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研究成果の概要（和文）：本研究では日本労働者を対象にインターネット認知行動療法(iCBT)の閾値下抑うつ症
状改善効果を12ヵ月間の無作為化比較試験で検討した。国内の電気通信企業の全社員(20,000人)を対象に参加を
呼び掛け、835人(4.2%)が初回調査に参加した。適格基準を満たした706人を介入群と対照群に無作為に割付け
(各群353人)、介入群に対してiCBTを提供した。両群ともに３、６、12ヵ月後に追跡調査を行い、抑うつ症状
(BDI-II)および心理的ストレス反応(K6)について質問した。結果として、iCBTはBDI-IIおよびK6を有意に改善し
た。本iCBTは職場のストレスマネジメントに有用と考えられる。

研究成果の概要（英文）：The purpose of this study was to examine the effects of the iCBT program on 
improving subthreshold depression using a randomized controlled trial (RCT) design among workers 
employed in private companies in Japan. All of the workers in a corporate group (n=20,000) were 
recruited by an invitation e-mail. Participants who fulfilled the inclusion criteria were randomly 
allocated to intervention or control groups (N = 353 for each group). The intervention group studied
 the iCBT program at a frequency of one lesson per week. Depression (Beck Depression Inventory II; 
BDI-II) and psychological distress (K6) were assessed at baseline, three-, six- and 12-month 
follow-ups for both intervention and control groups. The iCBT program showed a significant 
intervention effect on BDI-II and K6. The iCBT program may be useful for improving subthreshold 
depressive symptoms among healthy workers.

研究分野： 産業精神保健
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１．研究開始当初の背景 
うつ病は生活の質(Quality of life; QOL)

の大きな低下を引き起こし、地域や職場の経
済的損失とも関連している[1,2]。そのため、
うつ病の一次予防は世界精神保健において
重要な対策となっている。日本においてもう
つ病は重要な精神疾患の１つであり、厚生労
働省(2011)の推計では、日本における気分障
害の総患者数は95.8万人と報告されている。
労働人口においてもうつ病は大きな問題と
なっており、職場のストレスやうつ病は、長
期の欠勤、離職、生産性の損失、モラルの低
下など、雇用のあらゆる側面に対する社会経
済的な関連が示唆されている[3,4]。しかし、
これらの問題への予防的取り組みは十分で
はない。 
職業性ストレスの健康への影響の一次予

防のために、ストレスマネジメント介入
(Stress management intervention; SMI)が
職場に導入されつつある[5]。特に、認知行
動療法(cognitive behavioral therapy; CBT)
をもとにした職場のSMIプログラムについて
は多くの研究がなされており、職場のストレ
スの低減や抑うつ、不安症状を改善する効果
が明らかにされている [6,7]。これに加えて、
CBT はうつ病の予防にも効果がある。のメタ
分析では、CBT はうつ病の発症リスクを 16%
低下させると報告されており[8]、中でも
“Coping with Depression”プログラムは、
うつ病の発症リスクを 38%低下させることが
報告されている[9]。しかし、CBT をうつ病予
防に活用するには、CBT を実施できる専門家
が少ないことに加え、時間、コスト、アクセ
ス性などの課題がある。 
CBT に基づく介入を広く提供するための革

新的な方法として、コンピュータープログラ
ム化されたCBTをインターネットにより提供
する方法(iCBT)が開発されている。これらは
CBT に関する知識とスキルを対面の CBT プロ
グラムと同様のフォーマットで提供するも
ので、内容には心理教育や宿題、その他の補
助的資源(印刷可能なテキストなど)が含ま
れ、高い匿名性とアクセス性が利点となって
いる[10-12]。iCBT プログラムのうつ病や不
安障害への治療効果について、メタ分析によ
ると、iCBT は大うつ病性障害患者の抑うつ症
状を有意に改善し、不安障害全般への大きな
治療効果も示されている[13]。また一般集団
においても、iCBT が自記式調査票を用いた抑
うつ症状を改善することが、青年期や大学生
を対象とした研究[14,15]、地域住民を対象
とした研究[16]において報告されている。し
かし、iCBT プログラムによる DSM-IV などの
国際的診断基準によるうつ病(大うつ病性障
害)の発症低減を結果指標とした無作為化比
較試験(Randomized controlled trial; RCT)
による検討は世界的にもほとんどない。 
iCBT プログラムの活用には多くの利益が

あるにも関わらず、労働者を対象とした iCBT

研究はほとんどされていない。筆者らの日本
人労働者を対象とした RCT では、新たに開発
した労働者向け iCBT プログラムが、健康な
労働者の閾値下抑うつ症状を６ヶ月後時点
で有意に改善する効果が得られた[17]。また、
RCT終了後さらに12ヶ月目までの追跡研究を
行い、介入群で大うつ病エピソードの発生が
1/4 まで低下することが観察された[18]。し
かし厳密な RCT デザインでないこと、また対
象者数が少なく結果が十分に安定していな
いことが課題となっている。 
 
２．研究の目的 
本研究では、筆者らによって開発された労

働者向け iCBT プログラム[17]を改良し、対
象者を一群 2,000 人までに拡大し、かつフォ
ローアップ期間を 12 ヶ月まで延長した大規
模な RCT を実施することで、①介入から６、
12 ヶ月後の iCBT のうつ病予防効果、 ②介入
から３、６、12 ヶ月後抑うつ症状改善効果、
以上の２点について明らかにすることを目
的とした。 
 
３．研究の方法 
（１）研究デザイン 
本研究は無作為化比較試験として実施さ

れた。割付比は介入群と対照群で１：１とし
た。本研究は UMIN 臨床試験登録に登録済み
である(ID=UMIN000014146)。また、本研究は
東京大学大学院医学系研究科・医学部倫理委
員会の承認を得て実施した(3083-[2])。本研
究デザインの詳細はプロトコル論文として
出版済みである[19]。 
 
（２）参加者 
本研究では日本で働く労働者を対象とし

た。適格基準は下記の通りである。 
包含基準：①現在常勤で雇用されている労働
者、②個人または会社の PC からインターネ
ットに接続できる環境にある者 
除外基準：①web 版 WHO-CIDI 3.0 による過
去1ヵ月以内の大うつ病性障害に該当する者、
②web 版 WHO-CIDI 3.0 による生涯の双極性
障害に該当する者、③過去 3ヵ月の疾病休業
日数が 15 日以上の者、④過去 1 ヵ月に精神
科の受診経験がある者。 
 
（３）介入内容 
本研究で使用した「仕事に役立つ！メンタ

ルヘルスシリーズ」は、CBT に基づくストレ
ス対処の方法をマンガのストーリーで提供
する iCBT プログラムである[17]。労働者の
閾値化抑うつ症状の低減、うつ病の予防、ワ
ーク・エンゲイジメントの向上を目的として、
主に一般的なオフィスワーカーを対象に普
段の仕事に関連した内容で仕事に役立つこ
とを基本コンセプトして作成された。 
本 iCBT プログラムは、認知再構成法を中

心に、ストレスについての心理教育、認知行



動モデルに基づくケースフォーミュレーシ
ョンの方法について最初の４回で学習し、残
りの２回で、行動的技法として、アサーティ
ブネストレーニングと問題解決療法につい
て学ぶ内容として構成されている。インター
ネット環境があれば社内外問わず利用可能
であり、全６回のコンテンツが毎週１回ずつ
追加され、宿題も含めて１回 30 分程度で終
了できる分量とした。宿題は任意での提出と
し、提出者には専門スタッフ（臨床心理士）
からコメントがフィードバックされる仕組
みとした。 
 
（４）介入群および対照群への対応 
介入群の参加者には上記の全６回のプロ

グラムを宿題も含めて 10 週間で学習するよ
う求めた。未学習者には週 1回、学習を促す
メールが送信された。対照群の参加者は通常
対処群（TAU）として扱い、会社等から提供
されている、通常利用できる精神保健サービ
スの利用は妨げないこととした。 
 
（５）結果指標 
抑うつ症状を測定する指標として、BDI-II

（全 21 項目）を用いた。また、心理的スト
レス反応を測定する指標として、K6（全６項
目）を用いた。初回調査後、両群ともに３、
６、12 ヵ月後に追跡調査を行った。 
 
（６）無作為化の詳細 
適格基準を満たした参加者を、初回調査時

点の K6 得点（5 点以上/未満）ついて層別化
した層別置換ブロック法により無作為に割
りつけた。パスワードで保護された割付表は、
本研究とは独立した生物統計学者により作
成された。適格基準の確認は研究者が行い、
割付は独立したリサーチアシスタントが実
行した。 
 
（７）統計解析 
介入効果の計算には、２群（介入群、対照

群）×４時点（初回調査、３ヵ月後調査、６
ヶ月後調査、12 ヵ月後調査委）での混合効果
モデルによる解析を行った。統計パッケージ
には SPSS Statistics 22.0 を使用した。 
 
４．研究成果 
（１）募集の流れ 
初回調査は 2015 年３月に実施された。国

内の電気通信企業の全社員(20,000 人)を対
象に参加を呼び掛け、835 人(4.2%)が初回調
査に参加した。適格基準を満たした 706 人
(3.5%)を介入群と対照群に無作為に割付け
(各群 353 人)、その後介入群にのみ iCBT プ
ログラムを 10 週間提供した。３ヵ月調査で
は介入群が 273 人 (67.1%)、対照群が 304 人 
(86.1%）回答した。６ヵ月調査では介入群が
246 人 (69.7%）、対照群が 312 人 (88.4%）回
答した。12 ヵ月調査では介入群が 224 人 
(63.5%）、対照群が 289 (81.9%）回答した。 

 
（２）初回調査時点における参加者の特徴 
各群の平均年齢は、介入群で 39.0 歳（標

準偏差 8.39）、対照群で 39.4 歳（標準偏差
8.09）であった。介入群における男性の人数
は 187 人（53.0%）、対照群における男性の人
数は 202 人（57.2%）であった。婚姻状況に
ついては、未婚者が介入群で146人（41.4%）、
対照群で 116 人（32.9%）であった。職種に
ついては事務職が介入群で 153 人（43.3%）、
対照群で 143 人（40.5%）であった。教育歴
については、大学卒以上が介入群で 270 人
（76.5%）、対照群で 279 人（79.0%）であっ
た。慢性疾患を持つ者は、介入群で 39 人
（11.0%）、対照群で 43 人（12.2%）であった。 
 
（３）介入効果 
iCBTプログラムのBDI-IIおよびK6の改善

効果を図１、２にそれぞれ示した。BDI-II で
は、iCBT は 12 ヵ月後調査時点において有意
な改善効果を示し、各時点における効果も有
意 で あ っ た 。 各 時 点 に お け る 効 果 量
（Cohen’s d）は３ヵ月後時点で-0.23、６
ヵ月後時点で-0.32、12 ヵ月後時点で-0.25
であった。K6 では、iCBT は 12 ヵ月後調査時
点において有意な改善効果を示し、３ヵ月後
時点を除く各時点における効果も有意であ
った。各時点における効果量（Cohen’s d）
は３ヵ月後時点で-0.10、６ヵ月後時点で
-0.21、12 ヵ月後時点で-0.22 であった。 
 

 
図１ iCBT への抑うつ症状への効果 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
図２ iCBT への心理的ストレス反応への効果 
 
（４）プロセス評価 
介入群において、iCBT プログラム全６回を

すべて学習した人は 217 人（61.5%）、宿題も
すべて提出した人は63人（17.8%)であった。
第１回を学習した人は 309 人（87.5%）、第１
回の宿題を提出した人は 209 人（59.2%)で、
回が進むにつれて人数は減少する傾向にあ
った。各回における１回あたりの平均学習者
数は 264.3 人(74.9%)、１回あたりの平均宿
題提出者数は 133.5 人（37.8%)であった。ま
た、全６回における一人あたりの平均学習数
は 4.5 回、平均宿題提出数は 2.3 回、全６回
のうち３回以上学習した人は274人（77.6%）、
３回以上宿題を提出した人は 139 人（39.4%)
であった。 
 
（５）考察 
本研究の結果、本 iCBT プログラムは、健

康な労働者の閾値下抑うつ症状および心理
的ストレス反応の改善の改善効果があるこ
とが示された。また、介入効果は 12 ヵ月後
まで維持されることも明らかとなった。本
iCBTの効果量は、BDI-IIで-0.23から-0.32、
K6 で-0.10 から-0.22 とやや小さい値ではあ
ったものの、iCBT のアクセス性、匿名性、低
コストである点などを踏まえると、本 iCBT
プログラムは労働者のうつ病の一次予防に
有用であると考えられる。一方で、iCBT プロ
グラム全６回をすべて学習した人は 217 人
（61.5%）、宿題もすべて提出した人は 63 人
（17.8%)にとどまっており、一人当たりの宿
題提出回数の平均は 2.3 回と少なかった。よ
り効果を高めるためには、学習頻度や宿題の
難易度、プログラムの内容などについて検討
し、学習率を高めることが必要と考えられる。 
本研究では研究参加者が当初の予定より

少なく、構造化診断プログラムによるうつ病
の発症予防効果を検討することはできなか
った。うつ病発症予防効果の検討については、
今後も研究協力企業を募り、研究を継続する
予定である。しかしながら、労働者を対象と

したうつ病の一次予防に関する研究は世界
的にもまだ少なく、特に労働者に特化した
iCBT プログラムに関する研究はほとんど無
い。本 iCBT プログラムは、認知行動療法的
ストレスマネジメントを多くの労働者に提
供できるプラットフォームとして活用でき
ると考えられる。 
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