ＡＯＭＯＲＩメンタルヘルス vol.34

青森県立精神保健福祉センターではこのような事業を行っています
こころの電話

精神科クリニック

精神保健福祉相談

青森県立精神保健福祉センター

こころの悩み、ストレスの問題、ここ

精神科医師による診察をご希望

状態、こころの悩みについて、

ろの病気、生活福祉に関するご相談を無

の方や、『精神保健福祉相談』に

〒038-0031

様々なご相談を電話でお聴きして

料でお受けします。

おいて診察が必要と判断された方

TEL 017-787-3951

こころの病気、こころの不健康

います。匿名でも結構です。秘密

また、アルコールや薬物、ギャンブル

は厳守します。

などがやめられない、抜け出せない、ア

また、来所相談（精神保健福祉
相談）や診察（精神科クリニッ
ク）の予約もこの電話でお受けし
ています。

ルコールや薬物、ギャンブルなどにより

【電話番号】
017-787-3957
017-787-3958
【受付日時】
月曜～金曜
9:00～16:00（祝祭日・年末年始
は除く）

談』も行っています。

生じた家庭の問題、精神保健上の問題を
抱えた方やご家族の方への『依存症の相

FAX

017-787-3956

2019.8

に対し、診察を行っています。
なお、診察や薬物療法、カウン

URL

http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/seifuku/

セリングなどの医療行為について
は保険診療と
なります。
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青森県ひきこもり地域支援センター開設から3年を迎えて

いずれも予約制です。
まずは『こころの電話』にお電話ください。

平成28年6月１日に「青森県ひきこもり地域支援センター」が精神保健福祉センター内と県民福祉
プラザ内の２カ所に設置され、様々な事業を実施し３年が経過しました。ひきこもりの相談は全国的

精神科ショート・ケア

精神科デイ・ケア

vol.34

青森市三内字沢部353-92

に増加傾向にあるだけではなく、より複雑化、多様化、長期化の傾向がみられ、中高年層のひきこも
回復途上にある精神障害者の方の社会復帰及び
社会参加の促進を目的としています。
グループ活動や様々な作業を通して、対人関係

大人の発達障害のためのコミュニケーション向上グループ

り者（内閣府調査により全国に推計６１万人以上）への支援も「8050問題」など、重要な課題であ

（Communication Empowerment Group：
通称

り、依然として大きな社会問題となっております。今後も、ひきこもり問題の相談窓口として、より

CEG -セグ-）という名称で実施しています。

の改善や生活リズムの回復、作業能力の向上を図

発達障害の診断を受けた方を対象とし、対人関係や社会生

り、よりよい社会生活のための援助を行います。

活上の困難場面における対処法などについての話し合いやグ

よい解決を図れるよう努めていきますので、何卒ご利用くださるようよろしくお願い申し上げます。

青森県ひきこもり地域支援センター事業のご紹介

ループワークのほか、労働機関や福祉関係機関と連携し、就
「精神科デイ・ケア」及び「精神科ショート・ケア」の詳細は、
『017-787-3951（事務室）』にお問合せください。

労への支援を行っています。

相談窓口
本部（精神保健福祉センター内）のほか、県民福祉プラザ３階

ひきこもり地域支援センター

※

来所相談は予約制

【本部】
青森県立精神保健福祉センター内
電
話 ０１７－７８７－３９５３
受付時間 月曜～金曜 ９：００～１６：００
（祝祭日・年末年始は除く）

ご本人たちが集まる「ひきこもり

にサテライトを設置し、ひきこもり支援コーディネーターがご家

ひきこもり支援コーディネーターがご家族やご本人からのご相談をお受けしています。

相談窓口

グループ支援

【 サテライト 】
県民福祉プラザ３Ｆ
電
話 ０１７－７３５－８０６６
受付時間 月曜～金曜 １０：００～１５：００
（祝祭日・年末年始は除く）
※毎月第3月曜日は電話相談のみ受付

族やご本人からのご相談をお受けしています。また、県内の様々

ほっと・ステーション」、ご家族たちが

な地区で「ひきこもり出張相談会」を実施しました。今後は、複

話し合う「青年期ひきこもり家族教室」

合的な問題を抱えるケースにより対応できるよう関係機関に参加

を開催しており、同じ悩みを持つ仲間と

を呼びかけ、ケース検討会議を行うことも検討しています。

の出会いの場にもなっています。

（相談窓口の連絡先は４ページを参照）

相談室

ひきこもり地域支援連絡協議会
県内の各支援機関との連絡協議会を設

ひきこもり支援者研修
ひきこもりの支援者が支援技術の向上を図

置し、ひきこもり支援について話し合

るための研修を実施しています。今年度は

うことにより連携を図っています。

令和元年8月28日（水）に北海道大学学生相

自死遺族のつどい

談総合センター

准教授

サテライト内

齋藤暢一朗氏

を講師にお迎えし、ご講演いただきます。

大切な人を自死で亡くされた方がありのままの思いを語り合い、わかちあい、

普及啓発

支える場です。今年度も６回開催予定です。参加の申込みは、こころの電話
☎０１７－７８７－３９５７、０１７－７８７－３９５８で受付しております。

ホームページ等を通して、ひきこもりに関する情報発信を行っています。
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Ｑ．「依存症かも」と思ったら、どうすればいい？

特集

Ａ．止め続けるためには、正直に自分の気持ちを言える場所があることや、孤立しないことが大切です。
本人や家族だけで抱え込まないで、早めに専門の機関に相談しましょう。

何かと話題の「依存症」。どんなイメージがありますか？

本人はやめる気がない！ 一生治らない！

依存症のことでお困りでしたら、ぜひお近くの保健所などの相談機関や、精神科医療機関にご相
談ください。当センターでもご相談をお受けしています。ご本人と一緒の相談が難しい場合は、ご
家族だけでも相談ができます。（当センターは平成31年3月からアルコール健康障害に関しての

「意志の弱い人」、「根性がない人」、「だらしない人」がなるものだ！！

「青森県依存症相談拠点機関」にもなっております。）
それは誤解です！ 依存症は誰もがなりうる病気です。 「本人の心が弱いから」ではありません。

当センターの依存症対策事業のご紹介

本人はやめたい気持ちとやめたくない気持ちの間で常に揺れています。正しい理解を深めましょう！

グループ支援（『ご本人の会』『ご家族の会』）

個 別 相 談
Ｑ．依存症って何？

「電話でのご相談」

依存の問題に苦しむ本人やそのご家族が、同じ

Ａ．特定の何かに心を奪われ、「やめたくても、やめられない」状態になることです。
「依存症」とは、日常生活に支障をきたしているにもかかわらず、お酒や薬物の使用、ギャンブルな

こころの電話

悩みや苦しみを支え合い、理解しあえる仲間と、

☎０１７－７８７－３９５７、

０１７－７８７－３９５８

出会いやつながりを作ることを目的として開催し

で受付しております。

どの特定の物質や行為・過程にのめり込み、それが「やめたくても、やめられない」状態です。

ています。対象は、アルコール、ギャンブル、薬

※医学的定義では、ある特定の「物質の使用」に関して「やめたくても、やめられない」状態を依存症と呼びますが、本紙では

「来所相談」

※予約制です。

物などの依存に苦しむ本人及びその家族です。当

「行為」や「過程」に関するそのような状態も含めて「依存症」と表現しています。

こころの電話

代表例

「物質への依存」

０１７－７８７－３９５８

「行為・プロセスへの依存」

いただいてからの参加をお勧めしています。

にてあらかじめご予約

ください。

アルコール、薬物（違法薬

ギャンブル、買い物、盗癖、

物、脱法ハーブ、処方薬）、

ネット、ゲーム、性など

参加申込み等の詳細は、
『017-787-3951（事務室）』までお問合せください。

青森精神保健福祉協会からのご案内

タバコ（ニコチン）など
Ｑ．依存症って何が問題？

センターでの相談歴がない方は、一度面接に来て

☎０１７－７８７－３９５７、

第60回青森県精神保健福祉大会のお知らせ

どんなことが起きるの？

Ａ．依存対象のことを大事にしすぎることで、自分や家族の生活に不都合が生じます。

今年は大会テーマを「 みんなでめざそう こころの健康 」～ 依存症にどう取り組むか ～
として下記のとおり行われます。皆さまどうぞご参加ください。 ＜参加費無料＞

飲酒や薬物使用、ギャンブルなどの行為を優先し、他の活動がおろそかになっていきま
す。その結果、自分や家族の健全な社会生活に悪影響を及ぼす可能性があります。

開催日時：令和元年10月３日(木）

12:30 ～

開催場所：八戸市総合福祉会館「はちふくプラザ

15:40

（悪影響の例）

・睡眠や食事がおろそかになり、健康を害する。
・嘘をついて、家族との関係を悪化させる。 ・仕事や学校を休みがちになる。

（１） 式 典 （青森県知事表彰、

・隠れて借金したり、お金を工面するために手段を選ばなくなる。

ねじょう」

青森県精神保健福祉協会長表彰など）

（２） 講 演：「 依存症のリカバリーで大切なこと 」
Ｑ．どうしてやめられないの？
Ａ．コントロール障害（自分の意志でやめられな
い病気）になってしまっているからです。
人は、不安や緊張を和らげたり、嫌なことを忘れ
たりするために、ある特定の行為をすることがあり
ます。それを繰り返しているうちに特定の行動をコ
ントロールする脳の機能が弱くなり、自分の意志で
はやめられない状態になってしまいます。条件さえ

Ｑ．依存症って治るの？
Ａ．回復することは可能です！

講 師：北星学園大学社会福祉学部

教授

田辺

等

座 長：（一財）愛成会

院長

田﨑

博一

弘前愛成会病院

氏
氏

（お問い合せ先）

（３）シンポジウム
様々な助けや理解により、「飲酒や薬物使
用、ギャンブルなどに頼らない生き方」をし
ていくことができます。依存症は回復が十分

座

長：青森県立精神保健福祉センター

発表者：①青森県断酒会連合会

可能な病気です。そのためにはしっかりと対

②青南病院

応することが大切です。

③青森ダルク

揃えば、誰でもなる可能性があります。
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会長

外来看護グループ
施設長

笹﨑

所長
竹林

田中
忠志

治
氏

臨床心理技術者
正吾

氏

小川

青森県精神保健福祉協会
事 務 局『017-787-3951』に
お問合せください。
拓人 氏

氏

3

