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Abstract

The purpose of this research is to examine the effects of a mindfulness course based

on Mindfulness-based Cognitive Therapy (MBCT) targeting leaves of absences due

to depression. The mindfulness course consists of three group sessions each of which

takes 2 hours. Nine participants were assigned to the intervention group and eight

were assigned to the control group. The results were as follows. The positive factor of

self-compassion and physical symptoms improved, and better balances between work

and family life were made. We also discussed the effects of the mindfulness course

based on MBCT targeting leaves of absences by analyzing free descriptive answers.
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概　要

本研究の目的は，うつ病等の休職者を対象としたリワーク・プログラムにおいてマイン

ドフルネス認知療法（MBCT）をベースとした「マインドフルネス講座」を実施し，その

有効性とワーク・ライフ・バランスへの影響について検討することであった。マインドフ

ルネス講座は，1回につき 2時間の集団によるプログラムを計 3回により構成した。本研

究の参加者は 17名であり，無作為に介入群（9名）と待機群（8名）に割当てて有効性の

検討を行った。その結果，セルフ・コンパッションのポジティブ因子が向上し，身体的症

状が軽減され，ワーク・ライフ・バランスの家庭の重要度が増した一方で，仕事への労力

度が低下することが示された。また，各回における感想から，マインドフルネスの体験が

参加者にもたらした変化について検討し，復職支援におけるマインドフルネスの意義と今

後の課題について考察した。

キーワード：うつ病，リワーク・プログラム，マインドフルネス認知療法，

ワーク・ライフ・バランス　 　　　　　　　　
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問　題

厚生労働省が行っている平成 29 年「労働安全衛生調

査」によると，過去 1年間（2016年 11月 1日から 2017

年 10月 31日まで）にメンタルヘルス不調により連続 1

カ月以上休業した労働者の割合は 0.4 ％（前年調査 0.4

％），退職した労働者の割合は 0.3％（前年調査 0.2％）

となっている（厚生労働省，2018）。また，長期休業の

原因として精神障害の割合は 2000 年に 36 ％であった

のに対し，2011年には 68％と増加してきていることが

明らかにされている（株式会社アドバンテッジ リスク

マネジメント，2012）。精神障害を休職理由とする者の

内訳については，87.3％がうつ病などの気分障害による

ものと示されており，うつ病による復職支援の場合，再

発率・再休職率の高さが問題とされている（島，2004）。

そのため，特にうつ病による休職者に対する支援におい

ては，再発予防に有効なアプローチが求められている。

Segal, Williams, & Teasdale（2002 越川監訳 2007）

による「マインドフルネス認知療法（Mindfulness-based

Cognitive Therapy; MBCT）」は，うつ病の再発予防を

目的に開発され，薬物療法と同等以上の効果や，費用対

効果の高さなどが示されている（Kuyken et al., 2008;

Segal et al., 2010）。また，特に 3 回以上再発を繰り返

しているうつ病患者に有効であるとの報告（Teasdale et

al., 2000; Ma & Teasdale, 2004）や，うつ病が回復し，

主要な中核症状が軽快あるいは消失した後もみられる残

遺症状の軽減に有効であるとの結果（Kingston Dooley,

Bates, Lawlor, & Malone, 2007）から，特に回復期や

寛解期のうつ病患者を対象とした再発予防効果が期待さ

れている。これらの研究動向を受けて，国内でもリワー

ク・プログラムを提供している施設などでマインドフル

ネスに関する実践の導入が始められている。

リワーク・プログラムとは，集団で行う職場復帰に向

けたリハビリテーションであり，うつ病等の精神障害に

よる休職者を対象に，主に回復期の頃から「病状を回復・

安定させること」，「復職準備性を向上させること」，「再

発防止のためのセルフケア能力を向上させること」を目

的として行う。そして，これらを可能にするために，①

通勤を模倣して定期的に通所できる場所，②厳しめの

ルールの下で空間的・時間的に拘束させる枠組み，③一

定のノルマがある作業プログラム，④再発予防のセル

フケアにつながる心理社会教育プログラムの 4 つを備

える必要があるとされている（うつ病リワーク研究会，

2009）。

このように復職支援では，うつ症状の管理のみなら

ず，再び就労継続できるように復職準備性を向上させて

いくためのアプローチが重要とされている。しかし，う

つ病を患い休職中の者にとって，限られた休職期限内に

うつ症状の管理と復職準備性の向上のバランスを築く

ことは難しい。専門家の支援の下でさえも，うつ症状の

管理と復職準備性の向上のいずれかが間に合わなかった

り，不十分のまま復職することになったりすることを余

儀なくされることも多い。そのため，復職支援では援助

者にとっても休職者にとっても「復職すること」が最終

目標となり，うつ病による休職者がもともと使っていた

「問題解決的なモード」をさらに加速させてしまうとい

う問題が内包されていると考えられる。

先述したMBCTでは，マインドフルネスのトレーニ

ングを通して，2つの心のモードに気づき，現在の自分

に役立つモードに切り替えるスキルを身につける。これ

らの 2つのモードとは，〈doing：すること〉モードと言

われる現在の状態と望ましい状態とのギャップを問題と

して意図的に解決しようとする問題解決的なモードと，

〈being：あること〉モードとよばれる，その時々の状況

をあるがままに受け容れ，味わい，させておく直接体験

的なモードである。〈doing：すること〉モードそれ自体

は物事を前進させるために必要な心のモードである。し

かし，このモードを効果的に用いるためには，「現在の状

態」，「自分の目標」，「避けたい結果」を認識できている必

要がある（Teasdale, Williams, & Segal, 2014 小山・前

田監訳 2018）。つまり，休職者にとって本当に復職する

ことが目標となり得るかどうかを見極めるには〈being：

あること〉モードが必要ということになる。

さらに，うつ病患者が体験しやすいネガティブな感情

や思考パターンに対しては，問題解決的な〈doing：す

ること〉モードよりも直接体験的な〈being：あること〉

モードが役に立つと考えられている（Segal et al.,2002

越川監訳 2007）。そして，マインドフルネスのトレーニ

ングによるうつ症状の緩和には，セルフ・コンパッショ

ンの向上が関連していることが先行研究により示されて

いる（Birnie, Speca, & Carlson, 2010; Keng, Smoski,

Robins, Ekblad, & Brantley, 2012）。セルフ・コンパッ

ションとは，自分へのやさしさ，慈しみ，慈愛，慈悲な

どと訳され，「苦痛や心配を経験したときに，自分自身

に対する思いやりの気持ちを持ち，否定的経験を人間と

して共通のものとして認識し，苦痛に満ちた考えや感情

をバランスがとれた状態にしておくこと」である（Neff,

2003）。マインドフルネスのトレーニングによるうつ症

状の軽減やセルフ・コンパッションの向上への影響は，

休職者にとっても自分自身の体験に対して〈being：ある

こと〉モードで向き合うことを促し，症状の波や復職に
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向けたイベントに伴う様々な感情や思考に巻き込まれず

にこれまでの働きかたや生き方を振り返る気持ちのゆと

りや契機をもたらす可能性があるのではないかと考えら

れる。

実際に，休職者が復職後に安定して就労継続するため

には，こうした振り返りにより，復職後の働き方を含め

た生き方，つまりワーク・ライフ・バランス（Work-Life

Balance; WLB）を整理しておく必要がある。WLB と

は，「老若男女誰もが仕事，家庭生活，地域生活，個人の

自己啓発など様々な活動について自らが希望するバラン

スで展開できる状態」とされている（男女共同参画会議

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）に関する

専門調査会，2007）。それは休職者にとって，今後復職す

るのか，それとも別の進路を探るのか，家庭内でどのよ

うな役割を担いたいのか，といったことを選択していく

ことを意味する。WLBの充実度は，抑うつや疲労など

の精神的健康度と高い関連があるとされている（長谷川，

2010）。つまり，WLBの実現を考慮しておくことは，休

職者にとって，今後の働きかたを選ぶためだけでなく，

メンタルヘルスの不調予防のためにも重要となる。マイ

ンドフルネスと WLB の関連については，一般の労働

者を対象にMBCTとマインドフルネスストレス低減法

（Mindfulness-Based Stress Reduction; MBSR）から抽

出した短時間のエクササイズをオンラインで実施した結

果，ワーク・ファミリー・コンフリクトが低減し，WLB

の満足度が向上したという結果が示されている（Michel,

Bosch, & Rexroth， 2014）。しかし，MBCTは，元々

うつ病の再発予防を目的に開発されているため，その有

効性を示す先行研究では，症状の軽減や健康度の変化を

示すものが比較的多く，特に休職者の復職支援を通した

心理社会的な変化やWLB支援という文脈においてどの

ような効果があるのかは十分に検討されていない。

そこで本研究では，うつ病等の休職者を対象としたリ

ワーク・プログラムにおいてMBCTをベースとしたマ

インドフルネス講座の実施を行い，その有効性について

精神的健康度およびセルフ・コンパッションの側面から

の評価し，WLBへの影響について検討することを目的

とする。

方　法

1．手続き

対象者の募集　関西圏にあるリワーク施設の通所者を

対象とした「マインドフルネス講座」を企画し，プログラ

ムの内容と実施形式，ホームワークが課されることなど

の概要，および調査協力依頼の内容と本研究の主旨に関

する説明会を実施した。説明会に参加し，同意が得られ

た 17 名を受講および調査の対象とした。なお，リワー

ク施設の代表者にマインドフルネス講座の実施と全通所

者への説明会参加の許可を得たうえで，研究参加に同意

が得られない場合やマインドフルネス講座の開催日に参

加できない日があると事前にわかっている場合には参加

を見送ってもらうようにした。ただし，マインドフルネ

ス講座や研究への参加途中において中断したくなった場

合には，直ちに中断することができ，不利益を被ること

はない旨も事前に説明している。

参加者の属性　参加者は精神障害による休職者でリ

ワーク施設の通所者 17 名（男性 10 名，女性 7 名：平

均年齢 = 40.6，SD = 9.82）であった。自己回答式に

よる休職時の診断名は，うつ病 5 名，抑うつ状態 4 名，

適応障害 4名，混合性不安抑うつ障害 1名，不安神経症

1名，身体表現性障害 2名であり，これまでの平均休職

回数は 1.5 回（SD = 1.07），介入前におけるリワーク

施設への平均通所期間は 5.5カ月（SD = 6.47）であっ

た。また，分析対象者における平均休職回数は 1.6 回

（SD = 1.09），プログラム開始時におけるリワーク施設

への平均通所期間は 5.6カ月（SD = 6.67）であった。

研究デザイン　全参加者 17 名を無記名化して一覧を

作成し，乱数表（Excel の RAND 関数）を用いて無作

為に介入群 9名（男性 5名，女性 4名：平均年齢 37.9，

SD = 9.65），および待機群 8名（男性 5名，女性 3名：

平均年齢 43.6，SD = 9.69）の 2 群に割当てた。そし

て，介入群を対象に 2018 年 2 月～3 月にかけて集団に

よるマインドフルネス講座（全 3回）を実施した。調査

については，全ての研究協力者を対象に介入群の受講前

（Pre：2018年 1月末），および介入群の受講後（Post：

2018年 3月）に自己記入式のアンケート調査を行った。

ただし，介入群の受講後の調査については，マインドフ

ルネス講座の最終回終了時にアンケートを配布し，1週

間後に回収した。

なお，倫理的配慮から，待機群にも Post 調査終了後

に同様のマインドフルネス講座（全 3 回）を 2018 年 3

月～4月にかけて実施した。

2．プログラムの構成

MBCT のプログラム（Segal et al., 2002 越川監訳

2007）および，日本マインドフルネス学会主催のMBCT

Workshop（module 1）の内容を基に 1回 2時間× 3回

（#1自動操縦状態に気づく，#2思考は事実でない，#3

これからに向けて）による集団で行う「マインドフルネ

ス講座」を構成した。リワーク施設の通所者は，リワー
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ク・プログラムの卒業と復職を控えているため，全参加

者が復職前に受講できるよう 1クール 3回（1週間に 1

回）により構成した。

なお，参加者には全セッション分の資料冊子とワーク

の記録用紙を第 1 回目に配布した。講座では，各セッ

ションにおけるテーマに関連する講義を 30分ほど行い，

質疑応答を行った後，10分間の休憩をはさみ，ファシリ

テーターのガイダンスのもとマインドフルネスのワーク

を 2～3 実施し，ワークごとに参加者との体験のシェア

リングと質疑応答を行うという形式で進めた。8週間プ

ログラムにおけるMBCTでは，講義を極力行わないよ

うに構成されているが，本講座では実施時間が限られて

いたため，事前に講義を行ってからマインドフルネスの

ワークを実施した方が安心して参加しやすいのではない

かと考えたためである。

また，毎回セッション終了時に，次のセッションまで

のホームワークの説明を行い，記録用紙を配布した。2

回目以降は，講義の前にホームワークの振り返りを行う

シェアリングを行うようにした。各セッションのテーマ

と実践したワーク，およびホームワークを Table 1に示

す。なお，ホームワークにおけるマインドフルネスのセ

ルフワークは，1日 10分以上行うように伝えた。

3．ファシリテーターについて

マインドフルネス講座のファシリテーターは第一著者

が行った。ファシリテーターは，臨床心理士であり，プ

ログラム開始時においてMBCTをベースとする集団を

対象としたマインドフルネスのプログラムの実施経験年

数は 3 年であった。また，ファシリテーターは，NPO

法人人間性探求研究所のマインドフルネス専門家養成

講座および日本マインドフルネス学会主催の MBCT

Workshop（module 1）等の研修会に参加し，プログラ

ム開始時において 5年以上にわたり定期的にマインドフ

ルネスの瞑想実践をおこなっていた。

4．調査内容

28 項目版 The General Health Questionnaire

（以下，GHQ28）　マインドフルネス講座が精神的健

康度に及ぼす効果を測定するために，日本版 GHQ精神

健康調査票（中川・大坊，1985）を用いた。この調査票

は，神経症症状および不安や社会的な機能の不全さを測

定する尺度である。本調査では，「身体的症状」，「不安・

不眠」，「社会的活動障害」，「うつ傾向」の 4つの下位尺

度から成る 28項目版を使用した。各設問に対する 4 種

類の選択肢のうち，左の 2つの欄を選択したものには 0

点，右の 2 つの欄を選択したものについては 1 点を与

え，その合計を求める。得点が高いほど精神的な不健康

度が高いことを示し，GHQ28では神経症者の 90％が 6

点以上，健常者の 86％が 5点以下になるとされている。

セルフ・コンパッション尺度（以下，SC）　マインド

フルネス講座がセルフ・コンパッションの変化にもたら

す影響を測定するためにセルフ・コンパッション尺度日

本語版 12項目短縮版（有光・青木・古北・多田・富樫，

2016）を用いた。この尺度は，慈悲の心について「ポジ

ティブ因子（自分への優しさ，共通の人間性，マインド

フルネス）」，「ネガティブ因子（自己批判，孤独感，過剰

同一性）」を測定する尺度であり，ほとんど全くそうしな

い（1）～ほとんどいつもそうする（5）の 5件法の自己

評定式尺度である。ポジティブ因子であれば，得点が高

いほど自分への優しさなどが高く，ネガティブ因子であ

れば得点が高いほど自己批判などが高いことを示す。

ワーク・ライフ・バランスの重要度と労力度（以下，

WLB 重要度，WLB 労力度）　マインドフルネス講

座がうつ病休職者のWLBにもたらす影響を検討するた

めに，労働者健康福祉機構 宮城産業保健推進センター

（2010）を参考にWLB重要度およびWLB労力度を測

定した。この項目は，仕事（復職への準備を含む），家庭

（家庭の中での役割，育児・介護など），健康（セルフケ

ア），地域（地域生活，地域参加），自己啓発（自分磨き

Table 1 　マインドフルネス講座の各回におけるテーマ，ワークおよびホームワークの内容
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に費やす時間）について，「あなたの生活，または人生に

おける重要度（重要と思う順 1 ～ 5 位），および労力度

（労力を注いでいる順 1 ～ 5 位）をご記入ください」と

いう教示のもと，1～ 5の数字でWLBの重要度と労力

度の順位を記入してもらうものである。回答された数値

が低いほど，重要度，労力度が高いことを示す。

5．倫理的配慮

本研究におけるマインドフルネス講座の実施および調

査は，研究参加者に事前に研究の趣旨を説明したのち，

同意を得られた者を対象として実施した。また，調査票

の配布，回収は厳封にて行い，個人情報の保護に配慮し

た。なお，本研究は神戸学院大学における人を対象とす

る医学系研究等の倫理委員会の審査・承認を得て実施し

た（HEB17-55）。臨床試験登録情報はUMIN000029885

へ登録を行っている。

結　果

1．マインドフルネス講座の参加率および調査回収率

介入群に割り当てられた全 9名における各回の参加率

は第 1回目 100％，第 2回目は 89％（1名欠席），第 3

回目は 89 ％（1 名欠席）であった。ただし，第 2 回目

の参加者 8名のうち 1名は約 15分の遅刻による参加と

なったが，いずれのワークおよびホームワークにも参加

したため，本研究の分析対象とした。介入群におけるマ

インドフルネス講座の第 2回目，および第 3回目の欠席

者は同一人物であり，マインドフルネス講座の欠席理由

は，「試し出勤開始のため」によるものであった。そのた

め，うつ病休職者への支援を目的とした本研究の対象者

からは除外した。なお，全参加者 16 名における調査回

収率は Pre・Postともに 100％であった。

2．統計的検定

前述したとおり，介入群におけるマインドフルネス講

座の欠席者 1名を除く，全 16名（男性 9名，女性 7名：

平均年齢 = 41.1，SD = 9.88）を分析の対象とした。マ

インドフルネス講座の有効性を検討するために，各測定

変数を従属変数とする 2（マインドフルネス講座の実施

前/実施後）× 2（介入群/待機群）の混合計画の分散分

析を行った（Table 2）。交互作用に有意差，および有意

傾向が認められた場合には単純主効果の検定を行った。

はじめに，SC のポジティブ因子においては，マイ

ンドフルネス講座と群の交互作用が有意傾向であっ

た（F [1, 14] = 3.71, p < .10, η 2
G = .02）。そこで，

単純主効果の検定を行ったところ，介入群の測定段階

の単純主効果に有意傾向が示され（F [1, 14] = 3.69,

p < .10），介入群において実施前よりも実施後におい

て SCのポジティブ因子得点が高い傾向が示された。一

方，待機群の測定段階の単純主効果は有意ではなかった

（F [1, 14] = .64, n.s.）。また，測定段階ごとの群の単純主

効果においては，実施前における群の単純主効果に有意

傾向が示され（F [1, 14] = 3.73, p < .10），実施前は介入

群よりも待機群の方が SCのポジティブ因子得点が高か

ったという傾向が示された。一方，実施後における群の

単純主効果は有意ではなかった（F [1, 14] = 1.02, n.s.）。

GHQ の身体的症状においては，マインドフルネス

講座と群の交互作用は有意ではなかったが（F [1, 14] =

1.07, n.s., η 2
G = .00），マインドフルネス講座の主効

果が示され，マインドフルネス講座の実施前よりも実

施後において GHQ の身体的症状が低い傾向が示され

た（F [1, 14] = 3.47, p < .10, η 2
G = .02）。GHQ の

うつ傾向に関しても，マインドフルネス講座と群の交

互作用は有意ではなかったが（F [1, 14] = 2.07, n.s.,

η 2
G = .02），群による主効果が有意傾向であり，介入

群よりも待機群の方が GHQ のうつ傾向が低いことが

示された（F [1, 14] = 4.16, p < .10, η 2
G = .20）。しか

しこれは，マインドフルネス講座の実施前からの得点差

であり，実施前後における有意な差は認められなかった

（F [1, 14] = .52, n.s., η 2
G = .00）。

次に，WLB の家庭の重要度においては，マインド

フルネス講座と群における有意な交互作用が示され

た（F [1, 14] = 5.44, p < .05, η 2
G = .04）。そこで

単純主効果の検定を行ったところ，介入群の測定段階

の単純主効果に有意傾向が見られ（F [1, 14] = 3.56,

p < .10），介入群において実施前よりも実施後の方が

WLB の家庭の重要度が高い傾向が示された。一方，

待機群の測定段階の単純主効果は有意ではなかった

（F [1, 14] = 2.00, n.s.）。また，測定段階ごとの群の単純

主効果においては，実施前における群の単純主効果が有

意であり（F [1, 14] = 7.88, p < .05），実施前は介入群

よりも待機群の方がWLBの家庭の重要度が高かったこ

とが示された。一方，実施後における群の単純主効果は

有意ではなかった（F [1, 14] = 1.05, n.s.）。また，群に

よる主効果にも有意傾向が示された（F [1, 14] = 3.84,

p < .10, η 2
G = .20）。WLBの仕事への労力度において

は，マインドフルネス講座と群の有意な交互作用が示さ

れた（F [1, 14] = 4.77, p < .05, η 2
G = .07）。そこで単

純主効果の検定を行ったところ，介入群の測定段階の単

純主効果が有意であることが示され（F [1, 14] = 109.87,

p < .01），介入群において実施前よりも実施後の方
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Table 2　 2（実施前／実施後）× 2（介入群／待機群）の混合計画の分散分析結果

が WLB の仕事への労力度が低いことが示された。一

方，待機群の測定段階の単純主効果は有意ではなかっ

た（F [1, 14] = 2.74, n.s.）。また，測定段階ごとの群の

単純主効果においては，実施前と実施後のいずれにおい

ても有意ではなかった（F [1, 14] = .24, n.s.; F [1, 14] =

2.74, n.s.）。さらに，WLBの自己啓発の重要度について

は，マインドフルネス講座と群の交互作用は有意ではな

かったが（F [1, 14] = 2.11, n.s., η 2
G = .03），マインドフ

ルネス講座の主効果が有意傾向であり（F [1, 14] = 4.13,

p < .10, η 2
G = .06），群による主効果が有意であった

（F [1, 14] = 6.18, p < .05, η 2
G = .26）。そのため，マイ

ンドフルネス講座の実施前よりも実施後の方がWLBの

自己啓発の重要度は低い傾向にあるが，元々介入群より

も待機群の方がWLBの自己啓発の重要度を低く評価し

ていることが示された。また，その他の変数においては

マインドフルネス講座の実施や群による有意な差が認め

られなかった。

3．参加者の感想

マインドフルネス講座に対する参加者の感想からは，

概ね「講義内容についての感想や理解したこと」，「ワー

クについての感想」，「ワークに取り組んでいる時の体験

内容やプロセスへの気づきや感想」，「グループ体験に関

する感想」についての記述が得られた。

そこで，これらの感想についてMBCTのワークブッ

ク（Teasdale et al., 2014 小山・前田監訳 2018）に基づ

き，各回における〈doing：すること〉モードによるもの

と，〈being：あること〉モードによるものに分類し，整

理を行った。なお，MBCT のワークブック（Teasdale

et al., 2014 小山・前田監訳 2018）では，〈doing：する

こと〉モードの特徴として，①自動操縦で生きること，

②思考を通して体験とかかわること，③過去と未来に留

まること，④不快な体験と避けたり，逃げたり，取り除

きたいと望むこと，⑤物事が違ってほしいと望むこと，

⑥思考を真実かつ現実と観ること，⑦目標達成を優先す

ることを挙げており，それと対照となる形で〈being：あ

ること〉モードの特徴として，①意識的な気づきと選択

とともに生きること，②直接的に体験を感知すること，

③現在の瞬間に十分に存在すること，④不快な体験に

関心をもって接近すること，⑤物事をあるがままに受け

入れること，⑥思考を精神的な出来事と観ること，⑦よ

り広いニーズを感受することを挙げている。この中で，

〈doing：すること〉モード，および〈being：あること〉

モードにおける①～⑦を各カテゴリーとして位置づけ，

第一著者と第二著者の 2名で参加者個人の感想において

そのカテゴリーに一つでも言及していれば言及あり（1

回）とカウントし，分類を行った。

その結果，Table 3 に示す通り，3 回の講座を通して

〈doing：すること〉モードに関する言及は，第 1回目は

36回，第 2回目は 29回，第 3回目は 14回と減少した。

カテゴリーごとに推移をみると，特に「②思考を通して

体験と関わる」では，第 1回目は 14回，第 2回目は 15

回，第 3回目は 9回，「⑤物事が違ってほしいと望む」で
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Table 3 　マインドフルネス講座についての感想の推移

は，第 1 回目は 7 回，第 2 回目は 2 回，第 3 回目は 4

回，「⑦目標達成を優先する」では，第 1回目は 7回，第

2回目は 8回，第 3回目は 4回と減少した。

一方，〈being：あること〉モードに関する言及は，第

1回目は 12回，第 2回目は 7回と途中やや減少するが，

第 3 回目には 32 回となり，増加する傾向が示された。

カテゴリーごとの推移では，「②直接的に体験を感知す

る」において第 1回目は 5回，第 2回目は 4回，第 3回

目は 10 回となり，「⑤物事をあるがままに受け入れる」

では，第 1回目は 1回，第 2回目は 1回，第 3回目は 10

回，「⑦より広いニーズを感受する」では，第 1回目は 1

回，第 2回目は 0回，第 3回目は 6回と増加する傾向が

示された。

考　察

本研究の目的は，うつ病等の休職者を対象としたリ

ワーク・プログラムにおいて MBCT をベースとした

「マインドフルネス講座」を実施し，その有効性について

精神的健康度およびセルフ・コンパッションの側面から

の評価し，WLBへの影響について検討することであっ

た。なお本研究では，分析の対象者数が少ないことから，

効果量の値を踏まえて有意傾向の結果についても考察の

対象とする。

まず，リワーク参加者を対象としたマインドフルネス

講座を実施した結果，SC のポジティブ因子が向上し，

GHQの身体的症状がわずかに軽減された。これらの結

果に関しては，マインドフルネスのトレーニングにより

慢性疼痛（痛みの強度，抑うつ・不安症状，身体的機能

障害，生活の質）の改善を示した先行研究（McCracken

& Vowles, 2014）や，セルフ・コンパッション（慈悲の

心）の深化を示唆した研究（Birnie, Speca, & Carlson,

2010; Keng et al., 2012）を支持するものと考えられる。

さらに，本研究ではマインドフルネス講座によるWLB

の重要度と労力度に対する影響について検討した。その

結果，マインドフルネス講座の実施により，特にWLB

の家庭の重要度が増す一方で，WLBの仕事への労力度

が軽減された。とりわけ，仕事や復職への思いが強くな

りやすいリワークの参加期間にこのような変化の兆しが

示されたことは，マインドフルネスによる介入が休職者

の復職への準備だけではなく，仕事と生活とのバランス

を見直す契機となっているものと考えられる。

そして，参加者の感想からは，マインドフルネス講座

の回を重ねるごとに次のような変化が窺えた。本研究で

は 2 時間× 3 回という限られた時間の中ではあったが，

Table 3に示したとおり，第 1回では自分自身の体験や

体調に対して〈doing：すること〉モードによる言及が多

くみられ，〈being：あること〉モードによる言及が少な

かった状態から，第 2 回では〈doing：すること〉モー

ドによる言及（特に，⑤物事が違ってほしいと望むこと）

が減少し，第 3 回ではさらに〈doing：すること〉モー

ドが減少し，〈being：あること〉モードによる感想の方
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が多く示された。そして，〈doing：すること〉モードと

〈being：あること〉モードで対となっているカテゴリー

でみると，「②思考を通して体験と関わる」から「②直接

的に大変を感知する」へ，「⑤物事が違ってほしいと望

む」から「⑤物事をあるがままに受け入れる」へ，「⑦目

標達成を優先する」から「⑦より広いニーズを感受する」

へと物事と関わる姿勢や，生き方に対する態度に変化が

見られたものと推察される。

先の分析結果とこれらの感想の推移を併せて考える

と，休職中の方々にとってマインドフルネスの考え方

やワークに触れる体験は，WLB の仕事への労力度や

〈doing：すること〉モードを減少させるため，仕事に対

する心配事や悩み事，あるいは休職中の自分自身や職場

の状態について案じたり，働くことのみに目標を絞って

復職を焦ってしまったりすることを軽減させると考えら

れる。そして，SC のポジティブ因子やWLB の家庭の

重要度，そして〈being：あること〉モードが増すことか

ら，現在の自分自身の状態を直接的に感じ取り，休職に

至った経緯や自らが望む働きかたや家庭生活，生きかた

全般に視野を広げて振り返る態度を養い，復職後の生活

や自分自身のための判断や準備を行うことの支えになる

可能性がある。

マインドフルネス講座のプログラムの構成としては，

1回につき 2時間の中で 30分程度の講義と質疑応答，2

～ 3のマインドフルネスのワークと，そのシェアリング

を行ったため，時間のうえで進行がやや切迫していたと

ころがあった。そのため，ファシリテーター，参加者と

もにゆっくりと丁寧にマインドフルネスのワークを味わ

うためには，少なくともあと 30 分程はゆとりを持った

スケジュールで進められる枠組みを確保することが求め

られる。また，MBCT では講義を極力行わない構成に

なっているが，本研究の参加者はマインドフルネスのよ

うなワークを初めて体験する者も多かった。そのため，

事前に短い講義を入れることにより，マインドフルネス

の実践に対する動機づけにつながったのではないかと

考えられる。一方で，マインドフルネスのワークの体験

に関するシェアリングの中で目的を理解しようとしたが

わかならいと訴えた者がいたため，事前に講義した内容

の影響を受けてマインドフルネスの体験に対する視野が

限定されてしまった可能性もある。そのため，これらの

点を踏まえてプログラムの構成や開催日数や時間を見直

し，実現可能な中で改訂していくことが今後の課題とい

える。

最後に，本研究の限界点として，研究参加者数の少な

さと休職者を対象とした WLB の評価方法の難しさが

挙げられる。そして，本研究では，ひとつのリワーク施

設の通所者を対象とした。しかし，リワーク施設の通所

者は一般的に，本講座の受講以外にも主治医による治療

や服薬，リワーク内での受講プログラムなどによる影響

を完全に取り除くことはできないと考えられる。そのた

め，今後はサンプリングの過程において，予め研究やマ

インドフルネス講座への参加者募集をより広い範囲で実

施することや，研究協力を依頼するリワーク施設の数を

増やすなどして，本研究の結果の信頼性，妥当性につい

て検討を重ねていく必要がある。また，既存のWLBを

測定する尺度は，現在勤務中の人が回答することを前提

に作成された項目から構成されているため，休職者を対

象として用いることが難しい。そのため，本稿では労働

者健康福祉機構 宮城産業保健推進センター（2010）を参

照し，WLBの各要素の重要度と労力度についての順位

付けにより評価を試みた。その結果として本研究で示さ

れたマインドフルネス講座によるWLB家庭の重要度の

向上やWLB 仕事への労力度の低下については，WLB

の各要素の相対的な順位づけの変化に留まる。そのた

め，一人ひとりのWLB全体のバランスの変化や価値観

の推移などについては引き続き，より丁寧に検討してい

くことが求められる。
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