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Ⅰ．　は　じ　め　に

　平成 25 年に，アルコール健康障害の発生，進行お
よび再発の防止を図るため，「アルコール健康障害対
策基本法（平成 25（2013）年法律第 109 号）（以下
「基本法」という。）」が制定され，平成 26（2014）
年 6月に施行された。基本法第 3条の基本理念に則
り，国が平成 28 年 5 月に策定したアルコール健康障
害対策推進基本計画を踏まえ，広島県は平成 29 年 3
月に広島県アルコール健康障害対策推進計画を策定
した。不適切な飲酒による本人の健康問題を低減す
るため，平成 29 年度は広島県アルコール健康障害対
策検討ワーキンググループを組織し，計画の中の広
島県アルコール健康障害サポート医（以下「サポー
ト医」という。）養成研修と医療連携について主とし
て検討した。

Ⅱ．　サポート医の養成に関する検討

1 　第 1回WG会議（平成 29 年 7 月 14 日）
　　1.1　サポート医の養成
　　1.2　医療連携の促進
　　1.3　普及啓発資料の作成
2　第 2回WG会議（平成 29 年 9 月 27 日）
　　2.1　サポート医養成研修の内容について
　　2.2　医療連携の促進について
　　2.3　普及啓発について（報告）
　　　 　2.3.1　広島県アルコール・チェックカー

ドの作成・配布
　　　 　2.3.2　広島県アルコール健康サイトの開設
　上記 2回の会議により，かかりつけ医・内科医・
救急医などを主な対象とするサポート医と，精神科
医を主な対象とするサポート医（専門）に大別する
こととした。サポート医の養成研修は 2時間で広島
県東部と広島県西部で平成 29 年度中に各 1回実施す
ること，サポート医（専門）の養成研修は 6時間と

し平成 29 年度中に広島市で 1回実施することとし
た。医療連携の促進については，資料 1と資料 2の
ような連携ツールを作成し配布することとした。こ
の連携ツールは診療情報提供書と同等の診療情報提
供料を算定できる書式とした。
3　サポート医養成研修の打ち合わせ（平成 29 年
12 月 22 日）

　　具体的な研修内容を検討した。
　　3.1　サポート医養成研修について
　　　　 3.1.1　研修内容
　　　 　3.1.2　役割分担等
　　3.2　サポート医（専門）養成研修について
　　　 　3.2.1　講師の選定
　　　 　3.2.2　研修内容
　その結果，資料 3の内容で 2回のサポート医養成
研修とすること，1回のサポート医（専門）養成研
修とすることとなった。
4　サポート医養成研修およびサポート医（専門）
養成研修への協力

　平成 30 年 1 月 25 日は広島市でサポート医養成研
修を広島県主催で開催し，本委員会下部組織のWG

から「アルコール健康障害の概念とその治療」と題
して加賀谷WG長が発表し，「アルコール健康障害
への介入と多職種による支援」と題して長尾委員が
発表し，当事者代表として中田委員が発表した。平
成 30 年 2月 1日は福山市でサポート医養成研修を広
島県主催で開催し，本委員会のWGからは「アル
コール健康障害の概念とその治療」と題して加賀谷
WG長が発表し，「アルコール健康障害への介入と多
職種による支援」と題して本田委員が発表し，当事
者代表として中田委員が発表した。2回の養成研修
で 49 人の医師がサポート医として登録した。
　平成 30 年 3 月 18 日には広島県主催でサポート医
（専門）養成研修（資料 3）を広島市で開催し，WG

から加賀谷WG長が「アルコール健康障害の概説」
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を発表，中西委員が「アルコール健康障害の臓器障
害」を発表，長尾委員が「アルコール依存症の専門
病院の治療」を発表，当事者代表として中田委員が
発表した。この養成研修では 37 人の医師がサポート
医（専門）の登録をした。
　なお，広島県第 7次保健医療計画の策定に伴い，
各種精神障害の治療拠点機関や専門医療機関の選定
が行われ，平成 30 年 3 月 22 日に瀬野川病院がアル
コール健康障害，薬物依存症，ギャンブル等依存症
を対象疾患とする広島県依存症治療拠点機関に選定
された。

Ⅲ．　次年度以降の検討課題について

　広島県アルコール健康障害対策推進計画が策定さ
れ，平成 29 年度は約 80 人のサポート医およびサ

ポート医（専門）を養成した。次年度以降は引き続
きサポート医養成や医療連携の促進により，アル
コール健康障害の早期発見・早期治療・進行予防に
向けた医療活動の充実が課題である。

Ⅳ．　ま　　と　　め

　平成 29 年度は，広島県アルコール健康障害対策推
進計画に基づき，サポート医の養成研修を企画・実
施し，約 80 人のサポート医およびサポート医（専
門）を養成した。また，医療連携についての紹介状
などの書類を作成した。次年度以降はサポート医の
養成に加え，医療連携を促進しアルコール健康障害
の早期発見・早期治療・進行予防を目指すことが重
要である。
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資料　1

 
 

○診療情報提供書（アルコール健康障害）  平成  年  月  日 

                          医療機関名 
         病院（医院）           所在地 
                          電話番号 
             先生           医師氏名 

か

か

り

つ

け

医 
等

記

入

欄 

患者氏名  職業  
患者住所  性別 男 ・ 女 
生年月日 明・大・昭・平     年  月  日

（   歳） 
TEL  

傷病名 

紹介目的 

既往歴及び家族歴 

病状 
 

（AUDIT   点）

治療経過・現在の処方 
 
その他 

●診療情報提供書・返信用         平成  年  月  日 

                          医療機関名 
         病院（医院）           所在地 
                          電話番号 
             先生           医師氏名 
精

神

科

医

等

記

入

欄 

診断名 
 
病状 
 
治療計画及び処方内容 
 
その他 
 

備考 １．必要がある場合は続紙に記載して添付すること。 
   ２．必要がある場合は画像診断のフィルム，検査の記録を添付すること。 

３．紹介先が保険医療機関以外である場合は，紹介先医療機関等名の欄に紹介先保険薬局，市

様式１ 

町，保健所名等を記入すること。かつ，患者住所及び電話番号を必ず記入すること。 
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資料　2

 
 

 
 
 
 
 

紹介・受診受付報告書 

広島県健康福祉局健康対策課精神保健グループ 行 

医療機関名 

所在地 

電話番号 

医師氏名 

 

 

業務報告日 患者紹介の件数 

平成   年   月   日 

件

受診された件数（紹介によるもの）

件

備考欄 

 

 

この用紙のみ送信してください 

ＦＡＸ：０８２－２２８－５２５６ 

様式２ 
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資料　3

 

 

第１回 広島県アルコール健康障害サポート医養成研修会 

日  時 平成30年１月25日（木）19：00～21：00 

場  所 広島県医師会館 ２階 201会議室    

＜次 第＞ 

１．開会 

２．講義 

（１）オリエンテーション（19：00～19：05） 

（２）講演「アルコール健康障害の概念とその治療」（19：05～19：50） 

   講師 瀬野川病院・ＫＯＮＵＭＡ記念広島薬物依存・地域精神保健研究所  

医師・所長   加賀谷 有行 先生 

（３）講演「アルコール健康障害への介入と多職種による支援」（19：50～20：30） 

   講師 呉みどりヶ丘病院 院長  長尾 早江子 先生 

（４）講演「自助グループの活動」（20：30～20：50） 

   講師 広島県断酒会連合会 会長  中田 克宣 氏 

（５）まとめ（20：50～21：00） 

５．閉会 

********************************************************************** 

第２回 広島県アルコール健康障害サポート医養成研修会 

日  時 平成30年2月1日（木）19：00～21：00 

場  所 福山市医師会館 4階 演習室     

司  会 広島県医師会常任理事 山崎 正数  

＜次 第＞ 

１．開会 

２．講義 

（１）オリエンテーション（19：00～19：05） 

（２）講演「アルコール健康障害の概念とその治療」（19：05～19：50） 

   講師 瀬野川病院・ＫＯＮＵＭＡ記念広島薬物依存・地域精神保健研究所  

医師・所長   加賀谷 有行 先生 

（３）講演「アルコール健康障害への介入と多職種による支援」（19：50～20：30） 

   講師 こころ尾道駅前クリニック 院長  本田 誠四郎 先生 

（４）講演「自助グループの活動」（20：30～20：50） 

   講師 広島県断酒会連合会 会長  中田 克宣 氏 

（５）まとめ（20：50～21：00） 

３．閉会 
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第１回 広島県アルコール健康障害サポート医（専門）養成研修会 

 

日  時 平成30年３月18日（日）10：00～16：30 

場  所 広島県医師会館２階 201会議室      

 

＜次 第＞ 

１．開会 

 

２．講義 

（１）オリエンテーション（10：00～10：10） 

 

（２）講演「アルコール健康障害の概説」（10：10～11：00） 

   講師 瀬野川病院・ＫＯＮＵＭＡ記念広島薬物依存・地域精神保健研究所  

医師・所長   加賀谷 有行 先生 

 

（３）講演「アルコール依存症者及び家族の支援」（11：00～11：20） 

   講師 瀬野川病院 看護師  田中 瑞樹 先生 

 

（小休憩）11：20～11：30 

 

（４）講演「アルコール健康障害の臓器障害」（11：30～12：30） 

   講師 市立三次中央病院 院長  中西 敏夫 先生 

 

   （昼休憩）12：30～13：20 

 

（５）講演「アルコール依存症の専門病院の治療」（13：20～14：20） 

   講師 呉みどりヶ丘病院 院長  長尾 早江子 先生 

 

（６）講演「当事者の体験談」（14：20～14：40） 

   講師 広島県断酒会連合会 会長  中田 克宣 氏 

 

   （小休憩）14：40～14：50 

 

（７）講演「アルコール健康障害治療ガイドライン」（14：50～16：20） 

   講師 慈圭病院 院長  堀井 茂男 先生 

 

（８）まとめ（16：20～16：30） 

 

３．閉会 
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参考資料　1

広島県アルコール健康障害対策連絡協議会委員名簿

氏　　名 所　　　　属

会　長 佐伯真由美 広島県立総合精神保健福祉センター

副会長 長尾早江子 広島県精神科病院協会

石川　清和 広島県小売酒販組合連合

亀尾　善熙 広島県民生委員児童委員協議会

菊田　晴美 広島県看護協会

白川　敏夫 広島県病院協会

末政　悠子 広島県精神保健福祉士協会

高橋　眞司 広島県飲食業生活衛生同業組合

竹本　貴明 広島県薬剤師会

近末　文彦 広島県西部保健所

中田　克宣 広島断酒ふたば会

中西　敏夫 広島県医師会

野山　栄一 広島県交通安全協会

坂東　勝幸 広島保護観察所処遇部門

森岡　壯充 広島県精神神経科診療所協会

山垣内雅彦 広島県教育委員会事務局教育部豊かな心育成課

山田谷　清 広島県警察本部交通企画課

大和　昌代 全国健康保険協会広島支部
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参考資料　2

広島県アルコール健康障害対策推進計画検討WG　名簿

氏　名 所属及び役職名

加賀谷有行 瀬野川病院　KONUMA記念広島薬物依存・地域精神保健研究所

海嶋　照美 広島県健康福祉局健康対策課

佐伯真由美 広島県立総合精神保健福祉センター

志々田一宏 広島大学大学院医歯薬保健学研究院

田中　瑞樹 瀬野川病院

長尾早江子 呉みどりヶ丘病院

中田　克宣 広島断酒ふたば会

中西　敏夫 広島県医師会

日笠　　哲 広島市立安佐市民病院

本田誠四郎 こころ尾道駅前クリニック

森岡　壯充 広島県精神神経科診療所協会

山崎　正数 広島県医師会
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広島県アルコール健康障害対策検討ワーキンググループ
WG長　加賀谷有行　瀬野川病院
　　　　　　　　　　KONUMA記念広島薬物依存・地域精神保健研究所
委　員　海嶋　照美　広島県健康福祉局健康対策課
　　　　佐伯真由美　広島県立総合精神保健福祉センター
　　　　志々田一宏　広島大学大学院医歯薬保健学研究院
　　　　長尾早江子　呉みどりヶ丘病院
　　　　長尾　正嗣　ほうゆう病院
　　　　中田　克宣　広島断酒ふたば会
　　　　中西　敏夫　広島県医師会
　　　　日笠　　哲　広島市立安佐市民病院
　　　　本田誠四郎　こころ尾道駅前クリニック
　　　　森岡　壯充　広島県精神神経科診療所協会
　　　　山崎　正数　広島県医師会
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