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アブストラクト
注意深く判断を伴わず，現在の経験に焦点を合わせるマインドフルネスは情動調節を促進するスキルとして精

神治療にますます導入されている．情動調節を活発に誘発する神経生物学的メカニズムは例えば扁桃体の前頭前
野との媒介の発現低下と関係する．私達は情動的な覚醒時の短期のマインドフルネスの指導の神経生物学的な相
関に興味があった．私達は fMRI を用いて 24 人の健常者における不快および潜在的な不快の画像（50%の確率）
のきっかけを与えられた予測や認識の間の短期のマインドフルネスの介入の影響を 22 人の対照と比較して調査し
た．マインドフルネスの介入はコントロールと比較して不快および潜在的な不快の画像の予測時の前頭前野領域
の活動の増加に関係していた．不快刺激を認識している間，情動処理に関わる領域（扁桃体，海馬傍回）の活動
の低下が確認された．不快画像を予測するとき，前頭前野と右島皮質の活動は形質のマインドフルネスと負の相
関を持っていて，情動的な覚醒を軽減するためにより一層注意している個人はより少ない調節された資源を必要
とすることを示唆する私たちの発見は神経生物学レベルでの短期のマインドフルネスの介入の感情調節への影響
を示唆する．
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