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1. はじめに 

この度は、第 16回日本時間生物学会奨励賞（臨床・
社会部門）を賜りまして誠に有難うございます。大変

名誉ある賞を受賞でき光栄であるとともに、身の引き

締まる思いです。 
これまで私は、うつ病や双極性障害（躁うつ病）な

どの気分障害に対する時間生物学的治療の研究に従

事してきました。本稿では、私がこの領域の臨床研究

に従事するに至った経緯とともに、一連の研究で得ら

れた成果についてご紹介させて頂きます。 
 

2. 研究活動の原点 

私は、2002 年に医師となり、直ちに精神科を専攻
しました。2年間の臨床研修ではあらゆる精神疾患の
症例を経験しましたが、その中で最も興味を惹かれた

のは双極性障害でした。私が研修をしていた 2000年
代初頭は、双極性障害患者の気質（temperament）に
関する研究が 1つのブームになっており、その特徴と
して創造性の高さに注目する研究者がいました。学生

時代、音楽や美術が好きで、創造性と精神病理との関

連に興味をもったことから精神医学を志したことも

あり、私はすぐにこの疾患に心を惹かれました。 
その後、多くの双極性障害患者の臨床に携わる中で、

疾患の周期性にも関心を持つようになりました。双極

性障害では、気分が高揚し活動的となる躁状態と理由

もなく塞ぎ込む抑うつ状態が繰り返し出現します。季

節性を伴う患者も多く、躁状態は夏に出現しやすく、

抑うつ状態は冬に出現しやすいことが知られていま

す。また、双極性障害の女性では、同じく周期性に症

状が出現する月経前不快気分障害の合併率が高いこ

とも報告されています。このようなことから、リズム

に関連した何らかの問題がこの疾患の病態のコアな

部分にはあるのではないかと漠然と考えるようにな

りました。 

 
3. 双極性障害治療の課題と新世代断眠療法との出会い 

双極性障害の急性期治療の中心は薬物療法です。躁

状態は比較的薬物療法に反応しやすいのですが、抑う

つ状態は薬物に反応しにくく、治療に難渋することが

少なくありません。重症例については、脳を電気的に

刺激しけいれん発作を誘発する電気けいれん療法（近

年は筋弛緩薬を投与し脳波上のみでけいれん波を誘

発する修正型電気けいれん療法が主流）の有効性が確

立しており広く普及しています。しかし、中等症以下

の症例については確立した治療法はなく、現在も種々

の薬物を組み合わせたり、精神療法を強化するなどし

て手探りで治療が行われています。抑うつ状態の遷延

によって休職期間が長期化する患者も珍しくなく、何

か良い治療法はないかと考えていたところ、2011 年
に転機が訪れました。 
京都で世界睡眠学会が開催され、そこで気分障害の

時間生物学的治療の第一人者である Francesco 
Benedetti先生の講演を聴く機会がありました。以前
より、夜間を眠らないで過ごすことにより抑うつ症状

を改善する断眠療法については興味をもっていまし

たが、実施方法の詳細が分からず実践したことはあり

ませんでした。講演の中で Benedetti先生は、断眠療
法の弱点であった効果の持続性の問題を克服するた

めに、高照度光療法と炭酸リチウムを併用する新しい

治療プロトコルを紹介され、断眠療法は日常臨床で使

用可能なレベルまできたことを強調されていました。 
断眠と高照度光を用いた生体リズム操作による治

療は、双極性障害の病態に何かしらのリズムの異常を

想定していた私には大変魅力的に映りました。講演後、

内山真先生に Benedetti先生を紹介して頂き、実際の
治療を見せて欲しいと早速お願いしました。 
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4. 時間生物学的治療の実践と課題  

翌年の 2012年、私はミラノにある San Raffaele大
学に 1ヶ月滞在し、断眠療法の実施法について学びま
した。患者さんの多くは英語を話さないため、診察の

見学の際には英語が堪能な若手医師が通訳をしてく

れました。同大学が開発した 1週間の治療プロトコル
では、断眠の抗うつ効果を強化するために、1日おき
に 3回全断眠（夜間を全く眠らないで過ごす）を行い
ます（図 1）。また、初回断眠時より抗うつ効果維持の
ために高照度光療法を毎朝 30分行います（図 2）。私
も患者さんと同じプロトコルで 1 週間を過ごしてみ
ようと思いましたが、初回断眠夜の午前 3時頃には耐
えがたい眠気に襲われギブアップしてしましまいま

した。不眠が高率に生じる病態でこそ実施可能な治療

であることを実感するとともに、自分の睡眠-覚醒リ
ズムが極めて安定していることを強く認識した瞬間

でした。 
その後、日本で彼らの治療プロトコルを自分の担当

している薬剤治療抵抗性の双極性および単極性のう

つ病患者に実施したところ、6 割以上で反応を認め、

新世代の断眠療法は気分障害の新たな治療選択肢に

なるのではないかと期待に大きく胸が膨らみました。

しかし、実際に自分で実施してみたことで課題も見え

てきました。断眠は極めてシンプルな介入ですが、患

者、治療者双方にそれなりの負担がかかります。断眠

中、患者は読書やDVD鑑賞などをして過ごしますが、
時折スタッフが様子を見に行き、眠気の訴えがある場

合には積極的に声かけをしたり、ストレッチを促した

りします。元々服用していた睡眠関連の処方薬を中止

することで、大部分の患者は覚醒を維持することがで

きますが、あらがい難い眠気を訴える患者も時折いま

す。そのような患者については、スタッフが付き添い、

院内の散歩に連れ出したりします。反応率 6割という
のは、精神科の治療法の中ではかなり高い数字ですが、

このような手間と負担がかかる以上、好適症例を的確

に選択できることが臨床応用する上では必要と感じ

ました。 
 

5. 治療効果の検証  

日本で断眠療法の症例をコツコツと集積し、有効性

と課題が掴めてきた 2015年、幸運にも大学の海外派
遣研究員として再び San Raffaele 大学へ行く機会を
得ることができました。2012 年に訪問した際は研修
生という立場でしたが、今回は 1年間ということで、
客員研究員として研究室のメンバーに加わることが

できます。妻と当時小学 2年生の息子を置いての単身
留学でしたが、気分障害の時間生物学的治療を牽引す

る世界的機関で研究活動ができることに心を躍らせ

ました。 
渡伊後、始めに行ったのが前述の断眠療法プロトコ

ルの有効性を改めて多数例で検証することでした。留

学生活を開始した翌日には、2002年〜2015年の間に
図１ 新世代の断眠療法プロトコル。1 日おきに計 3 回全
断眠を行い、初回断眠時から高照度光療法（10,000ルクス）
を 7日間行う。 

 

図 2 San Raffaele大学病院の光療法室（左）。日本大学ではより確実に十分な光量を網膜に照射できるウェアラブル型
照射器を現在は使用している（右）。 
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同治療を受けた 200 名以上の膨大なデータを手渡さ
れましたが、データシートの項目は全てイタリア語で

記載されています。不足している情報もあり、診療録

を当たる必要がありましたが、当然そちらもイタリア

語で書かれています。手の空いていそうな研究室のメ

ンバー（多くは心理学の PhD student）を見つけては、
これはどういう意味かと尋ね、少しずつ必要なデータ

を収集していきました。嫌な顔一つせずいつも丁寧に

教えてくれたメンバーには大変感謝しています。日本

語で行なった場合の倍くらいの時間を費やしました

が、ようやくデータシートが完成し解析の準備が整っ

た時の達成感は、日本では味わえないものでした。 
 データの解析は数日で完了しました。前述の断眠
療法プロトコルで治療された 220 名の薬剤治療抵抗
性双極性うつ病のうち、67.7%が治療終了時点で反応
（50%以上の改善）を示し、54.4%が寛解（ほぼ症状
がない状態）に至っていました 1。通常、抗うつ薬治

療では効果発現まで数週間を要しますが、この治療プ

ロトコルでは治療開始から 1週間で上記の反応・寛解
率が得られます。新世代の断眠療法は、即効性の面で

も極めて優れていることが改めて明らかになりまし

た（図 3）。 
これまで断眠の双極性障害への施行については、躁

転（うつ状態から躁状態への移行）のリスクが指摘さ

れてきました。そのため、この治療プロトコルでは、

その予防および断眠の抗うつ効果の維持のために気

分安定薬である炭酸リチウムを全例で投与します。こ

うすることにより、躁転率も 1.4 %まで下げられるこ
とが明らかとなりました 1。 

 
6. 治療反応予測因子の開発 

先にも述べた通り、患者にも治療スタッフにもそれ

なりの負担がかかる断眠療法を広めるためには、事前

に好適症例を選択できる必要があると強く感じてい

ました。そのため、留学中には治療反応予測因子に関

する研究も行いました。 
うつ状態においては客観的重症度と主観的重症度

との間にしばしば乖離が生じることが知られていま

す。自身の病状の過小評価は生物学的要因の強いうつ

病（内因性うつ病）で生じやすく、過大評価は性格的

要因の強いうつ病（神経症性うつ病）で生じやすいと

考えられています。現在、気分障害の分類は横断面の

症候に基づいて行われるため、内因性、神経症性とい

った病因論的分類はあまり用いられなくなりました

が、断眠療法研究が開始された当初の 70年代はまだ
このような分類が用いられていました。この頃の文献

を当たると、断眠への反応は神経症性よりも内因性う

つ病で高いことが記されており 2、重症度の主観-客観
の乖離から内因性の特徴を定量化する指標を開発す

ることができれば、治療反応を予測できるのではない

かと考えました。 
この指標の開発にあたっては、日常診療での活用を

意識し、実臨床で広く用いられている客観的評価尺度

（ハミルトンうつ病評価尺度：HDRS）と主観的評価

図 3 新世代の断眠療法プロトコルにて治療された 220名の

双極性うつ病患者の抑うつ症状の変化。治療終了時（6日目）
には抑うつ症状の得点が治療開始時の半分以下になる。 

図 4 重症度に関する主観-客観の乖離スコア（HDRS-BDI 
discrepancy score）を二分した際のそれぞれの群の断眠療

法への反応。自身の病状を一定以上に過大評価する神経症性
うつ病の特徴を有する患者（high discrepancy群）はそうで
ない患者（low discrepancy群）に比べ、4倍治療に反応しに

くかった。 
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尺度（ベックうつ病調査票：BDI）を利用しました。
これらの重み付けを同等にする補正を加え、両者の差

分から重症度の主観 -客観の乖離を点数化する
HDRS-BDI discrepancy scoreを考案し、臨床効果と
の関連を 149 名の双極性うつ病で検討しました。そ
の結果、自身の病状を一定以上に過大評価する神経症

性うつ病の特徴を有する患者はそうでない患者に比

べ、4倍治療に反応しにくいことが明らかとなりまし
た（図 4）3。HDRS-BDI discrepancy scoreは簡便か
つ非侵襲的に評価できることから、実臨床の場で好適

症例を選択するのに有用な指標になると考えられま

した。 
 

7. 重症度の主観-客観の乖離とクロノタイプ との関連 

うつ状態における重症度の主観-客観の乖離につい
ては、これまで心理学的側面から説明が試みられてき

ましたが、生物学的背景についてはほとんど検討され

たことがありませんでした。私は、この乖離が朝方-夜
型時間特性、いわゆるクロノタイプに関連する遺伝子

多型の影響を受けている可能性があると考え、その検

討も行いました。 
近年、クロノタイプは、精神的特性にも影響するこ

とが示されています。健常者においては夜型指向性が

強いほど抑うつ状態を来たしやすいことが知られて

います 4。また、うつ病患者においても夜型の患者の

方が、朝方の患者よりも物事を悲観的に捉えやすいこ

とが報告されています 5。重症度の主観-客観の乖離も
自身の病状をどのように捉えるかという認知の問題

によって生じていると考えていたことから、夜型-朝
方時間特性に関連する遺伝子多型がこの乖離に関連

している可能性があると考えました。そこで、夜型の

クロノタイプに関連する遺伝子多型（CLOCK 
3111T/C）6と HDRS-BDI discrepancy scoreとの関
連を検討したところ、夜型指向性を示す C キャリア
の双極性うつ病患者は、そうでない患者に比べ、絶望

感が生じやすく、それによって自身の病状を過剰に評

価することが明らかとなりました（図 5）7。 
 この結果は、睡眠-覚醒の概日リズム特性に関連す
る分子機構が、気分障害における絶望感や主観的重症

感という精神的特性にも影響することを意味し、精神

疾患研究における時間生物学の重要性を示すものと

考えられます。 
 

8. 臨床経過の検討とそこから得られた作用機序仮説 

1日おきの 3回の全断眠に高照度光療法を組み合わ
せた断眠療法プロトコルでは、初回断眠後直ちに寛解

に至る患者がいる一方、断眠の施行ごとに段階的に回

復する患者もおり経過は多様です。抗うつ薬治療にお

いては、早期の治療反応性は良好な転帰を予測するこ

とが知られていますが、同様のことがこの治療プロト

コルにおいても言えるかについては明らかにされて

いませんでした。そこで、先の 220名のデータベース
を用いて、初回断眠への反応性と最終転帰との関連に

ついて調査したところ、初回断眠への良好な反応は最

終的な寛解を予測し、とくに断眠翌日の回復睡眠後に

症状が改善することが治療の成否の上で重要である

ことが明らかとなりました 1。この結果から、本治療

の主たる抗うつ効果は回復睡眠によってもたらされ

ている可能性が示唆されました。 
うつ病では皮質機能の回復に関連した徐波睡眠が

減少していることが知られており、本治療の抗うつ効

果は断眠による睡眠圧の上昇と、それに続く回復睡眠

時の徐波睡眠量の増加によってもたらされている可

能性が考えられます。この研究で得られた知見は、恒

常性維持機構の賦活を介した皮質機能の回復という

新しいうつ病治療の可能性を示すものであり、創薬研

究にも寄与する可能性があると考えられました。現在、

簡易型睡眠脳波計を用いて、実際に徐波睡眠量と治療

反応との間に直接的な関連が見出せるか検証してい

ます。 
 

9. 今後の課題と展望 

これまでの一連の研究から、複数回断眠に高照度光

療法を併用した新世代の断眠療法は、薬物治療抵抗性

の双極性うつ病に対して安全かつ有効な治療法であ

ることが明らかなりました。さらに、好適症例を選択

図 5 CLOCK 3111T/C多型と HDRS-BDI discrepancy scoreとの
関係にどのような認知（物事の捉え方）が介在しているかを媒介
分析（bootstrap法）にて検討した。夜型指向性を示す Cキャリ

アの双極性うつ病患者は、そうでない患者に比べ、絶望感が生じ
やすく、それによって自身の病状を過剰に評価することが明ら
かになった。 
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するための治療反応予測因子も開発できたことから、

今後新たな治療選択肢として広く活用されることが

望まれます。しかし、断眠療法に限らず、気分障害に

対する時間生物学的治療は臨床精神医学の領域では

まだまだマイナーな治療法であり、80 年代に確立し
た季節性感情障害（冬季うつ病）に対する高照度光療

法でさえ、日常診療で用いている施設は世界的にも多

くありません。これまでにも、学会発表や総説論文の

執筆等を通して、その有用性や正しい知識の普及に国

内外の研究者とともに努めてきましたが 8,9、今後さら

に広くアピールできればと考えています。 
また、断眠療法については未だ不明な点が多く、そ

の解明も重要な課題です。特に作用機序に関しては、

これまでに様々な所見が報告されているものの、極め

て迅速に発現する抗うつ作用の本質には未だ迫るこ

とができていません。新世代の断眠療法の作用機序の

解明は、気分障害の新たな病態生理の解明にもつなが

るものであり、今後その実態を明らかにできればと考

えています。 
 

10. おわりに 

本稿で紹介した一連の研究成果は、多くの方々のご

支援があって得られたものです。気分障害の病態につ

いて生体リズムの視点を与えて下さり、時間生物学の

基礎からご指導頂きました内山真先生、イタリア留学

中多大なるご指導を賜りました Francesco Benedetti
先生には厚く御礼申し上げます。また、これまで私の

研究活動を支えて下さった日本大学医学部精神医学

系の諸先生方、San Raffaele大学のメンバーには深く
感謝致します。 
精神医学において時間生物学的治療を専門とする

研究者は決して多くありませんが、今後この分野の研

究がさらに活性化するよう、これまで以上に研究活動

に邁進するとともに、今後も精神疾患研究における時

間生物学の重要性を積極的に発信していく所存であ

ります。 
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