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Abstract

While the importance of the hospice/palliative care became greater in our life, pro-

fessional palliative caregivers may experience occupational stress and burnout, which

negatively impact their quality of life and job performance. In the present study, we

intended to examine the effect of the Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT)

for professional palliative caregivers on the stress reduction and the improvement of

their nature as the professionals. Fourteen professionals (including doctors, nurses,

psychologists, and medical social workers, Mean Age = 43.64, SD = 8.30, women

= 11) participated in the MBCT program. The MBCT program designed by Se-

gal, Williams, and Teasdale (2002) for recurrent depression was partly modified and

used for the present study. Participants completed Maslach Burnout Inventory, Stress

Response Scale for Nurse, Emotional Labour Inventory for Nurse, stress, burnout,

Frommelt Attitude Toward Care Of Dying scale, Items about a view of life and death,

Five Facet Mindfulness Questionnaire, Self-Compassion Scale, Acceptance and Action

Questionnaire-II at one month before the program starts (Baseline), Pre- and Post-

test, and one month and six months follow-up. The results showed that MBCT reduced

the physical exhaustion, increased some mindfulness skills at one month follow-up, and

deepened some attitude to the death or palliative care at six months follow-up. MBCT

may be an effective intervention for addressing the stress reduction and the improve-

ment of the professional awareness in palliative care.
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概　要

本研究は，ホスピス緩和ケアに従事する支援者のストレスの軽減と資質の向上を目的

としたMindfulness-Based Cognitive Therapy（MBCT）プログラムを開発し，その効果

を検討した。8 セッションの MBCT プログラムに，ホスピス緩和ケアに従事する 14 名

（M = 43.64歳，SD = 8.30）の医療専門家が参加した。プログラム開始 1カ月前，プロ

グラム開始時及び終了後，終了 1カ月後，及び 6カ後の各時点で，職業ストレス，バーン

アウト，緩和ケアに対する態度，死に対する価値観，及びマインドフルネススキルに関す

る指標が測定された。その結果，短期的には身体的疲弊感が低減し，多様なマインドフル

ネススキルの向上が見られた。さらに長期的には，マインドフルネススキルだけでなく死

に対する価値観の変化が認められた。MBCT が目的に一致した効果を発揮したことが示

された。
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問題と目的

緩和ケアとは，生命を脅かす疾患による問題に直面

している患者とその家族に対して，疾患の早期より痛

み，身体的問題，心理社会的問題，スピリチュアルな問

題に関して，的確なアセスメントと対処を行うことで苦

しみを予防し，和らげ，クオリティ・オブ・ライフを改

善するアプローチである（World Health Organization,

2002）。

日本人の 3.5 人に 1 人がガンで死ぬ（厚生労働省，

2016）昨今，我々一人一人にとって緩和ケア，終末期医

療は無くてはならない医療分野となりつつあるが，他方

で，支援者としてその分野に携わる者には特別な苦労も

多い。一般病棟の患者と異なり，対象となる患者は比較

的近い将来「必ず」死を経験することとなる。どれだけ

献身的に支えても死は避けがたく，死に対する恐怖や悲

しみに日々直面せざるを得ない。また，患者自身も死に

対する恐怖や苦悩から自暴自棄な行動をとったり支援

者に対して暴言を吐いたりすることもある。こうした経

験は，時にトラウマティックであり，実際緩和ケアに携

わる専門家の 40%が重症の，53%が中程度のカットオ

フポイントを超える PTSD 得点を示したという報告も

ある（O’Mahony, Gerhart, Grosse, Abrams, & Levy,

2016）。そのため支援者は，報われない感覚に陥ったり，

自身の死生観との葛藤から患者と向き合うことが難し

かったりする。また，死の受容に関わる患者自身の苦悩，

家族の不安，また死を前に顕在化する家族間の葛藤など

にも丁寧に向き合い続ける必要がある。特に終末期医療

現場は非終末期医療現場と比較して，ネガティブ感情を

感じやすい一方でポジティブ感情を感じにくく，また，

職場で感情的表現に気を遣ったり抑制する，感情労働

としての負担も大きいことが示されている（北野・長谷

川・上原，2012）。さらに，緩和ケアに携わる専門家は，

死の看取りに関わる重要な選択を迫られる局面も多い。

特に医師は，延命治療の終結や，意識を低下させる鎮静

の使用などを，患者の病態や症状，本人や家族，スタッ

フの意見など，多くの情報を考慮しながら，瞬時に判断

しなくてはならない。看護師や心理士においても，ケア

をする中での患者の急変が死に直結するケースも多く，

気を抜く暇が無い。1日 2日なら我慢できても，それが

慢性的に続く状況では，支援者も消耗せざるを得ない。

そうしたことから，緩和ケア従事者には特にバーンアウ

トが多いことが指摘されている。馬場・笹原・北岡・梅

内・木澤（2010）では，一般企業における中間管理職の

1割程度がバーンアウトの状態にあると判定される全般

的な職業人を対象としたバーンアウト尺度において，緩

和ケア認定看護師調査対象者の 51% がバーンアウトの

状態にあると判定された。さらに，バーンアウトに影響

する要因として，経験年数や認定看護師としての自信，

職務満足度や院内での医師や上司との関係性などが示さ

れた。以上のことから，緩和ケアに従事する支援者のス

トレスを軽減し，その独特の職務に向き合う資質の向上

をサポートする体制作りは，バーンアウトの減少に不可

欠であると考えられる。しかし，そうした体制作りは特

に本邦ではほとんど行われていないのが現状である（馬

場他，2010）。

本研究では，緩和ケアに従事する支援者のストレスを

軽減し，資質の向上を図るためのキー概念として，マイ

ンドフルネスに着目した。マインドフルネスとは，「今

ここでの経験に評価や判断を加えることなく注意を向け

ることを通して達成される気づき」（Kabat-Zinn, 1994）

と定義される。さらに，こうした注意を特定の対象に向

けつつ，同時に開放的，受容的，あるいは好奇心を持っ

た心的態度を生じさせる心のモードであるとも述べら

れている（Bishop et al., 2004）。本来，マインドフル

ネスとはパーリ語の Sati（サティ）の英訳であり（菅

村， 2013）今ここでの状態に意識が至る「気づき」の

体験を指す。こうした気づきを中核に，関連する多様な

認知的スキルの涵養を目指すのがマインドフルネス瞑

想である。マインドフルネス瞑想はテーラワーダ仏教で

伝えられる瞑想法の 1 つであるヴィパッサナー瞑想か

ら宗教的要素を抜き取り現代的にアレンジしたものとい

える。マインドフルネス瞑想を，特定の目的にしつらえ

て体系化したプログラムは，近年多数開発されている。

多様な現代的ストレスの緩和の目的とした Jon Kabat-

Zinn（1990）によるMindfulness-Based Stress Reduc-

tion（MBSR）がその先鞭をつけ，うつ病の再発予防を目

指す Mindfulness-Based Cognitive Therapy（MBCT;

Segal, Williams, & Teasdale, 2002），カップルの関係

性を良好に保つことを目的とした Mindfulness-Based

Relationship Enhancement（MBRE; Carson, Carson,

Gil, & Baucom, 2004），過食性障害にアプローチする

Mindfulness-Based Eating Awareness Training（MB-

EAT; Kristeller, Baer, & Quillian-Wolever, 2006），嗜

癖行動の再発を予防する Mindfulness-Based Relapse

Prevention（MBRP; Chawla et al., 2010）など枚挙に

暇が無い。

上記を見るだけでも多様なストレスの緩和や，自身

を苦しめる認知や行動の改善に効果的であることが

うかがえるため，緩和ケアに従事する専門家のストレ

ス軽減や資質向上にマインドフルネスに基づく介入
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（Mindfullness-Based Intervention: MBI）を適用する

試みはすでになされていそうなものだが，筆者が探した

限りほとんど見当たらない。対人援助職に対する MBI

は比較的多く検討されており，日本語によるレビュー

も行われている（立石・小谷野，2011）。これによれば，

対人援助職者に対する 13 の研究が発表されており，そ

のうちの 7 件が MBSR に準拠したプログラムであり，

ストレス低減効果の他，職務効力感や生活満足度の向

上，施設スタッフと入居者の関係改善等にも効果が示

されていた。さらに最近では，MBSR，あるいはそれを

ベースに開発されたプログラムだけではなく， MBCT

による医療従事者対象の研究も進んでいる。様々なメ

ンタルヘルスケアの専門家に対する MBCT の効果研

究（Ruths, de Zoysa, Freason, Hutton, Williams, &

Walsh, 2013）を皮切りに，病院内の他職種の従業員を対

象としたメンタルヘルスプログラムとしてのMBCTの

効果性（Luberto, Wasson, Kraemer, Sears, Hueber, &

Cotton, 2017）や実用性（Marx, Strauss, Williamson,

Karunavira, & Taravajra, 2014）も検証されている。

特にホスピス，緩和ケアの支援者に対する MBI の

効果研究は，その多くが患者の家族やボランティアな

どの，いわゆる“インフォーマル”な支援者を対象と

して行われている。体系的レビューを行った Jaffray,

Bridgman, Stephens, & Skinner（2016）では，基準に

合致した 13のインフォーマル支援者対象のMBI研究が

概観され，中程度の効果と，さらなる検討のためにより有

効な指標の探求とメカニズム研究の必要性が指摘されて

いる。この他，現在は回復しているガン経験者に対する

MBCTの効果も検討されている（Foley, Baillie, Huxter,

Price, & Sinclair, 2010）。他方で，緩和ケアの専門家に

対するプログラムとしては，マインドフルネスだけで

なく Acceptance and Commitment Therapy（Hayes,

Strosahl, Wilson, 1999）やコミュニケーションスキ

ル訓練の要素なども統合した，Aware Compassionate

Communication: An Experiential Provider Training

Series（ACCEPTS）for Palliative Care Providersとい

うプログラム（Gerhart, O’Mahony, Abrams, Grosse,

Greene, & Levy, 2015）の効果が検証されているだけで

ある。

そこで本研究では，特にホスピス／緩和ケアに携わ

る専門家のストレス軽減と資質の向上を目的とした

MBCT プログラムを開発し，その効果を検討すること

とした。MBCT は， MBSR と理念や技法を共有しつ

つも，認知療法と融合したことで，より構造化された

セッションの内容を持っているため，参加者が目的意識

をもって参加しやすいことが利点といえる。実際，ヴィ

パッサナー瞑想とも軌を一にするターゲットスキルが，

セッション毎に明確に設定されている（伊藤，2016）。

構造が明確であることは，指導者のスキルに依存する程

度も少なく，心理療法としての応用可能性も広がるとい

えよう。効果の指標としては，職場ストレスやバーンア

ウト傾向の他，緩和ケアに関わる価値観や態度として感

情労働やスピリチュアルな価値観も取り入れた。また，

獲得されるマインドフルネススキルに関する指標として

も，マインドフルネススキルだけでなく，アクセプタン

スやセルフ・コンパッションなど，多様な指標を用意し

て，検討を行った。

方 法

プログラム参加者

本研究を行った地域において，ホスピス緩和ケアに関

わる医療従事者が所属する複数の職能団体（医師会，看

護協会，心理士会など）に対して，研究の案内と後援依頼

を郵送し，情報周知を依頼した。また，研究を行った地

域でホスピス緩和ケアに関わる全ての病院に，プログラ

ムを案内する文書とチラシを送付して，病院内に掲示す

るなど情報の周知を依頼した。さらに，ホスピス緩和ケ

アに従事する著者らが個別に宣伝を行った。募集定員は

15名とした。その結果，先着順に 15名の応募者を対象

とすることとし，事前説明会に 1名が参加出来なかった

ため，最終的に 14名（男性 3名，女性 11名，M = 43.64

歳，SD = 8.30，range = 33–57）がプログラムに参加

した。参加者の業種別の内訳は，医師 3名，看護師 6名，

臨床心理士 3名，作業療法士 1名，医療ソーシャルワー

カー 1名であった。

トレーニングプログラム

トレーニングは，Segal et al.（2002）の，うつ病の再

発予防のためのマインドフルネス認知療法のマニュアル

に可能な限り忠実に従って行われた。1回あたり 2時間

程度のセッションを毎週 1回で 8週間，グループ形式で

行った。Segal et al.（2002）のマニュアルは，うつ病の

再発予防に焦点化して作成されているため，今回の参加

者に適切な内容となるよう最低限の手続きの変更を行っ

た。具体的な変更点は，通常第 4セッションにうつ病と

自動思考に関する心理教育が行われるが，その内容を緩

和ケアに関わるストレスの心理教育に変更した。また，

第 7セッションで「再発の予兆に気づく」というワーク

が通常行われるが，「再発」という用語は今回の対象者に

はそぐわないことから，「ストレスにはまる時」と表現だ
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け変えて同様の内容を実施した。「再発の可能性に対処

するための行動を見つける」は時間の都合で行わなかっ

た。さらに第 8セッションでは，うつ病の再発予防に関

する話し合いが中心となるところを，本プログラムでは，

緩和ケアの現場において本セッションで学んだことをど

のように活かすかについての話し合いに変更した。

各セッションの目標は，Segal et al.（2002）と同様に

①自動操縦状態に気づく，②うまくいかないとき，③呼

吸へのマインドフルネス，④現在にとどまる，⑤そのま

までいる，⑥思考は事実ではない，⑦自分を大切にする，

⑧これからに活かすであった。それぞれのセッション

は，瞑想実践，ホームワークのふり返り，新たな目標に

ついての講義や詩の朗読や話し合い，新しい瞑想法の実

践という流れで構成されていた。瞑想実践は，「今ここ」

の経験を意識することの導入として「食べる瞑想」，意識

する焦点を絞った懐中電灯で照らすように注意を身体感

覚に向け，全身をスキャンする「ボディスキャン」，身体

をゆっくり動かしながらその瞬間瞬間に身体が感じてい

ることに気づきを向ける「ストレッチ瞑想」，今ここで自

分がしている呼吸に注意を向け，そこから意識が逸れる

ことに気づき，再び注意を戻すことを繰り返す「呼吸瞑

想」等が行われた（指導者が行っている瞑想誘導の方法

や，瞑想指導で心がけている点については，伊藤（2014）

を参照）。毎回のセッションでは，毎日のホームワーク

が課された。前回のセッションで練習した瞑想法を行う

日課（最長 45分）と，日々の生活の中でマインドフルネ

スを意識する日常実践，日常経験に対するモニタリング

が組み合わされた（Table 1参照）。

指 標

（1）心身の健康に関する指標

バーンアウトに関する指標として，日本語版Maslach

Burnout Inventory（MBI；東口他，1998）を用いた。

「情緒的疲弊感と非人間化」「個人的達成感」「身体的疲弊

感」の 3下位因子からなる 22項目 7件法（感じること

はない（0）～毎日（6））の尺度であった。本尺度は，頻

度と強度の二つの観点から測定が可能であるが，作成時

の分析により，強度による回答は内的整合性が十分とは

いえないことが指摘されていることから，本研究では頻

度のみを使用した。

ストレスに関する指標として，看護婦用ストレス反応

尺度 27項目版（SRSN-27；山口・服部・中村・水野・小

林，2001）を用いた。「情動的反応」「認知・行動的反応」

「身体的反応」の 3下位因子からなる 27項目 4件法（あ

てはまらない（0）～非常にあてはまる（3））の尺度で

あった。全ての職種に対応するよう，教示文を一部改変

して用いた。

Table 1 　 MBCTの各セッションの概要（Segal et al.（2002），Segal et al.（2012）を元に筆者作成）
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（2）緩和ケアに関連した価値観や態度に関する指標

仕事に対する態度に関する指標として，看護師の感情

労働測定尺度（ELIN；片山・小笠原・辻・井村・永山，

2005：36項目）を用いた。「探索的理解」「表層適応」「表

出抑制」「ケアの表現」「深層適応」の 5下位因子からな

る 36項目 5件法（行わない（1）～いつも行う（5））の

尺度であった。全ての職種に対応するよう，教示文を一

部改変して用いた。

ターミナルケアに対する態度に関する指標として，

Frommelt のターミナルケア態度尺度日本語版短縮版

（FATCOD；中井・宮下・笹原・小山・清水・河，2006）

を用いた。「死にゆく患者へのケアの前向きさ」「患者・

家族を中心とするケアの認識」の 2下位因子からなる 6

項目 5件法（全くそうは思わない（1）～非常にそう思う

（5））の尺度であった。

スピリチュアリティに関する尺度として，臨老式死生

観尺度（平井・坂口・安部・森川・柏木，2000）を用い

た。「死後の世界観」「死への恐怖・不安」「解放としての

死」「死からの回避」「人生に対する目的意識」「死への関

心」「寿命観」の 7下位因子からなる 27項目 7件法（当

てはまらない（1）～当てはまる（7））の尺度であった。

（3）マインドフルネスに関する指標

マインドフルネススキルに関する尺度として，Five-

Facet Mindfulness Questionnaire 日本語版（FFMQ;

Sato, Sugiura, Ito, & Murakami, 2012）を用いた。「観

察」「反応しないこと」「判断しないこと」「描写」「気づき

の伴う行為」の 5下位因子からなる 39項目 5件法（まっ

たくあてはまらない（1）～いつもあてはまる（5））の尺

度であった。

アクセプタンススキルに関する尺度として，Action

and Acceptance Questionnaire-II（AAQ-II；嶋・柳原・

川井・熊野，2013：7項目）を用いた。単因子からなる

7項目 7件法（全くそうではない（1）～常にそうである

（7））の尺度であった。

マインドフルネストレーニングで涵養される心的態度

として Self-compassion（SC）に注目した。そして，SC

を測定するために，Self-Compassion尺度短縮版（SCS-

SF；富村，2012）を使用した。本尺度の原版の考案者

である Neff（2003）は，「自己への優しさ」「共通の人間

性」「マインドフルネス」の 3因子と，それらに相反する

「自己批判」「孤立」「過剰同一視」を含む 6 下位因子を

想定しているが，近年，尺度構成としては前者 3因子を

まとめた“Self-compassion”と，後者 3因子をまとめた

“self-coldness”の 2因子構造と解釈する方が妥当である

とする主張がなされており（Brenner, Heath, Vogel, &

Credé, 2017），本研究においても，2因子からなる 12項

目 5 件法（いつもそうでない（1）～いつもそうである

（5））の尺度として扱った。

材 料

プログラムの進行にあたっては，毎回配付資料を作

成し，専用のバインダーに綴って各自で保管してもらっ

た。また，ホームワークとなる瞑想法のガイド音声を

自作し，収録した 4 枚の CD を配付した。さらに，理

解を促進するための教材として，第 5，第 6 セッショ

ンにおいて，NHK 海外ドキュメンタリー「治癒と心か

ら病と闘う内なる力：前編（Healing from Within by

Bill Moyers）」の一部を視聴し，話し合った。また，第

4セッションにおいて，「マインドフルネスストレス低減

法（Kabat-Zinn, 1990）」を配布した。食べる瞑想のた

めに干しぶどうを使用し，最終回にはリマインダーとし

てきれいな石（ローズ・クォーツ）を配布した。以上は

いずれも，Segal et al.（2002）と同様の手続きであった。

指導者

本研究の第 1著者がセッション全体の進行とプログラ

ムの指導者を務め，第 2，第 3著者がプログラムの進行

補助を行った。また，第 4セッションの心理教育は第 2

著者が，第 8 セッションの話し合いは第 3 著者が担当

した。

第 1 著者は認知行動療法を専門とする臨床心理士で

あり，マインドフルネス瞑想の実践を日々行っており，

マインドフルネスに関する研究の経験，及び瞑想実践の

経験が 10 年以上あり，マインドフルネストレーニング

の運営を 6回以上経験していた。マインドフルネスにつ

いて，Jon Kabat-Zinnの 3日間研修，Mark Williams，

Zindel Segal，Paul Gilbert等，海外のマインドフルネ

ス研究者の 1日ワークショップに 6回参加していた。さ

らに，禅仏教，及びテーラワーダ仏教の 3日間リトリー

トに 5つ参加して研鑽を積んでいた。

第 2，第 3著者は，いずれも緩和ケアに日々携わる医

師であり（麻酔科医，精神科医），仏教とマインドフルネ

スの研究に関心を持ち，テーラワーダ仏教のリトリート

に参加した経験を持っていた。

手続き

手続きの概略を Figure 1 に示す。初めに，第 1 セッ

ションの 1 カ月前に事前説明会が行われた。ここでは，

①研究の概要，②MBCTプログラム，③これまでの実

証研究に基づく期待される効果，④参加継続とホーム

ワークの重要性，⑤アセスメントの実施計画等が説明さ

れ，インフォームドコンセントを書面で確認した。また，



Ito et al.: MBCT for professional palliative caregiver

Figure 1 　介入手続き及び測定段階の概略

心身両面において参加者がプログラムに参加可能な状態

であるか否かを判断するアンケートに回答を求め，現在

何らかの理由により通院中であるなどの事情がある場合

には，医師が詳細な問診を行い，実験に参加可能である

かを判断した（問診により除外された参加者はいなかっ

た）。その後，ベースラインのアセスメントに回答を求

めた。すべてのセッションは，地域の医師会館の 1室を

借りて行われた。プリテストはセッション 1開始前 3日

以内に，ポストテストはセッション 8終了後 3日以内に

自宅で回答するよう依頼した。8 セッション終了から 4

週間後にブースターセッションを設けた。ここでは，45

分の瞑想の他，この間の自主的な瞑想の様子や生活の変

化等について話し合われた。なお，ブースターセッショ

ンの直前 3日間にフォローアップ・アセスメントの回答

を行ってもらい（1カ月後フォローアップ ，以下「1カ

月後」と記す），ポストテストとフォローアップのアセス

メント用紙を持参してもらった。さらに，セッション終

了 6カ月後に同様のアセスメント用紙を郵送して回答を

求めた（6 カ月後フォローアップ，以下「6 カ月後」と

記す）。

分 析

分析は，統計ソフト HAD（清水，2016）を用いて行っ

た。要因計画は，平常時の各指標の変動を考慮し，ベー

スラインとプリテストの得点の平均値を統制期得点とし

て，これとポストテスト，フォローアップ得点を比較す

る被験者内要因計画であった。分析は，短期的持続効果

を検討するために，統制期，ポストテスト，1カ月後の

3水準による 1要因の分散分析を，長期的持続効果を検

討するために，統制期，ポストテスト，6カ月後の 3水

準による 1要因の分散分析を行った。有意水準は 5%と

し，効果量の判定には η2 を用いた。これは，η2 > .01

を効果量小，> .06 を中，> .14 を大と見なす指標であ

る。有意差が認められた場合には t 検定による多重比

較を行い，有意水準は基本的には 5%，効果量の検討に

は Cohen の d 値を採用した。これは d > 0.2 を効果量

小，> 0.5を中，> 0.8最大と見なす指標である。なお，

検定力分析の結果，本研究の要因計画で有意水準 5%を

前提に十分な検出力（0.8）と効果量（F > 0.4）を確保

するためには，1 群 21 名以上のサンプル数が望まれる

が，MBCTの適正運営人数は 12名程度とマニュアルに

表記があること，また指導者が実際にこれまでに同様の

グループを運営した経験から 15 名程度が上限であると

感じていたため，参加者の人数を制限せざるを得なかっ

た。そこで，有意水準を 10% に緩和して検定力分析を

行うと，16名程度のサンプル数があれば統計的分析が不

可能ではないことが示され，本研究のサンプル数でも効

果量や検出力の面では全く無効とはいえない水準に達す

ると考えられた。そこで，参考までに，分散分析で有意

傾向が示された指標についても，多重比較を行うことと

した（多重比較の有意水準は有意差が示された時と同様

5%とした）。

さらに，効果変数とプロセス変数の関連を検討する

ため，心身の健康に関する指標（MBI，SRSN-27）及び
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緩和ケアに関連した価値観や態度に関する指標（ELIN，

FATCOD，臨老式死生観尺度）と，マインドフルネスに

関する指標（FFMQ，AAQ-II，SCS-SF）の，統制期か

ら 1カ月後及び 6カ月後にかけての変化量の相関係数を

算出した。

倫理的配慮

本研究は，第 2著者が所属する医療機関の倫理委員会

の承認を経て行われた。具体的には，人に対する医学的

研究の指針である「ヘルシンキ宣言」を遵守し，①研究参

加者には，プログラムの内容，予想される利益，不利益，

本研究の結果は集団で処理され，個人のプライバシーが

外部に漏れることは一切ないこと，参加の継続は参加者

の意思に基づいており，中止はいつ申し出てもよく，そ

れにより不利益が生じることはないこと，本研究の結果

は研究発表に利用することなどを，書面と口頭で説明を

行い，了承したもののみが研究に参加する，②参加者が

プログラムに参加できる心身の状態にあるか，医師によ

る問診を行って，問題ないと判断されたもののみが参加

する，③プログラムの内容は，マインドフルネスに精通

した医師，心理士が適切性，無害性について十分に検討

を重ねて作成する，④プログラム内で，個人のプライバ

シーを開示する場面は最小限にとどめ，またどのような

発言も参加者の意思でおこなうこと，ここで参加者同士

で話されたどのような話も外で口外しないことを全体の

約束とする，⑤測定する指標は目的に合致した最小限の

ものとし，いずれも信頼性と妥当性の確認されたものを

使用する，⑥すべてのアンケート用紙は鍵のかかるキャ

ビネットで厳重に保管する，などの配慮を行った。

結 果

途中ドロップアウトした参加者はおらず，全員が 8回

中 5 回以上のセッションに参加していたため（参加率

89.3%），全参加者を per-protocol分析の対象とした。し

かし，アセスメント期において指標の回収が出来なかっ

た参加者が，ポストテストに 2名，6カ月後フォローアッ

プに 3 名いた。これらを欠損値として扱うと，サンプ

ルサイズがさらに減ることで検出力が大きく減少するこ

とや，グループの性質が都合のよい方向に歪んでしまう

（例えば，毎回参加して確実に質問紙を提出するような

「理想的な参加者」のみが残ってしまうなど）バイアス

なども懸念される。そこで，Last Observation Carried

Forward（LOCF）法による補完を行い，分析を進めた。

各測定段階の指標毎の平均得点と標準偏差を Table 2に

示す。

Table 2 　各指標の測定段階毎の平均得点と標準偏差
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1．1カ月後までの効果

介入の効果及び 1カ月後までの短期的持続効果を検討

するため，各指標得点について，1要因 3水準（統制期，

ポストテスト，1カ月後）の分散分析を行った。

その結果，MBI の「身体的疲弊感」下位尺度におい

て，有意差が認められた（F (2, 26) = 4.19，p = .033，

η2 = 0.05）。多重比較の結果，統制期とポストテストの

間（t(13) = 2.65，p = .020，d = .40（95%，CI = −0.33，

1.13）），及び統制期と 1 カ月後の間（t(13) = 2.27，

p = .041，d = .54（95%，CI = −0.19, 1.27））に有意

差が認められた。統制期からポストテスト及び 1カ月後

にかけて，MBI の身体的疲弊感得点が有意に低下した

ことが示された。その他の下位尺度に有意差は見られな

かった。

SRSN-27の「身体的反応」下位尺度において，有意傾向

が認められた（F (2, 26) = 2.27，p = .090，η2 = 0.06）。

多重比較の結果，統制期とポストテストの間（t(13) =

2.71，p = .018，d = .51(95%，CI = −0.23，1.23））に有

意差が認められた。統制期からポストテストにかけて，

SRSN-27 の身体的反応得点が低下する傾向があること

が示唆された。合計得点，及びその他の下位尺度に有意

差は見られなかった。

FATCOD の「患者・家族を中心とするケアの認識」

下位尺度において，有意傾向が認められた（F (2, 26) =

2.93，p = .077，η2 = 0.08）。多重比較の結果，有意差は

認められなかった。合計得点，及び「死にゆく患者への

ケアの前向きさ」下位尺度にも有意差は見られなかった。

臨老式死生観尺度の「死への関心」下位尺度におい

て，有意差が認められた（F (2, 26) = 4.60，p = .021，

η2 = 0.04）。多重比較の結果，統制期と 1 カ月後の

間（t(13) = −2.98，p = .011，d = −.40（95%，CI

= −1.13，0.33）），及びポストテストと 1 カ月後の間

（t(13) = −2.38，p = .034，d = −.41（95%，CI = −1.13，

0.32））に有意差が認められた。統制期及びポストテスト

から 1カ月後にかけて，臨老式死生観尺度の死への関心

得点が，有意に上昇したことが示された。その他の下位

尺度に有意差は見られなかった。

FFMQ の合計得点において，有意差が認められた

（F (2, 26) = 6.96，p = .007，η2 = 0.08）。多重比較の結

果，統制期と 1カ月後の間（t(13) = −2.95，p = .012，

d = −.62（95%，CI = −1.36，0.12）），及びポストテス

トと 1カ月後の間（t(13) = −2.82，p = .014，d = −.50

（95%，CI = −1.22，0.24））に有意差が認められた。統

制期及びポストテストから 1 カ月後にかけて，FFMQ

の合計得点が有意に上昇したことが示された。また，

「観察」下位尺度得点において，有意差が認められた

（F (2, 26) = 6.92，p = .004，η2 = 0.10）。多重比較

の結果，統制期とポストテストの間（t(13) = −2.33，

p = .036，d = −.45（95%，CI = −1.18，0.28）），及

び統制期と 1 カ月後の間（t(13) = −3.69，p = .003，

d = −.73（95%，CI = −1.43，0.02））に有意差が認めら

れた。統制期からポストテスト及び 1 カ月後にかけて，

FFMQの観察得点が，有意に上昇したことが示された。

次に，「反応しないこと」下位尺度得点において，有意差

が認められた（F (2, 26) = 6.73，p = .004，η2 = 0.11）。

多重比較の結果，統制期と 1カ月後の間（t(13) = −2.94，

p = .011，d = −.71（95%，CI = −1.46，0.03）），及びポ

ストテストと 1カ月後の間（t(13) = −3.42，p = .005，

d = −.69（95%，CI = −1.43，0.06））に有意差が認めら

れた。統制期及びポストテストから 1 カ月後にかけて，

FFMQの反応しないこと得点が，有意に上昇したことが

示された。さらに，「描写」下位尺度得点において，有意差

が認められた（F (2, 26) = 5.67，p = .012，η2 = 0.06）。

多重比較の結果，統制期と 1カ月後の間（t(13) = −2.96，

p = .011，d = −.54（95%，CI = −1.27，0.20））に有意

差が認められた。統制期から 1カ月後にかけて，FFMQ

の描写得点が，有意に上昇したことが示された。その他

の下位尺度に有意差は見られなかった。

ELIN，AAQ-II，SAS-SFについては，合計得点，下

位尺度とも有意差は見られなかった。

2．6カ月後までの効果

介入の効果が 6カ月後まで長期に維持しているか否か

を検討するため，各指標得点について，1要因 3水準（統

制期，ポストテスト，6カ月後）の分散分析を行った。

その結果，FATCODの「患者・家族を中心とするケ

アの認識」下位尺度得点において，有意差が認められた

（F (2, 26) = 4.43，p = .030，η2 = 0.10）。多重比較の結

果，統制期と 6カ月後の間（t(13) = −3.30，p = .006，

d = −.75（95%，CI = −1.50，-0.00））及びポストテス

トと 6カ月後の間（t(13) = −2.26，p = .042，d = −.51

（95%，CI = −1.24，0.22））に有意差が認められた。統

制期及びポストテストから 6カ月後にかけて，FATCOD

の「患者・家族を中心とするケア」の認識得点が有意に

上昇したことが示された。合計得点，及び「死にゆく患

者へのケアの前向きさ」下位尺度得点に有意差は見られ

なかった。

臨老式死生観尺度の「解放としての死」下位尺度得

点において，有意差が認められた（F (2, 26) = 7.29，

p = .003，η2 = 0.18）。多重比較の結果，統制期と 6カ

月後の間（t(13) = −2.83，p = .014，d = −.93（95%，



伊藤ほか：緩和ケア医療従事者のためのMBCT

CI = −1.58，-0.07）），及びポストテストと 6 カ月後

の間（t(13) = −3.45，p = .004，d = −.93（95%，CI

= −1.69，-0.17））に有意差が認められた。統制期及び

ポストテストから 6 カ月後にかけて，臨老式死生観尺

度の解放としての死得点が有意に上昇したことが示され

た。合計得点及びその他の下位尺度に有意差は見られな

かった。

FFMQ の合計得点において，有意傾向が認められた

（F (2, 26) = 4.11，p = .053，η2 = 0.09）。多重比較の結

果，統制期と 6カ月後の間（t(13) = −2.17，p = .049，

d = −.64（95%，CI = −1.38，0.10））に有意差が認め

られた。統制期及から 6 カ月後にかけて，FFMQ の合

計得点が上昇する傾向が示唆された。参考までに，統

制期，ポストテスト，1 カ月後，6 カ月後の各段階に

おける FFMQ 合計得点の推移を Figure 2 に示す。次

に，「観察」下位尺度得点において，有意差が認められ

た（F (2, 26) = 6.13，p = .010，η2 = 0.12）。多重比

較の結果，統制期とポストテストの間（t(13) = −2.33，

p = .036，d = −.45（95%，CI = −1.18，0.28）），及

び統制期と 6 カ月後の間（t(13) = −3.01，p = .009，

d = −.80（95%，CI = −1.56，0.05））に有意差が認め

られた。統制期からポストテスト及び 6 カ月後にかけ

て，FFMQの「観察」得点が，有意に上昇したことが示

された。参考までに，統制期，ポストテスト，1カ月後，

6カ月後の各段階における FFMQ「観察」下位尺度得点

の推移を Figure 3に示す。さらに，「描写」下位尺度得

点において，有意傾向が認められた（F (2, 26) = 3.91，

p = .064，η2 = 0.11）。多重比較の結果，有意差は認め

られなかった。その他の下位尺度に有意差は見られな

かった。

MBI，SRSN-27，ELIN，AAQ-II，SAS-SFについて

は，合計得点，下位尺度とも有意差は見られなかった。

Figure 2 　測定段階毎の FFMQ の合計得点の変化

Figure 3　測定段階毎の FFMQ「観察」下位尺度得点の変化

3．効果変数とプロセス変数の変化量の関連

本プログラムにより得られた効果は，どのようなマイ

ンドフルネス関連指標の変化を通して得られているのか

を検討するため，効果変数とプロセス変数の変化量の相

関係数を算出した。効果変数をMBI，SRSN-27，ELIN，

FATCOD，臨老式死生観尺度の各回尺度得点，プロセス

変数を FFMQ，AAQ-II，SCS-SFのそれぞれの合計得

点とし，短期的持続効果（統制期から 1カ月後までの変

化量），及び長期的持続効果（統制期から 6 カ月後まで

の変化量）をそれぞれ検討した（Table 3，4参照）。

その結果，短期的持続効果においては，MBIの「情緒

的疲弊感と非人間化」下位尺度は SCS-SFと中程度の有

意な正の相関が認められた。SRSN-27においては，「情

動的反応」下位尺度得点は FFMQ，AAQ-II，SCS-SFと

それぞれ中程度の適応的な相関関係を持ち，AAQ-IIは

5% 水準で，SCS-SF は 1% 水準で有意であった。同様

に「認知・行動的反応」下位尺度は FFMQ，AAQ-IIと

中程度の，SCS-SFとは強い相関を示し，いずれも有意

であった。さらに，「身体的反応」下位尺度においては，

AAQ-II 及び SCS-SF との間に中程度の相関が見られ

た。ELINにおいては，「表出抑制」下位尺度が AAQ-II

と中程度の正の相関，「深層適応」下位尺度が SCS-SF

と中程度の正の相関を示した。さらに，FATCOD にお

いては，「患者・家族を中心とするケアの認識」下位尺度

が AAQ-IIと中程度の正の相関を示した。臨老式死生観

尺度とプロセス変数の変化量に中程度以上の，あるいは

有意な相関は見られなかった。

次に，長期的持続効果においては，MBI の「情緒的

疲弊感と非人間化」下位尺度は FFMQと中程度の有意

な（5%）負の相関，AAQ-II と強い有意（1%）な正の

相関，SCS-SF と強い有意（1%）な負の相関を示すこ
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Table 3　統制期から 1カ月後にかけての

効果指標とプロセス指標の変化量の相関係数

とが明らかとなった。その他，「個人的達成感」下位尺

度は，SCS-SFとの間に中程度の正の相関を示した。ま

た，「身体的疲弊感」は AAQ-II との間に中程度の正の

相関を示した。次に，SRSN-27においては，「情動的反

応」「認知・行動的反応」「身体的反応」の各下位尺度と

も，AAQ-II とは中程度の正の相関，SCS-SF とは中程

度の負の相関を示し，FFMQ とは弱い負の相関を示す

にとどまった。ELIN においては，「探索的理解」下位

尺度は AAQ-II途中程度の負の相関，SCS-SFとは中程

度の有意な正の相関を示した。「表層適応」は FFMQと

中程度の有意な正の相関，SCS-SFと中程度の正の相関

を示した。「表出抑制」は FFMQとの間にのみ中程度の

有意な正の相関を示した。「ケアの表現」「深層適応」は

いずれの変数とも中程度の相関を示した。臨老式死生観

尺度については，「死後の世界観」下位尺度は FFMQと

Table 4　統制期から Follow-up2にかけての

効果指標とプロセス指標の変化量の相関係数

中程度の負の相関を示した。「死からの回避」下位尺度

は，SCS-SFと中程度の負の相関を示した。「人生におけ

る目的意識」下位尺度は AAQ-II と中程度の負の相関，

SCS-SFとは中程度の正の相関を示した。

考 察

1．結果の総括

本研究の目的は，8 セッションの MBCT に基づくマ

インドフルネストレーニングプログラムが，ホスピス緩

和ケアに従事する医療専門家のストレス軽減や資質の向

上に及ぼす影響を検討することであった。その結果，本

プログラムの効果は，短期的にはバーンアウト傾向の身

体的疲弊感を低減し，身体的ストレス反応を低減させる
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傾向があることが示された。また，死生観について，死

に対する関心を高めることが示された。さらに，マイン

ドフルネススキルとしては，総合得点の他，自身の経験

を観察するスキル，不快な経験に対して反応しないスキ

ル，自身の経験を言語的に描写するスキルを高めること

が明らかとなった。身体的疲弊感やストレス反応に対し

ては統制期からポストテストにかけて即時的に効果を発

揮していたが，死への関心やマインドフルネススキルは

1カ月後のフォローアップ時に変化が見られた。このこ

とから，本プログラムは，身体的な疲弊を緩和する即時

的効果を有するが，それはマインドフルネススキルの獲

得とは別の効果メカニズムによりもたらされていること

がうかがえた。さらに，6カ月後までの長期的持続効果

を検討した結果，バーンアウト傾向やストレス反応に及

ぼす効果は消失していたが，ターミナルケアは患者・家

族を中心とすべきであると認識する態度や，「死とは苦悩

からの解放である」とする価値観の向上が認められた。

さらに，マインドフルネススキルとしては，自身の経験

を観察するスキルの向上に有意差が認められたほか，総

合得点や自身の経験を言語的に描写するスキルについて

もその傾向がうかがわれた。以上の結果から，ストレス

緩和に関する本プログラムの長期的維持効果は見られな

かったものの，長期的スパンで緩和ケアや死に対する態

度を変容し，またプログラムにおいて獲得されたマイン

ドフルネススキルも一定程度維持されていたことが明ら

かとなった。

2．効果の指標について

バーンアウト傾向やストレス反応の軽減が短期的に

は見られたものの，長期に持続しなかったことについて

は，支援者を対象にMBCTの効果を検討したいくつか

の研究で同様の結果が得られている（e.g., Fegg et al.,

2013）。特に緩和ケアの現場では日々新しいストレスや

困難が生じており，そうしたストレッサーに対する反応

をなくすことは難しいのかも知れない。マインドフルネ

ストレーニングの一義的な目的はストレスをなくすこと

ではなく共に生きることであり（Kabat-Zinn, 1990），ス

トレス反応の高さだけでなく，そうしたストレス反応を

抱える自分自身をどのように受け止めつつ生活をしてい

るのかにも注目し，今後より詳細な検討が必要といえる。

なお，バーンアウト傾向について，Lewiston, Conley, &

Blessing-Moore（1981）によれば，MBIの総合的なバラ

ンスを加味した得点を，「身体的疲弊感」と「情緒的疲弊

と非人間化」の合計得点（0～ 84）から「個人的達成感」

の得点（0～ 48）を減じることで算出することが出来る。

本邦の看護師を対象とした川村・鈴木（2014）の研究で

は，回答者の平均得点は 10.9点と報告されているが，本

プログラムの参加者の統制期得点をこの式に当てはめて

計算すると −1.27 点であった。この結果から本プログ

ラムの参加者は，日々の緩和ケア業務に対して疲弊感よ

りも達成感を感じている参加者が多かったことが示唆さ

れる。特に本プログラムのようなケアを求めているであ

ろう疲弊感の強い参加者にどのような効果を及ぼしたの

か，今後より詳細な検討を行っていく必要がある。

また，緩和ケアについての価値観に関する指標におい

ては，短期的には死に対する関心が高まり，より長期的

には患者や家族中心のケアの重要性を認識し，死を解放

と捉える価値観が高まっていた。この中で，死を解放と

して捉える価値観が高まることは，安易な死の選択を助

長するものではないかと訝しく思われるかも知れない。

しかし，得点をよく見ると，「解放としての死」について

は，統制期平均得点が 13.03点であり，ここに含まれる

4項目全て「どちらとも言えない」と回答することで得

られる 16 点よりも，若干「死は解放とは思わない」方

向に偏っていた。これが，6カ月後時には 17.43点とよ

り中央に近づく結果となったのである。つまり，この結

果は，死を解放と見なすようになったというよりも，死

に対する価値観が多様化した，あるいは柔軟になったと

受け止めるべきである。他方，「死に対する関心」と「患

者・家族を中心としたケアの認識」得点については，統

制期の得点が中央値付近にあったのに対して，6カ月後

時には各項目 1点分程度関心や認識が深まる方向に動い

ていた。緩和ケアや死に対する価値に対する問いは誰に

とっても回答が難しく，またその多様性もあるため，多

くの指標において平均値は「どちらとも言えない」とい

う中央値に近い得点となっていた。そうした中でマイン

ドフルネストレーニングは，何か特定の価値観を促進す

るのではなく，死に対する関心を高め，自身の価値観か

ら離れて患者や家族の価値観を受け入れること，関心を

持つことを促進したといえる。これらの結果は，本プロ

グラムが，緩和ケア従事者としての資質の向上に貢献し

えたと解釈しうる。

3．マインドフルネススキルについて

今回，マインドフルネススキルの中でポストテストの

段階から有意な向上を示したのは，「観察」であった。本

プログラムの参加者は，セッション終了後もこうしたス

キルを意識して高めていき，6カ月後時には，大きな効

果量を示すに至った（d = −.804，Figure 3参照）。観察

スキルとは，「歩いているときに，自分の体が動いている

感覚に意識的に注意を向けるようにする」「物事のにお

いや香りに気づく」など，自身の経験に意識的に注意深
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くなることを含む。このスキルは，主にMBCTの第 2，

第 3 セッションで強調されるスキルと関連する（伊藤，

2016）。MBCTは，自身の経験に注意深くなるだけでな

く，どんな経験にもしっかり直面した上で（正知：clear

comprehension），それに反応しない（捨：equanimity）

スキルの獲得を目指す（伊藤，2016）。正知も捨もヴィ

パッサナー瞑想で獲得が目指されるスキルであり，これ

らの過程を適切に測定しうる尺度はまだ無いが，FFMQ

の「反応しないこと」下位尺度がある程度反映するもの

と想定される。しかし，本研究では 1カ月後時において

有意な向上が認められているものの，6カ月後では有意

差が消失している。つまり，本プログラムでは，気づき

観察するスキルは習得できたが，直面しつつ反応しない

スキルの獲得は十分ではなかったといえる。こうした点

に，本プログラムの指導者の力量も影響していたことは

否めないであろう。

さらに，今回，AAQ-II及び SCS-SFの合計得点，及

び下位尺度得点についてはいずれも有意な変化は認め

られなかった。Kuyken et al.（2010）によれば，self-

compassion（SC） の涵養は，MBCT のうつ病再発予

防効果を予測する最も重要なプロセス要因であることが

示されている。実際本研究においても，効果の指標の変

化と有意な相関が最も多く見られたのは SCS-SF の変

化であった。SC の涵養は MBCT の指導においても重

要視されており，MBCT マニュアルの第 2 版（Segal,

Williams, & Teasdale, 2012）では，1 章を割いて丁寧

に解説されている。そこでは，慈悲瞑想などの特別な技

法を用いるのではなく，指導者自身がセッションの中で

参加者に SCを与え，そのモデルとなることが強調され

ている。SC は自己批判などの自身や自身の感情との関

わり方を緩和する効果も示されており（Neff & Germer,

2013），指導者が SCを伝えるスキルを高めることが，上

記の正知や捨といったスキルを伝えることにも貢献する

と考えられる。MBCT の本来の効果を検討するために

は，指導者がこうした技術を持つことが不可欠な前提条

件といえる。

4．本研究の限界と今後の展望

ホスピス緩和ケアに関わる医療従事者を対象とした

MBCT プログラムの効果の検証は，世界でも初の試み

であり，そこに一定の成果を認めたことは，本研究の

意義を示すものである。今後は，参加者の特性やホーム

ワークの実施率等が効果に及ぼす影響についても，さら

に突っ込んだ分析を行う必要がある。また，本研究は統

制群を設けたり，無作為割り付けを行ったりした研究で

はない。実際，本研究の参加者は，参加当初からバーン

アウト傾向が低い特徴が見られた。本研究はあくまでパ

イロット研究の位置づけであり，今後は無作為割り付け

統制試験を行い，さらに厳密にその効果性を検証する必

要があるであろう。また，本研究ではプログラムを適切

に運営するための人数制限の問題から，十分な検定力を

確保するサンプル数で分析を行うことが出来なかった。

欠損値に対して LOCF 法による補完を行ったが，全体

のサンプル数が小さいことは補完の影響が相対的に大き

くなることを意味しており，その影響も否定できないで

あろう。今後は，プログラムを複数実施することで参加

者を確保し，効果を検討する必要がある。

さらに，先にも述べたようにマインドフルネストレー

ニングプログラムの効果を検討する上で指導者のスキル

は不可欠である。本研究におけるマインドフルネス指導

者は，2017年 8月 16日～ 18日に開催された，日本マイ

ンドフルネス学会主催 MBCT ワークショップ 2017 に

参加し，MBCT国際資格のModule 2の指導をWillem

Kuykenオックスフォードマインドフルネスセンター所

長より受けた。その中で，マニュアルに出来るだけ忠実

に従っているつもりでも，まだまだ理解が十分でなく，

その内容を生かし切れていない箇所が何点かあったこと

に気づかされた。例えば，3 分間呼吸空間法は，3 セッ

ション目から導入し，少しずつやり方を進化させながら

技術としての定着を目指すが，指導者は，特に 5 セッ

ション目から導入される，苦しい場面を思い出した上で

それへの対処として呼吸空間法を用いることの意義の理

解が十分でなかったため，時間がないことを理由にその

スキルの指導を十分行っていなかった。しかし，Module

2の研修の中で，このスキルが，思考と具体的な関わり

方を練習する重要なステップであるとの指導があった。

MBCT のプログラムは全ての要素がブロックを積むよ

うに構造化されており，ただやり方を指導するだけでな

く，要素 1つ 1つの意図を明確に理解した上でないと十

分な指導が出来ないことを痛感した。本邦で質の高いマ

インドフルネス研究が行われるためにも，マインドフル

ネスの指導者養成システムの構築が早急になされ，十分

な技術を持つ指導者の下で研究が行われる必要があると

感じた次第である。

最後に，「マインドフルネスは，魔法でも治療の特効

薬でもない。心理療法ですらない。マインドフルネスと

は生き方そのものである。」とは，Jon Kabat-Zinn氏が

2012 年に来日した際に最後に残した言葉である。本研

究において，治療終了から半年後に自身の職務に対する

価値観が変わっていた参加者は，恐らくマインドフルな

生き方を選択した人たちであろう。こうした結果は，指

導に携わった者を幾ばくかほっとさせてくれる。昨今の
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「魔法的マインドフルネス」に対する信仰に迷うことな

く，マインドフルな生き方を選ぶ人を少しでも増やすこ

とが我々の使命である。そして，そのことの成果をどの

ような形で科学的に実証していくべきか，これまでの価

値観に囚われることなく探求を続けていく必要がある。
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