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第 28 回 関西アルコール関連問題学会開催に向けて 

 

兵庫大会長 山本 訓也  
公益財団法人復光会垂水病院 院長 

 

このたび、第 28 回関西アルコール関連問題学会をここ兵庫の地で開催させていただくことに

なりました。 

開催日程は 11 月 26 日（土）と 27 日（日）の両日、週末の 2 日間で開催いたします。まだ、新

型コロナウイルスの今後の推移が見えないため、リモートでの開催としました。 

リモートでの開催とあって、ビフォア・コロナの時の学会会場での熱のこもった空気感は得ら

れそうにありませんが、関係者の間で新たなコミュニケーションの手段にも慣れていく中で、今

は見えないアフタ・コロナへの新たな手掛かりを見つける幕開けが始まるのかもしれません。 

さて、今大会のメインテーマ「はじめよう、かかわりを！ 淡（アワ）てないで播（ハリ）き

りすぎず ひろげよう、つながりを！ 摂津（セッツ）かないで但丹（タンタン）と」には、お

ふざけもかなり入っていますが、兵庫県の広がりと多様な地域性をギャグで表現しようとしたも

のです。 

これまでもアルコール依存症と家族問題は切実な問題であり、ネグレクトを含む子供たちへの

虐待がいかに大きな傷跡を幼い心に残すかという事は、これに関わる多くの人が認めるところで

すが、物質依存にとどまらず、ギャンブル依存など非物質性の依存にも、幼い子供を車や家に置

き去りにして死なすようなことなどの報道が後を絶ちません。つまり広くアディクションの問題

は、家族メンバー、そして特に子供たちの心に、深く長い心的トラウマを加え続けるものであり、

この問題に少しでも手の届く実効性ある介入方法が問われているのだと思います。 

学会 1 日目の特別講演では、岡山県精神科医療センターの橋本望先生にギャンブル障害を講演

していただきます。2 日目には 4 人の経験豊かな演者によるシンポジウム「トラウマと依存症」

を用意し、現代的なこの課題を存分に語っていただけるものと期待しています。 

分科会では基礎講座、薬物関連障害についての多様な取り組み、嗜癖問題のある女性と子ども

への支援、高齢者と地域のアルコール問題、そしてコロナ禍での各地のアディクション関連問題

支援ネットワーク等について取り上げています。さらに兵庫県下のアルコール依存症治療の拠点

治療機関やクリニックなどの現状報告も用意しています。 

長期に亘るコロナ禍がもたらした社会経済的な影響は、非正規労働者の失職や若い女性の経済

破綻、自殺などに象徴されるように、いわゆる社会的弱者を痛打しています。在宅勤務が増え、

外出機会が極端に減り、家族間の関係の軋みがさらに強く炙り出され、アディクションの問題を

抱える人の周辺では、問題がさらに深刻化しつつあるのではないでしょうか。 

自助グループの活動も、これまでの対面、接触が大きく制限され、例会会場が確保できないと

いう事も重なって混乱した時期を経過しました。 

われわれはこうした先行き不安の途上にあり、その総括と評価は先の課題となるのでしょうが、

この学会を一里塚として、少し立ち止まって考えてみようではありませんか。 
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第28回 関西アルコール関連問題学会兵庫大会スケジュール 

 

 

2022年11月26日（土） 完全オンライン実施（Zoomミーティング・ウェビナー） 

 

13:00～    受付開始 

13:30～14:00   開会式・オリエンテーション 

14:15～    受付開始 

14:30～17:00  分科会１『基礎講座』 

分科会２『高齢者と地域のアルコール問題』 

分科会３『各地のアディクション関連問題地域支援ネットワーク活動』 

17:00～    受付開始 

17:30～20:00  特別講演『ギャンブル障害に向き合う』 

 

 

 

2022年11月27日（日） 完全オンライン実施（Zoomミーティング・ウェビナー） 

 

9:15～     受付開始 

9:30～12:30  シンポジウム『トラウマと依存症』 

13:15～    受付開始 

13:30～16:00  分科会４『兵庫県依存症専門医療機関からの取り組み報告』 

分科会５『薬物関連障害についての多様な取り組み』 

分科会６『嗜癖問題のある女性と子どもへの支援を考える』 

16:00～16:15  閉会式 

 
 
 
 
 
 
※プログラムは諸事情により変更させていただくことがございます。ご了承ください。 
 
 
 
 



3 
 

分科会１           

11 月 26 日（土） 14：30～17：00  

『基礎講座』 

 

【司会】 
中元 康雄（幸地クリニック 精神保健福祉士・公認心理師） 
 

【コーディネーター】 
宋 慎平（宋神経科クリニック 医師） 

中元 康雄（幸地クリニック 精神保健福祉士・公認心理師） 

 
 

① 【依存症の基礎】             〈講師〉宋 慎平（宋神経科クリニック 医師） 

一人の人間が物質依存や行動嗜癖の障害を発症する。そこには、一人一人それぞれの背景と長い経

過が存在している。 

依存・嗜癖と、その人の生活の障害（精神的・身体的・社会的な障害）は密接に関わっており、相

互に悪影響を及ぼし合う。 

私たちは誰でも、苦しい生活の障害が存在するとき、何としてでも、その苦しみに対処して苦痛を

和らげようとする。良い対処法を見つけることが出来ればよいが、見つけることが出来ないとき、依

存性のある物質の使用や、嗜癖につながる行動につながる。 

依存・嗜癖に陥っている状態の場合、その人が見つけることが出来る生活の障害への対処方法は、

その物質使用や嗜癖行動である。その結果、さらに生活の障害は強くなってしまう。この悪循環の中

で、さらに本人を苦しめていく生活の障害・依存・嗜癖。しかし、本人はこの悪循環から抜け出すこ

とはおろか、気づくことも難しいことが多い。 

回復は、本人が、この悪循環に気づき、抜け出したいと思うことから始まる。物質使用や嗜癖行動

を断つことで、依存・嗜癖で覆い隠されていた様々な問題が立ち現れてくる。本人は依存物質、嗜癖

行動を断ち続けながら、その問題を受け止め、対応していかなければならない。そのとき必要なもの

は「何のためにやめるのか」という動機づけによるエネルギーと問題を受け止め、対応していくため

のスキルだと思われる。 

支援者の役割は、本人がエネルギーを燃やし、スキルを上手に使いながら、自ら回復していくこと

を支え続けることである。 

本項目では、【依存症の基礎】と題し、一人の人間が依存症を発症し、回復を得ていくまで。その経

過を神経生物学や感情的・心理的・社会的な側面と照らし合わせながら概説する。 

 

② 【本人の体験談】                                   〈お話〉当事者の方 
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③ 【家族が受ける苦しみへの理解】      〈講師〉宋 慎平（宋神経科クリニック 医師） 

物質依存・行動嗜癖における家族が受ける苦しみについて、本項目では、アルコール依存症者の家

族を中心に概説する。 

アルコール依存症者の家族には、家族（アルコール依存症者）が酒害によって変わっていくことに

戸惑いながら、酒害をむしろ本人よりも強く感じなければならないという特質がある。 

アルコール依存症による酒害の渦中で、家族が受ける心理的負担は測り知れず、身体的暴力の被害

者となることも多い。そのような状態にさらされる家族は、不安、恐怖、落ち込みといった感情が生

じ、また、自責の念に苛まれたり、感情を麻痺させることで生活をなんとか維持する。 

酒害によって巻き起こる、数々の問題に対処を余儀なくされるのも家族である。家族がイネーブラ

ーとなることは仕方がないことが多い。 

酒害は家族一人一人の認知を変え、家族の生き方に大きく影響し、世代を超えてその影響が及ぶこ

ともある。家族も自分自身の回復が必要となる。 

上記のように、家族が受ける苦しみは、想像を絶するものである。支援者は依存症者の家族に対し、

深い理解と想像をもって関わる必要がある。 

 

④ 【家族の体験談】                     〈お話〉当事者の家族の方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

分科会２           

11 月 26 日（土） 14：30～17：00  

『高齢者と地域のアルコール問題』 

 
【司会】 

廣兼 元太（広兼医院 医師） 
射場 亜希子（兵庫県立はりま姫路総合医療センター 医師） 

 
超高齢社会を迎え、医療や介護の現場でアルコール問題を抱える高齢者が増加しており、高齢

者の特性に配慮した支援が求められている。兵庫県は「日本の縮図」と呼ばれるように、都市部

から多自然地域まで、地域ごとに多彩な特性を有しており、病院や自助グループへのアクセスが

難しい地域も少なくない。高齢化率にも地域差があり、神戸・阪神地域の高齢化率は 30%前後で

ある一方、西播磨、但馬の地域では 40%を超えている。 
当分科会では高齢者のアルコール問題について様々な地域、職種の演者から話題提供を行い、

それぞれの取り組みを紹介するとともに、困難事例に対応する中での苦労や課題などを共有し、

活発な議論をおこないたい。最初に廣兼より、高齢者のアルコール依存症の概要について診療所

での関わりをまじえながら話題提供する。その後、宗と芝原よりアルコール依存症専門医療機関

における高齢者向け入院プログラムの取り組みを紹介する。次に桂木より、高齢化著しい、医療

資源の限られた但馬地域での依存症治療について、状況や苦労を紹介する。さらに山田より丹波

地域の健康福祉事務所の活動について紹介する。最後に射場より精神鑑定を通じて見えてきた高

齢者のアルコール問題の特徴を紹介する。 
 今後も高齢化率は上昇すると予想されており、当然、アルコール問題を抱える高齢者の割合も

増加すると考えられることから、当分科会がそれぞれの地域でより良い支援を提供するための一

助となれば幸いである。 
 
【コーディネーター】 

廣兼 元太（広兼医院 医師） 
射場 亜希子（兵庫県立はりま姫路総合医療センター 医師） 

                                    
【話題提供】 
廣兼 元太（広兼医院 医師）  
宗 美希・芝原 みちよ（兵庫県立ひょうごこころの医療センター 公認心理師・作業療法士） 
桂木 賢太郎（公立豊岡病院組合立豊岡病院 医師） 
山田 光子（丹波健康福祉事務所 保健師） 
射場 亜希子（兵庫県立はりま姫路総合医療センター 医師） 
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分科会３           

11 月 26 日（土） 14：30～17：00  

『各地のアディクション関連問題地域支援ネットワーク活動』 

 
【司会】 

和気 浩三（医療法人和気会 新生会病院 医師） 
武輪 真吾（特定非営利法人いちごの会 リカバリハウスいちご尼崎 精神保健福祉士） 
 
アディクション関連問題の裾野は広く、多くの病気や障害、個人の抱えている生きづらさや社

会問題とつながっており、予防と早期介入・回復継続支援として社会環境への働きかけが重要で

ある。特に非常災害時やコロナ禍など、緊急的に関連問題への臨機応変な対応を求められる場面

では、平時の活動や関係性が良くも悪くも反映される。 
 本分科会では、その土地の風土や歴史的背景、社会資源の中で、アディクション関連問題にお

ける地域支援ネットワーク構築にかかわる活動を行っている全国の支援者から報告を受けて、今

後、それぞれがさらに活動を広げていくための気づきや、各地で社会課題としての認識と理解を

深めていくためのヒントを考察したい。 

 
【コーディネーター】 

和気 浩三（医療法人和気会 新生会病院 医師） 
武輪 真吾（特定非営利法人いちごの会 リカバリハウスいちご尼崎 精神保健福祉士） 
 

【話題提供】 
「あまがさき飲酒と健康を考える会について」  萩原 紘平（尼崎市保健所疾病対策課 係長） 
「にしのみやアディクション関連問題を考える会について」椿 拓也（西宮市役所厚生課 係長） 
「兵庫県宍粟市における地域支援ネットワーク活動について」 

三宅 あゆみ（宍粟市保健福祉課 保健師） 
「宮城県における地域支援ネットワーク活動について」 

鈴木 俊博（医療法人東北会 東北会病院リカバリー支援部 精神保健福祉士） 
 

【指定発言】 
藤本 俊治（兵庫県精神保健福祉センター 精神保健福祉士） 
田辺 貞信（尼崎市断酒会 当事者） 

 
 
 
 
 



7 
 

特別講演           

11 月 26 日（土） 17：30～20：00  

『ギャンブル障害に向き合う―「どこからでもドア方式」を目指して―』 

 
【司会】 
置塩 紀章（兵庫県立ひょうごこころの医療センター 医師） 

 
【講師】 
橋本 望（岡山県精神科医療センター 医師） 

 
ギャンブル障害は、世界において一般人口の約 1.2－7.1％に認められる精神疾患であり、2013

年のアメリカ精神医学会の診断マニュアルの改訂以降、物質使用障害と同じカテゴリーに分類さ
れ注目されている。しかし、我が国においてギャンブル障害は、過去長い間、医療によりネグレ
クト状態にあったと言える。当院がギャンブル障害（当時は病的賭博と呼称していた）に対する
診療を開始した 2004年当時、患者の 2割以上が県外からの受診であったことは、診療する医療機
関の少なさを証明している。 

2020 年度に厚生労働省により行われた「ギャンブル障害およびギャンブル関連問題の実態調査」
の報告書によると、過去１年におけるギャンブル等依存が疑われる者の割合は、全体 2.2％（男
性 3.7％、女性 0.7％）であり、人口に換算すると約 196万人に相当すると考えられた。しかし
ながら、精神保健資料によると治療を受けているのは 2017年度で 3,499人以下であり、表面をか
すめ取っているに過ぎない。 
 我が国では、2018年に「ギャンブル等依存症対策基本法」が 施行され、2019 年に「ギャンブ
ル等依存症対策推進基本計画」が閣議決定された。厚生労働省は、全都道府県・政令指定都市に
おいて依存症専門医療機関及び依存症治療拠点機関を整備し、各種研修などを増やしギャンブル
等依存症対策の構築を図っている。 
 ギャンブル障害に対する治療と支援においては、本人との関係性を重視しながらも、時として、
虐待や自殺の問題には踏み込んだ対応も必要である。そして、包括的なアセスメントと良好な治
療関係を基礎として、4 つの柱である①家族支援を含めたハームリダクション、②主に併存精神
疾患に対する薬物療法、③認知行動療法をはじめとする心理社会的治療、④自助グループへの参
加による治療を提供する。回復へのプロセスは、多様な問題を一つ一つ解決しながら進む「旅路」
と言える。歩み続ければ必ず回復できるという「希望」が大切である。それまで諦めずに一緒に
取り組むという、長期的な視点が治療者に求められている。 

今後は、増加する治療ニーズ、ギャンブルのオンライン化など多様化する問題にも対処する必要

がある。ギャンブルについて、相談と支援できる場を拡充し、どこからでも相談が始められるよ

うな体制―演者は、これを「どこからでもドア方式」と呼ぶ―を実現し、重症度に応じた治療提

供を実現するシステムの構築を目指したい。 
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シンポジウム           

11 月 27 日（日） 9：30～12：30  

『トラウマと依存症』 

 
【司会】 
野田 哲朗（東布施 野田クリニック 医師） 

 奥田 由子（守山こころのクリニック 公認心理師） 
 

                   

 かつて「アルコール依存症治療は、とにかく断酒が優先すべきである。トラウマなど背景の問

題を取り上げるとしても、断酒が安定してからの課題」と言われてきた。しかし、例えばダルク

では、せっかく断薬した若い薬物依存症者が自死してしまう例が相次ぎ、回復を支えるためには、

断酒や断薬と同時並行で、生きづらさの緩和に取り組むことが必要となった。特に、近年の「生

き延びるための依存症」という視点や、依存症の中心には痛みがあるという「自己治療仮説」を

踏まえると、トラウマへの理解なしに断酒・断薬を求めるのは、生存を脅かす行為になりかねな

い。 
 本シンポジウムでは、さまざまなトラウマの中でも、まず、戦争や性的虐待が人間に何をもたらす

かを取り上げる。次に、トラウマの視点から、女性の依存症を捉え直す。そして、依存症からの回復

やサバイバルを支援するとき、どのようにトラウマを扱っていくかを実践的に提示していただく。   
 以上の流れで、第一線で活躍される各シンポジストからの話をもとに、「トラウマと依存症」につい

ての論議を深めたい。 
 
 
【コーディネーター】 
 奥田 由子（守山こころのクリニック 公認心理師） 
 
【シンポジスト】 
「アルコール・薬物依存症と戦争トラウマ」      猪野亜朗（泊ファミリークリニック 医師） 
「性的虐待のトラウマが与える影響」   野坂祐子（大阪大学大学院人間科学研究科 公認心理師） 
「依存症女性が抱えるトラウマ」     信田さよ子（原宿カウンセリングセンター 公認心理師） 
「依存症とトラウマからの回復支援」  松本俊彦（国立精神・神経医療研究センター 医師） 
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分科会４           

11 月 2７日（日） 13：30～16：00  

『わたしたちは“いま”こんなこと、やってます！』         

～兵庫県依存症専門医療機関からの取り組み報告～ 
 

【司会】 
田中 禎（ただしメンタルクリニック 医師） 三浦 珠子（幸地クリニック 看護師） 
 
依存症医療において本来治療が必要にもかかわらず、治療につながっていない人たち（トリートメント

ギャップ）が大勢いることは長年の課題となっています。支援者は、依存症かもしれない方が治療につな

がるために尽力し、医療機関につながったならば、医療スタッフはそのチャンスを逃さないよう、治療に

向かいます。 
 本分科会では、兵庫県において依存症治療に力を入れている医療機関の取り組みをご紹介します。 
 患者さんやご家族が勇気を出して初診の予約を取ることから始まり、その後、どんな場所でどんなスタ

ッフと出会い、どんな話をして、どんな治療やプログラムが待っているのか…。居心地や安心感に配慮し

た心配り、治療を継続していくための創意工夫、大切にしていることなど、治療という舞台の裏側も交え

て語ります。 
 また、最近では、大阪北新地での放火事件を受けて、今一度、院内での安全確保について、どうすれば

よいのか？ということについては、無関心ではいられなくなっています。これについても各医療機関にお

ける取り組みについて情報交換をしたいと考えています。 
 実はこれまで、医療機関がお互いを知る機会は意外にありませんでした。この分科会に参加していただ

き、患者さんやご家族と医療機関を結ぶ支援者のみなさんが、より相談者にフィットした場所をご紹介す

る参考になればと考えています。 
お互いのことを知り、語り合うことで、お互いを理解し、連携し、助けあい、それぞれのよりよい日々

の実践につながる活力になればと思います。 
 みなさまのご参加をお待ちしています。 

 
【コーディネーター】 

田中 禎（ただしメンタルクリニック 医師） 三浦 珠子（幸地クリニック 看護師） 
 
【話題提供】（第１部 話題提供  第２部 意見交換会） 
「コロナ禍における依存症支援」 桑田 さおり（兵庫県立ひょうごこころの医療センター 看護師） 
「垂水病院の取り組み」      猪井 孝浩・谷 綾夏（垂水病院 作業療法士・精神保健福祉士） 
「アドラー心理学に基づくアルコール医療」     田中 禎（ただしメンタルクリニック 医師） 
「ファーストコンタクトから始まる治療継続のためのしかけ」三浦 珠子（幸地クリニック 看護師） 
「毎日参加可能なアルコール依存症治療プログラム」   井内 光代（宋神経科クリニック 保健師） 
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分科会５           

11 月 2７日（日） 13：30～16：00  

『薬物関連障害についての多様な取り組み』 

 
 
【司会】 
麻生 克郎（垂水病院 医師） 

 
 
 薬物乱用や依存症の治療やケアは、アディクション領域での大きな課題のひとつですが、使用

される薬物の種類が多様で変化が大きく、社会の受け止め方もさまざまで、これも流動的である

ため、標準的なアプローチを確立することが難しい領域でした。今回の分科会では、関西各地で、

薬物関連障害に取り組む施設が、それぞれに力を入れて取り組んできたテーマについて報告し、

相互に実践を深められるような交流ができればと考えています。 
 
 
【話題提供】 
 
「薬物尿検査の意味とその実際」 

麻生 克郎 （垂水病院 医師） 
 
「条件反射制御法の『適応』」 

中元 総一郎 （結のぞみ病院 医師） 
 
「堺市こころの健康センターの薬物依存相談における集団支援の現状と課題」 

中西 葉子 （堺市こころの健康センター 医師） 
 
「神戸ダルクの取り組みと地域とのつながり」 

梅田 靖規 （神戸ダルクヴィレッジ 代表理事） 
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分科会６           

11 月 2７日（日） 13：30～16：00  

『嗜癖問題のある女性と子どもへの支援を考える』 

 
【司会】 
佐古 惠利子（リカバリハウスいちご 精神保健福祉士）  
中村 寛子（幸地クリニック 精神保健福祉士） 

 
超高齢化社会を迎え、社会保障費削減に向け、「地域包括ケアシステム」の構築が国から地方

自治体に投げかけられています。『包括』というときに『世帯包括』のほうがピンとくる支援者

は多いのではないでしょうか。家族の一員の依存症だけに焦点をあてていてもなかなか回復につ

ながりにくいことを経験します。しかし、要介護者への支援、一人親家庭への支援、生活困窮者

への支援、不登校への支援‥と連携の必要な支援者は多く、会議などは持たれるものの、他の参

加者の依存症に対するステレオタイプ的な見立てを前に苦戦しがちです。ある人の依存症につい

て共通理解をもって連携することは容易ではありません。 

昨年の本学会の和歌山大会でも、本分科会と同様のテーマの分科会が開催されました。さまざ

まな立場から興味深い報告がありました。女性の依存症の背景にある「『世話役割との葛藤』へ

の理解」が特に印象に残りました。昨今の社会問題とされている「介護離職」や「ヤングケアラ

ー」も同様の背景を持つと推測されますが、特に女性の依存症支援では、この『世話役割との葛

藤』に共感し、幅広い視点からの支援を提案していくことが必要なのかもしれません。 

自明のこととして、現場では多様なニーズがあり、多様な支援が求められています。兵庫大会

では、広く嗜癖問題のある女性と子どもへの支援を考える分科会として、兵庫県内での取り組み

を報告いただき、現実の行き詰まりの打開や新たな視点からの支援につながる機会といたしたく、

下記の方々に話題提供をお願いしました。おりしも『ギャンブル等依存症の治療・家族支援に関

する研究』の分担研究班作成の「『問題解決しない事例検討会』ハンドブック」を手にしました。

そこには「いかに目の前の『困っている人』に対する理解を深めるか」がどの地域・どの依存症

にもあてはまる共通の課題であると書かれています。この分科会もその一助になることを願って

います。（なお、下記の「女子施設」とは「女性の受刑者が収容施設として指定されている刑事

施設」のことで、罪名が「窃盗」と「覚せい剤取締法違反」で受刑している人が約９割で、かな

りの割合の人が嗜癖問題を背景に持つと推測されています。） 

 

【コーディネーター】 
佐古 惠利子（リカバリハウスいちご 精神保健福祉士） 
中村 寛子（幸地クリニック 精神保健福祉士） 
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【話題提供】 

１ 「要対協管理ケースに見られるアルコール関連問題のある家庭についての考察」 

   荻野 勝己（尼崎市子どもの育ち支援センター 社会福祉士） 

高島 七帆子(尼崎市子どもの育ち支援センター 臨床心理士) 

内田 扶喜子（尼崎市こども青少年部 社会福祉士） 

２ 「社会資源の少ない地域での女性のアディクションへの支援」 

   谷 友紀子（生活支援センターほおずき 主任相談支援専門員 精神保健福祉士） 

３ 「『女子施設地域連携事業』を通してみるニーズと必要な支援」 

   萩野 佳恵（起福クリニック 精神保健福祉士） 

４ 「兵庫県内における依存症相談を通して『女性と依存症』について考える」 

   上田 知香（垂水病院 精神保健福祉士） 

 

【指定発言】「依存症と心的外傷を巡る問題－いちごの会アンケート調査の結果から－」 

        佐古 惠利子（リカバリハウスいちご 精神保健福祉士） 
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参加お申込み案内 

 

申込について 

 

〈方  法〉下記URLあるいはQRコードより、兵庫大会ホームページ（Peatix ピーティックス）

にてお申し込みください。 

      お申込みいただいた方には、１１月  日頃までにオンライン参加のための情報と

各種資料についてお知らせいたします。 

     ※Peatixとは、Peatix Japan株式会社が運営しているイベント管理システムです。 

 

〈受付期間〉２０２２年９月９日（金）から２０２２年１１月１１日（金）まで 

 

〈兵庫大会ホームページ〉  URL  https://peatix.com/event/3320634/view 

                                   

             ＱＲコード   

 

参加費について 

 

       関西アルコール関連問題学会個人会員 ２,０００円 

       それ以外の方            ３,０００円 

         ※参加費は、兵庫大会ホームページより申込時にPeatixにてお支払いください。 

 

お願い 大会の円滑な運営のため、皆様のご協力をお願いいたします。 

 

１． 申込数が上限（１０００端末）を超える場合は受付ができません。ご了承ください。 

２． 申し込みいただいた方の利用される端末は１端末のみとしてください。 

オンライン情報の拡散及び、申込者以外の方の視聴はしないでください。 

３． ウェビナー及びZoomミーティングでの録画、録音、撮影はしないでください。 

４． 同時並行で実施される分科会は１つのみ選択できます。 

５． 使用されるオンライン環境は有線をお勧めします。 

 

問い合わせ先  

兵庫大会事務局：兵庫県立ひょうごこころの医療センター地域医療連携部 永田・望月・小林 

メールアドレス：Masahide_Kobayashi01@pref.hyogo.lg.jp    

         TEL : ０７８－５８１－１０１３   
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第28回 関西アルコール関連問題学会兵庫大会実行委員会名簿 

 
 

 
  朝比奈寛正 (兵庫大学)           麻生克郎（垂水病院） 
  射場亜希子 (はりま姫路総合医療センター)  今岡岳史（いわくら病院） 
  岩田こころ (小谷クリニック)        上田知香 (垂水病院) 
  上田裕子 (はりま姫路総合医療センター)   大谷夏美 (にじハートクリニック) 

太田裕美（東布施野田クリニック）          大塚晴美 (兵庫県精神保健福祉センター) 
大本 淳（八木植松クリニック）      置塩紀章（ひょうごこころの医療センター）※3                 

奥田由子（守山こころのクリニック）    梶山都志夫 (ぼちぼちはうす)         
兼松孝輔（リカバリハウスいちご尼崎）   亀ノ上美郷（新阿武山病院）         
川部博子 (兵庫県精神保健福祉センター)   黒岩愛永 (神戸市精神保健福祉センター)    
幸地芳朗（幸地クリニック）        小林正英（ひょうごこころの医療センター）  
坂本  文 (神戸市精神保健福祉センター)   坂本 満（リカバリハウスいちご）      
佐古惠利子（リカバリハウスいちご）    佐藤 周（滋賀県立精神医療センター）    
芝原みちよ（ひょうごこころの医療センター）島原和信（大阪マック）           
杉山昌儀（いわくら病院）         宋 慎平（宋神経科クリニック）       
高橋秀典 (神戸市議会)           武輪真吾（リカバリハウスいちご尼崎）    
田中 禎（ただしメンタルクリニック）      辻本士郎（東布施野田クリニック）      
椿 拓也 (西宮市役所)           永田健二（ひょうごこころの医療センター）  
中村寛子（幸地クリニック）        中元康雄（幸地クリニック）         
野田哲朗（東布施野田クリニック）     橋本直子 (関西学院大学)           
波床将材（京都市こころの健康増進センター）林  寛子（ひょうごこころの医療センター）  
廣兼元太（広兼医院）           福田葉純 (神戸市精神保健福祉センター)   

藤塚奈穂子 (すと・らっと相談支援センター)  藤本俊治(兵庫県精神保健福祉センター)    
三浦珠子（幸地クリニック）                宮崎さゆり（ゆうなぎ訪問看護ステーション） 
宮田尚美（垂水病院）                      宮本晃子 (尼崎市役所)            
望月 詩 (ひょうごこころの医療センター）  森田佳寛（和歌山県立こころの医療センター） 
山本訓也（垂水病院）※2          山本哲也（小谷クリニック）         
山本波代（ゆうなぎ訪問看護ステーション） 和気浩三（新生会病院）※1 
渡辺孝弘（新生会病院） 

※1 関西アルコール関連問題学会長 

※2 関西アルコール関連問題学会兵庫大会長 

※3 関西アルコール関連問題学会兵庫大会実行委員長 

  


