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アルコール依存症者は、肝臓病や糖尿病などの内科的治療やケガなどによる外科的治療の経過の中から飲酒問題が浮上して
くることが多くあります。かかりつけ医の先生方からも、

とのご意見をいただきます。
そこで、岡山市では平成23年度に「岡山アルコール依存症早期支援ネットワーク」（以下ネットワーク）を立ち上げ、一般医
療機関とアルコール専門病院の連携により、一般医療機関を受診したアルコール依存症が疑われる患者をより早期にアル
コール専門病院につなぐことで、依存症治療の動機づけや治療介入をスムーズに行うためのネットワークシステムを構築す
ることを目的に活動しています。
平成28年度に実施した調査では、かかりつけ医の約７割が飲酒問題に関心をもち、約９割が飲酒問題を抱えている患者を専
門医につなげたいと考えていることがわかりました。これまでかかりつけ医と専門医をつなぐ会議や研修の場を企画し、顔
の見える関係づくりを進めた結果、かかりつけ医から専門医への紹介件数が増え、一定の効果がみられています。

どこに紹介すれればよいか
わからない！ ”“ 専門病院を紹介しても

受診しない！ ”“ 酒をやめる約束をしたのに
また飲んでいる！ ”“

（（（（事業内容事業内容））））
❶ ネットワーク会議

一般医療機関とアルコール専門病院の連携により、一般医療機関を受診
したアルコール依存症が疑われる患者をより早期にアルコール専門病院
につなぐことを目的に、岡山市内の総合病院・診療所・精神科病院の内
科医、精神科医、コメディカルにて研修会の企画・運営やアルコール依
存症者の支援に関する普及啓発を行っています。
＊開催回数　　年4回

（（（（活動の目的活動の目的））））
❶ 支援者の対応能力の向上
❷ 支援ネットワークの構築
❸ 誤解・偏見の解消と、
　 知識・情報の普及

岡山アルコール依存症早期支援ネットワーク岡山市こころの
健康センター

岡山アルコール依存症
早期支援ネットワーク事務局

（（（（ネットワークのネットワークの
主な活動主な活動 ））））

❶ ネットワーク会議
❷ アルコール専門研修
❸ 講演会
❹ 成果物等の作成

アルコール専門病院

内科・外科クリニック、
総合病院、救急外来

断酒継続　社会復帰

（メンバー）内科医・精神科医、看護師、保健師、精神保健福祉士

講師派遣

教育・研修

受診

参加

通院

受講
助言

アルコール専門医
への相談・紹介

アルコール問題の発見
専門病院受診の動機付け

アルコール
専門治療介入

依存症治療
断酒会・AA
紹介

●自助グループ

●警察●救急隊
●福祉事務所
●保健所・保健センター
●地域包括支援センター多量飲酒者

身体疾患・事故外傷

岡山アルコール依存症岡山アルコール依存症
早期支援ネットワークの活動報告早期支援ネットワークの活動報告
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❷ 事例に学び 事例でつながる アルコール専門研修（事例検討会）
一般医療機関の主治医（かかりつけ医）と、アルコール専門医、医療機関コメディカルスタッフ等
が、患者本人や家族に対する支援のスキルや、医療・社会資源について理解するとともに、支援
ネットワークを構築することを目的に平成24年度から、市内8か所の大学病院や総合病院で持
ち回り開催しています。
＊開催回数　　年３回（６月・９月・12月）
＊対 象 者　　市内の医療・保健・福祉関係者等
＊内　　容　　事例検討と情報提供（19:00 ～ 20:45）

年度 回数 場　所 事例概要

平
成
29
年
度

第16回 川崎医科大学
総合医療センター 「クリニック・総合病院・単科精神科病院で治療が難渋しているアルコール依存症者の一例」

第17回 岡山大学病院 「繰り返す全身状態悪化時にも飲酒を隠し続けた女性の一例」

第18回 岡山県精神科
医療センター 「精神科入院を拒否し続けたが、肝性昏睡の治療を経て精神科入院につながった一例」

平
成
30
年
度

第19回 岡山協立病院 「再犯を繰り返すアルコール依存症者を多機関の関わりによって地域で支えている一例」

第20回 岡山済生会総合病院 「不妊治療を契機に顕在化した女性アルコール依存症の一例～内観療法を試みて～」

第21回 岡山赤十字病院 「会社のトラブルからひきこもりになりアルコール依存症を発症した40代男性の一例」

令
和
元
年
度

第22回 岡山ろうさい病院 「脳神経外科への救急搬送時にアルコール性てんかんと診断されて専門医療機関に
つながった事例」

第23回 岡山市立市民病院 「聾唖のアルコール依存症者の一例」

第24回 岡山医療センター 「丹毒治療中に振戦せん妄をきたし、横紋筋融解症に至った依存症の一例」

司 会：岡山大学病院 
消化器内科 准教授(内科医） 高木 章乃夫  

岡山県精神科医療センター 精神科医 宋 龍平  

 

≪≪  事事  例例  検検  討討  ≫≫                              

「「SSBBIIRRTT((エエススババーートト))のの進進めめ方方  ﾃﾃﾞ゙ﾓﾓｽｽﾄﾄ＆＆解解説説編編  ～～飲飲酒酒ススククリリーーニニンンググ、、短短時時間間介介入入、、専専門門治治療療へへのの紹紹介介～～」」岡山アルコール依存症早期支援ネットワーク会員他

  
「「丹丹毒毒治治療療中中にに振振戦戦せせんん妄妄ををききたたしし、、横横紋紋筋筋融融解解症症にに  
至至っったた依依存存症症のの一一例例」」   

○事例提供者 
岡山済生会総合病院 
糖尿病内科 主任医長(内科医) 利根 淳仁  

慈圭病院 
    精神科医 山下 理英子      
     

  

  

事事例例にに学学びび  事事例例ででつつななががるる  
  第第２２４４回回アアルルココーールル専専門門研研修修                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 場所：岡山医療センター 
西棟８階大研修室  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対対  象象：：岡岡山山市市内内医医療療機機関関医医師師、、看看護護師師及及びび保保健健・・福福祉祉関関係係者者等等  参参加加費費：：無無  料料  

申申込込みみ：：裏裏面面ににてておお申申込込みみくくだだささいい。。   

【主催】：岡山アルコール依存症早期支援ネットワーク・岡山市こころの健康センター 

【後援】：一般社団法人 岡山市医師会・岡山市内医師会連合会 
【お問い合わせ・お申込み先】 岡山市こころの健康センター  電話：(086)803-1273  FAX：(086)803-1772 

 
 

◆ 内   容 ◆           

申申込込みみ締締切切：：  

１１１１月月２２８８日日（（木木））  

＊日本医師会生涯教育講座 1.5単位（カリキュラムコード：12.13.68） 

＊事例検討会の様子

事例検討会
参加者数
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（（（（ SBIRTとはSBIRTとは））））
SBIRTは、簡易なスクリーニングにより、「危険な飲酒」や「アルコール依存症」を判定し、適切な指導をもとに、必要な場合
には専門治療に繋げるものです。早期発見、早期治療により、アルコールによる心身の影響だけではなく、家庭生活や仕事
への影響などの予防や解決を目的とします。「第4版　SBIRT（エスバート）の進め方」四日市アルコールと健康を考えるネットワークより引用

具体的には、「飲酒スクリーニング」、「短時間介入」、「専門医療機関への紹介」です。

令和元年度より、事例検討会の情報提供の一環としてSBIRT（エスバート）を３回シリーズで取り上げました。一般医療機関
から精神科専門病院、精神科クリニックから精神科専門病院等への紹介のための手法の１つです。最近ではSBIRTに「自助グ
ループへの紹介」(Self-help groups）を加えたSBIRTS（エスバーツ）が話題となっています。

第22回 「SBIRT（エスバート）の進め方～飲酒スクリーニング、短時間介入、専門治療への紹介～」

第23回 「SBIRT（エスバート）の進め方　デモンストレーション編～飲酒スクリーニング、短時間介入、専門治療への紹介～」

第24回 「SBIRT（エスバート）の進め方　デモスト＆解説編～飲酒スクリーニング、短時間介入、専門治療への紹介～」

Screening
⒈ あなたはアルコール含有飲料をどのく

らいの頻度で飲みますか？

⒉ 飲酒するときには通常どのくらいの量
を飲みますか？

⒊ １度に６ドリンク（純アルコール60g）
以上飲酒することがどのくらいの頻度
でありますか？

Brief Intervention
（簡易介入）

スクリーニングの診断結果に従い、
具体的な行動変容を促す

●目標①飲酒量を減らす

●目標②専門の治療に繋がることを促す

話し合いの上、本人が決めた目標を信頼
する

Referral to 
Treatment

● 患者と家族の了解が得られ、紹介先の
専門医療機関が決定できれば、受診予
約をする

● その場で予約の電話をする（出来るだ
け早く受診できる方が良い）

● 病院内の地域連携・医療相談室への相
談の約束が出来ることも、一歩前進

＊事例検討会で寸劇を実演

実際にどのように内科等から専門医
に紹介となったのか分かり易かった
です。
(訪問看護ステーション　看護師)

SBIRTの具体的手法をツールと共に
知ることができた。

(精神科病院　看護師)

寸劇がリアルで分かり易かったです。
一般内科の診療では、大変だけど無理
でもない時間かと思いました。
(総合病院　医療ソーシャルワーカー )

どの職種、どの科の医師でも使えるツー
ルであると思った。 (総合病院　医師)

SBIRTの感想
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❸ 一般医療機関アルコール専門研修（講演会）
一般医療機関の主治医(かかりつけ医)等が、アルコール依存症者の特性や病気を正しく理解し、依存症に対する誤解や偏見
を払拭することを目的に平成23年度から開催しています。
＊開催回数　　年１回（２月）
＊対 象 者　　市内の医療・保健・福祉関係者等
＊内　　容　　講演と事例紹介及び情報提供（19:00 ～ 20:45）

年度 回数 内　容　等

平成27年度 第５回

事例紹介　 「かかりつけ医から精神科受診を勧められた時、患者さんは何を想う？～精神科初診から
その後の顛末」

講演　「アルコール治療の基礎知識」
　　　講師：ひがし布施クリニック　院長　辻本　士郎

平成28年度 第６回
情報提供　「医療機関を受診する患者の飲酒に関する調査報告」
講演　「日常診療におけるアルコール問題～誤解と対策～」
　　　講師：名古屋大学大学院医学系研究科　総合医学専攻総合診療医学分野　教授　伴　信太郎

平成29年度 第７回
情報提供　「アルコール依存症から回復して今思うこと」
講演　「多量飲酒者に対する節酒指導：ブリーフインターベンション」
　　　講師：独立行政法人国立病院機構　肥前精神医療センター　院長　杠　岳文

平成30年度 第８回
情報提供　「飲酒チェックツールの紹介」
講演　「アルコール関連障害診断治療の新しい流れ」
　　　講師：医療法人　北仁会　幹メンタルクリニック　院長　齋藤　利和

令和元年度 第９回
情報提供　「マッピングを用いた依存症支援マニュアル」
講演　「アルコールと救急医療」
　　　講師：三重県立総合医療センター　救命救急センター　副センター長　伊藤　秀樹

＊講演会の様子

講演会
参加者数

（名）
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事例検討会・講演会に参加した方の感想事例検討会・講演会に参加した方の感想

事例検討会

講　演　会

多角的な視点で１つの事例を聞くこ
とができ患者像が分かり易かった。

(総合病院　看護師)

依存症にならないための早期介入に
ブリーフインターベンションが有効
だと思い学びたかった。

(総合病院　医師)

多量飲酒の方の個別支援に関わる機会が
多く、正しい知識を身につけたかった。
(地域包括支援センター　社会福祉士)

「顔の見える連携」の大切さを改
めて感じました。地域の中で心
理職に何ができるか、どんな貢
献ができるかということを考え
ていきたいと思います。

(精神科病院　心理職)

まずは治療を継続させる、断酒
がゴールではない、軽症者をど
うつなげていけばいいかが大切
だと感じた。
(訪問看護　精神保健福祉士)

医院を超えた主治医同士のディス
カッションがとても聞きごたえが
あります。
(精神科病院　精神保健福祉士)

内科の先生方の困っていること、
診療しながら思っていることの一
端が感じられてよかったです。

(精神科病院　医師)

飲酒ツールはとても有効だなと感
じました。診断がついてない方に
も「飲み方」を考えてもらう機会に
もなるかと思います。

(クリニック　作業療法士)

アルコール依存症の背景にあるゆる合併症が
絡んでいる可能性が高いこと。断酒会への結
び付け方が参考になりました。

(総合病院　医療ソーシャルワーカー )

アルコールは専門医療機関
でないとだめ、節酒ではだ
めで断酒という常識が随分
変わってきたと実感してい
ます。

(総合病院　医師)

当事者の体験を聞き、自ら治療し
ようと思った動機、断酒会を続け
ていく目的、理由を知ることがで
きた。
(保健所　保健センター　保健師)

私たちが依存症のイメージを変えること
の重要性を強く感じました。

(精神科病院　心理職)

● 事例検討会、講演会のご案内につきましては、医師会報への挟み込みや医療機関・関係機関に配布しておりますの
で、FAX等にてお申込みください。こころの健康センターのホームページでも研修のご案内を掲載していますので、
随時ご確認ください。

● 対象者の支援でお困りの場合、また研修会、ネットワークについての詳しいお問い合わせは以下の連絡先に気軽に
お電話ください。

【問い合わせ先】
岡山市こころの健康センター　〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号

TEL（086）803-1273　FAX（086）803-1772
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地域連携の好事例として紹介されました地域連携の好事例として紹介されました

ネットワーク構築に向けてネットワーク構築に向けて

「第1期アルコール健康障害対策推進基本計画における
対策の取組状況および効果検証に関する研究」

研究報告書（令和２年３月　筑波大学）

季刊ビィ　138　March　2020

本事業の今後の発展と、他地域でのネットワークづくりを後押しするため、ネットワークメンバーに役立つノウハウについ
てアンケートを行い、以下の10か条にまとめました。他の地域におけるネットワークづくりの参考にしていただけたらと思
います。今後も事業の内容について見直しを続けながら広報、周知に努めていきたいと考えています。

ネットワークづくりのための10か条ネットワークづくりのための10か条
❶ネットワーク事務局は可能なら公的機関が担うのがよい（保健所等）
❷少人数でよいのでコアとなるメンバーを集める
❸コアメンバーはどんどん増やす
❹まずは事例検討会を始める
❺事例検討会ではグループワークより全体でのディスカッションを重視する
❻事例検討会等の会場は毎回持ち回りで開催した方がよい
❼事例検討会等の広報は個人あてに郵送する
❽広報のチラシのデザインは統一する
❾事例検討会に参加した人が「また行ってみよう」と思える会をつくる
❿すぐに成果が上がらなくてもあきらめない



令和３年１月　発行
岡山市こころの健康センター

〒700-8546　岡山市北区鹿田町一丁目1番1号
TEL.（086）803-1273　FAX.（086）803-1772

岡山アルコール依存症早期支援ネットワーク　コアメンバー（順不同・敬称略）
髙橋　淳（岡山協立病院） ・小橋　春彦（岡山赤十字病院） ・狩山　和也（岡山市立市民病院）
西野　謙（川崎医科大学総合医療センター） ・高木　章乃夫（岡山大学病院） ・大澤　俊哉（岡山済生会総合病院）
万波　智彦（岡山医療センター） ・川口　光彦（川口メディカルクリニック） ・寺田　亮（てらだ内科クリニック）
岡部　伸幸（岡山大学） ・堀井　茂男（慈圭病院） ・橋本　望（岡山県精神科医療センター）
北山　幸雄（林道倫精神科神経科病院） ・柳田　公佑（ゆうクリニック） ・宋　龍平（岡山県精神科医療センター）
上村　真実（林道倫精神科神経科病院） ・土器　悦子（岡山市保健所） ・山田　隆子（県立広島大学）

（令和元年3月末現在）

岡山アルコール依存症早期支援ネットワーク


