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Abstract

Background：Recently, mindful practices are all the fashion in Japan and the US. Though trumpeting their

positive effects on health promotion and business competence development as well as on mental disorders
like depression, little is known about their efficacy and safety.
Purpose：To show the clinical evaluation of mindfulness practices.
Method：Narrative non-systematic review concerning efficacy and safety of mindfulness practices.
Results：Though mindfulness-based interventions (MBIs) are applied to many conditions including mental
disorders and chronic pains as well as health promotion, there is relatively little evidence of low quality
which is inconclusive for their effects. Meditation and MBI apparently may induce serious adverse effects
on the meditatorʼs mental health including hallucinatory-delusional state, severe mood disturbance, or
dissociative state paradoxical enough despite their main purpose nowadays on health promotion and
psychotherapeutic effect. In Asian meditative traditions, it is already known since olden days that mental
anguish or hallucination such as Zen sickness sometimes emerges for meditators.
Conclusion：Every trainee of MBI ought to be well informed on the estimated efficacy of MBI for the
targeted conditions as well as on the possibility of adverse effects. Trainers of MBIs must be cautious
concerning the development of adverse effects on their trainees hopefully with sufficient knowledge of
mental health.
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ンタルヘルスに対する関心が高まり，我が国にお

1．はじめに

ける精神医療へのアクセスは，以前と比べると各
段に改善した．しかし，エビデンスベーストな心
理療法（認知行動療法など）を行うべきケースに

2013 年頃より，我が国ではマインドフルネス
が一大ブームとなっている．これは

それが行われていないなど，必ずしも適切な治療

今，この瞬

を受けておらず，患者たちの中には，自助努力と

間の体験に意図的に意識を向け，評価をせずに，
とらわれのない状態で，ただ観ること

1）

して，瞑想・マインドフルネスに取り組んでいる

を指し，

上座部（南伝）仏教（日本では，一般には小乗仏

人も少なくない．そうしたケースの中には，その

教という名称で知られている）の Vipassana 瞑想

結果，かえって病状が重くなったと訴える人もい
る．

（観法）由来の技法を中心的な方法論として持つ

すでにマインドフルネスの「功」，すなわち，

もので，一般市民における心の健康保持増進を目
的とする活動としてはもとより，精神疾患の心理

健康増進や治療の効果については，種々の臨床試

療法としても，盛んに活用されている．マインド

験や系統的総説がある．しかし，実地臨床上しば

フルネスは，すでにアメリカでも，集中力を高め，

しば遭遇するマインドフルネスの負の側面につい

創造性を引き出すことなどを目的として有名会社

ては，学術論文や専門書に言及があることは極め

（Fortune 500 リストに載る大会社など）の上級幹

て稀である．そこで本稿では，マインドフルネス

部が取り入れたり，社員向けの福利厚生プログラ

を概観した後，マインドフルネスを中心に瞑想の

2）

副作用について文献的考察を行う．

ムとして採用されたりして，ブームとなっている ．
そのきっかけとなったのが，2007 年の Google 社

2．マインドフルネスとは：概念化

による Search Inside Yourself プログラムの導入
3）

である ．
日本でマインドフルネス・ブームとなった背景

そもそも

mindfulness

という言葉は，物事に

として，まず，日本には座禅の伝統があり，瞑想

執着せず，あるがままに受け止めることで，心の

に取り組む人がもともと少なくなかったことが挙

平 安 を 得 る こ と を 指 す 英 単 語 で あ る． こ れ は

げられるだろう．また，マインドフルネスは，禅

1881 年， イ ギ リ ス の 東 洋 学 者 Thomas William

の思想に淵源を持っており，日本にアメリカから

Rhys Davids が，仏教典の Mahāparinibbāna Sutta

4）

逆輸入されたものなので ，日本では流行するの

（大 般 涅 槃 経） を， 東 洋 学 者・ 文 献 学 者 の
Friedrich Max Müller 編

も当然なのかもしれない．さらに，マインドフル
ネスは宗教色が払拭されており， Not Religious

（東方聖典叢書）第 11 巻 7） で訳出した 7 つの教典

But Spiritual （NRBS）なものであり，いずれの

の中の 1 つとして英語に訳出する際に，Pali 語の

宗教の人であっても，あるいは無宗教の人であっ

sati（Sanskrit 語の smrti に相当する）を mindful-

ても，宗教に嫌悪感を抱く人であっても，受け入

ness と訳したことに始まるとされる 8）．ただし，

れやすい万人向けのものだからなのではないか 5）．

Pali 語の sati は，Davids 以前には conscience や

マインドフルネスの根幹にあるのは瞑想であり，

meditation

などとも英訳されたようである．ま

今日のアメリカや日本でのマインドフルネス・

た，Davids 自身，Pali 語の sati の訳語として，こ

ブームは，1960 年代の西洋におけるカウンター

の翻訳書の中で， mental activity

カルチャーを淵源とする 1970 年代から 1990 年代

とも訳しているという．しかし，その後，Pali 語

までのニューエイジ運動

6）

の sati の英訳として， mindfulness

の時の第 1 次瞑想ブー

や

thought

という言葉

が定着してゆく．

ムに続く，第 2 次瞑想ブームとも言える．

今日，マインドフルネスの定義にはさまざまな

いっぽう，近年のうつ病の多発から，職場のメ
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ものがあるが（Table 1），「マインドフルネスに

スの心理測定尺度が必要となり，その整備が進む

基づくストレス低減法」
（mindfulness-based stress

につれ，マインドフルネスに関する臨床評価が盛

reduction：MBSR）の創始者であり，マサチュー

んに行われるようになり，マインドフルネスの普

セッツ医科大学医療ヘルスケア社会センターの創

及にさらに拍車をかけることになった 10）．

設者の Jon Kabat-Zinn によるものが最も有名であ

マインドフルネスの定義を議論する際に，しば

る．これは，今日のマインドフルネス・ブームが

しば問題となるのが，マインドフルネスを構成す

MBSR の普及に負うものであることから，当然

る要素である．先述した Bishop らの two compo-

のことであろう．しかし，「マインドフルネスに

nent model の他，Kabat-Zinn による定義を分析し，

基 づ く 介 入」
（mindfulness-based intervention：

intention，attention，attitude の 3 要 素 を 抽 出 し，

MBI）
（後述）の有効性／アウトカム評価の文脈で

その相互関係を提示した Shauna L. Shapiro らの

は， ト ロ ン ト 大 学 依 存・ 精 神 保 健 セ ン タ ー の

three factor model（IAA model）11），5 つの代表的

Scott R. Bishop らが「操作的定義」として提示し

な自記式質問紙によるマインドフルネス評価法

たもの（カナダ・アメリカの大学在籍の研究者有

（MAAS，FMI，KIMS，CAMS，SMQ）を因子分

志 11 名の議論でコンセンサスが得られたもの）で

析し，1）nonreactivity to inner experience，2）

two component model として知られているものも，

observing/noticing/attending to sensations/percep-

しばしば論文では参照・紹介されている（ただし，

tions/thoughts/feelings，3）acting with awareness/

マインドフルネスのすべての要素を網羅する定義

automatic pilot/concentration/nondistraction，4）

9）

ではない ）．これらの定義は，マインドフルネ

describing/labeling with words，5）nonjudging of

スを一般市民に広く認知・普及させるには，とて

experience の 5 つの側面を抽出した Ruth A. Baer

も有用であった．しかし，マインドフルネスの有

らの five facet model 12） などがある．しかしなが

効性を科学的に評価するには，これでは不十分

ら，マインドフルネスは，本来，要素に分解でき

だった．そこで，次項で説明するマインドフルネ

ない 1 つの状態を指すので，多要素に分解して理

Table 1

Definitions of mindfulness

� paying attention in a particular way: on purpose, in the present moment, and non-judgmentally
（Kabat-Zinn）

13）

�【first component】 the self-regulation of attention so that it is maintained on immediate experience,
thereby allowing for increased recognition of mental events in the present moment 【second component】 a particular orientation toward oneʼs experiences in the present moment, an orientation that is
（Bishop, et al.）
characterized by curiosity, openness, and acceptance 14）
� bringing oneʼs complete attention to the present experience on a moment-to-moment basis
Kristeller）

15）

（Marlatt,

� mindfulness is a flexible state of mind in which we are actively engaged in the present, noticing new
things and sensitive to context 16）
（Langer）
� As a set of skills, mindfulness practice has been described as the intentional process of observing,
describing, and participating in reality nonjudgmentally, in the moment, and with effectiveness (i.e.,
（Dimidjian, Linehan）
using skillful means) 17）
� mindfulness as the moment-by-moment observing of the three characteristics (impermanence, suffer（Grabovac, et al.）
ing, and not self) of the meditation object 18）
� the process of engaging a full, direct and active awareness of experienced phenomena that is spiritual in aspect and that is maintained from one moment to the next 19）
（Shonin）
� 今，この瞬間の体験に意図的に意識を向け，評価をせずに，とらわれのない状態で，ただ観ること
（日本マインドフルネス学会）
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chological Test Automated Battery（CANTAB）26，27）

解することはふさわしくないとも考えられる．
こうしたマインドフルネスを巡る定義の提案や

がある．しかし，マインドフルネスを標的とした

図式的理解の試みをマインドフルネスの概念化と

観察者評価（他者評価）尺度は，さまざまに検索

要約することができよう．この概念化の進展によ

したものの，1 つも発見できなかった．これはマ

り，種々の心理測定尺度が考案されマインドフル

インドフルネスというものが極めて主観的なもの

ネスの臨床評価が推進されたのである．いっぽう，

であるという，原理的な問題によるのかもしれな

William Van Gordon，Edo Shonin らは，これらの

い．

定義には，いずれも仏教の倫理性・スピリチュア

いっぽう，マインドフルネスの主観的評価では，

リティに対する言及がなく，そのことが MBI が

マインドフルネスの心理測定尺度（Table 2）が多

効果を最大限に引き出すことができずにいる原因

数開発されており，1 つ（SOFI）を除き，自記式

であると考え，マインドフルネスの定義にスピリ

の質問紙法によるものである．これら尺度は，マ

チュアリティに関する言明を補足し，第 2 世代

インドフルネスの客観的評価で用いられる各種の

MBI として，瞑想気づき訓練（meditation aware-

方法に比べ安価で，特段の装置を要さない．面接

ness training：MAT） を 開 発・ 実 証 研 究 し て い

調査によるマインドフルネスの量的評価は，今後

63）

る

．

のマインドフルネス評価法の研究開発の進むべき
方向であろう 28）．

3．マインドフルネスの科学的評価法

これらのさまざまな科学的評価法を用いて，マ
インドフルネスを定量化し，マインドフルネスを

さて，日本マインドフルネス学会の越川房子理

高めるための介入の効果が実証されてきた．心理

事長によると，マインドフルネスに関する臨床試

測定尺度については，その妥当性や信頼性もよく

験が詳細なプログラムとともに認知行動療法で有

検討されている．しかしながら，そもそも心とい

20）

によって紹介され，マイ

う，個々人それぞれに属人的・主観的なものを客

瞑想がまとうスピリチュア

観的に測定する・評価するということにまつわる

ルなイメージを払拭し，科学的方法論によって効

限界はある．だからこそ，こうしたマインドフル

果が実証されている

ネスを定量化した評価法を用いた量的研究も，単

名な研究者らの著作
ンドフルネスの持つ

と印象付け， 心理臨床の
こと

独では解釈せず，複数の関連する量的研究を系統

が，臨床心理の現場でのマインドフルネスの普及

的・網羅的に収集・検討し，さらに種々の質的研

現場での導入と追試研究を大きく促進した
に大きな役割を果たしたという

21）

究の結果も併せて，総合的に判断することが必要

．

である．

科学的評価ということでは，マインドフルネス
の客観的評価（いずれもマインドフルネスを直接

4．マインドフルネスに基づく介入

測定するものではなく，代替エンドポイントであ
22）

る）には，バイオマーカー （サイトカイン，神
経 ペ プ チ ド，C 反 応 性 蛋 白 な ど）， 神 経 画 像 検
査

さて，「マインドフルネス」という言葉は，「マ

23，24）

（機能的磁気共鳴画像診断（f-MRI），陽電

インドフルネスな心の状態に至るための瞑想ある

子放射断層撮像法（PET），単一光子放射断層撮

いは行動様式（実践）」，「マインドフルネスな心

像法（SPECT）），電気生理学的検査（脳波−事象

理過程」，「マインドフルネスな心の状態（心の構

関連電位，心電図−心拍変動）など，生物医学的

え mental set ）」といった 3 つの意味合いで用い

なさまざまな方法がある．また，行動課題を用い

られている（そのことは Table 1 にまとめたマイ

たパフォーマンス評価としては，コンピュータゲー

ンドフルネスの諸定義を見てもある程度理解でき

ム を 使 っ た BeanFest

25）

るだろう）．すなわち，マインドフルネスな心の

や Cambridge Neuropsy− 54 −
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Table 2

Psychometrics on mindfulness

名称

年

特徴

Freiburg Mindfulness
Inventory（FMI）

2001

14 項目の自記式尺度．各項目とも最低 1 点，最高 4 点．当初ドイツ語で
発表されたが，その後 38 項目を整理し，30 項目に改訂され，英訳され
た 29）．

Langer Mindfulness/
Mindlessness Scale 30）

2001

2001 年カナダのトロントで開催された第 13 回アメリカ心理学会のポス
ターセッションで公開されたもので，ハーバード大学の社会心理学者で
「マインドフルネスの母」
，Ellen J. Langer 31）が 1989 年に概念化したマ
インドフルネスの four-factor model（novelty seeking，novelty producing，engagement，flexibility）に基づく，21 項目の自記式尺度．最低 1 点，
最高 7 点．

Mindful Attention Awareness
Scale（MAAS）32）

2003

注意と気づきを焦点とした 15 項目の自記式尺度．各項目とも最低 1 点，
最高 6 点．Langer の wakefulness 概念に触発されて開発された．マイン
ドフルネスの心理測定尺度の中で，妥当性・信頼性が検証されたものと
して最も古いものである 10）．

2004

39 項目の自記式尺度．各項目とも最低 1 点，最高 5 点．弁証法的行動療
法の中のマインドフルネスを概念化・抽出することで考案された．

★ Five Facet Mindfulness
Questionnaire（FFMQ）12）

2006

39 項目の自記式尺度．各項目とも最低 1 点，最高 5 点．5 つのマインド
フルネス評価法を分析し，5 つの要素を抽出した．マインドフルネスの
要素を網羅的に測定できるため，広く利用されている．

Toronto Mindfulness Scale
（TMS）34）

2006

13 項目の自記式尺度．各項目とも最低 0 点，最高 4 点．Bishop らの two
component model に基づいて考案されたもので，マインドフルネスを
state-like quality と考える（他の尺度では，マインドフルネスを traitlike quality と考えるものがほとんど）
．

Revised Cognitive and
Affective Mindfulness Scale
（CAMS-R）35）

2007

CAMS（18 項目の自記式尺度で 2005 年発表）の改訂版．12 項目の自記
式尺度．各項目とも最低 1 点，最高 4 点．項目 2 と 7 を除く 10 項目版も，
発表時点ですでに論文中で提案されている．

Experiences Questionnaire
（EQ）36）

2007

20 項目の自記式尺度．各項目とも最低 1 点，最高 5 点．主に脱中心化
（decentering：11 項目）と反芻（rumination：6 項目）を測る．

Philadelphia Mindfulness
Scale（PHLMS）37）

2008

20 項目の自記式尺度．各項目とも最低 1 点，最高 5 点．Present-moment
awareness と acceptance を各々独立して測定する．

Southampton Mindfulness
Questionnaire（SMQ）38）

2008

16 項目の自記式尺度．各項目とも最低 0 点，最高 6 点．マインドフルネ
スの 4 つの側面について，相反する質問項目が設けられている．

Self-Other Four
Immeasurable（SOFI）39）

2009

16 項目の質問紙を用いた面接調査による他記式尺度．各項目とも最低 1
点，最高 5 点．仏教の 4 つの教えである四無量心（four immeasurables）
を測定するもの（マインドフルネスの測定以外にも，ポジティヴ心理学
や社会心理学への活用が想定されている）．

2013

MAAS 32）を参考に，Bishop らの two component model に伝統的な仏教に
みられるマインドフルネスの 5 つの性質を反映させた 23 項目の自記式尺
度で，他の自記式尺度がマインドフルネスを trait 面で捉えるのに対し，
TMS 34）と同じく，マインドフルネスの state 面を評価するもの．各項目
とも最低 1 点，最高 5 点．

2015

日本で開発された 31 項目の自記式尺度．各項目とも最低 1 点，最高 5 点．
自他不二の姿勢 という他の尺度にはない独自の要素を組み込み，
FFMQ 12）よりも，マインドフルネスの多様な側面をより網羅的に把握で
きるようにした．

★ Kentucky Inventory of
Mindfulness Skills
（KIMS）33）

State Mindfulness Scale
（SMS）40）

★ Six Factors Mindfulness
Scale（SFMS）41）

★：多因子構造を持つマインドフルネス評価尺度 42）
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「実践」，「過程」，「状態」という 3 つの意味が混然

ク セ プ タ ン ス・ コ ミ ッ ト メ ン ト・ セ ラ ピ ー

として用いられている．アクセプタンス・コミッ

（acceptance and commitment therapy：ACT），行

トメント・セラピー（acceptance and commitment

動活性療法（behavioural activation：BA），認知

therapy：ACT）の開発者，ネバダ大学の Steven C.

行 動 分 析 シ ス テ ム 療 法（cognitive behavioural

Hayes とミシシッピー大学の Kelly G. Wilson も，

analysis system of psychotherapy：CBASP）
，弁証

More troublesome, mindfulness is treated some-

法的行動療法（dialectical behavior therapy：DBT）
，

times as a technique, sometimes as a more general

メタ認知療法（metacognitive therapy：MCT），マ

method or collection of techniques, sometimes as a

インドフルネスに基づく認知療法（mindfulness-

psychological process that can produce outcomes,

based cognitive therapy：MBCT），スキーマ療法

and sometimes as an outcome in and of itself. と，

（schema therapy：ST），機能分析心理療法（func-

この問題を指摘している

43）

．これは不自然なこと

tional analytic psychotherapy：FAP）， 統 合 的 行

ではないかもしれない．というのも，マインドフ

動 カ ッ プ ル 療 法（integrative behavioral couple

ルネスな実践（瞑想や日常生活−行住坐臥）を通

therapy：IBCT），コンパッション・フォーカスト・

じて，マインドフルネスな心的過程を経験し，マ

セ ラ ピ ー（compassion focused therapy：CFT），

インドフルネスな状態（心の平安）に至るわけで

競 争 的 記 憶 訓 練（competitive memory training：

あり，これら 3 つは不即不離だからである．

COMET）の 11 個がある．これらはいずれも学習

マインドフルネスな心の状態や心的過程につい

理論が背景にあり，メタ認知，認知的フュージョ

ては，すでにマインドフルネスの概念化や心理測

ン，受容，マインドフルネス，弁証法，スピリチュ

定尺度として概観した．そこでこの項では，マイ

アリティ，治療関係といった点に着目して開発さ

ンドフルネスな心の状態を実現するための実践・

れており，従来の認知行動療法とは一線を画して

方法論として，「マインドフルネスに基づく介入」

い る．MBI に せ よ，「認 知 行 動 療 法 の 第 3 の 波」
にせよ，それまでの心理療法の効果を高め，ある

（mindfulness-based intervention：MBI）を概観す

いは適応の範囲を広げる試みとして開発されてお

る（Table 3）．

り，いまだその有効性に関する実証性は不十分

MBI とは，臨床的介入としてのマインドフル
ネス訓練

44）

で，その新規性も担保されているか不明なところ

を指し，具体的には，1）マインドフ

もある 48，49）．

ルネス訓練を中心とする介入（「マインドフルネ
スに基づくストレス低減法」
（mindfulness-based

マインドフルネスに基づく介入の作用機序に

stress reduction：MBSR）と「マインドフルネス

は，1）脳構造の変化（神経機能画像で証明されて

に 基 づ く 認 知 療 法」
（mindfulness-based cognitive

いる），2）自律神経系の覚醒レベルの低下（迷走

therapy：MBCT）の 2 つが有名である），2）マイ

神経優位となりリラックスする），3）知覚のシフ

ンドフルネス訓練を介入の一部に含むもの（弁証

ト（思考・感情・刺激に対する距離を取り，心理

法 的 行 動 療 法（dialectical behavior therapy：

的・身体的苦痛を客体化する），4）スピリチュア

DBT），アクセプタンス・コミットメント・セラ

リティの増加（無我・諸行無常を知ることにより，

ピー（acceptance and commitment therapy：ACT）

逆境や孤独に耐えられるようになる），5）状況へ

の 2 つ が 良 く 知 ら れ て い る） の 2 つ に 大 別 さ れ

の気づきの増加（自らを取り巻く刻々と変化する

る 45）．この他に，スピリチュアリティを取り入れ

状況の成り行きを予測し，適切に対応できるよう

46）

になる），6）価値の明確化（価値観を明らかにし，

た「第 2 世代 MBI」 も開発・提唱されている．
MBI と近縁の概念に，「認知行動療法の第 3 の

人生に意味を見出す），7）自己の気づきの増加（自

波」
（the third wave of cognitive behavioural ther-

分のマイナス感情や思考パターンを正しく認識す

apy）47） がある．これに属する心理療法には，ア

る），8）依存の代替（ドラッグ・アルコール・ギャ
− 56 −
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Table 3

Mindfulness-based interventions (MBIs)

1）マインドフルネス訓練を中心とする介入

主な適応／対象

マインドフルネスに基づくストレス低 MBSR は，1980 年代に Jon Kabat-Zinn が慢性疼痛患者の
減法（mindfulness-based stress reduc- 相補療法として開発したもので，今日のマイドフルネス
tion：MBSR）50）
ブームの基礎となるものである．今この一瞬の内的刺激
（身体感覚，呼吸，思考，感情）と外的刺激（視覚，聴覚）
に瞑想などを通じて意識的に注意を向けることにより，
ストレスの低減を図る．

慢性疼痛（線維筋痛症など）
，スト
レス，不安症（パニック症，全般
不安症），うつ病，癌や冠動脈疾
患の患者の不安・抑うつなど

マインドフルネスに基づく認知療法 2000 年代に Zindel V. Segal らがうつ病の再燃・再発予防 うつ病の再発・再燃予防，うつ病
（mindfulness-based cognitive therapy： のために，MBSR と認知行動療法（cognitive behavioral の改善，不安症（全般不安症，社
therapy：CBT）を統合して開発したものである．MBCT 交不安症）
MBCT）51）
では，経験的回避や反芻の代わりに，受容と脱中心化を
図る．
マインドフルネスに基づく再燃予防 物質使用障害の人を対象にした再燃防止プログラムで， 物質使用障害，アルコール使用障
（mindfulness-based relapse preven- マインドフルネス訓練を中心に，自己モニタリングや再 害
燃チェーン分析を行う．
tion：MBRP）52）
マインドフルネスに基づく食事気づき 過食性障害の治療のために MBSR から開発されたもので， 過食性障害
訓練（mindfulness-based eating aware- 食事経験に対する気づきと，食事に対する行動を涵養す
る．
ness training：MB-EAT）53）
マ イ ン ド フ ル ネ ス に 基 づ く 癌 回 復 MBSR から開発されたもので，マインドフルネス訓練に 癌患者の不安・抑うつなど
（mindfulness-based cancer recovery： より，癌患者の直面する心理的困難に対応する．
MBCR）54）
不眠に対するマインドフルネスに基づ 不眠に対する行動療法とマインドフルネス瞑想を統合し， 慢性不眠
く治療（mindfulness-based therapy for 慢性不眠の治療を行うもの．
insomnia：MBT-I）55）
マインドフルネスに基づく曝露療法 MBCT のマインドフルネス訓練と心理教育，曝露療法， 心的外傷後ストレス障害（PTSD）
（mindfulness-based exposure therapy： 自己への慈しみ訓練を組み合わせたトラウマ・フォーカ
MBET）56）
スト介入．
2）マインドフルネス訓練を介入の一部に含むもの
弁証法的行動療法（dialectical behavior 境界性パーソナリティ障害の心理社会療法として開発さ 境界性パーソナリティ障害，摂食
れたもので，マインドフルネス技法により，感情を揺さ 障害，自殺行動，攻撃的行動など
therapy：DBT）57）
ぶる経験や状況に対し，適切に反応できるようになる．
アクセプタンス・コミットメント・セ 関係フレーム理論など，現代行動心理学に基づく心理的 不安症，うつ病，物質乱用症，禁
ラ ピ ー（acceptance and commitment 介入を行い，心理的柔軟性の獲得を図るもの．
煙，糖尿病の自己管理，肥満，慢
therapy：ACT）58）
性疼痛（腰痛）など
メタ認知療法（metacognitive therapy： うつ病や不安症が認知注意症候群（cognitive attentional 不安症（全般不安症），うつ病，心
syndrome：CAS）という心理過程によって起きるものと 的外傷後ストレス障害（PTSD）
MCT）59）
，
考え，注意訓練（attention training technique：ATT）や 強迫症など
距離を置いたマインドフルネス（detached mindfulness：
DM）により，メタ認知的信念を変容させる．
コンパッション・フォーカスト・セラピー 恥の意識や自己批判の強い人は他者との間で充足感や安 精神病性の特徴を持つ統合失調症
（compassion focused therapy：CFT）60） 全感，温かな感情を持ちにくいところから，思いやり訓 スペクトラム障害，統合失調症，
（（compassionate mind training：CMT） 練を通じて，親和的感情を経験する能力を高めるもの． トラウマで治療を要する人，うつ
ともいう）
病，パーソナリティ障害，不安症
（社交不安症など），双極性障害，
摂食障害
マインドフルネス統合認知行動療法 マインドフルネスの中心原理を平静（quanimity）と無常 物質・アルコール使用障害，慢性
（mindfulness-integrated cognitive behav- （impermanence）であると考え，マインドフルネスと認知 疼痛，高齢者の認知機能低下，介
行動療法の基本技法を統合したもの．強化の共出現モデ 護者のケア・生活の質，ギャンブ
ioural therapy：MiCBT）61）
ル（co-emergence model of reinforcement）が背景にある． ル障害，うつ病，不安症（全般不
安 障 害， 社 交 不 安 症， パ ニ ッ ク
症），強迫症など
パーソン・ベースト認知療法（person- 精神病性障害の患者の苦悩を軽減するために，認知行動 精神病性障害，うつ病
療法とマインドフルネスを統合したもの．
based cognitive therapy：PBCT）62）
3）その他
瞑想気づき訓練（meditation awareness 第 1 世代 MBI（MBSR，MBCT，MBRP，MB-EAT）には
training：MAT）63）
スピリチュアリティが不足していると考え，第 2 世代
MBI として開発されたもので，多様な瞑想技術を使い，
倫理面を重視する．
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ンブルなどといった「悪い依存」を瞑想・マイン

る vote counting に よ る 系 統 的 総 説 も あ っ

ドフルネスなどの「良い依存」に置き換える），9）

た 102，103）．これらを勘案すると，MBI の効果に関

衝動サーフィン（依存により生じる衝動をやり過

するメタ分析・系統的総説は，真の効果よりも効

ごす），10）あるがまま（こだわりをなくす），な

果が強調されている可能性が低くはないと考える

どがある

64）

べきであろう 70）．さらには，MBI の研究方法論

．

が経年的に改善しているというエビデンスもない
のである 71）．

5．マインドフルネスに基づく介入の
有効性

6．マインドフルネスの安全性
すでにマインドフルネスに基づく介入（MBI）
の効果については，和文でも，PubMed を用い，

1）学術論文中の副作用・有害事象

MBI に関するメタ分析を抽出して，その内容を

マインドフルネスの副作用・有害事象について

まとめた林 紀行による優れたレビューがあ

言及がある臨床試験は少なく，前項で取り上げた

る 65，66）．そこで本稿では，Cochrane Library の系

MBI のメタ分析・系統的総説にも，適格基準を

統的総説のデータベースである Cochrane Database

満たした試験の中で，副作用について検討してい

of Systematic Reviews（CDSR）と PubMed を用い

るものがない旨を記載しているものもある 73，77）．

て，MBI に関するメタ分析と系統的総説を抽出し，

MBI が副作用をもたらす可能性があることにつ

疾患ごとに治療効果のまとめを提示することとす

いて言及がある試験が少数あるものの，実際に試

る（Table 4）．なお，系統的総説を収集し，その

験中に副作用があったという報告はないと記載さ

批判的要約を掲載したデータベース，Database

れているものもある 70）．適格基準を満たした試験

of Abstracts of Reviews of Effects（DARE） も，

の中に，副作用がないことに言及がある試験が少

2015年1月に更新が停止されているが，参照した．

数ながら存在すると述べているものもある 84）．ま

これらに取り上げられている試験を個別に見る

た，副作用に関する報告がない，あるいは乏しい
と記載されているものもある 86，93，98）．

と，概して 1 つの試験当たりの研究対象者数が少
な く， ま た， 対 照 群 が 通 常 ケ ア（treatment as

そこで，PubMed で mindfulness と adverse effects，

usual：TAU）であったり，無治療／待機であっ

side effects，harm をキーワード（自然語および統

たりするなど，concealment が十分でないものば

制語〔MeSH〕）で検索したが，マインドフルネス

かりである．こうした問題は心理療法の臨床試験

の 副 作 用 を 論 じ た 論 文 は3件 の み で あ っ

という研究の性質上，甘受せざるを得ないことで

た 106，107，108）．医学中央雑誌で mindfulness と副作

あろう．また，メタ分析にも難があり，組み込ま

用，有害事象で検索しても，1件もヒットしなかっ

れる試験の数が少なく，研究の臨床的異質性が強

た．この他，Google Scholar で検索したところ，

かったり，出版バイアスが存在する可能性があっ

マインドフルネスの副作用を論じた研究が2

たりするものが少なくない（そもそも MBI にかか

件 109，110）存在した．さらに，マインドフルネスに

る試験は出版バイアスがとても大きい 67））．さら

ついての和文の学術書・啓蒙書を最近の 5 年間に

68）

，つまり研究者自身

刊行されたものに絞って網羅的に閲覧したが，マ

の研究 69） がメタ分析 75） のバイアスとなっている

インドフルネスの副作用・有害事象について言及

可能性が否定できないものすらある．また，効果

があるものは存在しなかった（2018 年 1 月 6 日現

量を算出することなく，適格基準を満たす試験の

在）．

には，agenda-driven bias

うち，MBI が有効であるとする試験の数が多い

この他，ハンドサーチにより，和文のマインド

ことを以て，MBI が当該疾患に有効であるとす

フルネス論文を参照したところ，マインドフルネ
− 58 −
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Table 4

精神疾患

Effectiveness of mindfulness-based intervention and meditation

疾患等

効果（メタ分析，系統的総説による）

うつ病

�抑うつ症状が大きく減少した 72）．
� MBCT は 3 回以上のエピソードのあるうつ病患者の再発率を 1 年間
で 40%減少させる 73）．
�うつ病の改善・再発予防・治療効果の増強には有効だが，試験の質
が低い 74）．
�うつ病現在エピソードに対し，MBCT や PBCT が有効である 75）．

精神病性障害

�陰性症状には中等度効く 76）．

不安症

�不安症に対する瞑想の有効性を扱った試験は少なすぎる 77）．
�不安症に対して大きな効果がある 78）．
�社交不安症に対し，CBT と同程度の効果がある 79）．

身体症状症

�軽度〜中等度有効である（試験の質は低い）80）．

心的外傷後ストレス � MBSR は脱落率が低く，症状を中等度に改善した．
� 1 件の小規模試験で MBCT は症状を著しく改善した．
障害（PTSD）81）
摂食障害

�質の高い試験がない 82）．
�むちゃ食いやストレス食いを減らすには有効だが，体重への結果は
さまざまである 83）．

物質使用障害

�有効性は示されていない 84）．

睡眠障害

�睡眠の質と量を改善するというはっきりとしたエビデンスはない 85）．

神経疾患
多発性硬化症
（主に心理・生活の
質（quality of life：
Parkinson 病
QOL）の改善）
てんかん
疼痛疾患

�抑うつ・不安・疲労・起立バランス・疼痛・QOL を MBI は軽度〜中
等度改善する 86）．
�介入試験が少なく，MBSR が有効であるというエビデンスはない 87）．
� MBI がてんかん患者の抑うつ・不安・QOL を有意に改善した（質の
低い試験による）88）．

慢性疼痛

� 8 〜 17%の疼痛の度合いが減少する 89）．
�疼痛の減少はないが，抑うつは改善する 90）．
�質の低い研究しかなく，MBI の疼痛緩和の効果は，他の支持・教育
的介入より優れているか不明である 91）．
� MBSR は疼痛を緩和しない 92）．

腰痛

� MBSR は短期的には，腰痛の強度を中等度改善する 93）．

線維筋痛症

�短期的には MBSR は QOL と疼痛を軽度改善する 94）．

身体疾患
乳癌
� MBSR は乳癌の抑うつ・不安に中〜高度に有効である 95，96）．
（心理的要素が疾患
血 管 疾 患（高 血 圧， � MBSR や MBCT で，血管疾患患者のストレス・抑うつ・不安が中等
の経過や QOL に影
冠動脈疾患，脳卒中， 度減少するが，身体に対する効果はさまざまであった 97）．
響を与えるもの）
糖尿病）
機能性胃腸障害
その他
（健康人対象）

�過敏性腸症候群の重症度を中等度軽減する 98）．

健康増進・ストレス �心理的ストレスを改善し QOL を向上させるというエビデンスには乏
緩和
しい 99）．
�職場の心理的ストレスの改善には有効だが，ヨガやリラクゼーショ
ンより優れているかは不明である 100）．
� MBSR は健康な人のストレス管理には，中〜高度に有効である（た
だし研究の質は低い）101）．
� MBSR は健康人のストレス管理に有効であるとする研究がほとんど
である 102）．
肥満

�有効であるとする研究が多い 103）．

注）効果量の判定の目安として，Cohenʼs d の場合，小 0.2，中 0.5，大 0.8 を用いた 104，105）．
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副作用であることを証明するほどの研究はいまだ

スの有害事象をテーマにした論文が 1 件存在し
111）

．これには，開教初期の仏陀は死体の崩壊

存在せず，あくまでも副作用を起こす可能性があ

プロセスを見つめる瞑想（不浄観）を性欲に悩む

ることを示唆しているに過ぎないとする意見もあ

若い修行者たちによく説いていたが，これを仏陀

る 19，106）． し か し，Deese-Roediger-McDermott

の指導なしに修行者たちが風葬の場で行ったとこ

paradigm を用いた認知心理学的実験により，マ

ろ，嫌悪感や厭世観により大きな集団自殺事件が

インドフルネスにより偽記憶形成が高まる可能性

起き，これがきっかけで安全な瞑想法として「呼

が示唆されてもいる 114）
（しかし，再現実験でこれ

吸によるマインドフルネス（ānāpāna-sati）」
（安那

を否定する結果も出ている 115））．

た

般那念，数息観）が生まれたという，マインドフ
ルネス瞑想の創出された発端が紹介されている．

2）マインドフルネスへの反発：仏陀の薬

この論文が掲載されているのは，精神医学雑誌

いっぽう，海外では近年，商業主義的な MBI
への反発が mindfulness backlash

『精神科治療学』のマインドフルネス特集号であ

118）

117）

， McMind-

り，同号には，マインドフルネスの副作用への言

fulness

及がある論文がこの他に 2 件存在した 112，113）．こ

きな問題となっている（これらの動きには，マイ

112）

などと大手メディアで報じられ，大

には，「マインドフル

ンドフルネスのはらむ新自由主義的な思考に対す

ネスによる深刻な有害事象は稀である」とのみ述

る反発という政治的な背景がある 119））．マインド

べられている．貝谷論文 113）には，Vipassana 瞑想

フルネスのこうした動きの中で特に大きく話題に

に関連した錯乱状態 1 例やマインドフルネス中の

な っ た の は， コ ヴ ェ ン ト リ ー 大 学 の 心 理 学 者，

不安・抑うつ発作を 3 例経験している旨が記載さ

Miguel Farias がインディペンデント紙に寄せた

れており，いずれもその後，順調な経過を辿った

記事で，2013 年 9 月のワシントン海軍工廠乱射事

としている．このように，日本では，ようやくマ

件の犯人が仏教徒で，熱心に瞑想を勉強していた

インドフルネスの副作用・有害事象に関する記載

ことを引き合いに出し，これが瞑想の副作用では

が見られるようになった．

ないかと指摘したことである 120）．

の 2 件のうち，岩井論文

以上より，瞑想の主な副作用・有害事象を表に

Farias は Catherine Wikholm と共著で
121）

まとめた（Table 5）．これらはいずれも症例報告

（仏陀の薬）という挑戦的な題名の著作を

もしくは症例集積研究に基づくものであり，瞑想

出版しており，その第 6 章

による副作用の発生率を論じることは困難であ

tion （同書 141 〜 181 ページ）の最初の 10 ページ

る．また，種々のネガティヴな症状が瞑想による

強（141 〜 152 ページ）に瞑想の副作用について

Table 5
精神病性症状（幻覚妄想状態）
気分症状

Dark side of medita-

Adverse events and reactions of meditation
幻聴，幻視，追跡妄想，自殺企図
躁状態（誇大妄想，観念奔逸，多弁，過活動，性的脱抑制），抑うつ状態
（意欲減退，ネガティヴ思考，自殺企図）

不安症状

不安，パニック，緊張，イライラ，不穏

身体症状

頭痛，筋痛，上腹部痛，嘔気，食思不振

解離症状

離人感，現実感喪失，見当識喪失，意識喪失，トランス状態（人格の同
一性の感覚の消失）

その他

不眠，瞑想依存，脳波異常（側頭葉に spike），他者に対する陰性感情，
社会からの疎外感

文献 108，110，123 を参考に筆者にて作成（自殺企図は統合失調症のエピソードとされているものが 1 例，抑うつ状態
と関連するもの（meditation casualty）が 1 例 116））．
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の記述がある（同書の他の部分には，瞑想の副作

に解離性亜トランス状態になった人が数名いると

用に関するまとまった記載はない）．これは冒頭

述べている 126） ことに触れられている．さらに，

の書き出しからの 3 節が，先に紹介した Farias が

ロ ン ド ン の 精 神 科 医，Russell Razzaque（氏 は

インディペンデント紙に寄せた記事と字句が完全

open dialogue のイギリスでの推進者としても知ら

に一致しており，その後の構成も多くの字句も取

れ て お り，peer-supported open dialogue（POD）

り上げられた事例もほぼ同じである．

の ラ ン ダ ム 化 比 較 試 験 を University College

第 6 章のこの最初の 10 ページ強の部分の瞑想

London の Steve Pilling 教授の指導下で計画して

の副作用に関する記載は十分に衝撃的な内容であ

いる 127））が著書の中で，瞑想にまつわる自らの

る．その概要を紹介すると，冒頭が先に述べたワ

ネガティヴ体験を語っている旨の記載がある．続

シントン海軍工廠乱射事件の犯人の件．その後，

いて，チェコの精神科医でトランスパーソナル心

ヨガ・瞑想経験の長い女性が著者の講義で語った

理学の創始者の一人，Stanislav Grof が 1980 年代

有害事象の話で，彼女はたった 1 回の 3 日間の瞑

の編著書 128） の中で，精神疾患とスピリチュアル

想合宿（meditation retreat）で精神的な変調をき

経験の類似性を指摘しており（一時的なストレス

たし，入院や電気けいれん療法を必要とする精神

による深いスピリチュアルな経験を精神疾患と誤

病性うつ病となり，その後 15 年間にわたって苦

診することを戒めている），そうした仕事が 1994

しんだという．さらに，過去に青少年に瞑想を教

年のアメリカ精神医学会「精神障害の診断と統計

えた経験のある知人が，20 名ほどの瞑想クラス

マニュアル第 4 版」
（

の生徒のうち，2 名に気分の問題が起きたと語っ

：DSM-IV） に

Religious and

たこと．続いて，2001 年の文献に出ているケー

Spiritual Problems （Code V62.89）という新しい

スで，瞑想合宿の際に躁状態となって入院し，6

診断カテゴリーを創設する要因となり，スピリ

週間の薬物療法の結果改善し，その後の 2 年間で

チュアルな実践によって，一時的な精神保健上の

軽躁状態が 2 回（2 回目は接心という禅の修行後

問題（解離状態など）が生じることがあることが

で，いずれも入院することなくクロルプロマジン

知られるようになったと述べている．

で改善）みられたものの，再度瞑想合宿に参加し
たところ，再発して入院したというもの

その後，この章では，熟練の祈祷者・瞑想者に

122）

．こ

みられる神に見捨てられたという感情的な乾きで

こまでが瞑想の副作用に関する症例のごく簡略な

あ る「ス ピ リ チ ュ ア ル な 暗 夜」
（spiritual dark

紹介である．

night）という概念が紹介され，すでに 16 世紀の
スペインの修道士，「十字架のヨハネ」
（Juan de la

その後，学術論文・学術書における瞑想の副作
用の記述が続く．まず，1992 年のカリフォルニ

Cruz）の「魂の暗夜」
（

ア大学精神科・人間行動学の Deane H. Shapiro 教

う著作に見られるという．また，ブラウン大学の

授の論文で，27 名の瞑想者のうち，62.9%になん

神経科学者，Willoughby Britton も，もともとは

らかのネガティヴ反応があり，7.4%には重篤な

マインドフルネスのポジティヴ効果を研究してい

副作用が生じた（先行研究では，瞑想歴の長い人

たが，最近では，瞑想に伴う精神的に困難な経験

のほうが初心者よりも副作用が多いという結論で

を「ダルマの暗黒面」
（dark side of dharma）と名

あった

123）

）という論文

124）

）とい

付けて研究しているとしている．

が紹介されている．続

い て， 認 知 行 動 療 法 の 創 始 者 の 一 人，Arnold

マインドフルネスあるいは瞑想は，一般に無害

Lazarus が 1976 年の論文で，瞑想で副作用が生じ

だと信じられているところに，こうした副作用に

たケースが複数例あると述べ，瞑想は万人向けの

関するセンセーショナルな内容の記事や著作が流

ものではないとしていることや 125），同じく認知

布され，社会に大いに議論を喚起したのである．

行動療法の創始者の一人，Albert Ellis も瞑想後

本稿の冒頭で述べた通り，アメリカでは，集中力
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を高め，創造性を引き出すことなどを目的として

すでに存在しない．なお，中国禅には治禅病秘要

（すなわち，ビジネスの能力を高めるために），有

法という禅経があり，これは禅病への対処法を記
したものとのことである 134）．

名会社でマインドフルネス・プログラムが採用さ
れ，マインドフルネスはブームとなっている．し

ヨ ガ で は 類 似 の spiritual emergency と し て

かし，逆説的なことに，マインドフルネスにより

Kundalini syndrome もある 135）．また，チベットで

批判的思考を避けるようになったり（回避リス

は， 同 様 に sok-rlung と い う 現 象 も 知 ら れ て い

ク），マインドフルネスを会社のリーダーから強

る 136）．このように，少なくともアジアでは，瞑

要されたりする（集団思考リスク）など，ビジネ

想に関連して種々の精神症状が起きることがある

スの能力を低下させる可能性も指摘されてい

ことが昔から知られているのである．

る

129）

．

7．おわりに
3）アジアにおける瞑想関連の病態
すでに座禅において，「禅魔」
「禅病」
（Zen sick-

本稿で示した通り，マインドフルネスに基づく

ness）という幻覚妄想状態が出現することがある

介入（MBI）は，うつ病・不安障害・慢性疼痛な

ことが知られている

130）

．臨済宗中興の祖として

どの治療や健康増進・ストレス緩和などに広く用

有名な白隠が，修行中に重い禅病に罹り，これを

いられているが，その効果を裏付ける研究の質は

内観法と軟酥の法で癒したという

131，132）

低い．また，MBI の副作用・有害事象について

．

また，中国では文化結合症候群として，気功精

の研究は極めて少なく，そのほとんどが症例報告

神病性反応（qi-gong psychotic reaction）が知られ

もしくは症例集積研究である．したがって，MBI

ており，これはアメリカ精神医学会の作成した操

の有効性・安全性ともに，決定的な結論は得られ

作的診断基準である「精神障害の診断と統計マ

なかった 137）．したがって，MBI の適応症・禁忌

ニ ュ ア ル」
（

も定かではないが，副作用については，確たるエ
：DSM）の第 4 版である DSM-IV

ビデンスがなくとも，その可能性があることを理

（および第 4 版テキスト改訂である DSM-IV-TR）

解した上で MBI に臨む必要があるだろう．しか

にも取り入れられており， Appendix I: Glossary

し，MBI の副作用への懸念ということでは，先

of Culture-Bound Syndromes

述の

で，qi-gong psy-

（仏陀の薬）121） の著者 Farias，

chotic reaction は， A term describing an acute,

Wikholm らが指摘するように，臨床的な常識とし

time-limited episode characterized by dissociative,

て，副作用が最も起きやすい人は，自我機能の弱

paranoid, or other psychotic or nonpsychotic

い人（ego-rattling hypothesis）107）や精神疾患の既

symptoms that may occur after participation in the

往（あるいは現在精神疾患に罹患している人）だ

Chinese folk health-enhancing practice of qi-gong

と推測されるが，こうした人たちこそが最も精神

(“exercise of vital energy”). Especially vulnerable

保健的な介入を必要とするのであり 138），精神保

are individuals who become overly involved in the

健に関する十分な教育（solid mental health train-

practice. This diagnosis is included in the Chinese

ing）を受けた者が，MBI の副作用に留意したり，

Classification of Mental Disorders, Second Edition

指導に当たったりすることが最も現実的な対応策

(CCMD-2). と説明されている 133）．しかし，2013

なのかもしれない．少なくとも，現段階では MBI

年に刊行された DSM 第 5 版の DSM-5 では，文化

の独習は勧められない 139）．

結合症候群概念が 3 つ（文化症候群，苦悩の文化

いっぽうで，瞑想の副作用は，1）伝統的な仏

的語彙，認識された原因の文化的説明）に解体さ

教の枠組みでは，瞑想が深化する過程で経験する

れ，気功精神病性反応やそれに等価の疾病概念は

可能性のあるもの，2）自我心理学的には防衛・
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