このワークショップの目的

動機づけ面接
Motivational Interviewing, MI

スーパービジョン
スーパーバイザーのためのコミュニケーションスキル
困難な状況でにっちもさっちもいかない，今のままで
困難な状況でに ちもさ ちもいかない 今のままで
仕方がない，と考えている人と話し，
変化する方向に向けていくこと

指導者の役割と目標
基本を理解する
他人を変える方法
動機づけとは何か
あるやり方はかえって抵抗を生む
アンビバレンスが変化に対する抵抗の中心

動機づけ面接の戦略のメニュー
– グループ場面で動機づけ面接を応用できる
– ロールプレイ場面を用いて適切な言い方を選べる

原井 宏明
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このワークショップの進め方
ウォームアップ
– 指導者の課題
ブレーンストーミング

– 自分自身の課題
– HRQ

前半

ウォームアップ

後半 ワークショップ
–
–
–
–

資料のチェック

課題設定
流れる葉っぱ
バッティング練習
ドッジボール

スライド配付資料
HRQ
CSQ--J
CSQ
ワークショップ評価アンケート

まとめ

– 指導者の役割
– 動機づけ面接とは
– デモンストレーション

– いろんな場所で
– 他の治療と組み合わせ
– トレーニング・
トレーニング・SV
SV

金魚鉢練習
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一般目標
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到達目標

– ワーカーだけができることを目指す
– 仕事に自信と確信を感じる
– 仕事が自分の人生の大事な一部だと感じる
仕事が自分の人生の大事な 部だと感じる
– 個人を環境・社会との関わりの中で理解する

– クライエントのアセスメントができる
– クライエント，ワーカーと信頼関係をつくる
– 相手を傾聴し，理解する
相手を傾聴し 理解する
– 社会資源を理解し，活用する
– 自分の仕事を説明できる 理論・エビデンス
– エンパワメントされる
クライエントも自分も

– 距離をとり，検討できる
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1

ニーズを掴む
ネットワークを作る
価値知識技術を身につける
スマートに対応できるようになる
バイジーに悩んでもらう
自分で学ぶ自分で考える
職場でASW
職場で
ASWとして専門性を発揮する
として専門性を発揮する
ネットワーク，飲酒運転
明るく楽しく元気に
人とネットワーク
共有できる
様々なサービス，
狭間をつなぐシステム，自分の経験を活かす
もっといろんな所に出て行って，強みを見つける
きちんとしたスーパービジョン，主体性
役割を知る

一般目標
– ニーズ，能力，個性を的確に捉える
– バイジーが燃え尽きないようにする
– バイジーの能力
バイジ の能力

到達目標
– 他職種・関係機関と連携
– 度胸
– 環境を理解
– バイジーの成長，発達に合わせて支援
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なぜ目標が必要か？

目標

行動分析学

目標とは言語である

– オペラント心理学
– 行動随伴性

– ルール支配行動

常に頭の中で，目標をそらんじていれば

セルフコントロール
セルフコントロ ル

– Bを選択できる

A 今すぐ得られる小さな強化子
B あとで得られる大きな強化子

黙って，何も考えず，その日その日暮らしで
あれば
– Aを選択するか，リスク回避になる

A 今すぐやってくる嫌なこと
B 今すぐやってくる嫌なことのあとに，大きな利益
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指導者の課題
人を指導するとは
– 遠くにある方向とその方向に進んでいることを証
明するゴール地点の設定
– 組織全体が共有する方向
– 個人，時期，状況に合わせたゴール地点
– フィードバック

スーパービジョンとは

指導者とは

2009/3/25

一般目標
到達目標
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2

指導者の課題

必要な知識

1. バイジーの動機づけ

指導者

コミュニケー
ション能力

– スーパーバイザー，メンター

2. バイジーが専門性のある仕事をする

学習者

3. バイジーが困ったときに援助する

– 報告・連絡・相談の能力
報告 連絡 相談の能力
– バディシステム 自分が指導する経験

環境・随伴性
– 時間，構造，給与，評価システム
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普通の人が他人を操作する方法
動機づけ
–
–
–
–

○○しなさい しなければならない するべきだ するしかない
○○したら良い
“賄賂” 最初にエサ
やる気はあって当然

問題解決の方向設定
問題解決 方 設定
– 示した通りにしなさい，言われた通りにしなさい
– 指摘されたところを治しなさい
– うまく行かないことの原因は“心”である

被験者としての臨床家

解決方法

臨床における
パフォーマンスマネージメント

– 心を入れ替える，さとす，訓示する

その後
– 自分の“心”に合わせて誉める，“正の強化”をする
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パフォーマンス・マネージメント
組織のパフォーマンスを
行動科学をもちいて改善すること
– 随伴性マネージメント

トヨタ方式
– 後工程がお客様・プル・一個流れ

原井の経験
– 治験：出入り口の標準化・ベンチマーク・プラセボ
– 医療経済：コスト・統合化医療・アウトカム評価
– 治療者教育

クライエントが求めるもの
あなたがこれから心臓手術を受けます
どの医師・医療機関で受けたいですか？
1 有名大学教授

2 某病院医長

業績200報
業績200
報 学会会長
新術式成功，新素材治験
難治例の成功報告で学会賞
手術の年間例数 10
10例
例
累計実績 100
100例
例

業績数10
業績数10
合併症，症例統計
賞罰なし
200例
200
例
1000例
1000
例

なぜ？

3

研修する人が求めるもの
あなたがこれから行動療法のSV
あなたがこれから行動療法の
SVを受けます
を受けます
– 教室では得られないものを与えてくれる先生
– 行動療法を用いて難しいケースを治した先生
– 臨床をしている先生
– 臨床をデータにしている先生

他には

具体的な方法
出口と入り口はぶれない
– 標準的なアセスメント，診断，重症度評価
– 標準的なアウトカム評価
評価は常に保守的

方法は常にぶれる
– 標準的方法はいつも変えるための土台

比較する
– 外部の標準ベンチマークデータ
– 治験の治療成績

デファクトスタンダード
診断分類 DSM

アセスメント
全般

– 精神疾患の診断・統計マニュアル

重症度評価

SF36 Sheehan Disability Scale CSQ8J

アルコール

– 治療効果判定を目的とした評価
– 繰り返し評価できるもの
– 面接評価

アウトカム評価
– 一般人口と比較することを目的とした評価
– 日常生活や満足度に関する自記式
– CSQ
CSQ--8J SF
SF--36 Sheehan disability scale

落とし穴
行動モメンタム
– 現状維持が楽

確証バイアス
– 後づけ理由づけ
後づけ理由づけ(Post
(Post hoc reasoning)
出来事が，終わった後から，理由づけ

– 連言バイアス
理由づけ，すればするほど，ド確信

Time Line Follow Back 検査データ

うつ
1. HAM
HAM--D：
SIGH--D，GRID
SIGH
GRID--HAMD
2. MADRS
– BDI
BDIなどの自記式の問題点
などの自記式の問題点

OCD
SC

Y-BOCS
PANSS

クライエントの価値を最大化
良い治療者の条件
– 診断ではなく，患者の受診理由を
– 患者は受診理由を知らない，当然だ
– ベストの治療方法は誰も知らない，ベストの実践
ベストの治療方法は誰も知らない ベストの実践
はあるとしても
– 結果を公正に集め，公開し，受け入れる

事前確率の無視
利益獲得よりも損失回避
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トヨタ方式

原井なりのトヨタ方式

職場内に品質を組み込む：カイゼン

クリニックで
– 後行程がお客様：待合室の
後行程がお客様：待合室の患者ではなく，診療後の受付が客
患者ではなく，診療後の受付が客
– プル方式：カルテ
プル方式：カルテが来るのを待つのではなく，
が来るのを待つのではなく，取りに行く
取りに行く

– すべての従業員を品質管理検査員にする
– 後行程がお客様
– ストップ カタログエンジニア

診療に品質管理を組み込む
– 患者のデータを共有する 報告する
– 評価を繰り返す
– 公開治療する (見学者，グループ治療
見学者，グループ治療))

新技術ではなく低コストで信頼度の高い技術
– 新しい ：高い 不慣れ 信頼性低い
– 古い ：安い 慣れ 信頼性高い

一個流れ：OCD
一個流れ：
OCD診療
診療
初診→
初診
→セルフモニタリング
セルフモニタリング→
→グループ教育
グループ教育→
→集中外来
集中外来→
→グループ
患者の経過の視覚化・共有化(グーグルドキュメント使用
患者の経過の視覚化・共有化(
グーグルドキュメント使用))

在庫を作らない：作りすぎない，溜めない
在庫
を作らない：作りすぎない，溜めない

古い技術の活用：20年変わらない水抜き指示
古い技術の活用：20
年変わらない水抜き指示
現地現物主義：話よりも自宅訪問，トイレ，地下街

– 一個流れ プル方式

現地現物主義：ストップ本部検討委員会

自分のゴール
自分が行動療法を用いて難しいケースを治
すようになりたい
自分が人を教えられるようになりたい
自分と同じように治せる人も増やしたい
行動療法を専門にする気はないが，仕事上
の協力関係にある人に，行動療法の利点・必
要性を説明できるようになりたい

コミュニケーションの方法

動機づけ面接
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五つの大原則

動機づけ面接とはなにか
特別なやりかた
–
–
–
–
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1. 共感

人が問題を認識できるように援助する
人が問題に対して何かをするように援助する
人の気持の矛盾を解消するために援助する
人が変化の方向へ動くよう援助する

2. 矛盾を広げる
3. 言い争いを避ける
4. 抵抗を手玉に取る

クライエント中心療法＋指示的
– 特別なものではない カウンセリングスタイルの一種
– 変化を志向している

5. セルフエフィカシーをサポートする

違うもの
– 直面化・説得・気そらし・癒し･リラクセーション
ストレス対処･教育
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MIにおける共感
MI
における共感

利点

他人の気持ち・感情・思考・価値観を正確に言葉にすること
あなたは特別に苦しい ではない
どういうときにどう感じるかを言葉にする
最後にそんな風に感じるのは普通のことと言うのはよい
変わりたくない気持ち 抵抗 非健康な行動を感情や価値判
変わりたくない気持ち，抵抗，非健康な行動を感情や価値判
断を交えず，ポーカーフェースで言葉にする
相互の信頼感をつくる
違うこと
–
–
–
–

権力闘争を避けることができる
クライエント自身が決断する
変化の実行責任はクライエントにある
変化の過程に対してクライエントがより強く
かかわる

私もそうだ
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
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言語のチェーン

言語も行動である
言語を機能でわける
–

コンテキスト

マンド（命令言語行動))，タクト
マンド（命令言語行動
，タクト((報告言語行動
報告言語行動))

会話における結果操作
–

先行刺激
考える →話す
話す→
→相手が答える

人の話す内容は相手の答えによって変わる

Speak to learn, Listen to teach
–
–

適切な自己に関する陳述，ルールの発言を結果操作によって増やす
人間は話しながら評価することが難しい
1.
2.

#1自分が話すこと，#2
#1自分が話すこと，
#2話している内容を観察し，評価すること，の二つを同時に
話している内容を観察し，評価すること，の二つを同時に
行うこと
#1相手が話すことを聞き，
#1
相手が話すことを聞き，#2
#2聞いている内容を観察し，評価すること
聞いている内容を観察し，評価すること

先行刺激
考える →話す
話す→
→相手が答える

ある実験
–
–
–

特定の言葉を話したときだけ，“ええ
特定の言葉を話したときだけ，“
ええ””というようにする
話す内容が相手の答え方によって変わる
話者は随伴性に気がつかない

先行刺激
考える →話す
話す→
→相手が答える
2009/3/25
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言葉の機能は2
言葉の機能は
2つにわけることができ
る

選択行動と報告行動
決断は理屈ではなく，気持ちで決まる

マンド 命令

– 人間の決断は限定合理的であるのが普通
プロのディーラーでも同じ

– 気持ちを報告することは練習が不足している

何かあったときに周りが反応して発するマンド

– さて，すみません，よろしく，お願いします，どうか，
あれ取って
– しろ，こうすると良い，なぜそんなこと？理由を言
しろ こうすると良い なぜそんなこと？理由を言
え。何か話せ。

タクト 陳述

– 「何故？」「理由は？」「どうして？」「何があった
の？」
– 「どういう状況でどういう気持ちになり，行動した
後，どんな気持ちに変わったのですか？」
2009/3/25
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– よくわからなかったのですが，こういうことですか
ね？。なるほど。そうしたいんですね。ということ
は，，，なんですね。
– 疲れた。眠い。可笑しい。難しい。
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カウンセラーの応答

クライエントの次の反応を強化する
現実と目標，そしてその間の葛藤の正確
な記述
チェンジトーク

O 開かれた質問
– クライエントの自由な発言を引き出す

A 確認する
R 聞き返し

Desire 変わりたいという願望
Ability 変わる能力があるという
Reason 変わると良いことがあるという
Need 変わる必要があるという
Commitment 変わる計画・これからすることに
ついて言う

– 適切な発言に選択的に応じる

S サマライズ
– 選択的にまとめる
2009/3/25
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クライエントの発言を変えていくため
の方法

聞き返しのスキル
非言語的

クライエントから具体的な発言を引き出す

– アイコンタクト
アイコンタクト,,リラックスした受容的な姿勢

– 現状と情動，行動，希望

聞き返し

矛盾を広げる

– 励ましは最小限に,
励ましは最小限に,アイコンタクト
アイコンタクト,,リラックスした受容
的姿勢
– 他に？
– ひとつの方向に話を続けていかせる

クライエントが矛盾を修正する
– クライエントの発言に基づいて，カウンセラー
が矛盾したことを述べる
– クライエントが自分の発言を修正する先行刺
激を提示する
– クライエント自身の
クライエント自身のRighting
Righting Reflexの利用
Reflexの利用
2009/3/25
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サマライズ//言い換え
サマライズ
– 励ましは最小限に,
励ましは最小限に,アイコンタクト
アイコンタクト,,リラックスした受容
的姿勢，防衛的な発言のサマライズ
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動機づけ面接ではない言い方
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ただし
臨床面接は動機づけ面接だけではない
道に迷った人にはアドバイス
動機づけはできたが，何をしたらよいか情報を
求めている人にはアドバイス((選択肢を提供
求めている人にはアドバイス
選択肢を提供)
択
)
客観的検査結果は情報提供
調査面接は構造化質問
今から1
今から
1秒後にできる課題を実行する直前でへ
こたれていたら直面化

アドバイス
情報提供
質問，問い詰め
同情 (私もそういう気持でした
私もそういう気持でした))
直面化 (あなたは矛盾していると指摘
あなたは矛盾していると指摘))

– 朝だ，起きろ！
朝だ，起きろ！10
10数えるうちに来ないと飯抜きだ
数えるうちに来ないと飯抜きだ
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聞くことへの12
聞くことへの
12のさまたげ
のさまたげ 1

さまたげ 2

1. 命令
命令,,指示，注文

7. 同意する（相手の意見を評価すること），

2. 警告
警告,,脅し

承諾する，あたりさわりのない褒め言葉，
“私も賛成だ，その通りだ”
8. 辱める，からかう，ラベルをつける
辱める からかう ラベ を ける
9. 解釈する，分析する
10. 慰める，同情する，「私にも同じ悩み」
11. 質問する，探る
12. 距離をとる，話を逸らす，笑いを取る，話
を変える

3. アドバイス，示唆，解決法の提供
4. 理屈で説得，議論，講義
5. 説教，訓示，クライエントにあなたはこう

するべきだと伝えること
6. 否定する，判断する，批判する，責める
2009/3/25
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日常臨床での動機づけ面接

面接の練習と評価
クライエント側

オープニングセッション

– DARN
DARN--C

– 最初にオープンクエスチョン

カウンセラー側

今日こちらにきたのは，どうしてですか？何があったのですか？
ごく普通の日はどのように過ごしていますか

– アジェンダ設定
今日これから15
今日これから
15分間でなにをします
分間でなにをします

– フィードバック
O それでどのように感じる？
A それは困ったということですね
R 今までどおりで仕方ないと思うのですね
S 私の聞いたところをまとめると，困っている，その一方でこれからも今
まで通りと思っておられるのですね

2009/3/25
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–
–
–
–
–
–
–
–

OARS
OARSのほかに
のほかに
Confrontation 直面化
Direction 指示・命令
Listening 傾聴 受動的にうなずく
Question 質問
Support サポート 支持する
Teaching 教示，教える
Other その他

2009/3/25

動機づけ面接のトレーニング
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動機づけ面接のエビデンス

動機づけ面接とは技術である

現在のエビデンスのゴールドスタンダード

– 技術をうまく使えるようになると

– 信頼できる対照群･前向き群間比較
グループデザインRCT
グループデザイン
RCT
– 厳格な包含基準，除外基準
– マニュアル化治療 治療内容の完全性
– 現実的な外的･長期のアウトカム

普通に自然に話しているように見える

– うまく使えるとは
それぞれの技術(言語の部分行動
それぞれの技術(
言語の部分行動))があなたの行動レパ
があなたの行動レパートリー
トリ
になる
クライエントの発言を区別((弁別
クライエントの発言を区別
弁別))できるようになる
それぞれの技術が適切なときに出せるようになる

結果の見方

– 技術だから

– Positive, Negative, Null
– Dodo bird Verdict
– Efficacy vs. Effectiveness

練習すればできるようになる
実際に使って，うまくいくとできるようになる
使わなければ，忘れる
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動機づけ面接を始めた人の感想1
動機づけ面接を始めた人の感想
1
クライエントが自ら変わろうと思わないと変わらないと思って
いた
これは，変わろうと思う手助け
うまくいかないときに，クライエントがダメだから，では変えよ
うとしないということ
やってみたけれど，クライエントの矛盾を広げることができな
い
実際に使うのが難しい
講義を聞くと一つ一つの技術についてわかったような気持ち
になるけれど，実際に使うときには頭が回らない，せっかくわ
かった技術を使う機会がない，クライエントの話を受け流して
しまうだけになってしまう
2009/3/25
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動機づけ面接を始めた人の感想2
動機づけ面接を始めた人の感想
2
ペーパーワークをさせると面接だけよりも動機づけになる
– 決断分析

自分の考え方を変えた，患者は変わらないと思っていた。今
は次のように考える。クライエントはすごく変わりやすいのだ，
諦めないで，何度もいろんなことをチャレンジすることが必要
なのだ
クライエントの変化の法則を見つけることが大事だと思う
クライエントに合わせることが大事
どうしたらいいでしょうか？と聞かれたときに，患者に考えて
もらうようにしてみたが，話が続かない。サマリーして聞き返
してみたが，やっぱりどうしようもなかった。
「しかし，けれども」を使わず「一方で」を使うのが印象的だっ
た
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指導者の資質
優れた者ほど間違いは多い。それだけ新しいこ
とを試みるからである。一度も間違いをしたこと
のない者、 それも大きな間違いをしたことのない
者をトップレベルの地位に就かせてはならない。
間違いをしたことのない者は凡庸である そのう
間違いをしたことのない者は凡庸である。
え、いかにして間違いを発見し、いかにしてそれ
を早く直すかを知らない。
人間にとって成長ないし発展とは、何に対して貢
献すべきかを自らが決定できるようになることで
ある。

ピーター ドラッカー

優れた指導者になるために
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部下の資質

上司のマネージメント

現実は企業ドラマとは違う。部下が無能な上
司を倒し、乗り越えて地位を得るなどというこ
とは起こらない。
上司が昇進できなければ 部下はその上司
上司が昇進できなければ、部下はその上司
の後ろで立ち往生するだけである。
昇進していく上司の部下になることが、成果
を上げるためのベストの方法である
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上司をマネジメントすることが重要であること
を認識している者があまりに少ない。
困ったことには、上司をマネジメントできること
を知っている者もあまり いない。
いない
上司についてこぼしはしても、彼らをマネジメ
ントしようと試みるものはさらにいない。
しかし、上司のマネジメントはかなり容易であ
る。部下のマネ ジメントよりもはるかに容易で
ある。
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上司

真摯さ

成果を上げるためには人の強みを活かさなければならな
い。人に成果を上げさせるためには，「自分が上手くやっ
ていけるか」を考えてはならない。「どのような貢献ができ
るか」を問わなければならない。「何ができないか」を考え
てはならない。「何を非常に良くできるか」を考えなければ
ならない。
な な 。
真に厳しい上司とは，それぞれの道で一流の人間を作る
人である。彼らは部下が良くできるはずのことから考え，
次にその部下が本当にそれを行うことを要求する。上司は
部下の仕事に責任を持ち，そのキャリアを左右する。従っ
て，強みを活かす人事は成果を上げるための必要条件で
あるだけでなく，倫理的な至上命令，権力と地位に伴う責
任である。弱みに焦点を合わせることは，間違っているだ
けでなく，無責任である。
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成功している組織には、あえて人を助けようとせ
ず、人付き合いも悪い上司が必ずいる。愛想が
悪くいつも不愉快そうでありながら、だれよりも
多くの人たちを教育し育成する人、最も好かれて
いる人よりも尊敬を得ている人がいる。部下と自
いる人よりも尊敬を得ている人がいる 部下と自
らに厳しくプロの能力を要求する人がいる。
そのような人は、高い目標を掲げ、その実現を
求める。誰がどう思うかなど気にしない。何が正
しいかを考える。頭のよさより、真摯さを重視す
る。
2009/3/25

自分の子をその人の下につける
気になれますか？

まとめ

この真摯さなる資質に欠ける者は、いかに有能
で人付き合いがよく，知識と経験に長けていたと
しても、組織にとって危険な存在であり、上司と
して不適格である。
真摯
真摯さに欠ける者が跋扈するとき、組織は死へ
欠
者が跋 す
き 組織
の道をたどる。
人は人の不完全なることを許す。ほとんどの欠
陥を許す。しかし一つの欠陥だけは許さない。そ
れが真摯さの欠如である。それは，学ぶことので
きない資質である。
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今あなたはどう考えていますか？
– 自分自身について課題がある
– 変わる必要がある
– 変わると良いことがある
– 変わることができる

現状
満足

絶対
必ず

0

100

程度を評価してください

E-mail: hharai@cup.com

原井の情報公開 homepage1.nifty.com/hharai/
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