
やめたくてもやめられない
それって依存症かも？

それは誤解です！
　��本人はやめたい気持ちと
　��やめたくない気持ちの間で常にゆれています
　��依存症は誰もがなりうる病気です

　�ひとりで抱えこまず�一緒に考えましょう

岡山市こころの健康センター

意志が
　弱いからだ!

!

!

親の育て方の
　　　�問題だ!

やめる気がない!

本人の性格の問題では？!
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!!まめ知識

どうして依存症に
なるの？

○依存症になる原因は
　はっきりと特定されていません
○アルコール等の依存性のある
　物質を使用していれば、
　誰でも依存症になる可能性が
　あります
○依存性のある物質の使用や行為を
　繰り返しているうちに、その行動を
　コントロールする脳の機能が弱くなり、
　自分の意志では止められない状態に
　なってしまいます

依存症を
治す方法はある？

○依存症を治す
　「特効薬」はありませんが、
　回復することは可能です
○回復には、通院や本人・
　家族の方が支えあうグループ※への
　参加が効果的で、依存性のある
　物質の使用や行為をしない生活を
　続けることが重要です
※「自助グループ」といいます

まずはお近くの
相談機関や
専門の医療機関に
相談しましょう

依存症って何？
○自分でコントロールが
　できなくなる病気
○からだやこころ、生活に
　問題がおきて、進行する病気
○家族や身近な人を
　巻きこみやすい病気
○再発しやすい、慢性の病気

?

アルコール依存症は約100人
～200人に1人かかる
病気です。特別な人が
なる病気ではありません。



家族ができることは？

つながる
ひとりで抱えこまず、まずは家族
だけでも相談してみましょう

① 病気を理解する
家族が依存症について正しく
理解し、適切な関わり方を
学びましょう

②

支えあう
同じ体験をもつ家族と交流する
ことで、苦しい気持ちや悩みを
吐きだすことができ、本人への
関わり方のヒントが得られます

③ 家族にも休息と
心のケアが必要です
暴力など危険な行為がある場合は、

「離れる」「警察に相談する」などの
対応も必要です

岡山市こころの健康センターの紹介
岡山市こころの健康センターでは、岡山市依存症相談支援センターを併設しています。

依存症相談
（アルコール・薬物・ギャンブル等）
アルコール依存症や薬物依存症など、
依存症についての相談を受けつけています

依存症家族教室
家族の方を対象に、依存症に関する
正しい知識や関わり方を学びます

医療機関への出張相談
アルコール等の問題がある方の支援のため、
かかりつけ医から紹介を受け、
医療機関へ訪問します

各種研修の開催
支援者を対象に実施しています
＊詳しくは、こころの健康センターにお問い合わせください。

事前予約制

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号保健福祉会館4階　代表電話  086-803-1273

相談専用電話 086-803-1274�（平日9時～12時・13時～16時）

URL http://www.city.okayama.jp/hofuku/kokoroc/kokoroc_00051.html
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やめたくてもやめられない
それって依存症かも？

岡山市こころの健康センター

小さな一歩が回復への糸口に…
岡山市の主な依存症に関する相談先� ［ご家族のみの相談も可能です］

岡山市内の依存症専門医療機関� ［ご家族のみの受診も可能です］
依存症専門医療機関 受診予約受付時間 予約電話 アルコール 薬物 ギャンブル

岡山県精神科医療センター 月～金　8:30～17:15 086‐225‐3821 ○ ○ ○

林病院 ( 入院相談） 月～金　8:30～17:00
土　　　8:30～12:15 086‐272‐8811

○
けやき外来（外来相談） 月～金　9:00～17:00

土　　　9:00～12:15 086‐272‐8570

慈圭病院 月～土　9:00～15:00 086‐262‐1191 ○

岡山市内の自助グループ
場所、会場、開催日時につきましては、お問い合わせ先にてご確認ください。
●アルコール依存関連

自助グループ 内　　容 団体名 お問い合わせ先

家族会 薬物依存症者を家族に持つ方の集いの
場を開催しています。 岡山家族会ぴあ 090‐7138‐5225

ダルク
依存症から回復するためのプログラム
を提供する民間の薬物依存症リハビリ
施設です。当事者、関係者、ご家族の
相談も行っています。

NPO法人 岡山D
ダ　ル　ク

ARC 0869‐24‐7522

NA
（ナルコティクス・アノニマス）

薬物によって大さな問題を抱えた仲間同
士の非営利的な集まりです。

岡山サニーデイズグループ 070‐3777‐1297

岡山グループ 090‐7547‐2609
（不在の場合は留守番電話に用件を残してください )

ナラノン 
 ( 薬物依存症の家族や
　友人達の自助グループ )

身近な人の薬物依存の問題によって、
影響を受けてきた、または今も受けて
いる家族や友人達のための集まりです。

岡山グループ 03‐5951‐3571

●薬物依存関連

平成30年7月末現在

自助グループ 内　　容 団体名 お問い合わせ先

GA 
 ( ギャンブラーズ・アノニマス )

ギャンブル依存症という病気を克服し、回復しようとするため
の自助グループです。本人だけでなく家族や医療従事者などで
も参加できるオープン形式のミーティングも行っています。

GA 倉敷グループ
岡山北長瀬会場 090‐8712‐2438

●ギャンブル依存関連

相談機関 相談受付時間 相談・予約電話

岡山市こころの健康センター

依存症相談（来所相談） 事前予約制

086‐803‐1274
こころの相談電話

月～金　9:00～12:00
　　　 13:00～16:00
（祝日・年末年始を除く）

岡山市保健所  健康づくり課 精神保健係
◦依存症を含む
　こころの健康に関する相談
　（来所及び電話相談）

依存症を含むこころの健康に
関する相談
月～金　8:30 ～ 17:15

（祝日・年末年始を除く）

086‐803‐1267

北区中央保健センター 086‐803‐1265

北区北保健センター 086‐251‐6515

北区北保健センター  御津・建部分室 086‐722‐1114

中区保健センター
◦専門医による
　「こころの健康相談」
　（来所相談）

専門医による
「こころの健康相談」
分室を除く各保健センターで
実施。事前予約制

（予約は各保健センターへ）

086‐274‐5164

東区保健センター 086‐943‐3210

南区西保健センター 086‐281‐9625

南区南保健センター 086‐261‐7051

自助グループ 内　　容 団体名 お問い合わせ先

断酒会

断酒を継続し、アルコール依存症か
らの回復を目指している方々の自助
グループです。家族等の参加も可能
です。

NPO法人
岡山県断酒新生会

① 090-5371‐7308（秋葉恒丸）
② 090-1014‐4368（宗田基志）

NPO法人  おかやま たけのこ会 090‐7543‐1822

AA
（アルコホリクス・
アノニマス）

本名を必ずしも名乗らずに、体験や気持ち
を語り合い助け合いながら、アルコール依
存症からの回復を目指している方々の自助
グループです。家族等の参加も可能です。

岡山天神グループ AA中四国セントラルオフィス
 （CSCO） 
082‐246‐8608岡山丸の内グループ

アラノン アルコールの問題がある人の家族と
友人の集まりです。 岡山すみれグループ NPO法人 アラノン・ジャパン

03‐5483‐3313


