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はじめに

エティに富む。つまり，我々が覚醒時に体験する
情報の処理活動と連続している。

話題提供者は，夢想起の個人差という研究テー

夢の生成は，睡眠時の精神活動のレベルに依拠

マについて，パーソナリティやストレスから検証

している（Neilsen, 2003；岡田，2011）。精神活

することからスタートし，睡眠中の急速眼球運動

動のレベルが高いと，感覚的で情動的，ストー

に着目して睡眠実験を行っていた。その後，悪

リー性と奇怪さを伴う夢をみる。このうち一番活

夢症状の改善について認知行動療法の効果の検証

動性が高いと言えるのが，急激な覚醒をもたらす

を，主観的な夢の評価に関する心理指標と急速眼

悪夢や，夢を見ていることを自覚しながら夢見を

球運動等の生理指標を用いて傍証した。アメリカ

コントロールする明晰夢などで，これらは鮮明な

睡眠医学会の悪夢治療のガイドライン（Aurora

夢見である。それほど精神活動レベルが高くない

et al., 2000）では，非薬理学的治療法として CBT

と，イメージ，思考，身体感覚などをぼんやり感

（認知行動療法）が推奨されているが，その 1 つ

じる夢見や，単純な記憶の活性化のみの夢見とな

に EMDR（眼球運動による脱感作と再処理法）

る。夢見はあったことが認識できるが内容は思い

がある。EMDR 等イメージを使った CBT の技法

出せない夢（contentles dream）もある。一般的

を悪夢に適用すると，どのようにイメージが変容

にノンレム睡眠中の夢は視覚的要素に乏しく（内

し，症状が消失するかについて症例報告を交えな

田，2006），レム睡眠中の夢は鮮明である。この

がら，夢イメージと急速眼球運動についての話題

ことから夢見とレム（急速眼球運動）の関係には，

提供を行う。

古くから注目されてきた。
夢想起と急速眼球運動

夢イメージと急速眼球運動

松田（2006）では，女子大生 10 名を対象に，
夢イメ―ジの生成と睡眠中の情報処理活動

終夜睡眠ポリグラフ実験を行った。実験協力者の

夢は睡眠中の記憶情報のプライミング連鎖であ

内訳は，普段から頻繁に夢を想起する高想起者

り，夢に現れる情報は並列分散処理的で，類似性

と，めったに夢を想起しない低想起者 5 名ずつで

によって結合する（春日，2000）と指摘されてい

あり，全員睡眠薬等の服用はなかった。その結果，

る。夢に現れる情報には，視覚，聴覚，触覚，味

レム睡眠の継続時間や睡眠時間には差異は認めら

覚，嗅覚，内臓感覚などの感覚や，形態や色彩，

れないものの，レム数に差異があった。高想起者

運動，表情の知覚，また恐怖，怒り，焦り，悲し

はレム数が多く，思い出した夢の内容は不安度が

み，驚き，喜び，恥などの情動が出現する等バラ

高かった（Figure 1-1, 1-2）。
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注）下線は筆者が加筆。不安の表出部分を示している。
発性の悪夢(Idiopathic
Nightmare)と
PTSD 性の
悪夢を臨床的に定義すると,
悪夢は夜間睡眠か
悪 夢 (Posttraumatic Nightmare) に 大 別され る
ピンク色のチューリップを手にとる。ハチ植えの白い花なども手にする。が，まだ買っては
悪 夢 (Posttraumatic Nightmare) に 大 別され る
らの中途覚醒を引き起こす恐怖と不安の夢で,特
いない。
（Levin & Nielsen, 2007）。米国精神医学会の
夢についての感想 嫌な感じはしなかった。久しぶりにぐっすりよく眠れた。
（Levin & Nielsen, 2007）
。米国精神医学会の
発性の悪夢(Idiopathic
Nightmare)と
PTSD 性の
DSM-5(American Psychiatric Asssociation,
注）下線は筆者が加筆。不安の表出部分を示している。
DSM-5(American
悪
夢 (Posttraumatic Psychiatric
Nightmare) にAsssociation,
大 別され る
2013) や 米 国 睡 眠 医 学 会 の ICSD-3(American
2013) や 米
睡眠医学
会の
ICSD-3(American
（Levin
&国
Nielsen,
2007）
。米国精神医学会の
―
38
―
－2－
DSM-5(American Psychiatric Asssociation,
－2－ 2013) や 米 国 睡 眠 医 学 会 の ICSD-3(American

夢イメージと急速眼球運動：松田

悪夢の臨床と認知行動療法

39

2013） や 米 国 睡 眠 医 学 会 の ICSD-3（American

題目：著者名
Academy of Sleep Medicine, 2014）における悪夢

悪夢とメンタルヘルス

障害は，特発性の悪夢に相当する。特発性の悪夢
の原因は，現実生活のストレスと関連し，悪夢と

悪夢の有病率は一般人口の約 5 〜 6% である

その結果としての睡眠障害はさらにストレスをも
ある(T
Academy of Sleep Medicine,
2014)における悪夢

（Burgess, et al., 2001）
。悪夢は一般的に週 1 回以
上の体験率が 4 〜 10% である（Levin & Nielsen,

たらし，日中の機能を障害する。一般的に夜間睡

される人は約 10% である（岡田・松田，2017）
。

バリエーションがあり，比較的長めである。

療法に
障害は,特発性の悪夢に相当する。
特発性の悪夢の
眠の後半に起こる。特発性の夢のストーリーには
2007）。日本人の成人と青年において悪夢に悩ま

書き，
原因は,現実生活のストレスと関連し,悪夢とその
一方，PTSD の一症状としての悪夢は，特定の
自殺未遂者対象にした臨床研究では，悪夢は自殺

トラウマとなる実際の出来事と関連しており，は，悪
結果としての睡眠障害はさらにストレスをもたら

企図を予測するとされ（Sjöström, et al., 2007）
，

夢のストーリーは繰り返し同じテーマで短い。

大学生を対象にしたアナログ研究でも，悪夢は将

し，日中の機能を障害する。一般的に夜間睡眠の
PTSD 性の悪夢は，夜間睡眠の早い段階で起こり，レスに

来の自殺企図を予測するとされている（松田・東

レム睡眠のみならず，ノンレム睡眠の段階 1 や 2

洋大学 21 世紀ヒューマン ･ インタラクション ･

接的に
後半に起こる。特発性の夢のストーリーにはバリ
でも起こり，特発性の悪夢よりも中途覚醒の時間
リサーチ ･ センター，2017）
。さらに悪夢と関連
が長く，頻繁に起こるため，悪夢とその結果としる。
エーションがあり，比較的長めである。

の深い精神障害である PTSD 得点を統制しても，

ての睡眠障害がもたらすストレスは非常に大きい

悪夢は自殺企図のリスクを予測する（Hasler &

Leve

一方,PTSD の一症状としての悪夢は,特定のト
（Figure 2）。
Germain, 2009）とされ，危機介入の観点からも
見過ごせない精神症状の 1 つである。

ラウマとなる実際の出来事と関連しており,夢の

緩法で

PTSD 性の悪夢と眼球運動による脱感作と再処理法（Sha
ストーリーは繰り返し同じテーマで短い。PTSD

悪夢の類型化

従前は，悪夢は気分障害や不安障害などの精

悪夢を臨床的に定義すると，悪夢は夜間睡眠か

性の悪夢は，夜間睡眠の早い段階で起こり,特発性
神症状に随伴して生起する現象として捉えられると考

らの中途覚醒を引き起こす恐怖と不安の夢で，

ることが多く，精神症状を抑えることで，間接

特発性の悪夢（Idiopathic Nightmare）と PTSD

EMD
の悪夢よりも中途覚醒の時間が長く，頻繁に起こ
的に悪夢障害を低減するアプローチが主であっ
性の悪夢（Posttraumatic Nightmare）に大別さ

た（岡田・松田，2017）
。悪夢に対する認知行動て，不
るため,悪夢とその結果としての睡眠障害がもた

れる（Levin & Nielsen, 2007）
。米国精神医学会

療法（CBT-N）は，一般的には次のような非薬

の DSM-5（American Psychiatric Asssociation,

らすストレスは非常に大きい（Figure2）
。
内容

人格特性
（不安）

脱感作

程度

頻度

Contentful

比較的
高い

Contentless

低い

動によ

Dreamless

なし

れ曖昧

Posttraumatic
悪夢
Idiopathic

神経症傾向

認知的評価

覚醒水準
レム数

不安夢

ネガティブな
夢想起
(Affect load)

Bad dreaming

手続き

る。ト

夢想起
unpleasant

ストレスフル
ライフイベント

健常夢
pleasant

現実生活の
ストレス

を拮抗

認知再構成

夢をみること
によるストレス

障害自

を肯定

frequency and
contentsmediated
by arousalbylevel
Figure 2 Fugure2
DreamDreamrecall
recall frequency
anddream
dream
contents mediated
arousal level

て眼球
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 est practice guide for the non-pharmacological treatment of nightmare in adults（Aurora
B
et al,2010: American Academy of Sleep Medicine）

推奨のレベル

治療技法

idiopathic
nightmare

posttraumatic
nightmare
◎

Level A

イメージリハーサルセラピー（Krakow et al., 1993）

◎

Level B

系統的脱感作法

○

Level B

漸進的筋弛緩法

○

Level C

明晰夢（LaBerge, S., 1987）

△

△

Level C

エクスポージャー，リラクセーション，再構成法

△

△

Level C

EMDR（眼球運動による脱感作と再処理法）
（Shapiro, F., 1989）

△

Level C

催眠

△

理学的な技法，1）睡眠衛生教育，2）夢に関す

運動による脱感作により，恐怖のイメージが緩和

る認知に関する認知再構成法，3）夢日記法によ

され曖昧になる変容が起こる毎に，SUD（主観的

るセルフモニタリング，4）IE（イメージエクス

障害自覚単位）の再評定を行って，否定的な認知

ポージャー），5）IRT（イメージリハーサルセラ

を肯定的な認知に再構成していく。EMDR におい

ピー）
，6）入眠前のリラクセーション訓練などに

て眼球運動がどのような役割を果たしているかに

より構成されている。悪夢のメカニズムの研究が

ついては懐疑的な意見が多いが，記憶に伴う生理

世界的に進み，CBT-N の有効性が検証されつつ

学的反応を最小限にとどめるのに役立つようで，

ある（Rosner, et al., 2004）
。成人の悪夢障害に対

驚くほど早く治療効果が現れる（Lewis, 2013）

する治療ガイドライン（Aurora, et al., 2010）に
症例報告

おいて，非薬理学的方法のうち，Level A の評価
は IRT（Krakow, et al., 1993）である（Table2）
。
特発性の悪夢と PTSD 性の悪夢の双方に有効で

外傷性悪夢に対する短期認知行動療法

ある。覚醒時に，想起した悪夢の筋書き，特に結

本稿は勤務中に性的被害を受けた後，心身の不

末を肯定的に書き換える。このことは，悪夢がも

調を呈し，その後勤務が困難になった，頻繁な悪

たらすストレスと現実生活でのストレスに対し認

夢を訴える女性会社員の外傷性の悪夢やフラッ

知再構成を行い，認知を通して間接的に，現実の

シュバックに関して，イメージを使用する CBT

対処スキルを高めることにつながる。

の各技法，IE と EMDR，IRT を短期で適用した

Level B の評価は系統的脱感作法と漸進的筋

症例を報告する。

弛 緩 法 で あ る。Level C の 評 価 の う ち EMDR
（Shapiro, 1989）は，PTSD 性の悪夢に適してい

症例の概要
クライエント A さん，30 歳，女性会社員・主

ると考えられているが更なるエビデンスの蓄積を

訴 社内のセクハラについて相談したい。上司の

必要としている（Table 2）
。
EMDR は，人が恐怖を感じるような場面にお

B の顔が突然思い出させられる。嫌な夢ばかり見

いて，不安・緊張・恐怖と同時に生起しえない反

る。200X-1 年 2 月職場で性的被害にあう。何と

応を拮抗させる恐怖イメージのエクスポージャー

か仕事を続けていたが，200X 年 2 月に B と再会

と脱感作を行うときに，セラピストの指を追視す

したことをきっかけに調子を崩し，200X 年 6 月

る手続きによって眼球運動の操作を加える手法で

に EAP の心理相談を 2 回受けたが変化なく，む

ある。トラウマイメージを想起させながらの眼球

しろ話すのが辛くて途中でやめた。200X 年 10 月

― 40 ―

夢イメージと急速眼球運動：松田

41

に心療内科を受診，PTSD 遅延顕症型の診断をう

用可能な，いつでも安心できるイメージ（「隣で

け，3 か月休職した。復職後不安が強いものの，

姉妹がすやすやと寝息を立てて寝ている寝室で自

服薬を拒否したため，心療内科医の勧めで CBT

分も安らぐ」
）の特定も行った。Cl. の正常な怒り

を受けるために来談した。残りの心理相談の補助

を認め，治療への動機づけを高めた。

券 3 回分を使用したいという希望であった。
＃ 2（IE と脱感作，IRT）（200X 年 12 月第 4 週）
心理アセスメント

外傷的記憶の想起（IE）と脱感作を行い，認知，

①

DSM-5（American Psychiatric Asssociation,

情動，身体症状を再評価し，それら症状の緩和を

2013）：心的外傷後ストレス障害 基準 A（1）直

確認した。眼球運動を伴う脱感作を行い，認知，

接体体験＋（4）被害にあった場所と加害者に遭

情動，身体症状を再評価し，それら症状の緩和を

遇するなどの暴露＋基準 B（1）侵入的な体験の

確認した。
ターゲットとなる夢記憶「全身を触られた記憶」

想起＋（2）外傷性悪夢の想起＋（3）フラッシュ
バック＋（4）外傷に伴う心理的苦痛＋（5）外傷

また，外傷性悪夢の筋書きを変える（rescript）

に伴う生理学的反応＋基準 C 外傷的体験に関す

イメージを描き（
「相手の申し出を毅然とした態

る出来事と刺激の持続的回避＋基準 D 外傷体験

度で断り，はねのける」），イメージ上のリハーサ

後に関連した感情と認知の否定的変化（1）解離

ルを行った。

症状－ （2）
 ～ （7）＋基準 E（3）
 ～ （6）＋基準 F
＋基準 G ＋基準 H ＋

＃ 3（IE と脱感作，IRT，再アセスメント）（200X

②

IES-R（改訂版出来事インパクト尺度 :Weiss

＋ 1 年 1 月第 2 週）PTSD の各症状の緩和や社会

& Marmar, 1997）56 点（侵入 23 点 , 回避 15 点，

的機能の回復傾向を確認した。職場適応を良くす

過覚醒 18 点）

るためにも，外傷的記憶に関連する周辺記憶につ
いても，IE と脱感作，さらに IRT を行った。ター

心理支援経過

ゲットとなった夢の記憶は「職場での再会時」

＃ 1（心理アセスメント，心理教育）
（200X 年 12

であった。久々に想起した悪夢ではない夢の報告

月第 2 週）主訴や病歴，問題の経過を確認。職場

（加害者に対面し，謝罪を求めている夢）があっ

で加害者に再会した後のショック反応や，職場内

た。この職場に就職したことへの後悔や，被害に

部のハラスメント相談室に相談したが，権力を持

あったことに関する自責感の減少や IES-R 得点

つ側には納得のゆく処罰がなかったことへの無念

19 点（侵入 6 点，回避 7 点，過覚醒 6 点）の低

さが語られた。Co. が「二重に傷つかれたという

下を確認し，今後の対処方法について確認して終

ことですね」と返すと CL. は流涙。通勤途中にフ

結となった。

ラッシュバックがあること，日常生活の中で性的
考

犯罪被害に関連する映像や音声にふれると恐怖反

察

応と抑うつ反応が惹起するなど，社会的機能の低
下が確認された。無力で，不注意な自分を責める

本事例においては，IE と EMDR によって外傷

気持ちへの認知再構成を行った。解解離症状はな

性記憶と悪夢に含まれる否定的感情とイメージを

いことを確認した後，ターゲットとなる記憶，情

緩和し，次に IRT で悪夢の結末を書き換えイメー

動（恐怖，怒り，嫌悪，不安）
，認知（自責感）
，

ジ上でリハーサルすることによって，悪夢のスク

身体症状（呼吸窮迫，悪夢による断眠）について

リプトへのアクセサビリティを低め，悪夢の再

特定し，イメージを使った認知行動療法について

現を低減したと推測される。心理支援の中で，悪

の心理教育を行った。同時に IE に際し，Cl. が使

夢症状を発現させた現実のストレスフルライフイ
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ベントに，今後対処するべき具体的行動を取り上

affect distress: A review and neurocognitive

げ，それらをイメージの中でリハーサルすること

model. Psychological Bulletin, 133, 482-528.
Lewis, P. A.（2013）.The secret world of sleep. St.

を強化したことも奏功したと考えられる。

Martin’s Press.
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Dream Imagery and Rapid Eye Movement
Eiko Matsuda
（Toyo University）
The Japanese Journal of Mental Imagery, 2017, 15, 37－43.
The process of dream generation is closely related with information-processing during rapid eye
movement sleep. The sleep polysomnography experiment confirmed that frequent dream recallers
have higher rapid eye movement density and higher anxiety level of dream content than infrequent
dream recallers. Also, when the dream imagery is fearsome and vivid, the dream becomes a nightmare.
Clinically defined nightmares have extremely high REM frequency and sudden arousal from sleep. In
the guideline of nightmare treatment of American Academy of Sleep Medicine（2010）
, many of cognitive
behavioral therapies（CBT）
, including image rehearsal therapy, image exposure and EMDR（eye
movement desensitization and reprocessing）
, are recommended as non-pharmacological therapies. In
this study, we are reporting the case pertaining to how the imagery of dreams changes and if symptoms
disappear when we give short-term cognitive behavioral therapy to post-traumatic nightmares.
Keywords：dream imagery exposure, eye movement desensitization and reprocessing, image rehearsal
therapy
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