飲酒と健康に関する講演会

健康 21（第二次）とアルコール健康障害対策の推進について
厚生労働省

松﨑 尊信
健康局健康課／社会・援護局障害保健福祉部精神・福祉保健課
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はじめに
私は厚生労働省精神・障害保健課、及び健康局健康課の参与を担当している松﨑です。本日は、アル
コール健康医学協会の講演にお招きいただきまして、誠にありがとうございます。また、皆さまにおか
れましても、お足元の悪い中、会に参加していただき、誠にありがとうございます。
私は、久里浜医療センターで依存症治療を担当しながら、厚生労働省に勤務しています。以前、アル
コール施策を担当していましたので、アルコール施策の概要をお話します。よろしくお願いします。
まず、アルコール施策は、健康局の健康日本 21 があります。この施策について、簡単に振り返ります。
そして、各省庁が連携して取り組んでいるアルコール健康障害対策基本法について、説明します。
我が国における健康づくり運動の流れ
健康日本 21 について説明します。健康増進（ヘルスプロモーション）という考えが海外で認知され、
健康が注目されるようになりました。健康は、単に病気でないというだけではなく、身体的、精神的、
社会的に完全に良好な状態を指します。
その動きの中で、
「個人の生活習慣の改善、環境整備を含めた対策が必要である」として、昭和 53 年、
第１次国民健康づくり運動が始まりました。
これは、国民一人一人が、自分の健康は自分で守る、といったスタンスを基本にしつつ、行政がこれ
を支持するために、地域に密着した保健サービスを整備しようというものです。そこで、健診の充実、
市町村の保健センターの整備、保健師などマンパワーの確保が進められました。
それが第２次国民健康づくりに引き継がれます。第２次では、運動習慣の普及を追加し、栄養、運動、
休養のすべての面で、均衡の取れた健康的な生活習慣の確立が掲げられました。
続いて、第３次国民づくり健康運動では、壮年期
の死亡率の減少、健康寿命の延伸、生活の質の向上
等を目的として、１次予防を重視しています。環境
整備や、具体的な目標設定、10 年を目途に目標値
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を設定し、施策を進めていきます（スライド１）。
平成 25 年からの第４次国民健康づくり運動、（健

S63〜 第2次国⺠健康づくり運動
〜アクティブ８０ヘルスプラン〜
運動習慣の普及に重点をおいた対策

（運動指針の策定、健康増進施設の推進等）
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康日本 21）では、第３次の施策の評価を基に、さ
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らに運動を進めています。

S53〜 第1次国⺠健康づくり運動

H12〜 第3次国⺠健康づくり運動
〜健康日本２１〜
一次予防の重視
健康づくり支援のための環境整備
具体的な目標設定とその評価
多様な実施主体間の連携

H25〜 第4次国⺠健康づくり運動
〜健康日本２１（第二次）〜

健康日本 21
健康日本 21 の概念図です（スライド２）。目標は、
「全ての国民がともに支え合い、健やかで心豊かに
生活できる活力ある社会の実現」です。日本の社会
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H15 健康増進法の施⾏
H17 メタボリックシンドローム診断基準
(日本内科学会等、８学会による合同基準)
H17 今後の⽣活習慣病対策の推進について
（中間とりまとめ）
H18 医療制度改⾰関連法の成⽴
H19 健康日本21中間評価報告書
H20 特定健診・特定保健指導 開始
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で急激に少子高齢化が進み、人口動態が変化した状況を踏まえ、この目的を掲げました。
個人の習慣の改善では、リスクファクターの低減を示しました。生活習慣病の発症予防、重症化を予
防し、社会生活機能の維持の向上を図る、個人を取り巻く社会環境を改善すること。健康のための資源、
例えば、保健、医療、福祉等サービスへのアクセスの改善、公平性を確保すること。社会参加の機会の
増加。生活の質の向上と、社会環境の質の向上を行います。健康寿命の延伸と、健康格差の縮小を目指
します。
「生活習慣の改善」では、栄養・食生活、身体活

健康日本２１（第二次）の概念図

動・運動、休養、飲酒、喫煙、歯・口腔の健康に関

全ての国⺠が共に支え合い、健やかで心豊かに⽣活できる活⼒ある社会の実現

する生活習慣の改善および社会環境の改善がありま

①

す。飲酒について、目標値を定めて、施策を進めて

健康寿命の延伸・健康格差の縮小
⽣活の質の向上

いきます（スライド３）。

②

５つの基本的な方向に対応して、53 項目にわた

③

⽣活習慣病の発
症予防・重症化
予防

る具体的な目標を設定しています。飲酒について生
活習慣病のリスクを高める量の飲酒者割合の減少を

社会環境の質の向上

社会⽣活
機能の
維持・向上

⽣活習慣の改善
（リスクファクターの低減）

目標にしています。

④
健康のための資源
（保健・医療・福祉
等サービス）へのアク
セスの改善と公平性の
確保

社会参加
の機会の
増加

⑤

社会環境の改善

健康日本21（第二次）に関する具体的な取組

飲酒量とアルコール健康障害との関係について

スライド 2

は、WHO のガイドラインを参考にしています。長

健康日本２１（第二次）の概要

期間（スライド４）におけるアルコール健康障害に

健康増進法 第7条

ついて、１日当たりの純アルコール摂取量が、男性
で 41 グラム以上、女性で 21 グラム以上です。健康

厚⽣労働⼤⾂は、国⺠の健康の増進の総合的な推進
を図るための基本的な方針を定めるものとする。

国⺠の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針
(健康日本21(第二次)) 厚⽣労働省告⽰第四百三⼗号

日本 21 も、この数値を目標に設定しています。生

健康の増進に関する基本的な方向
① 健康寿命の延伸と健康格差の縮小

活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割

② ⽣活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底

合の減少、具体的には、平成 22 年のベースライン

（NCD（非感染性疾患）の予防）
③ 社会⽣活を営むために必要な機能の維持及び向上

の数字を基に、目標値を新たに定めています。男性

④ 健康を支え、守るための社会環境の整備

で、13％女性で 6.4％を目標に設定しました。

⑤ 栄養・⾷⽣活、⾝体活動・運動、休養、飲酒、喫煙、⻭・⼝腔の
健康に関する⽣活習慣の改善及び社会環境の改善

また、未成年の飲酒をなくす、妊娠中の飲酒をな

スライド 3

くす、を目標に掲げています（スライド５）。

健康日本２１（第二次）に関する目標設定︓飲酒
項目

飲酒量とアルコール健康障害との関係
（WHOの飲酒のガイドラインより）

②未成年の飲酒をなくす
（過去30日に1回以上
飲酒した者の割合）

リスクのレベル
低い

高い

極めて高い

男性

1-40g

41-60g

61g<

⼥性

1-20g

21-40g

41g<

現状

目標

男性︓15.3％
⼥性︓ 7.5％
（H22年）

男性︓13.9％
⼥性︓ 8.1％
（H27年）

13.0％
6.4％
（H34年度）

中学3年⽣ 男子 10.5%
⼥子 11.7%
高校3年⽣ 男子 21.7%
⼥子 19.9%
（H22年）

中学3年⽣ 男子 7.2%
⼥子 5.2%
高校3年⽣ 男子 13.7%
⼥子 10.9%
（H26年）

0%
（H34年度）

8.7%（H22年）

4.5%（H25年）

0%
（H26年）

（1日当たり純アルコール摂取量
男性40g以上、
⼥性20g以上の者の割合）

⻑期間に及ぶアルコール健康障害について、1日当たりの
純アルコール摂取量により、以下のように分類されている

性別

ベースライン

①⽣活習慣病のリスクを
高める量を飲酒している
者の割合の減少

③妊娠中の飲酒をなくす
参考
飲料の種類
（量、アルコール度数）

ビール
（500ml、5%)

清酒
（１合180ml、15%)

ウイスキー・ブランデー
（ダブル60ml、43%)

焼酎
（１合180ml、25%）

ワイン
（１杯120ml、12%）

純アルコール量

22ｇ

22ｇ

20ｇ

36ｇ

12ｇ

出典︔“INTERNATIONAL GUIDE FOR MONITORING ALCOHOL CONSUMPTION AND RAGATED HARM”WHO,2000
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アルコール健康障害対策推進基本計画について
平成 26 年アルコール健康障害対策基本法が成立
しました（スライド６）。法律に基づく関係者会議
基本計画が閣議決定されました。

○平成25年12月 アルコール健康障害対策基本法 成⽴・公布（衆議院・参議院とも全会一致）
○平成26年 6月 アルコール健康障害対策基本法 施⾏

関係者会議等における審議
○平成26年10月 「アルコール健康障害対策関係者会議」で約１年半にわたり審議（計14回開催）

※委員17名により構成（医療、教育、酒造、酒販等の各分野関係者、アルコール依存症当事者等）
※親会議に加え、「教育・誘引防⽌・飲酒運転等ワーキンググループ」、「検診・医療ワーキンググループ」、
「相談支援・社会復帰・⺠間団体ワーキンググループ」を各４回開催

~

を開催し、昨年５月にアルコール健康障害対策推進

アルコール健康障害対策推進基本計画 策定の経緯
法の成⽴・公布

平成28年2月

基本計画では、アルコールに関する諸問題の具体
的な解決を図るために、正しい知識の普及、不適切
な飲酒を防止する社会づくり、相談場所と相談支援
体制づくり、医療における質の向上と連携の促進、

パブリックコメント
○平成28年3〜4月 パブリックコメント（計30日間）

平成28年5月31日 閣議決定

※ 法施⾏(平成26年6月1日)から2年以内に策定

基本計画策定後の主な取組
○国︓ 基本計画に盛り込んだ各種施策の着実な実施
各都道府県における推進計画の策定を促す
○都道府県︓地域の実情に即した「都道府県アルコール健康障害対策推進計画」を策定(努⼒義務)

アルコール依存症者が円滑に回復、社会復帰するた

スライド 6

めの社会づくりを基本的な方向性としています（ス
ライド７）
。

アルコール健康障害対策推進基本計画①

この計画では、基本計画を着実に推進するために、重点課

○ アルコールに関する諸問題を具体的な解決を図るため、

題を掲げています（スライド８）。

・正しい知識の普及、不適切な飲酒を防⽌する社会づくり
・相談場所と相談支援体制づくり

予防の観点から、飲酒に伴うリスクに関する知識の普及徹

・医療における質の向上と連携促進

底、将来にわたるアルコール健康障害の発生を予防する。治

・アルコール依存症者が円滑に回復、社会復帰
するための社会づくり

療相談の観点から、アルコール健康障害に関する予防、相談

を基本的な方向性とし、推進基本計画を策定

から治療、回復支援に至る切れ目のない支援体制の整備に、

スライド 7

重点的な課題として取り組みます。
計画の概要です。重点課題について、知識の普及で、特に

アルコール健康障害対策推進基本計画②

配慮を要する者に対する教育啓発で、未成年者や妊婦、若い

○ 基本計画を着実に推進するため、5年毎に重点課題を定める

世代に対する教育啓発があります（スライド９）。

○ 第Ⅰ期（平成28年度〜32年度）は、
（予防の観点）
飲酒に伴うリスクに関する知識の普及徹底、
将来にわたるアルコール健康障害の発⽣を予防

相談治療、回復支援に至る支援体制の整備では、（１）アル

（治療相談の観点）
アルコール健康障害に関する予防及び相談から
治療、回復支援に⾄る切れ目のない支援体制の整備

コール健康障害への早期の介入、
（２）相談拠点の明確化、
（３）
相談治療を回復支援につなぐための連携体制の推進、（４）ア

について、重点的に取り組んでいる

ルコール依存症の治療等の拠点となる専門医療機関の整備が

スライド 8

あります。

アルコール健康障害対策推進基本計画の概要

基本理念
○発⽣・進⾏・再発の各段階での防⽌
対策／当事者やその家族が日常⽣活
及び社会⽣活を円滑に営むための⽀援
○アルコール健康障害に関連して⽣ずる
飲酒運転、暴⼒、虐待、⾃殺等の問題に
関する施策との有機的な連携への配慮

基本的な方向性
○正しい知識の普及 及び 不適切な飲酒を防⽌する社会づくり
○誰もが相談できる相談場所と、必要な⽀援につなげる相談⽀援体制づくり
○医療における質の向上と連携の促進
○アルコール依存症者が円滑に回復、社会復帰するための社会づくり

基本計画で取り組むべき重点課題
○飲酒に伴うリスクに関する知識の普及を
徹底し、将来にわたるアルコール健康障害
の発⽣を予防

（計画対象期間︓平成28年度から平成32年度まで）

○アルコール健康障害に関する予防及び相談から治療、
回復⽀援に⾄る切れ目のない⽀援体制の整備

(1)特に配慮を要する者に対する教育・啓発
※未成年者、妊産婦、若い世代
(2)アルコール依存症に関する正しい知識・理解の啓発

基本的施策
①教育の振興等

(1)アルコール健康障害への早期介入
(2)地域における相談拠点の明確化
(3)アルコール健康障害を有している者とその家族を、
相談、治療、回復⽀援につなぐための連携体制の推進
(4)アルコール依存症の治療等の拠点となる専門医療機関の整備

⑥相談⽀援等

②不適切な飲酒の誘引の防⽌

⑦社会復帰の⽀援

③健康診断及び保健指導

⑧⺠間団体の活動に対する⽀援

④アルコール健康障害に係る医療の充実等
⑤アルコール健康障害に関連して飲酒運転等を
した者に対する指導等

⑨人材の確保等
⑩調査研究の推進等

その他推進体制等
関連施策との有機的な連携

都道府県における都道府県推進計画の策定

基本計画策定後３年以内に、厚⽣労働省に移管

実態把握とともに次期に向け数値目標の設定について検討

スライド 9
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国のアルコール健康障害関連施策
平成 29 年度の国の関連の施策です（スライド
10）
。平成 29 年度は、各省庁の推進会議や、関係者

国のアルコール健康障害関連施策
教育の振興等【厚労省,⽂科省】

平成29年度予算
相談支援等【厚労省】

＜約40百万円＞

普及啓発活動及び依存症家族を支援するための治療・回復プログ
ラム等の研修の実施

社会復帰の支援【厚労省】

不適切な飲酒の誘引の防⽌【国税庁・警察庁】

会議が行われています（スライド 11）。

<研究費︓アルコール対策相当分（再掲）約20百万円>

<約22百万円>

これらの取組を通じて、アルコール健康障害対策
に取り組んでまいります。

<約16百万円>

<依存症対策総合支援事業等
約509百万円（再掲)>
※参考︓相談件数のうちアルコール関係の割合は約6割程度。

＜健康日本21推進費等204百万円の内数＞

アルコール健康障害対策の促進（アルコール健康障害対策理解促
進事業、アルコール健康障害対策連携推進事業）、依存症予防教
育推進事業、健康日本21の推進

「未成年者の飲酒防⽌に関する表⽰基準」、酒類販売管理者
の選任・調査、「未成年飲酒防⽌強調月間」等広報啓発活動等

厚⽣労働科学研究（アルコール依存症に関する実態把握及
び支援のためのモデル構築）
⺠間団体の活動に対する支援【厚労省】

健康診断及び保健指導【厚労省】

<健康増進事業2,639百万円の内数>

健康増進事業（市町村が⾏う健康教育、健康相談、健康診査等
の補助）

アルコール健康障害に係る医療の充実【厚労省】

<依存症対策総合支援事業等
約509百万円>
※参考︓相談件数のうちアルコール関係の割合は約6割程度。
<研究費︓アルコール対策相当分
約20百万円>

依存症対策全国拠点機関（久⾥浜医療センター）の設置、依存症対策総合
支援事業（都道府県等が⾏う依存症医療・支援体制への補助）、厚⽣労働科
学研究（アルコール依存症に関する実態把握及び支援のためのモデル構築）等

アルコール健康障害に関連して飲酒運転等をした者
に対する指導等【法務省、警察庁、国⼟交通省】 <約15百万円>
飲酒運転違反者への講習、アルコール依存症回復プログラムの
実施、事業者へのアルコール検知器使用の義務付け 等

＜地域⽣活促進支援事業300百万円の内数＞

依存症回復施設職員研修等事業、⺠間団体支援事業（補
助事業）

人材の確保等【厚労省】

<依存症対策総合支援事業等
約509百万円(再掲)>
※参考︓相談件数のうちアルコール関係の割合は約6割程度。

依存症対策総合支援事業（都道府県が⾏う依存症医療・支援
体制への補助） 等

調査研究の推進等【厚労省】 <約30百万円(再掲分含む)>

<研究費︓アルコール対策相当分（再掲分20百万円含む） 約30百万円>

厚⽣労働科学研究（循環器疾患等などの予防・診断・治療を推進
し、飲酒を含めた今後の対策に向けたエビデンス収集）等

その他【厚労省、警察庁】

アルコール健康障害対策関係者会議

<約2百万円>
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29年度アルコール健康障害対策の取組み状況
○ アルコール健康障害対策推進会議
（関係府省庁（内閣府、法務省等）局⻑級会議）

4月26日に開催され、各府省のアルコール健康障害対策の取組み状況などを共有。

○ アルコール健康障害対策関係者会議（審議会）

6月14日に開催され、各府省庁から実施状況の報告、都道府県アルコール健康障害
対策推進計画の策定状況、アルコール健康障害対策推進計画の重点課題の進め方
などを審議。

○ 都道府県・指定都市アルコール健康障害対策
及び依存症対策担当者会議

9月19日に、都道府県アルコール健康障害対策推進計画の策定促進や依存症対策の
推進に向けて、自治体の担当者会議を実施予定。

○アルコール関連問題啓発週間（11月10日〜16日）

アルコール健康障害に関するポスターの作成・掲⽰や厚⽣労働省及び５府県（岩⼿、三重、
滋賀、⼤阪、徳島）でアルコール健康障害に関するフォーラムを開催。
※ 29年4月1日より内閣府から厚⽣労働省に事務移管
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