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研究成果の概要（和文）：うつ病の予防を目指した日常生活下における行動・心理動態のモニタリングシステム
を構築するとともに、疾患発症・病態変化に伴う行動・心理動態の変容を評価・予測する客観的・定量的指標の
開発を行った。さらに、行動・心理動態の変容とその移現象に関わる背後の生体システムの動力学的構造をデー
タ駆動型で推定することにより、開発指標の動力学的意味付けを行った。また、疾患発症・病態遷移の早期検知
に資する動力学的機序に関する知見を得た。

研究成果の概要（英文）：We developed a real-time monitoring system for behavioral and psychological 
dynamics in daily life, aiming at prevention of depression. We developed objective and quantitative 
indicators to evaluate and predict alterations in behavioral and psychological dynamics associated 
with disease onset / pathological conditions. Furthermore, based on data driven approaches, we 
reconstructed dynamical structures of psycho-behavioral systems behind the transition phenomena / 
pathological conditions of behavioral and psychological dynamics, and then found the significant 
associations of the developed indices with the characteristics of the identified systems. We also 
gained insight the mechanism that contributes to the early detection of disease onset and 
pathological state transitions.

研究分野： 健康情報学
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１．研究開始当初の背景 
うつ病をはじめとする気分障害は重要な

健康問題・社会問題であり、その早期発見・
診断、適切な対処・治療の重要性が強く認識
されつつある。しかしながら、疾患に伴う気
分の変調や病態を客観的に記述するバイオ
マーカーの欠如が、それらの大きな障壁とな
っている。近年、我々は、多くの精神疾患で
行動異常がみられることから、ヒトの日常生
活下での自発的身体活動の連続計測を行い、
そこに特徴的な統計法則（行動組織化則：自
発的身体活動における「休息」と「活動」の
ダイナミクスに存在する制御則で、身体活動
時系列の間欠性を生み出す）が存在すること
を発見した［1］。さらに、その統計則を特徴
づけるパラメータの変化が、様々な精神疾患
（大うつ病性障害［1］、不安障害［2］、双極
性障害［3］、統合失調症［4］）の行動異常を
反映することを示すとともに、報酬系機能異
常との関連を示唆した［5］。 
さ ら に 、 Ecological Momentary 

Assessment（EMA）（情報端末等を電子日記
として用いて、日常生活下での気分や身体症
状等の自覚症状を実時間の問診により記録
する手法）［6］によって記録された抑うつ気
分の日内・日間変動が身体活動の局所的な間
欠性の変化と共変することを、健常人［7］
およびうつ病患者において確認するととも
に、連続的に測定された身体活動から症状の
連続推定が可能であることを示した。 
これらのことは、精神疾患患者では、自発

的身体活動の生成に関わる行動制御システ
ムに変調・破綻が生じていることを意味する。
また、行動制御の異常は、その出力系である
身体活動時系列の変容やそれに寄与する心
理・報酬系の変化として反映されることから、
それらの変動特性の定量化は、従来は全く不
可能であった精神疾患の病態の連続的・客観
的モニタリングの実現に繋がると考えられ
る。 
疾患の発症予測や早期発見を実現するた

めには、疾患発症へと繋がる変化点を捉える
ことが重要である。本研究では疾患の発症や
再発・増悪・軽快等が生じる時点を「臨床的
分岐点」と定義し、その近傍における行動・
心理動態の特性を解明する。 

 
２．研究の目的 
本研究では、うつ病の発症や再発・悪化・

軽快等の病態変化点（臨床的分岐点）におけ
る行動・心理動態の不安定性や遷移・破綻現
象を評価・予測する客観的・定量的手法の開
発と、その背後に存在する動力学的機序の解
明を目指す。具体的には、先行研究で得られ
た自発的身体活動における「行動組織化」と
気分障害患者にみられる「間欠性」の増大、
および報酬系機能異常との関連性を切り口
に、日常生活下の身体活動・気分・自覚症状・
報酬系機能の同時連続モニタリングに基づ
く、精神医学的・数理科学的根拠を伴ったう

つ病の早期発見・予防技術の開発と、そのモ
バイルヘルスシステムへの実装を目指す。 
 
３．研究の方法 
うつ病発症の早期発見・予防技術の開発お

よびそのモバイルヘルスシステムへの実装
を目的に、下記の３項目を行う。 
 
(1) 報酬系ＥＭＡシステムの構築とその臨床
医学的妥当性の検証: スマートフォンを利
用した既存のＥＭＡシステムの改良を行い、
報酬系機能の評価課題を加え、その臨床医
学的妥当性を検証した上で、実システムへ
実装する。自覚症状（身体症状・気分状態
等）や行動ログの記録が可能な既存のＥＭ
Ａシステムとの統合化を図ることによって、
これらの計測項目が同一システムによって
計測可能なように改良する。また、臨床的
分岐点を捉えるための最適な報酬・心理課
題の開発、課題内容・形式、頻度等につい
ても検討する。 
 

(2) 臨床的分岐点における気分障害の行動・
心理動態連続モニタリングと客観指標の開
発: 気分障害患者、およびその前駆症状と
関連するリズム・睡眠障害患者を対象とし
て、日常生活下での長期連続身体活動を計
測（アクチグラフ計測）し、ＥＭＡ（気分、
自覚症状、報酬系・心理課題等）を実施す
る。被験者は、臨床的分岐点を捉えるに資
する患者をできだけ多くリクルートする。   
計測データの変動特性を多角的に検討す

ることにより、行動・心理動態の変容を評
価可能な定量化指標を開発し、疾患発症と
の共変性を明らかにする。先行研究で提案
した不活動性に関する行動指標γ［1］も候
補ではあるが、本研究では、臨床上より重
要である臨床的分岐点を補足するため、疾
患の動特性をより精度よく捉えることが可
能な、動力学理論に基づく指標の開発を目
指す。 

 
(3) 行動・心理動態の変容に関わる動力学構
造の解明： 臨床的分岐点近傍において行
動・心理動態の変容に関わる背後の生体シ
ステムの動力学的構造をデータ駆動型で再
構築する。同定された数理モデル（システ
ム方程式）のパラメータと気分・自覚症状
等の臨床データおよび報酬系機能指標との
関連を明らかにすることによって、疾患発
症・病態変化に関わる制御パラメータの決
定とその臨床医学的意味づけを行う。同定
したシステムの動力学的構造を数理・数値
解析（分岐構造の解析）を用いて詳細に検
討することによって、疾患の動力学的機序
の解明および臨床的分岐点の予測可能性を
明らかにする。これにより、上記（2）の指
標の理論的背景を探る。 

 
４．研究成果 



① 既存の EMA アプリの改修を行うとともに、
日常生活下における報酬系機能評価が可能
な報酬系 EMA ネットワークシステムの開発
を行った。最適な報酬・心理課題の検討を
行うとともに、日常生活下での課題実行お
よびネットワークを介したサーバへの結果
の蓄積、結果に応じたフィードバックを可
能とするシステム基盤を構築した。 

 
② 先行研究で提案した行動指標γの精神医
学的妥当性を検証するため、睡眠相後退症
候群を対象に、身体活動の長期連続計測を
行った。睡眠相後退症候群では、大うつ病
性障害患者と同様にγの有意な低下（休息
期間の系統的な増加と間欠性の増大）が確
認された。また、概日リズムに関しては、
アクロフェーズの後退および１２時間周期
の変動であるセミサーカディアンの振幅の
低下が確認された。また、アクロフェーズ
の後退と臨床スコアとの間に有意な正の相
関が認められらた。これらの結果は、うつ
病の前駆症状の一つであるリズム障害の客
観的評価が自発的身体活動から可能である
ことを示唆する。 
 

③ 臨床的分岐点近傍における行動・心理動
態の変容に関わる背後の動力学構造を再構
築する手法として、身体活動時系列データ
からそれを生成する確率微分方程式（動力
学システム）をデータ駆動型で推定する手
法の確立を行い、その有用性・妥当性を検
証した。身体活動時系列から推定された動
力学システムのモデルパラメータの疾患依
存性（大うつ病性障害、統合失調症）と病
態依存性（双極性障害の軽躁病相とうつ病
相）を確認した。推定された動力学システ
ムの安定点の位置とその力学的安定性につ
いて検討した結果、行動指標γとシステム
の安定点の位置との間に有意な相関関係が
存在することを確認した。さらに、双極性
障害患者の病相遷移時期近傍において、安
定点の力学的安定性が低下すること（臨界
減速が現れること）を支持する結果を得た。
これらの結果は、行動指標γの変化は、身
体活動時系列の生成システムの安定点の位
置変化を反映する指標であったことを示す
とともに、動力学システムの安定点の位置
が精神疾患の疾患・病態を定量化するのに
有用な動力学指標であることを意味する。
また、安定点の力学的安定性の評価が病
相・病態変化の予測に有用であることを示
唆する。 

 
④ 当該研究の発展として、ドイツ・ハイデ
ルベルク大学との共同研究を行った。精神
疾患との合併率が高いアルコール依存症の
ラットモデルの長期連続飲酒行動および自
発活動データの解析を行い、依存症の成立
過程における行動変化とそれに基づく発症
兆候（早期警戒信号）の検知可能性につい

て解析した。具体的には、異なる濃度（５％、
１０％、２０％）のアルコールと水を常時
自由に摂取可能な環境に暴露されたラット
は、自発的・日常的にアルコールを摂取す
るようになるが、一定期間後に、断酒期間
を設けると、元の環境に戻した際に断酒前
よりも高濃度のアルコールを安定的に好ん
で摂取するようなる（アルコール依存症の
成立）。この過程を何度も繰り返すとさらに
依存症の安定度が増す。依存が成立すると
される最初の断酒後までのデータを解析し
たところ、依存成立後に、ヒトうつ病患者
と同様に身体活動の行動指標γの低下や概
日リズムの変化が確認された。さらに依存
症が成立する断酒期間中は、活動データに
おける概日リズムの安定性が低下し低周波
のゆらぎ（ウルトラディアンリズム）が顕
著になることを確認した。これらは、依存
という新たな安定状態への遷移において、
早期警戒信号としての（臨界）減速現象が
存在することを示唆する。 
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