
RA患者指導に活かす「動機づけ面接」

患者の意思決定支援と
治療意欲の向上に活かす

患者とのコミュニケーション技法について

日本動機づけ面接協会

原井宏明
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動機づけ面接 Motivational Interviewing

acm_U17036
ノート注釈
全体のスライドを通して著作権や肖像権、転載については念のため使用許諾のご確認をお願い致します。

acm_U17036
ノート注釈
参照となる引用元がありましたらご記載をお願いいたします。



知識は人を助けるのか？
教えましょう

間違いと正しいやり方を

acm_U17036
ノート注釈
参照となる引用元がありましたらご記載をお願いいたします。
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ある先生からの紹介患者

関節リウマチ治療中の53歳の男性
前の先生から伺った時には、勝手に注射の間隔を
延ばすのは良くないとのお話でしたが、インター
ネットで見ると、生物学的製剤で注射の間隔を延
ばしても悪くならなかった患者さんのブログがい
ろいろありました。
実は私も3か月前から間隔を延ばしています。指の
関節は腫れていますが、検査の値を見てもCRPは
陰性ですし、痛みは全くなく、仕事や日常生活に
困ることもありませんので、間隔を延ばしたまま
で続けたいと思います。



注射の間隔を伸ばしたかったのはどういうこと
ですか？結核など感染症の副作用の心配をされ
ていたのでしょうか？

関節が腫れているという事はCRP陰性でも炎症
があるということですよ。だから前の先生もこ
ちらに紹介されたのです。

もう一度ここで治療を見直してしっかり治しま
しょう。そうしないと後で後悔しますよ。ネッ
ト情報は玉石混交です。変なのに惑わされては
ダメです。せっかく、うちに来られたのですか
ら、ここでしっかり治すように頑張りましょ
う。
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A先生



なぜ注射の間隔を伸ばしたのですか？

ネットにはなんて書いてあったのですか？

そういうのを信用するのはどうかと思いますよ。

前の先生からの注意はどうでしたか？

紹介状はありますけど、ご本人から直接、聞いた

方が良いでしょう。

仕事は具体的には何をされている？

まあ治療を続けようという気持ちは買いますけど、
困っていないのは手先を使う細かい仕事じゃない

からでしょうね。

しっかり治そうという気持ちはありますか？
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B先生



去年は前の先生の指示通りの間隔で注射していて
今年から延ばされたわけです。そうしてもCRPも
痛みも変わらないので、ネットの情報の通り、と
思いますよね。

ご自分としては悪くはなっていないのだけれど、
前の先生は,こちらに紹介されました。

私としては,今のやり方で変えた方が良いと思うと
ころが2，3あります。

でも、そうするかどうかはご自身が決めることで
す。治療は続けようと思っておられますね。

どのようにされたいですか？
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C先生
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皆様はどの先生に投票されますか？

A先生 B先生 C先生

せっかく、うちに来ら
れたのですから、
ここでしっかり治すよ
うに頑張りましょう。

しっかり治そうという
気持ちはありますか？

治療は続けようと思っ
ておられますね。
どのようにされたいで
すか？



医師が関節リウマチ患者さんの対応に困るとき
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調査時期：2015年11月30日～12月8日
調査対象：関節リウマチ患者さんと接する機会を持つ、

または過去に持った経験がある医師・看護師
調査会社：国際ライフサイエンス
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調子が良くなると服薬を勝手に中止する

治療の必要性を理解しない

ネット等で得た情報を正しいと思い込む

MTX、生物学的製剤の処方を拒否する

自身の合併症に無頓着

薬剤の変更をしたがらない

ステロイド治療に固執する

罹患していることを認めたがらない

その他

該当するものはない

対応に困る患者さんの特徴（n=52）

1番目に困る 2番目に困る 3番目に困る



・ミラー（ニューメキシコ大学）とロルニック
（カーディフ大学）が開発した対人援助の技術

・受容的応答を旨とする来談者中心的要素と、
予め決めた変化に向かう目標指向的要素を
併せ持った面接のスタイル

・アルコールなどの依存症を始め、病的ギャンブル
性感染症予防、メンタルヘルス、糖尿病や喫煙
生活習慣病、母子保健などさまざまな領域での
効果が 臨床試験によって示されている

・国際的なトレーナー・ネットワーク（MINT）が
詳細な研修プログラムやエクササイズを
開発し公開している
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William R. Miller

ミラー William Miller

ロルニック
Stephen Rollnick

動機づけ面接とは？



• ネットにこんなこともあんなことも書いてあった

– そんなくだらないものに騙されるな×

• 自分で治療を決めたら絶対ダメなんですか？

– そこまでは言っていませんよ ×

• また痛くなったらどうしよう・・

– ちゃんと治療続けているから大丈夫 ×

• 副作用が心配です

– 大丈夫です。添付文書には大げさに書いてあるだけ ×

すぐに言いたくなる言葉はNGワードです

おだまり！

その言葉、ちょっと待って！



変化

相手をどれだけ泣かせても

良い方向には変わってくれません

X

acm_U17032
ノート注釈
一般の方の顔が映っておりますが大丈夫でしょうか？念のためご確認をお願いします。



困るから変わりたい
私たちが困っている

だから、まず私たちから変わっていきましょう



P（Partnership）：協働

A（Acceptance）：受容

C（Compassion ：思いやり

E（Evocation） ：喚起
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動機づけ面接のスピリット PACE

acm_U17036
ノート注釈
片括弧がありません。





行動を変えたくなる動機とはどこにあるの？



動機づけ面接の基本スキル

OARS



• 開かれた質問（Open question）
「はい」「いいえ」で答えられない質問

• 是認（Affirming）
患者の強みや努力に言及する

• 聞き返し（Reflecting）
患者の言葉をそのまま、または医療者の理解した内容で返す

• サマライズ（Summarizing）
患者の話を整理・まとめて返す
患者が振り返り、考えることを促す
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OARS



考え考え

話した
ことば

聞いた
ことば

コミュニケーションの間違いが生じる３つのポイント

話した
ことば

聞いた
ことば

複雑な聞き返し

単純な聞き返し

聞き返し（Reflecting）



聞き返し

聞き返しとは「共感」の成立を確認すること！

動機づけ面接における共感とは

• 気持ち・感情・思考・価値観を正確に言葉にする

• どういうときにどう感じるかを具体的な言葉に

• その情動は人なら誰でもある=問題の共有化

• 変わりたくない気持ち，抵抗，非健康な行動も平等に価値判断を

交えず，平然と言葉にする

• 相互の信頼感という文脈をつくる

あなたは特別な感情に苦しめられている被害者だ
私もそうだ，だから気持ちがわかる
苦しさの理由は○○だ
こんなに苦しい人を見たことがない
かわいそうに，つらかったね，もう大丈夫だよ（上っ面）

違うもの

同情や擁護
(Advocacy)
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この様な患者に、「共感」してみましょう？

興味と関心を持って、相手のことを想像する

聞き返し

痛かった
ですね

急に悪化して
びっくり
しましたね

こうなるとは
全然想像して
なかった
でしょう

いつから
こんな？！

ほおって
おいたでしょ

炎症がひどい
ですよ



計画する

引き出す（チェンジトーク）

焦点を絞る

相手に関わる

始まり 終わり

4つのプロセス



引き出し‐与え-引き出す

1. アドバイスの許可をとる
「ちょっと私の考えをきいてもらえます？」

「少し、それを知ってみたいですか？」

2. それについてどんなことを知っているか聞く
「それについて、どんなことを今まで言われましたか？」

「それについてどんなことを知っていますか？」

アドバイスしたいとき① -自信と重要度-



３．アドバイスを与える

– 相手が最も望んでいるであろう内容を

– 普通の言葉で（専門用語なしで）

– 短く言う、または選択肢のリストを与える

– 内容について質問を受けたり答えたり

４．アドバイスについての理解、感想などを聞く

– 「聞いてみてどんなふうに思います？」

– 「やってみる可能性はどれくらい？」

– 「今、どんな印象を受けられましたか？」

アドバイスしたいとき②





• 動機づけ面接とは

– 動機づけ面接のスピリット

– 共感や是認の示すことばや態度を使う

– 聞き返しを身につける

– 間違い指摘を減らす

• 変化に向かう言葉を引き出す

今日のまとめ
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1 MIのスピリット
オープンな姿勢と共同的な関わり。クライエントの自律と自
己決定の尊重。クライエントに対する純粋な興味

2
OARS：クライエント
中心カウンセリング

カウンセリングセッションの中で，クライエントが自身の経
験とアンビバレンスを気遣いなく安全に探ることを促進し支
持する雰囲気を作り出せるスキル

3
チェンジトークと抵抗
を認識する

変化の方向に動いていることをシグナルするチェンジトーク
とコミットメント言語，逆である抵抗を同定できる能力。

4
チェンジトークを引き
出し強める

チェンジトークを生み出し，強める。クライエント中心の
OARSのスキルが戦略的に活用される

5 抵抗を手玉にとる
抵抗を聞き返し，尊重し，強めない反応の仕方。抵抗に逆ら
うのではなく，手玉にとる

6
変化のプランを組み立
てる

クライエントの準備性を認識し，適切かつ受け入れ可能はプ
ランを組み立てる能力 タイミングと交渉術

7
コミットメントを強固
に

コミットメントを強め，具体的な意思に結びつける

8 移行とブレンド
MIのスタイルを他の治療にブレンドしたり，相互の間を柔軟
に往復できる

動機づけ面接学習の段階



タイプ ゴール 長さ

導 入
MIの基本を経験し，より深く学習するかどうかの判
断をする。基本的なスピリット，原則

2時間～1日

応 用 MIの具体的な応用例を学ぶ 1時間～1日

臨床的
トレーニング

MIの基本的な臨床的スタイルを学ぶ 実践での継続
学習のやり方を身につける

2～3日 4～8時
間の分散学習

アドバンスト
臨床的トレー
ニング

基本的な能力からもっと進んだ臨床的スキルを学ぶ
個別のコーチ，フィードバック，MIの最新の理論，
技術の学習

2～3日

スーパーバイ
ザートレーニ
ング

MIを学習するグループをガイドする MIの技術の獲
得の過程を理解し，観察・分析の方法を獲得する

2～3日

トレーナー
トレーニング

他人がMIを学ぶ技術と方法を柔軟に応用できる 3～4日
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動機づけ面接トレーニングのレベルと種類


