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アルコールは私たちの生活に彩りと潤いを与えるものである一方、不適切な飲

み方をすると、肝臓疾患・循環器疾患やがんなどの病気の原因になるだけでなく、

うつ、自殺、アルコール依存症等といったメンタルヘルスの問題を引き起こす原因

ともなります。更には、本人だけの問題にとどまらず、家族や周囲にも多大な影響

を及ぼし、飲酒運転などの様々な社会問題とも密接に関連しているといわれてい

ます。そこで今回はメンタルヘルスを中心にアルコールの現状と関連問題につい

て考えてみたいと思います。ぜひ、ご自身の飲酒生活もこの機会に見直してみま

せんか。

はじめに

1）アルコールを飲むとどうなるの？

口から入ったアルコールは胃から約20％、小腸から約80％が吸収されます。そして血液に入

り、全身にいきわたります。アルコールの大部分は肝臓の酵素により、アセトアルデヒドの段階

を経て、最終的には全身の組織で水と炭酸ガスに分解されます。また、数％は、そのままの形で

呼気、尿、汗として排泄されます。血液に入ったアルコールは循環されて

脳にも到達し、脳の神経細胞に作用し麻痺させます。それが結果として

酔った状態になります。これを「酩酊」といいます。飲み始めはいわゆる

「ほろ酔い状態」ですみますが、度が過ぎると「泥酔状態」「昏睡状態」

に陥り、時に「死」に至ることもあります。

アルコールの基礎知識

めいてい
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大脳新皮質／理性をつかさどる

大脳辺縁系／本能や感情をつかさどる

小　　　脳／平衝感覚をつかさどる

脳　　　幹／呼吸など生命維持機能をつかさどる

「酔い」のプロセス

大脳新皮質 脳の機能について

大脳辺縁系

働いているところ 少し麻痺したところ 麻痺したところ

小脳脳幹

①ほろ酔い／気持ちがほぐれる

アルコールの作用で大脳新皮質が麻痺し理性の抑制がはずれ

る。気分がほぐれリラックスしている。脳のマヒはすでに始まっ

ている状態。

②酩酊／足元がふらつく

大脳辺縁系に麻痺が及んで「酔っぱらい」状態になる。同じ話

を繰り返す、隣の人にからむ、ろれつが回らない、足元がふらつ

くなどの症状が出たら、飲むのはストップ。周りも止めるように

しましょう。

③泥酔／酔いつぶれる

大脳全体に麻痺が広がり、脳幹や脊髄にも及び始める。ぐった

り「酔いつぶれた」状態。吐いた物を気管に詰まらせて窒息す

る危険がある。絶対一人にしない、誰かが付き添って病院に連

れて行くこと。

④昏睡→死／何をしても起きない

ついにマヒが脳幹・脊髄から呼吸中枢のある延髄に至る。叩い

てもつねっても反応がなければ、生死に関わる深刻な事態。す

ぐに救急車を呼ぶこと。



2）アルコールの量はどのように計算するの？

お酒のラベルには、中に含まれるアルコールの度数が書かれています。この度数は、体積での％

（パーセント）を意味します。例えば、5度または5％のビールとは、100㎖に、純アルコールが

5㎖含まれているビールということです。

通常、純アルコール量はｇ(グラム)で表わされます。5％のビールの中ビンまたはロング缶1本

(500㎖)に含まれている純アルコール量は、アルコールの比重も考慮して、以下のように計算し

ます。

また、飲酒量を基準飲酒量（ドリンク数）に換算して、わかりやすく表示する方法が多くの国で

使われています。

日本でも近年「1ドリンク＝10ｇ」という基準量が使用されています。

3）「節度ある適度な飲酒」とはどれくらい？

男性は１日当たり純アルコール10～ 19ｇで、女性は１日当たり9gまでで最も死亡率が低く、

1日当たりアルコール量が増加するに従い死亡率が上昇します。

通常のアルコール代謝能を有する日本人においては「節度ある適度な飲酒」として、１日平均

純アルコールで約20g程度＝2ドリンクとされています。

4）「生活習慣病のリスクを高める飲酒」とはどれくらい？

男性は1日平均純アルコール40ｇ以上、女性は20ｇ以上で、「がん、糖尿病、肥満、循環器疾患、

高脂血症、高血圧」など生活習慣病のリスクがあがるといわれています。特にがんについては、

これ以下でもリスクがあがるといわれています。

この量以上の飲酒をしている人は、生活習慣病予防の観点から、量を減らすことをおすすめし

ます。

お酒の量
（㎖）

【例】500（㎖）× 0.05（5％）× 0.8（g/㎖）= 20（g）

純アルコール量
（g）

比重 0.8
度数
または

％
× × ＝
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……純アルコール20ｇ（２ドリンク）のお酒……

お酒の種類と
アルコール度数

酒の量
1合
180㎖

1本
500㎖ 60㎖ 100㎖ 200㎖

日本酒
15％

ビール中瓶
5％

ウイスキー
43％

焼酎
25％

ワイン
12％

アルコールとメンタルヘルス

1）アルコールと睡眠

アルコールは、睡眠に様々な影響を与えます。これまでの研究によると、高用量のアルコール

では寝つきは良くなりますが、アルコールが覚めてくると交感神経の活動が高まって目が覚めや

すくなります。また、慢性的にアルコールを摂取すると、寝つきが悪くなり、睡眠時間が減少して

しまいます。さらにアルコールの常用を中止するとさらに寝つきが悪くなり、不眠がちとなりま

す。せっかく寝る前のお酒をやめても寝つきがさらに悪くなるので再びアルコールの飲酒を開始

してしまう原因となります。

2）アルコールと認知症
  のういしゅく

アルコール依存症および大量飲酒者には「脳萎縮」が高い割合でみられます。また、飲酒量が

多いほど認知症になる人が多いといった海外の調査結果から、大量の飲酒は認知症の危険性を

高めることが示されています。

最近の調査によれば、飲酒量が増えるほど脳が萎縮することが報告され、一方で飲酒による

脳萎縮は断酒することによって改善することも知られています。

3）アルコールとうつ、自殺の関係

日本の自殺者数は、平成10年以降、年間3万人を超え、その後も高い水準が続いていました。

 のういしゅく
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平成18年10月に「自殺対策基本法」が施行され、様々な取組の結果、平成24年には、15年

ぶりに自殺者数が3万人を下回りました。その後も減り続け、平成28年には、2万1017人とな

りましたが、依然として多くの人が自殺により亡くなっています。

アルコールと自殺の関連は、おそらく大量飲酒が二次的にうつ病を引き起こし、さらには、ア

ルコール自体による
めいてい

酩酊が衝動性を亢進させ、「問題解決には死ぬしかない」という思い込みを

悪化させることによるのであろうと推察されています。

飲酒問題とうつ病、アルコールと自殺は関連しています

海外では、アルコール依存症者のうち約30％がうつ病の診断基準を満たすとする研究があり、

うつ病には高頻度にアルコール依存症が合併することが知られています。自殺者にうつ病が多い

ことは知られていますが、アルコール依存症ではない人と比較して自殺の危険性が約6倍高い

とされ、依存症でなくとも習慣的な大量飲酒は自殺の危険性を高めることが調査で明らかとなっ

ています。さらに日本の調査でも、自殺例全体の約30％でアルコールが検出されています。そ

の他さまざまな調査、研究によりアルコールとうつ、自殺は関連していることが明らかとなってお

り、「死のトライアングル」とも言われています。

4）アルコール依存症

アルコール依存症は誰でもなりうる、回復可能な病気です。

アルコールは、麻薬・覚せい剤・タバコ・睡眠薬などと同じく、依存性のある薬物の一種です。

そして他の薬物と同じく、典型的には一連のプロセスを経て依存症という病気に至ります。飲酒

を続けている限り誰でもなりうる病気と言えます。飲酒量が増えるにしたがって、アルコール関

連問題の数と重症度は増加していきますが、アルコール依存症はその中で、最も重症な部分に位

置しています。さらにさまざまなアルコール関連問題がおこる背景に未治療のアルコール依存症

が潜んでいます。アルコール依存症者の推計は109万人とされていますが、治療を受けている

のは約8万人とごく一部です。

アルコール依存症をひとことでいうと、「飲酒のコントロールができなくなる病気」です。単に

好きで飲んでいたり、意志が弱いからではなく、病気としてのメカニズムが働いています。また

アルコール依存症は回復可能な病気です。どのタイミングでも、アルコール依存症からの回復の

道を歩きはじめるチャンスがあります。アルコール依存症がありながら本人が治療を拒否し、医

療や支援につながらない時は、まず最初に家族が支援機関とつながることが大切です。本人の

飲酒がすぐにとまらなくても、家族が健康的な生活を送る（家族が回復する）ことはできます。

「お酒好き」と「アルコール依存症」の境界は不明瞭です。どこからがアルコール依存症で、ど

こまでが普通の飲酒かという線引きは、はっきり出来るものではありませんし、進行のプロセス
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も必ずしも一直線というわけでもありません。しかしアルコールが依存性のある薬物の一種であ

る以上、飲酒をしている人は誰でも依存症の回路がゆっくりと脳の中で作られていきます。つま

り飲酒をしていれば、誰もが依存症になる可能性があるということです。

アルコール依存症はゆっくりと進行していくため、依存が作られている途中では自分では気付

きませんが、次第に飲酒によって問題があるにもかかわらず、飲酒をコントロールできなくなり

ます。

アルコール依存症の治療について

アルコール依存症になってしまったら、回復するための最も有効な方法は「断酒」することです。

断酒とは、お酒を一滴も飲まないことです。

……アルコール依存症は進行性の病気です……
機会飲酒

習慣飲酒

耐性の形成

時々、何かの機会に飲酒する程度

日常的に飲み、酒に強くなっていく

酒に対する耐性が形成され、酔うまでの酒量が増える

【依存が進行すると出てきやすい症状】

迎え酒をするようになる

飲むために嘘をついたり、隠れ飲みをする

酒が原因の問題が繰り返される

連続で飲酒する

幻覚、離脱症状、肝障害その他の疾患の悪化により、日常生活が困難になる

酒がないと物足りなく感じる。酒量が増え、ほろ酔い程度では飲んだ

  気がしない

ブラックアウト（記憶の欠落）が起きる

飲む時間が待ちきれず、落ちつかない
飲まないと手指が震え、発汗する（離脱症状）

精神依存

身体依存

アルコール依存症とは、飲酒がコントロールできない病気です。ある程度飲酒しつつ
量や回数を減らすのは難しいのです。最初は量が減っているつもりでも、しばらくた
つうちにまたもとの飲み方に戻ってしまいます。
※本人の状態によっては、専門家の指導のもと減酒をすすめられることもあります。

減酒をするだけではいけないの？Q.
A.
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アルコール依存症から回復するには

回復の第一歩は、アルコール依存症を支援してくれる機関と繋がることです。アルコール依存

症は飲酒している限り誰でもなる可能性がありますが、たとえ依存症となっても重度にかかわら

ず回復は可能な疾患です。

たとえ断酒がすぐには困難でも、支援機関と繋がり続けることで回復の可能性がもたらされる

と言えます。また、断酒がどうしても難しかったり、たとえ断酒していて再飲酒があったりしても、

それを率直に言える様な信頼関係を支援機関と築き、繋がりつづけることが大切です。

ご家族の方へ

依存症の本人は相談や治療に行きたがらないことが多く、飲酒問題に対する相談は、家族の

相談から始まる場合がほとんどです。家族の相談は、アルコール依存症を治療している医療機

関、保健センターなどの公的機関、断酒会の家族会など、様々なところで行われています。

家族相談で大切な点は、依存症に巻き込まれて、本人の問題にとらわれている家族が、病気と

回復を理解して、家族自身が心身の健康と余裕を取り戻すとともに、本人への前向きの働きかけ

ができるようになることです。

アルコール依存症の専門的な治療をおこなっている医療機関や断酒会、ＡＡといった
自助グループがあります。または、お近くの保健センターなどでも相談支援をおこなっ
ています。

支援機関にはどのようなところがありますか？Q.
A.



―　当事者の体験談　―
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酒が原因での最初の失敗は、大学の寮での新入生歓迎会で大量に飲酒し、ブラックアウト

した時でした。意識が戻ると病院のベッドの上で動けずにいました。実家から駆けつけてくれ

た母親が心配そうな顔で僕をみていてくれて、何も覚えていない僕が尋ねると、深夜にタクシ

ーと正面衝突を起こし救急車で運ばれ、一命を取り留めたとの事でした。未成年であった為、

家庭裁判所に送られそこで事故の相手と家裁の方に頭を下げてくれました。それが僕の酒が

原因で母親に頭を下げさせた初の出来事です。大学を出て就職すると毎晩のように外で飲み

歩くようになり、あっというまに多額の借金を作りました。一口酒を飲むと止まらなくなり、毎

日どこで何をしていたか全く覚えがなく、その度に強烈な自責の念に駆られるもその現実か

ら逃避するためにまた飲酒するという日々の繰り返しでした。それからまさしく坂道を転げ落

ちるように借金を繰り返し、飲酒運転もするようになりました。　

結婚するも三年足らずで離婚し、結局サラ金・街金・闇金等々で六百数十万円の借金を作り

ました。「もうあかん」「もうどうしょうもなくなった」と思い、会社を無断欠勤して死に場所を

探し、ホテルの屋上から飛び降りようと決心を致しました。しかし、気づいたらホテルの部屋

で何日も過ごしていたようで、フロントからの電話で目が覚めました。フロントに行くと母親

がそのホテルを探し出してくれ、一通の手紙を残してくれていました。そこには現金3万円と

見慣れた母親の字で「あんたに何があったかはわからないけれど、あんたの帰る場所は○○

（実家のある場所）しかないんだから帰っておいで。誰も怒ったり責めたりしないから安心して

帰ってきなさい。」と書かれてありました。結局死にきれず、また母を頼るようになりました。

しかし、それからも飲酒はやめられず、飲酒運転による事故・検挙、借金を繰り返し、仕事

も転々とするようになりました。５度目の大きな借金を肩代わりしてもらった時、母親が涙を

浮かべながら「もう頼むから死んでくれへんか」と言いました。母親がどんな気持ちで自分が

生んだ子どもに死んでくれと頼まなければならなかったのか、その時は母親の気持ちを考え

もしませんでした。

それからも飲酒はやめられず、会社の金を横領して逃亡。酒と睡眠薬で自殺未遂を起こし

ました。母親はそれでも私の体のことを心配してくれました。母親が入院先を見つけてくれ、

入院当初は生きることへの精も根も尽き果てていましたが、入院中に聞かせてもらったある

母親の体験談をきっかけに、自分よりも、もっと辛くて苦しくて悲しくて大変な思いをしてき

たのは母親の方だったのだと気づくことができました。

退院してからも母親には心配ばかりかけておりますが、お酒は飲んでいません。飲酒すると

すべての事がどないもこないもいかなくなります。だからお酒は飲めません。自分のために土

下座までしてくれた母親の姿を忘れてはならないと思っております。その為にもこれからも断

酒会の中で仲間の体験談を聞き自分も体験談を語り続けます。

反省・感謝・報恩の気持ちを忘れずに。

（大阪府断酒連合会「いきいそがずに」より抜粋）
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まだまだある！アルコール関連問題

1）アルコールが及ぼす体への影響

アルコールは肝臓、膵臓、脳、神経、心臓、骨、血液など全身の臓器に影響を及ぼします。また、

高尿酸血症、糖尿病、高脂血症など様々な代謝障害もきたします。また、駅のホームへの転落な

ど、飲酒時の転倒・転落等による事故も多いことが知られています。

2）妊産婦の飲酒

妊婦が飲酒することによって、発達障害、知的障害、顔面の変異（目が小さい、低い鼻、人中が

ない、上唇が薄い）を特徴とする「胎児性アルコール症候群（
フ ァ ス

FAS：Fetal Alcohol Syndrome）」

または「胎児性アルコール・スペクトラム障害（
ファスディ

FASD：Fetal Alcohol Spectrum Disorders）」

が現れることがあります。  

安全な飲酒量というのは知られておらず、唯一の予防法は妊娠を希望されるなら飲酒を止め

る、または妊娠と分かったら直ちに飲酒を止めることです。

3）未成年の飲酒　

未成年者の飲酒はアルコール耐性が速やかに形成されます。未成年者では習慣飲酒が始まっ

てからアルコール依存症になるまでの期間は数カ月から２年と極めて短期間であることが特徴

です。未成年から飲酒すると脳萎縮や認知能力の低下が早期より現れる

ことが知られており、大量のアルコールを短時間に飲むと、「急性

アルコール中毒」になり、吐物による窒息が多数みられます。

若者の急性アルコール中毒死の背景には、飲酒の強要「アル

ハラ（アルコールハラスメント）」がある場合が多く、注意が

必要です。また、飲酒運転による交通事故死は二十歳以下

の若年層が最もリスクが高いことがわかっています。
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アルコールに関する法律・対策について

1）「アルコール健康障害対策基本法」とは？

不適切な飲酒がアルコール健康障害の原因となり、アルコール健康障害は、本人の健康の問

題であるのみならず、その家族への深刻な影響や重大な社会問題を生じさせる危険性が高いこ

とに鑑み「アルコール健康障害対策基本法」が、平成26年６月1日に公布されました。この法律は、

アルコール健康障害対策に関して基本理念を定め、国、地方公共団体を含む関係団体の責務を

明らかにするとともに、アルコール健康障害対策に関する基本的施策を定めています。さらに毎

年11月10日～16日を「アルコール関連問題啓発週間」としています。

2）「大阪府アルコール健康障がい対策推進計画」とは？

「アルコール健康障害対策基本法」に基づき、国が講ずるアルコール健康障害対策の最も基本

的な計画として「アルコール健康障害対策推進基本計画」が平成28年5月に定められました。

この推進計画に基づき大阪府においてもアルコール健康障害対策を総合的かつ計画的に推進す

るため平成29年9月「大阪府アルコール健康障がい対策推進計画」が策定されました。
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飲酒問題がないか調べてみよう  ＝AUDITであなたの飲酒をチェック＝

1．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？

□のまない(0点)　　　　　  □1ヶ月に1回以下(1点)　　　□1ヶ月に2～４度(2点)

□1週間に2 ～3度(3点)　  □1週間に4度以上(4点)　　

2．飲酒するときには通常どのくらいの量を飲みますか？

□1～２ドリンク(０点)　    　□3～４ドリンク(1点)　　　□5～６ドリンク(2点)

□７～ 9ドリンク(3点)　    　□10ドリンク以上(4点)

※日本酒1合＝２ドリンク、ビール中瓶＝２ドリンク、ウイスキーダブル＝２ドリンク

　ワイングラス１杯＝1.5ドリンク　　(純アルコール１０ｇ＝1ドリンク)

3．1度に6ドリンク以上飲酒することがどのくらいの頻度でありますか？

□ない(0点)　　　　　　　 □1ヶ月に1度未満(1点)　　　　□1ヶ月に1度(2点)

□1週間に1度(3点)　　　　 □毎日あるいはほとんど毎日(4点)

4．過去1年間に、飲み始めると止められなかったことが、どのくらいの頻度でありましたか？

□ない(0点)　　　　　　　　　□1ヶ月に1度未満(1点)　　　　□1ヶ月に1度(2点)

□1週間に1度(3点) 　 　　 □毎日あるいはほとんど毎日(4点)

5．過去1年間に、普通だと行えることが飲酒したためできなかったことがどのくらいの

頻度でありましたか？

□ない(0点)　　　　　　　　　□1ヶ月に1度未満(1点)　　　　□1ヶ月に1度(2点)

□1週間に1度(3点)　　　　　 □毎日あるいはほとんど毎日(4点)

6．過去1年間に、深酒の後の体調を整えるために、朝迎え酒をせねばならなかったことが、

どのくらいの頻度でありましたか？

□ない(0点)　　　　　　　　　□1ヶ月に1度未満(1点)　　　　□1ヶ月に1度(2点)

□1週間に1度(3点)　　　　　 □毎日あるいはほとんど毎日(4点)
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7．過去1年間に、飲酒後罪悪感や自責の念にかられたことが、どのくらいの頻度であり

ましたか？

□ない(0点)　　　　　　　　　□1ヶ月に1度未満(1点)　　　　□1ヶ月に1度(2点)

□1週間に1度(3点)　　　　　 □毎日あるいはほとんど毎日(4点)

8．過去1年間に、飲酒のため前夜の出来事が思い出せなかったことが、どのくらいの頻

度でありましたか？

□ない(0点)　　　　　　　　　□1ヶ月に1度未満(1点)　　　　□1ヶ月に1度(2点)

□1週間に1度(3点)　　　　　 □毎日あるいはほとんど毎日(4点)

9．あなたの飲酒のために、あなた自身か他の誰かがけがをしたことがありますか？

□ない(0点)　　　□あるが、過去1年にはなし(2点)　　□過去1年間にあり(4点)

10．周囲の人(家族、友人、医師等)から、あなたの飲酒について心配したり、飲酒量を減

らすように勧められたことがありますか？

□ない(0点)　　　□あるが、過去1年にはなし(2点)　　□過去1年間にあり(4点)

※AUDIT（オーディット）は、WHO（世界保健機関）が開発した、飲酒問題の程度を調べる

　　　テストです。
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……AUDITの点数で飲酒の状況を確認してみましょう！……

あなたの1～１０の合計点数は　　　　点

AUDITの
点数

危険の少ない
飲酒 危険の高い飲酒 アルコール依存症の疑い

飲酒問題の
程度

0点

低

問題が少ない 問題が多い

高

10点 20点 40点

AUDITの点数と飲酒問題の関係

□　0～９点の方は・・・「青信号」
今のところお酒の飲み方に大きな問題はないようです。

今後も1日2ドリンクまでの飲酒にとどめ、さらに健康的なお酒との付き合いを心

がけてください。

□　１０～１９点の方は・・・要注意！「黄色信号」
あなたの健康や社会生活に影響が出るおそれがあります。

さらに、高血圧、糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病治療中の方は、治療回復の

妨げになるばかりか、症状を悪化させる恐れがあります。

１日２ドリンクまでの飲酒にとどめましょう！

□　20点以上の方は・・・危険！「赤信号」
アルコール依存症がうたがわれます。家庭や職場での生活にも悪影響が及んでい

ることが考えられます。

センターでご相談ください！

※独立行政法人国立病院機構肥前精神医療センター　HAPPYプログラム　参照
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……あなたの健康を守る12の飲酒ルール  + 1……
プラス

①飲酒は１日平均2ドリンク以下

②女性・高齢者は少なめに

③赤型体質も少なめに

④たまに飲んでも大酒しない

⑤食事と一緒にゆっくりと

⑥寝酒は極力控えよう

⑦週に２日は休肝日

⑧薬の治療中はノーアルコール

⑨入浴・運動・仕事前はノーアルコール

⑩妊婦・授乳中はノーアルコール

⑪依存症者は生涯断酒

⑫定期的に検診を

お わ り に

しない　させない　許さない　未成年者飲酒・飲酒運転＋1
プラス

樋口　進　成人の飲酒実態と関連問題の予防について　参照

以上のことを守って、楽しく健康的な飲酒を心がけたいものです。

。んせまれしもかるれらおも方ういとういといし難かなかなが」酒飲な度適るあ度節「 もでれそ

そのような方、あるいは、先ほどのAUDITの点数が20点以上である、もしくは10点～19点で

高血圧、糖尿病、脂質異常症など生活習慣病を治療中である方については、ぜひ一度アルコール

の相談機関等にご相談いただくことをおすすめします。

＋1
プラス
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相談機関等

電　　　話　

072 238 0123

072 241 6484

072 270 8100

072 287 8120

072 271 2012

072 293 1222

072 258 6600

072 362 8681

住　　　所　

堺区甲斐町東3 2 6

堺区協和町3 128 4

中区深井沢町2470 7

東区日置荘原寺町195 1

西区鳳南町4 444 1

南区桃山台1 1 1

北区新金岡町5 1 4

美原区黒山782 11

センター名　

堺保健センター

ちぬが丘保健センター

中保健センター　

東保健センター

西保健センター

南保健センター

北保健センター

美原保健センター
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