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E圏不眠症に対する認知行動療法(CBT-I)

8精神科入院治療における
• CBT-I活用の有用性と課題

井端累衣1) 坂野雄二2)

「ヨ".精神科入院中に不眠を訴える患者は多い.入院中に不眠が改善しない患者は一定数存在し，不眠s-v崎しないまま退院すること民精神症状の再発，再入院の…な哨

， ・不眠症に対する認知行動療法(CBT一1)は，原発性不眠症のみならず精神疾患や身体疾患に併存す

る不眠にも有効であることが明らかにされている.

-精神科入院治療における CBT-Iの効果研究は少ないものの 一貫して不眠改善カf報告されており，

CBT-Iによる不眠改善は入院期間を短縮する可能性も有している.また，外来で CBT一|の実施が困

難な患者にも対応可能である.

-精神科入院患者に対する CBT-Iの介入精度を高め， CBT一|導入を普及させていくために，入院患

者の陸眠状態を主観的指標，客観的指標の両面から把握し CBT一|の効果と限界を明確にしていくこ

と，退院後の改善維持の要因z 改善維持を妨げる要因を明らかにしていくこと，入院患者に対する

CBT-Iの効果研究を蓄積していくことが今後の課題である.
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はじめに

精神疾患を有する忠者の多くは，入眠困難，中

途覚醒，早朝覚醒などの夜間の睡眠困難，それに

伴う日中の機能障害を主な症状とする不眠を併存

している.特にうつ病においては. 85%の患者が

不眠を有している1) また，不眠は精神疾患の発

症や悪化， 再発のリスクファクターとなることが

知られている2，3) 不眠を訴える精神科入院患者

も多く，不眠への対応は精神科入院治療において

も不可欠である

本稿では精神科入院患者の不眠とその影響につ

いて概説し 筆者が勤務する精神科病院における

実践報告とともに，精神科入院忠者への不眠症に

1)いぱたるい北海道医療大学大学院心理科学研究科，医
療法人社団五稜会病院

2)さかのゅうじ医療法人社団五稜会病院.札幌CBT& 
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対する認知行動療法(cognitivebehavioral therapy 

for insomnia : CBT-I)の有用性を論じ.今後の課

題を展望する.

精神科入院患者の不眠

精神科入院患者の不眠併存率は非常に高い.

Haynesら4)によると，うつ病やアルコール依存症，

精神病性障害などの臨床症状を有する精神科入院

患者のうち. 8割が insomniaseverity index(1SI) 

の評価において不眠を有していた.井端らo)によ

ると気分障害や神経症およびス トレス関連疾患

が 7割を占める精神科入院病棟において. 日本語

版 1S1(ISI-J)を使用し不眠状態を調査した結果，

9割弱の患者が入院時に不眠を有していた.さら

に，入院一カ月後においても，依然として 8割弱

の患者が不眠を有していた(表 1)り Schermach

ら7)によると，精神科入院患者5，481名を対象に
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E圏不眠症に対する認知行動療法(CB下1)

表 18トJの評価による精神科入院患者の不眠の割合(n=135)

入院時

入院 1カ月後

不眠なし

12% 

21% 

軽度不眠

27% 

41% 

中程度不眠

44% 

30% 

Pittsburgh sleep quality index (P8QI)を用いて不

眠状態を調査した結果，約 7割の患者が不眠を有

した状態で退院していた.いずれの研究において

も，不|眠改善に特化した非薬物療法は行われてお

らず，現状では不服が改善しないまま退院する患

者が一定数存在すると考えられる.

不眠は精神症状の悪化や再発を引き起こす要因

となる Mullerらめは，不眠が精神科入院患者の

抑うつ症状を強めることを示し. Nadorffら9)は，

入院中に睡眠状態が改善しなかった患者は，退院

時の自殺念慮が強いことを明らかにしている. し

たがって，不眠が改善しないまま退院をすること

は，精神症状の再発.再入院のリスクになり得る

と考えられる.

精神科入院治療におけるCBT-Iの有用性

不|尽に対しては薬物療法が一般的に行われてい

るが，多弗!大量投与.長期投与が問題点として指

摘されている 10) 欧米では.不眠治療の第一選択

肢として CBT-Iが推奨されており 11.12) わが|玉lに

おいては，薬物療法が無効， もしくは不限が部分

寛解の場合，および休薬する際の併用療法として

CBT-Iが推奨されている 13) また. CBT-Iは原発

性不眠症のみならず身体疾患や精神疾患に併存す

る不眠に対しでも有効であり .抑うつ症状などの

主疾患に伴う症状の軽減効果もあることがメタア

ナリシスによ って明らかにされている 14.15)

精神科入院患者を対象としたCBT-Iの不眠改善

効巣は.いくつかの研究で確認されている

Haynesらのは，統合失調症， うつ病，アルコール

依存症などを有する精神科入院患者を対象に週 1

回4セッションのグループ CBT-Iを実施し 181

を指標として不眠が有意に改善することを示して

いる. 8heavesらl的は.精神病性障害や双極性感

情障害の急性期症状を有する精神科入院患者を対

⑪腕時Vol.15…21

(文献6より改変引用)

象にCBT-Iによる個別介入を 2週間で平均 9回行

い. 181を指標として不眠が有意に改善すること

を示している.効巣サイズは大きく，プログラム

開始から12週後も改普ーは維持されていた.加えて.

介入群の平均入院日数は33.5日であり，統制群に

比べて8.5日早く退院していた

Cronleinら17)は.併存疾患のために外来で CBT-I

の実施が困難な，患者，および外来での CBT-Iが奏

効しなかった患者を対象に，集団と個別介入を組

み合わせた 2週間の入院CBT-Iプログラムを実施

した.その結果.プログラム前後で睡眠ポリグラ

フ検査(P8G)の指標が有意に改善していた P8QI 

とRegensburginsomnia scaIeによる主観的な評価

においては.ベースラインと治療後6カ月の得点

を比較すると，不l眠は究fy平には至っていなかった

ものの，得点は有意に低下していた.

入院患者の不眠に対する非薬物療法についての

システマティ ックレビューによると 181 統制群や

無作為化比較試験の不足.睡眠の評価が主観的な

指標に依存していることなどから.現時点では特

定の非薬物療法の推奨は困難であると結論づけら

れている. 一方，様々な非薬物療法の中で.CBT-I 

は入院忠者の不|恨を改持する可能性が最も高いこ

とが示されている.

以上をまとめると，精神科入院治療における

CBT-Iは以下の点から有用といえる.

①CBT-Iは精神科入院患者の不眠を改善する.

②外来で行う CBT-Iは，個人形式の場合は 4-

6セッション，集団の場合は 6-8セッション行

われ，セ ッション間隔は 2-4週間が多い19)

③CBT-Iを入院治療で行う場合は.2-4週間

で実施が完了し不眠改善効果が得られており，よ

り短期間で不眠改善が期待できる.

④CBT-Iによる不限改善は，入院期間の短縮に

寄与する可能性がある.

⑤外来でCBT-Iの実施が困難な患者にも対応可



8. 精神将入院治療における CBT-If.f;JUの有川性と課題

睡眠衛生教育グループ )病棟患者であれば希望により設でも参加が可能
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4セッションのCBT-Iを入院中に終えた患者が対象

図 CBT-I実施における対象者の選定からフ ォローアップまでの流れ

表2 睡眠衛生教育の内容

-不眠障害について

・ストレスがき っかけによる不眠の発生と維持のメカニズム

-睡眠と体内時計(サーカディアン リズム，光と食事の睡眠への影響)

.日中の活動と睡眠の関係(隆限欲求)

-眠気と深部体温リズムの関係

-睡眠と年齢の関係

・睡眠につながる生活習慣(運動，アルコール摂取方法など)

能である.

現時点では，研究数はまだ少ないものの. CBT-I 

は精神科入院患者の不眠改善に有効な治療方法で

あるといえる.

実践報告

筆者が勤務する精神科病院では，入院忠者を対

象とした CBT-Iプログラムを実施し効果検討を行

った6) 本稿では，対象者の選定からフォローア

ップまでの流れ，実施条件. CBT-Iプログラムの

内容，効果， 事例を報告し 実施における留意点

をまとめる.

1 .対象者の選定からフォローアッフ。まで‘の流れ

図 1にプログラムの流れを示した.初めに.以

下に述べる病棟に入院している忠者を対象に， 表

2を内容とする l回で完結する睡眠衛生教育グル

ープを実施した.睡眠衛生教育グループに参加後.

引き続き睡眠に特化した介入を希望した患者， も

しくは主治医から指示があった患者を対象に臨床

心理士が個別で面談を行い，不眠の経過や重症度，

生活パターンなどの詳細な情報収集，アセスメン

トを行った.その中で，慢性不眠障害の診断基

準加)を満たし.不眠障害以外の睡眠障害を有して

いない患者.併存疾患の症状がCBT-I実施を妨げ

ることやCBT一I実施が併存疾患の治療の妨げにな

る可能性が低いと医師が判断した患者を対象に.

臨床心理士による週 1回4セッションの CBT-Iプ

ログラムを実施した.退院 1カ月後にフォローア

ップ面談を行った.

2. 対象者

対象者は16名(男性 7名.女性 9名).平均年齢

38.6:t 10.7歳，気分障害10名，不安障害 2名，統

合失調感情障害3名.摂食障害 l名.

3.実施環境・条件

病棟は開放病棟で.病室は個室， もしくは壁の

仕切りがある多床室(2-3名)であった プログ

ラムは lクールにつき 1-2名を対象とした.対

象となった全員がプログラム開始前から睡眠薬を

服用しており ，プログラム中の睡眠薬の変更は行

っていない.また， 主治医の許可があればプログ

ラム中も外泊可能であった 睡眠スケジュール法

を行うために，消灯時刻以降も自室で活動するこ

師陣Vol.15…21⑪
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表3 CBT-Iプログラム続要

-陵限衛生教育の復習

. I睡眠スケジュール法の原理 ・原則の説明と睡眠スケジュールの設定
セッシ ョン 1 ①睡眠日誌から 1週間の平均睡眠時間を算出し起床時間，入床時間を設定，
|陵|低スケジュール法 ②寝るとき以外はベッドは使用しない， ①15分経っても限れないときは-s.べ

(刺激制御法+睡眠制限法) ツドから出て，限くなったらベッドに戻る.0日中の昼寝は避ける

※セッション 1からセ ッシ ョン 4まで. 1週間ごとに睡眠効率を算出しセッシ

ョン 2以降は. 85%を超えたら床上時間を30分延長していく

セッション 2
-漸進的筋弛緩法の説明とセッション内での実践

リラクセーション
身体の各部位に力を入れて抜くことを繰り返しリラックス状態を促進してい

く.就寝前と日中に l回ずつ実施する

-入眼前の心配事への対処方法についての説明とセッション内で実践

セッション 3
①シンキング ・タイムを決める(日中に長くて30分).②入眼前に頭に浮かんで

入|眼前の心配事への対処
きそうな心配事をシンキング・タイムに紙に書き出す，①心配事に対して現在で

きる具体的な対策を書き出す.0心配事と対策を書いたシートを折りたたんで l

ベッドの近くに置いておく.⑤入床時間に心配事が始まったらシートを見返す

セッション 4 -退院後の生活への対策について

退院後の生活への対策 自宅で可能な不眠対策と再発した際の対応を話し合う

とを可能とした.

4. プログラム内容

プログラムの内容は， 表3に示したように「睡

眠スケジュール法J.["リラクセーションJ.["入眼

前の心配事への対処J.["退院後の生活への対策」

で構成されていた プログラム開始初期は，睡眠

制限により不安や身体の辛さを訴える患者が多い

ことから，開始後 2週間はセッションとセッショ

ンの聞に，患者の状態に合わせて臨床心理士が訪

室し 10分程度で睡眠状態の確認や不安への対応

を行った.なお，プログラム作成.および実施は

CBT-Iに精通した臨床心理士のスーパービジョン

を受けて行った.

5.プログラムの効果

プログラム開始前後.退院後 1カ月の 3時点で

ISI-jを用いて不|眠の重症度評価を行った.対象

となった16名の患者のうち中断(l名).途中退院

( 2名). 1カ月後のフォローア ップ面談を行えて

いない忠者(2名)を除く 11名(気分障害 9名，統

合失調感情障害 1名，摂食町tzi千l名)を対象に，

Friedman検定， Wilcoxon符号付順位検定を行い，

効果サイズを算出した.その結果， CBT-I前後で

ISI-jの得点は有意に低下しており (z=-2.94， p 

<0.01) .効果サイズは large(r=0.89)，さらに

⑪腕時Vol.15…21

CBT-I開始前と退院後 lカ月の比較においても

ISI-j得点は有意に低下しており (z=-2.85， p< 
0.01)，効果サイズは large(r = 0.86)であった.

対象者数が少なく ，対照群との比較を行ってい

ないものの，先行研究1.16)と同様に精神科入院患

者に対する CBT-Iは不限改善に有効であることが

示され，大きな効果サイズをもって退院後もその

効果が維持されていた.

6. 症例報告

i )症 例

30代，男性.うつ病.X-5年より，複数回の精

神科入院歴があり， X+5年，抑うつ気分，不眠，

食欲不振を主訴に当院に入院をした不眠は X-5

年より慢性化しており，慢性不眠障害の基準を満

たしていた入院後，抑うつ気分，不服が持続し，

フルニトラゼパム 1mg，プロベリシアジン2.5mg，

プロメタジン 5mgを服用するも不眠は改善しな

かった.ラメルテオン 8mg，スポレキサント 15mg

に調整するも改善がみられず.睡眠衛生教育グル

ープに参加した後， CBTーI実施となった.プログ

ラム前の ISI-jは21点，平均入眠潜時30分.平均

中途覚醒72分，睡眠効率56%，週に 3日程度日中

に2-3時間の臥床時間があった なお，症例報

告については，患者本人より口頭および{I~而にて

承諾を得ている



ii) CBT-Iの経過

セッション lでは，ベースラインの睡眠日誌に

基づき患者と話し合い，就寝時聞を O時30分，起

床時間を 5時30分に設定し. 1週間で入眠潜時25

分，中途覚醒時間 8分，睡眠効率78%と，中途覚

醒時聞が大幅に減少し睡眠効率が上昇した患

者自身も睡眠の変化を実感していたが，平均睡眠

時聞が4時間と身体への負担が大きかった.セ ッ

ション 2以降 i!前進的筋弛緩法を行いながら. 1 

週間で 2回，床上時間を30分延長し.心身への負

担の軽減を図った.

睡眠スケジュール法では，寝るとき以外はベッ

ドを使用しないことが原則であるが.病室=寝室

であるため笑践することが難しそうだという忠者

の訴えがあった.そこで， 日中にデイルームでで

きる活動を探す，作業療法への参加を促すなど不

眠改善を動機づけとして病室の外での活動を増や

し，行動活性化を図った また，椅子に座ってい

るのに疲れたらベッドに座るなどの原則の緩和も

取り入れた.

セッション 3時点で，睡眠スケジュールは O時

就寝. 6時起床で安定し睡眠効率は98%まで向

上した.セ ッション 4のプログラム終了時(プロ

グラム開始から 3週間後)には. 0時就寝. 6時

-6時半起床となり.睡眠効率は80%とやや低下

したものの.ISI-Jは6点まで改善し，睡眠への満

凪)立も高い状態であった

忠孝fは無職であったため，退院後の日中の活動

を確保することが不眠改善の維持には必要である

と考えられた.社会復帰が退院に向けての課題の

1つであったため，プログラム終了後，ソーシャ

ルワーカ一介入のもと就労移行支援事業所への通

所が決ま ったことで，退院後の日中の活動が確保

された. また，プログラム後の睡眠は患者自身で

管理を行い，外泊を通して自宅でも睡眠がとれる

ことを確認していった

iii)退院後

退院 1カ月後にフォローア ップ面談を行った.

ISI-Jは5点と改善を維持していた.寝込むこと

により 一時的に|睡眠リズムが乱れても，立て直し

が行えていることを確認したその後は外来診察

のみで通院を継続し睡眠薬の滅薬にも成功し

スボレキサント 15mgのみの服用となった.

8. 精神科入院治療における CBT寸前111の布!日性と課題

7. CBT-I実施における留意点

精神科入院患者に CBT-Iを実施する場合， 対象

者は入院治療が必要な病態の患者である ことから，

セッションとセッションの聞にも患者の状態を観

察し，精神症状や身体症状の悪化が生じていない

かを把握する必要がある.そのため，常に多職種

間で患者の状態と介入の方針を共有することが必

須である.

また， 筆者が勤務する精神科病院の消灯時刻は

22時であるが，消灯時刻が普段の就寝時刻よりも

早いと訴える患者は多い.睡眠スケジ、ユール法を

実施するには，就寝時刻が消灯時刻よりも遅くな

ることが予想される. さらに. I守然光を浴びる時

間の減少や騒音などは入院忠者の|睡眠状態の悪化

に影響を及ぼすことが指摘されている21) そのた

め. CBT-I実施に際して，患者ごとに消灯時刻を

変更することへの対応や 適切な睡眠衛生を行え

るよう施設環境に応じた事前準備が必要となる.

今後の課題

Millerら18)が指摘しているように，入院患者の

不眠に閲する研究の多くが主観的指標のみで睡眠

状態を評価している.不眠は，客観的には一般的

な睡眠時聞が確保できている 「主観的な不眠」と.

客観的にも睡眠時聞が短い「客観的な不眠jに分

類される22) 主観的な不眠と客観的な不眠とでは，

主観的な不服の方がCBT-Iへの反応性が高いこと

が示されているω.一方，客観的な不眠は，主観

的な不眠感に加えて睡眠負債2~)の影響も強く受け，

精神症状への影響が大きい一群であると予想され

るが. CBT-Iが効きにくい. したがって，入院患

者に対して CBT-Iを行う場合においても，主観的

な指標と客観的な指標の両面から患者の病態を把

握し，介入効果と限界を明確にしていくことが求

められる.

また.外来で行う CBT-Iは患者の実生活に即し

て介入を行うが，入院環境で実施する場合，退院

後に生活環境が大きく変化する. 先行研究を概観

すると. CBT一Iによる不|眠改耗効巣はー貰して示

されているものの，退院後の改耗維持の効果に閲

しては十分な検討がされていない~. 17) 今後は，

退院後の改善維持の要因や改善維持を妨げる要因
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を明らかにし介入の精度を高めていく必要があ

る

入院患者を対象とした CBT-Iの効果研究は，圏

内外問わず非常に少ない.今後，多くの成果を蓄

積し， 入院治療への CBT-I導入を普及させていく

必要がある.
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