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Options for learning: How will I 

approach it? 
学習の選択肢：どうアプローチするか？ 

English 訳 ✓ 

Structured practice of skills and 

strategies with MI buddy 

MI 仲間とともにスキルと戦略を磨くた

めに構造化された練習をする 

Listen to my own recorded sessions 

alone (using a self-guided process) 

録音した自分のセッションを聞いてみ

る（セルフガイドを使って） 

Review my recorded sessions with my 

coach 

自分のセッションをコーチと一緒に振

り返る 

Review of expert tapes and 

transcripts to study MI process 

エキスパートたちのセッションと逐語

を見て MIのプロセスを復習する 

Work on my MI skills in a structured 

small group process.  

自分の MIスキルを構造化された小さ

なグループで練習する 

Structured practice of skills and 

strategies with MI buddy 

構造化された練習で MI仲間とスキル

と戦略を磨く 

Complete self-evaluation tool and 

discuss with MI consultant/group 

自己採点のツールを使ってみてその結

果を MI のコンサル/グループと話し合

う 

Work through self-guided exercises in 

Building MI Skills workbook 

ワークブックを用いてエクササイズを

やってみる 

Receive coding results and observe 

specific progress as I progress 

コーディングの結果を受け取り具体的

に上達したところを確認する 

Listen to my own recorded sessions 

with my MI Buddy or others (using a 

MI 仲間らと自分で録音したセッション

を聞いてみる（セルフガイドシートを

使いながら） 
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self-guided format)  

Work with my supervisor on how MI can 

help my process.  

スーパーヴァイザーと自分の事例には

どんな風に MIを活用できるか考える 

 

Other:  

 

 

 

 

その他：  

 

 

7. Whose help do I need and what 

will I communicate about my 

needs and learning style (to get 

maximum benefits)?  

 

 
 

 

 

7. 自分の学習スタイルと必要なことに関して

何を誰に相談するか（最大限享受するには） 

 

 

8.  How will I monitor my progress? 8. どのように自分の進歩をチェックするか？ 

 

 

 

 

 

 

 

Exploring Personal Values 
自分の価値観を探る 

Identify your top 3 values from the following list (or add what you want): 

次のリストから自分にとって大切な価値のトップ 3を選べ（リスト以外のものを加えて

も良い） 
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Acceptance- to be accepted as I am 受容- あるがままの自分を受け入れられ

ること 

Attractiveness- to be physically 

attractive 

 

魅力- 外見が魅力的であること 

Compassion-  to feel and act on 

concern for others 

共感- 気持ちも行動も他者の気持ちに寄

り添うこと 

Dependability- to be reliable and 

trustworthy 

甲斐性- 頼り甲斐があり信頼できること 

Strength--to be physically and/or 

mentally strong 

強さ- 肉体的、精神的に強いこと 

 

Friendship- to have close, supportive 

friends 

友情- 支えになってくれる近しい友人が

いること 

God’s will- to seek and obey the will 

of God 

天命- 神の意志を求め従うこと 

Helpfulness- to be helpful to others 人助け- 人の手助けができること 

Hope- to maintain a positive and 

optimistic outlook 

希望- 前向きで楽天的な人生観を保つこ

と 

Justice- to promote fair and equal 

treatment for all 

正義- すべての人を公平、平等に扱うこ

と 

Love- to be loved and give love to 

others 

 

愛- 愛し愛されること 

Responsibility- to make and carry out 

responsible decisions 

責任感- 責任を伴う決断を下し、実行す

ること 

Spirituality- to grow and mature 

spiritually 

スピリチュアリティ- スピリチュアルな

心を育み成熟させること 

Tradition- to follow respected 

patterns of the past 

伝統- 過去の行いを重んじ継承すること 



4 

Advanced MI training handouts and exercises 

 Denise Ernst PhD 

March, 2017 

Competition--To challenge myself to 

the best of my abilities 

競争- 自分に挑み、自己の能力のベスト

を尽くすこと 

Achievement- to perform well at school 

or other activities 

達成- 授業や様々な活動で良い成績を収

めること 

Autonomy- to make decisions for myself 自律- 自己決定をすること 

Creativity- to have new and original 

ideas 

創造性- 新しくてオリジナルな考えを持

つこと 

Belonging--to fit in with my peers and 

others 

所属感- 仲間や他者の中に溶け込むこと 

Family- to be part of a loving, happy 

family 

家族- 愛情に満ちた幸せな家族の一員で

あること 

Fun- to play and have fun 楽しみ - 遊び楽しむこと 

Health- to have a healthy body, free 

of disease 

健康- 病気のない健康な体でいること 

Honesty- to be honest and truthful 

 

正直さ- 正直で誠実であること 

Humor- to see the humorous side of 

myself and the world 

ユーモア- 自分や世界のユーモラスな面

を見ること 

Knowledge- to learn about life and the 

world 

知識- 人生と世界について学ぶこと 

Popularity- to be well-liked by many 

people 

人気- たくさんの人から好かれること 

Self-control- to be disciplined in my 

own actions 

自制心- 自分自身の行いを律すること 

Tolerance- to accept and respect those 

who differ from me 

許容- 自分と異なる他者を認め尊重する

こと 

Wealth- to have trendy clothes or 

other items I want 

富- 流りの服装など自分のほしいものを

手に入れること 
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Self-acceptance--to like myself and my 

body 

自己受容- 心身ともに自分が好きでいる

こと 

 

 

Question 1: Tell me about your 

values. 

 

 

 

Q1:あなたが大切にしている価値観を教え

てください 

Question 2:  How, if at all, 

are your values linked with 

learning and practicing MI?   

 

 

Q2:MI を学ぶこと使うことと、あなたの

価値観はどのように結びついています

か？ 

Question 3: Following your 

summary, ask, “where does that 

leave you?” 

 

 

 

Q3:まとめてみて、「で、これからどうし

ましょう？」 

Complexifying Reflections or Guessing 

deeper! 
聞き返しを複雑にしたり，語られていないところを探ろう！ 

 

 

Client:   
I went to get a physical the other 

day.  They said I was something 

called pre-diabetic.  The doctor 

クライエント 

 この間、健康診断を受けてきたんで

す。糖尿病のなりかけとかなんとかだと

言われました。医者からは，体重を減ら
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wants me to lose weight and start 

exercising.  He was pretty overweight 

so I don’t think he should be saying 

much! I don’t believe in exercise, I 

grew up on a farm and we worked hard.  

I guess I don’t want to get 

diabetes.  My mom struggled with that 

for several years.  But really, this 

ole farmer on a treadmill?  I don’t 

think so. 

すことと運動することを言われました。

その先生も相当な肥満で、そこまで言う

資格は無いんじゃないかと思います！運

動が役に立つとは思っていないのは、私

は農家育ちで、重労働もしてきているか

らです。糖尿病にはなりたくないです

よ。母が何年もその病気と闘ってきまし

た。でも、このよぼよぼの百姓がトレッ

ドミルで本気で運動すると思いますか？

ありえないですよね。 

  

Simple reflections 単純な聞き返しを 3つ書いてみよう: 

 

 

1.___________________________________________________________________   

2.___________________________________________________________________   

3.___________________________________________________________________ 

Complex reflections (provide one in each category)複雑な聞き返し（それぞれのカテゴリー

で）: 

 

● Reflecting feeling:  

___________________________________________________________ 

感情を聞き返す 

● Reflecting 

ambivalence:_______________________________________________________ 

両価性を聞き返す 

● Reflecting underlying 

meaning:_________________________________________________ 
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裏の意味を聞き返す 

● Reflecting client values, life choices or 

goals:______________________________________ 

クライエントの価値観や人生の選択、ゴールを聞き返す 

● Continuing the paragraph: 

_____________________________________________________ 

パラグラフを続ける 

● Reflecting change talk: 

_______________________________________________________ 

チェンジトークを聞き返す 

● Reflecting perceptions of self worth and 

value_____________________________________ 

 

● 自尊心・価値の自覚を聞き返す_______________________________________________   

● Reflecting potential 

vulnerability________________________________________________ 

弱みかもしれないところを聞き返す 
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Handout for Change Talk Exercise 
チェンジトーク・エクササイズのためのハンドアウト 

 
Types of Change Talk 

チェンジトークのタイプ 

Skills for Eliciting Change Talk 

チェンジトークを引き出すためのスキル 

  

Desire 希望 

 

 

 

Evocative Questions 引き出す質問 

Ability 能力 

 

 

 

Elaboration 詳しく述べさせる 

Reasons 理由 

 

 

 

Typical Periods 典型的な時期 

Needs ニード 

 

 

 

Looking Back 昔を振り返る 

Commitment コミットメント 

 

 

 

Looking Forward 将来を見渡す 

Activation 活性化 

 

 

 

Using Extremes 極端を使う 

Taking Steps 段階を踏む 

 

 

 

Exploring Goals and Values ゴールと価値観を

探る 

 

 

 

 

 

Decisional Balance 決断分析（バランス） 
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Importance & Confidence Rulers 

重要性と自信の尺度 

 

 

 

Change Plan Worksheet 
変化の計画のワークシート 

 

What is the change I plan to make?-  Where do I want to be?- What kind of 

timeline am I considering?これから計画する変化はどのようなものか？どこで？ど

の時期を考えるのか？ 

 

What are my main reasons for making this change?この変化を起こす主な理由は？ 

 

 

 

Why is this change important to me?この変化が私にとって重要な理由は？ 

 

 

What do I plan to accomplish with this change?この変化を達成するためにどんな計画

をするか？ 

 

How do I plan to make this change?  What strategies, tips, etc., do I plan to 
use?この変化を起こすためにどんな計画をするか？どんな戦略やコツを使うだろう？何

か使う計画はあるか？ 

 

 

What plans do I have for difficult times?困難な時期のためにどんな計画がある

か？ 

 

 

How can others in my life help me?自分の人生で助けてくれるような他人は？ 

 

  

How will I monitor my progress?自分の進捗状況をどうやって知るのか？ 
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How will I reward myself?自分へのご褒美はどうするのか？ 

 

 

On a scale of 1-10, how confident am I that I can accomplish my plan?  

自分の計画を達成する自信を 1-10でつけると，どのぐらいですか？ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 



カウンセラー: _____________________目標とする変化____________________________  

日付:_______________ 

MITI 4.2.1  関係性全体評価  (一致する数字に丸をつける） 

 

協働（パートナーシップ） 

1 2 3 4 5 

クライアント

との相互作用

の大部分にお

いて、カウン

セラーが積極

的に専門家と

しての役割を

取る。協働・

協力は欠落し

ている。 

カウンセラー

は協働の機会

に表面的に応

じる。 

  

カウンセラー

はクライアン

トの貢献を組

み入れるが、

やり方が中途

半端、または

一貫性がな

い。 

  

カウンセラー

は協働を促進

し、権力を共

有する。その

結果、面談に

クライアント

の貢献が影響

を与え、協働

的な面談以外

では起こらな

いような展開

が起こる。 

カウンセラー

は面談の本質

にクライアン

トの貢献が影

響を与えるよ

うな方法をと

り、相互作用

の中で権力の

共有を積極的

に促進する。 

 

 

共感 

1 2 3 4 5 

カウンセラー

はほとんど(あ

るいは全く)ク

ライアントの

視点に注意を

払わない。 

カウンセラー

はクライアン

トの視点を探

索する努力を

散発的に行

う。場合によ

ってはカウン

セラーの理解

した内容が不

正確、ないし

クライアント

の本当に意味

していること

カウンセラー

は積極的にク

ライアントの

視点を理解し

ようと試みて

おり、それに

成功している

場面がある。 

カウンセラー

は積極的かつ

繰り返クライ

アントの観点

を理解しよう

と努める。ク

ライアントの

世界観につい

て正確な理解

をしているこ

とが明らかに

示される。そ

の理解は大方

クライアント

カウンセラー

はクライアン

トの観点[1]を

深く理解して

いることが明

らかに示され

る。その理解

はクライアン

トが明確に表

現した内容に

限らず、クラ

イアントが意

味する、未だ

言語化してい



から離れてし

まう。 

の表現した内

容に限られ

る。 

ない内容にも

及ぶ。 

 

MITI 4.2.1  技術的全体評価  (一致する数字に丸をつける） 

 

チェンジトーク促進 

1 2 3 4 5 

カウンセラー

は変化に関す

るクライアン

トの言葉に関

心を示す(また

は選択的に応

答する)様子が

ない。 

カウンセラー

は変化に関す

るクライアン

トの言葉に散

発的に関心を

示す。しかし

チェンジトー

クを促進する

機会の多くを

逃す。 

カウンセラー

は変化に関す

るクライアン

トの言葉の多

くに関心を示

す。しかしチ

ェンジトーク

を促進する機

会をいくつか

逃す。 

カウンセラー

は変化に関す

るクライアン

トの言葉に一

貫して関心を

示し、チェン

ジトークを促

進しようとす

る。 

カウンセラー

は変化に関す

るクライアン

トの言葉に顕

著な関心を示

す。チェンジ

トークに一貫

して反応し、

その深さ・強

さ・勢いを促

進しようとす

る。 

 

維持トーク減弱 

1 2 3 4 5 

カウンセラー

は一貫してク

ライアントの

維持トークに

反応し、現状

維持の議論を

促進するよう

な方法で応じ

る。 

カウンセラー

は概ね、クラ

イアントの維

持トークに対

して、探索し

たり、焦点化

したりする。 

カウンセラー

は、クライア

ントの維持ト

ークに重点を

置く。場合に

よっては維持

トークから話

題をそらす努

力もいくらか

行う。 

カウンセラー

は概して、ク

ライアントの

維持トークに

重点を置くこ

とを避ける。 

カウンセラー

は、クライア

ントの維持ト

ークの深さ・

強さ・勢いを

弱める努力を

十分に行う。 

 

 



 

 

臨床家の行動 

                                                                                

                                      例 

Giving Information in a 

neutral manner 

中立を保ちながら情報提

供 

Count: 

  

  

  

Persuade; giving 

opinions, advice, 

suggestions, concerns 

説得：意見や助言、示

唆、心配を伝える 

Count: 

  

  

  

Persuade with 

Permission 

許可を得てから説得 

 Count: 

  

  

  

  

Questions, closed 閉じ

られた質問 

   Count: 

Questions, open 開かれ

た質問 

   Count: 

  

Simple Reflections 単

純な聞き返し 

  



Count: 

  

  

  

Complex Reflections 複

雑な聞き返し 

Count: 

  

  

  

  

  

Affirmations 是認 

Count: 

  

  

  

Seeking Collaboration; 

Asking Permission  協

働の探索、許可を得る 

Count: 

  

  

  

Emphasizing Autonomy, 

sense of personal 

control and choice 自

律性、個人のコントロー

ルと選択の自覚を強調す

る 

 Count: 

  

  

 



 

Giving Information vs. Persuading Worksheet 

情報提供 VS 説得 ワークシート 

 

Think about something that you give 

advice about often.  Write down what 

you usually say as correctly as 

possible.  

アドバイスをよくするような場面を考えよ

う。普通、そういうときにどんなことを言

うのか、できるだけ正確に書こう。 

記入欄 

 

 

 

 

 

 

As a clinician, we are often in the 

position to give advice, make a 

suggestion, or offer an opinion. We 

want what is best for the client and 

are trying to share what we know to 

promote their health and well-being.  

Unfortunately, our efforts can back 

fire if we push our advice to the point 

of trying to persuade.  Behavioral 

change research is clear that the more 

we persuade or try to convince, the 

more likely it is for the client to 

argue against change!  We are better 

off to give information and ask what 

the client thinks. If we feel that we 

need to give a stronger message to do 

something differently, we should ask 

permission to do so.  Asking permission 

or indicating that the choice is 

ultimately the client’s allows us to 

give advice and yet be transparent that 

that is what we are doing.  Clients 

understand our intent as “advice” and 

are less likely to push back against 

being told what to do.  

臨床場面では、アドバイスをしたり、示唆

したり、意見したりすることが求められる

立場に置かれることがよくある。クライエ

ントにとってのベストを願い、臨床家とし

て知っていることをシェアして、クライエ

ントの健康と生活を良くしたいと思う。残

念ながら、もし、アドバイスを押し過ぎ

て、説得・説教の域までになると、こうし

た努力がかえって裏目にでる。行動変化の

研究で明確なのは、臨床家が説得しよう、

説き伏せようと努力すればするほど、クラ

イエントは変化したくないとより主張する

ようになることである！情報提供をした

ら、クライエントの考えを尋ねるようにし

たほうがうまくいく。何か別のことをすべ

きだという強いメッセージを送る必要があ

ると思われたときは、そうしてよいかどう

か許可を得てからにすべきだ。許可を得た

り、選択権は究極的にはクライエントにあ

ると伝えたりすることによって、アドバイ

スを与えつつ、臨床家がしていることに透

明性を持たせることができる。クライエン

トは臨床家の意図を”アドバイス”だと理

解し、すべきだと言われたことに対する押

し返しが小さくなる。 

1. I really think you should stop 

drinking, especially now that it is 

happening so frequently and causing you 

health problems.   

1.私としてはあなたは断酒すべきだと本当

に思います。ご自身の健康がこんなに何回

もダメージを受けることが続いている今だ

から特別、そう思います。 

This is an example of persuasion.  

Although well intended, you are telling 

これは説得の一例である。善意にもとづい

ているが、これは相手にこうすべきだと諭



 

someone what they should do. している。 

2. Would it be OK if we talked 

about drinking and the impact on 

health?  (Assuming client agrees.)   

With your existing risk factors such as 

family history, I am worried about the 

fact that your drinking will put you at 

even higher risk for alcohol dependence 

and other health consequences.  

2.飲酒と健康への影響についてお話しても

構いませんか？（クライエントが同意した

として）家族歴などのリスク因子を考える

と、今の飲み方では、依存症の可能性がさ

らに高くなるなどあなたの健康に与える影

響が、私としては心配です。 

This is an example of persuade with 

permission.  You are being transparent 

that you are giving advice and ensuring 

the client is ready to hear it.  You 

have personized the message by 

indicating that the client will be at 

higher risk but have left the decision 

to them. 

これは”許可を得ての説得”の一例であ

る。カウンセラーがアドバイスを与えよう

としていることが明示され、クライエント

はそれを聞こうとしていることが保証され

ている。クライエントが将来のリスクにさ

らされていることを示すことで、メッセー

ジをクライエント個人に合わせたものにし

ているが、決断には本人にゆだねている。 

3. You indicated that you usually 

drink 2 glasses of wine a day. The 

national guidelines suggest that women 

should drink no more than 1 drink per 

day, no more than 7 drinks per week, 

and no more than 3 on any given 

occasion.  More than that generally 

puts people at greater risk for health 

and social consequences.  

3. 一日にワイン 2杯を飲むのが普通だと書

いていましたね。厚生省のガイドラインに

よれば、女性は一日に 1杯より多い量、一

週間に 7杯より多く、、1回では 3杯より

多くは飲むべきではないとされています。

一般的には、これより多く飲むことは健康

と社会生活上の問題を起こすリスクが高ま

るとされています。 

This is an example of giving 

information. You stated the BMI without 

qualifiers and then indicated some 

general information without stating 

“you are at further risk and need to 

change”.  Presented in this way, 

clients will conclude on their own that 

they are at risk rather than reacting 

to your words.  Typically, you would 

ask an open ended question about what 

they think about that information to 

open up the dialogue. 

これは情報提供の一例である。たとえば、

BMI（肥満指数）の数字だけを修飾語なしで

伝えて、”あなたの健康はリスクにさらさ

れており、変化が必要だ”などと言わず

に、一般的な情報だけを提示する。このよ

うな提示法では、クライエントはカウンセ

ラーの言葉に反応すること無く、自分自身

でリスクに対する判断を行うだろう。一般

的には、示した情報に対してクライエント

がどう考えるを尋ねる開かれた質問をし

て、話し合いをスタートすることになる。 

 

 

  



 

 

Matching: match the statement with the correct descriptor. 

マッチング：左側の発言とマッチする説明を線でつなげ 

 

 

Statement 

発言 

Descriptor 

説明 

It is up to you, but drinking 

less on a regular basis would 

reduce your risk of dependence.  

これはご本人次第ですが、毎日のお

酒を減らすことで依存症のリスクを

減らせます。 

 

  

  

Persuasion 

説得 

You really should consider 

stopping drinking. You would be 

healthier all the way around. 

And you would sleep better! 

断酒も本気で考えるべきです。そう

すればすっかり健康になるでしょ

う。そしてもっとよく眠れるように

なります。 

  

  

Persuasion with permission 

許可つきの説得 

Drinking in excess is often 

associated with an increase in 

injuries and accidents as well 

as family problems. 

飲み過ぎはしばしば怪我や事故の増

加につながりますし、家族問題もお

きます。 

  

  

Giving Information 

情報提供 

 

Now refer back to what you wrote.  What 

is your usual style?  What changes 

might you want to make in how you give 

advice?  Rewrite 

では最初に書いたことに戻ろう。あなたの

普通のスタイルはどれにあたるだろうか？

どんなアドバイスに変えると良いだろう

か？書き直してみよう 

記入欄 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

For each of the following scenarios, 

code the language of the clinician as 

information is exchanged. Be sure to 

code for persuasive language (Persuade 

or Persuade with Permission). If you 

code Persuade with Permission, be sure 

you indicate how the permission was 

obtained. This might be a Seeking 

Collaboration, Emphasize Autonomy, or 

just implied in the tone of the text. 

P= Practitioner, C= Client 

次のシナリオのそれぞれ読んで、情報がやり

とりされるときに臨床家が使った言語をコー

ド化してみよう。説得の言語のどれかにコー

ドするようにしよう（説得または許可を得て

の説得）。許可を得ての説得とコードした場

合は、どのようにして許可が得られたかを示

す。これは協働を探索する、自律性を強調す

る、であったり、文のニュアンスのなかで示

唆されている場合もある。 

 

Scenario 1 

P I wonder where that leaves you 

now.  

これからあなたがどうされるのかな？と聞きた

いですね。 

C Well, I’m here, so obviously I do 

want to do something about it.  

What that is right now I’m not 

sure.  I know there are aids out 

there such as the patch.  I’ve 

seen people wear the patch, and 

they swear by it.  They’re almost 

proud of it.  “See.  Here’s my 

patch!”  

まあねえ、ここに来たわけだから、当たり前だ

けど、今話したことについて何かやってみたい

です。それが何かは今の時点ではわかりません

が。ニコチンパッチのようなものがあることは

知っていますよ。知り合いで付けているのを見

たことがあるし、その人は必ず止めると言って

ました。まるで自慢しているみたいに、”ほ

ら、これが俺のパッチだぜ！” 

P Yeah へえ 

C Nicotine gum.  All of that good 

stuff. 

それからニコチンガム。そういったもろもろの

もの。 

P I was going to ask you about that.  

How much do you know about those 

kind of stop smoking aids? 

今から、そのもろもろについてお尋ねしようと

思っていたところでした。こうした禁煙補助グ

ッズについてはどのぐらいご存知なのですか？ 

C Not much.  Not much.  I’ve never 

really tried to approach quitting.  

I didn’t see the need, but 

いや、そんなには知らないですよ。禁煙をして

みようかなと本気で試したことが一度もありま

せん。必要も感じなかったけど。 

P Right.  I mean that would be a 

decision that you take for 

yourself, and I’m not suggesting 

you make that, but what is it 

you’d most like to know about 

そうですか。私としては禁煙するかどうかはご

本人自身で決めることだし、私からどうしろと

いうつもりはありません。だけど、禁煙補助グ

ッズについてはどうでしょう？最も知りたいこ

とは何でしょうか？つまり、ご存知ないことの

中で私から教えられるようなことはあります



 

stop smoking aids?  I mean, is 

there any piece of that puzzle 

that I can help you with? 

か？ 

C If I were to choose one, I 

definitely want to know how the 

side effects are going to affect 

me.  

もし何か一つ言えと言われたなら、どんな副作

用が私に生じるのか、それを是非知りたいです

ね。 

P Right もちろん 

C That’s one thing I worry about 

with drugs that I see on TV, 

especially the new ones.  The side 

effects are anything from sexual 

dysfunction to, you know, ulcers  

(laughs), so 

TV でそうした薬の宣伝を見たとき、特に新薬

で副作用が心配になりました。いろいろ、たと

えば性機能とか、まあ、胃潰瘍とか（笑い）、

そんな感じ。 

P Right.  If you’re going to make a 

decision to stop smoking, you want 

to make sure that you get an aid 

that’s going to suit you and 

that’s not going to have side 

effects. 

そうですね。もし禁煙すると決めるとすれば、

ご自身にあった禁煙補助グッズを使いたいし、

副作用が無いものにしたいわけです。 

C Exactly.  What’s the point of 

quitting smoking if the thing that 

is helping you quit is messing you 

up.   (laughs)  so 

その通り。禁煙するのに、補助グッズで体調が

悪くなったら、何をやっているのか訳がわから

ないしね。（笑い） 

P Perhaps I can just let you know 

that there is quite a range of 

these aids.  Some of them you’re 

quite right, like bupropion, that 

is a drug that can have side 

effects, and it doesn’t contain 

any nicotine.  OK.  So that’s one 

kind of aid.  OK, but then there 

are others that contain nicotine 

like a patch or gum that really 

are devices for helping you tail 

off the withdrawal symptoms 

gently.  So there’s broadly those 

two kinds of aids, and the success 

rates of them are reasonably good, 

but it sounds like you’re 

particularly concerned about a 

まず、禁煙補助グッズにはいろんな種類がある

ことをお伝えできそうでうね。おっしゃるよう

に確かに副作用があるものもあります。ブプロ

ピオンのように、これは副作用を生じる可能性

があり、ニコチンは含まないものです。いいで

すか？このタイプの禁煙グッズがありますよ

ね、次に行っていいですか？一方、他にパッチ

やガムのようにニコチンを含んでいるものがあ

り、これは離脱症状をマイルドにしてくれるも

のです。だから、大きく分けて 2つの禁煙グッ

ズがあり、成功率はどれもかなり良い方です。

ですが、聞いている限り、あなたとしては副作

用があるかどうかが一番気になるようですね。 



 

drug that might have side effects. 

C That is my main concern.  If I 

could take something that could 

help me quit, I could probably 

embrace that as long as it didn’t 

affect me adversely, ‘cause I 

have enough problems.  

それが私が一番気にしているところですね。も

し、禁煙に役立つ何かを使うとしたら、体調に

問題を起こさない限りは、ちゃんと私は使うだ

ろうと思います。今でも問題がありすぎるし。 

P Sure.  So if you could avoid the 

side effects, you might even 

consider taking one of these 

supporting aids that didn’t have 

side effects. 

そうですよね。副作用を避けられる限り、禁煙

補助グッズのうち、副作用のないものなら使う

のも考えてみようというわけですね。 

 

Scenario 2 

 

P So if we could get a handle on 

this. I do have some additional 

strategies. Would you be interested 

in hearing them? 

では、もしこれをやってみるとしたら…私

はいくつかやり方を知っています。ご関心

はお持ちでしょうか？ 

C Yeah. Sure. ええ、そうですね。 

P In my experience, one of the most 

beneficial things for people to try 

is to not eating three hours before 

going to bed. And what that does is 

really give your digestive system 

some time to settle down, get into 

a more relaxed state, and reduce 

the acid. Again, not eating 3 hours 

before going to bed. What do you 

think about that as a possibility? 

私の経験では、最も効果的な方法として、

睡眠の三時間前からは食べない、というも

のです。それによって消化器官の活動が一

段落するまでの時間を十分に確保できま

す。酸が減って、より落ち着いた状態にな

るんです。だから睡眠の三時間前には食べ

ないことですね。そんなことを考えてみる

のはどうですか？ 

C Well, I  think that I don’t 

usually snack at night. We do try 

to eat at 6 and then go to bed 

around 9. So that seems pretty good 

at least on the routine days. That 

would be pretty good. Sometimes I 

have  a glass of wine though while 

I am watching TV. Does that count? 

まあ、夜はお菓子を食べたりしないんです

よ。6時にご飯を食べることを目指してい

ますし、9時には床に入ります。だから、

いつもは結構いいんじゃないかと思いま

す。それって結構いいですよね。ときどき

テレビをみるときワインを一杯飲みます。

それって食事に入ります？ 



 

P Yes, unfortunately wine, having 

that wine later does effect the 

whole process and what is happening 

it is extending the digestion, your 

body is digesting the wine. But 

then the wine itself relaxes that 

rubber band at the top of the 

stomach, the sphincter and that can 

make the acid sneak through and get 

up to throat more easily.  

そうですね。残念ながら遅くにワインを飲

むと消化のプロセス全体に影響を与えます

し、ワインを消化することによって、消化

の時間が延びてしまいます。ワインそのも

のも胃の入り口のバンドになっている括約

筋をゆるめるので、酸が喉のほうに入り込

んできやすくなります。 

 

Scenario 3 

 

 

C Yes, she said you might be able 

to help me do something besides 

the medication. I am really 

worried about my voice and it’s 

hard to believe it has anything 

to do with what I eat. 

ええ、彼女はあなたが薬以外でいい方法を

教えてくれるかもしれないと言ってまし

た。声のことがとても心配で。それに食べ

ることに関してどうにかしなきゃいけない

というのがなんとも信じられません。 

P Well that’s why they call it 

“silent”.  You probably have 

had it for quite some time and 

didn’t even know it. It can take 

a long time for the symptoms like 

yours to show up.  You do really 

need to take some action now to 

get it under control. 

そう、それが“サイレント(静かな病気)”

などと呼ばれる所以です。かなり頻繁に起

こる現象だけれども、ほとんどが気づかれ

ません。あなたのような症状は長い時間か

けて起こってくるのです。症状を抑えるに

は今、何らかの形で対処する必要がありま

すね。 

C Hard to imagine I can control 

something I don’t even know is 

there? It’s like wow!  I really  

hope the pills will take care of 

it in a few months. She said it 

could heal up in a few months. 

But it might not. 

気づかないようなことをなんとかするだな

んて想像もできませんよ？“おおっ”って

感じです。何か月か薬を飲んでいれば、ど

うにかなるんじゃないかと期待してます

が。あの人は数か月でよくなると言ってま

した。そうでもないのかな。 

P There are several things that I 

will encourage you to do to help 

the healing process. Some of them 

are pretty simple, like elevating 

治療の効果を促進するためにお勧めできる

ことがいろいろあります。とっても簡単な

ものもありますよ。例えば、胃酸が上がっ

てこないように、頭を少し高くして寝る、

とか。睡眠の三時間前になったら食べない



 

your head at night so the acid 

doesn’t come up from your 

stomach up into your throat. 

Probably the most important thing 

not eating for 3 hours before you 

go to bed. So you know people who 

snack in front of the TV or late 

at night…that can be a problem. 

That bowl of ice cream after 

dinner. Those are the types of 

things that can increase the 

acid.  When do you usually stop 

eating in the evening? 

ようにする、というのが最も重要なことで

しょう。テレビをみながら何か食べたりす

るのはよくありませんね。夕飯の後のボー

ルいっぱいのアイスクリームとか。そうい

うのは胃酸を増やしてしまいます。夕方以

降、最後に食べるのはいつですか？ 

C We usually eat dinner around 6 

and I go to bed about 9. I’m not 

really a snacker. I don’t really 

eat much after dinner. 

 

いつもはだいたい 6時に夕飯で、9時には床

に就きます。お夜食好きというわけではあ

りません。そんなに夕食の後は食べないん

です。 

P Oh, so that’s good. So doesn’t 

sound like it will be a problem 

for you. 

ああ、そうなんですか。それはよいことで

すね。そうしたらそれは問題なさそうだ

と。 

C Well at least some of the time. 

You know when you have company or 

something it is a lot harder. 

まあぼちぼちは。とはいえ、誰かが来てい

たりとかなんかすると、かなり難しいです

けど。 

P Right. Right. And speaking of 

company, alcohol and caffeine, 

those are both big irritants to 

the throat. And the alcohol will 

relax that sphincter, the rubber 

band at the top of the stomach. 

And that makes it a lot easier 

for the acid to get up and escape 

into the throat.  It is the acid 

that is really causing the 

problem with your voice and the 

coughing as well. You know that 

right?  You understand how that 

works.  

ええ、ええ。来客に関してですが、アルコ

ールとカフェイン、こういうのは喉を煩わ

す大きな要因になります。アルコールは括

約筋を…胃の上のゴムバンド状の筋肉です

ね。これを緩めてしまいます。そうすると

胃酸が喉に上がってきやすくなるのです。

あなたの喉を煩わせているのはこの胃酸

で、咳についても同じです。伝わっている

でしょうか。どういう仕組みか、お分かり

ですね。 

 



 

Scenario 4 

 

C  Yes.  You know I think that things 

can’t continue the way that they 

are.  I have to figure out 

something that’s going to work for 

me, my kids, and for Paul. 

はい、ご存知のように今までのままでは

とても続けられないと思います。私と子

供たち、ポールにとっても何か役立ちそ

うなことを見つけなくてはと思います。 

P  Would it be alright with you if I 

offered just a suggestion or 

thought, something to think about 

in terms of kids and safety 

planning? 

お子さんと安全確保のプランについてち

ょっと提案やアイデアなど何か考えられ

ることをお伝えしてもよろしいでしょう

か？ 

C  Yes. はい 

P  This is something that I know 

other moms in similar situations 

have done and that is to sit down 

and have a conversation with their 

kids about identifying a safe 

person to either call or run to in 

the moment, when or if things get 

crazy and out of control … 

同じような境遇にある他のお母さん方が

やってみたことで私も知っていることが

あります。お子さんと一度話し合いを

し、いざというときに呼び出したり、駆

け込んだりできるような頼れる人を決め

ておくことです。事態がめちゃくちゃに

なって、どうにもならなくなりそうなと

きとかに。 

C  Yeah, right ええ、なるほど。 

P  And I’d be curious to hear what 

your thoughts are about doing that 

with your kids. 

それで、私としては同じことをお子さん

にすることについて、あなたがどう思っ

ておられるのか知りたいわけです。 

C  I think my oldest son, that would 

be really helpful for him, because 

he wants to know what he can do; he 

wants to do something.  He’s 

always jumping in.  That’s how I 

got hurt in the first place is he 

was jumping in.  So helping him to 

identify something he can do to 

keep us safe and to keep him safe 

would be a great idea. 

私の長男にとってはそれはとても役立つ

だろうと思います。長男も自分にできる

ことがあればと思っているし。息子も何

かしたいんです。長男はいつも飛びつい

てくるんです。私が最初に怪我をしたの

も息子がそうしたからでした。だから、

息子にも何かできることを見つけて、家

族が安全に過ごせるように、息子にも危

険が無いようにするのはとってもいいア

イデアだと思います。 

 

Scenario 5 



 

 

C Would it be alright if I shared my 

thoughts on the drugs? 

お薬について私の意見をお聞かせしても

かまいませんか？ 

P Sure. どうぞ。 

C I really appreciate that you’re 

concerned about them and that 

you’re worried about the 

consequences of them. And you know I 

really believe there is a time and a 

place for those and that some of 

that fear might not be necessary. 

Not that you would want to take it 

all of the time but when you’re in 

a significant amount of pain that 

causes your body so much stress. And 

so on occasion if that happens, 

it’s not a bad thing. 

お薬について気になさっておられるて、

将来どうなるを心配しておられるのは素

晴らしいことだと思います。まあでも、

時と場合によっては、そうした心配はど

うでもよくて、とにかくお薬が必要なと

きがあるというのもよくわかります。い

つもいつも飲みたいわけじゃなくて、痛

みのために体がもうどうしようもない時

にだけのみたいわけです。だから、そう

いう事態になったときは、飲むのも悪い

ことじゃない。 

P I understand that. I understand 

that. I guess I just. I don’t know. 

そうなんです。そういうことなんです。

私は、私・・・よくわからないけど。 

C Yeah. You’re in the buck up and 

handle it, right? 

ええ、それで元気が出て、いろいろでき

るようになる、そぉ？ 

P Not that so much. It’s just that  I 

don’t want to , it’s just like 

sleeping all afternoon. It’s 

comfortable to sleep all afternoon 

but you can’t do that and then 

sleep all night.  So you have to 

take and have some discipline and 

I’m trying to do that. 

そこまでは行かないけれど。何もしたく

ないというだけで、午後もずっと横にな

っているだけです。午後を通して寝てい

られたら楽なんですが、それは無理だ

し、夜までずっっと寝てばかりになる。

だから、生活リズムを立て直さなきゃい

けないし、そうすべきだし、自分でも頑

張ろうとはしてます。 

C And that discipline will serve you 

far better than.. 

つまり、その生活リズムが薬に頼るより

はずっと良い・・ 

P Stronger than pain pills. 

Morphine’s what I need. I need some 

real stuff. 

痛み止めよりも強いのが。モルヒネが私

には必要。本物が欲しい。 

C You want the….. That might happen 

some day, you never know. I want to 

欲しいのはあの・・・そういう日もいつ

かは来るでしょうが、まあ誰にもわかり

ませんよね。私としてはまあ、その薬を



 

encourage you to, uhm, to just 

consider that, to consider taking 

them, not on, and again, it’s 

completely up to you. It’s up to 

you to determine what is really 

important cause the thing with both 

the pain and anxiety is being able 

to make sure that you can do the 

things that are most important to 

you to do. And if it starts 

interfering with that, then that’s 

when it causes a problem. 

上乗せしたり、やめたり、繰り返すと

か、使うことをよく考えて欲しいという

か。これはご本人次第です。何が一番大

切かを決めるのは本人次第です。痛みと

不安について大切なのは、それが収まっ

て、ご本人にとっていちばん大事なこと

ができるようにすることですから。も

し、痛みが邪魔するようになったら、そ

のときが問題が起きたということになり

ますね。 

 



Group Exercise Instructions 
グループ・エクササイズ 

1. Generate a client using the 

worksheet 

2. Determine roles for the 

duration of the activity and 

the goals of the session; 

client, counselor, observers 

(determine what each should 

look for), coach, timekeeper, 

etc. 

3. Group determines norms for 

action, when to stop, how to 

evaluate, what will be coded 

or tracked, how the coaching 

will happen, etc. 

4. Group will produce the 

following to turn in to d2l 

as a group- 

a. Completed CT/ST coding 

sheet 

b. Completed Advanced MI 

Observation Tool 

c. List of items included 

in the transitional 

summary and the key 

question selected 

d. Completed client change 

plan 

 

1.     ワークシートを使用してエクサ

サイズのためのクライエントを設定す

る。  

 

2.     メンバーの役割とセッションの

目標を決める。クライエント、カウン

セラー、観察者（何を観察するかを決

めておく）、コーチ、タイムキーパー

など。 

  

 

3.     グループの決まりを定めてお

く。いつ止めるか、評価方法、何をコ

ード化あるいは記録するか、コーチを

どうするか、など。 

 

 

 

4.     グループで次のことを行う。 

  

 

a.     CT/ST コーディングシートの記

入 

 

 

b.     アドバンス MI観察ツールの記

入 

  

c.     変化時の要約や鍵になる質問を

含む項目一覧の作成 

  

 

 

d.     クライエントの変化の計画の記

入 

Generating a client worksheet- 

Age:   

Gender:  

Marital status: 

クライエント設定用ワークシート 

年齢： 

性別： 

結婚歴： 

What is the problem/target 

behavior? 

問題あるいはターゲットとなる行動は何

か？ 



  

What are the major concerns of the 

client? 

  

  

What does the client already know 

about solving this problem? 

  

  

Reasons not to change the problem: 

  

  

Reasons to change the problem: 

  

  

What are the some of the emotions 

that the patient is experiencing in 

relationship to this problem? 

 

 

 

クライエントの主要な関心事（懸念）は何

か？ 

 

 

 

この問題の解決に関連することでクライエ

ントが既に知っていることは何か？ 

 

 

 

問題に取り組まない理由 

 

 

問題に取り組む理由 

 

 

この問題へのクライエントの感情はどのよ

うなものか？ 

Importance level:  8 

Confidence level:  6  

Tips:  keep it simple, use single 

problem, not to complicated or 

hopeless.  Avoid the client from 

hell!! 

 

重要度： 8 

自信度： 6 

注： シンプルにする。問題は 1つにし、

複雑なものや見込みのないものにはしな

い。手に負えないクライエントは避けるこ

と！！ 

 

Strengthening Commitment and Planning for 

Change 

コミットメントの強化と変化のための計画 

 Ask your partner what they 

would like to change. 

 

あなたのパートナーにどんなことを変えた

いかを尋ねる。 

• Ask a key question 

o What do you see as your 

鍵となる質問をする。 

 

・この変化の次のステップは何でしょう？ 



next step with this change?  

o Where would you like to 

go from here with this 

change? 

  

・この変化がどうなればいいと思います

か？ 

·        Negotiate, set and 

confirm the goal 

目標について協議し、設定し、確認する。 

·        Facilitate the 

client’s 

o   Brainstorming and 

evaluation of options 

o   problem solving and 

trouble shooting 

o   Planning for change   

§  Change Plan 

Worksheet 

§  Brief Action 

Planning 

§  SMART goals  

クライエントの目標を支援する。 

 

・ブレインストーミングとオプションの評

価 

  

・問題解決とトラブル対応 

  

・変化の計画 

＞チェンジプラン・ワークシート 

＞短期アクションプラン 

＞SMARTゴール 

•  Summarize the plan or 

have the client summarize 

it. 

計画を要約する、もしくはクライエントに

要約してもらう。 

•   Elicit commitment;  Is 

this what you are going to 

do?  

コミットメントを引き出す： これが実行

しようとしていることですか？ 

•   Evaluate the client’s 

confidence in the plan. 

計画に対するクライエントの自信の評価。 

•  Encourage to make the 

plan public; offer follow up 

and accountability 

計画を表明することを促す：フォローアッ

プと責任を持つことを提案する。 



 

•  Express your confidence 

based on what the client has 

given you. 

 

クライエントが示したコミットメントにつ

いての信頼（自身）を表明する。 

 

Change Plan Worksheet 

チェンジプラン・ワークシート 

What is the change I plan to make?-  

Where do I want to be?- What kind of 

timeline am I considering? 

実行しようとしている変化は何か？どうし

ていきたいのか？どんなスケジュールを考

えているのか？ 

What are my main reasons for making 

this change? 

変化を実行する主要な理由は何か？ 

Why is this change important to me? この変化がなぜ重要なのか？ 

What do I plan to accomplish with this 

change? 

この変化で何が得られるのか。 

How do I plan to make this change?  

What strategies, tips, etc., do I plan 

to use? 

どうすれば変化できるのか？どんな方法や

工夫が活用できるのか？ 

What plans do I have for difficult 

times? 

うまくいかなくなった時どんな作戦がある

のか？ 

How can others in my life help me? 自分の周囲の人たちはどう助けて くれる

か？ 

How will I monitor my progress? どのように自分で進捗状況をモニターする

か？ 

How will I reward myself? どのように自分自身を強化する（褒める、

報酬を与える）か？ 

On a scale of 1-10, how confident am I 

that I can accomplish my plan? 

1から 10のスケールで、計画を達成できる

自信はどのくらいか？ 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



not at all confident                                          

totally confident      

全く自信がない                          

非常に自信がある 

                                                                                             

Coding Change Talk and Sustain Talk 

チェンジトークと維持トークのコーディング 

Change Talk チェンジトーク Sustain Talk 維持トーク 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


