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• 世界中で糖尿病の増加

• 糖尿病治療薬・器機の進歩

• 病気の受け入れの問題

• 糖尿病診療における動機付け面接







Increasing the medical cost in Japan







The improvement of the 
management in type 1 diabetes
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様々な血糖測定器、簡便小型化した
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小型でコード無し
日常生活での血糖変動が
把握できる
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Improvement of HbA1c in our patients
当科外来1型糖尿病患者 HbA1c分布の変化

5.4.
RとNの頻回注射法が主流

4.

超速効型インスリン登場
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グラルギン登場

一方ツールだけではない、的確な指導・適切な支援が必要な患
者さんは一定の割合でいる。医療者のレベルアップが必要
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ポンプとカーボカウント普及

医療ツールがよくなると患者の血糖管理は改善する

Improvement of HbA1c in our patients
当科外来1型糖尿病患者 HbA1c分布の変化
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問題点

• 病気の受け入れAcceptance of disease

• 制限、苦痛に対処 Restriction , Pain

• 家族との葛藤 Confliction with family

• 社会の受け入れ、葛藤 Social  problem

• 自己管理 Ability of  self management 



Social Skill training
社会で上手に生きていく方法を身に付ける練習である。
たとえば「おはよう」「こんにちは」など挨拶がうまく出来れば、初対面
の人とでも早く友達になれる。
１．意思決定 ２．問題解決 ３．創造思考 ４．クリティカル思考
５．対人関係 ６．コミュニケーション ７．自己認識 ８．共感
９．情動対処 １０ ストレス対処 といった項目がある。

このような能力を高めるための訓練

普段日常生活の中で自然に身に付けることであるが、その能力
には個人差がある。上手な人はうまく生きていけるが，うまくない人
はつまずきやすく悪循環におちいる。
糖尿病を持っていることでつまずかないように、トレーニングにより

このような能力をたかめる。



病気の管理を、患者の生活の中で患者自身が責任を持って行
わなければならないところ

糖尿病が急性期の病気と異なる点

Diabetes is Different from Acute Disease

日常生活の行動の問題点を患者自身で気づいて
自ら変化させていく必要がある。

医療者は、行動療法的アプローチ
を用い手助けする。

-患者と医療者は対策チーム-

Medical staffs and patients is 
a team against the disease

診察室を出た時から治療の選択は患者の管理下に
あり、その結果は患者自身に影響する



・・EmpowermentEmpowerment
・・CoachingCoaching
・・Motivational Motivational 
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Motivational interviewing appears to be a 
promising approach for adolescents, with 
initial studies showing improved glycemic 
control (129, 130; C). A recent multi‐center 
randomized trial demonstrated that 
motivational interviewing with adolescents 
improved long‐term glycemic control and 
quality of life (131;A).

ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2009 
Compendium

Psychological care of children and adolescents
with diabetes
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10代の1型糖尿病患者に対してMIを用いた指導と構
成化された教育（SD）を行った場合をランダム比較した。

結果は、MIの方があまり良くなかった。

MIだけでは不十分?

A Randomized Controlled Trial Comparing
Motivational Interviewing in Education to
Structured Diabetes Education in Teens

With Type 1 Diabetes 
Wang YC, Stewart SM, et al. Diabetes Care. 2010 Aug;33(8):1741‐3. 



Training of Motivational Interviewing 
to Parents Improved Glycemic Control of the 
Childhood and Adolescent Type 1 Diabetes.

‐ A Prospective Randomized Control Trial‐



Background



Objective

To evaluate whether the training of MI to the 
parents of the childhood and adolescent 
type 1 diabetes can improve the glycemic 
control of patients.



Subjects and method

• This is a single center study at a pediatric clinic 
of Osaka City University, Japan.  

• Thirty five parents of children and adolescent 
type 1 patients (7-21 yr) whose glycemic control 
were not good (HbA1c > 7.5%), were enrolled.

• Participants were randomly divided to MI group 
that was trained MI immediately and control 
group that was trained MI 6 months later

• Endpoint: HbA1c, 
Children’ s Depression Inventory  (ＣＤＩ)



• MI training to parents improved HbA1c of 
their children.

• MI training after 6 months to control group 
improve HbA1c slightly and made significant  
reduction of CDI score in their children.

• We did not assess the effect on the family 
communication directly in this study.

• This is a pilot study. We are planning a large 
multicenter randomized controlled trial.

Discussion



• We medical staff should learn the communication 
skill based on MI.  

• The application of MI to the family training seemed 
to be very effective.  

• These approach may be more powerful than new 
drugs and equipments.    

Conclusion



• Pubmedで
“Motivational interviewing”
and “Diabetes”で検索すると
93の論文（12総説）が見つかる

• 医中誌で
｢動機付け面接｣と｢糖尿病｣
で検索すると0件

日本では、糖尿病診療において、医療面接法や
行動療法が、十分使用も評価もできていない。



日本動機付け面接協会に期待する

•動機付け面接を、効率よく学ぶことができる。

•正しく使えているのかを評価する。

•スキルを常に高めていくことができる場所。

糖尿病診療に、動機付け面接を取り入れる。
すべての医療者が、身につけるべき基本的技術
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