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精神疾患の
YLTDは全医
学領域で第一
位

精神疾患

認知症

うつ病

統合失調症

不安症
（パニック症, 強迫症など）

【Years Lived with Disability（YLD）】
精神疾患 第1位（22.9％）

【我が国の患者数】
うつ病 、統合失調症、不安症を中心に320万人

認知症 462万人

【社会費用】
うつ病 3.1兆円、認知症 14.5兆円



精神疾患の診断、
重症度評価が困難

相次ぐ治験の
失敗から、

製薬企業が撤退

精神科薬の
危機

出典：THE PSYCHATRIC DRUG CRISIS, "THE NEW YORKER", SEPTEMBER 3, 2013, https://www.newyorker.com/tech/annals-of-
technology/the-psychiatric-drug-crisis



診断

問題

• 患者と精神科医との会話によって行われる。
• DSM-5（米国精神医学会）やICD-11（WHO）の診断基準。
• 本質的には、典型的な患者との類似性、正常と見なされる範囲を
どの程度逸脱しているかで診断。

• 血液学的・画像バイオマーカーの不足
• 診断、重症度判断を精神科医の経験に大きく依存⇒診断の不一致
• NIMH（米国国立精神衛生研究所）はDSM-5ではなくResearch

Domain Criteria（RDoC）を提唱し研究費を投入。



精神病理学 自然言語処理

人間が使う自然言語をコンピュータに

処理させる技術

解析技術の向上 × ビッグデータで有用

性は高まっている

ヘルスケア分野での利用も期待、しか

し医療データと紐づけのないものは有

用性が低い

こころの病を理解しようとする学問

（癌細胞を顕微鏡で観察するように）

患者の言語を理解、解釈、診断

経験に基づく判断が主、客観的な定量

化が困難

×



自然言語処理

• 語彙 カテゴリー 意味

• 指示語の頻度 単語の反

復

形態素

• 係り受けの距離 複雑さ

係り受け

• 文章構造

項構造解析



言葉に現れる精神症状

• うつ病：思考が遅くなり、ゴールにたどり着きづらい

精神運動抑制

• 認知症：瑣末なことにとらわれて要領を得ず、回りくどい

迂遠

• 統合失調症：関連のないことが頭に思い浮かび、ついには支離滅裂になること

連合弛緩

躁病：考えが次々と方向も決まらずにほとばしり出る状態

観念奔逸



スモールフェーズ達成状況(~2019年3月)



慶應・静岡大学 本試験 研究承認データ収集

Study 疾患名 同意取得数 データセット

Study 1

うつ 34 62
双極性障害 19 39
不安症 16 33

統合失調症 48 87
認知症 19 24
健常者 45 84
合計 181 329

Study 2 うつ病・双極性障害・不安症・統合失調症 512万字

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

慶應・静岡大
本試験 研究承認・データ収集

Study 1

他5病院 本試験 研究承認 データ収集

他5病院 本試験 研究承認 データ収集

Study 2

パイ
ロッ
ト試
験

インタビュー
を通じた患者
音声解析

パイ
ロッ
ト

試験

SNSを用いた患
者テキストデー
タ解析



音声書き起こしとアノテーション



精神疾患の特徴量抽出に適した
自然言語処理ツール・辞書を実装

臨床知見から
 臨床経験・先行文献

 より症状が明確になりそうな話題・内容

既存辞書にadd onした精神科会話用オリジナル辞書

パイロット試験の知見から
 てにをは、助詞出現数、一人称代名詞などのヒント

 格構造を解析対象に
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• 学習データ量の増加

–患者とのインタビューデータはゴールドデータとして継続収
集・しかし量が少ない

–大量のSNSやメディア情報から効果的に学習データを収集する

• 自然言語処理のみならず多面的なアプローチによる精神
疾患の定量化

–絵画説明文等による自動診断手法の検討

–食と認知症・フレイル（要介護前状態）の関連性

精神医学×メディア解析
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スモールフェーズで実装した話し言葉解析器を発展、SNS大規模データに適用し、高精度化

サンプル数の不足で困難だったSNSからの精神状態推測を、弱ラベル学習器により解決

話し言葉解析器
精神状態推測器
の性能向上

SNS大規模データ 弱ラベル学習器による精度向上

新規アノテーションによる分野適応・高精度化

単語・構文・意味の異レイヤを統合
処理する漸進的言語解析器の構築
省略や言い直しなど話し言葉に顕著

な減少に対応

解析器・推測器を
全体の基盤ツールとして利用

メディア解析技術を用いた自然処理技術と推測の高精度化



SNSにおける社会的な感情解析の3年後の目標
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4-1） SNSからの精神疾患が疑われるデータの収集およびデータセットの整備

4-2） SNSからの社会の全体的な感情の推定とその利用

4-4）言語・運動情報などマルチモーダル情報解析による軽度認知障害
（MCI）検出

4-3） SNS上で大きな感情の変化が生じる前状態、そのきっかけ・メカニズム等の解析

個人のSNS発信 SNSから見える社会 言語・運動情報

数億規模 数百万規模 数千規模



図版を用いた新しい精神科検査の開発

• 実際の臨床現場において、図版を患者に提示し、
患者がどう図番を説明するかを診断の補助とし
て利用

• 実際の患者から、100件オーダーの図版・説明
データを収集

• 図版と説明を入力として、精神疾患のあるなし
並びに定量化を行う識別器を作成

• 図版に基づき適切な質問文を自動生成できるか
• 精神疾患をより効果的に検出・定量化できるよ
うな図版を自動選択、さらには生成できるか
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食で支える高齢者の心と体

Foodlogプラットフォームを利用した高齢者生活状態のモニタリング
フレイル(要介護前状態)・認知症の関連性解析（食習慣の変化・偏食）

日々のアドバイス・早期介入による
フレイル予防・フレイルからの回復

2018年12月6日のアド
バイス
・・・・・・・・・・・・・・・・・・甘
いものや炭水化物の割
合が少し増えているよう
です。肉・魚を中心とした
たんぱく質、大豆製品を
少し増やしてはいかがで
しょうか？



高齢者の身体・心の現状と未来

健康

フレイル

要介護要支援 死亡

フレイルと介護の関係

健
康
度
（
自
立
度
）

フレイル：体重減少・疲労感・身体活動の低下・握力低下・歩行速度の低下のうち3項目以上に該
当するものと定義

要介護（要支援）区分別にみた年間継続受給者数の変化割合

介護費用の膨大化 ９.７兆円超：介護の予防、重症化を防ぐ

厚生労働省「平成29年度介護給付費等実態調査」の結果より作成

介護予防サービス 122万8,100人、298,600百万円（1人当たりの月費用 2万7,500円)
介護サービス 509万5,800人、9,633,384百万円（1人当たりの月費用 19万4,200円）「厚労省が方針 フレイル対策を強化」

中日新聞2019年5月31日記事
「心身低下 加齢の影響は 金沢でフレイルチェック 筋肉量など測定」



新しいフレイル予防の形

フレイル予防の3つの要件

身体活動

社会参加

栄養

✓双方向のやり取りによる意欲・
持続性の向上

✓社会とのつながりの確認
（孤立防止）

✓栄養管理（低栄養防止）
✓体重減少防止
✓食行動の変化による認知
機能低下の早期発見・介入

総務省「通信利用動向調査」（各年）より作成

個人のインターネット利用者の割合

未来の高齢者は殆ど利用している
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ご清聴ありがとうございました。




