
受講のご案内

クライエントの相反する感情や態度を探り、
それを解消する方向に行動変化を促して
いく、目的志向的なカウンセリング技術で
す。

動機づけ面接とは－？

■カウンセリングをおこなう方
■生活習慣病・肥満対策などの指導をする方
■臨床心理士の方
■医師・看護士・管理栄養士の方、等

こんな方にオススメ！

受講生募集中

Motivation is a key to change. （動機づけは変化の鍵である）

生活習慣を変えることは簡単なことではありません。変えても変えなくてもどちらでも良いという意
識の「グレーゾーンの人」や、変わることに「反抗的な人」に行動の変化を起こさせるため動機づけ
をするカウンセリング技術です。
人に行動を促すためには、まず、その人がそうしたいと決意しているかどうかが重要です。
思わないことを行動することは難しいでしょう。
そこで、「そうしたい」と動機づけることが鍵となります。生活習慣を変えたい、食生活を変えたいな
どと、意図的に、患者さんに気がついてもらうこと、そして、自らそうしたいと決意してもらえれば、カ
ウンセラーとして大きな一歩につながります。

株式会社エコロジーヘルスラボ
東京都練馬区中村北1-3-8Ｙｓビル Tel：03-3825-9001 Fax：03-3825-9007

ＵＲＬ：http://www.japanmi.jp/

■お申し込み・お問い合せ

講座スケジュールにつきましては、
ＷＥＢサイトをご確認下さい。
最新情報のご案内をしております。

http://www.japanmi.jp/


動機づけ面接（ＭＩ）とは－？

動機づけ面接(Motivational Interviewing，MI)とはクライエント中心かつ目的志向的な面接のスタイルによってクラ

イエントのアンビバレンス（相反する感情や態度）を探り、それを解消する方向に行動の変化を促していく技術である。
近年はさまざまな領域に応用され、その効果を示すエビデンスが蓄積されてきています。ダイエットや運動に関しても
研究がされています。他の非指示的なカウンセリングと比べると、MIは焦点を絞り，目標志向的です。アンビバレンス
の探索と解消が中心的な目的であり、カウンセラーは、このゴールを求めて意図的に指示的であるのが特徴です。

歴史と効果

１９７０年代から問題飲酒に対するアプローチとして研究がはじまり、William R. Miller博士とStephen Rollnick博士に
よって 1991年に基本的な考えとアプローチ、臨床的な手続きがまとめられた。
PubMedとPsychINFOにてタイトルにこれらの言葉がある文献を2006年3月時点にて検索すると、MIは241件である。
MIに関連する論文数は上昇中であることが分かります。対象は当初のアルコール問題から現在はプライマリケアや
公衆衛生にまで広がっています。

図1 MIに関する年ごとの論文数の推移 図2 各領域におけるエフェクトサイズ

ＭＩスピリット

MIのスピリットをまとめれば、
1）患者と治療者の共同作業、
2）患者に“させる”ではなく、患者が“する”ように引き出す、
3）患者の自律を尊重する、 になる。

引きだす(Elicit) 変化するための動機づけは、クライアントから引きだされるものであり、それなしに、他から押し付け

られるものではない。他の動機づけのアプローチは、強制や説得，構成的な直面化、そして行動契約のような外部的
な随伴性の利用を強調している。このような戦略は、変化のきっかけを作る役割があるかもしれないが、動機づけ面
接のスピリットとはまったく逆である。MIは行動の変化を刺激するために、クライアントの内在的な価値観と目標を見
いだし、動かす。



監修

原井 宏明 Hiroaki Harai
岐阜大学医学部卒業，ミシガン大学文学部に留学。国立肥前療養所に就職、山上敏子先生
から行動療法を学ぶ。
国立菊池病院にて精神科医長。2000，2001 年にハワイ大学精神科アルコール薬物部門に
留学。
2003 年臨床研究部長。2007 年診療部長。
2008 年医療法人和楽会なごやメンタルクリニック院長。

精神保健指定医，日本行動療法学会認定専門行動療法士，動機づけ面接トレーナー日本
における動機づけ面接法の第一人者。

カリキュラム

１．基礎通信教育講座

内 容 テキスト ＤＶＤ テスト 受講期間

動機づけ面接入門（カウンセリング・動機づけ面接知識） ○ ○ 3回 3ヶ月

3．１DAY実践ワークショップ講座

内 容

動機づけ面接技法を使ったロールプレイ・リアルプレイ（発表） など 5時間

【主な著作・編集】
「あなたの人生をはじめるためのワークブック」(ブレーン出版)(訳)、「不安障害の臨床心理学」(東京大学出版)(分
担)、「人はなぜ人を恐れるか」(日本評論社)(分担)、「マルチラテラル心理学」(CD-ROM 版)有斐閣)(分担)、「臨床
心理学キーワード」(有斐閣)(分担)、他

2．実践力養成Skype講座

内 容

1日目 Skype ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ（担当：原井先生） 60分

2日目 Skype練習会（ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ：弊社）・・・受講生同士で課題に取り組む 40分

3日目 Skype ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ（担当：原井先生） 60分

＊一般社団法人日本動機づけ面接協会認定単位 4単位

＊一般社団法人日本動機づけ面接協会認定単位 2単位



教材 （基礎通信教育講座）

第1 章 カウンセリングの基本 第2 章 動機づけ面接の基本

・背景 ・背景：やる気を引き出す魔法のことば

・専門的コミュニケーションの基本 ・実証的研究に裏打ちされた心理療法

・専門家が行うコミュニケーション ・MI の歴史

・カウンセリングでの非言語的行動と構造 ・MI の基本

・初対面について ・あなた自身はどうやって変わったか 

・距離について ・動機づけ面接の概念 

・言葉づかいについて ・変化をうながすコミュニケーション

・ペーシング ・二つの場面

・聞くという姿勢 ・人が変わらない理由

・セッションの構造化 第3 章 動機づけ面接による面接計画

・学習・行動に関する理論 ・背景

・誰でもしている心理学”素朴心理学” ・記録の取り方

・行動療法の最大の特徴 心と行動を区別しない ・栄養カウンセリングの流れ

・行動療法のテクニック 第4 章 動機づけ面接を実際に使う

・行動療法からみた「動機づけ」 ・MI の5 つの原則

・ダイエットに役立つ行動療法の技法 ・クライエントの2 種類の発言：

・行動アセスメント 　維持トーク、チェンジトーク （ＤＡＲＮ-Ｃ） 

・死人テスト ・維持トーク 

・行動のチェーン ・チェンジトーク：変わる理由とコミットメント 

・シェイピング：スモールステップの原理 ・4 つの戦略 （ＯＡＲＳ）

・強化の原理 ・チェンジトークを引き出す方法

・プレマックの原理 ・コミュニケーションの妨げ

・セルフコントロール：衝動性を選択行動ととらえる 第5 章 MI のスピリット

・セルフコントロールを強めるテクニック ・共同作業・引き出す・自律性の尊重

・行動療法の歴史と実績 ・終章 行動療法とMI のこころ

■　動機づけ面接入門 （演習付き）

■　動機づけ面接用ＤＶＤ
禁煙カウンセリングと栄養カウンセリングのケースを見ながら、「チェンジトーク」や「聞き返しの種類」など動機づけ面接技術について学
びます。

動機づけ面接技能講座テキスト

※テキストはバインダーにはさむ形式になっています。

動機づけ面接用DVD



ＢＳさん / 東京都

透析クリニックで栄養相談を行っているが、少しずつ取り入れてみたい。バッティングの方法は栄養士仲間で練習し
てみたい。聞き返しの方法も理解できたと思った。

聞き返し方法が理解できた！

穴口美和さん / 埼玉県

患者さんが「自分の健康について、自分で決めたことをお手伝いする」のが私の仕事だと思っ
ています。私と患者さんで相談したことが上手くいかなかった時、栄養士として罪悪感を感じる
ことがあります。また、患者さんからも、せっかく教えてもらったのに申し訳ないという気持ちが
伝わってきます。このジレンマを解決できるのが「動機づけ面接」の手法だと思いました。できな
かったことに責任を感じるのではなく、どうしたら自分の進みたい方向に近付くか、そこにスポッ
トを当てながら一緒に進んでいけるので、自分も相手も居心地の良い感じがします。今回は、
自分の栄養指導場面を実際に見てもらって学んだので、必要な知識が自然に浸透してきました。

一緒に歩んで行けるので自分も患者も居心地が良い！

荻原京子さん / 神奈川県

相談者にどのように共感するか、話しを引き出すのか、メンタルな部分でのお話しを合わせて
聞くことができました。以前より相談業務には必要な分野だと思っていたので良かったです。相
談者さんの言葉をそのままの形で聞き返し、相談者の方が自分自身で判断・決定するように言
葉を引き出すという聞き返しの部分は、特に仕事で活かせると感じました。いろいろな所で反発
される相談者さんも多いので、講座の中で行ったワークショップは役に立ちました。

言葉を引き出す聞き返しの部分は、特に仕事で活かせる！

山崎郁代さん / 神奈川県

指導の対象となったことを受け入れられない方、周りのせいにして努力をしない方の場合、言
い訳をしたり、話しを別の方向へもっていこうとしたりします。「動機づけ面接」では、患者さんの
言い訳に流されず、話しが広がっても患者さんの言葉を上手く利用して話しをまとめていくとい
う手法を学ぶことができ、今後の指導に大いに活かせると感じました。

患者さんの言い訳に流されずまとめていける手法！



★各期間ごとの開講です。

申込から受講開始までの流れ

受講料

申込要項

お申込 代金引換
または銀行振込

でお支払い

ご指定の住所へ

教材・ＤＶＤ
などを発送

（通信講座の場合）

学習開始

申込方法
弊社ホームページの「お申込フォーム」より、必要事項を入力のうえ、送信して下さい。
（＊FAXでのお申込も可）
お申込確認後、弊社より受講申込完了のご連絡を致します。 （基本的にはEメールでのご連絡となります。）

申込先
〒１７６－００２３ 東京都練馬区中村北１－３－８ Y'sビル
株式会社エコロジーヘルスラボ
ＴＥＬ：０３－３８２５－９００１ ＦＡＸ：０３－３８２５－９００７ ＵＲＬ：http://www.japanmi.jp/

お支払い方法

【ご注意】②代金引換は、基礎通信教育講座にお申込の場合のみ可能です。
①銀行振込
振込先講座：三菱東京ＵＦＪ銀行 高田馬場駅前支店普通預金 １０５８９９３
名義：株式会社 エコロジーヘルスラボ
※弊社にてご入金確認後、教材等を発送いたします。
※振込手数料はお客様負担となります。ご了承ください。
②代金引換
※代引手数料は、一律、別途650円（税込）かかります。ご了承ください。

【ご注意】
解約について

◆解約について

■基礎通信教育講座

申し込み頂いた後、弊社より最初の教材を送付してから一週間以内であれば、未開封の場合に限り、振手数

料を差し引いて返金させていただきます。教材の返却に関する送料は受講者の方の負担となります。

■実践力養成Skype講座

お申込・ご入金後、弊社より最初のSkype接続ガイダンスを送付してから一週間以内であれば、振込手数料

を差し引いて返金させていただきます。

■1DＡＹ 実践ワークショップ講座

お申込・ご入金後、一週間以内であれば、振込手数料を差し引いて返金させていただきます。

◆中途解約について（基礎通信教育講座）

清算は、お支払い済み受講料から、（経過週数（１週間未満は１週間に切り上げ）ｘ３,０００円+１０,０００円+

テキスト代＋振込実費）を差し引き、日本国内の金融機関に振り込む方法で行います。

★各講座の受講料については、下記よりご確認ください。

＞＞http://www.japanmi.jp/entry/index.html

http://www.japanmi.jp/entry/index.html

