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アルコール健康障害対策推進基本計画
杠 岳文
独立行政法人国立病院機構 肥前精神医療センター

院長

《はじめに》
皆さん、
こんにちは。ご紹介いただきました、肥前精神医療センターの杠です。肥前精神医療センター
は佐賀県にありまして、私どもの病院は吉野ケ里遺跡の上に建っています。
今日はアルコール健康障害対策基本法、基本計画ということについて話をするよう、田中理事長から
ご指名を受けたのですが、基本計画につきましては、このような立派な冊子としてまとめられています。
また、基本計画ができるまでの過程につきましては、私どもが編集しておりますアルコール問題学会
誌に詳細が記されておりますので、詳しくはこのような雑誌を参照していただければと思います。
また、裏話をあまりしますと、いろいろ差しさわりも出ますので、今日は基本計画のところはコンパ
クトにお話をして、その前に３分の１位の時間を使いまして、飲酒にまつわる私個人の経験を少しご紹
介したいと思います。
この基本計画につきましては、関係者会議に参加されたさまざまな立場の委員の先生方から出たご意
見は、当然すべてのご意見を採用することはできませんでしたけれども、集約され、推進基本計画は今
後当面５年間の目標として掲げられています。
これからの５年間、推進基本計画に掲げられたものが実現できますと、アルコール医療にとりまして
も、健康障害を受けられた方にとりましても、福音ではないかと思っています。
また、これから先、大切なのは各自治体で基本計画を受けてつくられる推進計画がどのような具体的
な中身になるかではないかと考えています。
それではまず、先ほど簡単にしていただきましたけれども、自己紹介から入ります。
《自己紹介》
（スライド１）
私は 1983 年に大学を卒業しましたけれども、すぐに肝炎になりまして、研修１年間のうち、半分ぐ
らいは病気の療養をしていました。
その後、単科の精神科病院と総合病院の神経科に勤務しました。この期間が６年ほどあり、この病院
では、今どき研修指定病院では複数の指導医がいたりして、
かなり手厚く指導されるのが当たり前になっていますけれど

アルコール医療に関わるまで

も、当時、この病院の常勤医師は親子ほど年の離れた院長先

1983年：大学での研修開始間もなく肝炎で数か月の療養
生活

生と私の二人でした。

1984年～1990年：千葉県内の精神科単科病院と総合病院
神経科に勤務

130 床の病床を、主に院長先生と私の二人で６年間やってい
ましたので、私自身ほとんど精神科の教育を受けていません。
当時は当たり前のように指導する先生方も、患者さんから学
べと指導されていました。ですから、正に私の師匠は患者さ
んです。
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1986年～1988年：杏林大学医学部第二病理学教室（赤井
契一郎教授）
1989年～1996年：東京都監察医務院非常勤監察医
1990年～1996年：病理解剖のできる国立久里浜病院勤務
1996年：父親のアルツハイマー病発病もあり、郷里の佐賀
へ
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このような環境にいますと、少しは勉強したいという学習意欲も自ずと生まれてきまして、1986 年
から２～３年、杏林大学の病理学教室に神経病理を学びに通いました。これは統合失調症の脳病理を学
びたいと思ったからです。統合失調症という、いまだにその原因が分からない病気なのですが、あれほ
ど顕著な症状が出るからには、何か形態学的な異常があるのだろうという確信の下に病理を始めたので
すけれども、私の能力では敵わない病気でした。顕微鏡で見て、その原因が分かるような病気ではあり
ませんでした。
その後、平成元年から８年間、東京都監察医務院に、週末の２日間ほど非常勤監察医をしておりまし
た。今日はそこでの経験を中心にお話をします。
90 年、平成２年になりますと、幾らか人恋しくなりまして、病理解剖ができる施設で指導医も複数
いる施設の久里浜病院へ移りました。
96 年、平成８年には私の父がアルツハイマー病になりまして、介護の問題もあり、郷里の佐賀へ戻
ることになりました。
こうして私自身、今回整理し振り返ってみますと、私自身は脳と解剖をキーワードに動いてきたよう
な気がします。
最後、私の父は私の手で解剖をしまして、病理標本をつくり、自身でアルツハイマー病であるという
ことを確認することができました。
《東京都監察医務院での８年間の経験から》
今日は監察医務院での８年間の経験を少しご紹介したいと思います。皆さんの配布資料には、グラフ
が付いていると思います。
最初にご紹介する事例は、60 歳代の男性で、再雇用の方だと思います。日頃は日本酒２合程度の飲
酒ですから、それほど多い飲酒量ではありません。○○県にお住まいの方で、会社で終業後、同僚と飲
酒をされ、２次会でまた居酒屋へ行き 50 分ほど飲んで、出てきたときには泥酔状態で、歩行もできな
い状況になっていました。
帰ろうとして店の２階から１階に降りようとした際、階段の下 13 段目から同僚とともに１階まで転
落し、ご本人は脳挫傷で２日半後に亡くなられました。
私がここで言いたいのは、日頃多量に飲酒をされ
ない、決して少なくはないのですけれども、１日２

階段からの転落死亡者（男性）
平成元年～平成5年

合程度の方でも、時にビンジ飲酒、すなわち多量飲
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酒をするとこのような事故が起こるということで
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す。
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けれども、年齢別に、酩酊者が黒、非酩酊者、すな
わち酔っていない方がグレーの棒で書かれていま

人数

グラフ（スライド２）の右側は男性だけなのです
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す。ご覧いただくと分かるように、70 歳未満では、

5

圧倒的に酒を飲んで転んで亡くなられる方が多くな
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ります。駅の階段、飲み屋の階段、自宅・アパート
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の階段での死亡が多く見られています。
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すべての年齢を押しなべて見ても、68％、３分の２以上が階段から転んだときにお酒を飲んでいると
いう状況で、たまたま多く飲んだ酒のために酔って足元がふらついて亡くなられる方が多いのです。
二番目の事例、この方は病死の例ですけれども、40 歳代の比較的若い方で、酒好きではあるけれど
も大酒家ではない方です。先輩、上司に誘われ、前の晩にウーロンハイを５杯、おそらく日頃より少し
多くのお酒を飲まれました。
翌朝、寮のトイレで便器にまたがったまま亡くなられているのが寮の住人によって発見されました。
この方を解剖したのですけれども、くも膜下出血、すなわち脳出血でした。
このように、日頃多量飲酒しない方が前の晩に多量飲酒し、翌朝トイレで倒れている方を多く見受け
ます。このような方の解剖をしてみると、脳出血が多く見つかります。中年男性が脳出血で倒れた時、
家族に前の晩の飲酒のことを聞くと、前の晩には日頃より多い酒を飲んでいるということにしばしば遭
遇したのです。
このメカニズムにつきましては、多量飲酒をするといったん血圧が下がるようです。日頃より多い量
を飲むと血圧が下がります。その後、リバウンドで上がってくる。あるいは、内科の先生によると明け
方になるとモーニングハイパーテンションという明け方に血圧が上がるという生理的なメカニズムが重
なっているようで、要は血圧の揺れ幅が非常に大きくなり、血管が切れるということが考えられていま
す。
なぜトイレに行って倒れるかということなのですが、トイレで亡くなるのは、おそらく力みから血圧
が上がるという考え方と、逆に脳出血を起こしますと出血が排便中枢を刺激して便意をもよおし、トイ
レに行きたくなるということが仮説として考えられています。
この方も、元々大酒家ではない方でしたが、こうした機序で、お酒を前の晩にいつもより飲み過ぎて
脳出血で亡くなられたということです。
三番目の事例の方は、アルコール依存症と考えられる方です。アルコール性肝障害の診断で、内科へ
の入院歴が２回ほどあります。心配した上司、同僚が訪れたところ、缶ビールの缶に埋もれて亡くなら
れていたということです。
この方には黄疸もありました。吐下血があり、死体検案だけでも消化管出血という診断がつきます。
アルコール関連死の中では、消化管出血で亡くなられる方がだいたい 100 ～ 130 名ほど年間いらっしゃ
います。おそらく、食道静脈瘤の破裂ということが考えられます。ほかにもマロリー・ワイスとか胃潰
瘍などがありますけれども、大酒家の方の消化管出血の３分の２以上は食道静脈の破裂と解剖例では確
認されています。
《大酒家突然死症候群の提唱》
先ほどの方は黄疸もあり、消化管出血もありました。次の方をご覧ください。この方は 40 歳代なの
ですけれども、お体を見てもるい痩（やせ）も、黄疸も腹水もありません。特に異常な身体外表所見は
ございません。もとは会社員でしたが、仕事中の飲酒を見られて失職され、死亡前に４日間、ほぼ食事
もとらず焼酎４合を飲酒されていました。朝方心配した奥さんがご本人の部屋を訪れたところ、すでに
死亡されていました。この方は解剖されているのですけれども、病理所見としては脂肪肝しかありませ
んでした。
こうした症例について内科の先生に尋ねても「脂肪肝だけで死ぬことがあるか」と言われるのですけ
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れども、実は監察医をやっていますと、このような症例は非常に多く経験されます。
アルコール性肝障害という診断名で死体検案書を書くことが、東京都の監察医の場合は多いのですが、
この数が昨年度 370 症例ぐらいあります。そのうち、黄疸、腹水がありましたり、肝不全を思われるよ
うな外表所見を呈したりしているものは、約４分の１程度なのです。消化管出血があるものはまた別と
しまして、このように多くの症例では明らかな外表所見がありません。
また、肝臓の病理を見てみますと、このような方々の半分以上が肝硬変ではなく、脂肪肝程度の所見
しかありません。そのような方々が急死するということで、法医の世界でも謎になっていました。
乳幼児突然死症候群というものがありますが、これは東京都内で昨年のデータを見ますと年間６件ぐ
らいです。赤ちゃんが急に亡くなると乳幼児突然死症候群という病名があるのですけれども、大酒家の
方が亡くなってもアルコール性肝障害という病理診断名しかなかったので、大酒家の急死のリスクにつ
いて警鐘を鳴らすためふさわしい病名を付けるべきだということで、大酒家突然死症候群という病名を
名付けました。
大酒家突然死症候群と考えられる例は、およそ年間 300 例です。東京都内 23 区だけでも、そのぐら
いの数があります。全国に直しますと、この 15 倍ぐらいになりますから、全国 4,500 人ぐらいの方が
毎年亡くなられていることになります。
神戸の震災もそうでしたけれども、孤独死という

大酒家突然死症候群の病態仮説
ethanol

のがマスコミでたびたび報道されました。あの中に
は、仮設住宅などで大酒家の中年男性が急死される
事例、つまり大酒家突然死症候群の事例が多く含ま

↓Krebs’ cycle

acetaldehyde

↑NADH/NAD

↓gluconeogenesis

acetate

mitochondrial injury

↓glycogen store

れているのではないかと考えられます。

starvation ,
vomiting

↑beta-hydroxybutyrate

これが肝臓の肉眼写真で、脂肪肝です。このよう
な臓器所見が監察医の解剖では非常に多く見られる

hypoglycemia

metabolic acidosis

↑lactate

extracellular, intravascular
volume depletion

shock

わけです。

Sudden Alcoholic Death Syndrome

大酒家突然死症候群の中心的な病態（スライド３）
としましては、少し専門的な用語になりますけれど

↑fatty acid

ちなみに乳幼児突然
死症候群（SIDS）は平
成26年都内で6件
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も、ケトアシドーシスです。左にアルコールがあり、
右に飢餓と嘔吐があります。つまり、お酒飲みが酒

東京都監察医務院における飲酒関連死の現状

を飲みながらご飯を食べない、あるいは吐きながら
酒を飲むという状況になりますと、最終的にケトア
シドーシスを中心とした病態が出現して急死すると
いうメカニズムが最近では考えられています。
《飲酒関連急死の実態》
この表は１年分のアルコール関連死の調査結果
（スライド４）のまとめです。多量飲酒者の死、あ
るいは急死直前に多量飲酒をした方を飲酒関連死と

Ⅰアル
コール
依存症

Ⅱアルコー Ⅲ大量
ル性肝障害 飲酒歴
+大量飲酒 のみ

ⅣDM, ALD
+有害な使
用

Ⅴ解剖でア
ルコール関
連疾患

Ⅵ飲酒
後の急
死

主に精神
科での治
療歴

内科での治
療歴

内科での治
療歴+以前よ
り酒量減少

主に浮浪生
活者で病歴
等不詳

大量飲酒
歴なし

治療歴な
し

病死

１０１

１２１

１２３

７８

１１１

２６

５６０

事故死

５２

１５

３４

１９

２５

１６７

３１２

（自殺）

（２３）

（５）

（１３）

（１２）

（５）

（５８）

不詳

４

１

８

１

０

３

１７

合計

１５７

１３７

１６５

９８

１３６

１９６

８８９

杠岳文ら：アルコール研究と薬物依存1993; 28: 95-119

して１年分をまとめたものですけれども、全体で
900 例ほどいらっしゃいます。
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その中には、まったく多量飲酒歴のない 200 名、それからアルコール依存症の治療歴のある方 150 名
というのがあります。これを眺めてみますと、ざっくり全体の半数程度は、アルコール依存症の手前の
段階で亡くなっていると考えられます。
アルコール健康障害の最たる飲酒関連死（スライド５）は、さまざまな社会階層で、アルコール使用
障害のさまざまな段階で見られます。半数程度はアルコール依存症の前の段階で亡くなっていると考え
られます。
また、35 ～ 54 歳の中年男性急死者では、その
31％が飲酒関連死でした。飲酒関連死で亡くなられ
た方の平均年齢は、男性ですとだいたい 52 歳、女
性ですと少し若くて 48 歳ぐらいです。非常に若い
年代で亡くなられています。中年層の急死に飲酒が
大きく影響していることが窺われます。
この 35 ～ 54 歳の中年男性の急死者の 31％が飲
酒関連死というのは、数年前に科学誌『ランセット』

東京都監察医務院での経験

アルコール健康障害の最たる飲酒関連
死は、様々な社会階層でアルコール使用
障害の様々な段階にみられる。半数程度
はアルコール依存症の前の段階で亡く
なっていると考えられる。
急死者全体の12%が飲酒関連死であり、
45～49歳男性の35％をピークに、35歳か
ら54歳の中年男性急死者の31％が飲酒
関連死であった。（この数字は、Petersson
Bらの一般住民46‐48歳男性を対象とした
大規模前向き研究研究での平均3年後の
飲酒関連死の割合30.7%と一致）

に出ていたスウェーデンのマルメ市での疫学調査結
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果とほぼ同じ数値でありました。

このマルメ市の研究結果を見ますと、46 ～ 48 歳男性を３年間追跡したところ、平均３年後の飲酒関
連死の割合が 30.7％ということで、まさに 31％がわれわれの横断面での研究結果で、マルメ市の前向
き研究でも同じ数値が出てきたということで、これは確かな数値だろうと確信したわけです。
《アルコールにまつわる重要な数字》
「何パーセント」とか細かい数字をいうのは、年をとると面倒くさくなりまして、大まかに多い、少ない、
一緒というのが分かりやすいので、３分の１、２分の１、３分の２というキーワードで、私が最近見ま
した文献の中から、このような数値がどのようなところに出てくるのかを見てみました。
３分の１（スライド６）の最初は、先ほどご紹介をしました、マルメ市の報告です。それからスライ
ドの真ん中当たりには、問題飲酒者がかかりつけに
より、問題飲酒があると正しく同定される割合も３
分の１ということで出ています。
また、
（スライド７）私が先ほど述べましたように、
中年男性急死者のうち、飲酒関連死が３分の１ぐら
いを占めるということであります。他の項目は、皆
さん時間があるときにご参考にしていただければと

アルコール健康障害にまつわる数字
１/３
 一般住民46‐48歳男性の死（平均3年の追跡期間）の
うち飲酒に関連した死の割合（Petersson B, et al.: Lancet, 1982)
 家庭内暴力のなかで飲酒が関与する割合（Coulton S, et al.:
Alcohol Alcohol, 2012）

 問題飲酒者がかかりつけ医によって問題飲酒がある
と正しく同定される割合（Berner MM, et al.: Alcohol Alcohol, 2007)）
 危険な飲酒者、現在アルコール使用障害（AUD）の患
者が過去１年間にプライマリケアを受診している割合
(Mulia N, et al.: Alcohol Clin Exp Res, 2011）

思います。

 女性受刑者のなかでアルコール乱用の生涯有病率

次に、２分の１というところで見ますと（スライ
ド８）
、私が先にお話ししましたのは、飲酒関連急
死のうちアルコール依存症患者が占める割合が２分

（Jordan BK, et al.: Arch Gen Psychiatry, 1996）
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の１ということでしたけれども、他には、すべてのアルコール関連被害のうち、アルコール使用障害患
者によりもたらされる割合も２分の１です。いろいろな健康被害を含めアルコール関連被害の半分は、
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アルコール使用障害、すなわちアルコール依存症、
あるいは有害な使用者以外の方に起きているので
す。半分は比較的軽症な人に害があり、重たい人に
も半分ですが、それは母数が大きく違うからだと思
います。いずれにせよ、危険な飲酒者、あるいはそ
れの手前の段階の人にもアルコール関連被害の半分
は起きているということです。
最後に、３分の２というのは（スライド９）、私

アルコール健康障害にまつわる数字
１/３
 米国人（19歳～28歳）で過去1か月に大量飲酒した者
の割合（Department of Health and Human Services, 1993）
 英国人男性で危険な飲酒者あるいは有害な飲酒者
の割合（Office for National Statistics, 2006）
 アルコール依存症治療後短期の断酒の割合、同じく
明らかな改善の割合（Emrick CD: Q J Stud Alcohol, 1974）
 中年（４５～４９歳）男性急死者のうち飲酒関連急死
者の割合

はブリーフインターベンションのところでよく使い
ます。

スライド 7

ブリーフインターベンションにより、飲酒の行動
変容に至るクライアントの割合が、日本でやってい
ますとだいたい３分の２になります。
それから、ブリーフインターベンションによる、
対象者全体の平均の飲酒量低減の割合です。だいた
い平均すると３合が２合に減り、３分の２の量に減
ります。

アルコール健康障害にまつわる数字
１/２
 全てのアルコール関連被害のうちアルコール使用障
害患者によってもたらされる割合（Rehm J, et al.: Addiction, 2010）
 米国の外傷患者のうち酩酊している者の割合（Dunn CW, et
al.： J Trauma, 1997）

 米国自動車死亡事故のうち飲酒関連の割合（Department of
Transportation, 1993）

そして最後は、ブリーフインターベンションで飲
酒日記の有効性を高く評価したクライアントの割合

 肝硬変、非虚血性心筋症、膵炎、食道癌、咽頭癌、口
腔内癌のうち飲酒に起因するものの割合（NIAAA, 2000）
 飲酒関連急死のうちアルコール依存症患者が占める
割合

です。ブリーフインターベンションでは、セルフモ
ニタリングといいまして、飲酒日記が非常に有効で

スライド 8

あることが知られていますけれども、その効果を実
感した人が、だいたい３分の２いるということで、
飲酒日記を書かせるというのは、非常に重要なこと
になってきます。
こういったところが３分の１、２分の１、３分の
２とアルコール関連の疫学研究などの文献に出てく
るもので、私が講演などで使っている数値になりま
す。
《アルコール依存症の成り立ち》
（スライド 10）

アルコール健康障害にまつわる数字
２/３
 英国の囚人で問題飲酒のある者の割合（Coulton S, et al.:
Alcohol Alcohol, 2012）

 ブリーフ・インターベンションによって飲酒の行動変容
に至るクライエントの割合
 ブリーフ・インターベンションによる対象者全体での平
均の飲酒量低減割合
 ブリーフ・インターベンションで飲酒日記の有効性を
高く評価したクライエントの割合

これはアルコール依存症の成り立ちを、中年男性
をモデルに１枚の図にしたものです。20 代で習慣
飲酒になり、30 歳代で多量飲酒が見られ、40 歳代

スライド 9

になりますと連続飲酒が見られます。
この中で家庭内の問題、仕事上の問題が出てきましたり、あるいは健康問題が出てきたり、時には離
脱症状といいまして、手が震えたり、痙攣が起きたり、幻覚が出たりし、この中の幾つかの症状が出た
ときに入院に至ります。
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私が久里浜医療センターに勤めました当時、すで
に入院時の平均年齢は 45 歳を超えていました。お

アルコール依存症の成り立ち

回復
断酒

家庭不和
事故、怠業

入院
45

再飲酒

歳

死

手指振戦
けいれん発作
譫妄（幻覚）

離脱症状

肝障害
脳血管障害
糖尿病

臓器障害

歳代

ブラックアウト

＝ loss of control
（
抑制欠如）

歳代

40

アルコール関連問題

連続飲酒

身体依存の形成

大量飲酒

生活環境

在もありますけれども、定年退職後に依存症になる
高齢者が大きく増え、入院時の平均年齢が大きく上

30

20

ストレス
（対人関係、不眠、
身体的苦痛など）

55 歳を超えています。中年男性の群はそのまま現

アルコール依存症になってからの経過

こだわり型の性格

は、アルコールの患者さんの入院時の平均年齢は

胃切除

私が現在勤めています肥前精神医療センターで

習慣飲酒（晩酌） 歳代

あったと思います。

酒に強い体質

そらく昭和 60 年代にはその年齢 45 歳という時が

（51歳）

アルコール依存症になるまで

がってきているように思います。
病院を退院後再飲酒しますとまた連続飲酒にいつ

スライド 10

しか戻り、入退院を繰り返していると最後には亡く

なります。死亡時の平均年齢は、いろいろなアルコール依存症の退院後転帰調査を見ても、51 歳とい
うことでほぼ一致しています。もちろん断酒をすれば回復されます。
現在もこの中年男性の治療経過は相変わらずではないかと思います。いまだに退院後長期に断酒でき
る方は概ね２割と少しという少なさです。
ここからが基本法についてのお話なのですが、これまでの話も頭に入れながらお聞きいただければと
思います。
《DALY: タバコとアルコールの健康被害》
（スライド 11）
これは DALY というものです。先ほど、たばこ
の話もしていただきましたけれども、たばことアル

基本法制定までの歩み

コールの健康被害の比較をしてみたいと思います。

タバコとアルコールの健康被害の比較

2002 年の WHO の報告では、たばこは全死亡の
8.8％の原因です。一方、アルコールは全死亡の 3.2％
の原因ということで、死亡の原因としては 2.5 分の
１程度と少ないですね。
ところが DALY という指標、これは正式には障

2002年のWHOの報告では、
タバコは・・・
全死亡の8.8％、全喪失健康年数（disability-adjusted life
year)の4.1%の原因である。
アルコールは・・・
全死亡の3.2％、全喪失健康年数の4.0％の原因である。
disability-adjusted life year (DALY)は、障害調整生存年数
などと訳されている。
DALY= YLL (years of life lost due to premature
death) + YLD (years of lost due to disability )

害調整生存年数と訳すのですけれども、失われた健
康年数という意味を持っています。ここでは全喪失
健康年数という言葉で表しました。

スライド 11

例えば私が、先ほどのアルコール依存症の患者さんのように 50 歳で亡くなったとしますと、私が失っ
た健康年数は 30 年です。平均寿命から 30 年早く亡くなっていますので、約 30 年となります。
そのように早く亡くなった方の年数を全て足し合わせて、その疾患が失われた健康年数の何％を占め
るかということで、DALY というものを計算します。簡単に説明すると、そのような計算の仕方で求
めます。
そうしますと、たばこの場合ですと DALY は 4.1％で、アルコールは 2004 年になりますが 4.6％で、
たばこよりもアルコールの方が最近は大きくなっています。
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これはなぜかと言いますと、たばこは１人当たり失われる健康年数がほぼ 10 年です。コマーシャル
でも、平均寿命が 10 年短くなりますというようなことを言っています。
一方、アルコールの場合は、先ほどのように死亡時の平均年齢がおよそ 50 歳になりますので一人当
たり 30 年ですね。死亡の原因としては 2.5 分の１でしたけれども、１人当たりの喪失年数が３倍にな
ることで、健康被害の指標 DALY で評価しますと、タバコとアルコールが逆転してしまうのです。
これは WHO が発表した 2004 年の DALY 一覧で
す。１番が低体重です。赤ちゃんが数多く亡くなり
ます。２番が HIV で、比較的若い方の健康被害で
数も多いです。３番が飲酒で、６番目にたばことい
う順番です。
この数値は、その後に WHO が発表した「アルコー
ルの有害な使用を低減するための世界戦略」にも影
響を与えたと聞いております。（スライド 12）
先ほどのご報告で、この内容については詳しくご

基本法制定までの歩み
アルコールの有害な使用を低減するための世界戦略
（WHO, 2010年5月決議）
多量飲酒が健康被害をもたらしている上に、飲酒運転、暴力、
自殺などが引き起こされており、個人だけでなくその家族や社
会全体にも深刻な影響をもたらしている。
このための具体的な対策として、未成年者に訴えかけるよう
な広告を規制すること、安売りや飲み放題の禁止や制限、ア
ルコールの価格を引き上げることなどを検討すべき。
指針案には法的拘束力はなく、具体的対策は実情に合わせて各国に委ねられているが、
その進展については定期報告が義務付けられている。
たばこ規制枠組み条約、2003年5月WHO総会で採択。

説明がありましたので、ここでは省略します。
スライド 12

この WHO の世界戦略の発表は、日本の基本法制
定への大きな原動力となったと思います。
《アルコール使用障害スペクトラムからみた対策の課題》（スライド 13）
この図はアルコール使用障害スペクトラム、ある
いはドリンカーズピラミッドと呼ばれるものです。

酒量
多量

日本らしく言い表しますと、「呑兵衛の搭」と言っ

109万人

てよいのかもしれません。

アルコール関連問題
重大
アルコール
依存症
アルコール乱用

図の上にいけばいくほど酒の量が多くなります。

有害な使用

1,039万人

また、アルコールにまつわる健康問題、家庭の問題、

危険の少ない飲酒

ルコール依存症です。その手前にアルコール乱用、
最近は WHO も乱用とか問題飲酒という用語はあま
り使わないで、有害な使用、危険な使用という用語

危険な使用

危険な使用

仕事上の問題も重大になります。頂点にあるのがア
問題飲酒、危険な使用というのがありますけれども、

問題飲酒

非飲酒・断酒
ゼロ

アルコール使用障害スペクトラム

なし

Saitz, 2005
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を推奨しています。
いずれにしても、一番上にあるのが依存症で、日本での推計値が 109 万人です。危険な使用より上の
方が 1,039 万人と、2013 年に久里浜の樋口先生らが全国調査をおこなわれて報告をされています。
日本の場合、アルコール問題対策で課題が大きく２つあるとされています。１つは、この 109 万人の
うち、依存症として専門治療機関で治療を受けている方が４万人しかいません。105 万人はどこにいる
のかというと、およそ 80％以上は、過去１年間に医療機関を受診していると答えています。
ということは、専門医療機関を受診しているのは非常に少ないわけですから、一般の医療機関を受診
しています。例えば高血圧や肝障害、糖尿病などの、いわゆる生活習慣病で一般の医療機関を受診して
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いる方が圧倒的に多いのです。中には、酔ってけがをして救急部などを受診している方も含まれるでしょ
う。
こうした状況で、依存症患者のうち、精神科で専門治療を受けている方がごく一部に過ぎないという
のが、一つの問題です。
もう一つの問題は、アルコールの危険な使用をしている方が 1,039 万人いますけれども、わが国では
軽症の依存症から危険な使用までに対する２次予防というのは、対策がなかったと言ってよいのかもし
れません。
もちろん、啓発はおこなわれてきましたけれども、さらに問題の少ない下の方にターゲットを絞って
いますし、飲酒関連の健康被害や関連問題が出はじめてから依存症が非常に重篤になるまで、その間の
対策が殆んど取られてこなかったというのが現状です。
ですから、依存症の中でも依存症の重篤な方しか治療の対象になっていないのが一つ目で、依存症の
手前の様々な段階の方々に対する早期介入（二次予防）が行われてこなかったのが二つ目の問題と考え
られます。
《飲酒運転事故とその対策》
（スライド 14）
WHO の世界戦略発表の時期に重なって起きたの
が、飲酒運転事故です。2006 年８月、福岡市役所

基本法制定までの歩み

の職員が海の中道大橋で飲酒運転をし、追突し、幼

飲酒運転対策の機運

い子どもさん３人の尊い命が失われるという悲しい
事故が起こりました。
その翌年にも、実は福岡市の市職員２人が飲酒運
転で捕まるということが起きまして、私がこの対策
の評価委員として加わることになりました。

2006年8月福岡市役所職員が起こした「海の中道大橋飲
酒運転死亡事故」
⇒福岡市役所では翌年にも飲酒運転が続発、対策強化
のため演者らは、予防的介入策として「HAPPYプログラム
福岡市方式」を実施。
2007年7月には大分県が「飲酒運転根絶に関する」条例
他に、福岡県、三重県、沖縄県、山形県、宮城県が続く。

飲酒運転の対策として当時ありましたのは、厳罰
化だけでした。飲酒運転したら職員をくびにすると
いうことは対策としてあったのですが、それ以外に

スライド 14

予防的介入というのは、何も策がありませんでした。これは福岡市に限ってのことではなく、日本全国
見てもどこにもなかったのです。
福岡市役所だけ取り締まりを厳しくすれば、厳しくした市役所から問題を起こしそうな人は、だんだ
ん逃げていくことになります。排除はできますけれども、おそらくまた違うところで、福岡市内のほか
の事業所で同じ事故を起こす可能性は消えていません。
こうしたことから、問題のある人、リスクの高い人に予防的介入というのはやはり必要ではないかと
いうことで、飲酒運転対策のモデルを新たにつくろうと呼びかけまして、「HAPPY プログラム福岡市
方式」というのを新たに作って、予防的介入を始めました。このプログラムは現在も引き続き福岡市の
市役所職員に対しておこなわれています。
その後、飲酒運転につきましては福岡県だけではなくて大分県、宮城県、沖縄県、山形県、宮崎県が
各地で条例をつくるということにつながっていきました。
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《基本法制定までの歩み》
これが最終的には基本法制定という動きにつなが
ります（スライド 15）。すべては猪野亜朗先生の呼
びかけから始まりました。猪野先生は、自殺対策基
本法に習って、アルコール関連問題対策基本法をつ
くろうと学会、あるいは ASK、全断連に呼びかけ
ました。
学会もこれに応じ、アルコール関連問題学会とか
アルコール薬物医学会、それからアルコール精神医

基本法制定までの歩み
日本アルコール関連問題学会雑誌第15巻特集号より
すべては、猪野亜朗先生（三重県）の呼びかけから始まった。
2010年春頃
「飲酒運転対策の機運と世界戦略発表の機を逃してはアル
コール問題対策は進まない。自殺対策基本法（2006年10月施
行）に倣って「アルコール関連問題対策基本法」を作ろうと学
会、ASK、全断連等に呼びかけ。
2010年7月、日本アルコール関連問題学会（神戸大会）が最
初に基本法推進（アルコール白書作成、基本法構想委員会設
立）を理事会で決議。
2010年8月、全断連の働きかけでアルコール問題議員連盟が
活動開始。
2010年9月、日本アルコール問題連絡協議会（加盟9団体）が
基本法制定への取り組みを決議。
2010年10月、日本アルコール・薬物医学会と日本アルコール
精神医学会が推進決議。

学会が推進決議をしました。全断連の働きで、アル

スライド 15

コール問題議員連盟も活動を再開しています。
この運動が始まって間もなく、2011 年３月に東
日本大震災が起きました（スライド 16）。ここでいっ
たん活動が停滞する時期がありましたが、2011 年
12 月に議員連盟総会で基本法制定推進決議がおこ
なわれ、アル法ネットの設立委員会が発足しました。
震災から１年たたない間に、基本法に向けた動きが
再開されました。
基本法制定を願う集い in 名古屋がおこなわれ、
各県議会で基本法制定を求める意見書が相次いで決

基本法制定までの歩み
2011年1月、3学会で「簡易版アルコール白書」発行
2011年3月11日、東日本大震災
2011年3月14日、京都で3学会合同構想委員会発足
2011年7月、日本アルコール関連問題学会佐賀大会
2011年12月、議員連盟総会で基本法制定推進決議
2012年1月、「アルコール関連問題基本法推進ネット（アル法
ネット）」設立委員会発足
2012年3月、議員連盟総会でアル法ネット設立委員会が基本
法の必要性と構想を説明。
2013年5月、草案を議連が承認。「基本法制定を願う集いin 名
古屋」
2013年6月、広島県議会が国に「基本法制定を認める意見
書」を決議。続いて、島根、鳥取、山口、愛媛、大分、奈良、和
歌山、愛知、北海道、名古屋市、三重などが国への意見書を
決議。

議されています。
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最終的には（スライド 17）2013 年 12 月７日に参
議院本会議で可決され、その後も集いは岡山、大分、
東京などの各地でおこなわれてきています。
これが基本法制定までの歩みで、基本法ができて
関係者会議がつくられました。関係者会議の中で基
本計画が策定されることになります。
基本法の第１章総則（スライド 18）には、不適
切な飲酒、アルコール健康障害ということの定義が
書いてあります。
これは ASK 代表の今成知美様からお借りしたス

基本法制定までの歩み
2013年9月、大阪での「基本法制定を願う集いin大阪」
2013年10月、当初内閣府所管、3年後に厚労省移管で調整、
各党の承認手続きへ
2013年11月、全党合意を確認。衆議院内閣委員会、本会議で
全会一致で可決。
2013年12月7日0時25分、（特定秘密保護法案採決で荒れる
国会の中で）参議院本会議で全会一致で可決。
2013年12月8日、「基本法制定を祝う集いin 岡山」
2014年2月、「基本法推進の集いin大分」
2014年5月、「基本法推進の集いin東京」
2014年6月1日、「アルコール健康障害対策基本法」施行。内
閣府に「アルコール健康障害対策推進室」発足
2014年10月、「基本法推進の集いin青森」
2015年2月、「基本法推進の集いin奈良」、「基本法推進の集
いin札幌」

ライドなのですが、非常に分かりやすく描いてある
ので使わせていただきました。アルコール健康障害

スライド 17

とは、不適切な飲酒の影響による心身の健康障害です。一方、不適切な飲酒とは、アルコール依存症、
その他の多量の飲酒者、未成年者の飲酒、妊婦の飲酒ということになります。アルコール健康障害の問
題は、本人の健康の問題だけではなくて、家族に及ぼす影響もあります。そして先ほどから話題に上っ
ています飲酒運転の問題や自殺などの社会的な問題とも関わります。
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そういった本人の健康問題だけでなく、幅広く周
囲への影響があるということも頭において対策をと
る必要があります。

アルコール健康障害対策基本法
 第一章 総則

《関係者会議での様々な立場からの報告》
これは関係者会議の委員名で、総勢 17 名になり
ます。さまざまな領域の方から、関係者会議が構成
されています。
基本計画の中身ですけれども、基本計画は先ほど
もありました、10 の基本的施策を中心に、それぞ
れの領域でまとめられていきました。社会復帰の支
援、民間団体の活動支援、相談支援が、だいたい３

（目的）
第一条 この法律は、酒類が国民の生活に豊かさと潤いを与えるものであ
るとともに、酒類に関する伝統と文化が国民の生活に深く浸透している一
方で、不適切な飲酒はアルコール健康障害の原因となり、アルコール健康
障害は、本人の健康の問題であるのみならず、その家族への深刻な影響
や重大な社会問題を生じさせる危険性が高いことに鑑み、アルコール健康
障害対策に関し、基本理念を定め、○○○ もって国民の健康を保護する
とともに、安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的と
する。
（定義）
第二条 この法律において「アルコール健康障害」とは、アルコール依存症
その他の多量の飲酒、未成年者の飲酒、妊婦の飲酒等の不適切な飲酒
の影響による心身の健康障害をいう。

スライド 18

次予防に当たります。
それから、健康診断、保健指導、医療の充実が２次予防、進行予防です。
それから、飲酒運転等をしたものに対する指導、不適切な飲酒の誘因防止、教育の振興が予防啓発（１
次予防）ということで、１次、２次、３次予防という段階で、大きく８つの領域が基本にまとめられま
して、それぞれに調査研究、あるいは人材確保の計画が含まれていきます。
日本は、アルコールに関する研究は、研究費が少ないこともあり、こういう対策を作るときに問題に
なりますのが、わが国のエビデンスの少なさです。
これからまず対策をとる時に、日本独自のエビデンスが非常に重要になってくるということが、繰り
返し関係者会議の中でも述べられました。
関係者会議は、2014 年 10 月に始まりまして、１年半、すなわち 2016 年２月まで、親会議は 12 回お
こなわれました。それと並行して、ワーキンググループが３つできまして、３つのワーキンググループ
がそれぞれ４回の会議を持ちました。合計 24 回の会議でまとめられたものです。
私はこの健診・医療というところに携わりましたので、この中身を少し詳しくご紹介したいと思いま
す。
健診・医療のワーキンググループで委員、あるいは参考人の方においでいただき、ヒアリングをおこ
ないました。そこで出てきた具体的なご意見で、ま
ずは関係者会議会長の久里浜医療センター樋口先生

樋口先生（NHO久里浜医療センター）

がプレゼンをされました（スライド 19）。

 109万人のアルコール依存症患者のうちアルコール依存症

先ほど申しましたように 109 万人のアルコール依
存症患者のうち、治療を受けているものは 4.3 万人

の診断で治療を受けている者は4.3万人
 依存問題の大きさに比べ、従事する医師数は少ない
 依存を専攻しない精神科医は、依存の診療を嫌う傾向

に過ぎず、ごく一部しか専門治療を受けていませ

 依存を専攻している精神科医師は出世できない？

ん。あとは一般医療で体の治療を受けているだけに

 医学部精神医学教授で依存を専攻しているのは1名のみ

なってしまうということです。疾患の原因であるア
ルコール問題の治療につながっていないという問題
です。
それから、アルコール医療に従事する医者が少な
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 米国NIAAAの予算額556.6億円/年に比べ、日本のアルコー
ル関連予算額はおそらく1億円未満
 このような背景から、依存に興味をもつ医師は育たない

スライド 19
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いのです。アルコールだけではなくて、薬物もそうなのですけれども、依存症を専門にする医師が少な
いということです。
依存症を専攻しない精神科医は、依存の診療を嫌う傾向があり、あまり診たがらないのです。これは、
なぜかはよく分かりません。これは人のせいにだけはできないと思います。私たち自身の責任も当然あ
ります、やはり魅力を伝えるところでどこか欠けているのかもしれません。医療に夢や希望がなく見え
てしまうところがあるのかもしれません。
それから依存を専攻している精神科医師は出世できないとの発言もありました。これはどうか分かり
ませんけれども、能力の問題もあるのかもしれません。人のせいばかりにしてはいけません。実際に精
神科の教授で依存を専攻しているのは１名で、これは国際的に見ますと非常に恥ずかしい状況ではない
かと思います。
それから研究費です。NIAAA の予算額 550 億に比べますと、日本のアルコールの予算額はおおよそ
１億で、500 分の１以下です。この少なさも、研究するフィールドの資金がないわけですから、そうす
ると依存症の研究者が教授になりにくいということに繋がります。こうした関連もあるのではないかと
思います。
ですから、大学の中で依存症を診るような体制にするには、まず研究費を付けて、その中でスタッフ
がアルコールの研究をし、臨床の指導をし、また大学で教育を受けた医者が各地の病院で診療するとい
う体制に変わりませんと、大学でまったく依存症を扱わないで、出張先だけで依存症を診るというのは、
人材の育成の面で考えてもなかなか現実的に難しいところもあるように思います。
それから（スライド 20）
、柴山先生は、市立四日
市病院救命救急センターで、救命救急の最前線で診
療をされている方です。大変なご苦労話をされまし
た。
救急の現場には、酔っぱらって大声を出して暴言
を吐いたり、脅迫をしたりするような患者さんがた
びたび訪れるのです。非常にスタッフは恐怖感を感
じます。怖い中で診療をし、一人の患者さんが大声
を出したりしますと、周りの多くの患者さんにも影
響を与えます。ほかの診療も滞ってしまうような、
あるいは危険なことが起きている現状をお話しされ

柴山先生（市立四日市病院救命救急センター）
 救急医療現場において、酩酊患者への対応は恐怖を伴い
多大な労力が費やされている。
⇒アルコール依存症（酩酊）患者の保護、専門医療機関、地
域、職域につなぐ連携調整機関が必要。
西浦先生（東京ガス株式会社）
 産業医の選任義務のある事業所は全体の2.8％
 職場でのアルコール問題対策の基本姿勢
⇒業務に影響しない健康管理は個人の裁量の範囲、会社に
は働きに来ていて、減酒に来ているのではない
⇒現時点で職場でできることは一次予防。
さらに職場での対策を推進するには、多量飲酒と怠勤問題、
教務上の安全との関連を裏付けるエビデンスが必要。

スライド 20

ました。
また、この中で柴山先生が要望としてお話しされたのは、酩酊したアルコール依存症患者さんの保護
の問題です。中には、アルコール依存症と思われる繰り返し酩酊してくる患者さんもいます。そういう
患者さんができるだけ専門医療機関での治療につながる、窓口の連携調整機関が必要ではないかという
お話をされました。
私も日ごろから、酩酊保護は非常に重要な問題だと思っています。昔、私が監察医の時代に東京のト
ラ箱を視察に行ったことがありました。当時精神科病院の保護室に近い形で「トラ箱」がありました。今、
東京都内には「トラ箱」は無くなったと聞いています。
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当時、日本堤の酩酊保護所の方がおっしゃっていたのは、「ここには医療がないから非常に不安です。
中には、吐物誤嚥などで急死をするケースがあります。血圧も測れませんから」ということでした。
実は、私自身の経験でも依存症の方が拘置所などで急死するケースが最近までに数例ありまして、警
察が責任を問われたり、国が賠償責任を負ったりするケースが出てきています。こうした背景もあって、
アルコール問題のある方をやすやすと警察が受け入れられない、保護できないこともあると思います。
こうした状況で、警察の酩酊者保護と医療との連携は非常に重要ではないかと思っています。私は警
察が救急病院の敷地に隣接して「トラ箱」をつくると、連携がうまくいくのではないかと、そのような
モデルをどこかにできないかと、いくつかの地域で提案をしています。
次に職域からのご報告で、東京ガスの産業医の西浦先生です。東京ガスのような大きな会社には産業
医がいますが、実は産業医の専任義務のある 50 人以上の事業者は全体の 2.8％で、産業医があるという
前提で話をすると、本当にごく一部の事業所しか対象にならず、小さな職場での対応はまた別個に考え
なければならないということを話されておりました。
職場でのアルコール問題対策の基本姿勢は、基本的に健康管理は個人の裁量の範囲ということです。
会社には働きに来ていて、節酒に来ているのではありません。基本的に会社にできることは啓発、すな
わち１次予防とのことでした。２次予防につきましては、希望者が対象になるという話でした。
職場でのアルコール対策はこれから非常に重要な課題だと思うのですけれども、職場で２次予防を推
進するためには、多量飲酒と勤怠、あるいは多量飲酒と業務上の安全との関係を裏付けるようなエビデ
ンスが調査研究の中で明らかにならないといけません。そうなりましたら、職員の健康と事故を防ぐと
いう意味から、２次予防が少しずつ進むのではないかと期待します。
日本にはこのようなエビデンスもありませんし、基本的には、飲酒については個人の裁量の範囲内で
あるということで、２次予防の対策が打ち難い状況にあるように思います。
琉球病院の福田先生は地域での活動を報告されました（スライド 21）。沖縄県は飲酒運転事故が非常
に多いということと同時に、日本で一番長寿の県
だったのですけれども、長寿が転落し、
「330 ショッ
ク」と言われています。

福田先生（NHO琉球病院）
 沖縄県は長寿転落３３０ショックと運転免許保有者10万人
あたりの飲酒運転事故件数全国NO1から、行政機関がア

沖縄県は、行政機関が非常にアルコール問題対策
に意欲的で、協力が得やすい地域とのことでした。
そこで琉球病院を中心として地域に出ていき、住民
健診で AUDIT を行ったり、標準的な質問票の中で
ある程度スクリーニングをした後で AUDIT を行う
ような工夫をされています。積極的に地域での２次
予防に取り組んでいらっしゃいます。
ただ、現場からの意見としては、まだ関与できる

ルコール問題対策に意欲的
 今帰仁村では特定検診時に自記式AUDITを追加調査
 那覇市では標準的な質問票で、毎日2合以上飲酒または毎
日1合以上かつγ‐５１以上の者を抽出

【課題】
⇒減酒指導を行うマンパワー不足。メタボ以外の多量飲酒者
にアプローチできない。健康教室（減酒支援）参加者が少ない。

スライド 21

マンパワーが不足しているということです。それから、２次予防への参加者が少ないのです。多量飲酒
者に節酒をしようと呼びかけましても、乗ってくる人がまだ少ないということです。対象者のまだ一部
しか、節酒教室、減酒支援の教室には参加してきていないということを話されました。
このことは、２次予防をやるには、先に啓発をしっかりとやらないと、２次予防だけではまだ上滑り
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するという現状を示しているのではないかと思います。
このような様々な立場、一般医療、救急医療、専門医療、地域で活躍をされている先生方、行政の方
からいろいろとご意見を伺いまして、ワーキンググループで整理表をつくりました。
《基本計画策定の前段階：整理票》
これは今の基本計画の基にあるものですので、一度、この整理表の「求められる施策」をご覧いただ
ければと思います。
ここに出てきています、
「求められている施策」といいますのは、関係者会議で出た意見をまとめ、
さらに座長、委員、関係省庁の合意を得たものです。
この整理表が次の段階で基本計画にさらに集約されることになります。ですから、基本計画を見ると
きに、この整理票が裏側にあるということを頭にいれて読んでいただくとよろしいかと思います。
いろいろな意見が出た中で、私自身が希望しますのは、ワーキンググループ内でアルコール飲料にド
リンク数表記を付けると、保健指導に活用することが可能となるという意見が出されたことが付記され
ています。
（スライド 22）
これはぜひ、可能であればアルコール飲料にドリ

３ 健康診断及び保健指導

ンク数、あるいは単位数を表記していただくと、ア
ルコールによる健康障害を予防する意味でも非常に
有効ではないかと思います。

（１）地域における保健指導での減酒支援の普及

項目

市町村にお
ける健康診
断及び保健
指導

求められる施策等
＜調査＞
◆保健指導がどの程度行われているのか、どのような方法で対応で
きるか、介入ツールの開発も含めた調査研究を推進する。
＜普及啓発＞
◆減酒支援の希望者を増やすように健康教育で健康志向を高める
啓発を行う(健康日本２１とも絡めて）。
*WG内でアルコール飲料に「ドリンク数表記」をつけると保健指導に
活用することが可能となるとの意見がだされた。

今、ダイエットではいろいろな食品にカロリー数
が書かれていますので、そのような感覚で、何ドリ

（２）地域におけるSBIRTの推進

ンク、あるいは何単位ということをラベルの上に書

市町村にお
ける二次予
防の推進

くようにしていただくと、飲み過ぎを防ぐのではな

＜人材育成＞
◆SBIRTおよびアルコール依存症に関する研修等による人材育成を
行う。
◆早期発見、早期介入を推進する取り組みとともに二次予防地域モ
デル創設に向けた取り組みを行う。

いかと思います。
まず、自分がどれぐらい飲んでいるのか、何ドリ

スライド 22

ンク、何単位を今日、口にしたのかが分かるようになることは、節酒指導をするときに非常に有効だと
いうことを私たちも実感しています。
ドリンク数の計算をできるようにして飲み過ぎたことが分かりますと、多量飲酒が続かなくなります。
今までは計算しない時は一杯飲んだと思っていた方が、数値で６ドリンク、７ドリンクと具体的に分か
るようになりますと、翌日に控えて飲むようになります。
最初に出てくる効果は、多量飲酒日が連続しなくなります。飲み過ぎた次の日は飲酒する量が少なく
なるということで、飲酒の行動変容のいろいろな評価軸がありますけれども、一番早く変化が起きます
のは、多量飲酒日の減少だと考えられます。
ですから、多量飲酒日が半分に減少するということは、先ほどのように酔って事故を起こす、転ぶ、
あるいは急性中毒になるリスクが半分になるということだと考えます。
引き続いてこうした変化が起こりますので、このアルコール飲料へのドリンク数の表記は、非常に期
待が持たれるところです。
細かいところは省略しますが、後でこの表をもう一度、ご覧いただければと思います。
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《推進基本計画》
この整理表をさらに集約した形で基本計画がまと
められました。これは私が座長を担当した健診、保
健指導の領域です（スライド 23）。この中では先ほ
どのブリーフインターベンションが非常に重要に
なってくると思います。
ブリーフインターベンションは、危険な飲酒や有
害な飲酒に対して有効性が国際的に示されている介
入手法ですが、国内における知見の蓄積は不十分と

３．健康診断及び保健指導
（現状等）
アルコール健康障害を予防するための早期介入の取組が重要であると指摘されている。
また、ブリーフインターベンションは、危険な飲酒や有害な飲酒に対し有効性が国際的に
示されている介入手法であるが、国内における知見の蓄積は不十分とされている。
（目標）
地域及び職場におけるアルコール健康障害予防のための体制の整備を目標として、以下
の施策を実施する。

（１）アルコール健康障害に関する調査研究
○飲酒がアルコール健康障害に及ぼす影響の分析研究
○ブリーフインターベンションの効果検証、ブリーフインターベンションがどの程
度行われているのか、調査研究
（２）地域におけるアルコール健康障害への早期介入の推進
○アルコール依存症が疑われる者を、専門医療機関の受診へ
○アルコール依存症が疑われる者に対して自助グループを紹介するなど断酒
に向けた支援
○健康の保持・増進のために必要な保健事業を行うための講習会を実施
○アルコール健康障害への早期介入の取組として、地域モデルの確立に向け
た調査研究や人材育成
（３）職域における対応の促進
○医療機関との連携強化、アルコール健康問題に関する産業スタッフへの研修

されているということです。
国際的にも、この有効性は確認されているのです
けれども、ブリーフインターベンションの大規模な
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研究はわが国では少なく、まだ十分なエビデンスがない状況です。
特に外国では、プライマリ・ケア、一般医療の場でこのブリーフインターベンションの有効性が確認
されているのですけれども、日本ではまだ医療現場での効果検証研究はおこなわれていませんので、ま
ずは医療現場での効果検証研究が必要になるのではないかと思います。
医療の次は、地域での早期介入の取り組みとして、モデル確立に向けた調査研究や人材育成です。先
ほどの琉球病院がおこなわれているような地域モデルです。地域モデルは全国で幾つか今、先行して試
みられているところがありますけれども、こうしたモデル確立が待ち望まれるところです。
地域モデルについては、被災地でもアルコール問題が徐々に顕在化してきていますので、被災地のア
ルコール問題、自殺対策でも、このアルコールの早期介入は対応策として非常に重要になってきている
のではないかと考えます。
職域の２次予防についてはまだエビデンスが少ないので、時期尚早。今後エビデンスがそろいません
と職場での２次予防の普及は難しいと感じています。
《二次予防の切り札：ブリーフインターベンション》
ここで、ブリーフインターベンションを少し細かく解説しておきます。ブリーフインターベンション
に定訳はありませんが、私どもは簡易介入と呼んだり、短時間介入と呼んだりしています。特定保健指
導では減酒支援と呼ばれています。
ブリーフという単語は「短い」という意味を有しますが、１回のカウンセリング時間、あるいはセッ
ションの回数が「短い」ということです。通常は１回の介入の時間、カウンセリング時間は、だいたい
１人当たり 15 分程度です。
通常は複数回、２～３回のセッションです。15 分程度の面接、カウンセリングを２～３回おこなう
のが、通常のブリーフインターベンションです。
その効果ですけれども、これは私どもが主に職域で行った結果です。ほぼ 100 人の方々で、１週間に
日本酒換算で１升以上飲む方を対象にしました。
上の表が、１週間に１升以上飲む人 100 人の平均的な１週間の飲み方です。休肝日が１週間に１日あ
り、多量飲酒日が２日あります。
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その方にブリーフインターベンションを、10 ～ 15 分間のセッションを２回おこないました。保健師
さんがだいたいおこなっています。
下の表が介入から１年後です。１日だった休肝日が２日に増え、２日だった多量飲酒日が１日に減り
ました。全体としましては飲酒量が 32％減少しています。ですから、酒量は３分の２に減りました。
多量飲酒日が２分の１になりますと、酔って転ぶ、けがをする、事故にあうリスクが半分近くに減る
ことが期待されます。
こうした効果を生むのがブリーフインターベンションで、職場では効果検証研究がおこなわれました
けれども、医療機関ではまだおこなわれていません。わが国でも、同じような研究が、医療機関でおこ
なわれる必要があると思います。
ブリーフインターベンションの開発研究は、1982 年から WHO を中心におこなわれてきています。
日本でこの研究が始まったのが 2007 年ですので、25 年間国際的な動きには、日本は乗り遅れてしまっ
たとも言えます。
これから諸外国に追いつくためには、やはりブリーフインターベンションの医療機関での効果検証研
究が欠かせないと考えています。
《医療の充実：全国拠点医療機関の設置》
（スライド 24）
次に、医療の充実です。この中では地域における
依存症治療の拠点となる、専門医療機関を整備して
いくとともに、必要な医療を受けられる方のための
連携体制を整備することが重要であると書かれてい
ます。

４．アルコール健康障害に係る医療の充実等
（現状等）
アルコール依存症の治療が可能な人材を育成し、専門医療機関に求められる機能を明
確化したうえで、地域における依存症治療の拠点となる専門医療機関を整備していくと
ともに、必要な医療を受けられるための連携体制を整備することが重要である。（中略
）さらに、医療の質の向上のため、アルコール健康障害の医療に関する研究も必要である。
（目標）
アルコール依存症者が、その居住する地域に関わらず、質の高い医療を受けられるよう、
専門医療機関の機能を明確化し、地域において必要な専門医療機関の整備、医療連携が推進で
きる基盤の構築を目標として、以下の施策を実施する。

（１）アルコール健康障害に係る医療の質の向上

中身としては早期発見、早期介入のための医療従
事者向けの研修プログラムの開発、人材育成をおこ
ないます。それから、アルコール依存症の治療拠点
となる専門医療機関を整備します。これは今回の基

○早期発見、早期介入のための医療従事者向け研修プログラム開発、人材育成
○医療関係者の技術の向上 ○医療従事者の人材育成
○アルコール依存症への診療能力を持った医師の育成
○地域におけるアルコール依存症の治療等の拠点となる専門医療機関を整備
○研究、治療及び人材育成の全国的な中心となる拠点医療機関
（２）医療連携の推進（内科、救急等の一般医療と専門医療の連携）
○依存症治療拠点機関を中心に、一般医療との連携モデル創設
○依存症の専門医療機関の実態把握及び求められる機能についての調査研
究、専門医療機関の充実
○専門医療機関を中心として、一般医療機関や精神科医療機関、民間団体
等の関係機関との連携強化

本計画の数値目標で、各都道府県に最低１つずつは
整備しようということが掲げられました。
それから、全国的な中心となる、拠点医療機関。
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これは具体的に久里浜医療センターをイメージしていますけれども、そこに NIAAA のような治療と
研究、人材育成を集約した拠点をつくろうという考え方です。
それから、依存症治療拠点を基幹に、一般医療との連携モデルの創出をします。先ほどから言ってい
ますように、一般医療までは受診していても専門医療機関につながっていないアルコール依存症の方が
たくさんいます。そのような方々を専門医療機関につなげるモデルを、まずは現在おこなわれているモ
デル事業の中で、現時点で全国５カ所指定されている治療拠点機関を中心にモデルをつくろうというこ
とです。
それからさらに、専門医療機関を中心として、一般医療機関や専門医療機関、民間団体との関連機関
との連携強化を目指すことになります。
いずれにしましても、保健指導、医療に関してキーワードとなるのは連携と早期介入ということだと
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思います。連携には、一般医療、そして行政機関が含まれます。
行政機関の中には救急車の出動する消防、それから警察も含まれます。それから専門医療機関、それ
から自助グループなどの団体、組織との連携が非常に重要になってくると思われます。
従来から連携の重要性はアルコール医療では言われ続けてきたのですけれども、なかなか実現しませ
んでした。この基本計画をきっかけに、その連携が制度として、人が付いて予算が付くような形で実現
できれば定着するだろうと思います。
今まではどちらかというと人頼みで、一部の熱意のある方の個人的なエネルギーで連携が形づくられ
てきたところがありますけれども、この基本計画により、地域でそういう連携が制度の中で定着するこ
とを期待しています。
最終的には、基本計画を基に、各自治体で推進計画を策定していただくことになります。
《推進計画策定に向けて》
（スライド 25）
先日広島県で、推進計画をつくる会議が持たれま

推進計画策定に向けて

した。そこで私が基本計画のお話をしまして、この

 当事者・家族・専門医療機関・一般医療機関・行政・警察・消防等を含む協
議会（関係者会議）の設置

ような推進計画をつくってほしいという、私自身の

 アルコール健康障害・アルコール依存症に関する正しい知識、理解の啓発
（市民への啓発のみならず、一般医療や援助職に対する研修）

期待を込めて提案をしたものがあります。その内容

 アルコール健康障害への早期介入（↢BIのコメディカルスタッフ向け研修、
人材育成）

をご紹介します。

 地域における相談拠点の整備、明確化

まず、関係者会議が各自治体でつくられます。次
に啓発です。アルコール健康障害、アルコール依存
症に関する、正しい知識の啓発は、まだ十分とは言

 専門医療機関の整備

自助グループ
との連携

 一般医療機関と専門医療機関の連携促進・モデル構築
 酩酊者保護、一般＆専門医療機関との連携
 当事者及びその家族、自助グループ活動への支援

えません。今までもおこなわれてきましたけれども、
なお一層、
「アルコール依存症は回復可能な病気で
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あり、誰でもなり得る病気である」ということを周知する必要があります。アルコール健康障害は依存
症だけの問題だけではなく、依存症でなくても多量飲酒をすれば事故や自殺など、さまざまなリスクが
あるということも伝えていかなければならないと思います。
それから、ブリーフインターベンションの研修や人材育成も重要なことでしょう。
３番目にアルコール問題の相談拠点を整備し、明確化することが必要になります。
４番目に専門医療機関を整備しましょう。それから、一般医療機関と専門医療機関の連携を推進しま
しょう。モデルを構築しましょう。
それから、先ほど少し触れましたけれども、酩酊者保護の問題です。この問題には警察が絡んできま
す。警察と行政、専門医療、一般医療の連携をもう一度、再構築しましょう。この連携に警察の方が入っ
ていただくと、非常に力強くなると思います。
それから、当事者およびその自助グループへの支援ということもありますが、支援する一方でさまざ
まな場面で自助グループの方々の知恵、力を借りられると、さらに一層強固なものになると考えていま
す。
これらのことは、広島県での講演で期待を込めてお伝えしたことです。
少し時間がオーバーしましたけれども、私の基本計画についてのお話を終わりたいと思います。ご清
聴ありがとうございました。
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