえよう 

出来事 

「部活の顧問の先生が別の生徒に仕事を頼んでいた」 

 

• 脅威（危険）   →不安 

「先生が自分をやめさせようとしているのかも」という認知 

 

• 侵害（ルールを破った）   →怒り 

「先生は自分に仕事を頼むべきなのに」という認知 

 

• 喪失（大事なものを失った）→抑うつ気分（落ち込み） 

「先生からの信頼を失った」という認知 
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考えのバランスをとろう 

• 「不安」を起こす「危険＝脅威」とする考え 

⇔「安心」を起こす「それほど危険でない」とする考え 

 

• 「怒り」を起こす「ルール破り＝侵害」とする考え 

⇔「平常心」を起こす「それほどルールは破られていない
」という考え 

 

• 「憂うつ」を起こす「なくした＝喪失」とする考え 

⇔「幸福感」を起こす「それほど、失ったわけではない、（
むしろ、代わりに、何かを得た）」とする考え 

 

 



考えのバランスをとろう 
出来事 

「部活の顧問の先生が別の生徒に仕事を頼んでいた」 

 

• 「先生が自分をやめさせようとしているのかも」という認
知⇔「先生は、そんなつもりはない（たまたま、その生
徒が得意な仕事であったから）」 

• 「先生は自分に仕事を頼むべきなのに」という認知 

⇔「先生は自分にだけ仕事を頼むわけではない（たまた
ま、その生徒が得意な仕事であったから）」 

• 「先生からの信頼を失った」という認知 

⇔「それほど、先生からの信頼を失ったわけではない（た
またま、その生徒が得意な仕事であったから）」 
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ネガティブな感情（うつ、不安）を起こし
やすい考え方のパターン（もちろん、間

違えではない） 

•完璧主義「100点以外は無意味」 

 

•自己否定「自分はだめだ」 

 

•他者脅威「人は自分をだます」 



考え方のバランスをとる（二つの見方
をする） 

• 完璧主義「100点以外は無意味」 

⇔中庸「ほどほどが一番」 

• 自己否定「自分はだめだ」 

⇔自己肯定「自分はよくやっている」 

• 他者脅威「人は自分をだます」 

⇔他者友好「人は自分に親切」 



ソクラテスの質問の練習 
「どうして、そう考えるのでしょうか？」 

 

「そう考えるのは普通ですよね。」（受容） 

「これは、認知を見つけるための方法なので聞き
ますが」（心理教育） 

「私もそう考えると思いますが」（共感） 

「あなたを責めるつもりはありませんが」（攻撃でな
い） 

「どうして、そう考えるのでしょうか？」 



認知や行動の再構成（修正） 

思考記録表を用いて 

認知を再構成（修正）したり、 

不安階層表による曝露療法で 

行動を再構成（修正）したりするなど、 

複数の技法を用いて、 

うつや不安のような感情をコントロールできる 

ようになり、症状改善につながります 
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心の健康とは悪循環が良循環に 

自然に変わる状態。 
うつ病などの心の病気では悪循環が維持されるので 

認知行動療法で良循環に変える。 

考え（認知） 

非機能的な悪循環 

ストレスなどの出来事 

考え（認知） 

機能的な良い循環 

ストレスなどの出来事 

うつ病に至るパターン 心の健康が保てるパターン 

「私では、だめだ」 

感情 

「憂うつだ」 

行動 

「人に会うのは
やめよう」 

「私でも、何とかできる」 

感情 

「適度な緊張が
楽しい」 

行動 

「ともかくまず人
に会ってみよう」 

どんどん気持ちが萎縮して、落ち込んでいく 充実した毎日 千葉大学 清水栄司 53 



「認知行動療法のすべてがわかる本」（講談社） 
「自分でできる認知行動療法」（星和書店） 
「自分で治す社交不安症」（法研）          清水栄司著 
 



脳科学・精神医学・心理学等と学校教育の連携の在り方 

文部科学省初等中等局 

不登校、いじめなど、子どもの問題を、 
こころの発達の視点から解決する 
教育の問題は、私たちの未来 
子どもと先生を支える、 
全員参加のプロジェクト 

９大学コンソーシアム（大阪大学、金沢大学、浜松医科大学、千葉大学
、福井大学、鳥取大学、弘前大学、兵庫教育大学、武庫川女子大学） 



脳科学・精神医学・心理学の最先端 

社会脳（Social Brain） 

集団（群れ）の中で、他の個体を認知し、上下関係を意識し、 
社会をつくるため、大脳新皮質を発達させたヒトの脳（心）。 
それに伴う、対人の不安や不公平のうつなどの感情の病気。 

自閉症の人は、モニター上の人の顔 

より幾何学模様を注視（青い点）する 

（連合小児発達学大学院の成果） 

1.5％（およそ68人に1人）が自閉スペクトラム症（ASD）：男性が女性の５倍多い 

16％（およそ6人に1人）がうつ病、不安症、PTSDなど：女性が男性の２倍多い 

男女の脳の性差 





京都大霊長類研究所の松沢哲郎教授らの研究 



自閉スペクトラム症 
（以前の広汎性発達障害） 

健常 
知的障害 

（精神遅滞） 

アスペルガー症候群 自閉症 

社会的交流の障害 

IQ低下が一般的 

言葉の遅れがある 

IQは少なくとも標準 

言葉の遅れがない 

成人の1.0% （男性1.8%，女性0.2%） 
(Brugha et al., 2011) 



自閉スペクトラム症の中核的な特性 

他者と情緒的につながり、体験を共有することへの苦手さ 社会性の障害 

 

•情緒的な交流が持ちにくいために、相手に配慮した「社会的に適切な行動」ができない 

•他者に興味がもてない 

言葉をコミュニケーションの道具として用いることの苦手さ 
コミュニケーションの 

障害 

 

•皮肉や冗談、非言語的な社会的サインを理解するのが困難で、字義通りの解釈をする 

•相手に提示する情報の量を適切にコントロールするなど、会話での基本的な前提の不全                              

目に見えないものを思い浮かべることの苦手さ 想像力の障害 

 

•他者への配慮が困難 

•パターン化や予定通りであることへのこだわりが強い 

•現実と空想の区別が困難 
 



発達障害における不安症の合併 

Simonoff ら(2008) 
 

112 人の子どもの発達障害 10 ～14歳  
発達障害（特定不能）PDD-NOS (n=50) 
アスペルガー障害 AD (n=62) 

 
• 29.2% 社交不安症（対人恐怖） 
• 13.4%  全般不安症 
• 10.1%  パニック症 



健康の方程式 

健康＝素因(内因）ｘ環境（外因）ｘ生活習慣（行動） 

糖尿病＝ 

もともとの糖尿病のなりやすさ（インシュリン抵抗性） 素因(内因）ｘ 

何でも食べることができる飽食の時代 環境（外因）ｘ 

好きなだけ食べて運動をまったくしない 生活習慣（行動） 

社交不安症＝ 

もともとの不安感受性の強さ（セロトニンなど） 素因(内因）ｘ 

「沈黙は金なり」内向性も評価された時代から、何よりも外向性（発
言）を求められる現代社会 環境（外因）ｘ 

社交不安になりやすい考え方や行動のパターン 生活習慣（行動） 



発達段階における不安の病気（不安症） 

年齢（歳） 0 5 10 15 20 25 30 

全般不安症 

恐怖症 広場恐怖症 

パニック症 

未就学時 

恐怖症 

社交不安症 

不安症の連続スペクトラム 

全般不安症 

【分離不安症】 

【場 面 緘 黙】 
（選択性緘黙） 

【限局恐怖症】 

社交不安症 

全般不安症 

パニック症 

広場恐怖症 

【社交不安症】 

【パニック症】 

恐怖症 

全般不安症 

パニック症 恐怖症 
（塩入俊樹 編） 

子どもの不安の問題に対処しなければ、不登校・ひきこもり・うつ病などにつながる
。 

分離不安症 

場面緘黙 

社交不安症 

  解決策：子どもの不安の認知行動療法プログラムを、学校で授業形式で提供し、不安症を予防。 



幼児 

児童・生徒 

学生 

社会人 

発達段階（ライフ・ステージ）にあわせ、反復した、 
心の健康づくりを、認知行動療法を活用して行う 

「不安」「悲しみ」 「怒り」などの 

ネガティブな感情との付き合い方、 

対処法を学び続けることの重要性 

小中学校で 
「勇者の旅」 
プログラム 



●不登校の生徒は中学校で36人に1人（2.76％） 

 

●不安は誰もが持つ生存に重要な感情 

 

「他の子の前で緊張する」 

「教室に入るのが不安」 

「学校へ行くのが怖い」など 

●不登校の原因の一つとして、 

過剰な不安の問題（不安症／不安障害） 

不登校と不安の問題 



Spence Children's Anxiety Scale  
                                                         （Spence, 1994；石川ら, 2001） 

「分離不安症」「恐怖症」「社交不安症」「強迫症」「パニッ
ク症」「全般不安症」の6因子38項目から構成 

 

スペンス児童用不安尺度:SCAS 

26 他のひとがわたしのことをどうおもっているか心配です。 ぜんぜん
ない(0) 

たまに 

そうだ(1) 
ときどき
そうだ(2) 

いつも 

そうだ(3) 

27 
人がたくさんいるところ（デパート、えい画館、バス、こんざ
つした公園など）がこわい。 

ぜんぜん
ない(0) 

たまに 

そうだ(1) 
ときどき
そうだ(2) 

いつも 

そうだ(3) 

29 こんちゅうやクモがこわい。 ぜんぜん
ない(0) 

たまに 

そうだ(1) 
ときどき
そうだ(2) 

いつも 

そうだ(3) 

31 クラスのみんなの前で、話をするのがこわい。 ぜんぜん
ない(0) 

たまに 

そうだ(1) 
ときどき
そうだ(2) 

いつも 

そうだ(3) 



学校や仕事に行かず、半年以上自宅に閉じこもっている
15～39歳の「引きこもり」の人が全国で推計54万１千人。 

（男女５千人（有効回答率62.3％）の1.57％） 

引きこもりになった年齢は「20～24歳」が34.7％。 

引きこもりの期間は「７年以上」が34.7％と最多。 

引きこもりの理由は「不登校」や「職場になじめなかった」
などが多かった。 

引きこもりから抜け出したきっかけには「フリースクールに
通った」「アルバイトを始め、社会と関わりを持った」「同じ
ような経験をしている人と会った」など。 
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引きこもり54万人 15～39歳、長期・高年齢に 内閣府調査  
2016/9/8 日本経済新聞WEBより 



社交不安症の 

認知行動療法マニュアル 
個別モデルの作成（ケースフォーミュレーション） 編 

安全行動と自己注目の検討 編 

他者から見える自己像の修正（ビデオ・フィードバック） 編 

注意トレーニング 編 

最悪な事態に対する他者の解釈の検討（世論調査） 編 

「出来事の前後で繰り返し考えること」の検討 編 

再発予防 編 

行動実験 編② 

行動実験 編③ 

行動実験 編① 

残っている信念・想定の検討（スキーマワーク） 編 

自己イメージと結びつく記憶の意味の書き直し 編 

Clark & Wells 



写真： ビデオ・フィードバックのセッションの様子 
（右上のモニターに患者のスピーチを録画したビデオを再生している） 



マニュアルの構成（ビデオフィーバック編） 

セッションの理論背景 
(社交不安障害の心理学的な維持要因) 

面接手順 

セッションの目標 
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  社交不安症の認知行動療法のランダム化比較試験（RCT） 

海外のエビデンス：レベル1a  
①RCTのメタアナリシスにて、プラセボ群よりも有効（Hofmann et al., 2008） 
②RCTにて、抗うつ薬（fluoxetine）群より有効（Clark et al., 2003） 

◎千葉大学での世界初 
 P: 標準治療である抗うつ薬抵抗性の社交不安症（社交不安障害）患者に、 

I : 通常診療（UC）への16週の認知行動療法（CBT）の併用は 
C: 通常診療（UC）単独と比較し 
O: Liebowitz社交不安障害評価尺度（LSAS）を有意に減少（p < 0.0001） 
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（Yoshinaga et al., 2016） 
１６週間 

１年間 

80→40 



まとめ 

社交不安障害（SAD）の認知行動療法（CBT）では、 

不安という感情（それに伴う身体反応） 

自意識（自己イメージ）という認知 

安全行動（注意の自己集中と不安を下げる行動、
回避行動） 

による悪循環を変えて、好循環に持っていく 
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千葉大学での個人認知行動療法 
の申し込み方（WEBから） 
「千葉認知行動療法」で検索 

http://chibacbt.net/ 

〇有料のカウンセリング 

〇1回50分で1万円（消費税別） 

〇同じ曜日、時間に毎週通院できること 

〇16回から20回（4～5か月）で1年程度で終結 

〇かかりつけ医から紹介状をもらうが、かかりつ
け医は継続していただく 
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