
1 

 

■2018年度 鳥取県アルコール健康障害・薬物依存症支援拠点事業研修会 

開催状況一覧 

 対象：依存症治療支援関係者（保健・医療・福祉・教育・厚生保護など依存症問題に従

事する者）  参加費：無料 

○「薬物依存症」研修会 ―講演と意見交換会―         参加者：63名 

日時：2018年 11月 17日（土）13：30～16：30 

場所：福祉人材研修センター（鳥取市伏野） 

内容：「鳥取県での薬物依存症治療について」山下陽三（渡辺病院）、「薬物依存症から

回復への実践録」岩井喜代仁 氏（茨城ダルク代表）、「岡山県での薬物依存症治療の取

組み」谷本健一（岡山県精神科医療センター）、「薬物依存症者家族の体験談」岡山家族

会ぴあ、意見交換会（約 40分） 

 

○「依存症者への動機づけ面接法を学ぶ」研修会         参加者：30名 

日時：2018年 10月 27日（土）14：00～17：00 

場所：中部医師会館（倉吉市旭田町１８）1階 大会議室  

講師：後藤 恵 氏（成増厚生病院）      

内容：依存症者への動機づけ面接法の講義及び実技練習など 

 

○「動機づけ面接法を実践的に学ぶ」研修会           参加者：41名 

日時：2019年 2月 9日（土）14：30～17：30 

場所：鳥取県東部医師会館（鳥取市富安１丁目５８−１）3階 研修室  

講師：菅沼直樹 氏（刈谷病院） 

内容：動機づけ面接法について事例を提示しながら、ロールプレイを交えて学びます  

 

○「依存症の理解と集団療法の実践」研修会  

日時：2019年 3月 2日（土）14：30～17：30          参加者：23名 

場所：鳥取県西部医師会館（米子市久米町１３６）3階 講堂 

講師：田辺 等 氏（北星学園大学 社会福祉学部教授）     

内容：依存症者の集団療法について、その効果や留意点などを実践的に学びます   

 

○「鳥取県アルコール健康障害普及啓発相談員（継続）研修会」  参加者：19名 

日時：2018 年 9 月 14 日（金）15：30～17：00    （うち普及啓発相談員 7名） 

① 講義：「アルコール健康障害の治療と回復」、 

② 講義：回復のための社会資源の活用と連携」 

③ 意見交換会           

及び映画「カノン」上映会                 参加者：28名 
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■平成 30年度 東部地区アルコール関連問題関係者ネットワーク研究会  

対象：東部地区の医療・保健・福祉、職域、教育、司法、警察、救急、消防、民間支援団

体等アディクション関連問題の関係機関 

主催：鳥取県立精神保健福祉センター 

○第 1回：平成 30年 5月 18日 14：00～16：00  参加者 41名 

報告「依存症の理解と鳥取県における取組」 

報告者：渡辺病院 相談支援コーディネーター 谷口 宏幸 氏 

報告「市町村の地域保健計画における取組」 

報告者：岩美町健康長寿課健康増進係 主任管理栄養士 乾 京子 氏 

意見交換会 

 

○第 2回：平成 30年 8月 17日 14：00～16：00  参加者 38名 

報告「薬物乱用防止の取組と課題」 

報告者：鳥取県福祉保健部健康医療局医療指導課 危険ドラッグ等対策専門員 野田 

博彦 氏 

事例検討： 

① 地域での事例 

報告者：鳥取市中央保健センター 成人保健係 係長 藤木 尚子 氏 

② 医療機関での事例「事例を通して考える動機づけ面接の実際」 

報告者：渡辺病院 相談支援コーディネーター・看護師 林 敏昭 氏 

意見交換会 

 

○第 3回：平成 30年 11月 16日 14：00 ～16：00  参加者 33名 

講義：「我が国における未成年から成人の飲酒実態と課題」 

講師： 鳥取大学医学部医学科環境予防医学分野 教授 尾崎 米厚 氏 

報告：「職場のメンタルヘルスとアルコールの飲み方教育の取組」 

報告者：ヘルスプロモーションサポートオフィス 開業保健師 渡部 一惠 氏 

意見交換会 

 

○第 4 回：平成 31年 2月 15日 14：00～16：00  参加者 34名 

報告「治療的司法について」 

報告者：法テラス鳥取法律事務所 常勤弁護士 田坂 一也 氏 

報告「ギャンブル相談の現状と取り組み」 

報告者：鳥取県立精神保健福祉センター 心理判定員 山下 倫明 氏 

体験談発表：ギャンブル等クロスアディクション 

意見交換会 
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■相談支援コーディネーターによる出前講座 

実施回数 7 回  

① 2018年 8月 2日「動機づけ面接について」障がい者職業センター職員：16名 

② 2018年 5月 18日「依存症の理解と鳥取県における取組」東部エリアの依存症関係

担当者：41名 

③ 2018年 8月 17日「事例を通して考える動機づけ面接の実際」東部エリアの依存症

関係担当者：31名 

④ 2018年 8月 24日「鳥取県のアルコール医療連携と支援拠点機関の役割」中四国ア

ルコール関連問題学会参加者：約 150名。 

⑤ 2018年 11月 22日「学校における飲酒防止教育支援」県内教育関係者：75名 

⑥ 2019年 2月 22日「アルコール・薬物と依存症関連問題研修」中部エリアの依存症

関係担当者：15名 

⑦ 2019 年 3 月 2 日「鳥取県におけるアルコール健康障害対策の取組」中国地方の薬

剤師ら：14名) 

 

■2018年度 かかりつけ医等依存症対応力向上研修会 

 平成 28年 3月に鳥取県アルコール健康障害対策推進計画が策定され、鳥取県では「アル

コール健康障害支援拠点」を設置するとともに、依存症に対する医療等の支援体制の強化

の一つとして、鳥取県東部・中部・西部の各医師会に事業委託し、かかりつけ医等依存症

（アルコール等）対応力向上研修事業を実施しています。 

○鳥取県中部医師会  参加者：34名  

日時：平成 30年 10月 26日（金）18：30 ～ 20：45 

場所：鳥取県中部医師会館 1階 大会議室 

＜第 1部＞ 講演と体験談 

講演：「 アルコール健康障害支援拠点機関の取組みと事例検討 」渡辺病院  山下 陽三 

体験談：鳥取県断酒会員より 

講演：「アルコー健康障害と動機づけ面接法の活用」成増厚生病院 後藤 恵 氏 

＜第 2部＞ 事例検討「事例を通しアルコール依存症者への地域連携活動を考える」 

事例検討発表者： 佐藤 雄紀 氏（倉吉病院医師）、野口 直哉 氏（鳥取県立厚生病院

内科医師）、福田 祥悟 氏（中部総合事務所福祉保健局） 

コメントと意見交換 

 

○鳥取県等東部医師会  参加者：48名 

日時：平成 31年 2月 9日（土） 18：00～20：30 

場所：鳥取県東部医師会館 
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＜第1部＞ 講演と体験談 

報告：「 鳥取県アルコール健康障害支援拠点機関の活動実績 」渡辺病院 相談支援コー

ディネーター 林 敏昭 氏 

体験談：鳥取県断酒会員より 

講演：「愛知県衣浦東部保健所を中心としたアルコール医療連携」愛知県刈谷病院 菅沼

直樹 氏 

＜第 2部＞ 事例検討「事例を通しアルコール依存症者への地域連携活動を考える」 

事例発表者：植田 俊幸 氏（鳥取県立厚生病院 精神科医師）、谷口 英明 氏（鳥取市立

病院内科医師）、村山 紘香 氏（鳥取市保健所保健師） 

コメントと意見交換 

 

○鳥取県西部医師会  参加者：49名 

日時：平成 31年 3月 2日（土） 18：00～20：30 

場所：鳥取県西部医師会館 3階 講堂 

＜第 1部＞講演と体験談 

講演：「 アルコール健康障害支援拠点機関の取組みと事例検討 」渡辺病院  山下 陽三 

体験談：鳥取県断酒会員より 

講演「アルコール健康障害と医療連携の課題」北星学園教授 田辺 等 

＜第 2部＞ 事例検討「事例を通しアルコール依存症者への地域連携活動を考える」 

事例発表者：森 拓 氏（米子病院精神科医師）、岡野 淳一 氏（鳥取大学医学部附属病

院 消化器内科医師）、神庭 海優 氏（鳥取県西部総合事務所福祉保健局保健師） 

コメントと意見交換 

 


