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神奈川県内科医学会編『禁煙医療のための基礎知識』神奈川県内科医学会編『禁煙医療のための基礎知識』
中和印刷株式会社発行中和印刷株式会社発行 http://www.http://www.chuwachuwa--pp.co..co.jpjp/book//book/kinenkinen.html.html



本日の内容本日の内容

1.1. ニコチン依存症の病態ニコチン依存症の病態
2.2. 動機づけ面接法動機づけ面接法



１．ニコチン依存症の病態１．ニコチン依存症の病態



昔の依存症の定義昔の依存症の定義
••WHOWHO薬物依存専門委員会（薬物依存専門委員会（19691969年）年）

薬物依存薬物依存の定義の定義

––「「生体と薬物の相互作用の結果生じた特定の生体と薬物の相互作用の結果生じた特定の精神的、精神的、
ときに精神的および身体的状態ときに精神的および身体的状態をいう。特定の状態をいう。特定の状態
とは、ある薬物の精神的効果を体験するために、まとは、ある薬物の精神的効果を体験するために、ま
た、ときに薬退による不快感を逃れるため、その薬物た、ときに薬退による不快感を逃れるため、その薬物
を連続的あるいは周期的に摂取したいというを連続的あるいは周期的に摂取したいという強迫を強迫を
常に伴う行動やその他の反応常に伴う行動やその他の反応によって特徴づけられによって特徴づけられ
た状態を指す。た状態を指す。」」

薬物自己投与動物実験薬物自己投与動物実験

強迫的な薬物摂取行動の強さで「精神依存」強迫的な薬物摂取行動の強さで「精神依存」
を評価しようとしたを評価しようとした



ニコチン濃度の変化ニコチン濃度の変化

喫煙喫煙 喫煙喫煙 喫煙喫煙

3030～～4040分分 3030～～4040分分

離脱症状離脱症状
発現発現

離脱症状離脱症状
発現発現



行動行動（学習）（学習）理論のひとつ理論のひとつ

オペラント条件付け理論オペラント条件付け理論

••条件付けの原理条件付けの原理
––自発的反応＋強化子（報酬自発的反応＋強化子（報酬oror罰）罰） →→ 反応生起頻度の増減反応生起頻度の増減

バラス・スキナーバラス・スキナー

スキナー箱スキナー箱

負の強化（逃避訓練）負の強化（逃避訓練）正の罰（罰訓練）正の罰（罰訓練）
負の強化子負の強化子

（不快感、叱責、挫折感）（不快感、叱責、挫折感）

負の罰（省略訓練）負の罰（省略訓練）正の強化（報酬訓練）正の強化（報酬訓練）
正の強化子正の強化子

（快感、賞賛、達成感）（快感、賞賛、達成感）

除去除去提示提示

行動が増加行動が増加 行動が減少行動が減少



他の依存性薬物との比較他の依存性薬物との比較
英国王立医師会報告（英国王立医師会報告（20002000年）年）

コカイン＞ヘロイン＞（コカイン＞ヘロイン＞（ニコチンニコチン＝アルコール）＞カフェイン＝アルコール）＞カフェイン薬物への渇望薬物への渇望
（動物自己投与実験）（動物自己投与実験）

ニコチンニコチン＞アルコール＞（コカイン＝ヘロイン）＞カフェイン＞アルコール＞（コカイン＝ヘロイン）＞カフェイン超過死亡超過死亡

アルコール＞（コカイン＝ヘロイン）＞カフェイン＞アルコール＞（コカイン＝ヘロイン）＞カフェイン＞ニコチンニコチン急性毒性急性毒性

アルコール＞ヘロイン＞アルコール＞ヘロイン＞ニコチンニコチン＞コカイン＞カフェイン＞コカイン＞カフェイン離脱症状離脱症状

（（ニコチンニコチン＝アルコール＝コカイン＝ヘロイン）＞カフェイン＝アルコール＝コカイン＝ヘロイン）＞カフェイン使用中止困難使用中止困難

ニコチンニコチン＞ヘロイン＞コカイン＞アルコール＞カフェイン＞ヘロイン＞コカイン＞アルコール＞カフェイン依存のなりや依存のなりや
すさすさ

Royal College of Physicians 『Nicotine Addiction in Britain』
http://www.rcplondon.ac.uk/pubs/books/nicotine/

••依存のなりやすさ依存のなりやすさ、、中止の困難さ中止の困難さ、、健康障害健康障害は違法な薬物以上は違法な薬物以上
••離脱症状（身体的依存）、渇望、急性毒性が離脱症状（身体的依存）、渇望、急性毒性が弱い弱いのでので害が過小評価され害が過小評価され

ているている



依存のなりやすさはヘロイン以上！依存のなりやすさはヘロイン以上！

•• 使用者における使用者におけるDSMDSM診断基準に合致する物質依存の発症率診断基準に合致する物質依存の発症率
•• （（AnthonyAnthony:: Exp Clin Psychopharmacol, 2(3):244Exp Clin Psychopharmacol, 2(3):244--268, 1994.268, 1994.））

有機溶剤

幻覚剤

鎮痛剤

精神安定剤、睡眠薬

コカイン以外の精神刺激薬

大麻

コカイン、クラック

アルコール

ヘロイン

タバコ

男 女



使用中止の困難さはヘロインと同等！使用中止の困難さはヘロインと同等！

•• 使用中止者における中止継続率（使用中止者における中止継続率（19881988年米国公衆衛生総監報告書）年米国公衆衛生総監報告書）

ヘロイン使用
喫煙

アルコール乱用



渇望や離脱症状が強くないのに渇望や離脱症状が強くないのに
そんなにやめにくいのはなぜ？そんなにやめにくいのはなぜ？

••ICDICD--1010（（WHOWHO国際疾病分類国際疾病分類；；19911991年年））
依存症候群依存症候群の定義の定義
––「ある物質あるいはある種の物質使用が，その人にとって以「ある物質あるいはある種の物質使用が，その人にとって以
前にはより大きな価値を持っていた他の行動より，はるかに前にはより大きな価値を持っていた他の行動より，はるかに
優先するようになる一群の優先するようになる一群の生理的，行動的，認知的現象生理的，行動的，認知的現象」」

••DSMDSM--IVIV--TRTR（米国精神医学会診断基準（米国精神医学会診断基準；；20002000年年））
物質依存物質依存の特徴の特徴
––「物質に関連した重大な問題にもかかわらず，その物質を使「物質に関連した重大な問題にもかかわらず，その物質を使
用し続けることを示す用し続けることを示す認知的，行動的，生理学的症状認知的，行動的，生理学的症状の一の一
群」群」



身体的依存と心理的依存身体的依存と心理的依存

••生理的症状＝離脱症状生理的症状＝離脱症状、耐性、耐性

••行動的症状＝行動的症状＝渇望感、薬物摂取行動渇望感、薬物摂取行動

••認知的症状＝認知的症状＝価値感の変容、有害事象の無視価値感の変容、有害事象の無視



TDSTDS（（タバコ依存スクリーニング）タバコ依存スクリーニング）
「「はい」はい」55項目以上で項目以上でICDICD--1010定義のニコチン依存症定義のニコチン依存症

1.1. 自分が吸うつもりより、ずっと多くのタバコを吸ってしまうことがありますか？自分が吸うつもりより、ずっと多くのタバコを吸ってしまうことがありますか？
2.2. 禁煙や節煙（本数を減らす）を試みてできなかったことがありますか？禁煙や節煙（本数を減らす）を試みてできなかったことがありますか？
3.3. 禁煙や節煙でタバコが欲しくてたまらなくなることがありましたか？禁煙や節煙でタバコが欲しくてたまらなくなることがありましたか？
4.4. 禁煙や節煙で次のどれかがありましたか？禁煙や節煙で次のどれかがありましたか？ （イライラ、神経質、落ち着かな（イライラ、神経質、落ち着かな

い、集中しにくい、ゆううつ、頭痛、眠気、胃のむかつき、脈が遅い、手の震い、集中しにくい、ゆううつ、頭痛、眠気、胃のむかつき、脈が遅い、手の震
え、食欲増進、体重増加）え、食欲増進、体重増加）

5.5. 上の症状を消すために、またタバコを吸い始めることがありましたか？上の症状を消すために、またタバコを吸い始めることがありましたか？
6.6. 重い病気にかかって、タバコはよくないとわかっているのに吸うことがありま重い病気にかかって、タバコはよくないとわかっているのに吸うことがありま

したか？したか？
7.7. タバコのために健康問題が起きていると分かっていても吸うことがありましたタバコのために健康問題が起きていると分かっていても吸うことがありました

か？か？
8.8. タバコのために精神的問題が起きていると分かっていても吸うことがありまタバコのために精神的問題が起きていると分かっていても吸うことがありま

したか？したか？
9.9. 自分はタバコに依存していると感じることがありますか？自分はタバコに依存していると感じることがありますか？
10.10. タバコが吸えないような仕事やつきあいを避けることが何回かありましたタバコが吸えないような仕事やつきあいを避けることが何回かありました

か？か？
11～～33：行動的現象：行動的現象 44～～55：生理的現象：生理的現象 66～～1010：認知的現象：認知的現象



認知的症状認知的症状
＝＝認知の歪み認知の歪み（心の色メガネ）（心の色メガネ）

••感情的決めつけ感情的決めつけ（～と感じるから～に決まっている）（～と感じるから～に決まっている）
––タバコなしの生活なら死んだ方がましだタバコなしの生活なら死んだ方がましだ
––自分だけは肺がんにならない自分だけは肺がんにならない
––禁断症状はとても耐えられない禁断症状はとても耐えられない

••過度の一般化過度の一般化（どうせ～に決まっている）（どうせ～に決まっている）
––友人はパッチを使って禁煙できなかったから、パッチなど友人はパッチを使って禁煙できなかったから、パッチなど
意味がない意味がない

––何度も禁煙に失敗しているから、どうせ今度も失敗する何度も禁煙に失敗しているから、どうせ今度も失敗する

••レッテル貼りレッテル貼り（・・・は～というものなのだ）（・・・は～というものなのだ）
––私はタバコがやめられない人間なんだ私はタバコがやめられない人間なんだ



認知の歪み認知の歪みのメカニズムのメカニズム

••重大性の過小評価重大性の過小評価 →→ 禁煙する必要がない禁煙する必要がない
––社会的暗示と社会的暗示と合理化合理化による効用の錯覚による効用の錯覚

––害の害の否認（非現実的な楽観主義）否認（非現実的な楽観主義）

••困難さの過大評価困難さの過大評価 →→ 禁煙は不可能だ禁煙は不可能だ
––独断的要求（～ねばならない）独断的要求（～ねばならない）

––根拠のない過度の怯え（～になったらおしまいだ）根拠のない過度の怯え（～になったらおしまいだ）

––不都合に対する耐性の低さ（～は我慢できない）不都合に対する耐性の低さ（～は我慢できない）



喫煙者の楽観主義喫煙者の楽観主義
（重大性の過小評価）（重大性の過小評価）
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Weinstein, 2005



受動喫煙は健康に害があると思いますか？受動喫煙は健康に害があると思いますか？
（重大性の過小評価）（重大性の過小評価）
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あるが無視できるほど小さい ない

吉井吉井, 2004, 2004 （製薬会社社員（製薬会社社員307307名の調査）名の調査）p=0.0407p=0.0407



禁煙治療の費用（困難さの過大評価）禁煙治療の費用（困難さの過大評価）
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１日１箱 １日２箱 自由診療 保険診療

自由診療は初診料自由診療は初診料30003000円、再診料円、再診料10001000円×円×66回、パッチ回、パッチ430;400;380430;400;380円として円として



ニコチン依存に関する誤解ニコチン依存に関する誤解

•• ニコチン依存ニコチン依存 ＝＝ タバコをやめたいけれども、やタバコをやめたいけれども、や
められないめられない

だけではなくだけではなく

••ニコチン依存ニコチン依存 ＝＝ タバコをやめたいけれども、やめたタバコをやめたいけれども、やめた
くないくない

••思考や感情の両価性（アンビバレンス）思考や感情の両価性（アンビバレンス）

––「やめたい」だけど「できるならやめたくない」「やめたい」だけど「できるならやめたくない」
––「やめたくない」だけど「できるならやめたい」「やめたくない」だけど「できるならやめたい」

••相反する感情がバランスを変えて揺れ動く相反する感情がバランスを変えて揺れ動く
––「やめたい」という気持ちを励まし育てるのが禁煙支援の「やめたい」という気持ちを励まし育てるのが禁煙支援の
本質本質



禁煙における行動変容のステージ分類禁煙における行動変容のステージ分類

維持期維持期維持期維持期禁煙して禁煙して66ヶ月以上ヶ月以上

実行期実行期実行期実行期禁煙して禁煙して66ヶ月以内ヶ月以内

準備期準備期準備期準備期11ヶ月以内に禁煙するつもりヶ月以内に禁煙するつもり

熟考期熟考期
66ヶ月以内に禁煙するつもりだが、ヶ月以内に禁煙するつもりだが、

11ヶ月以内に禁煙するつもりはないヶ月以内に禁煙するつもりはない

関心期関心期

66ヶ月以内に禁煙するつもりはないヶ月以内に禁煙するつもりはない

無関心期無関心期
前熟考期前熟考期

禁煙に関心がない禁煙に関心がない

中村中村ProchaskaProchaska禁煙に対する意識禁煙に対する意識



行動変容の重要度行動変容の重要度--自信度モデル自信度モデル

重要と思えない重要と思えない
が、自信はあるが、自信はある

重要と思えず、重要と思えず、

自信もない自信もない

重要だと思うし、重要だと思うし、

自信もある自信もある
重要だと思うが、重要だと思うが、

自信がない自信がない
重
要
度

重
要
度

自信度自信度

大大

小小

大大小小

行動変容行動変容
（禁煙）の（禁煙）の
準備段階へ準備段階へ

松下, 治療87:1941-1946,2005.



ストレスと問題解決能力ストレスと問題解決能力

ピークピーク

問
題
解
決
能
力

問
題
解
決
能
力

動機づけ・動機づけ・ストレスの度合いストレスの度合い

動機づけ面接動機づけ面接法法
ブリーフセラピーブリーフセラピー

NLPNLPなどなど

認知行動療法認知行動療法
森田療法など森田療法など

ヤーキーズ・ドットソンの法則ヤーキーズ・ドットソンの法則



２．２．動機づけ面接法動機づけ面接法



動機づけ面接法（動機づけ面接法（Motivating InterviewingMotivating Interviewing））
とは？とは？

••ミラー（ニューメキシコ大学）とロルニッミラー（ニューメキシコ大学）とロルニッ
ク（ウェールズ医科大学）が開発したク（ウェールズ医科大学）が開発した
対人援助理論対人援助理論

••３大心理療法理論から３大心理療法理論から特定の変化（健特定の変化（健
康・回復・成長など）に康・回復・成長など）に指向させるため指向させるため
の技法を統合の技法を統合

––精神分析：両価性の理解精神分析：両価性の理解

––来談者中心療法：共感的応答来談者中心療法：共感的応答

––認知行動療法：ソクラテスの質問法認知行動療法：ソクラテスの質問法

••薬物依存、嗜癖行動、生活習慣病へ薬物依存、嗜癖行動、生活習慣病へ
の効果が示され、米国薬物乱用精神の効果が示され、米国薬物乱用精神
衛生管理庁（衛生管理庁（SAMHASAMHA）の治療プロトコ）の治療プロトコ
ルなどに取り入れられているルなどに取り入れられている

ミラー、ロルニックミラー、ロルニック
『『動機づけ面接法動機づけ面接法 基礎・実践編基礎・実践編』』

星和書店星和書店

動機づけ面接トレーナー動機づけ面接トレーナー
原井宏明氏（なごやメンタルクリニック）原井宏明氏（なごやメンタルクリニック）HPHP
http://homepage1.nifty.com/http://homepage1.nifty.com/hharaihharai//



動機づけ面接法の原理動機づけ面接法の原理

••変わりたい、しかし変わりたくない変わりたい、しかし変わりたくない

––物質使用に対する両価的（アンビバレント）な思考や感情による綱引き物質使用に対する両価的（アンビバレント）な思考や感情による綱引き

–– 「動機の欠如と見える状態」＝「両方向の動機の拮抗」「動機の欠如と見える状態」＝「両方向の動機の拮抗」

••逆説的反応逆説的反応

––葛藤の一方向への強い説得を受けると、反対方向に動機づけられる葛藤の一方向への強い説得を受けると、反対方向に動機づけられる

––両価的な気持ちに共感しつつ、矛盾を拡大すると、変化の方向に動機づ両価的な気持ちに共感しつつ、矛盾を拡大すると、変化の方向に動機づ
けられるけられる



第１のスキル第１のスキル
共感的応答共感的応答

••評価を交えず評価を交えず相手の思考、感情、欲求を言葉にする相手の思考、感情、欲求を言葉にする
（受容）（受容）

––変わりたくない気持ち、抵抗変わりたくない気持ち、抵抗を肯定も否定もしないを肯定も否定もしない（ポーカー（ポーカー
フェイス）フェイス）

••相手の思考、感情、欲求は簡単に分からないから謙虚相手の思考、感情、欲求は簡単に分からないから謙虚
に聞くに聞く

––傾聴し、仮説を立て、確認する傾聴し、仮説を立て、確認する

––「私もそうだ」「苦しさの理由は○○だ」は解釈の押しつけ「私もそうだ」「苦しさの理由は○○だ」は解釈の押しつけ



例題例題
患者さんの言葉にどう答えますか？患者さんの言葉にどう答えますか？

•• 「俺たちには、タバコを吸う権利がある」「俺たちには、タバコを吸う権利がある」

A)A) タバコを吸う権利があると思われるんですねタバコを吸う権利があると思われるんですね

B)B) もちろんですもちろんです

C)C) 何を馬鹿なことを何を馬鹿なことを

D)D) 吸う権利があっても吐く権利はありませんよ吸う権利があっても吐く権利はありませんよ

受容受容

同意同意

否定否定

反論反論



受容受容

「禁煙した方がいいですね」「禁煙した方がいいですね」「禁煙した方がいいと思われ「禁煙した方がいいと思われ
るんですね」るんですね」

好ましい思考に好ましい思考に
対して対して

「禁煙しない方がいいですね」「禁煙しない方がいいですね」「禁煙しない方がいいと思わ「禁煙しない方がいいと思わ
れるんですね」れるんですね」

好ましくない思好ましくない思
考に対して考に対して

「辛かったら吸ってしまいますよ「辛かったら吸ってしまいますよ
ね」ね」

「吸ってしまうほど辛かったん「吸ってしまうほど辛かったん
ですね」ですね」

好ましくない行好ましくない行
動に対して動に対して

受診者の思考や行動を肯定す受診者の思考や行動を肯定す
るる

肯定も否定もせず肯定も否定もせず、中立的な、中立的な
立場で受診者の悩みや感情立場で受診者の悩みや感情
を受けとめるを受けとめる

同意同意受容受容

受容は無条件で治療促進的だが、同意は場合によっては治療阻害的受容は無条件で治療促進的だが、同意は場合によっては治療阻害的



第第２２のスキルのスキル
ソクラテスの質問法ソクラテスの質問法

～～その１その１ 矛盾を広げる～矛盾を広げる～

••変化の重要性を呼び覚ます質問変化の重要性を呼び覚ます質問

––このことが問題な点はどんなことですか？このことが問題な点はどんなことですか？

––禁煙する重要性は「禁煙する重要性は「44」ということですが、どうして「」ということですが、どうして「00」ではないのですか？」ではないのですか？

••懸念の感情を呼び覚ます質問懸念の感情を呼び覚ます質問

––タバコを吸い続けることについてどんなことが心配ですか？タバコを吸い続けることについてどんなことが心配ですか？

––このまま吸い続けていたとして、考えられる最悪の結果は何でしょう？このまま吸い続けていたとして、考えられる最悪の結果は何でしょう？

00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010

禁煙は禁煙は
まったく重要でないまったく重要でない

禁煙は禁煙は
非常に重要非常に重要



第３のスキル第３のスキル
ソクラテスの質問法ソクラテスの質問法

～～その２その２ 願望と自信を高める～願望と自信を高める～

••変化の願望を呼び覚ます質問変化の願望を呼び覚ます質問

––禁煙するとどんな利点があると思いますか？禁煙するとどんな利点があると思いますか？

––もしもし100100％成功しうまくいったとすれば何が変わりますか？％成功しうまくいったとすれば何が変わりますか？

••変化の自信を呼び覚ます質問変化の自信を呼び覚ます質問

––もし禁煙すると決心したとして、何があればそれができると思いますか？もし禁煙すると決心したとして、何があればそれができると思いますか？

––禁煙できる自信は「禁煙できる自信は「33」ということですが、どうして「」ということですが、どうして「00」でないのですか？」でないのですか？

00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010

禁煙は禁煙は
まったく自信がないまったく自信がない

禁煙は禁煙は
非常に自信がある非常に自信がある



面接の「青信号」面接の「青信号」
チェインジ・トークチェインジ・トーク

（変わることを意識する受診者の言葉）（変わることを意識する受診者の言葉）
••変化の必要性を表現する言葉変化の必要性を表現する言葉

–– 「どうにかしないといけないですね・・・」「どうにかしないといけないですね・・・」

••懸念の感情を表現する言葉懸念の感情を表現する言葉

–– 「ときどき心配になります・・・」「ときどき心配になります・・・」

••変化の願望を表現する言葉変化の願望を表現する言葉

–– 「妻も喜ぶでしょう・・・」「妻も喜ぶでしょう・・・」

••変化の自信や具体的方法を表現する言葉変化の自信や具体的方法を表現する言葉

–– 「以前にも「以前にも33ヶ月は禁煙しましたから、ヶ月は禁煙しましたから、33ヶ月くらいならなんとか・・・」ヶ月くらいならなんとか・・・」

→→ 聞き返す、詳しい説明を求める、他の例を尋ねる、肯定する聞き返す、詳しい説明を求める、他の例を尋ねる、肯定する



第第３３のスキルのスキル
抵抗への応答抵抗への応答

～～その１その１ 聞き返し～聞き返し～

••単純な聞き返し：受診者の言葉を中立の形で繰り返す単純な聞き返し：受診者の言葉を中立の形で繰り返す
–– 「「不安な時は不安な時はタバコが必要です」タバコが必要です」 →→ 「「不安な時は不安な時はタバコが必要と感じておタバコが必要と感じてお

られるのですね」られるのですね」

••増幅した聞き返し：受診者の言葉を誇張して極端な言い方で繰り増幅した聞き返し：受診者の言葉を誇張して極端な言い方で繰り
返す返す
–– 「「不安な時は不安な時はタバコが必要です」タバコが必要です」 →→ 「「不安な時は不安な時はタバコがないと死んでしタバコがないと死んでし

まうと感じているのですね」まうと感じているのですね」

••二面性を持った聞き返し：受診者が過去に言った反対の意味の二面性を持った聞き返し：受診者が過去に言った反対の意味の
言葉とともに繰り返す言葉とともに繰り返す
–– 「「不安な時は不安な時はタバコが必要です」タバコが必要です」 →→ 「何度もやめようと思いながらも、「何度もやめようと思いながらも、不安不安

な時はな時はタバコが必要だと感じられるんですね」タバコが必要だと感じられるんですね」



第第３３のスキルのスキル
抵抗への応答抵抗への応答

～～その２その２ 聞き返し以外～聞き返し以外～
••焦点ずらし：難しい問題から取り組みやすい問題に注意を引きつ焦点ずらし：難しい問題から取り組みやすい問題に注意を引きつ

けるける

–– 「「（吸う理由は）不安な時は（吸う理由は）不安な時はタバコが必要タバコが必要だからですだからです」」 →→ 「他に「他にはは？」？」

••違う視点からの言い換え：受診者の挑戦的な意見に新しい意味違う視点からの言い換え：受診者の挑戦的な意見に新しい意味
や解釈を加えるや解釈を加える

–– 「「不安な時は不安な時はタバコが必要です」タバコが必要です」 →→ 「不安が強くなったときに、何か心の「不安が強くなったときに、何か心の
支えになるものがあればと考えていらっしゃるのですか？」支えになるものがあればと考えていらっしゃるのですか？」

••自己決定権の保証：受診者自身に行動の選択権があることを保自己決定権の保証：受診者自身に行動の選択権があることを保
証する証する

–– 「「不安な時は不安な時はタバコが必要です」タバコが必要です」 →→ 「必要なものを私が無理矢理取り上げ「必要なものを私が無理矢理取り上げ
たりはたりはできませんし、しませんよできませんし、しませんよ。。私のできることは、タバコを吸うか吸わな私のできることは、タバコを吸うか吸わな
いかを自由に選べるようにするお手伝いだけですいかを自由に選べるようにするお手伝いだけです」」



抵抗への対応として抵抗への対応として
原則として避けるべきこと原則として避けるべきこと

••対決対決

––命令、脅し、説教、時期尚早な助言命令、脅し、説教、時期尚早な助言

••評価評価

––反対、批判、レッテル貼り、時期尚早な肯定や賞賛、解反対、批判、レッテル貼り、時期尚早な肯定や賞賛、解
釈の押しつけ、同情釈の押しつけ、同情

••中断中断

––話を中断させる、言いかぶらせる話を中断させる、言いかぶらせる



日常診療での動機づけ面接例日常診療での動機づけ面接例
原井宏明氏のワークショップ資料より転載原井宏明氏のワークショップ資料より転載

http://homepage1.nifty.com/http://homepage1.nifty.com/hharaihharai/mi/index./mi/index.htmhtm

田中は田中は2525歳の女性で乳児の子供が一人いる。歳の女性で乳児の子供が一人いる。
赤ん坊の診察にやってきた。カルテによれば，彼赤ん坊の診察にやってきた。カルテによれば，彼
女は一日に女は一日に2020本のタバコを吸う。本のタバコを吸う。

赤ん坊の診察の結果は良好だった。あなたは赤ん坊の診察の結果は良好だった。あなたは
彼女に赤ん坊について何か気になることがある彼女に赤ん坊について何か気になることがある
か？か？ と尋ねた。彼女は別にない，と答えた。と尋ねた。彼女は別にない，と答えた。

まだ次の患者がくるまで時間が数分ある。あなまだ次の患者がくるまで時間が数分ある。あな
たは喫煙のことにふれることにした。たは喫煙のことにふれることにした。



面接技法の種別面接技法の種別（１）（１）

確かに禁煙は簡単ではありませんね。確かに禁煙は簡単ではありませんね。

【焦点ずらし】【焦点ずらし】



面接技法の種別面接技法の種別（２）（２）

タバコでストレス解消になるのですね。タバコでストレス解消になるのですね。

【増幅した聞き返し】【増幅した聞き返し】



面接技法の種別面接技法の種別（３）（３）

他にタバコを好きな理由はありますか？他にタバコを好きな理由はありますか？

【焦点ずらし】【焦点ずらし】



面接技法の種別面接技法の種別（４）（４）

他には？他には？

【焦点ずらし】【焦点ずらし】



面接技法の種別面接技法の種別（５）（５）

ということは，禁煙は結構，ということは，禁煙は結構，

大きな問題なのですね。大きな問題なのですね。

あなたにとって。あなたにとって。

【違う視点からの言い換え】【違う視点からの言い換え】



面接技法の種別面接技法の種別（６）（６）

他に，他に，

タバコについて気になっていることは？タバコについて気になっていることは？

【懸念の感情を呼び覚ます質問】【懸念の感情を呼び覚ます質問】



面接技法の種別面接技法の種別（７）（７）

よければ，よければ，

将来，禁煙してしまったとしたら，将来，禁煙してしまったとしたら，

そのときはどんな風になっているか，そのときはどんな風になっているか，

想像してみてもらえませんか？想像してみてもらえませんか？

【変化の願望を呼び覚ます質問】【変化の願望を呼び覚ます質問】



面接技法の種別面接技法の種別（８）（８）

そうなったら，そうなったら，

どうなっていると思いますか？どうなっていると思いますか？

【変化の願望を呼び覚ます質問】【変化の願望を呼び覚ます質問】



面接技法の種別面接技法の種別（９）（９）

田中さんの話を私なりにまとめると，田中さんの話を私なりにまとめると，

～～ですね。～～ですね。

その一方で，○○。その一方で，○○。

こんな感じでいいですか？こんな感じでいいですか？

【二面性を持った聞き返し】【二面性を持った聞き返し】



面接技法の種別面接技法の種別（１０）（１０）

何か今のあなたに何か今のあなたに

役立つものが必要ですね。役立つものが必要ですね。

【変化への自信を呼び覚ます質問】【変化への自信を呼び覚ます質問】



面接技法の種別面接技法の種別（１１）（１１）

まずあなたが禁煙するというまずあなたが禁煙するという

気持ちになることが大事なのですよ。気持ちになることが大事なのですよ。

【選択権の保証】【選択権の保証】



面接技法の種別面接技法の種別（１２）（１２）

あなたの禁煙したいというあなたの禁煙したいという

気持ちの強さがよく分かりました。気持ちの強さがよく分かりました。

【違う視点からの言い換え】【違う視点からの言い換え】





補足．認知行動療法、森田療法補足．認知行動療法、森田療法



認知行動療法認知行動療法的ワンポイント的ワンポイント禁煙指導禁煙指導（１）（１）

「～でなければ禁煙できるのに」「～でなければ禁煙できるのに」

••自らの課した「条件」が禁煙を困難にしてい自らの課した「条件」が禁煙を困難にしてい
ることを納得させるることを納得させる
––「「○○○○を避けて禁煙しなければならない」を避けて禁煙しなければならない」
••離脱症状、体重増加、薬剤の副作用、対人関係の離脱症状、体重増加、薬剤の副作用、対人関係の
支障、仕事の能率低下、欠勤、自費診療、これ以上支障、仕事の能率低下、欠勤、自費診療、これ以上
の失敗、効果のない方法の失敗、効果のない方法

••○○○○が「好ましくないもの」と認めた上で、が「好ましくないもの」と認めた上で、
「絶対許容できないもの」「絶対許容できないもの」かかどうかを考えてどうかを考えて
もらうもらう



認知行動療法認知行動療法的ワンポイント的ワンポイント禁煙指導禁煙指導（２）（２）
「吸ってはダメだと分かっていても吸ってしまう」「吸ってはダメだと分かっていても吸ってしまう」

••正確な評価のできていないのは・・・？正確な評価のできていないのは・・・？
––喫煙のデメリット喫煙のデメリット
––禁煙のメリット禁煙のメリット
––喫煙のメリット（が本物かどうか）喫煙のメリット（が本物かどうか）
––禁煙のデメリット（が許容できないかどうか）禁煙のデメリット（が許容できないかどうか）

••「吸いたい」気持ちに打ち勝てないと感じる「吸いたい」気持ちに打ち勝てないと感じる
とき勧められる思考法はとき勧められる思考法は
––「吸ったらおしまいだ」ではなく「吸ったらおしまいだ」ではなく
––「吸わなかったらおしまいか？」「吸わなかったらおしまいか？」



森田療法森田療法
（日本独自の認知行動療法理論）（日本独自の認知行動療法理論）

••19001900年代初めに提唱年代初めに提唱
––アメリカの認知行動療法誕生よりアメリカの認知行動療法誕生より4040～～5050年前年前

••神経症の治療法として海外でも評価されている神経症の治療法として海外でも評価されている

••「とらわれ」を離れ「あるがまま」を受け入れる「とらわれ」を離れ「あるがまま」を受け入れる

••各種の臨床実践法が行われている各種の臨床実践法が行われている
––入院治療入院治療

––外来治療外来治療

––日記療法日記療法

––通信（手紙）療法通信（手紙）療法

森田正馬森田正馬



森田療法森田療法的ワンポイント的ワンポイント禁煙指導（１）禁煙指導（１）
「いつになったら吸いたくなくなりますか？」「いつになったら吸いたくなくなりますか？」

••「今日は吸いたいかな？「今日は吸いたいかな？ まだ吸いたいかまだ吸いたいか
な？」って毎日自分に問いかけていませんな？」って毎日自分に問いかけていません
か？か？

••これからは、吸いたいかどうかを確かめようとこれからは、吸いたいかどうかを確かめようと
するのをやめてみませんか？するのをやめてみませんか？

（病感への注意集中を中止）（病感への注意集中を中止）



森田療法理論に基づいた禁煙指導（２）森田療法理論に基づいた禁煙指導（２）

「「イライラが耐えられません」イライラが耐えられません」

••どうしたらイライラしないか、そればかり考えどうしたらイライラしないか、そればかり考え
ていませんか？ていませんか？

••今度イライラしてきたら、逆に「今日はイライラ今度イライラしてきたら、逆に「今日はイライラ
しよう」と思って下さい。しよう」と思って下さい。

（恐怖突入による症状克服）（恐怖突入による症状克服）



気分本位の生活と事実本位の生活気分本位の生活と事実本位の生活
••気分本位の生活気分本位の生活

––症状症状をなくしをなくし気分をよくすることだけが行動の基準気分をよくすることだけが行動の基準
––症状がなければ、気分をいいままで保つことだけが行動症状がなければ、気分をいいままで保つことだけが行動
の基準の基準

––その日のその日の離脱症状離脱症状や気分で一喜一憂や気分で一喜一憂 →→ 精神交互作用精神交互作用
––本来できることまでできなくなる本来できることまでできなくなる

••事実本位の生活事実本位の生活
––症状や気分に関わらず、何をなすべきかが行動の基準症状や気分に関わらず、何をなすべきかが行動の基準

––吸わない一日が送れたのなら、どんな気分の一日でも、吸わない一日が送れたのなら、どんな気分の一日でも、
禁煙が継続できた日として評価禁煙が継続できた日として評価するする

––離脱離脱症状や喫煙衝動症状や喫煙衝動をあるがままに受け入れをあるがままに受け入れ、吸わない、吸わない
生活を続ける生活を続ける



面接フィードバックのための録音面接フィードバックのための録音
••機材機材

––ボイスレコーダーまたはテープレコーダーボイスレコーダーまたはテープレコーダー

––ボイスレコーダーならばパスワードロックのかかるものがお勧めボイスレコーダーならばパスワードロックのかかるものがお勧め
（パナソニック、サンヨー製の数機種）（パナソニック、サンヨー製の数機種）

••受診者に下記の許可を得て録音受診者に下記の許可を得て録音

––目的：聞き返して面接の問題点を次回に反映、等目的：聞き返して面接の問題点を次回に反映、等

––聴かせる人：原則として治療者のみ（それ以外に聴かせる時は改聴かせる人：原則として治療者のみ（それ以外に聴かせる時は改
めて許可を得る）、等めて許可を得る）、等

––保管方法：きちんと鍵のかかるところに保管、等保管方法：きちんと鍵のかかるところに保管、等

••フィードバックフィードバック

––次回面接までに問題点を再点検（とくに面接が不首尾だったと感次回面接までに問題点を再点検（とくに面接が不首尾だったと感
じる回）じる回）

––受診間隔が開く場合には、記憶を呼び覚ますためにも有効受診間隔が開く場合には、記憶を呼び覚ますためにも有効


