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Abstract

Limited research has been conducted at psychiatric hospitals in Japan on group ther-

apy that employs mindfulness. In this study, a group therapy program that employed

mindfulness-based cognitive therapy was developed and implemented at Psychiatric

Hospital A. Patients who consulted at the outpatient clinic were targeted. The pro-

gram included eight weekly two-hour sessions and a follow-up session. Given the

study’s location, exclusion criteria were relaxed, and patients with a wide variety of

complaints participated in the program. Seven courses of the program were conducted

in which a total of 31 patients participated. Their diagnoses included depression, anx-

iety disorder, bromyalgia, and schizophrenia. The majority of participants were also

undergoing diagnosis of multiple mental illness complications. A comparison of the

results of the questionnaire scale before and after the program showed an improvement

in mindfulness, depression and quality of life. Furthermore, the needs and problems

of mindfulness in psychiatric clinical practice obtained from participants’ impressions,

and aspects of practice in psychiatric hospitals were examined. It is expected that the

findings of the study will result in further expansion of the practice of mindfulness.
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概　要

本邦では精神科病院においてマインドフルネスに基づいた集団療法の実践や報告は少な

い。今回 A精神科病院の外来患者を対象にマインドフルネス認知療法に基づく集団プログ

ラムを実施した。プログラムは週 1回 2時間で合計 8回のセッションと終了後 1カ月後の

フォローアップから構成され，計 7グループに対して 1クールからなるプログラムが実施

された。参加者募集の際，日常臨床場面の実態により近づけるため，参加者の除外基準を

緩和し，合計 31名が参加した。参加者はうつ病，不安障害，線維筋痛症，統合失調症など

の診断を受け，ほとんどの参加者がそれ以外にも複数の精神疾患の合併診断を受けていた。

プログラム実施前後の質問紙尺度の結果の比較により，参加者のマインドフルネスの向上

及び抑うつの低下，QOL の向上等が示された。精神科臨床現場おいてマインドフルネス

療法を行う際のプログラムに必要な工夫点，参加者からのニーズや今後の課題を検討した。

キーワード：マインドフルネス，精神科病院，集団療法
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背景と目的

マインドフルネスとは「意図的に，現在の瞬間に，そし

て瞬間瞬間に展開する体験に判断をせずに注意を払うこ

とで現れる気づき」（Kabat-Zinn, 2003）と定義されてい

る。現在，マインドフルネスに着目した心理療法が様々

な対象者に実施され，その有効性が検証されている。例

えば，Kabat-Zinn（1982）が慢性疼痛患者を対象に集団形

式で実践したことに始まり，精神的健康の増進やうつ病

再発リスク予防のシステマティックレビュー（Fjorback,

Arendt, Ørnbøl, Fink, & Walach, 2011），がん患者に対

するメタアナリシス（Ledesma & Kumano, 2009），など

様々な実践・研究が報告されている。また，精神科臨床の

領域においては，精神病の早期介入（Ashcroft, Barrow,

Lee, & MacKinnon, 2012），不安障害における無作為比

較試験（Vøllestad, Sivertsen, & Nielsen, 2011），青年期

への対応（Biegel, Brown, Shapiro, & Schubert, 2009）

などの実践・研究がなされている。

一方で，佐渡（2015）は医療の領域においてマインド

フルネス的介入を適用するに当たって，諸外国において

は様々な疾患領域においてその効果や効率性が検証され

ているのと比較して，わが国においては未だ十分な検証

が実施されておらず，日本人の患者においても同様の効

果が確認されるとは限らないと述べている。とりわけ，

本邦においてマインドフルネスに基づく集団療法を実践

した研究報告はごくわずかである。

例えば勝倉・伊藤・児玉・安藤（2008）は，外来患者

8名を対象に，簡便で手軽なマインドフルネスに基づく

ストレスリダクションプログラムとして，1カ月間，自

宅での瞑想訓練を実施し，その効果を検討している。そ

の結果，瞑想訓練によって心配に関するネガティブな信

念といったメタ認知的信念の改善が認められ，破局的思

考を緩和させる認知的スキルの向上と，自動的処理思考

が減少したこと，さらに訓練を十分に行えた患者のほう

が，認知的スキルの獲得が促進されたことを報告してい

る。また，伊藤（2011）は 13 名の慢性疼痛患者を対象

に 1回 90分，計 6回のマインドフルネスをベースとし

た集団認知行動療法を実施し，その中から 1名の症例を

取り上げて，マインドフルネス的介入が効果をもたらす

ための要点などについて検討している。

これらの報告は，実際の臨床現場においてマインド

フルネスに関わる集団プログラムを実践し，効果を

検討しているが，家庭で実践する簡易的なプログラ

ムに改編した実践であったり，参加者全体の評価で

はなく，一部の参加者について分析する限定的な効

果検討に留まったりしている。つまり，マインドフル

ネス認知療法（Mindfulness-based Cognitive Therapy:

MBCT; Segal, Williams, & Teasdale, 2002越川（監訳）

2007）やそのベースとなるマインドフルネスストレス

低減法（Mindfulness-Based Stress-Reduction: MBSR;

Kabat-Zinn，1990 春木訳 2007）のプログラムのよう

な，週 1回 2時間以上のセッション時間が設定されてお

り，全 8回以上の集団プログラムを実際の臨床現場で実

践し，効果検討をした報告は見られていない。

ところで，実際の臨床現場において介入プログラム実

践の際に留意すべきこととして，プログラムの有効性評

価研究の対象者と，実際の日常臨床で接する対象者との

違いが挙げられる。下津他（2011）はRCT（Randomized

Controlled Trial）を代表とする実証研究では，単一の

疾患を対象に有効性を評価するために，複数の疾患を

もった対象は研究から除外される一方で，日常臨床場面

で出会う患者の多くはさまざまな問題を同時に抱えてい

たり，典型的ではない障害を抱えていたりすると述べて

いる。

米国心理学会（APA presidential task force on

evidence-based practice, 2006）は精神療法の実証性を

検討する際に，疾患や症状に対しての治療効果だけでな

く，開発された介入法がどの程度実際の臨床例にも適用

可能であるかも評価すべきであると指摘している。つま

り，有効性が高いとされるプログラムが，実際の日常の

臨床現場においてどの程度有効性があるかだけでなく，

どの程度の有用性があるのかも評価することが重要であ

ると考えられる。

今回，A精神科病院にてMBCTを元にしたプログラ

ムを作成し実践を行った。実践に際し，対象は日常臨床

の対象者とし，除外基準をほとんど設けずに対象者を募

集した。実践したプログラムの有効性評価及び実践を通

じて得られた課題について検討することを本研究の目的

とした。

方 法

1. 実践時期

2014年 4月～ 2016年 7月にかけて，合計 7クール実

施した。

2. 手続き

実施場所と対象者の募集　実施した A 病院は B 市（人

口約 7万人）に唯一ある単科精神科病院であり，8つの

病棟で合計約 400床の病床があり，開業後 50年以上が
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経っている。外来通院患者は平均 1日約 130名であり，

それぞれ統合失調症や，うつ病，双極性障害，社交不安

症やパニック障害等の不安障害，強迫性障害，恐怖症，

トラウマ関連障害，依存症，パーソナリティ障害，摂食

障害等，様々な疾患を抱えている。

対象者の募集として，外来待合においてポスターの掲

示やチラシの設置をすることでプログラムを実施してい

ることを告知した。また，主治医の判断によって参加が

適当と考えられる患者に診察時に主治医よりプログラム

参加を薦めた。対象者募集の際，「落ち込みや不安，痛

み，生活習慣病などが主な困りごとであれば参加可能」

とし，障害名等によって分けることはなかった。また，

参加の意思は自由で強制されるものではないこと，途中

で参加を辞めることも可能で，中断によって他の治療等

に不利益を受けることはないことを確認した。

事前面接と参加除外基準　参加を希望した患者に対し

て，ファシリテーターによる個別の事前面接を 30 分～

50分程度行った。事前面接では，マインドフルネスの概

要の説明と実施形式の説明，宿題が課されることなどの

説明を行った。

事前面接の時点で，明らかに集団参加が適さない者

（急性期の症状があり，プログラムの体験，理解が難しい

と判断される者，高齢等の理由により長時間の集団場面

参加が難しい者等）がいた場合には希望者に対して参加

の取りやめを促した。

その結果，事前面接で，プログラム参加の除外となっ

たのは 1名であり，理由はプログラム参加の目的をたず

ねたところ「集団に参加して友人を作ること」と話し，

マインドフルネス習得への関心が低く参加継続が難しい

と判断されたためであった。

参加者の属性　参加者は合計 31名（男性 8名，女性 23

名：平均年齢 = 43.84，SD = 12.39）であった。参加者

の主な困りごとは，落ち込み，不安，痛み，身体の一部

分が気になる，怒りのコントロールがうまくいかない，

眠れない，パニックの予期不安が強い，妄想的な考えが

浮かぶこと等であった。

カルテ等から得られた情報として，31名中うつ病もし

くは抑うつ状態と診断されている者は 23 名いた。その

内うつ病もしくは抑うつ状態のみの診断を受けているの

は 2 名で，残りの 21 名は他の精神疾患との合併が見ら

れていた。合併が見られた 21 名の内，他の診断名を個

別に挙げると不眠症（8名），線維筋痛症（3名），心気症

（1名），統合失調症（2名），摂食障害（1名），強迫性障

害（1名），幻覚妄想状態（1名），不安障害（4名），過敏

性腸症候群（1名），自律神経失調症（2名）であった。

また，うつ病の診断を受けていない 8 名の内 4 名は

統合失調症の診断を受けていた。統合失調症の診断を受

けた 4 名は全員併存疾患を有しており，解離性障害（1

名），双極性障害（1名），不安症（2名），不眠症（2名）

であった。

うつ病及び統合失調症の診断を受けている者以外の参

加者は 4名おり，それぞれ，慢性疼痛，線維筋痛症，身

体表現性障害，パニック障害の診断であった。なお，統

合失調症や幻覚妄想状態の診断を受けている者であっ

ても，参加段階で幻覚妄想の症状を訴えている者はいな

かった。

3. プログラム構成

プログラムの 1クールは，週 1回 2時間のセッション

を合計 8回とその 4週後に 1回 1時間のフォローアップ

のセッションの合計 9セッションから構成された。プロ

グラム内容はMBCTを元にした集団プログラムであっ

た。プログラムのほとんどの部分がMBCTの方法に忠

実に従っているが，対象者に合わせて，負担が軽減しつ

つ継続参加ができることを意図して部分的に工夫をして

実施した。各セッションで工夫した部分を Table 1にま

とめた。対象者には初回セッション参加時に全セッショ

ン分の資料を冊子形式にして渡した。また，毎回のセッ

ション終了時に，次セッションまでに家庭で実施する

ホームワークについて説明し，記録用紙を手渡した。

4. スタッフとスタッフのMBCT経験

スタッフはファシリテーター及びサブスタッフで構成

した。ファシリテーターは第 2著者及び第 3著者の 2名

であった。第 2著者は集団精神療法士でプログラム開始

時において，MBCT の実施経験年数 8 年であった。ま

た Jon Kabat-Zinnの 3日間研修への参加の他，MBCT

に関して越川房子氏によるスーパーバイズを 4年間受け

ていた。第 3著者は臨床心理士であり，プログラム開始

時においてMBCTの実施経験年数 3年で，第 2著者の

ファシリテーターの実施するセッションに補助として 3

年間陪席していた。2名のファシリテーターが各クール

の各回を交互に実施した。

サブスタッフは各回 2名～ 3名であり，精神科医師，

臨床心理士，看護師で構成された。ファシリテーターが

セッションの司会進行をし，サブスタッフはエクササイ

ズや心理尺度の準備をし，各セッションのエクササイズ

や瞑想を参加者と共に行い，感じた体験を話すなどして，

参加者と体験を共有する役割等を担当した。

5. プログラム評価と参加者へのフィードバック

プログラムを評価し，参加者に対し結果をフィード
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Table 1 　プログラムで使用されたセッションタイトルと各セッションで実施した独自の工夫

バックするために，定期的に心理尺度を用いた質問紙

調査を行い，終了時アンケートを実施した。心理尺度は

以下に挙げる 3種類であり，プログラム開始時，5セッ

ションの開始時，8セッションの開始時，プログラム終

了後 4週後のフォローアップ時に以下の心理尺度を用い

た質問紙調査を行った。なお，以下の尺度の内（1）及び

（2）の尺度は全てのクールで用いた。一方（3）の尺度は

第 3クール以降から追加した。

また終了時アンケートは，「このプログラムで得られ

たこと」という質問に自由記述で答えさせた。

（1）マインドフルネスの測定

Five Facet Mindfulness Questionnaire の日本語版

（Sugiura, Sato, Ito, & Murakami, 2012；以下 FFMQ

と略記）を使用した。FFMQはそれぞれ，「Observing（観

察）」，「Describing （描写）」，「Acting with awareness

（意識した行動」，「Nonjudging（判断しないこと）」，

「Nonreactivity（反応しないこと）」の 5因子 39項目か

らなる自記式質問紙であり，各項目について 5件法で回

答を求めた。得点が高いほどマインドフルネスが高いこ

とを示している。

（2）抑うつの測定

The Center for Epidemiologic Studies Depression

Scale の日本語版（島・鹿野・北村・浅井，1985；以下

CES-D と略記）を使用した。CES-D は 20 項目からな

る自記式質問紙であり，各項目について 4 件法で回答

を求めた。得点が高いほど抑うつが高いことを示して

いる。

（3）生活の質の測定

日本語版WHO/QOL26（田崎・中根，1997；以下，

QOL26と略記）を使用した。QOL26は主観的な QOL

（Quality of Life）を測定する 26項目からなる自記式質

問紙であり，各項目について 5件法で回答を求めた。得

点が高いほど QOL が高いことを示している。

結 果

1. 参加率及びドロップアウト

全 7 クールの各クールの平均参加人数は 4.7 名で

あった。

各クールのフォローアップセッションも含めた全 9回

のセッションの内，欠席なくプログラムを完遂したのは

14名であった。また，欠席が 1回の者は 3名，欠席が 2

回の者は 5名，欠席が 3回の者は 2名，欠席が 4回の者

は 1名，欠席が 5回以上の者は 6名であった。欠席が 5

回以上の者をドロップアウト者と判断した。その結果ド

ロップアウト率は 19%であった。

ドロップアウトの主な理由は，生活環境の変化等から

参加が困難になった（3名），初回に参加した時点で「自

分には合わない」と判断しそれ以降を欠席した（2名），

不明（1名）であった。
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2. 効果測定のための分析対象者

プログラム評価のための分析対象者を以下の基準で設

定した。まず欠席が 4回以下であること。次にプログラ

ムの初回と 8回目に参加し，両セッションで質問紙調査

に不備なく回答できている者であった。その結果 31 名

の内 6名が除外された。

なお分析対象者となった 25名の内 4名は第 1，2クー

ルの参加者であったため，尺度（3）の QOL26は実施し

ていない。

3. 統計的検定

分析対象者となった参加者における各尺度の，実施前

と実施後の平均得点及び標準偏差を Table 2に示す。

介入実施前後の平均得点を比較するために t 検定を

行った。その結果，FFMQ 全体得点について 5% 水準

の有意差が認められた（t(24) = −2.19, p < .05）。また

FFMQの下位尺度のDescribing（描写）について 1%水

準の有意差（t(24) = −2.94, p < .01）が，Nonreactivity

（反応しないこと）得点については 5% 水準の有意差が

認められた（t(24) = 2.61, p < .05）。

CES-D 得点について 1% 水準の有意差が認められた

（t(24) = 2.95, p < .01）。QOL-26得点について，介入

の前後で 5%水準の有意差が見られた（t(20) = −2.19,

p < .05）。

4 .参加者の感想

参加者アンケートから「このプログラムで得られたこ

と」という質問に対して得られた回答を Table 3に示す。

考 察

本研究の目的は，精神科病院という日常臨床の現場に

おいて，除外基準をほとんど設けることなくMBCTに

基づくプログラムを実践し，プログラムの効果及び導入

に際して得られた課題について検討することであった。

今回の実践では A 病院にて定期的に 7 クールのプロ

グラムを実施することができた。また，参加を希望した

対象者，主治医より勧められた対象者をほぼ除外するこ

となく実施することができた。これらのことから A 病

院のように様々な主訴や症状を抱えている患者が多数い

るような精神科病院の臨床現場であってもMBCTのよ

うな集団プログラムを行うことが可能であることが示さ

れた。

プログラムの評価としては，FFMQの総合得点および

下位尺度の Describing（描写），Nonreactivity（反応し

ないこと）において介入の前後で有意差が見られた。つ

まり参加者の多くにマインドフルネスの向上が見られ，

特に不快な出来事や思考，身体の状態を即座に描写し，

反応しないことを身につけることに寄与したと推測され

る。これらの変化は参加者の感想からもうかがわれる。

例えば「昔の嫌な事を思い出した時，今の自分に注意を

向けることができるようになった」，「物事を受け止めて

みる事，冷静に観察する事（を得た）」などの記述が見ら

れた。これらのことから，多くの参加者にマインドフル

ネスの向上が見られ，その結果として抑うつの低下及び

QOLの向上が見られたのではないかと推測される。

次にプログラムの内容であるが，本研究のプログラム

はMBCTに基づいていた。MBCTはうつ病の再発予防

に対しての高いエビデンスが報告されている（Teasdale

Table 2 プログラム前後における各測度の平均得点と標準偏差および t 値
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Table 3 　実施後アンケート「このプログラムで得られたもの」に対する自由記述

et al., 2000）だけでなく，近年不安障害や双極性障害

に対しての実践も報告されている（Chiesa & Serretti,

2011）。今回，うつ病単独の診断を受けていた参加者は

少なく，他の精神科疾患が合併していると診断されてい

る者が多く含まれていた。そのような参加者による集団

であっても，今回のMBCTに基づいたプログラムは一

定の治療効果を示すことができていることから，本研究

のような日常臨床の現場において実践するにも適してい

るプログラム内容であるのではないかと考えられる。

なお，本研究ではMBCTの一部を対象者に合わせて

工夫して実施した。例えば強い痛みを抱えた対象者や，

強い不安を訴えている対象者がいた場合，長時間のボ

ディースキャンは難しいと判断し，短い時間で実施する

などの工夫を行った。実際の臨床現場においては，プロ

グラムをその場の参加者にとって分かりやすくするこ

と，参加が継続しやすくなるよう工夫することなどが重

要であると考えられる。

本研究の今後の課題をいくつか挙げる。今回は合計 7

クール実施をしたが，それぞれの集団を構成する参加者

の対象疾患，年齢，男女差なども様々であったことから，

各クールの集団の雰囲気はクール毎に大きく異なってい

た。本研究では十分に検討できていないが，今後は，集

団の構成によって必要な工夫，上手くいった点，上手く

いかなかった点を詳細に分析し蓄積していくことが必要

であろう。

また，実践面の課題として，本研究では 3種類合計 85

項目からなる質問紙調査を実施したが，参加者にとって，

各回 2時間の限られたセッション時間の中で，多くの質

問項目に回答する負担は大きいと考えられた。高齢者の

参加者も数名見られ，質問項目の理解と回答が困難と考

えられる場面も見られた。今後，より簡便で測定のしや

すい方法を検討することも，現場での実践を継続してい

く際には必要であろう。

次に本研究ではドロップアウトと判断された者が 6名

みられた。ドロップアウト率 19% であり，他の実践研

究に比べて高いと考えられる。しかし，除外基準をほと

んど設けず参加をしやすくしていたことから，「まずは

初回に参加してみて，合わなければ参加を取りやめても

良い」といった認識が対象者にあり，結果的にドロップ

アウトとなっていることが多いと考えられた。

その他に，本研究では，対象者の服薬状況を把握し切

れておらず，服薬の途中変更により，今回のプログラム

評価指標に影響があった可能性を除去できていないこ

と，介入 1カ月後のフォローアップセッションを実施し

88



Yanagisawa et al.: Evaluation of group program in psychiatric hospital outpatient

たが，十分な検討ができていないことなども今後の課題

である。フォローアップについて，参加者各自が，プロ

グラム終了後にどの程度日常生活の中でマインドフルネ

スエクササイズなどの実践を習慣的にしていたのか等を

調査する必要があると考えられる。

本研究は臨床現場における実践研究であるため，プロ

グラム自体に効果があったかどうか以上に，参加者の臨

床上の変化とその継続が重要であると考えられる。その

ために，プログラム終了後 1カ月後のフォローアップだ

けでなく，数カ月後，1年後等の変化など，より長期的な

変化についても継続的に調査していくことが望まれる。

引用文献

APA presidential task force on evidence-based prac-

tice. (2006). Evidence-based practice in psychol-

ogy. American Psychologist, 61, 271–285.

Ashcroft, K., Barrow, F., Lee, R., & MacKinnon, K.

(2012). Mindfulness groups for early psychosis: A

qualitative study. Psychology and Psychotherapy:

Theory, Research and Practice, 85, 327–334.

Biegel, G. M., Brown, K. W., Shapiro, S. L., & Schu-

bert, C. M. (2009). Mindfulness-based stress re-

duction for the treatment of adolescent psychiatric

outpatients: A randomized clinical trial. Journal

of Consulting and Clinical Psychology, 77, 855–

866.

Chiesa, A., & Serretti, A. (2011). Mindfulness based

cognitive therapy for psychiatric disorders: A sys-

tematic review and meta-analysis. Psychiatry Re-

search, 187, 441–453.

Fjorback, L. O., Arendt, M., Ørnbøl, E., Fink, P., &

Walach, H. (2011). Mindfulness-based stress re-

duction and mindfulness-based cognitive therapy:

A systematic review of randomized controlled tri-

als. Acta Psychiatrica Scandinavica, 124, 102–119.

伊藤 義徳（2011）．慢性疼痛への認知行動療法──マ

インドフルネスに基づく集団認知行動療法における

1 症例── Monthly Book Medical Rehabilitation,

138, 46–52.

Kabat-Zinn, J. (1982). An outpatient program in be-

havioral medicine for chronic pain patients based

on the practice of mindfulness meditation: The-

oretical considerations and preliminary results.

General Hospital Psychiatry, 4, 33–47.

Kabat-Zinn, J. (1990). Full catastrophe living: Using

the wisdom of your body and mind to face stress,

pain, and illness. Delacorte Press.（カバットジン，

J．春木 豊（訳）（2007）．マインドフルネスストレス

低減法　北大路書房）

Kabat-Zinn, J. (2003). Mindfulness-based interven-

tions in context: Past, present, and future. Clini-

cal Psychology: Science and Practice, 10, 144–156.

勝倉 りえこ・伊藤 義徳・児玉 和宏・安藤 治（2008）．

外来患者に対する禅的瞑想プログラムの効果に関す

る実験的検討 心身医学，48，139–147．

Ledesma, D., & Kumano, H. (2009). Mindfulness-

based stress reduction and cancer: A meta-

analysis. Psycho-Oncology, 18, 571–579.

佐渡 充洋（2015）．マインドフルネス認知療法 認知療法

研究，8，37–47．

Segal, Z. V., Williams, J. M. G., & Teasdale, J. D.

(2002). Mindfulness-based cognitive therapy for de-

pression: A new approach to preventing relapse.

New York: Guilford Press.（シーガル, Z. V.・ウィ

リアムズ, J. M. G.・ティーズデール, J. D. 越川 房

子（監訳）（2007）．マインドフルネス認知療法──

うつを予防する新しいアプローチ── 北大路書房）

島 悟・鹿野 達男・北村 俊則・浅井 昌弘（1985）．新

しい抑うつ性自己評価尺度について 精神医学，27，

717–723．

下津 咲絵・長尾 文子・江村 理奈・尾形 明子・石川 信

一・比江島 誠人・細見 潤（2011）．地域クリニックに

おける集団認知行動療法実践の試み 認知療法研究，

4，76–85．

Sugiura, Y., Sato, A., Ito, Y., & Murakami, H. (2012).

Development and validation of the Japanese ver-

sion of the Five Facet Mindfulness Questionnaire.

Mindfulness, 3, 85–94.

田崎 美弥子・中根 允文（1997）．WHO/QOL-26 手引

金子書房

Teasdale, J. D., Segal, Z. V., Williams, J. M. G.,

Ridgeway, V. A., Soulsby. J. M., & Lau, M. A.

(2000). Prevention of relapse/recurrence in major

depression by mindfulness-based cognitive therapy.

Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68,

615–623.

Vøllestad, J., Sivertsen, B., & Nielsen, G. H. (2011).

Mindfulness-based stress reduction for patients

with anxiety disorders: Evaluation in a random-

ized controlled trial. Behaviour Research and

89



柳澤ほか：精神科病院外来におけるマインドフルネス集団プログラムの実践

Therapy, 49, 281–288.

◆著者の役割分担

研究テーマは柳澤，藤田，水野，高沢が着想した。研

究デザインには柳澤が関わった。実践には著者全員が関

わった。データ収集は柳澤，水野，吉野が行い，分析は

柳澤が担当した。柳澤が草稿を仕上げ，著者全員がそれ

を推敲し，最終稿は全著者が承認済みである。

◆利益相反の有無

本論文の執筆と公表にあたり，利益相反がないことを

申告する。

◆謝　辞

本プログラムに参加してくださった参加者の皆さま並

びに，本実践の着想及び継続にあたり，多大なるご支援

をいただきました早稲田大学の越川房子先生に心から謝

意を表します。

◆付　記

本研究の一部分を日本マインドフルネス学会第 2回大

会及び，第 3 回大会にて一般演題ポスター発表を行っ

た。発表演題：「抑うつ，痛み，摂食障害に対するマイ

ンドフルネス療法の効果―ドロップアウト予防を意図し

たプログラムの工夫―」（2015年 8月）及び「精神科病

院におけるマインドフルネス集団療法の効果―実施後と

フォローアップの比較―」（2016年 11月）。

◆特記事項

本研究の実践及び公表に当たって参加者からの同意が

得られている。

90


