
☹ 家の鍵をかけたか何度も確認してしまう･･･

☹ 手を洗っても洗っても汚れている気がする･･･

☹ 大事な物を捨てていないか気になってしようがない･･･

☹ 今回は、こうした強迫的な行動にお困りの方に、改善す
るための認知行動療法をお話しします。

こころメンタルクリニック 第９回セミナー

やめたいのに

やめられない！

不安

不安

不安
不安

不安

不安
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今回の内容

１．強迫症状とは

２．症状が起きるメカニズムについて

３．曝露反応妨害法～強迫症状の認知行動療法

４．最後に
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１．強迫症状とは

➢強迫症状

・「強迫」つまり、「強く迫ってくる」こと

・自分の中で、ある考えや行動への欲求が一旦浮かぶと、

「そんな考えは消そう／やめよう」と思っても、なかなか頭から離れない状態

➢強迫性障害

・強迫症状のために、日常生活や社会生活が障害される病気

・生涯の間に、100人中１～４人がかかる 意外と多いと
思いませんか？
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➢強迫観念と強迫行為

・強迫観念：しつこく浮かんできて、不安や不快にさせる考えやイメージ

・強迫行為：嫌な考え（強迫観念）を打ち消し、安心するためにして
しまう行動

ばい菌がついている
んじゃないか？
病気になっちゃう？

強迫観念 強迫行為手をちゃんと洗えば大丈
夫だよね？
50回洗えばいいかな？
100回洗ったほうがいい？
何回洗えばいんだろう？
きれいに洗えているかお
母さんに聞いてみようか
な？
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２．症状が起きるメカニズムについて理解しましょう

ある刺激（先行刺激）

強迫行為をする

不安になる

一時的に不安が下がる

少し不安になるたびに強迫行為をしないとすまなくなる

強迫観念が起こる

悪循環
強迫行為をやめると

強
迫
行
為
は
麻
薬
の
よ
う
な
も
の
！

悪循環はこの図のように起こります
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Cさんの例（加害恐怖）

運転しているときに振動を感じると、誰
かをひいてしまったのではないか心配に
なって（強迫観念）、戻って現場をみな
いと（強迫行為）気が済まなくなり、苦
痛で車に乗らなくなり、仕事ができなく
なった

Eさんの例（縁起強迫・頭の中での確認）

『悪』『死』という文字を見ると、頭の中で
『善』『幸』というよいイメージの文字に置き換え
（強迫行為）なければ、恐ろしい出来事が
自分に振りかかる気がして（強迫観念）、新
聞はスポーツや料理記事しか読めなくなった

Dさんの例（不完全恐怖・完全強迫）

試験勉強をしようとして、計算が正確に
できたか気になって（強迫観念）何度も
やり直し（強迫行為）、文章も正しく書
き写したか気になって（強迫観念）何
度も読み直し（強迫行為）、勉強が進
まず疲労困憊してしまった

Bさんの例（確認強迫）

ドアの鍵を閉め忘れて泥棒が入るので
はないか心配になって（強迫観念）、繰
り返しノブを回してドアが開かないか確認
（強迫行為）し、家を離れては戻りとう
とう出かけられなくなった

Aさんの例（不潔恐怖・洗浄強迫）

病気になるのではないか心配になって
（強迫観念）、汚いと思ったものを触っ
た後で何度も手を洗って（強迫行為）
も安心できなくなり、一日のほとんどを手
洗いして、生活が回らない

ご自分に

近い症状は

ありますか？

症状の具体例を
あげました。
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➢強迫行動の中には、避けたり、周りの人を症状に巻き込むこともあります

Aさんの場合（不潔恐怖・洗浄強迫）

・手洗い後、本当にきれいになったかを家族に確認しているうちに、手洗いやシャワーを
使う時に家族に同席を求めるようになった（巻き込み）

・手を洗うのがつらいので、触った後で手を洗ってしまうようなものを触らない（避ける）

・代わりに家族にドアを開けてもらったり、リモコンを操作してもらう（巻き込み）

Bさんの場合（確認強迫）

・不要な外出はしない。休日に友人と約束しない（避ける）

・（確認行為があるので）最後に外出したくない（避ける）ので、家族には自分が外
出後に出かけるよう要求する（巻き込み）。一旦帰宅したら外出しない（避ける）
で、雑用は人に頼む（巻き込み）
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➢ 避けること・巻き込むことの循環

強迫観念が起こるのが怖い
不安や不快を感じたくない
強迫行為をしたくない

ますます苦手になる その方が安心で楽

悪循環

先ほどの悪循環の図に、
避けること・巻き込むことの流れを
当てはめたものです。
「やめたくてもやめられない」悪循
環が続きます。

それらが起こりそうな
状況を避ける

周囲（家族や友人など）
に代行してもらう

ますます周囲を
巻き込んでいく

ますます避ける

悪循環悪循環
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３．曝露反応妨害法～強迫症状の認知行動療法

➢曝露反応妨害法：認知行動療法のひとつ

研究や臨床で効果が認められた方法

・曝露法：苦手と感じてこれまで恐れたり、避けたりしたことに

あえて立ち向かうこと

・反応妨害法：これまで不安を下げるためにしていた強迫行為を

あえてしないこと

曝露反応妨害法＝曝露法＋反応妨害法
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➢実際にどのように行うのか、先ほどの例でいうと・・・

・Aさん（不潔恐怖・洗浄強迫）

⇒汚いと思うものを触った後で手を洗わない

・Bさん（確認強迫）

⇒心配でも鍵を閉めて外に出て、その後ドアの鍵を確かめない

・Cさん（加害恐怖）

⇒怖くても車を運転して、その後ひいていないか確かめに行かない

・Dさん（不完全恐怖・完全強迫）

⇒文字や数字を読んで、頭に入ったような気がしなくても先に進む

・Eさん（縁起強迫）

⇒新聞のニュース記事を読んで、『悪』、『死』という文字を見ても、
頭の中で良いイメージの字に置き換えずにそのまま読み進む
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曝露反応妨害法の治療イメージ

時間

不安の程度

何か不安な状
況に出会う

ここで強迫行為をしてしまうと自然と
不安が下がる体験ができないために
悪循環にはまってしまう

一見不安が下がったように見えるが、自然と安心しているわ
けではないので（強迫行為でごまかした安心なので）しばら
くするとまた不安になってくるし、何もしなくても大丈夫だという
感覚が得られない

ここまで頑張って不安な状況

に直面していると、不安が自

然と下がることを体験できる

不
安
感
が
高
ま
っ
て
く
る
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➢練習のポイント＝馴化

・苦手と感じ恐れていたものに直面した時の不安は、直面し続けることで不
安は弱くなる

・不安が弱くなること＝なれること＝馴化 といいます

➢曝露反応妨害法では、先の図のように

最初は不安が上がる

⇒不安は強くなっていくが、苦手なことに直面し続ける

⇒必ず不安は下がる（1時間半から2時間かかっても必ず下がる）

➢何度も練習する

⇒最初の不安の程度が徐々に下がる

不安が治まるまでの時間も短くなる

強迫行為しな
いでいられる
強迫観念の頻
度も減少

強迫症状
からの
解放！
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➢ 曝露反応妨害法の実際

症状はいつどこで、どう出現したか記録（場面や一日の生活活動記録１）２））

⇒ 普段の生活と症状の関連を見える化する

症状の一つを取り上げ、自分の症状の悪循環図式や強迫行

動を書きだす3） ⇒ 悪循環に気づく

曝露反応妨害法の目標設定：不安階層表4）も参考にして

どういうことに挑戦（曝露法）し、

どういうところを我慢する（反応妨害法）かを決める。

いざ、練習！実際に行ったことを記録5）し、感想と反省も記入

症状の悪循環を理解するこ
とと並行して行います
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＜では、曝露反応妨害法で使用するシート1)~5)の例をお見せします＞

症状の出現状況や行動、不安を書きだすことで不合理な行動に気づきます

状況 心配 やっていること

トイレに行ったとき 手についた汚れで病気になるのではな
いか

手を何度も何度も洗う

外出から帰宅した時 体についた外の汚れが言えに広がって
病気になるのではないか

シャワーを長時間浴びる

避けている行動 過剰な行動

トイレに行く 手を洗う

外出 シャワーを浴びる

食材を洗う

１）どのような状況で、どのようなことを心配して、どのようなことをやっているでしょう？

不潔恐怖・洗浄強迫の場合を例に、

症状発現状況シート（上）、強迫行動シート（避けている行動・過剰な行動；下）をあげておきます。
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２）一日の生活活動記録：症状が生活のどの部分にどのように出現するか確認

時刻 起床・就寝、食事を記録しそ
の間にしたことを記入

症状について、何を何回、何分あるいは何回したか記
入

５：００ 起床、身支度 トイレ後の手洗い（15分）

６：００ 娘のお弁当作り 食材を何度も洗う、途中で手も何度も洗うので1時間か
かった

７：００ 朝食、台所片づけ パンとジュースで簡単に済ませる

８：００ 娘の身支度の手伝い 途中で手を度々洗う

８：５０ 娘を幼稚園バスに乗せる シャワーを浴びる（30分）。玄関から風呂場の廊下掃
除（30分）

１０：００ 洗濯、洗濯物干し 洗濯機を2回回す。度々手を洗う。選択かごを拭く（5
回）。洗濯物は汚れないよう室内干し

１２：３０ 昼食・休憩 トイレ後の手洗い（15分）。買い置きで済ます

中略

２１：３０ 身支度 度々手を洗う。明日のゴミ出し準備を夫に頼む

２２：００ 就寝

例）不潔恐怖・洗浄強迫の場合
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３）悪循環シート：強迫観念と強迫行為の循環を図式化

（汚いと思うものを触る） （先行刺激）

不安になる

（病気になるのではないかと心配する）（強迫観念）

（手を洗うのをやめると）

例）不潔恐怖・洗浄強迫の場合

長時間手を洗わないと気が済まなくなり、なかなかやめられない
ちょっとしたことで手を洗うようになる
できるだけものに触らないようにする

一時的に不安が下がる

（手を洗う） （強迫行為）
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３）悪循環シート

（ ）（先行刺激）

不安になる

（ ）（強迫観念）

（ ）をやめると

ご自分の場合を記入してみましょう

その結果：
（ ）

一時的に不安が下がる

（ ）（強迫行為）
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４）不安階層表で、どのような状況での不安が強いか数値化してみましょう

例）不潔恐怖・洗浄強迫の場合100

80

60

40

20

100：電車のつり革を握る

95：外のゴミ箱にごみを捨てる

90：お店の商品を触る

85：お金を払う

80：ゴミ出しの準備をする

75：外の和式トイレを使う

70：外の洋式トイレを使う

65：自宅のトイレを使う

60：台所の生ごみ用ゴミ箱を触る

50：家のゴミ箱に触る

40：家のゴミ箱にティッシュなどのゴミを捨てる

30：自宅のトイレの壁を触る

20：

・100の刺激（不安が最も強い場

面）を決め、それを基準にその他

の刺激を記入していきましょう

・不安に馴れる（反応妨害する）

練習場面を決める時、これなら馴

れる練習ができるかもしれない場

面を練習課題にします
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５）曝露反応妨害法の練習記録：実際の練習で使用します

不潔恐怖・洗浄強迫の例で紹介します

★曝露する内容：家のゴミ箱に触る ★反応妨害する内容：手を洗わずに近所の公園を散歩する

経過時間 不安や不快感の程度
0(全くない)～100(最悪)の

点数をつけましょう

その時やっていたこと（例：じっと座っていた、食事をしていた、
外を歩いていた、家族に大丈夫か聞いてしまった、手を洗って
しまった など）

開始時間
開始直後

14:00
９０

家のゴミ箱に触って、家を出た

10分後 ９０ 公園に着いた

20分後 ８０ 公園を散歩していた

30分後 ７０ ストレッチをしていた

1時間後 ８０ 不安になったので、持ってきたお茶を飲みながらお菓子を食べた

1時間半後 ５０ 音楽を聴きながら雑誌を見た

2時間後 ３０ 少し遠回りをして自宅に向かった

感想・反省 家を出る時は外出をやめたくなったが、家を出て体を動かしていたら少し楽になった。時間を持て余
し始めて、少し不安が上がったが、おやつを食べたら、不安が下がった。２時間後には少し余裕が
出ていた。 19



ご自分でも練習することができます

★曝露する内容：

★反応妨害する内容：

経過時間 不安や不快感の程度
0(全くない)～100(最悪)の

点数をつけましょう

その時やっていたこと（例：じっと座っていた、食事をしていた、
外を歩いていた、家族に大丈夫か聞いてしまった、手を洗って
しまった など）

開始時間
開始直後

10分後

20分後

30分後

1時間後

1時間半後

2時間後

感想・反省
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腹式呼吸でも
胸式呼吸でも
いいんだよ！

＜おまけ：強迫観念や強迫行為を繰り返したくなった時の対策のヒント＞

♣魔法の言葉を用意しておきましょう。自分を落ち着かせる決まり文句です。例えば、

「こだわり君登場！でも大丈夫」「死ぬわけじゃない」「合理的に考えよう」

「常識的に考えよう」「なんとなく大丈夫なら大丈夫」

「ちょっとでも大丈夫と思えたら大丈夫」「時間が経てばどうでもよくなる、それまで待とう」

ご自分用の言葉を決めておくとよいでしょう。

♣ゆっくりと深呼吸することで、焦りや不安がやわらぎます

✋ 深~く吸って、吸って、肩が上がるほど、胸いっぱい、たくさん吸い込みます

✋ 次に、ゆっくり、細く、長く吐きましょう

✋ 4秒かけて吸って、8秒かけて吐く感じ（１：２）

♣ゆっくり水を飲む、手を握ったり開いたりするなど、緊張を和らげる方法も使えます
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４．最後に

➢強迫症状、強迫性障害について、症状の悪循環についてご理
解いただけたでしょうか？

➢今回ご紹介した曝露反応妨害法は認知行動療法の１つです。
掲載したシート類は、その方のお困り状況などに応じ、工夫して
使用することができます。

➢この機会に、少しでもご活用いただければ幸いです。

➢ご不明な点がございましたら、スタッフまでお尋ねください。
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