
 
 
 
 
 
 

事務局からのお知らせ＞＞＞ 会員更新手続きのご案内 
当協会の 2014 年度個人会員有効期限は 2015 年 3 月末日までとなっております。個人会員の更新には、年会費として 一般 

10,000 円、 学生 7,000 円 のお振込みが必要となりますので、ご了承ください。 

お手続きに関する詳細は、協会ＨＰにてご確認ください。>> http://www.motivationalinterview.jp 

 
 
 

動機づけ面接を学ぶ・教える 
代表理事  原井宏明（なごやメンタルクリニック） 

 

2015 年 5 月 3～6 日にミラー先生をお呼びして MINT 承認日本語 TNT を行う準備が進んでいます。

リード・トレーナーの磯村毅先生とコ・トレーナーの加濃正人先生，動機づけ面接のスキルを評価

する MITI コーディングを担当する大坪陽子先生たちのおかげです。そして何よりも，5 月の連休

を潰してまで，MINT のメンバーになり，MI のトレーナーを目指そうとして TNT に申し込んでくだ

さった，50人を越える方々の熱意のおかげです。私は MINT理事としてポーランドやオーストリア

での同様な TNT の状況を知る立場にあります。医療水準や人口が違うので，単純な比較はできませんが，日本はよく頑張

っています。2003 年に私自身が TNT に参加したときと比べると夢のようです。この 12 年間を振り返り，あれこれ思い出

したりしてしまいます。 

 

一方，TNT の準備期間中に，新たに気づくこともありました。日本人は欧米人よりも物事を真面目に受け止めすぎたり，

大人しかったり(文句を言わない)する傾向があるという今さらながらのこともあります。でも，もっと大事なことは，こ

の 12 年間に私自身がどれだけトレーナーとして指導できていたのか？ということでした。MIの技術を学ぶことはできて

いたと思います。実際に患者さんの治療に生かすのはどうでしょう？最初のころは十代の薬物依存の患者を治療に向か

わせ，今は強迫性障害の患者さんをエクスポージャーへ動機づけできるようになりました。実際の治療成績から見れば，

「できている」と言って良いでしょう。しかし，MI のトレーナーとしての私の成績は？この結果は自分のスキル習得や

患者さんの治療成績と違って，すぐに出ることはなく，また，それを知るためには特別な仕掛けが必要です。今回の TNT

に申し込んでくださった方々の面接の録音(ワークサンプル)を聞き，フィードバックをやりとりすることが必要でした。 

 

相手の録音を聞き，良いところを認め，改善できそうな点を指摘し，別のやり方のサンプルを提示する。MITI の評価も

伝える。そして，こうした指導に対する反応・質問をもらい，また，私が考える。そして，最後には，別のコーダーから

の評価をもらう。 

 

このやりとりの中で私自身が学んだことがたくさんあります。MITIで評価がそこそこの面接と MIらしい面接とは違うこ

と，MIらしい面接をするためには MIだけを勉強するのでは足りない，といったことです。クライエントの行動変化を動

機づけするためには，どんな行動変化が良いのかが決まらなければなりません。そして，それを決めるには MI の技術を

もっているだけでは足りません。禁煙クリニックでの面接のように最初から良い行動変化が決まっている場合は MI だけ

でも良さそうです。でも，「何が良い行動変化かは最初から決まっている」という態度をとるカウンセラーは，MI の技術

が上手であればあるほど，MI らしさから遠ざかっていくのでした。どんな方向への行動変化がクライエントにとって最

も役立つことなのかは MI の教科書には書いてありません。その場その場の状況やクライエントに合わせて決めていくべ

きことであり，教科書に決めてもらおうという考えが間違っているからでしょう。 

 

この 12 年間，私自身や日本における MI が変化していく方向は何を目指しているのか，学びの熱意をもった新しいメン

バーが MINT に加わったとき，これからどんな方向を指し示すべきなのか。また振り返り，考えることがこれからも続き

そうです。キルケゴールの言葉に“人生は後ろ向きにしか理解できないが、前向きにしか生きられない”というのがあり

ます。今までを振り返りつつ，前への歩みも止めてはならない，これはどんな場合でも当てはまることでしょう。 
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MI との出会いとクラクフ TNT へ 

 

川村智行（大阪市立大学大学院発達小児医学教室） 

 

大阪市立大学小児科の川村と申します。私は、約 30 年糖尿病を専門に臨床や研究を行っております。Motivational 

Interviewing（MI）との出会いと関わり、そして 2013 年のクラクフ TNT への参加などの体験を書かせていただきます。 

 

我々の小児糖尿病外来は、他府県からも患者さんが集まる日本最大の専門外来です。患者さんが集まる理由の一つは、

本邦で最も新しい治療を受けることが出来るからです。もう一つの理由は、治療困難な患者さんの他院からの紹介です。

治療困難な理由は、社会・心理的な問題が多いです。糖尿病診療は、生活習慣そのものが影響を受けます。食事運動だけ

では無く、社会活動に応じた治療が必要です。しかし様々なレベルで病気を受け入れることの出来ない患者、療養行動を

優先順位の後ろにしてしまう患者さんがおられます。このような場合には、高率に糖尿病合併症が発生します。20 歳代

から網膜症や腎症の出現や、亡くなった患者さんもおられます。するべき事分かっている一方で、出来ない患者さんです。

医薬品や医療機器ではどうしようもありません。私なりに心理的な手法、行動療法、コーチング、エンパワーメント、SST

など勉強してきました。 

 

そのような中で MI に出会いました。国際小児思春期糖尿病学会（ISPAD）が公開している糖尿病の治療ガイドライン

2005 年版を、翻訳していると MI は小児思春期の行動療法の中で明確なエビデンスがあると記載されていました。私は、

MI という言葉を何と訳せば良いのか困りました。調べていくと、MI を日本ですでに原井先生が学んでおられることを知

りました。翻訳本（動機づけ面接法―基礎・実践編）を読み、小畔美弥子先生が大阪 MI 研究会を開催しておられること

を見つけ参加しました。そこで小畔先生と原井先生の研修を初めて受けることができました。そして『MI こそ長年探し

ていたものだ。』と感動したのです。その後、様々な研修などを受けました。 

 

慢性疾患外来で MI の効果をすぐに体感しました。一つのエピソードは、入院中の思春期患者さんのトラブルがたった

5 分の面談で落ち着いたことでした。その他にも患者さんの反応が変わることを多く体験するようになりました。慢性疾

患以外でも夜間の小児救急外来なども MIトレーニングの最良の場です。 

 

2011年には、原井先生と小畔先生にお願いし、糖尿病の子ども達の家族に MIを指導することで、家族内葛藤を軽減し

結果として、子どもの糖尿病の管理が良くならないかという研究を実施しました。内容は、『小児 1 型糖尿病患者の親へ

の動機付け面接指導研究』として日本糖尿病学会やイスタンブールでの ISPADの学術集会で報告しました。 

 

このような研究を進めること、MI の各種医療分野における有用性を広めたり指導したりする上で私自身がトレーナー

として自立する必要性がありました。そのためにも TNT に参加したいと思い始めたのはこの頃からでした。多忙なため応

募し損なうことが続きましたが 2013 年 10 月チェコスロバキア、クラクフ TNT にやっと参加できました。ワルシャワに

は、興味ある臨床研究をしておられる糖尿病で著名な先生を訪問する約束もしました。 

 

TNT というと、自分の英会話力に不安がありました。2 年間のカナダ留学では、基礎研究主体で英語力は上達しません

でした。その他にアジア太平洋糖尿病疫学セミナーに 2 度参加したこともありました。アジア系、オーストラリア、アメ

リカからの糖尿病専門医と共に 5 日間のグループワークするものでした。特に 2 回目はシニア参加として少し指導する

立場でしたが、つたない英語でなんとかなってしまいました。しかし、TNT は英語での面接が必要なので、専門用語でご

まかしてきた経験とは違うだろうと非常に不安でした。英語力を高めなければ思う一方で、日々の忙しさで何も出来ない

まま TNT の本番になってしまいました。 

 

 クラクフは、第 2次世界大戦の戦火を紛れた美しい古都です。TNT が行われるホテルは、旧市街から少し離れたところ

にありました。私は、前日の夜 10時頃にホテルに到着しましたので、参加者やトレーナーに合ったのは当日でした。TNT

参加者は約 100 名で 40名ほどの 3 つのグループに分かれました。一つは、ポーランド本国からの参加者グループでした。

私のグループは、非英語圏からの参加者が中心でした。世界中から参加者は集まっており、職種も心理士、行動療法士、

看護師、司法のケースワーカー、栄養師など多彩でした。 



  

 我々のトレーナーは Stephanie Ballasiotes 女史と Igor Koutsenok 氏、トレーナーヘルパーは Mark Farrall 氏と

Helen Mentha 女史でした。トレーニングの内容は、実際のエクササイズは最低限しか行われませんでした。もっぱら自

分たちがトレーナーとしてどのように MI を指導していくのかを中心にディスカッションが行われました。セミナーやセ

ッションを進めて行く上での重要ポイントには、手順と目的が明解であること、全員が参加で出来ること、参加者に応じ

た柔軟性を持っていることなどが議論され納得できる事が多くありました。特に私にとっては、受講者とトレーナーの間

のお互いのフィードバックのあり方とその重要性に関して認識を新たにしました。講師の一方的な講義形式に慣れてい

る日本人は、どうしても受講者の発言やフィードバックが得意ではありません。スエーデンからの参加者も同じだと話し

ていましたが、慣れだけではなくシャイで控えめな国民性にもよるものだと思います。しかしトレーナーとしては、受講

者に対して的確なフィードバックを適宜行い、またフィードバックを引き出すことの重要性を学びました。私の英語力で

は、1対 1の対話や小グループでの話し合いなどで意見を言うことはなんとかなりましたが、ネイティブスピーカーの人

たちの発言では聞き取れないこともありました。最終日のレセプションに William Miller先生と Stephen Rollnick先

生がそろって登場し、会場全体は大興奮でした。お二人はとても気さくに質疑に答えておられました。 

 

予定通りワルシャワで Dr と面談する予定があったため、残念ながら翌日からの MINT Forum には出席できませんでし

た。この TNT の 3 日間を通じて、世界中からトレーナーになるために集まってきた参加者のレベルの高さと熱気を肌で

感じることができ、私はトレーナーとしての自信と使命を強く持つことができました。 

 

 昨年の夏から大阪市立大学医学部を足場にアベノ MI 研究会を立ち上げました。1回/月ですが小児科医、内科医や看護

師が 20 名ほど集まっております。それ以外に患者さんのご家族も対象にしているところが我々の特徴です。早速、参加

者から日常生活や臨床での MI の有効性を実感した体験を聞かせてもらい共有させていただいています。 

 

 Miller 先生は、MI をピアノのレッスンに例えられます。良い音色を出すためには常にたゆまぬ練習が必要であり、完

成というものはありません。レッスンで明らかに上達を実感することも出来ます。そして音色やタッチは、人それぞれな

のだとも思います。そのような点に MI の学び甲斐と魅力があります。MIの指導法も、日々洗練されていますが完成はあ

りません。まずは、MIの学び甲斐と魅力を伝えるのかがトレーナーの使命だと思い、自分自身の MIを磨き、伝える事に

も磨きをかけたいと思っています。今は、日本動機づけ面接協会のおかげで、質の高い日本語での MI 研修が容易に受け

ることが出来ます。日本の言語や文化に適した MI とそのための独自の指導法が今後発展していくことも楽しみにしてお

ります。 

 

事務局からのお知らせ＞＞＞  
臨床家向けワークショップ(通訳つき）with William R.Miller,Ph.D . お申込受付中！ 

残席わずかです！参加ご希望の方は、お早めにお申込ください。 

   

★定員数に達し次第、申込受付終了となります。 

★お申込受理後、事務局より確認メールをお送りいたします。お申込の際には、確実に連絡のとれるメールアドレスをご登録ください。 

★TNT Japan 2015 の開催日時と重なるため、ＴＮＴにご参加の方は当ＷＳへのお申込はお控えください。 

お申込はこちら＞＞ http://www.motivationalinterview.jp/cgi-bin/index.html 

 

【日時】2015 年 5 月 6 日（祝・水）10 時～16 時 

【会場】早稲田大学（東京） 

【講師】ウィリアム.Ｒ．ミラー博士 

【概要】治療成績を良くしたいと願う臨床家に向けて「動機づけ面接」第 3 版をだした著者が，動機づけ面接のエッセンスと学習のプロセスに

ついて解説します。体験的なエクササイズも交えた生き生きとしたワークショップです。 

【受講対象者】協会員。または、動機づけ面接の知識を有しており、過去に動機づけ面接ワークショップへの参加経験のある方。 

【料金】 

既存会員 27,000 円 （本体価格：25,000 円、消費税：2,000 円、年会費込）  

新規会員 32,000 円  (本体価格：25,000 円、消費税：2,000 円、入会金：5,000 円、年会費込） 

一般     32,000 円  (本体価格：29,630 円、消費税：2,370 円） 

※個人会員特典として、ワークショップ申込者は 2015 年度年会費が免除となります。 

（2015 年度会員有効期間：2015 年 4 月 1 日～2016 年 3 月 31 日まで） 

※ワークショップ参加者は、「動機づけ面接」資格 2 級及び 1 級受験条件の、3 単位が取得できます。 

 

 

http://www.motivationalinterview.jp/cgi-bin/index.html


 

日常で使える動機づけ面接 No.4 

理事 岡嶋美代 （千代田心療クリニック） 
  
 ときどき，動機づけ面接に関する原稿を依頼されます。今年の 5月に出版される「痛みの Science & Practice ９巻 慢

性痛と心理」（文光堂）という本にも「痛みへのこだわりと動機づけ面接」（※）というタイトルで執筆しました。別に私

は痛み治療の専門家でもなければ，私の臨床に線維筋痛症や顎関節症や腰痛症を主訴として来院する人もいません。が，

メンタルクリニックで痛いと言っても治してもらえるはずがないと思って患者さんは訴えないだけで，聞いてみると痛

みは別の病院へ行っているという方もたくさんいらっしゃいます。 

  

ある日，とても珍しいことに「舌痛」を主訴に患者さんがカウンセリングに訪れました。舌がどんな構造になっていて，

痛みの原因としてどんな内因や外因があるかなど，何も私は知りません。しかし，心身歯科や口腔外科を回ってはっきり

と「メンタルの病気だ」と紹介されてこられた方でしたから，「気にしすぎ」とか「気のせいかも」と患者さん自身の口

から発するようになることがゴールかなと思いました。 

  

私は本当に口腔内のことは何も知らないので，患者さんの知っていることを丁寧に聞き続けました。想定される原因と患

者さんが受けた治療内容など，わからないことを根掘り葉掘り聞いていました。きっと，MITI で評価すれば，質問の比

率がかなり多い面接だったかもしれません。 

  

そして一日の生活の様子をうかがっていると，患者さんは一日中痛みの監視をしていたことに気づきました。少しでも疼

くとそれは治療が間違っているのではないかと心配をしたり，痛みがないときはじっと構えて痛みが出てくるのを待っ

ていたりしていたことに話しながら「ハッと気づいた」と言いました。 

  

「いやだわ，私ってこんなに痛みのことばかり考えていたのですね」 

「でも，それだけの痛みがあったわけですから，あなたにとっては他には何も手につかなかったというか・・」 

「いえ，そうでもないんです。痛みがないときは，いつ出てくるかとじっと待っていて，ちょっとでも痛みがあったらす

ぐに先生に報告しに行っていました」 

  

 それを聞いた医師がどう反応するか，どんな薬を処方するかで，この患者さんの生活は大きく変わっていくでしょう。

「患者は『痛い』と感じている。痛みがそこにあることが不安であったり不愉快であったりする。これからもっとそれが

広がっていくのではないか，もっと深く強くなっていくのではないかと気がかりで，集中したいことに専念できないと感

じたりする。どこから来たのか原因がわからないという曖昧さが苦手な人もいる。（中略）“痛みへのこだわり”とは痛み

について原因探しや心配を反芻することであるが，そのせいで不眠や食欲不振も併発し抑うつ症状も強まっていくこと

がしばしば生じている。」(前掲※) 

  

日常生活に MI を取り入れていこうと思うなら，「間違っていることも指摘せずに興味と関心を絶やさずに話を聞き続け

ること」です。多くの場合これでうまくいくようです。「なぜ，あなたは学校に行こうとしないのか」「なぜ，電車に乗る

のを恐れているのか」「なぜ，覚せい剤をやめられないのか」などなど，詰問ではなくわからないという態度で謙虚に質

問をすることが大事です。「なぜ？」という言葉が強く迫るように聞こえる場合は，「あなたが学校に行かないのは不思議

なのだけれど」と「不思議」を使うと自然な感じに聞こえます。相手の言うことが間違っているように聞こえたとしても

そう考えるようになったわけを詳細に聞きながら整理していくことが正攻法と言えるでしょう。 

 
 

事務局からのお知らせ＞＞＞ 次回 JAMI 大会のお知らせ 

次回の JAMI 大会は、大阪開催を予定しております。 

開催日程は、2016 年 1 月 29 日～31 日で調整中です。詳細が決まり次第、協会ＨＰにてご案内いたします。 
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