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Yamaguchi: Mindfulness Forum 2016 Night Seminar

国際心理学会議（於：パシフィコ横浜）の開催期間中

に，会場近くの会議室でマインドフルネスフォーラム

2016の最後のプログラムであるMBCTナイトセミナー

（日時：2016年 7月 28日（木）18:00～ 20:00，於：横

浜ランドマークタワー）が開催された。

平日午後 6 時からの開催であったが 100 名を超える

方々が席に座り，緊張と興奮の中，マーク・ウィリアム

ズ博士（Dr. Mark Williams）の会場入りを今か今かと

待っているのが伝わってきた。フォーラムをオーガナ

イズする立場として準備段階からこのプロジェクトに

携わってきた私も，それも今日で終わりだと思うとセミ

ナーへの期待とともに一抹の寂しさを感じながら席に着

いた。

ウィリアムズ博士から直接お話をうかがえるこの機会

に，参加者の日々の臨床実践の中でおこる疑問や悩みに

焦点を当て，資料やスライドをあえて使わず Q & Aだ

けで進めるセミナーをおこなえたら貴重な体験になるの

ではないかと考え計画したが，博士の臨床経験と長年の

研究に基づいた豊富な知識から生まれるアドバイスは，

どれもすぐに私たちの臨床実践に応用できるものであ

り，期待を裏切らない貴重な 2時間となった。

セミナーは，ウィリアムズ博士のガイドによるマイン

ドフルネス瞑想から始まった。瞑想を始める前におこな

われた座り方の説明では，具体的な姿勢の取り方の後に

付け加えられた「覚醒をしているということを表すよう

な姿勢が大切である」という博士の言葉が印象に残って

いる。瞑想体験のシェアリングの後，8週間プログラム

（Segal, Williams, & Teasdale, 2013）の各セッションの

説明，Q & Aへと移っていった。質問は，①マインドフ

ルネスの理論的な話，②どのようにマインドフルネスを

適用するか，③指導をしている中で起きる疑問や困難だ

と感じていること，④自分自身の実践に関すること，こ

の 4つに分かれるとウィリアムズ博士は話されていた。

熱心な参加者から，沢山の質問が挙げられたが，指導

する場合の適用方法や悩みが質問の中心になっていたよ

うに思う。私が記録をしたものだけでも「セッション 6

における参加者へのかかわり方」，「8週間プログラムの

グループ構成やトレーニングの進め方」，「生活習慣病の

患者に対する食べる瞑想の適用方法」，「鬱病の方々への

適用方法に関しての疑問」などの質問が挙がっていた。

その中のひとつを私の記録をもとにここで紹介した

い。産婦人科医からの周産期医療分野における取り組み

の事例や効果についての質問であった 。それに対して，

まずウィリアムズ博士が言われたのは，出産時にどのよ

うな苦しみがあるかということを考えることがプログ

ラムを作る際に大切になるということであった。マイン

ドフルネスストレス低減法（Mindfulness-based stress

reduction: MBSR）が主に「痛み」に，また,マインドフ

ルネス認知療法（Mindfulness-based cognitive therapy:

MBCT）が主に「堂々巡りをする思考」に注目をしてプ

ログラムを立ててきたように，出産時においては「その

時に起こる不安や痛みへの恐れ」に注目をしたプログラ

ムを考えるべきである, ということが主旨である。子ど

もが生まれることや親になることなど人間関係の恐怖心

があるのではないか。出産は，病気なのか怪我なのか。

なぜ，痛みがあるのか。このようなことに対して気づき

を向けるようなトレーニングを構成することが重要であ

ると強調された。また，参加者の好奇心を醸成し，興味

を持続しやすいようなゲーム性があるプログラムを入れ

ることも大切と，一つのゲームを例に挙げながら説明を

されていた。

ウィリアムズ博士が様々な質問に答える中で，繰り返

し言われていたことで印象に残っていることがある。①

マインドフルネスにおいて何よりも重要なのは実践を続

けることで，指導するならば少なくとも数カ月実践をお

こなった上で始めることが大切であること，②いつも初

心を忘れず，好奇心を持って実践すること，③呼吸に戻

ることを忘れないこと，④マインドフルネスのトレーニ

ングは，対象グループのおかれている苦悩がなにかを考

えるのが重要であること，この 4 つである。これらの

ことはワークショップでも繰り返し言われていたことで

あった。この 4つとも，マインドフルネスのトレーニン

グを指導する上で基本的なことであり，そこから答えや

可能性が広がっていくことを今回の Q & Aを通して再

度確認した。

ウィリアムズ博士は，どのような質問やフィードバッ

クに対しても歓迎して，微笑みながら真摯に応え，時に

話がエキサイトしてくると，ゆっくりと優しい声で「こ

こで 1回瞑想をしましょう」と，私たちが“今ここにい

る自分”に戻れる時間を作ってくれた。全ての“時”に

ウィリアムズ博士の呼吸が感じられ，私は博士と繋がっ

ていることを感じながらそこに居ることができた。会場

にいた参加者全ての人たちが同じような体験をしていた

のではないだろうか。

7月 16日から始まった マインドフルネスフォーラム

2016 も，28 日の MBCT ナイトセミナーの時には，参

加者のみならず，関係者やスタッフの全てがウィリアム

ズ博士のファンになっていた。「ストレスフルになって

いた心身が博士と話しただけで解放されていくのを感

じた」「毎日，博士が来られるとにっこり笑顔で挨拶を

してくれた。それがなにより嬉しくて」と口々に博士へ

の思いを語っていた。あるワークショップのお昼休みの
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山口：マインドフルネスフォーラム 2016 MBCTナイトセミナー

こと，お弁当を食べ終わった博士はそっと静かに目を閉

じ瞑想を始められた。その姿は，さりげなく穏やかでそ

して愛に満ちていた。それとともに博士のまわりの空気

が変わっていくのを感じながら私も横で瞑想を始めてい

た。心地よい空間の中で過ごした至福の記憶は，今もか

らだとこころに鮮明に残っている。学術や実践面で多く

の知識や体験をいただいたが，なによりも博士の瞑想の

在り方，その存在から得たものが一番の学びであったと

感じている。

ウィリアムズ博士には，このプロジェクトの準備段階

から始まり，日本滞在中そして今に至るまで，いたらぬ

事務局を尊重し思いやりを持って受け入れてくださった

こと，なによりお忙しい中来日くださり私たちに沢山の

貴重な体験を与えてくださったことに心より感謝申し上

げたい。そして，フォーラムにご参加くださった皆様，

応援やお手伝いをしてくださった皆様，すべての皆様に

御礼申し上げたい。

最後に，ウィリアムズ博士から MBCT ナイトセミ

ナー参加者へのメッセージを私の記録をもとにここに紹

介し，私の体験記を締め繰りたいと思う。「皆さんのマ

インドフルネスの実践がどのようなレベルにあっても，

いつも初心を忘れてはいけない。その心を持ってはじめ

て，マインドフルネスの楽しみや素晴らしさを体感でき

ることであろう。そのためには実践が必要であり，いつ

も初心を持ち続けていれば，それは価値あるものになる

であろう」。
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