
English 日本語訳 

Client Global Rating: Self-Exploration クライエント全体評価：自己探索 

The MISC 2.5 uses a single global rating of 
client Self-Exploration within a treatment 
session. This rating parallels the construct 
of “experiencing” used by Truax and 
Carkhuff in the study of client-centered 
therapy, except that the definition of 
“personally relevant material” is not limited 
to the expression of emotion. The rating 
should reflect a period (more than 
momentary) of the client’s high point of self-
exploration during the session. Because the 
client’s behavior often changes markedly 
over the course of a session, this is not 
meant to be an average across the entire 
session. Self-exploration need not be 
related to changing the target behavior. 
Specific Guidelines: 
• The rating is made on a 5-point Likert
scale. Unlike the counselor global ratings, 
the client global rating assumes a starting 
point of “1” (not “3”) and requests a rating of 
the high point of the session (not an 
average across the entire session). The 
rating should be based primarily on the 
client's behavior during the observed 
session. 
• Select one and only one number, and do
not leave this item blank. Do not make a 
rating that falls between the numbers. 
• It is helpful to note examples of self-
exploration and personally relevant material 
on as you listen to the session. 

Verbal Anchors 
1. No personally relevant material is
revealed or discussed by the client during 
the session. If the clinician brings up 
personally relevant material, the client 
dismisses it or responds only minimally. 

Examples: 
• Client actively avoids talking about
personally relevant material 
• Client changes the subject if the clinician
brings up personally relevant material 
• Client expresses disinterest in examination

MISC2.5 では、治療セッション中のクライ

エントの自己探索に単一の全体評価を使用

する。この評価は、Truax と Carkhuff がク

ライエント中心アプローチの研究で使った

クライエントの体験の質と一致している。

ただし、ここでの”個人的に関連する事柄”

の定義は感情の表現だけに限るものではな

い。この評価は、セッション中の自己探索

の山場になる期間（一時的なもの以上であ

る必要がある）を反映しなければならな

い。全体のセッションを通しての平均であ

ってはならない。なぜならば、クライエン

トの行動はセッション中に、しばしば著明

に変化するからである。自己探索は標的行

動を変えることと関連している必要はな

い。 

特定のガイドライン： 

● 評価は 5 点リカート尺度でつけられ

る。カウンセラー全体評価とは違

い、クライエントの全体評価は３で

はなく、１からつけ始める。セッシ

ョン中のクライエントの自己探索の

高い点を最もよくあらわす評価を割

り当てる（セッション全体の平均で

はない）。 評価は観察されたセッシ

ョンのクライエントの行動に主に基

づいてなされるべきである。 

● 一つの数字だけを丸で囲み、この項

目を空白にしておかない。数字の間

にマークしてはいけない。



of the problem at hand 
 
 
2. The client may respond to and elaborate 
on personally relevant material that is 
brought up by the counselor, but does not 
add significant material or volunteers 
information in a mechanical manner or 
without demonstration of emotional feeling. 
 
Examples: 
• Client discussion of personally relevant 
material seems almost rehearsed 
• Client refers to the problem in a superficial 
manner 
• Client is simply reporting historical facts 
about the problem 
 
 
3. The client does volunteer or elaborate on 
some personally relevant material beyond 
that directly asked for by the counselor, but 
does not readily explore it further. 
 
Examples: 
• Client maintains superficial treatment of 
problem even if prompted for depth 
• Client talks about significant personal 
issues with a sense of emotional distance 
• Clinician attempts to elicit active problem 
solving are resisted by the client 
 
 
4. The client readily volunteers or 
elaborates on personally relevant material 
beyond that directly asked for by the 
counselor, evidencing some active thinking, 
feeling, and/or problem solving. The client 
may discover some new feelings, 
perspectives, or personal meanings. 
 
Examples: 
• Client is actively trying to explore the 
problem even if fearful or tentative 
• Client demonstrates a sense of searching 
for new meaning or understanding 
• Client speech is present as future focused 
as opposed to reporting of history 
 
 
5. The client engages in active intrapersonal 
exploration, openly exploring values, 
problems, feelings, relationships, fears, 
turmoil, life-choices, and perceptions. 

● セッションを聞きながら評価シート

上の「自己探索」と”個人的に重要な

話題”の例に注目することは役に立

つ。 

 

言語アンカー 

1. セッション中、クライエントから個人に

関する内容が開示されたり、取り上げら

れたりすることがない。臨床家が個人的

な内容を取り上げた場合、クライエント

は無視するか、最低限の反応しかしな

い。 

 

例： 

● クライエントは個人的な内容を話す

ことを積極的に回避する 

● 臨床家が個人的な内容を取り上げる

とクライエントは話題を変えてしま

う 

● クライエントは目の前の問題を直視

することに興味を示さない 

 

2.カウンセラーによって取り上げられた個

人的な内容についてクライエントは反応

し、詳細を述べる場合もあるが、大した

内容を追加することもなく、機械的に情

報を提供するまたは感情を表現せずに提

供する。 

 

例： 

● 自身の個人的な内容についてのクラ

イエントの話し方は、まるで事前に

準備していたかのようである（事前

にリハーサルをしてその通りに述べ

ている） 

● 問題に対してクライエントは表面的

な関わりしかしない 



Clients may experience a shift in self-
perception. 
 
Examples: 
• Client speech provides a connected chain 
of thoughts when referencing the problem 
and potential solution 
• Client relates new insights into his/her own 
thought processes or actions 
• Client may express emotion such as 
excitement or distress at a new self-
perception 
• Client shows a marked shift from prior 
defensiveness to open exploration of a 
problem and its possible solutions 
 
 
Defining “Personally Relevant Material” in 
Coding Self-Exploration 
Personally relevant material may include 
expression or exploration of the following: 
• Personal problems 
• Self-descriptions that reveal the self to the 
counselor, expressions of the internal world 
• Personally private material which when 
revealed tends to make the client more 
vulnerable or could be personally damaging 
• Personal values, life choices 
• Expression of feelings 
• Personal roles, perception of one’s 
relationship to others 
• Perception of self worth 
 

● クライエントは問題に関する過去の

事実を報告しているだけである 

 

3.クライエントはカウンセラーから直接聞

かれた個人的内容を自ら提供したり、詳

細を述べたりするが、それ以上探索する

ことはない。 

 

例：  

•もっと深くと求められてもクライエントは

問題に対して表面的な対応に終始する 

•個人的に重要な事柄についてクライエント

は感情を入れずに、距離を保って話す 

•臨床家が本人自身から問題解決を引き出そ

うとすると、クライエントは抵抗する 

 

4.クライエントはカウンセラーから直接聞

かれた以上に個人的な内容に関すること

を自ら進んで詳細に述べていて、それら

は積極的な思考、感情そして/または問題

解決が起こっているという根拠となる。

クライエントは新しい感情、見方、また

は個人的な理由を見出すかもしれない 

 

例 

● 恐れながらであったり、一時的であ

ったとしても、クライエントは積極

的に問題を探索しようとする 

● クライエントは新しい意味や理解を

探しているような様子を見せている 

● クライエントの発話は過去について

の報告ではなく、未来志向である 

 

5.クライエントは積極的に個人内の探索に

取り組み、価値観や課題、感情、人間関

係、不安、動揺、人生上の決断、認識に

ついて率直に探索している。クライエン



トは自己認識について変化を経験するか

もしれない 

 

例 

● クライエントの発話は問題や解決方

法について言及している際に、論旨

が通った考えを次々と浮かべて、発

言している 

● クライエントは自分自身の考え方や

行動に新しい発見を関連付ける 

● クライエントは新しい自己認識に対

して興奮または落ち込みを示す場合

がある 

● クライエントは以前の自己防衛的な

態度から問題とその可能な解決方法

に対して率直に探求するように明ら

かに変化している 

 

自己探索における”個人的に重要な話題”

（personally relevant material）の定義 

 

個人的に重要な話題には次のような事項の

表現または探索が含まれることが多い： 

● 個人的な問題 

● カウンセラーに対する自己開示とな

るような自己描写、心の内の表現 

● もし表沙汰になったとしたらクライ

エントが窮地に陥ったり、個人的な

ダメージを受けたりするようなプラ

イバシーに触れる話題 

● 個人的価値観、人生の選択 

● 感情の表出 

● 個人的に果たす役割、他者との関係

性の認識 

● 自己価値の認識 

 

 



 

English 訳 

Dr. Clark's Referral 
Following a routine physical examination, 
Dr. Clark referred Sylvia to a behavioral 
health counselor to discuss her drinking. 
The referral indicates that the physician 
smelled alcohol on her breath during the 
examination, and added an alcohol 
screen to the panel of lab tests ordered. 
The lab report indicated a blood alcohol 
level of 90 mg%, and also a slightly 
elevated GGT level. After introductions, 
the consultation begins. 
 
Counselor: There's not much information 
on this referral, Sylvia. Perhaps you could 
tell me how you understand why Dr. Clark 
wanted you to talk with me. 
Sylvia: I was surprised to hear from her. 
She called me on the phone after my 
physical, and said she wanted me to see 
you because she was concerned about 
me. 
 
C: Dr. Clark called you personally. 
S: Uh huh. Actually it kind of scared me. I 
thought maybe it was bad news from my 
tests. 
C: So what did she tell you? 
S: Well that morning, when I went in for 
my physical, while she was examining me 
she mentioned that she smelled alcohol. I 
thought it was probably the mouthwash 
that I use, and that's what I told her. She 
didn't say anything more about it. 
C: But then she called you back. 
S: I guess she had them test for alcohol. I 
didn't know she was going to do that. 
Anyhow she told me that I was over the 
legal limit for driving. But I swear I didn't 
have anything to drink. 
C: That took you by surprise. 

クラーク先生からの紹介 
定期健康診断の後、クラーク医師は彼女の飲
酒について話すために行動の問題を扱うカウ
ンセラーにシルビアを紹介しました。これ
は、診察中にアルコール臭をかぎとった医師
が、検査項目にアルコールのスクリーニング
を加えたことを示しています。検査結果は、
血中アルコール濃度が90mg％で、GGT値が
やや上昇していました。 紹介後、相談が始
まります。 
 
 
 
カウンセラー：シルビアさん，ご紹介をして
いただいた心理士のジョンです。紹介状には
あまり書いてありません。 クラーク先生
が、あなたに私との面談が必要だと判断され
たのは、どういうことでなのか、もし良かっ
たらご本人の口からきかせていただけるとあ
りがたいです。 
シルビア：先生からカウンセリングを受けろ
と言われたとき、驚きました。 職場の健康
診断の後、先生がいきなり電話をしてきて、
心配だから、行きなさいと言い出したんで
す。 
C：クラーク先生が個人的な電話をしてきた
んですね。 
S：ええ。 実はそれはちょっとびっくりとい
うか、怖かったんですよ。 検査が何か悪い
ものだったらどうしようとか。 
C：それで先生は何と？ 
S：えっと、午前中に健康診断を受けに行っ
たのですが、先生の診察をうけるときに、ア
ルコール臭がするわよと指摘されたんです。
私は、その日の朝に使ったマウスウォッシュ
の臭いだろうと思ったので、そう伝えまし
た。それ以上は何も聞かれなかったんです。 
C：そうしたら電話があった。 
S：私の知らないうちに、勝手にアルコール
の検査もされていたのかもしれません。とに
かく、先生は「血中アルコールのレベルが、
酒気帯び運転の基準値を超えていた」と伝え
てきたの。神に誓って、私は飲んでいませ
ん。 
C：検査結果には驚かされた。 
S：ええ。朝から飲んでるなんてことはした
ことないです。あと、いくつか受けた検査の



S: Yes. I never drink in the morning. She 
also told me that one of the other tests 
was abnormal - for liver, I think - and 
that's why she wanted me to talk to you. 
C: I'm sure this has been on your mind in 
the meantime. What are you thinking at 
this point about what she told you? 
S: Well, frankly, I don't like being here. I 
didn't like her checking up on me like that, 
and I feel like this is none of her business, 
or yours either for that matter. I didn't 
really want to come. 
C: And yet you did. 
S: It did scare me a little. She didn't really 
explain the lab test to me, except that it 
might mean I was drinking too much. Did 
she explain it to you? 
C: She did send me the result, and the 
one she mentioned is called GGT. It's a 
liver function test - you're right about that - 
and it is one that goes up when a person 
drinks a fair amount. It's like a warning 
light. What do you make of that? 
S: I don't like it. I guess that's what she 
was worried about. I know she means 
well. 
C: She cares about you. And she must 
have been concerned about the alcohol in 
your system, too. What time did you go in 
for your physical? 
S: It was first thing in the morning, on my 
way to work. I just got up, showered, got 
ready, and went in. I didn't even have 
breakfast because of the blood tests. 
C: So that's a puzzle for you, how the 
alcohol got there in the morning. 
S: I guess it must have been left over. 
Can that happen? I don't really drink all 
that much. 
C: Sure. It takes some time for the liver to 
break down alcohol, so it can stay in the 
body for a while. 
S: But she said I was legally drunk! I live 
way over on the west side, and I work 

うち肝臓の数値が悪かったみたいで。アル
コールと肝臓のことでカウンセラーと話して
みるように勧めたんじゃないかと思います。 
C：なぜ、どうしてというのがずっと心のわ
だかまりとしてあったのでしょうね。今日、
今の時点ではクラーク先生がおっしゃったこ
とについて、どう思われますか？ 
S：まぁ、正直に言って、もう早く帰りたい
ですね。あんな風に隠れて検査されるのは嫌
だし、私の体調については、クラーク先生に
も心理の先生にも関係のないことです。ここ
には来たくなかったんです。 
C：よく来られましたね。 
S：ちょっと怖かったのはあるんです。ク
ラーク先生は、飲みすぎだということ以外に
は、検査結果について詳しく説明してくれな
かったので。ジョン先生はご存知なんです
か？ 
C：クラーク先生から検査結果が送られてき
ています。GGTの値が高かったとのことで
す。これは肝機能検査の一種で、シルビアさ
んが気づいているように、かなりの量を飲み
続けると値が上昇します。警告ランプのよう
なものです。なにか思い当たるものはありま
すか？ 
S：良くはないですね。クラーク先生が心配
していたのはそれなんでしょうね。先生が言
いたいことはわかっています。 
C：クラーク先生も気にしているのですよ。
それで、アルコールが体内にまだ残っている
かどうか調べたくなったのでしょうね。健康
診断を受けたのは何時頃ですか？ 
S：仕事の日の朝一番に受けたんです。朝、
起きて、シャワーを浴びて、用意して、家を
出ました。血液検査があるので朝食も抜きま
した。 
C：なので、まるで謎ですよね、どうやって
アルコールが朝に残っていたのか？ 
S:二日酔いのせいじゃないかしら。そういう
ことはありますか？そんなに飲むことなんて
本当にないんですよ。 
C：そうですね、肝臓がアルコールを分解す
るのには時間がかかります。しばらく体に
残っている可能性はあります。 
S：しかし、クラーク先生は飲酒運転のレベ
ルに達しているといったんですよ。私の家は
この町の西はずれで、職場は駅前、だから毎
朝の通勤では、道路の渋滞がすごいんです。
運転の時はまったく普通でしたよ。 
C：普段と違ったところは何もなかった。 



downtown, so I drive in that awful traffic 
every morning. I felt perfectly fine. 
C: Nothing out of the ordinary. 
S: No. But she said if I had been pulled 
over, I could have been arrested. 
C: That kind of shocked you. 
S: I work for the city, for the mayor's 
office, and if that happened – well, I could 
lose my job. 
C: All right. Well, I can see why you came 
in, and I'm glad that you did. All of this is 
new to you, and you're not happy to be 
here, but Dr. Clark got your attention. So 
shall we talk about this a bit? 
S: OK, but I don't want to be lectured 
about drinking. 
C: I won't lecture you, I promise. Now if 
it's all right with you, perhaps you could 
tell me some about how alcohol fits into 
your life, into an ordinary day. 
S: An ordinary day. I work a long day, and 
by the time I get home I'm exhausted and 
ready to relax. I'll usually have some wine 
while I'm making dinner. If I don't have the 
kids, I just fix something quick, and then 
kick back. 
C: It makes a difference if the kids are 
there or not. 
S: Well, I'll usually have wine with dinner 
anyhow, and while I'm cooking, but I 
mean I make something a little nicer when 
they are there. I'm divorced. Most of the 
time he has the kids. That's not how it's 
supposed to be, but he's always been a 
control freak. 
C: And then after dinner you kick back 
and relax. 
S: Right. I usually just watch television. I 
don't have energy for much more than 
that. 
C: And how does alcohol fit in there? 
S: It helps me relax and just kind of turn 
off. I'll have some more wine, maybe a 
martini while I'm watching programs. 
Then I get tired, go to bed, get up, and do 

S：はい、何も。しかし、クラーク先生は、
もし、警察が検問していたら、逮捕されたか
もって。 
C：それでショックを受けたわけで 
S：市役所でしかも、市長室で働いているん
ですよ。もしそんなことにでもなったらー多
分、仕事をやめさせられるかも。 
C:なるほど。なぜここにシルビアさんが来ら
れることになったのかわかってきました。本
当によく来られたと思います。あれもこれも
初めてのことだし、ここに来るのは気が進ま
なかった。でも、クラーク先生の話したこと
はあなたの心にひっかかった。ちょっとこの
ことについて話し合ってもいいですか？ 
S：ええ、まあ。だけど飲酒についてのお説
教を受けるのはゴメンです。 
C：説教するつもりはありません。本当に。
良ければ、普段の一日の中で、酒がどんな風
に使われているのか、教えてください。 
S：普通の日は、丸一日働いて、家に帰り着
くときには、疲れ切っていて、あとは体を休
めるだけになっています。夕食を作っている
間にワインを飲むことが普通です。子どもた
ちが家にいないときには、何か簡単なものを
温めるぐらいにして、それから、リビングの
ソファーでまったりとするかしら。 
C:お子さんたちがいるかどうかで違いがあ
る。 
Ｓ：まあ、どちらにしても夕食の時にはワイ
ンも一緒にが普通だし、料理中にもちょっと
ずつは飲むかしら。だけど、子どもたちがい
るときにはもうちょっと手がかかったものを
作ったりします。実は離婚していて、別れた
夫のところに子どもたちが行っている方が多
いのです。こうなるはずじゃあなかったんだ
けど、前の夫はなんでもしっかりやる人なん
です。 
C：そして食事のあとにはソファーでまった
りとして、リラックスするわけですね。 
S：そうです。普通はテレビを見ているだけ
です。それ以上は何かするだけのエネルギー
がないわ。 
C:そして、お酒が絡んでくるのはどんな風に
ですか？ 
S：酒があれば、リラックスしやすいし、な
にかスイッチをオフにする感じですね。もう
ちょっとワインを飲んで、テレビドラマを見
ているときにマルティーニを飲むかな。そし
てああ、疲れたなとなると、ベッドに入っ
て、また起きて、ソファーに座って、テレビ



it all over again. That's when the kids 
aren't with me. 
C: And when they are . . . 
S: We'll watch TV together, unless they 
have some homework and then I help 
them with that. I guess I don't drink as 
much when they're there. Then in the 
morning I have to get them to school 
before work, and it gets pretty hectic. I like 
it when they're with me, though. 
C: You have an arrangement with your 
ex. 
S: We have joint custody, and I'm 
supposed to have them Monday through 
Wednesday and every other weekend. 
But it doesn't happen. Like I said, he's a 
control freak. He always dominates me - 
has to have it his way. If he says they 
don't come over, they don't. So a lot of the 
time I don't get them. 
C: It's not happening the way the court 
ordered it. 
S: Right. But I can't take him to court. I 
can't afford a good lawyer, and he says if 
I complain he'll say I'm a drunk and file for 
sole custody. I can't afford to fight him. 
[Pause, some tearfulness] I love my kids, 
and I feel so much better when they're 
with me. They belong with me. 
C: In what ways do you feel better when 
they're there? 
S: I just feel more cheerful. I have 
something to do. Usually when I wake up 
in the morning I feel terrible, nervous, 
exhausted, like I don't want to get out of 
bed, but I still do. When the kids are 
there, it's like I have a reason to get up. 
C: And those are also days on which you 
drink somewhat less, when they are with 
you. 
S: Oh, I see what you're getting at. You 
think one reason I feel worse on other 
mornings is that I'm drinking too much. 
C: Just a possibility. 

をつけて、繰り返しです。子供たちがいない
ときはこんな感じです。 
C:つまり、子供たちがいるときには？ 
S:子供たちに宿題が出ていないときは一緒に
テレビを見たり、学校の宿題があれば、私も
一緒にみてやります。だから、子供たちがい
るときはそれほどまで飲まないかな。朝にな
ると、仕事に行く前に子供たちを学校に送ら
なくちゃいけなくて、まるで戦争状態。子供
たちがいてくれるのは嬉しいんですけどね 
C:前のご主人と話はつけてある 
S:別れた夫ととは共同親権になっているので
す。月曜日から水曜日、隔週で週末には私が
子供たちの面倒をみることになっているんで
す。だけど、そうならなくて。前に言ったみ
たいに、夫はなんでもしっかりやりたがるほ
うです。妻も自分の思うようにしないと気が
済まないし、結局そうなっちゃいます。子供
たちが来ようとしないと彼が言うときは、実
際に子供たちは来ないし。だから、子供たち
はいないときのほうが多いんです。 
C:つまり家庭裁判所が決めたとおりになって
いない。 
S:その通り。だけど、裁判所に訴えることも
できないんです。腕利きの弁護士を雇うお金
はないし、それにもし私が訴えでもしたら、
夫は「妻は酒飲みだ、と訴える」というし、
そうなれば共同親権も取り上げられるという
んです。夫には逆らえません。 
（間　涙）子供たちのことを愛しているんで
す。二人がいるときは本来の自分でいられる
し。子供たちを私が産んだのに。 
C:子供たちがいるときは本来の自分とはどう
いう意味ですか？ 
S：もっと元気で明るくいられます。やりた
いことも見つかるし。普段、朝に目が覚める
と、どん底のような気分になっているんで
す。不安で体も重くて。まるでベッドから起
き上がるのが嫌みたいで。だけど、起きなく
ちゃいけないし。子供たちがいるときは、
ちょうど、起きる理由が底にあるという感
じ。 
C:だから、そういう日は酒の量が少ない日な
わけですね。子供たちがいるときは。 
S：あら、先生が言おうとしていることがわ
かってきたわ。健康診断の日に私の調子が悪
かった理由の一つは、酒を飲みすぎたから、
と思っておられるんですね。 
C:ご自分でもその可能性がありそうと思うん
ですね。 



S: Well, there's probably something to 
that, but I also miss my kids. 
C: It hurts you, too, when they're not with 
you. And at the same time, you wonder if 
maybe you feel worse some mornings 
because of drinking the night before. 
S: I don't think I'm really hung over or 
anything, but I do feel pretty bad. 
Headache and so forth. Maybe so. But I'm 
not an alcoholic or anything like that. 

S：まあ、それもあるかもしれないけど、で
も、子供たちがいないのでつらいんです。 
C:気持ちが落ち込みますね。子供たちがいな
いというのは。同時に、前の晩に飲みすぎた
せいで、朝の気分が悪いこともありそうだと
思っている。 
S:本当に二日酔いがあるとは思っていません
けど、気分が悪いのはあります。頭痛なんか
がある。そうかもしれないし。でもアル中と
いうか、そこまではとても行っていません 
 
 
 

STOP! Before reading any further, write 
no more than seven sentences that you 
would choose to summarize what the 
client has said thus far. End your 
summary with a question. 
 

ストップ！続きを読む前に、このクライエン
トが話したことをサマライズするとしたら、
あなたならどうするか、それを6つ以下の単
文（文中に述語が1つだけある文）にまとめ
てください。サマライズの最後に質問を一つ
つけてください。 

Dr. Clark's Referral: Four Possible 
Summaries 

クラーク先生からの紹介：4種類のサマライ
ズ 

Below are four possible summaries of the 
above dialogue, all intended to be helpful 
to Sylvia. What is being emphasized in 
each one? In each summary, what seems 
to have guided the counselor in choosing 
what to include or not include? How 
consistent is each summary with the spirit 
and style of motivational interviewing? 
Why? 

以下はここまでの面接をまとめた4種類のサ
マリーです。どれもシルビアの助けになると
を意図しています。それぞれで強調されてい
るポイントはなんでしょうか？サマリーに何
を入れて、何を外すか、カウンセラーはその
判断を何に基づいて行ったのでしょうか？そ
れぞれのサマリーについて、MIのスピリット
とスタイルとの一致はどうでしょうか？そう
考えた理由は？ 

Summary 1 
Well, it sounds like your life is pretty 
stressful. When you wake up in the 
morning you often feel bad. You have a 
stressful commute in traffic in the 
morning, and you put in a lot of time at 
work. By the time you get home, you're 
exhausted. You're a single Mom now, and 
there's a constant battle with your ex 
about getting time with your kids. You 
really miss them when they're not with 
you, but you also feel kind of helpless to 

サマリー1 
あなたの日常はストレスだらけなのですね。
朝起きた時からたいてい気分が悪い。通勤時
には交通渋滞につかまるし、働く時間は長
い。帰宅するとくたくたに疲れているわけで
す。現在はシングルマザーで、お子さんたち
との面会交流権について元夫と争っている。
大切なお子さんたちに会えないときはとても
寂しくて、日常が味気なく感じる。夜はテレ
ビを見ながらワインを飲むことが唯一の楽し
みということ。こんな感じですか？ 



do anything about it. Mostly what you do 
in the evening is watch TV, and alcohol 
helps you to relax. Have I got it right? 

Summary 2 
Let me tell you what I hear so far. 
Because of some lab tests, Dr. Clark is 
concerned that you are drinking too much, 
and asked you to talk to me. You're 
wondering what the lab test means, and 
you don't understand how you could still 
have been legally drunk that morning. 
Some mornings you do feel pretty bad, 
though. On the other hand, alcohol helps 
you to relax, and you don't think you really 
drink all that much. You don't drink in the 
morning, and you certainly don't think 
you're an alcoholic. You weren't too 
happy to come here, and you don't want 
to be lectured about drinking. Is that about 
right? 

サマリー2 
伺った話をまとめてさせてください。 
クラーク先生は健康診断の結果から、あなた
にはお酒の問題があると判断した。それで、
心理士の私と面談するように紹介されたとい
うことですね。 
健康診断を受けた朝、お酒を一滴も飲んでい
なかった。それなのに血中アルコール濃度が
酒気帯び運転の基準値よりも高かったなんて
全くわけがわからない。 
朝起きたとき、とても気分が悪いことがあ
る。一方で、お酒を飲めばリラックスしやす
いし、飲みすぎだとは思っていない。朝っぱ
らから飲んだことはないし、ましてやアル中
でもない。 
ここには来たくなかったし、「お酒との付き
合い方」といった類のお説教も聞きたくな
い。これで正しいですか？ 

Summary 3 
So here's what you've told me so far. Dr. 
Clark noticed a blood test elevated that 
often is a warning about drinking too 
much, and she was concerned enough to 
call you personally. That scared you a 
little. You were also surprised that there 
was still enough alcohol in your 
bloodstream for you to be arrested for 
drunk driving if you had been stopped, 
even though you had not had anything to 
drink in the morning. If that happened, 
you could lose your job. When you wake 
up in the morning you often feel pretty 
bad - headache, tired, nervous. That 
seems to happen more when the kids 
aren't with you, and you drink more at 
night. What else have you noticed? 

サマリー3 
これまで聞かせていただいたことをまとめて
みましょう。クラーク先生は血液検査の異常
をみてお酒の飲みすぎのサインだろうと気づ
き、心配した先生が個人的にあなたに連絡し
たわけです。あなたも少し怖くなった。そし
て、先生から、もし検問で止められていた
ら、酒気帯び運転で捕まるくらい血中アル
コール濃度が高かったと知らされた。朝から
飲むことは決してないのに。もし、仮にそう
なったとしたら、職を失ってしまうかもしれ
ないのに。 
朝起きたとき調子が悪くて－頭痛やだるさ、
イライラ感もある。お子さんが一緒にいない
日は特に調子が悪くて、夜にはワインの量が
増えてしまう。他に飲酒についてお気づきの
ことは？ 

Summary 4 
Well, I'd say you have a serious problem 
with alcohol. You say you don't drink that 
much, but you're drinking enough at night 
that you're still legally intoxicated in the 

サマリー4 
まぁ、あなたのお酒の飲み方はまずいです
ね。そんなに飲んでないとのことですが、朝
一番の採血で、酒気帯び運転で捕まるほどの
血中アルコール濃度が検出されるなんて、夜
にしこたまのんでいるということですよ。職



morning when you're driving to work or 
taking your kids to school. The way you're 
feeling bad in the morning sounds a lot 
like alcohol withdrawal to me. You're 
using alcohol like a drug to relax you and 
help you forget about the stresses in your 
life. Your ex-husband thinks you have a 
problem and doesn't want the children to 
be with you. So you watch television and 
drink, and deny that you have a problem. 
Sure sounds like alcoholism to me! How 
about you? 

場に向かう際や子どもさんを学校に送ってい
く間は酒気帯び運転状態ということです。あ
なたが訴えている朝の不調は、アルコールの
離脱症状だと考えます。あなたは、日常生活
のストレスを和らげたり、何か辛いことを忘
れたいときにヤクをやるようにワインを飲ん
でいる。 
離婚した旦那さんはあなたにアルコール問題
があることをわかっているので、子どもと会
わせてくれないのでしょうね。テレビを見な
がらワインを飲んで、寝ての繰り返している
ようですし、抱えている問題を認めようとし
ない態度が見受けられます。私からみたら、
あなたはまさにアル中です！そうでしょ？ 
 

Discussion 

Summary 1 is a classic client-centered 
summary. It emphasizes the person’s 
(predominantly negative) feelings, 
perhaps with a goal of helping the person 
to become more aware and accepting of 
her current experience. This kind of 
summary also has a function of joining 
with the client, communicating 
understanding and acceptance. For these 
reasons, this summary is compatible with 
an MI style, but it lacks the important 
goal-oriented component of MI and is not 
likely to create movement in the direction 
of change. 
 
Summary 2 is a decisional balance 
summary. The counselor seeks to 
summarize both the pros and the cons of 
change that Sylvia has expressed, giving 
them approximately equal emphasis. The 
underlying mental model is that people 
need to see clearly and explore both 
sides of their dilemma. This is an 
appropriate type of summary when the 
counselor is not seeking to move the 
client in a particular direction; for 
example, when the client is trying to make 
a choice and the counselor is at 
“equipoise” – not advocating for one side 

ディスカッション 
 
サマリー1は典型的な来談者中心療法のサマ
リーです。患者さんの感情（主に否定的なも
の）に共感し、本人自身が自分をとりまく現
在の状況に気づき、受容することが目標にな
ることが普通です。このタイプのサマリーに
はクライエントへの接近（ジョイニング）
と、理解・受容を伝える機能があります。こ
えれらの理由から、このサマリーはMIのスタ
イルとも合致しますが、MIがもつゴール指向
性の部分は欠如していて、変化の方向に向か
う動きを生み出す可能性は乏しくなります。 
 
サマリー2は決断バランスです。ここではカ
ウンセラーはシルビアが言おうとしている変
化について、プラス面とマイナス面の双方を
平等に扱いつつ、要約しようとしています。
背景にある心理的モデルは、人はジレンマの
両面を明確に探り、把握する必要があるとい
うものです。クライエントを特定の方向に
もっていこうとしない場合には、このタイプ
のサマリーが適切です。たとえば、クライエ
ントが決断に迷うときに、カウンセラーは”
中立の立場”を取り、どちら側にも味方しな
いように務める場合などです。サマリー1と
同様に、これもMIのもつ方向性に欠けていま
す。 
 
サマリー3は典型的なMIのサマリーです。シ
ルビアが述べたチェンジトークの花束になっ
ています。自分が述べたチェンジトークの全
てを、このような戦略的で注意深く変化の方
向にまとめられたサマリーとして改めて聞か



or the other. Like Summary 1, it lacks the 
directional movement of MI. 
 
Summary 3 is a quintessential MI 
summary. It offers a bouquet of change 
talk that Sylvia has offered. There is 
something powerful about hearing all of 
one’s change talk collected, and such a 
summary is strategic, consciously 
directed toward change. This collecting 
summary ends with an open question 
intended to elicit further change talk. 
 
Summary 4 is a confrontational summary, 
and is inconsistent with MI. The apparent 
assumption is a deficit model, that the 
client is not perceiving reality and needs 
to be strongly persuaded. 
 

されることは強い力を持ちえます。この集め
のサマリーは、さらなるチェンジトークを引
き出すことを意図した開かれた質問に引き継
がれます。 
 
サマリー4は対決的なもので、MIとは相容れ
ません。前提として欠損モデルに立脚してい
ることが明確です。クライエントには現実を
受け入れる能力がなく、強力な説得が必要だ
とみなしています。 
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“Agenda setting”, “mapping” 
and “navigation” 

”アジェンダを定める””マッピング””ナビゲ

ーション” 

The term “agenda setting” has been used across 
the healthcare literature to mean different things. 
In essence “agenda setting” describes a process 
through which healthcare clinicians and patients 
establish the conversational focus of the clinical 
encounter. The origins of agenda setting lie in the 
patient centered clinical method and in 
Motivational Interviewing. As a result agenda 
setting is understood to be a shared process with 
mutual engagement and collaboration at its heart. 

「アジェンダ設定」という用語は、ヘルス

ケア関連の文献の中で幅広く、異なった意

味合いで用いられている。「アジェンダ設

定」とは、本質的には臨床場面において医

療者と患者が会話の中での話題を絞る過程

を表す。「アジェンダ設定」の起源は、来

談者中心療法と動機づけ面接にある。その

結果、「アジェンダ設定」は、相互の関わ

り合いと協働を中心とした共有プロセスと

して理解される。 

Agenda setting may occur as an implicit process 
in which the conversational focus is established 
by the first topic that is raised. This focus then 
shifts at a number of junctures as new topics are 
raised. 

「アジェンダ設定」は、最初にあがった話

題によって会話の焦点が確立される暗黙の

プロセスとして生じることがある。この焦

点は、新しい話題が生じれば、いくつかの

分岐点に移動する。 

Someone observing the conversation may notice 会話を観察している人は、その話題が変わ



that the topic has shifted for example but not have 
heard someone “signpost” that shift e.g. by saying 
something like “Could we also talk about xyz?” 

っているが、”分岐点”；例えば「また xyz

について話すのはどうでしょう？」のよう

な；を聞かなかったことに気が付くかもし

れない。 

Agenda setting has also been described as an 
explicit process . a structured conversation in 
which a number of discussion topics are identified 
before a conversational focus is agreed.Where 
agenda setting is described in this way, it is a 
separate from the phase of the clinical encounter 
where one particular subject is discussed in 
detail. For teaching a research purposes there 
are some advantages to thinking about agenda 
setting in this way as it can be isolated and clearly 
defined as distinct from other activities or process 
that occur in a clinical interview. There are also a 
number of evidence based advantages to this 
approach. Firstly it allows for a collaborative 
process of identifying the focus of the  

「アジェンダ設定」は、また、明示的なプ

ロセスとしても表される。多くのトピック

の議論の中で構造化された会話が、焦点が

合意される前にみられる。「アジェンダ設

定」がこのように表されている場合、それ

は、臨床的に出くわす局面とは別のもので

あり、ある特定の主題が詳細に議論され

る。この方法で「アジェンダ設定」につい

て考えることは、臨床的インタビューで生

じるような他の活動や過程とは切り離され

明確に区別されるため、いくつかの利点が

ある。いくつかのエビデンスに基づいた利

点もある。まず、会話の焦点を区別する協

働的プロセスを可能にすることである。 

conversation. Secondly it avoids a premature 
focus on the first topic raised when this may not in 
fact be the most important. Thirdly it enhances 
the efficiency of the clinical encounter. 

2 つ目に、実際には最も重要ではないかも

しれない最初に生じたトピックへの早すぎ

る焦点化を避けることだ。3 つ目に、それ

は、臨床的介入の効率を高める 

Nautical metaphors are used here to distinguish 
between these two types of agenda setting. 
“Agenda mapping” describes the explicit process 
of establishing - or re-establishing - the 
conversational focus. “Agenda navigation” 
describes the implicit process of moving flexibly 
across a number of conversational foci. Both 
agenda mapping and agenda navigation can 
occur with different degrees of skill. 

これら 2 つのタイプの「アジェンダ設定」

を区別するためにここでは航海のメタファ

ーを用いる。「アジェンダ・マッピング」

とは、会話の焦点を確立する（または再確

立する）明示的なプロセスを意味してい

る。 「アジェンダ・ナビゲーション」と

は、複数ある会話の焦点を柔軟に移動する

暗黙のプロセスを意味している。 アジェン

ダマッピングとアジェンダナビゲーション

には異なったレベルのスキルが必要になる

だろう。 



This measure is designed to help learners acquire 
skill in explicitly agreeing the focus of the clinical 
encounter i.e. when agenda mapping. 

本尺度は、学習者が臨床的にでくわすこと

の焦点、すなわちアジェンダマッピングを

明示的に合意する能力を習得するのを支援

するように設計されている。 

A note on terminology 

用語に関する注記 

This measure has been developed in the 
healthcare context. As a result the term 
“patient” is used throughout the manual to 
refer to the person receiving a clinical 
service. It can be read as a synonym for 
“client” or “service user”. Likewise the term 
“clinician” that is used here can be read as a 
synonym for “practitioner” and refers to the 
person providing a clinical service. 

本尺度は、ヘルスケアの文脈で開発されて

いる。その結果、本マニュアルでは、「患

者」という言葉は、臨床的サービスを受け

る人として用いられている。これは、「ク

ライエント」または「サービスユーザー」

の同義語として読み取ることができる。 同

様に、ここで使用される用語「臨床家」

は、「実践者」の同義語として読むことが

でき、臨床サービスを提供する人を指す。 

Aim of EAGL-I EAGL-I の目的 

The aim of EAGL-I, is to help clinicians and/ or 
students acquire skillfulness in agenda mapping 
in clinical encounters. 

EAGL-I の目的は、臨床医および/または学

生が、臨床でアジェンダマッピングを上手

く使えるスキルを身につけることを支援す

ることである。 

It was initially developed for talking with patients 
about the management or prevention of long term 
conditions. These encounters are characterized 
by two features: (a) there are frequently multiple 
interrelated priorities to talk about, and (b) talk 
about a variety of lifestyle choices is common. 

EAGL-I は当初、長期的な健康状態の予防や

管理について患者と話し合うために開発さ

れた。(a)話しは、しばしば複合的に相互に

関連する優先順位があり(b)多様なライフス

タイルの選択についての話が一般的である 

Aim of the coding manual 
The aim of this coding manual is to explain the 
inner workings of EAGL-I. It is designed primarily 
for raters i.e. people who will be listening to 
segments of clinical interaction and using this 
measure to rate them. 

コーディングマニュアルの目的 

本コーディングマニュアルの目的は、

EAGL-I の内部構造を説明することである。

主に評価者のためにデザインされている。

評価者とは、例えば、臨床相互作用の一部



を聞いて、また、EAGL-I を用いてそれらを

評価する人である。 

It includes 
background on how agenda mapping has been 
conceptualized 

● information about how the rating scale 
has been developed 

● information on identifying the segment to 
be rated 

● components of the rating scale and how 
to rate these 

● guidance on how to score learner or 
clinician competence in each of the 
individual aspects of the rating scale A 
scoring sheet is included at the end this 
manual. 

EAGL-I に含まれる 

アジェンダマッピングの概念化の背景 

評価尺度がどのように開発されたか 

評価対象となる発話区切りの仕方 

評価尺度の構成及び評価方法 

巻末にある評価シート A の各々の側面につ

いて学習者や臨床家の能力をどのように測

るかについてのガイダンス 

 

EAGL-I is designed for: 
Audio-recordings 

● Coding is done directly from audio 
recordings or in vivo. 

● It is not recommended to code from 
transcripts as no assessment of tonal 
quality can be made using only the 
written word. 

● The scale may also be used with video 
recordings; however it is recommended 
that this is considered when comparing 
clinician ratings. In other words raters 
should be cautious when attempting to 
compare a score assigned from a video 
recording with one assigned from an 
audio recording. 

Dyadic-interviews 
● The scale measures agenda mapping in 

dyadic interviews. 
● This measure may be also used in clinical 

encounters with triadic interviews e.g. a 
clinician, patient and significant other. 
Some developmental work has been 
done using the measure in these 
instances although it has been less 
robust than the development in dyadic 
clinical encounters. 

 
 

EAGL-I は、以下を想定してデザインされて

いる 

録音 

コーディングは、録音か実際の面接を観察

して直接行われる 

書かれた言葉のみを用いて音質の評価を行

うことはできない。このため記録からコー

ドを作成することは推奨しない 

EAGL-I は、ビデオ録画を用いることもでき

る。しかしながら、これは臨床家の評価を

比較する時に考慮することを推奨する。言

いかえれば、評価者は、ビデオを見てつけ

た点数と録音からつけた点数とを比較しよ

うとする際には、注意深くあるべきという

ことだ。 

1 対 1 の面接 

EAGL-I は 1 対 1 の面接におけるアジェン

ダマッピングを測る 

この尺度は、また臨床上起こりうる３人の

面接でも用いることができる。３人とは、

例えば、臨床家、患者、重要な誰かであ

る。1 対 1 の面接よりも信頼性に劣るが、

いくつかの発展的な研究がこの尺度を用い



て行われている。 

 
 

Development of EAGL-I 
EAGL-1 の開発過程 

The content of this rating scale was identified 
from review of the published literature and refined 
through a consensus study among patients, 
clinicians, educators and researchers. A model of 
agenda mapping was proposed through this 
work.: 

この尺度の骨子は文献レビューで抽出さ

れ、患者・臨床家・教育者・研究者による

コンセンサス研究を経て構成された。この

作業により、ひとつのアジェンダマッピン

グのモデルが立てられた。 

Six content domains of agenda mapping form the 
basis of the scale design. These domains 
describe elements that must be present for 
agenda mapping to be occurring. They are 

アジェンダマッピングの 6 領域が尺度の基

盤となる。以下の 6 領域は、アジェンダマ

ッピングを行う時に必ず存在しなければな

らない。 

(1) Patients talk about their concerns, requests, 
wishes and/ or goals 
(2) Clinicians raise subjects they consider to be 
important 
(3) Clinicians and patients agree shared priorities 
(4) A focus of what to talk about in the session is 
agreed 
(5) The conversation is collaborative 
(6) Patients are involved and engaged in the 
conversation 

(1)患者が関心事や要望、希望や目標につい

て話すこと 

(2)臨床家が重要と思われる話題をとりあげ

ること 

(3)臨床家と患者が優先順位を共有すること 

(4)面接中に取り上げられる話題のフォーカ

スが共有されること 

(5)会話が協働的であること 

(6)患者が会話に参加し引き込まれているこ

と 

Core skills used in agenda mapping are: (a) 
active listening (b) asking; and (c) summarizing. 

アジェンダマッピングで使われるコアスキ

ルは(a)積極的傾聴 (b)質問（c）サマライ

ズである 

The design of the measure is influenced by 
existing measures of patent centeredness and 
Motivational Interviewing in particular by the Yale 
Adherence and Competence Scale (YACS) 
 

尺度のデザインは現存するクライエント中

心療法や特に YACS などの動機づけ面接の

尺度に影響を受けている。 



Design of EAGL-I -2 parts- 
fidelity and competence 

EAGLE-I の構成 

−２つの要素− 

フィデリティとコンピテンス 

Agenda mapping is a clearly identifiable skill. 
It occurs as a collection of tasks and skills 
taken together for a specific purpose (to 
agree shared focus). As a result it can be 
said to be occurring or not occurring. So 
before we can determine whether a clinician 
is “agenda mapping” skillfully, we first have to 
agree that the clinician is “agenda mapping” 
(and not doing something else such as 
establishing rapport or establishing a 
diagnosis). 

アジェンダマッピングは明確に特定するこ

とが可能なスキルである。特定の目的(臨床

家とクライエントが会話のフォーカスを共

有すること)を有した、さまざまな課題とス

キルの集合である。つまり、面接のなかで

アジェンダマッピングがなされているか否

かをはっきりさせることができる。そのた

め、臨床家が”アジェンダマッピング”を上

手くやれているかどうかを判定する前に、

まず臨床家が”アジェンダマッピング”をし

ようとしているかどうかを確認する必要が

ある（ラポール形成や診断を下すなどのそ

の他のことを行っていないことも） 

As a result EAGL-I is made up of two parts: 結果として、 

EAGLE-I は２つの要素から成り立つ 

1. A “fidelity subscale” that answers the 
question “is-agenda-mapping-happening?” 
2. A “competence subscale” that answers the 
question “is-agenda-mapping-happening-
skillfully?” 

1.”アジェンダマッピングが”行われている

か”という問いに答える"フィデリティ(忠実

性)サブスケール” 

2.”アジェンダマッピングが上手に行われて

いるか”という問いに答える’コンピテンス

(能力)サブスケール’ 

If we determine that agenda mapping is not 
happening, then the second question (“is-it-
happening-skillfully”) makes no sense. The 
way the measure is used reflects this logic. 

仮にアジェンダマッピングが行われていな

いと判断されたら、2 番目の’’アジェンダマ

ッピングが上手く行われているか”という問

いは不要になる。尺度の使用方法はこの考

え方を反映している。 



EAGL-I Instructions for use: 

EAGL-1 使用ガイド 

Step 1: Which part of the audio do 
you rate? 

ステップ１：音源のどの部分を評価する

か？ 

Raters need a clear consistent strategy for 
identifying the part of the audio to be listened 
to. There are two decisions to be made here: 
(1) where in the audio might you identify 
agenda mapping, (2) how long should 
agenda mapping be occurring for? 
 

評価者は音源の評価するべき部分を明確か

つ一貫した戦略によって特定する。ここで

は 2 つの判断がなされる：（1）録音のどの

部分をアジェンダマッピングとするか (2)ど

れくらいの長さでアジェンダマッピングが

行われているとみなすか？ 

In many clinical contexts agenda mapping 
occurs at the start of the clinical encounter 
which makes this decision clear - raters 
should listen from the start of the audio. 

アジェンダマッピングが臨床的介入の最初

に行われるよくある臨床場面では、この選

択は簡単である。評者者は、音源の最初か

ら聞けばよい。 

Raters are then advised to listen for a 
proportion of the overall clinical encounter 
time (20%) to determine if agenda mapping 
is occurring (using the fidelity subscale). 

評価者は、アジェンダマッピングを行うた

めに臨床的介入全体の特定の部分（20％）

を聞くように助言される。（フィデリティ

サブスケールの使用） 

NOTE: In training environments this step is 
more easily controlled when rating audio 
from other contexts raters may choose to 
adjust this strategy. Provided there is 
consistency in how the audio segment is 
identified the reliability of the measure should 
not be too compromised. Reliability checks 
should then be done. 

注：EAGL-I の評価者トレーニングをする場

合、音源の選択についての 2 つの判断を調

整することで、ここで述べたステップはよ

り簡単になる。音源のどの部分がアジェン

ダマッピングに当たるかについて一貫性が

あるとすれば、評価の信頼性は高く保たれ

るはずである。まずどの部分を評価するか

を決めてから、信頼性のチェックをすれば

良い。 

Step 2: Is agenda mapping 
happening? 

ステップ 2:アジェンダマッピングが行われ

ているか？ 

Raters listen to the pre-identified segment 評価者は未評価の録音部分を聞き、フィデ



and consider the two items on the fidelity 
subscale. 

リティサブスケールのうち 2 つの評価項目

を検討する 

These two items capture actions from those 
present in the encounter that suggest there is 
(a) some attempt at considering a number of 
topics before (b) prioritising and agreeing a 
focus. 

会話中に現れる言動を評価する 2 項目と

は、(a)いくつかの話題について事前に検討

すること(b)フォーカスに関する優先事項や

同意を形成すること、である 

If the rater allocates a score of 3 or above on 
either of the two items, this suggests agenda 
mapping is happening. If however both items 
on the fidelity subscale are 1, raters may 
assume agenda mapping is not happening. 

仮に評価者が 2 項目のいずれかを 3 以上と

評価したなら、アジェンダマッピングは行

われていると評価される。もし反対に、両

方の評価項目が 1 と評価されるならば、評

価者はアジェンダマッピングが行われてい

ないと評価される。 

Step 3: If agenda mapping is 
happening, is it happening 
skillfully? 

ステップ 3：アジェンダマッピングが行わ

れている場合、アジェンダマッピングが上

手く行われているか？ 

 

Previously we suggested completing the 
subscales in sequence, however 
psychometric testing and experience of using 
the measure suggests raters may allocate 
ratings to each items on the measure in a 
single pass. They may then consider in 
retrospect whether or not agenda mapping is 
happening. 

以前は、サブスケールの評価項目を一つず

つ順番に評価することが勧められていた。

しかしながら、現在では心理測定的検査や

尺度使用の経験からは評価はシングルパス

で(一つずつ分けて行うのではなく、一気通

貫に）行うべきだとされている。上手くで

きているかどうかの評価をした後で、アジ

ェンダマッピングが行われているかどうか

を評価しても良い。 

Note: As the rating scale was developed for 
use in teaching environments anchors of 
skilful clinician behaviour are provided. In this 
way students and clinicians can be provided 
with qualitative feedback on how to improve 
their skill. 

注：MI の教育場面で、上手な臨床家の行動

の特徴を説明する中で、この評価尺度が発

展してきた。ここで述べたやり方で、学習

者や臨床家に対して、スキルをどのようす

れば改善できるかについての質的なフィー

ドバックができる。 



FIDELITY SUBSCALE . is 
agenda mapping happening? 

フィデリティサブスケール 

アジェンダマッピングが行われているか？ 

(1) To what extent did the clinician 
attempt to identify all possible talk 
topics upfront? 

(1) 臨床家がどの程度まで事前に起こり

うる会話を特定しようとしたか？ 

 

 

1 3 5 

One talk topics is raised and 
provides the sole focus of the 

interaction 

More than one talk topic is 
raised from the patient, family 

members or clinician (An agenda 
chart may be used) 

A number of talk topics are 
raised . clinician actively elicits a 

full agenda from all present 

 

 

1 3 5 

会話中に単一の話題およびフォ

ーカスのみが提供される 

 

一つ以上の話題が患者、患者家

族もしくは臨床家から提供され

る（アジェンダチャートが使わ

れることもある） 

多くの話題が提供される。 

臨床家は積極的に全ての話題か

ら全体のアジェンダを引き出す 

 

 

Talk topics are specific requests, concerns, 
symptoms, expectations or behaviours that 
suggest the need for a focused discussion. 

話題は、焦点化された議論に必要な特定の

要望、関心、症状、期待や行動といえる。 

You’re looking for evidence of talk topics 
coming from a number of different sources: 
the patient, family members, previously 
identified topics, and/ or the clinician. These 
may have been identified outside the 
session time e.g. use of a chart/ list or 
through a triage system. They may also 
arise out of talking about the first talk topic 
raised e.g. a lifestyle topic (smoking, alcohol 
use) linked with the patients presenting 
concern. 

話題に関する多くの異なる情報源からのエ

ビデンスを探索する:患者、患者家族、以前

に取り扱われた話題、そして臨床家から。

これらの話題は、面接場面以外の外部から

特定されることもある。例えば、話題に関

する表やリストの使用、トリアージ・シス

テムなどを通してなどである。また、話題

は最重要のライフスタイルに関する話題

（喫煙やアルコール乱用）と関連した患者

の現在の関心事から生じることもある。 

You should hear: (a) patients/ significant 
others identif ying their concerns, requests, 

(a)患者やキーパーソンの関心、要望、願い



wishes and / or goals and/ or (b) clinicians 
raising subjects they consider to be 
important 

や目標もしくは（b)臨床家が彼らが重要だ

と考えていそうな事柄を聞くべきである 

Some clinician behaviours you may notice 
as evidence of this task: 

● Clinician asks for ideas, concerns, 
talk topics e.g. how can I help today 

● Clinician asks for additional talk 
topics e.g. what else would you like 
us to cover? 

● Clinician asks about goals or 
aspirations for the session and/ or in 
general 

● Clinician checks they have 
understood e.g. by demonstrating 
listening 

● Clinician asks for brief elaboration 
on each agenda item raised 

● Clinician raises things that they want 
to talk about 

● If the clinician has seen this patient 
before, they raise items discussed in 
previous sessions. 

● Clinicians state the session’s context 
e.g. “this is your review” and then 
ask questions about that 

この手続きが行われている証拠として観察

される臨床家のいくつかの行動がある。 

● 考えや関心事、取り扱う話題につい

て聞いている。例えば、今日はどの

ようなことがお困りでいらっしゃっ

たのですか？という言葉などであ

る。 

● 追加で扱うべき話題について聞いて

いる。例えば、他に我々が取り扱う

べきお困りごとがありますか？ 

● 面接や人生の目標や希望について聞

いている 

● 理解したことを確認している。例え

ば、傾聴が行われるている。 

● 提案されたそれぞれのアジェンダの

項目についてもっと詳しく述べるよ

うにクライエントを促す 

● 臨床家が話したい話題について取り

上げている。 

● 患者に以前に介入したことがあるな

らば、以前の面接で議論された話題

について取り上げている。 

● 面接の文脈に言及している。例え

ば、’’こういったことがあなたのお

考えなわけですね’’といいそれに関

してさらに質問をする、などであ

る。 



(2) To what extent did the clinician 
attempt to prioritise and agree a 
shared focus? 

(2)共有されたフォーカスをどの程度まで 

 優先し合意を得ようとしたか？ 

 

 

 

 

1 3 5 

No evidence of prioritising or 
agreement, or no need for it - 

one item takes focus 

Some discussion of talk topics 
but little consideration of priority. 
One or other party may suggest 

focus and agreement is 
assumed e.g. “let’s start here” 

Attention is given to agreeing 
priority focus e.g.“what’s most 
important?” and / or agreeing a 

talk topic focus e.g. “where 
should we start?” 

 

 

1 3 5 

プライオリティの設定や合意形

成を行った証拠がない、もしく

はフォーカスすべき話題が 1 つ

しかなく、その必要がない 

話題に関するいくつかの議論は

あるが、どれを優先するか（プ

ライオリティ）に関する検討は

ほとんどない。どちらかが「こ

れにフォーカスを当てましょう

か」と言ったら、それで合意形

成されたことになる。 

例えば’’とりあえず、この話題か

ら話しましょう’’など。 

何をプライオリティとしてフォ

ーカスを当てるかについて合意

を得ることに配慮がなされてい

る。例えば、”何が最も重要です

か？”及び/または、話題のフォー

カスについて合意をとろうとし

ている’’どの話題から始めましょ

うか？’’ 

 

 

You are listening for efforts to identify a 
priority talk topic or to jointly agree the 
conversational focus e.g. summarizing, 
suggesting a priority or asking a “focusing” 
question e.g. “where should we start?” 

優先すべき話題の特定や会話のフォーカス

に関する協働的合意への努力が見て取れ

る。例えば、サマライジング、優先順位の

提案や’’フォーカシング’’に関する質問、具

体的には’’どの話からはじめましょうか？’’

といったものである。 

You should hear: (a) discussion about 
shared priorities, and (b) a focus of what to 
talk about during the session being agreed 

(a)優先順位の共有に関する議論、(b)面接中

になんの話題についてフォーカスするかの

同意、などが行われるべきである。 



Some clinician behaviours you may notice 
as evidence of this task: 

● Clinician summarises all talk topics 
raised 

● Clinician clarifies the patient's 
priorities 

● Clinician gives the patient options 
● Clinician gives patient choice about 

where to start 

いくつかの臨床家の行動がこの手続きの証

拠として観察される 

● 全ての話題が生じるたびにサマライ

ズしている 

● 患者の優先事項を明らかにしている 

● 患者に選択肢を提示している 

● どこから話を始めるか患者に選ばせ

ている 

COMPETENCE SUBSCALE: 
i.e. is agenda mapping 
happening skillfully? 

 

コンピテンスサブスケール: 

アジェンダマッピングが上手く行えている

か？ 

1. Eliciting the patient’s agenda i.e. how 
well the clinician attempts to identify and 
understand the patient’s primary concerns, 
requests or expectations for the clinical 
encounter. It captures the process of both 
eliciting new content areas for discussion 
and reflecting understanding of those topics 
already raised. 

1.患者のアジェンダを引き出す。例えば、

どの程度上手く面接における患者の優先的

関心事項、要望、期待を特定し理解しよう

としているかを評価する。この手続きには

新しい議論の領域を引き出すこと、すでに

取り上げられた話題に関する理解の聞き返

し、の両方の過程が含まれる。 

 

 

1 2 3 4 5 

Clinician makes 
little effort to 
engage with 

patient’s agenda or 
appears dismissive 

of it. 

Some attempt to 
elicit agenda. 

Clinician does not 
consider additional 
agenda items. May 
respond inflexibly 

when patient 
initiates several 

talk topics. 

Clinician engages 
with the patient’s 
agenda. Clinician 
may attempt to 
elicit full agenda 

items but this 
seems formulaic. 

Clinician gives 
patient time to talk. 

Makes a clear 
effort to elicit or 

respond to agenda. 
Considers that 

there may be more 
than 1 topic to 

discuss. 

Clinician 
demonstrates 

excellent listening 
skills, is 

responsive, 
respectful and 

sensitive. 
Considers full 

agenda. 

 

 

1 2 3 4 5 

患者のアジェンダ

に関与する努力を

しない、もしくは

患者のアジェンダ

を否定する 

アジェンダを引き

出すいくらかの試

みを認める。臨床

家は他のアジェン

ダについて検討し

患者のアジェンダ

に関与している。

臨床家は全てのア

ジェンダの項目を

引きだそうとする

患者に話す時間を

与えている。アジ

ェンダを引き出し

応答する明確な努

力がなされてい

応答的、尊重的、

かつ繊細な卓越し

た傾聴スキルを認

める。全てのアジ

ェンダが検討され



ない。患者がいく

つかの話題を提示

したときにも柔軟

な対応をしない。 

が型どおりにみえ

る。 

る。1 項目以上の

議論すべき話題に

ついて検討されて

いる。 

ている。 

 

 

Higher skillfulness: Clinician demonstrates 
that they have listened, attempts to 
understand e.g. gives space for reflection, 
probes for more information, is responsive 
to patient cues. Clinician checks they have 
gathered all the patients concerns.. 

高いスキル:臨床家は傾聴と理解しようとす

る姿勢を示している。例えば、応答のため

の間を作ったり、さらなる情報を探った

り、患者のわずかな手がかりに反応する。

臨床家は、患者の全ての関心事を拾いきっ

たかを確認する。 

Lower skillfulness: Clinician may get “lost” in 
a single agenda item and fail to exert any 
influence on shaping this task. Questions 
may be closed and may inhibit patient 
speech. There is little evidence of listening. 
Clinician may respond inflexibly when 
patient initiates a number of talk topics 

低いスキル:ひとつのアジェンダのみで”道に

迷い”、そしてこの手続きを成し遂げるため

に影響を与えるあらゆる試みに失敗する。

閉じた質問を用い患者の発話を抑制して

し、傾聴を示唆する証拠にも乏しい。患者

がいくつかの話題を提示しても柔軟な対応

ができない。 

Note: Once a clinician starts considering 
more than 1 agenda item they are at a 3 
or above. This is because they are 
immediately starting to engage with a 
fuller agenda. 

注:一旦、1 つ以上のアジェンダの項目につ

いて検討し始めると 3 もしくはそれ以上の

アジェンダの項目に到達する。これは臨床

家がすぐに全体のアジェンダに関与し始め

るからである。 

Some clinician behaviours you may notice 
suggesting higher skillflulness: 

● Clinician checks they have 
understood the talk topics raised by 
the patient e.g. by listening 

● Clinician asks for brief elaboration 
on each agenda item raised, but 
does not go into too much detail on 
each item and retains a sense of 
considering options 

● Clinician is responsive to emotional 
cues from patient . i.e. demonstrates 
sensitivity 

● Clinician gives patient time to talk 
● Clinician makes several attempts to 

elicit patient agenda e.g. by asking 

いくつかの臨床家の行動がより高いスキル

を示すことに気づくだろう。 

● 患者から引き出された話題につい

て、臨床家が理解したことを確認す

ること。例えば、傾聴によって。 

● それぞれの話題が提供されるごとに

臨床家は詳しく述べることをクライ

エントに求めている。しかし、あま

り詳細な部分までは立ち入らずに、

選択肢検討中という感じが維持され



in different ways 
● Clinician values patient’s 

contributions and allow them to 
shape the clinical interaction. 

 

ている。 

● 患者の感情的反応に対してきちんと

応答している。すなわち、繊細さが

示されている。 

● 患者に会話のための時間をきちんと

割いている。 

● 患者のアジェンダを引き出すための

いくつもの試みがされている。例え

ば、異なったやり方による質問によ

って。 

● 患者の会話への貢献を評価し、患者

が臨床的な相互作用に影響を与える

ことを許容している。 

2. Raising the clinician/ service agenda 
i.e. approach to raising new topics for 
discussion that are not directly on the 
patient’s agenda but could be linked to it. 
e.g. lifestyle choices (alcohol, smoking, diet 
etc). Captures respect for patient autonomy 
and clinician sensitivity to timing and 
phrasing of their agenda. Also captures skill 
in raising a service agenda e.g. use of 
agenda chart 

2.臨床家または施設など援助する側のアジ

ェンダを話題として取り上げる 

患者側のアジェンダとは直接の関連がな

い、新たな話題を話し合いの場に提起する

アプローチである。 

例えば、ライフスタイルの選択（アルコー

ルや喫煙、ダイエットなど）である。患者

の自律性を尊重しながら、タイミングと言

い回しの選択に対する臨床家の細やかさを

評価する。また、アジェンダチャートを使

うかどうかなど援助する側のアジェンダを

取り上げるスキルも評価する。 

 

 

1 2 3 4 5 

Clinician assumes 
their agenda takes 
the focus. If there 

is an agenda chart, 
clinician makes no 

reference to it. 

Clinician suggests 
agenda then 

purses it without 
seeking patient 

views. May 
acknowledge 
agenda chart. 

Clinician raises 
agenda explicitly, 

acknowledges 
agenda as their 

own. Makes 
reference to chart if 

applicable. 
Identifies own 
agenda in it. 

Clinician raises 
agenda with 

sensitivity e.g. to 
timing and 

phrasing. May link 
their agenda to 

patients. Refers to 
agenda chart to 

consider options. 

Introduction of 
clinician agenda is 
respectful, notably 

skillful and 
seamless. Clinician 
actively supports 
patient autonomy, 
Uses agenda chart 
strategically with 

patient to consider 
options 

 



 

1 2 3 4 5 

臨床家は自分たち

のアジェンダこそ

がフォーカスに値

すると決めつけて

いる。アジェンダ

チャートがあって

もそれを参照しな

い。 

 

臨床家はアジェン

ダを提案し、患者

の視点を探索する

ことなくそれで終

結させる。アジェ

ンダチャートの存

在は認める 

臨床家はアジェン

ダを明確に提起

し、それらを彼ら

自身のアジェンダ

であると認識して

いる。利用できる

ならばアジェンダ

チャートを参照

し、自分のアジェ

ンダをその中に位

置づける。 

臨床家は繊細さを

もってアジェンダ

を提起する。例え

ばタイミングや言

い回しである。臨

床家のアジェンダ

を患者のものと関

係づる。選択肢を

検討する際にアジ

ェンダチャートを

参照する。 

臨床家のアジェン

ダの提案は丁寧か

つ明瞭で技術的に

卓越しており、か

つシームレスであ

る。臨床家の言動

は患者の自律性を

支援し、アジェン

ダチャートを患者

と共に戦略的に使

用し、選択肢を検

討する。 

 

 

NOTE: There is a “not applicable” category 
under this subscale. N/A is used where no 
new content is raised by the clinician. Note: 
unspoken clinician agendas are not 
considered under this category. 

注:このサブスケールには”該当なし”という

カテゴリーがある。該当なしは臨床家によ

って新たな内容が何も提案されなかった場

合に使用する。 

注:臨床家自身のアジェンダが言語化されて

いないだけならば、”該当なし”とはしな

い。 

Higher skillfulness: Clinician reinforces 
patient’s autonomy when presenting their 
agenda . e.g. through asking permission, 
providing options, clarifying their own 
preferences or priorities. Clinicians may 
raise their agenda by linking it with 
previously raised content from the patient 
and this can appear seamless. 

高いスキル:臨床家がアジェンダを示すとき

に患者の自律性を強く尊重している。 

例えば、許可を得たり、選択肢を提示した

り、臨床家の優位性やプライオリティを明

確化している場合である。臨床家は彼らの

アジェンダを患者から以前に提案されたも

のと関連させて示すために見た目はシーム

レスに見える。 

Lower skillfulness: Raises their own agenda 
without sensitivity to patient choice, 
assumes their agenda provides the focus 
e.g. by proceeding with a line of questioning 
without clarifying their agenda. 

低いスキル:臨床家が自らのアジェンダを患

者の選択権に配慮せず提案したり、自らの

アジェンダがフォーカスにつながると決め

つけている。 

例えば、彼らのアジェンダを明確にするこ



となく一連の質問を続けるなどである。 

Some clinician behaviours you may notice 
suggesting higher skillfulness: 

● Clinician asks for permission to raise 
a topic not on the patient’s agenda 

● Clinician may raise a number of 
agenda items thereby giving patients 
options of what to choose 

● If clinicians identify their own 
priorities, they state they are doing 
so 

● Clinicians may provide a rationale 
for raising their agenda item . and 
then invite the patient’s response to 
that which they have raised. 

● Clinicians ask for patient’s ideas in 
response to agenda items raised 

● Clinicians demonstrate sensitivity to 
timing and phrasing of their agenda 
items. 

● Clinician links their agenda to the 
patient’s expressed concern 

 

以下の様ないくつかの臨床家の行動が高い

スキルを示す。 

● 患者のアジェンダとは異なる話題を

許可を得た上で提案している。 

● 多くのアジェンダを患者がどれを望

むか選択権を保証した上で提示して

いる。 

● 仮に臨床家が自分のプライオリティ

（優先したいテーマ）をはっきりさ

せる場合は、そうであることを明言

している。 

● 臨床家が理論的にアジェンダを提案

している。そして、提案したアジェ

ンダに対する患者の反応を誘導して

いる。 

● 提案されたアジェンダ項目に対する

患者の考え方を要求している。 

● 臨床家が彼ら自身のアジェンダを提

案するタイミングや言い回しについ

て注意深く配慮している。 

● 臨床家が自分のアジェンダを患者の

表明している関心事と関連づけてい

る。 

3. Establishing shared focus i.e. the 
extent to which the clinician structures the 
agenda mapping task to establish focus. 
Considers the skills the clinician uses e.g. 
summaries, asking for a priority. Also 
includes degree of collaboration and effort 
at agreement. 

3.フォーカスを共有する 

すなわち、臨床家がフォーカスを定めるた

めにアジェンダマッピングを構造的に行っ

ている程度である。ここでは、臨床家が駆

使するスキルが考慮される。例えば、サマ

ライズ、プライオリティを尋ねる、などで

ある。また、協働や合意への努力の程度も



含まれる。 

 

 

1 2 3 4 5 

Clinician exerts too 
much (e.g. 

assuming a focus) 
or too little (e.g. 

through non-
directive listening) 

control in 
determining the 

focus. 

Clinician provides 
little structure to 

establishing focus, 
No consideration of 

priorities. 

Clinician structures 
conversation to 
establish focus. 

May clarify 
purpose of session 
and/ or suggest a 

focus. May be 
weak efforts to 

prioritise. 

Clinician follows a 
clear structure is 

establishing focus. 
May attempt to 

consider priorities 
and engage patient 
in talk about these. 
Good use of skill, 
e.g. summarising 

Clinician explicitly 
considers options 
with the patient, 

actively structures 
the interaction for 
collaboration and 
engagement. Is 

explicit about the 
process of 

establishing focus. 
Excellent use of 

skill. 

 

 

1 2 3 4 5 

フォーカスを定め

るに当たって、臨

床家が出すぎる

（例えばフォーカ

スを決めつける）

もしくは引きすぎ

る（例えば、非誘

導的傾聴） 

臨床家がフォーカ

スを定めるにあた

って会話を組み立

てておらず、プラ

イオリティを全く

考慮していない。 

臨床家がフォーカ

スを定めるにあた

って会話を組み立

てている。面接の

目的を明らかにし

フォーカスも提案

することすらあ

る。プライオリテ

ィについて少しの

努力が払われてい

る。 

臨床家がフォーカ

スを定めるよう明

瞭に面接を組み立

てている。プライ

オリティについて

考慮し患者とそれ

らについて議論し

ながら患者と関わ

っている。スキル

を十分に駆使して

いる。例えば、サ

マライズなど。 

臨床家は明確に患

者の選択権を尊重

し、積極的に協働

と関わりのための

面接における相互

作用を組み立てて

いる。フォーカス

を定めるプロセス

が明確である。卓

越したスキルを駆

使している。 

 

 

Higher skillfulness: The clinician deliberately 
attends to establishing the conversational 
focus by asking specific questions to do so, 
providing summary statements of options 
for discussion or highlighting the need to 
agree a focus. Prioritising and efforts to 
agree a focus are made explicit. The 
clinician exerts influence over the shape of 
the conversation e.g. making statements 
that orientate the patient to the agenda 
mapping task. Where patients are quieter, 
clinician structures the interaction to 

高いスキル: 

臨床家は特定の質問によって意図的に会話

のフォーカスを定め、議論のための選択肢

に関するサマライズを行うかフォーカスに

関する同意の必要性を強調する。プライオ

リティの提示やフォーカスへの同意が明ら

かになされている。臨床家は面接全体に影

響を及ぼしている。 



encourage involvement. Where patients are 
active the clinician engages actively with the 
patients ideas. 
 

例えば、患者をアジェンダマッピングへ誘

導するような発言をしている。患者があま

り発言しない場面では、面接の相互作用に

巻き込めるように組み立てている。患者が

積極的な場面では臨床家も患者の考えに積

極的に関与する。 

Lower skillfulness:-Clinician does not 
provide structure to allow the conversational 
focus to be established e.g. by following the 
patient’s talk without summarising or 
clarifying the focusing task. No discussion 
of priorities. The clinician may start to elicit 
the patient’s concerns for example and then 
get lost in following the patient narrative 
without asking questions or demonstrating 
listening. The interaction sounds as though 
the participants are checking off a list. 

低いスキル: 

臨床家は会話のフォーカスが定まるような

面接の組み立てを行っていない。 

例えば、サマライズやフォーカスの明確化

などを行うことなく患者の話に追従してい

るだけ、など。プライオリティに議論がな

されていない。例えば、患者の関心を始め

は引き出しているが、質問したり傾聴した

りをせず、患者の語りに寄り添うことに失

敗している。面接中の双方のやり取りは、

まるで二人でチェックリストを一つずつ確

認しているかのように聞こえる。 

Note: If the clinician makes a statement 
that describes the context e.g. “this is 
you diabetes review” they’re already at a 
3 as they’re clarifying clearly the context/ 
purpose of the session. 
 

注:もし、臨床家が面接内容を説明するよう

な発言をした場合、例えば”これから、あな

たの糖尿病についてのカウンセリングを行

います”のように言った場合、3 には評価で

きる。面接の内容や目的について明言して

いることになるからである。 

Some-clinician-behaviours-you-may-notice-
suggesting-higher-skillfulness: 

● Clinician uses summary statements 
to capture. both the patient and 
clinician’s agendas 

● Clinician links agenda topics e.g. “so 
you’d like to have more energy to 
run after your grandchildren but 
you’re getting out of breath easily … 
which may have to do with smoking” 

● Clinician considers priorities - asks 
about these or suggests some 

● Clinician gives the patient choices 

以下の様ないくつかの臨床家の行動が高い

スキルを示す。 

● 臨床家が、患者と臨床家のアジェン

ダの両方を把握できるようにサマラ

イズを使用している。 

● 臨床家が、アジェンダを関連づけて

いる。例えば、”あなたはお孫さんを

追いかけられるような体力が欲しい

と思っている。しかし実際は容易に

息切れしてしまう・・・このことが



喫煙と関連しているかもしれないと

思うのですね” 

● 臨床家はプライオリティを考慮して

いる。これらを話すように求めた

り、例を示したりする。 

● 患者に選択権を与えている。 
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Is agenda mapping happening? アジェンダマッピングが行われているか？ 

 

 1 3 5 Score 

Identifying talk 
topics 

One talk topics is 
raised and 

provides the sole 
focus of the 
interaction 

More than one talk 
topic is raised from 
the patient, family 

members or 
clinician (An 

agenda chart may 
be used) 

A number of talk 
topics are raised . 
clinician actively 

elicits a full agenda 
from all present  

Agreeing a focus No evidence of 
prioritising or 

agreement, or no 
need for it - one 
item takes focus 

Some discussion 
of talk topics but 

little consideration 
of priority. One or 
other party may 

suggest focus and 
agreement is 

assumed e.g. “let’s 
start here” 

Attention is given 
to agreeing priority 
focus e.g.“what’s 
most important?” 

and / or agreeing a 
talk topic focus e.g. 
“where should we 

start?” 

 

 

 

 1 
3 5 スコア 



話題の特定 会話中に単一の話

題およびフォーカ

スのみが提供され

る 

 

一つ以上の話題が

患者、患者家族も

しくは臨床家から

提供される（アジ

ェンダチャートが

使われることもあ

る） 

多くの話題が提供

される。 

臨床家は積極的に

全ての話題から全

体のアジェンダを

引き出す 

 

フォーカスへの合

意 

プライオリティの

設定や合意形成を

行った証拠がな

い、もしくはフォ

ーカスすべき話題

が 1 つしかなく、

その必要がない 

話題に関するいく

つかの議論はある

が、どれを優先す

るか（プライオリ

ティ）に関する検

討はほとんどな

い。どちらかが

「これにフォーカ

スを当てましょう

か」と言ったら、

それで合意形成さ

れたことになる。 

例えば’’とりあえ

ず、この話題から

話しましょう’’な

ど。 

何をプライオリテ

ィとしてフォーカ

スを当てるかにつ

いて合意を得るこ

とに配慮がなされ

ている。例えば、”

何が最も重要です

か？”及び/または、

話題のフォーカス

について合意をと

ろうとしている’’ど

の話題から始めま

しょうか？’’ 

 

 

 

Is agenda mapping happening skillfully? アジェンダマッピングは上手く行われてい

るか？ 

 

 1 2 3 4 5 score 

Eliciting 
the 
patient’s 
agenda 

Clinician 
makes little 

effort to 
engage with 

patient’s 
agenda or 
appears 

dismissive of 
it. 

Some 
attempt to 

elicit agenda. 
Clinician 
does not 
consider 
additional 
agenda 

items. May 
respond 
inflexibly 

when patient 
initiates 

Clinician 
engages with 
the patient’s 

agenda. 
Clinician may 

attempt to 
elicit full 

agenda items 
but this 
seems 

formulaic. 

Clinician 
gives patient 
time to talk. 

Makes a 
clear effort 
toelicit or 

respond to 
agenda. 

Considers 
that there 

may be more 
than 1 topic 
to discuss. 

Clinician 
demonstrate
s excellent 
listening 
skills, is 

responsive, 
respectful 

and 
sensitive. 
Considers 

full agenda. 

 



several talk 
topics. 

Raising 
the 
clinician / 
service 
agenda - 
mark N/A if 
there is no 
new 
content 
raised by 
the 
clinician 

Clinician 
assumes 

their agenda 
takes the 
focus. If 

there is an 
agenda 
chart, 

clinician 
makes no 

reference to 
it. 

Clinician 
suggests 

agenda then 
purses it 
without 
seeking 
patient 

views. May 
acknowledge 

agenda 
chart. 

Clinician 
raises 

agenda 
explicitly, 

acknowledge
s agenda as 

their own. 
Makes 

reference to 
chart if 

applicable. 
Identifies 

own agenda 
in it. 

Clinician 
raises 

agenda with 
sensitivity 

e.g. to timing 
and 

phrasing. 
May link their 

agenda to 
patients. 
Refers to 

agenda chart 
to consider 

options. 

Introduction 
of clinician 
agenda is 
respectful, 

notably 
skillful and 
seamless. 
Clinician 
actively 
supports 
patient 

autonomy, 
Uses agenda 

chart 
strategically 
with patient 
to consider 

options 

 

Establishi
ng shared 
focus 

Clinician 
exerts too 
much (e.g. 
assuming a 
focus) or too 

little (e.g. 
through non-

directive 
listening) 
control in 

determining 
the focus. 

Clinician 
provides little 
structure to 
establishing 
focus, No 

consideration 
of priorities. 

Clinician 
structures 

conversation 
to establish 
focus. May 

clarify 
purpose of 

session and/ 
or suggest a 
focus. May 
be weak 
efforts to 
prioritise. 

Clinician 
follows a 

clear 
structure is 
establishing 
focus. May 
attempt to 
consider 

priorities and 
engage 

patient in talk 
about these. 
Good use of 

skill, e.g. 
summarising 

Clinician 
explicitly 
considers 

options with 
the patient, 

actively 
structures 

the 
interaction 

for 
collaboration 

and 
engagement. 

Is explicit 
about the 
process of 

establishing 
focus. 

Excellent use 
of skill. 

 

 

 

 1 2 3 4 5 スコア 

患者のア

ジェンダ

を引き出

す 

患者のアジェ

ンダに関与す

る努力をしな

い、もしくは

患者のアジェ

ンダを否定す

る 

アジェンダを

引き出すいく

らかの試みを

認める。臨床

家は他のアジ

ェンダについ

て検討しな

患者のアジェ

ンダに関与し

ている。臨床

家は全てのア

ジェンダの項

目を引きだそ

うとするが型

患者に話す時

間を与えてい

る。アジェン

ダを引き出し

応答する明確

な努力がなさ

れている。1

応答的、尊重

的、かつ繊細

な卓越した傾

聴スキルを認

める。全ての

アジェンダが

検討されてい

 



い。患者がい

くつかの話題

を提示したと

きにも柔軟な

対応をしな

い。 

どおりにみえ

る。 

項目以上の議

論すべき話題

について検討

されている。 

る。 

臨床家の

アジェン

ダもしく

はアジェ

ンダ策定

のための

支援を提

案する。 

 

臨床家か

ら何も新

しいアジ

ェンダが

提起され

ない場合

にＮ/Ａと

コードす

る。 

臨床家は自分

たちのアジェ

ンダこそがフ

ォーカスに値

すると決めつ

けている。ア

ジェンダチャ

ートがあって

もそれを参照

しない。 

 

臨床家はアジ

ェンダを提案

し、患者の視

点を探索する

ことなくそれ

で終結させ

る。アジェン

ダチャートの

存在は認める 

臨床家はアジ

ェンダを明確

に提起し、そ

れらを彼ら自

身のアジェン

ダであると認

識している。

利用できるな

らばアジェン

ダチャートを

参照し、自分

のアジェンダ

をその中に位

置づける。 

臨床家は繊細

さをもってア

ジェンダを提

起する。例え

ばタイミング

や言い回しで

ある。臨床家

のアジェンダ

を患者のもの

と関係づる。

選択肢を検討

する際にアジ

ェンダチャー

トを参照す

る。 

臨床家のアジ

ェンダの提案

は丁寧かつ明

瞭で技術的に

卓越してお

り、かつシー

ムレスであ

る。臨床家の

言動は患者の

自律性を支援

し、アジェン

ダチャートを

患者と共に戦

略的に使用

し、選択肢を

検討する。 

 

フォーカ

スを定め

共有する 

フォーカスを

定めるに当た

って、臨床家

が出すぎる

（例えばフォ

ーカスを決め

つける）もし

くは引きすぎ

る（例えば、

非誘導的傾

聴） 

臨床家がフォ

ーカスを定め

るにあたって

会話を組み立

てておらず、

プライオリテ

ィを全く考慮

していない。 

臨床家がフォ

ーカスを定め

るにあたって

会話を組み立

てている。面

接の目的を明

らかにしフォ

ーカスも提案

することすら

ある。プライ

オリティにつ

いて少しの努

臨床家がフォ

ーカスを定め

るよう明瞭に

面接を組み立

てている。プ

ライオリティ

について考慮

し患者とそれ

らについて議

論しながら患

者と関わって

いる。スキル

臨床家は明確

に患者の選択

権を尊重し、

積極的に協働

と関わりのた

めの面接にお

ける相互作用

を組み立てて

いる。フォー

カスを定める

プロセスが明

確である。卓

 



力が払われて

いる。 

を十分に駆使

している。例

えば、サマラ

イズなど。 

越したスキル

を駆使してい

る。 

 



 

Learning plan: 
Where am I and 
where do I want to 
be? 

学習計画 

いま，私はどこにいて，どこに向かいたい

のか？ 

Overall MI Clinician 
Goal 

● Consistently resist the righting 
reflex; avoid arguing with the client 

● Talk less than your client does 
● On average, reflect twice for each 

question you ask 
● Your most common response to 

what a client says should be a 
reflection 

● When you reflect, use complex 
reflections over half the time 

● When you do ask questions, ask 
mostly open questions 

● Avoid getting ahead of your client’s 
readiness level 

● Consistently and strategically work 
to increase change talk  

● Consistently and strategically work 
to decrease sustain talk 

● Intentionally guide the conversation 
toward the target change I 

動機づけ面接を学ぶ臨床家のゴール 

 
 

● 常に「正したい反射：間違い指摘反

射」を押さえる，クライエントとの

論争を避ける 

● 自分が話す量はクライエントよりも

少なく 

● 全体の平均で，1 回の質問につい

て，2 回聞き返しを行う 

● クライエントが何か話したとき、あ

なたがする最も普通の反応は「聞き

返し」になるようにする 

● 聞き返す際には，半分以上は複雑な

聞き返しを使う 

● 質問するときは，なるべく「開かれ

た質問」を使うようにする 

● クライエントの準備状態を超えて先

走らないように気を付ける 

● 常にそして戦略的にチェンジトーク

を増やすように働きかける 

● 常にそして戦略的に維持トークを減

少させるように働きかける 

● 意図的に会話を行動変容へ向かう会

話に誘導（ガイド）する 

1. What is my long term goal for 
learning MI?  (reach competence, 
become an expert, integrate into 
practice, etc.) 

1. 私にとって，動機づけ面接を学ぶ長

期的なゴールは何だろうか？（ある

レベルや能力に達すること，エキス



 
 

2. Why is learning MI important to me?   
 
 

3. What are my current strengths or 
areas of growth?  

 
 

パートになること，臨床と統合する

ことなど） 

 
 

2. 私にとって動機づけ面接を学ぶこと

は，なぜ大切なのだろうか？ 

 
 
 

3. 私の現状における強み、またはさら

に成長できる部分は何だろうか？ 

 
 

 

 

Increasing use of effective  reflections 効果的な（例：クライアントのチェン

ジトークを引き出す）聞き返しを増や

すこと 

 

Increasing effective, intentional questions 効果的で意図的な質問を増やすこと  

 

 

Strengthening summaries 要約する能力を強化すること  

Creating safety and therapeutic alliance 
with client 

クライエントと安全で治療における同

盟関係を構築すること 

 

Knowing when and how to be in equipoise いつ，どのような時に中立的であるべ

きかを知る事 

 

Knowing when and how to guide  いつ，どのような時に誘導（ガイド）

するのかを知る事 

 

 Understanding and knowing how to resist 
my righting reflex 

どのように自分自身の正したい反射

（間違い指摘反射）を知り，抑えるか

を知り，理解すること 

 

Planning:  Helping clients envision and plan 
around details when in the planning stage. 

計画すること：計画段階において，ク

ライエントが構想し，より具体的な計

画を立てるのを助ける。 

 

 



Able to accurately evaluate my own practice 自分自身の臨床を正確に評価できるこ

と 

 

Decreasing talk time, pausing more 話す時間を減らし，会話と会話の間の

沈黙の時間を意識すること 

 

Affirming client strengths/qualities, etc. クライエントの強みや本来持っている

性質などを是認する 

 

Recognizing and reinforcing change talk チェンジトークを識別しさらに強める  

Eliciting change tal チェンジトークを引き出す  

Dancing with discord 不協和とダンスすること（不協和が出

たらそれを快く迎えること） 

 

Focusing the conversation on a target 
change 

クライエントとの会話において行動変

容にフォーカスすること 

 

Recognizing and decreasing sustain talk 維持トークを認識して（徐々に）減ら

すこと 

 

Smoothly blending MI and other clinical skill 動機づけ面接と他の臨床スキルを円滑

に組み合わせること 

 

Other(s) その他  

 

 

Comments/Ideas around my areas of 
strength or growth:   
 
 
 
What impact have these skills had on my 
clients? :   
 
 
 
 
 
 
4. What am I ready, willing and able to 
work on?  Pick 1-3 
Comments/Ideas related to areas I’d like to 
work on: 

コメント・あなたの強みやさらに成長でき

る部分 

 
 
 
 

これらのスキルは私のクライエントにどの

ような影響を与える（与えた）でしょう

か？ 

 
 
 
 
 



 
 

 

4.あなた自身の準備ができていて、喜んで

やってみようと思うことは何ですか？ 

 

コメントやアイディアを 1-3 つ，あなたの

領域にに関連することで書いてみてくださ

い。 

 
 
 

 


