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従来の本県の依存症対策の取組について
※国の依存症対策総合支援事業が示される前

精神保健福祉センターの取組

◆ 精神保健福祉相談

アルコール・薬物・ギャンブル等の来所や電話による相談対応

◆ 依存症家族教室

家族の依存症問題に悩む方を対象にミーティング実施

◆ 中学校・高校を対象としたアルコール・薬物乱用防止講習会

正しい知識の普及と健康教育の機会

◆ アルコール保健講演会

正しい知識の普及啓発を目的に一般市民を対象とした講演会の開催

保健所の取組
◆ 精神保健福祉相談

アルコール・薬物・ギャンブル等の来所・電話・訪問による相談対応

◆ 出前講座による健康教育
適正飲酒等についての講義の実施
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連
携

依存症対策全国拠点機関設置運営事業及び
依存症対策総合支援事業

実施主体 ： （独）国立病院機構久里浜医療センター
薬物依存対策は国立精神・神経医療研究センターと連携して実施

依存症対策全国拠点機関設置運営事業

実施主体 ： 都道府県・指定都市

依存症対策総合支援事業【地方自治体向け補助事業】

依存症対策（アルコール健康障害、薬物、ギャンブル等）
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依存症対策全国拠点機関設置運営事業

○ 全国的に依存症の専門医療機関・専門医が不足

⇒ 地域において適切な治療や支援が受けられない環境の改善

○ 地域での依存症の専門医療機関・専門医の偏在

⇒ 質的な均衡、治療機会の拡大、医療従事者や関係者の資質向上

国が（独）久里浜医療センターを全国拠点に定め、依存症対策全体の強化に向けたサポート

※薬物依存症対策は国立精神・神経医療研究センターと連携して実施する

◇ 課題及び目的

◇ 事業内容

（１）指導者養成研修（治療・相談対応・地域生活支援の３コース）

都道府県の依存症支援に際し指導的な役割を果たす人材を養成するための研修

治療：医療機関の医療従事者、相談対応：精神保健福祉センター等で相談支援にあたる職員

地域生活支援：地域で障害福祉サービスや相談支援等を行う者

（２）依存症回復施設職員研修

依存症回復施設の職員を対象とした対応力向上研修

（３）全国会議

専門医療機関や相談拠点を対象に、各地域の課題等の情報共有を目的とした会議

（４）依存症に関する情報収集・情報提供等

（５）依存症に関する普及啓発・ポータルサイトの開設

依存症関係の専用サイト（一般向け・医療従事者向け）の開設・運用
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依存症対策総合支援事業【地方自治体向け補助事業】

◇ 事業目的

都道府県において、医療機関や精神保健福祉センター、保健所、民間団体・回復施設等による
包括的な支援を提供することで、依存症患者等の地域におけるニーズに総合的に対応すること

◇ 事業内容

（１）依存症地域支援体制推進事業
依存症支援体制整備構築のため、①～③の選定・設置・策定を協議

①医療提供体制（専門医療機関・治療拠点）、②相談支援体制（相談拠点）、③地域支援計画（各依存症対策）

（２）連携会議運営事業
対策を包括的に推進するため、課題の共有や共同事業等を検討するための会議の開催

（３）依存症専門相談支援事業
相談拠点において、相談者に対する適切な相談・指導等の相談支援業務の実施

（４）依存症支援者研修事業
県内での依存症支援を行う人材を養成することを目的とした研修の実施

（５）普及啓発・情報提供事業
依存症の正しい知識や理解を進めるための普及啓発活動

（６）依存症の治療・回復支援事業
精神保健福祉センター等において、集団治療回復プログラム等の実施

（７）依存症患者の家族支援事業
精神保健福祉センター等において、家族を対象とする教室や個別相談支援等の実施
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依存症専門医療機関及び依存症治療拠点の選定基準
（平成29年6月13日付障発0613第4号、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）

全ての要件を満たすこと

○ 保険医療機関であること

○ 精神保健指定医又は日本精神神経学会認定の精神科専門医１名以上を有すること

○ 依存症の専門性を有した医師が担当する入院医療、又は依存症に特化した専門プログラムを有する

外来診療を行っていること

○ 依存症に関する研修のいずれか１つを修了した医師１名以上を配置していること

○ 当該依存症に関する研修を修了した看護師、作業療法士、精神保健福祉士、臨床心理技術者のいずれか

１名以上を配置していること

○ 依存症の診療実績があり、定期的に都道府県等に報告できる体制を有していること

○ 依存症に関する相談機関、医療機関、民間団体、依存症回復支援機関と連携して取組み、継続的な

連携が図られること。

◇ 依存症専門医療機関

○ 活動実績をとりまとめ、全国拠点機関に報告する。

○ 対象疾患全てについて、各々の当該研修を修了した医師１名以上、各々の当該研修を修了した看護師、

作業療法士、精神保健福祉士、臨床心理技術者のいずれか１名以上配置されていることを目指すこと

○ 都道府県内の依存症の情報発信を行う。

○ 都道府県内で、医療機関を対象とした依存症の研修を行うこと。

◇ 依存症治療拠点機関
加えて
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依存症相談拠点の要件及び役割

○ 設置に当たっての要件

（１）依存症相談員の配置すること

（２）依存症関連問題に関する相談窓口であることを明示し、周知すること

（３）民間団体を含む関係機関と十分な連携をとる体制ができていること

○ 拠点の主な役割

・各種依存症に関する相談の拠点

・相談拠点と関係機関との連携方法等について協議を行う
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○ 精神保健福祉センターでの精神保健福祉相談、中学校・高校を対象としたアルコール・薬物乱用防止講習会等

○ 保健所での精神保健福祉相談、出前講座による健康教育

◇ 既存の取組

【平成３０年度】

○ 山梨県アルコール健康障害対策推進計画策定（平成３０年1２月）

○ 山梨県立北病院、公益財団法人住吉偕成会住吉病院を

アルコール健康障害に係る専門医療機関に選定（平成３１年３月２２日）

【令和元年度】

○ 精神保健福祉センター内に依存症相談窓口を開設（令和元年８月１日）

○ 公益財団法人住吉偕成会 住吉病院を

薬物依存症/ギャンブル等依存症に係る専門医療機関に選定（令和２年３月２５日）

○ 山梨県立北病院をアルコール健康障害に係る治療拠点機関選定に選定（令和２年３月２５日）

【令和２年度】

○ 山梨県依存症連携会議の開催（令和２年１２月１７日）

○ 山梨県ギャンブル等依存症対策推進計画（仮称）の検討（令和２年９月～）

◇ 平成３０年度以降の取組
加えて
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依存症別の取組状況について

アルコール 薬物 ギャンブル等 ゲーム・ネット

国

●アルコール健康障害
対策基本法
【厚生労働省】

●アルコール健康障害
対策推進計画
【厚生労働省】

●再犯の防止等の推進
に関する法律
【法務省】

●再犯防止推進計画
【法務省】

●ギャンブル等依存症
対策基本法
【内閣官房】

●ギャンブル等依存症
対策推進基本計画
【内閣官房】

●「ゲーム障害」を依
存症に認定
【WHO】

●「ネット・ゲーム使
用と生活習慣に関する
実態調査」
【久里浜医療ｾﾝﾀｰ】
（R1.10月～11月）

県内

●山梨県アルコール健
康障害対策推進計画
【障害福祉課】

●専門医療機関選定
【北病院・住吉病院】
●治療拠点機関選定
【北病院】

●相談拠点設置
【精神保健福祉ｾﾝﾀｰ】

●山梨県再犯防止推進
計画
【県民生活・男女参画
課】

●専門医療機関選定
【住吉病院】

●相談拠点設置
【精神保健福祉ｾﾝﾀｰ】

●山梨県ギャンブル等
依存症対策推進計画
（仮称）策定予定
【障害福祉課】

●専門医療機関選定
【住吉病院】

●相談拠点設置
【精神保健福祉ｾﾝﾀｰ】

●庁内検討会の開催
※外部有識者からの意
見聴取含む
【障害福祉課】

●ゲーム障害治療プロ
グラム検討中
【北病院】

●相談拠点設置
【精神保健福祉ｾﾝﾀｰ】



本県における依存症者等の状況

※アルコール依存症者の有病率 （０.９％）
（成人の飲酒実態と関連問題の予防に関する研究、

H１５ 国立病院機構久里浜医療センター）
県内の推計値・・・７,０００人

※ギャンブル等依存症が疑われる者の
推計値（過去１年以内０.８%、生涯３.６%）

（国内のギャンブル等依存に関する疫学調査、
H２９ 国立病院機構久里浜医療センター）

県内推計値（過去１年以内)・・・ ４,４００人
〃 （生涯) ・・・２０,２００人

【県】
○依存症に係る精神保健福祉相談（精神保健福祉センター・保健所）

平成３０年度相談実績：８０２件 （全体相談件数の９.３％）
令和元年度相談実績 ６９０件 （全体相談件数の７.３％）

○アルコール健康障害対策推進計画の策定 【平成30年12月】

○アルコール健康障害に係る専門医療機関の選定 【平成31年3月】（北病院、住吉病院）

○依存症相談窓口の設置 【令和元年８月】（精神保健福祉センター内）
・相談対応、当事者向け回復支援プログラム、家族教室

【再掲】R元年度依存症相談窓口 相談実績 １３９件 （依存症相談件数の２０.９％）

○薬物依存症/ギャンブル等依存症に係る専門医療機関の選定 【令和2年3月】（住吉病院）

○ギャンブル等依存症対策推進計画（仮称）検討中 【令和2年9月～】

【病院】
（北病院・住吉病院）
○アルコール病棟の設置、○依存症専門プログラムの実施

【民間団体】
○アルコール健康障害【 断酒会：例会】
○薬物【ダルク：グループミーティング・共同生活】
○ギャンブル等【グレイス・ロード：グループミーティング・共同生活・自立訓練（生活訓練）事業所】

令和元年５月、世界保健機関において、「ゲーム障害」を新たな依存症として認定。

令和４年１月以降に「国際疾病分類」の改定版（ＩＣＤ－１１）が国内適用となり、正式な診断名とし
て扱われる。

新たな国の動き

●依存症患者へ 医療と生活支援とを両輪で提供されるような医療機関と民間支援団体との連携体制

●多岐にわたる課題に包括的に対応するため、県内の依存症に関する情報や課題の共有を図り、支援を展開する仕組み

●医療のみならず、地域生活において依存症患者・家族に対応できる人材の育成

課
題

本県の取り組み

※１日のインターネットアクセス時間が
３時間以上の割合（１５.６％）

（子どもと若者の意識に関する調査、
H３０ 山梨県）

県内の推計値・・・23,400人

依存症専門医療機関

民間支援団体

相談拠点

行政・福祉・司法等
関係機関

県民

精神科医療機関

今後の本県の依存症対策の取り組みについて


