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概要

この前代未聞のパンデミックにおけるストレス

ストレスの健康への影響

マインドフルネスとは何

いかに役立つか

いかに養成できるか

日常役立つマインドフルネス道具箱

Q & A.



コロナ・パンデミック

• 恐怖 ＆ 傷つき易さ

– 自分自身の安心感, 脅かされる
身体、社会面、情緒面、経済面

– 先が見えない
• 混乱
• 他のつらい感情 (怒り、フラストレーション、失望、

悲しみ、悲嘆など）

自らのつらい気持ちにどう対応したらいいのか？

practice



しばしば体験すること

• 襲いかかってくる感情や心配に反射的に
反応

• 無力感や混乱などに圧倒されてしまう
• ストレス反応（戦闘・逃避・凍結）
• クタクタ



Over a 24-hour period we can process up 
to 70,000 thoughts



Left unchecked,this incessant chatter 
can become a chorus of self-criticism



These thoughts tend to become repetitive 
and stuck





自律神経系：交感・副交感



ストレス ー 体の反応

筋肉：
緊張する

心臓：
鼓動が速く

血管：
•動脈圧縮
•血圧が高く
•血糖が増える

胃：消化酵素の
分泌が減る

戦う・逃げるための準
備

肺：呼吸が
速くなる

唾液：
分泌が減る

腸：食物を運ぶのが
ゆっくりになる



反射的反応ー落ち着いた対応

• 今ここにあるもの（外的、内的）に、批
判することなく気づく

• ありのままを受け入れる （否定せず）

• 今この瞬間にどのように対応するのがベ
ストかを見る

– 何が自分に出来ること
– 何はどうしようもないこと
– それを見分ける知恵



自分がコントロールできること

• 手洗い、物理的距離、ドアノブなどの殺
菌

• 免疫力を高める
–睡眠・栄養・運動
–ストレスマネジメント

• セルフ・コンパッション
（自分への慈しみ）



“刺激と対応の間に空間がある。
その空間には、

どう対応できるかという、

私たちのパワーがある。

そこに、成長と自由が秘められている”

-Viktor E. Frankl (Man’s Search for Meaning)



マインドフルネスとは

今この瞬間の体験
(思考、感情、体の感覚・五感からの）に
気づくこと

意図的に心を傾けて…….
批判することなく
やさしさと受容の気持ちで……..

<練習>



Mindfulness

Awareness that is cultivated by
Paying attention

to the Present Moment
without Judgement





マインドフルネスとは

あり方、生き方 (何かをする方法ではな
い）

• 自分の体験へのかかわり方、見方
–快適・不快に関係なく、心の扉をひらく
–好奇心をもってー初心にもどって
–それをコントロール・直したい、という自分
のニーズや傾向から、自らを解き放す

–批判しないで受容



マインドフルネス実践のために
役立つ７要素

• 批判しない
• 忍耐
• 初心にもどる
• 信頼
• 目標志向をやめる
• 受容
• 解き放つ



ストレスマネジメント

• 自らの感情や思考に気付く
• 思考の視野を広げてみる

• 困難な感情にも優しく（敵ではない）
• 体のテンションを和らげる



マインドフルネスの効用

• 不確定なこと、不快なことへの耐性
が増す

• 自他、つらい思いをしている人への
慈愛が増す

• より広い視野から物事を見れる
（”シルバー・ライニング”）



困難な体験を受けとめる器が深く
なる

「一さじの塩をコップの水に入れると、
ものすごく塩辛い。

一さじの塩を大きな水入れに入れると、
塩の味はするが、前ほと

辛くはない。
一さじの塩を池の水に混ぜると、

もう塩気は感じられな
い。」

マインドフルネスの実践はこの大きな器に喩えられる。

つらい出来事 （塩）はまだ存在するが、それが、私たち
を煩わすパワーは、開かれた心の前では、弱まる。
M. の実践によって、私たちの器がより大きくなるので。



どのように

マインドフルネスは

養成できるのでしょうか



フォーマルな練習

•姿勢 座る/ 歩く /立つ/ 仰向けに寝
る
•誘導あり、なし
•注意を向ける対象: 
–呼吸/ 体の感覚/ 音/ 感情/思考, etc.
–選択なし

< 練習>



日常インフォーマルな練習:
五感を使って、批判することなく、注意を
傾ける

• 食べる
• シャワー
• 歩行
• 家事 (皿洗い、など)
• 他人と交流している時
• その他
〔練習〕



マインドフルネス道具箱
（１）

ストレスを感じた時

S. Stop
T. To breathe
O. Observe
P. Proceed



マインドフルネス道具箱２

本立て（ブックエンド）
• ストレスある仕事の前後
• 一日の始めと終わり



マインドフルネス道具箱３
セルフ・コンパッション

ステップ 1:これはつらいね。 （気づき）

ステップ 2: つらいことは人生につきもの。
(共通の人間性)

ステップ 3: どうしたら、自分に優しくな

れるかしら。少しでも、気持
ちが楽になれるよう、何か私
にできることはない？



なぜマインドフルネスは
ここまで普及したか

• 多数の科学的にしっかりした臨床研
究

• 脳画像にもよい結果が見られている



神経可塑性 〔かそうせい〕
（Neuroplasticity）

「脳は、経験や訓練によって、

変化する器官である。」

-ウイスコンシン大学 リチャード・デイビッ
ドソン



「心の安らぎは 嵐から逃れることではなく
嵐の中で見つける穏やかさ」

「心の安らぎは嵐からの避難所ではなく
雨の中でダンスするのを 学ぶこと」



Covid-19精神保健ハンドブック

Michigan Psychiatry Guide to Mental Health 
Resources-Covid-19
https://medicine.umich.edu/dept/psychiatry/michigan-
psychiatry- resources-covid-19

https://medicine.umich.edu/dept/psychiatry/michigan-psychiatry-resources-covid-19

