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自己紹介：ひげ，なくなりました！

研究テーマ：ストレス，リラックス，支援者支援

趣味：ワイン，日本酒，焼酎，最近は家飲みでボトルの数が・・

特技：アメフトの審判（25年！）

好きな物：焼き肉，青い魚，チーズ

日課：犬の散歩

Covid-19：心理教育等を中心に行っています，ワクチン1回接種

日頃業務：心理職の養成に関わっています，マネジメント業務

臨床：緊急支援のみ，クライエントの面接していません



はじめに・・・，ちょっと考えてください

太郎さん：リハビリがつらいという理由で，サボりました

（設定：リハビリを毎日実施しないと効果がない）

さて，皆さん方はどんな声かけをしますか？

「さぼったらだめです」少し厳しい声かけをして，やる気を促す

「弱音を吐く暇はありません」：強めにおどす

「毎日がんばっているから，今日は休んでもいいですよ」：優しく

「何かありましたか」：心配する

「 」：→幸さん答えて



私の考え方です

太郎さんに会わないリハビリプログラムを作成した担当者が反省すべきである

太郎さんの身体的改善にのみ着目して，毎日実施しないといけないリハビリを設
定している，太郎さんの心理面に注目していない

→行動変容を促すためには，クライエントの気持ちも理解する，たとえ素敵な
プログラムを作成しても，未完でおわる，

私のコメント：太郎さんをしっかりアセスメントして，個別最適なリハビリプロ
グラムを提供すべきである

例えば：「太郎さんに合わないプログラムを提案してしまいました。申し訳ない
です。今後，どういう風に進めたらいいのか，今日はリハビリではなく，話し合
いをさせてください，お願いします」
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行動変容とは（津田ら，2019）

「経験によって生じる比較的永続的な行動の変化」（今田，1996）

→古典的条件づけ（ex:パブロフの犬），道具的条件づけ（ex:スキナー箱）

健康心理学では

「健康の維持と増進のために行動を望ましいものに改善する」（津田，2002）

行動変容の具体例

1．今までに経験したことのない行動を新たに始める

2．かつて経験したことのある行動を再開する

3．好ましくない行動をやめる

4．行動を修正する

5．これら４つを継続する



行動変容の代表的なモデル

健康心理学の分野

生活習慣の改善などに応用

健康信念モデル：信念への介入

セルフモニタリング：自身を観察

動機づけ面接：クライエントのやる気をひきだす介入

多理論統合モデル：今日のテーマです



ちなみに：セルフケア

心のケアは，体調管理から

食事，飲み物，定期的な休憩が基本です

緊張状態の高い仕事が続いたら→少し休憩をとる（10分でも）

周囲とのコミュニケーションをとる

→何でもいいから話す

一人で塞ぎ込んでいる人

→声をかける，話をきく

→異動してきた人，新人には特に配慮



行動変容についての理解

行動変容は一晩では起こらない
魔法の杖はない

行動変容はステージ毎に進行し，時間が少しかかる

気づきが起こると，行動変化が生じる

行動変容することに，防衛的にならない

行動変容は，努力したらその分うまくいく

専門家（ソーシャルサポート）を利用する
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多理論統合モデルとは

Transtheoretical Model（TTM）：プロチャスカの開発したプログラム

1. 対象者を行動変容ステージ（5つ）に分類
2. 個別最適化プログラム（色々な心理療法を利用する）のため行動変容がスムーズ
3. 自己効力感が重要なキーワード

4. 意思決定のバランスが2個ある

5. 行動変容のプロセスが10個ある

6. 多くの健康行動モデルの中で、ヘルスプロモーションのための行動変容の成功率が最
も優れている（Prochaska, et.al., 2006)

7. 心理学の諸理論や，複数の心理療法で根拠の示された技法を抽出し、それらを統合
している

8. いいとこ取りではない：Evidenceに基づいている
⇒ステージマッチドによる個別最適化

お話好きのユニークな先生



従来の介入は

臨床ベースのアプローチでデザインされているものが主流（プロチャスカら，
2005, 2006）

例）カウンセリング，ストレスマネジメント教室

対象：目的意識の高い個人(Murphys, 1996)
目標：参加者内での高い有効性（efficacy）

－行動変容や症状改善の程度－

介入に参加した人のみの報告によって効果を示している，ドロップアウト等
の指標は用いられるが，そもそも参加しない人を考慮していない



臨床ベースのアプローチは・・・・

利点

目体意識の高いクライエントの精神的健康に寄与している

欠点 (プロチャスカら，2005, 2006; 竹中, 2005)

• 興味の無い個人は対象外となる

• 決まったプログラムが提供されるため，専門家と参加者との間にミスマッ

チが生じやすい，専門家は，悪い患者さんと判断してしまう

• 大勢の人への普及を進めるという点では効率が悪い



多理論統合モデル（TTM）の構成概念

行動変容ステージ

前熟考期
熟考期 準備期

実行期 維持期

変容の
プロセス

自己
効力感

意思決定の
バランス

Burbank & Riebe (2002)より改編

例：コーピング能力／ストレスレベル

理論の統合



行動変容ステージ
：ステージごとの説明は後ほど

前熟考期
熟考期

準備期

実行期
維持期

６ヶ月以内に、行動を変えようとする意図がない

６ヶ月以内に、行動を変えようとする意図がある

３０日以内に、行動を変化させる意
図がある

すでに行動変容を行っているが、
その期間は６ヶ月に満たない

６ヶ月以上行動変容を維持している



自己効力感（Self-efficacy）

ある状況（特定の状況）で有効な行動をとれるという確信
（Bandura, 1977）

自己効力感 実際の行動

自己効力感が高まると，よ
り高い行動変容ステージへ
移行する。

健康行動を実践することで，
その行動や類似行動への
自信が高まる。

ざっくりの説明；これなら，できるという考えを持つこと



自己効力感を高める方略
直接的体験
自分自身で成功した達成した体験の積み重ね
※失敗したときも成功を見つける練習など

言語的説得
他者からの説明・励まし／自己暗示・自己教化
（「あなたならできるよ」／「できる気がする！！」）

代理的体験
他人の成功を観察
（自分にもできる！という感覚）

感情的体験
行動に伴う感情の高まり

（うまくいって嬉しい！やってみたら楽しい！）

達成可能な
目標

モデリング

グループ
ワーク

セルフモニ
タリング



自己効力感の高い人の発言

「どんな事でも任せて下さい」

「次はもっと頑張ります」

「すぐに対応します」

「アドバイス，ありがとうございます」

「きっと上手くいきます」

「最近すごく調子が良いです」

「更に難しいことに挑戦したいです」

（Biz Hintより）



自己効力感の低い人の発言

「絶対できない」

「どうせまた失敗する」

「私はいつも人に嫌われる」

「やらなくても(失敗すると)分かる」

「どうせ自分には無理だ」

「誰も自分には期待していない」

「最初から私に頼まなければよかった」

（Biz Hintより）



自己効力感を上昇させるためのコツ

リハビリへの意欲が低い患者に対して，自己効力感を上げるための声かけ

患者：「私は絶対にできないよ」

×：「そんなことないですよ」

○：「でもここに来てるということは，やりたいという気持ちが少しはありま
すよね」

○：「太郎さんは，2週間がんばったら，歩けるようになってますよ」

○：「 」

言語的説得を使ってみてください

ワーク



意思決定のバランス

行動変容を実践することによるプロズ（恩恵；メリット）とコンズ
（負担；デメリット）の見積もり

プロズ（恩恵）＞コンズ（負担）

プロズが多いと感じると，よ
り高い行動変容ステージへ移
行する。

プロズ（恩恵）＜コンズ（負担）

コンズが多いと感じると，よ
り行動変容ステージは後退す
る。



プロズとコンズを整理する

例：生活習慣の改善，散歩

生活習慣 散歩

プロズ コンズ プロズ コンズ

健康になる 毎日大変 健康になる 毎日大変

生き生き 運動が苦手 ビールがうまい 継続が苦手

体重が減る 人と会える

楽しくなる



リハビリでのプロズを考える

たくさん書き出してください

• 楽しく暮らせる

• …

• …

• …

22

ワーク



変容のプロセス

• 行動変容ステージに応じて行動を促進するための，経験的
（認知・感情的）および行動的な活動（プロセス）

• 単一の心理療法や技法にこだわらず，個人の変容ステージに
適した根拠ある技法と方略を活用

⇒行動変容が起こりやすい

技法の統合

行動変容を円滑に進める為に，
認知・感情的プロセスが有効

行動の開始や継続の為に，
行動的なプロセスが必要

前熟考期 熟考期 準備期 実行期 維持期



行動変容のプロセス

前熟考期 → 熟考期 → 準備期

意識の高揚：自分自身のことや自分の問題に関する知識を増やすことで意識を高める，
行動変容に役立つ新しい情報や方法を探すこと

感情的な体験：成功体験を経験する，成功者の体験に触れる

情動的喚起：行動変容しないことによるマイナス面の影響について、種々の感情を経験す
ること

行動変容に対して防衛的になっていることを意識させ、劇的な感情体験が行動の実行を
促す

環境の再評価：自分の行動が周囲に及ぼす影響について考える

自己の再評価：問題行動を続けることや、健康行動を実践することが自分にとってどういう
影響を及ぼすのか理解すること，自分の問題について、感情面と理性面から自分自
身に質問をする，問題を克服したら自分はどうなるかイメージする，行動変容すること
での恩恵と損失・犠牲の見積もり

社会的解放：自分が変わろうと努力を始めたり、努力を続けたりできるような外部環境の
選択，行動変容を後押しする方向で、社会が変わりつつあることに気づく
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行動変容のプロセス

準備期 → 実行期 → 維持期

自己の解放：行動変容することに対して責任を負う，行動変容を強く決意し、表
明すること

強化マネジメント：自分自身や周囲の人からの褒美を用いて，健康な行動の強化
を行うこと，目標に到達できたら、自分に報酬を与える

援助的関係の利用：行動変容を手助けしてくれる援助関係を作ったり、引き出し
たりする

拮抗条件づけ：問題行動の代わりとなる新しい行動や考えを取り入れて問題行
動と置き換えること，不健康な行動を健康的な行動に置き換える

刺激コントロール：問題行動のきっかけになる刺激を避け、健康な行動を実践す
るきっかけとなる刺激を増やすこと，周囲の環境を整え、問題の原因となる出
来事が起こる可能性を低くする，望ましい行動変容が起こりやすいように、刺
激をコントロールする

社会的解放：自分が変わろうと努力を始めたり、努力を続けたりできるような外部環
境の選択，行動変容を後押しする方向で、社会が変わりつつあることに気づく
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個別最適化プログラム自己の開放
強化マネジメント
拮抗条件づけ
援助関係の利用
刺激コントロール
社会的解放

感情的な体験
自己の再評価
社会的解放

自己の解放
社会的解放

意識の高揚
環境の再評価
感情的な体験
社会的解放

前熟考期

熟考期
準備期

実行期

維持期

赤字：経験的プロセス
青字：行動的プロセス



個別最適化介入

• 行動変容ステージに合わせて，個人ごとに作成された介入で
あるため，行動変容がスムーズ

– 1つのプログラムを参加者全員に適用する行動志向的なプログラム
よりも，効果がみられる

• 変容のプロセスの活用

–ステージの移行を促進するために，いろいろな変容のプロセスを用
いる



前熟考期 熟考期

準備期 実行期

維持期 完了期

プロチャスカスライドより

変容ステージ



ステージごとの介入ポイント



前熟考期

行動する準備ができていない

ここ６ヶ月以内に始めるつもりが全くない

特徴的な考えや行動

1.  無知：知識がない

2.  やる気のなさ：取り組むつもりがない，何それ？

3.  否認：私には必要のないことだ



前熟考期にいる人の特徴

• 行動変容の用意がない

–少なくとも、ここ6ヶ月以内

• 動機づけが低い

• 変容のプラス面（pros）を低く見積もっている

• 変容のマイナス面（cons）を高く見積もっている

– これらの意思決定のバランスを意識していない
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前熟考期（リハビリ）

患者は，

リハビリにそもそも興味を持っていない

リハビリを必要としていない

病院に来る必要が無い

と考えている

このような患者さんへのアプローチは？

32



前熟考期へのアプローチ

興味を持ってもらうこと（サムネ）

この場所にはリハビリできるんだ

先生のリハビリはどうもいいらしい

今回、行動変容のスペシャリストである矢島教授より、行動変容
理論の基礎について多理論統合モデルを中心に学び、実践へ
とつなげる機会とします。



介入方法を考える

興味をもたせる必要があります

○○病院では，リハビリテーションをしています

リハビリテーションとは，○○のことです

と宣伝をして，知ってもらうことが大切です

目につくようなチラシ

マーケティング力が必要です

おもてなしの心を持ちましょう



岡村尚昌（Hisayoshi Okamura）

（久留米大学高次脳疾患研究所）

早寝早起きは子どもを幸福にする



「早寝早起き」を実行していけば
①勉強やスポーツなどで 自分の
力を最大限に発揮できる！

②心や身体もベストな状態にする
ことができる！



リハオンデマンド



患者さんの特徴を捉えてのアプローチ

アセスメント

性格，考え方，経験，年齢などから特徴を捉える

家族関係，生育歴，リハビリへの考え

仕事内容，生活習慣



熟考期

行動を起こそうと考えている

▪ 今から６ヶ月以内に始めるつもり行動を起こそうと考えている

特徴

1. 迷い：はじめようかどうか悩んでいる

2. 先延ばし：今しなくていいいのでは，後で始めよう

39



熟考期にいる人の特徴

• 自分の不健康的な行動をここ6ヶ月以内に，変容しようと思っ
ている

–動機づけは起こり始めているが，まだ準備がきちんとできていない

• 変容のプラス面（pros）に気づいているが，マイナス面（cons）
を高く見積もっている

–意思決定のバランスが半々

–成功できるか失敗するか，同じ見積り

40



熟考期（リハビリ）

患者は，

リハビリをやとうかと思っている

リハビリに対して何となく不安がある

リハビリはそのうちにしたら良いと思っている

と考えている

このような患者さんへのアプローチは？

41



リハビリを行うことによるマイナス面を把握

• 時間がない

• 大変そうである

• やっても意味が無いような気がする

• 効果的なリハビリを行うためのやり方が分からない

• リハビリを続けられるかわからない

• ストレスになっているかも
– 従来の習慣を変えることはストレスフル

• 自動的、無意識的

– しかし，振り返ると習慣を変えたことはたくさんあるはずです

よくわからないことで，悩んでいる，正しい知識を提供して論破しましょう
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心理教育が重要です

適切な知識を提供する

成功体験などプラスの情報を多く提供する

運動習慣→1日どのくらいエネルギーを消費している

リハビリ→実施でどんな効果がみられるのか，近い将来の成
果を情報提供する

感情的な体験のテクニックを使ってみる

考え始めたことをほめる：ポジティブフィードバック
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情動的に喚起する体験

• 失敗する，マイナス感情になることは普通

–習慣を変えることは大変なこと、ストレスフル

• 行動変容に対して抱く感情は、自分を理解するために必要

–感情的な体験は行動変容を動機づける

• 不健康な行動を続けている自分を残念に思う気持ちを大切にする

• 健康に責任をもって取り組んでいる、自分を誇らしく感じる想いを大切にする
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リハビリについての感情に気づく

• リハビリによって素敵なライフスタイルを身につけている先輩
から勇気づけられる

• 積極的にリハビリをしていることで感じる安堵感や穏やかな気
持ちを体感する

• 行動変容のステージを高めるスキルを学習している自分を誇
りに感じる

• リハビリをしないことで悪化した患者の話を専門家から聞く

• リハビリをしている満足感を味あう



患者さんをその気にさせる声かけ

• 効果的なリハビリを行うことで，どんないいことがあると思いま
す？

• Aさんはなんでリハビリを始めたと思います？

• リハビリが効果的かどうか，どうしたら分かると思いますか？

• 毎日のストレスをコントロールするための最良の方法は何だ
と思いますか？
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患者さんに正しい情報提供を

リハビリについて，患者さんが必要とする正しい情報は（矢島の
疑問）

– リハビリするために、何分必要か？

–週に何回，リハビリする時間をとったらよいか？

– リハビリ以外の時間での過ごし方は？

–ストレスが高まる状況はいつか？

47

一昔前は，支援者の言う通りにしていればいい：運動部の監督など
現在は，患者さんに納得してもらい，できると思ってもらうことにより効果が上がる



事例検討

これからリハビリを始めようとする患者さんに対して，どんな情
報提供をしたら良いでしょうか？

ワーク



行動変化を語ってもらう質問例1

現在の状態の不利益

–今、困っていることは何ですか

–今のあなたの状態に対して，何が必要と思っているのですか

– リハビリをすることで，どんな問題はありますか

– このままだと、どんな困ったことが起こるでしょうか？
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行動変化を語ってもらう質問例2

行動変容（リハビリ実施）による利益

–何か変化を起こすためにすることはありますか

– リハビリして体調が改善すると、どんなよいことがあるでしょう

–今から5年後、あなたの人生はどんなよいことがありますか
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患者さんに新しいイメージを

リハビリをしている自分は，自分自身と家族のためにどんな良
いことをしているのか？

リハビリを継続することで，体調は改善すると期待できる！

リハビリを終わらせたときの，自分はどんな気持になるだろう
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53

スモールステップで

• ぐいぐい引っ張るのはNGです

• あくまで患者さんのペースにあわせます

• 患者さんのできない課題設定は意味がありません，できる課
題を設定して，成功体験をgetさせる

• 先生方は“がまん”ではなく，ゆっくり付き合う気持ちで



小さな目標を少しずつ達成する

運動習慣

–エスカレーターやエレベーターを使わないで、階段を上る

–車を自分で洗う

–食事後､散歩に出かける

リハビリ（私でもできる目標を作成してください）

– ….

– ….
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準備期

行動をおこす準備をしている

これから 30日の間に始めるつもり

特徴

1. 失敗を恐れる

2. 準備できている

55



準備期の特徴

• 行動変容に向けて，何か行動をすぐに起こそうとしている，あ
るいはすでに始めている

情報収集ははじめている（ネットなど）

• 行動変容のプラス面がマイナス面を上回っている

• でも，うまく行動変容して生活習慣を変えることが可能かの自
信はない（アンビバレント）
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準備期（リハビリ）

患者は，

リハビリをはじめる意志は決まっている

リハビリのやり方もなんとなく理解している

リハビリは失敗する可能性を考えている

と考えている

このような患者さんへのアプローチは？
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具体例

達成可能な具体的プランを提案する

A:朝30分歩いてください→具体的でない×

B：まず，1週間万歩計をつけてください，1日の平均歩数を計算しましょう，・・・・中略・・・一日

の生活習慣の中でどこか歩く時間を見つけましょう，出勤時に駅まで自転車から徒歩に変更
しましょう，1週間万歩計をつけてください，そしたら＋1000歩増えますよ

小学生や中学生でも達成できるようなプランを提案すること

プランを聞いて達成できるようにしなければ支援者の失敗です

なお，達成できなかったときは，プランが難しかったことを話し合うと同時に，チャレンジしたこ
とを達成できたとして褒めることも重要です
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達成した後の自分をイメージしてもらう

運動習慣

–適正な体重になる

–健康モデルになる

リハビリ終了後に

– ……….……..になる

– ……….……..になる
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取り組む課題を3つ提案しましょう

運動するぞ！！
–起床後、仕事後、運動をする

–ストレスを自覚したときに運動する

–日によって活動する内容を変える

• リハビリ
– …………………

–…………………

–…………………
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行動変容のために，3つの選択肢を選ぶ

• 効果的なストレスマネジメント行動の実践を朝もしくは夜の日
課とする
–朝のシャワー後、15-30分、ヨガする

–昼食後、 15-30分、散歩をする

–夜、 15-30分、読書をしたり、瞑想をする

–帰宅中または寝る前に、リラックス音楽を聴く
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開始日を話し合って決める

• スマホのカレンダーに開始日を記入する

• 目につくところに，開始日を書いた紙を貼っておく

63

私は，8月19日より，毎日お風呂で腹筋
を50回します

1ヶ月続けたら，ご褒美として，新しい財
布を買います

3ヶ月続けたら，ご褒美として，焼き肉1万
円食べます

半年続けたら，ご褒美として，湯布院の
高い宿にとまります



支援を受ける方法

仲間づくり

一緒にリハビリをしている人とお互い支えあう

尋ねる

家族や友人にやり方を教えてもらう

そばにいてもらう

話を聞いてもらう
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矢島を助けてくれる人リスト

66

リスト どんな方法 どんなこと

矢島ガリレオ・アロハ 家，散歩 癒やしてくれる

矢島○○（妻） 話を聞いてくれる 客観的な意見を述べるの
で参考になる

同僚教員 話し合う 傷をなめ合って，支え合っ
ている，毒を吐きながら

藤原さん 電話 いつも褒めてくれる



あなたを助けてくれる人リスト

67

リスト どんな方法 どんなこと



あなたを助けてくれる人を探すワーク

困ったこと

上司より嫌な仕事

飛行機に乗り遅れた

肩がこっている

うつ的な気分の落ち込み

誰が助けてくれる

仲間，友達，母親

JALの職員，事務スタッフ

妻，マッサージ師

メル友，同僚，・・・



あなたを助けてくれる人を探すワーク

困ったこと 誰が助けてくれる



実行期

最近，明確に行動を変えた

連続 6ヶ月未満

特徴

1. 最も時間や労力を要する

2. 最も逆行的
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実行期の特徴

リハビリを始めている

–積極的に取り組んでいる

–上手に対応できるようになる

–途中であきらめることがある
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実行期（リハビリ）

患者は，

リハビリをはじめている

課題にしっかり取り組み，達成感も得られている

途中でやめたくなる

と考えている

このような患者さんへのアプローチは？
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やめたいときの対応

始めた自分を褒めよう

やめるまで，実施したという実績を評価しよう

1回休んでも，また復帰できるという根拠にしましょう

2回休んでも，問題ないということを伝える
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ストレスを減弱する

リハビリとはあまり関係のない，ストレスによって，止まることも
ある

-ストレスのコントロール方法を学ぶ

•話をする

•運動をしたり、散歩をしたりする

•呼吸法を学ぶ

–気分転換
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筋弛緩法

①深呼吸をしましょう３回くらい（息を吐くときは，ゆっくりはく）

②各身体の部位を約10秒緊張させる（力んではいけない）

③緊張をパッとほどく，15-20秒リラックスする

• グーを握ってください→上腕二頭筋の力こぶ→腕をまっすぐのばす→眉毛をつり上
げる→両目をきつくつむる→口をいっぱい広げる→首を後ろにそらす→深呼吸

• 両肩を上に上げる→左右の肩胛骨をつける→胸の筋肉を緊張→おなかの筋肉を
ぐっとへこませる→腰をそらせる→おしりを引き寄せる→太股をおしあう→つま先を
膝へ向ける→つま先を伸ばす

• 緊張を感じている部位がないか確認



呼吸法

一定のリズムで深呼吸をする

1. 椅子に両足を着けて座る

2. 息を吸いながら両肩を挙上し1～2秒緊張

3. 両肩間接を後ろに回す

4. 息を吐きながら両肩の力を抜く



自分をほめる、人から賞賛をもらう

“やるべきこと”のリストを消していく
–家族と一緒に過ごす

–プールに行く

自分のコーチ役、応援団になる
–ポジティブな言葉かけを自分にする

成功に向けて、行動契約をする
– 2週間ストマネをやれたら、映画に行く
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主たるストレス反応とは

頭痛・肩こり

眠れない

落ち込み

イライラ

お酒の飲み過ぎ
タバコの吸い過ぎ

仕事に集中できない

など

こころの反応 行動の反応 からだの反応



こころとからだに起こりやすいストレス反応

•日常生活でみられる反応
・不眠・食欲低下 ・動悸 ・発汗 ・倦怠感
（だるさ） ・ふらつき

•心理的ストレス反応
・ショック ・不安や恐怖 ・過度の緊張や警
戒，神経過敏 ・いらだちや怒り ・落ち込
み

•過度な反応
• ・自分を責める ・他人を責める
•回避行動，うつ症状
• ・孤立感 ・不全感 ・圧倒された感じ ・
無力感

•望ましくない行動
• ・過度な飲酒 ・過食

•ウイルス特有の反応

・感染に関する恐怖（自分が感染する（し
た）のではないか，家族などに移すん
じゃないか）

・情報に過敏になりすぎる（常に最新の情
報をとろうとする，ネットをチェックしすぎ
る）

・先行きが見えにくいことによる懸念 ・終
わりがみえないことに関する心配

・不確かな情報による混乱 ・常にコロナ
感染症に関する事が頭から離れない

・風評被害による不安や苛立ち
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日常生活で気をつけて頂きたいこと

セルフケア
①十分な睡眠とバランスのよい食事を心が
けましょう
気持ちを落ち着けるためのアルコールやたばこ
のとり過ぎに注意しましょう。

②意識して少し身体を動かしましょう
少し身体を動かすと，身体の緊張がほぐれ，血
行がよくなります。深呼吸をする，身体を伸ばす
などしてみましょう。入浴も効果的です。

③気分転換をしましょう
好きな時間を過ごして，気分転換をしましょう。
同僚が働いているから，真面目に過ごさないと
考える必要はありません，体を回復させること
が大切なことです。

家族や同僚からのサポート

④一人で抱え込まずに，家族友人等
で信頼できる人に話を聞いてもらい
ましょう

信頼できる人に話す時間をもち，孤
立しないようにしましょう。

80繰り返しになりますが，ポイントです！！



隣の人をほめてください

１．外見を褒めてください

２．内面を褒めてください

３．鉄棒で金メダルをとりました

４．バスで席をゆずりました
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維持期

明らかに行動が変わった

連続 6ヶ月以上

特徴

1. 逆戻りの防止

2. 苦悩の管理
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逆戻りの対策

後戻りした状況のABC分析をする

–どんな出来事だったから

私は出来るというイメージを持ち続ける

それぞれの行動変容ステージにもう一度、自分を再出発させる
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代替案を行って，コントロールするやり方

• 前もって困難な場面を予測しておく

• ポジティブな考えを吟味し、それを保つ

• 上手く操作する
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おまけのスライド
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事例で考える

自主トレーニングを促す際，趣味や仕事の延長での活動を提案
するが受け入れてもらえないことがある

演
習



TTM前：患者さんの情報を集める

趣味や仕事の延長での活動

→患者さんはなぜこれを受け入れることができないのか？確
認しましょう

→他に提案方法がないのか



事例で考える

独居で食生活が乱れている患者に対して、バランスの良い食生
活へ変えるにはどうすれば良いか

演
習



アプローチ例

熟考期or前熟考期の患者さん

心理教育が重要です

食生活の改善によって何が得られるのか

なぜ食生活を改善する必要があるのか

食生活の改善に興味を持ってもらう必要がある



事例

屋内トイレ歩行の自立度判定の際、運動麻痺やふらつき•歩行
速度の低下のためNsコールが必要との指導行っても１人で行っ
てしまう。

転倒の危険性を説明するが「我慢できない」「Nsに気を遣ってし
まう」「１人で行けると思った」との事

演
習



アプローチ例

患者さんの問題に着目する

なぜ１人で行けると考える理由は？

Nsに気を遣ってしまう理由は？

Nsコールを使わないことのコンズは

etc・・・

明らかにして，新しい行動変容を提案しましょう



事例

病識が低い患者さんへのアプローチ

演
習



アプローチ例

熟考期と前熟考期の行動変容のプロセスを使ってみよう



事例

自動車運転が危険だと判断されたが，長年運転しているため大
丈夫と言い運転を再開する

演
習



アプローチ例

「運転しているため大丈夫」という考えを変えてもらう必要がある

長期戦で



ストレス対処法を知る



リラックス法

昼寝と入浴

ストレッチング

筋弛緩法

呼吸法

自律訓練法

ヨガ，太極拳

睡眠薬，抗不安薬



呼吸法

• 一定のリズムで深呼吸をする

1. 椅子に両足を着けて座る

2. 息を吸いながら両肩を挙上し1～2秒緊張

3. 両肩間接を後ろに回す

4. 息を吐きながら両肩の力を抜く



体の調子を整える

早寝早起き 規則正しい食事 運動習慣
＊やり過ぎ注意

入浴・温泉 ストレッチ 適度な飲酒



好きなことをする

音楽鑑賞 歌う 人と会う

笑う 釣り ボーっとする



おいしく楽しい食事



楽しい活動



グループワーク



前熟考期の患者へのアプローチ

リハビリテーションに興味の無い患者さんへのアプローチ方法を
話し合ってください

5分間話し合い→発表してください



熟考期の患者へのアプローチ

リハビリテーションに少し興味を持っているけど，一歩を踏み出
せない患者さんへのアプローチ方法を話し合ってください

5分間話し合い→発表してください



準備期の患者へのアプローチ

リハビリテーションを始めると決めた患者さんです

この患者さんへのアプローチ方法を話し合ってください

5分間話し合い→発表してください



実行している人へのアプローチ

リハビリテーションを始めた患者さんです

途中でやめたいと言い出しました

この患者さんへのアプローチ方法を話し合ってください

5分間話し合い→発表してください



おわりに

まとまりのない話になりましたが

患者さんの特徴をとらえる，

スモールステップでのぞむ

色々な心理療法を適切に使う

近くに公認心理師や臨床心理士がいたら利用してください



ありがとうございました


