
本動画は令和5年１月2８日（土）に松戸市民劇場にて開催した、こころの健康づ

くり講演会を録音したものです。

ホームページおよび動画概要欄に投影資料を添付しておりますので、ダウンロー

ドしてご覧ください。

・スマートフォンやタブレットの画面録画機能等を使用した動画の複製

・ブログやWebサイトへの動画の埋め込み

・講演資料の複製・転載

動画視聴時の禁止事項

ご案内



1. 認知行動療法とは ・・・ １分58秒～

2. ストレスを味方にする３つのC ・・・ １１分００秒～

Control コントロール感覚 ・・・ １２分43秒～あ

笑う門には福来る／“やる気スイッチ”を入れる行動等

Cognition 認知 ・・・ ２６分５０秒～
3大ネガティブ感情と認知・行動／思考記録表等

Communication コミュニケーション ・・・ １時間９分２８秒～
聞き上手になるヒント／話し上手のコツ等

3. ウェルビーイングを高めるデジタルツール ・・・ １時間２０分２７秒～

目次



認知行動療法に学ぶ
こころとからだの整え方

～ストレスを味方にする3つのC～

（一社）認知行動療法研修開発センター

大野裕

ストレスマネジメントネットワーク 大野研究所

国立精神･神経医療研究センター 認知行動療法センター 顧問

COI：認知行動療法関係の書籍、AIチャットボット＆YouTubeチャンネル「こころコンディショナー」
本スライドで使用しているイラストはIllust ACから引用しています。



• 1960年初頭に
米国の精神科医アーロン・ベックが提唱

• 対話を通した治療法
• うつ病の治療法として始まる

• 保険収載：精神疾患（うつ病・不安症・PTSD・強迫症・神経性過食症）
• 身体疾患の治療でも活用：慢性痛・目まい・耳鳴り・生活習慣病・リハビ
リテーション

• 認知行動変容アプローチ：ストレス対処法として活用
• ウェルビーイング、健康経営

4
大野裕



気持ちが落ち込んでいたり、不安だったり
イライラしている時には、１つの側面だけを
拡大して見ていることもあります。

仕事のミスに
気づいた！

悪い面だけ大きく
見える虫めがね

IllustAC



認知（情報処理過程）に働きかけてこころのケア

• ネガティビティ・バイアス
• とっさの判断はネガティブ
＝防衛本能

• 十分量の正しい情報（“やってみなはれ”）
→的確な判断（認知の修正）

→適応的思考
問題対処に役に立つ（functional）筋の通った（rational）考え

→ネガティブ感情の緩和と対処能力の向上

→自己肯定感（自信）



ストレスを味方にする３つのC
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コミュニケーション
Communication

コントロール感覚
Control

認知
Cognition



ストレスを味方にする３つのC
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コミュニケーション
Communication

コントロール感覚
Control

認知
Cognition



•落ち込んでいるときには・・・

「元気があれば何でもできる」 気分が滅入って，
何かをする気にな
れません
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回避行動パターン
（Avoidance pattern）

引きこもる

代替コーピング
（Alternative Coping）

できそうなことをひとつずつ行う

気分の改善

TRAP

TRAC

誘因（Trigger ）
失敗

反応（Response)
抑うつ気分

「元気があれば何でもできる･･･」
自己保存本能→回避行動

大野･田中『保健、医療、福祉、教育にいかす 簡易型認知行動療法実践マニュアル』
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回避行動パターン
（Avoidance pattern）

引きこもる

代替コーピング
（Alternative Coping）

できそうなことをひとつずつ行う

気分の改善

TRAP

TRAC

誘因（Trigger ）
失敗

反応（Response)
抑うつ気分

外から内へ

大野･田中『保健、医療、福祉、教育にいかす 簡易型認知行動療法実践マニュアル』



悲しいから泣くのではなく、泣くから悲しいのだ
(W.James,1884,1890)

顔の表情によって気分は変わる 姿勢によって気分はかわる

Charlie Brown Knows How to Be Depressed!

(Steper & Strack, 1993)(Larsen et al, 1992, Strack et al, 1988)

「笑う門には福来たる」



“やる気スイッチ”を入れる行動

• 最近楽しかった活動、やりがいを感じた活動
• 過去にやって良かった活動、やりたかった活動
• 考えすぎないですむ活動

• 体を動かす、片付け、漫画を読む、喫茶店で息抜き、ウイン
ドウショッピング、部屋を飾る、メールに返事、手芸、絵を
描く、キャッチボール、植物の水やり、生き物を飼う

• 気分にそぐわない活動にもチャレンジ
• 明るい服を着る、鼻歌を歌う、スキップする、わざとニコニ
コする、子どもと遊ぶ、カラオケに行く、外食

• 何もしない活動もOK
• ぼーっと空を眺める、ゆっくり風呂に入る、入浴剤を入れる、
寝室でお香を焚く
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行動するときのポイント

• こころの中の障害物を取り除く
• ｢自分にはできない｣と決めつけない

• 楽しい行動ややりがいのある行動を増やす
• 良くない行動を減らすのは難しい

• できることから少しずつ
• 大きな活動は小さい活動に分ける

• 家の掃除をする：計画を立てる→机の上を片づける→部屋を片
づける

• 具体的に可能な範囲で計画を立てる
• 友だちとお茶をする→友だちをお茶に誘う

• 活動に集中する
• 大きな喜びよりも小さい喜びの積み重ね

14



ストレスを味方にする３つのC
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コミュニケーション
Communication

コントロール感覚
Control

認知
Cognition



認知（情報処理過程）に働きかけてこころのケア

• ネガティビティ・バイアス
• とっさの判断はネガティブ
＝防衛本能

• 十分量の正しい情報（“やってみなはれ”）
→的確な判断（認知の修正）

→適応的思考
問題対処に役に立つ（functional）筋の通った（rational）考え

→ネガティブ感情の緩和と対処能力の向上

→自己肯定感（自信）



情報1 仮説１

認知行動療法の治療メカニズム（1）
“考えは変わるもので、変えるものではない”

大野裕



情報1

仮説２

認知行動療法の治療メカニズム（2）

情報2

情報3

情報4

大野裕



情報1

情報2

情報3

情報4

仮説 X 行動実験
予測と

行動計画

実験結果が予測通りであれば仮説を受容
実験結果が予測通りでなければ仮説を修正

認知再構成法＝仮説の生成 ホームワーク＝仮説の検証

帰納法

認知行動療法の治療メカニズム“やってみなはれ”（3）

大野裕



•うつー喪失ー退却

•不安ー危険ー回避

•怒りー侵入ー攻撃

三大ネガティブ感情と認知・行動

大野裕



•うつー喪失ー退却

•不安ー危険ー回避

•怒りー侵入ー攻撃

三大ネガティブ感情と認知・行動

大野裕



落ち込み＝過去へのこだわり

失敗 後悔 孤立

反省 未来性思考

大野裕



うつの認知メカニズム
（否定的認知の三徴）

• 自己
• 「自分はダメ人間だ」
• 「自分の力ではどうすることもできない」

• 世界
• 「誰にもわかってもらえない」
• 「嫌われている」

• 将来
• 「もう、どうすることもできない」
• 「万策尽きた」

大野裕



落ち込み＝過去へのこだわり

失敗 後悔 孤立

反省 未来性思考

大野裕



決めつけ言葉に注意
→“今”に目を向ける

• いつも
• 決して
• どうせ
• やっぱり
• 絶対に
• 何をやっても
• 私が悪い・・・
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うつ対処の基本

• 自分に寄り添う（normalize, validate）
• エネルギーをためるとき

• 行動活性化
• 楽しみややりがいを感じられる健康的な活動を増やす
• 小さい喜びを積み重ねる

• 認知の修正（再構成）
• すべてが終わったわけではない
• 情報収集（根拠・反証）
• Actual Outcome (AO)→Desired Outcome (DO)

• 問題解決
• 問題を縦に並べる
• 数の法則と判断遅延の法則

大野裕



行動的技法

認知的技法

治療初期 CBT治療 治療後期

重症 症状の重症度 軽症

認知的技法と行動的技法の活用

大野裕



思考記録表（一人二役：７つのコラム）

状況

気分

自動思考

根拠

反証

適応的思考

気分の変化

考え ≠ 事実

前向きの考え＝次につながる考え
（新しい気づき、工夫）

情報不足 ⇒ 情報収集



思考記録表（一人二役：７つのコラム）

状況 出版を断る電話が入った。

気分

自動思考

根拠

反証

適応的思考

気分の変化
大野裕



思考記録表（一人二役：７つのコラム）

状況 出版を断る電話が入った。

気分 落ち込み(80％)

自動思考

根拠

反証

適応的思考

気分の変化
大野裕



思考記録表（一人二役：７つのコラム）

状況 出版を断る電話が入った。

気分 落ち込み(80％)

自動思考 自分には力がない。周囲から認められない。絶望だ。

根拠

反証

適応的思考

気分の変化
大野裕



思考記録表（一人二役：７つのコラム）

状況 出版を断る電話が入った。

気分 落ち込み(80％)

自動思考 自分には力がない。周囲から認められない。絶望だ。

根拠 出版を断られた

反証

適応的思考

気分の変化
大野裕



思考記録表（一人二役：７つのコラム）

状況 出版を断る電話が入った。

気分 落ち込み(80％)

自動思考 自分には力がない。周囲から認められない。絶望だ。

根拠 出版を断られた

反証 一晩で読んでくれた。

適応的思考

気分の変化
大野裕



思考記録表（一人二役：７つのコラム）

状況 出版を断る電話が入った。

気分 落ち込み(80％)

自動思考 自分には力がない。周囲から認められない。絶望だ。

根拠 出版を断られた

反証 一晩で読んでくれた。面白いといってくれた。

適応的思考

気分の変化
大野裕



思考記録表（一人二役：７つのコラム）

状況 出版を断る電話が入った。

気分 落ち込み(80％)

自動思考 自分には力がない。周囲から認められない。絶望だ。

根拠 出版を断られた

反証 一晩で読んでくれた。面白いといってくれた。

適応的思考 出版は断られたが、一晩で読んでくれたし、面白いといってくれた。

気分の変化 落ち込み(40％)
大野裕



考えを整理するヒント

• 情報収集
• 根拠と反証を並べる

• シナリオ法
• 最良と最悪のシナリオ

• 第三者の視点
• 親しい人なら、どのようにアドバイスしてくれますか

• 親しい人に、どのようにアドバイスしますか

大野裕



思考記録表（一人二役：７つのコラム）

状況 出版を断る電話が入った。

気分 落ち込み(80％)

自動思考 自分には力がない。周囲から認められない。絶望だ。

根拠 出版を断られた

反証 一晩で読んでくれた。面白いといってくれた。

適応的思考 出版は断られたが、一晩で読んでくれたし、面白いといってくれた。

気分の変化 落ち込み(40％)
大野裕



思考記録表（一人二役：７つのコラム）

状況 出版を断る電話が入った。

気分 落ち込み(80％)

自動思考 自分には力がない。周囲から認められない。絶望だ。

根拠 出版を断られた

反証 一晩で読んでくれた。面白いといってくれた。

適応的思考
出版は断られたが、一晩で読んでくれたし、面白いといってくれた。
→「こんな簡単な方法」でうまくいくかどうか確かめてみよう

気分の変化 落ち込み(40％)
大野裕



思考記録表（一人二役：７つのコラム）

状況 出版を断る電話が入った。

気分 落ち込み(80％)

自動思考 自分には力がない。周囲から認められない。絶望だ。

根拠 出版を断られた

反証 一晩で読んでくれた。面白いといってくれた。

適応的思考
出版は断られたが、一晩で読んでくれたし、面白いといってくれた。
→「こんな簡単な方法」でうまくいくかどうか確かめてみよう

気分の変化 落ち込み(40％)
大野裕



思考記録表（一人二役：７つのコラム）

状況

気分

自動思考

根拠

反証

適応的思考

気分の変化

考え ≠ 事実

前向きの考え＝次につながる考え
（楽になる、新しい気づき、問題解決）

情報不足 ⇒ 情報収集

コラムのポイント
１）とっさの判断にしばられない
２）現場で情報を収集する
３）工夫につながる考え

大野裕



大切なものを忘れない！
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CBT治療後

認知行動療法 (CBT) による未来性思考中の脳機能の変化
(Talking control (TC)との比較)

N Katayama, et al. JAD.2022

TC治療前
TC治療後

片山奈理子先生



•うつー喪失ー退却

•不安ー危険ー回避

•怒りー侵入ー攻撃

三大ネガティブ感情と認知・行動

大野裕



不安の認知メカニズム
（破局的思考）

危険

不安 ＝

自分の力／周囲からの手助け

回避行動

＊不安症状を克服する
“やってみなはれ”

破局的思考→現実思考

過大評価

過小評価

大野裕



不安対処の基本

• 気持ちに寄り添う（normalize, validate）
• 不安になるのは当たり前

• 危険の正確な評価：正しく恐れる
• 正確な情報に接する

• メディア、SNSはネガティブな情報に偏りがち
• 不安になると、ネガティブな情報に目が向きがち

• Possibility（可能性）と Probability（確率）を区別する
• 完全に安全ということはない→確率を下げる工夫

• 対処能力の向上
• リラクゼーション、問題解決スキル

• 支援の充実
• 相談

大野裕



•うつー喪失ー退却

•不安ー危険ー回避

•怒りー侵入ー攻撃

三大ネガティブ感情と認知・行動

大野裕



怒りの認知メカニズム

• 「ひどい」ことをされたという認知
• 「自分の行動が邪魔された」
• 「自分の考えが否定された」

• 怒りはこころのエネルギーでもある

大野裕



怒り対処の基本（反応→対処）
①心身の反応から怒りに気づく

②一息入れて怒りをクールダウンさせる
・６秒ルール

③怒りのもとになっている考えに目を向ける

④怒りのもとになっている問題の対応策を「選択」する
（希望に近づく対応策）

『子どもための認知療法練習帳』（創元社）

大野裕



•喜びー獲得ー拡張

•うつー喪失ー退却

•不安ー危険ー回避

•怒りー侵入ー攻撃

四大感情と認知・行動

大野裕



ポジティブな面への注目

• レジリエンス
• ストレス下で自分の力を維持
• 性格、対処スキル、対人サポート、将来の目標

• トラウマ後成長 Post Traumatic Growth (PTG)
• ストレス体験後に成長
• 対処能力の成長、人生の意味の再発見、対人関係の再構築

• 体験を伝える被災者、被爆者

大野裕



リカバリーを目指す認知行動療法

• アスピレーション aspirations
• 関係者で考えた
• 生きている喜びを感じられる事柄

• 「自分にとって大切なものは何か」
• 「人生で何がしたいのか」
• 「大人になったらどうなりたいと思っていたか」

• チームビルディング

• チャレンジ challenges
• 挑戦できる課題（症状）

• つながり connection
• セルフケアは一人ではできない

(補)Individual
• それぞれの人が自分の人生の主役になる 大野裕



非社交的
信念

敗北者
信念

意欲 対人交流



ストレスを味方にする３つのC
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コントロール感覚
Control

認知
Cognition

コミュニケーション
Communication



「人とのつながり」は、うつ病を予防する！

16
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14

対人的つながりの質（配偶者/パートナー・家族・友人）

よい 悪い

出典：Teo AR, Choi H, Valenstein M (2013) Social Relationships and Depression: Ten-Year Follow-Up from a Nationally Representative Study. 
PLoS ONE 8(4): e62396. doi:10.1371/journal.pone.0062396

%

うつ病になる
確率

米国での4,642人の10年間の追跡調査結果より



自由な会話を邪魔する考え方の例

• こんなことをいうと相手が気を悪くするにちがいない
• こんなことをいうと嫌われる
• 相手の希望を叶えないと関係が終わってしまうだろう
• 相手のことが好きなら意見の相違はあってはいけない
• 話さなくてもわかってくれるべきだ
• 自分の意見を主張しないと相手にいいようにされてしまう

・・・・など
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コミュニケーションスキル

•非言語的コミュニケーション
• 場の雰囲気
• 姿勢、視線、表情
• 笑い、ユーモア

•言語的コミュニケーション



人間関係の法則

支配的

敵対的

服従的

友好的

力の関係：一方が支配的になると相手は服従的に、服従的になると相手は
支配的になる

距離の関係：友好的に接すると相手も友好的に、敵対的に接すると相手も
敵対的になる



聴き上手になるヒント



聴き上手のコツ

• 気持ちを受け止めましょう
• 感情は防衛的なこころセンサーです

• 無理に話をさせないで見守ることも大切です

• 気づきにつながる会話術
• 誘導による発見（Guided Discovery）、ソクラテス的対話

• 共感しながら情報収集

• 質問を上手に使う
• ほめて質問

• 気をつける点も

• 質問を続けない

• “No”という返事が続かないように

• 誘導尋問にならない

• Open Question と Closed Question

• 「なぜ」ではなく「どのように」
• Why Question（原因探し） ⇒ How Question(手立て探し）

• 時間とともに感情の強さは変化します
• “日薬”“時薬”
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聴き上手のコツ

• 気持ちを受け止めましょう
• 感情は防衛的なこころセンサーです

• 無理に話をさせないで見守ることも大切です

• 気づきにつながる会話術
• 誘導による発見（Guided Discovery）、ソクラテス的対話

• 共感しながら情報収集

• 質問を上手に使う
• ほめて質問

• 気をつける点も

• 質問を続けない

• “No”という返事が続かないように

• 誘導尋問にならない

• Open Question と Closed Question

• 「なぜ」ではなく「どのように」
• Why Question（原因探し） ⇒ How Question(手立て探し）

• 時間とともに感情の強さは変化します
• “日薬”“時薬”“人薬”
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気づきにつながる対話
ソクラテス的対話

発言 感情 思考

また、プレゼンに失敗
した。これでは、社会
人失格だ。

寄り添いながら現実に実に目を向ける

悲しい
がっかり 社会人失格だ。

プレゼンがうまくいかないと落ち込
みますね。

気持ちに共感
（言い切り） “そうなんです”

でも･･･

そのときの状況をもう少し詳しく教
えていただけますか?

一緒に
現実を見る



気づきにつながる対話
ソクラテス的対話

発言 感情 思考

また、プレゼンに失敗
した。これでは、社会
人失格だ。

重要な仕事を任せられ
たのはいいんですけど、
一人で頑張らないとい
けないんです。誰も助
けてくれません。結局、
人は自分のことしか考
えていないんです。

寄り添いながら現実に実に目を向ける

悲しい
がっかり 社会人失格だ。

プレゼンがうまくいかないと落ち込
みますね。

そのときの状況をもう少し詳しく教
えていただけますか?



気づきにつながる対話
ソクラテス的対話

発言 感情 思考

また、プレゼンに失敗
した。これでは、社会
人失格だ。

重要な仕事を任せられ
たのはいいんですけど、
一人で頑張らないとい
けないんです。誰も助
けてくれません。結局、
人は自分のことしか考
えていないんです。

寄り添いながら現実に実に目を向ける

悲しい
がっかり 社会人失格だ。

悲しい
怒り
失望

さびしい

一人で頑張らな
いといけない。
誰も助けてくれ
ない。

プレゼンがうまくいかないと落ち込
みますね。

大変なお仕事を一人で頑張って
いらっしゃるんですね。
そのときの状況を少し教えてい
ただけますか。他の人たちはどう
されていたのでしょう？

そのときの状況をもう少し詳しく教
えていただけますか?
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気持ちに共感
（言い切り） “そうなんです”

でも･･･

そのときの状況をもう少し詳しく教
えていただけますか?

一緒に
現実を見る



気づきにつながる対話
ソクラテス的対話

発言 感情 思考

また、プレゼンに失敗
した。これでは、社会
人失格だ。

重要な仕事を任せられ
たのはいいんですけど、
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けないんです。誰も助
けてくれません。結局、
人は自分のことしか考
えていないんです。

寄り添いながら現実に実に目を向ける

悲しい
がっかり 社会人失格だ。

悲しい
怒り
失望

さびしい

一人で頑張らな
いといけない。
誰も助けてくれ
ない。

プレゼンがうまくいかないと落ち込
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大変なお仕事を一人で頑張って
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そのときの状況を少し教えてい
ただけますか。他の人たちはどう
されていたのでしょう？

そのときの状況をもう少し詳しく教
えていただけますか?



話し上手のコツ
～アサーションとミカンていいな～
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自分の気持ちや考えの伝え方を工夫しましょう
（アサーション）

1
• 率直に言いにくい場合は、まず①相手のことは考えず、自分の
言い分を優先する「強い言い方」を考えます

2
• 次に、②自分の気持ちを抑えて、相手の都合を優先する「弱い
言い方」を考えます

3
• そのうえで、①と②を組み合わせて、その中ほどにある、バラ
ンスのよい「ほどほどの言い方」を考えてみてください
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自分の気持ちや考えの伝え方を工夫しましょう
（アサーション）

自分の想いを
伝えたい状況 強い言い方

弱い言い方 ほどほどの言い方

（青森県南部町住民用チラシ、田中江里子）
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何が大切かを忘れない

どんなに親しくても
「いつも完全にわかりあうこと」はできません



ウェルビーイングを高める
デジタルツール
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AIチャットボット「こころコンディショナー」

大野裕



「こころコンディショナー」の基本構造

振り返り

調整モード 雑談モード

（有料版：こころコンディショナーplus）
・自分の経験を蓄積し振り返り
・メルマガ､インタビュー記事

大野裕

充実モード



こころを元気にする
AIチャットボット「こころコンディショナー」

（ https://www.cocoro-conditioner.jp/ ）

トップページ 基本情報入力後
モードを選択

対話開始
QRコードでアクセス

ユーチューブ「こころコンディショナーチャンネル」
https://www.youtube.com/channel/UC47pR36mUz

gu8IkToQqtGtQ?feature=emb_ch_name_ex

大野裕

https://www.cocoro-conditioner.jp/


ユーチューブ「こころコンディショナーチャンネル」
～認知行動変容アプローチを使ってウェルビーイングに生きる～

75
https://www.youtube.com/channel/UC47pR36mUzgu8IkToQqtGtQ?feature=emb_ch_name_ex 大野裕



ユーチューブ「こころコンディショナーチャンネル」
～認知行動変容アプローチを使ってウェルビーイングに生きる～
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https://www.youtube.com/channel/UC47pR36mUzgu8IkToQqtGtQ?feature=emb_ch_name_ex 大野裕



厚生労働省「こころの耳」

大野裕

https://kokoro.mhlw.go.jp/e_cba/

https://kokoro.mhlw.go.jp/e_cba_2/



〜簡易版CBTの導入〜
こころのスキルアップ

トレーニング（ここトレ）
https://www.cbtjp.net/

大野裕



「こころのスキルアップトレーニング」会員ページ

大野裕



ストレスを味方にする３つのC

80

コミュニケーション
Communication

コントロール感覚
Control

認知
Cognition



ご視聴ありがとうございました。
日常に生かせるヒントを得られましたでしょうか？ぜひ、ご自身だけでなく友人や家族等へお伝えください。

演 題：認知行動療法に学ぶこころとからだの整え方
～ストレスを味方にする３つのC～

講 師：大野 裕 氏
会 場：市民劇場 ホール
日 時：令和5年1月28日（土） 14時00分～16時00分
主 催：松戸市健康推進課
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