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はじめに

この解説書は、「習慣を変える、未来に備える あなたが決める、お酒のたしなみ方

（お酒をたしなむ女性編）」の内容の解説や健康づくり支援をされる際の補足説明、

コミュニケーションを取る上での留意点についてまとめています。

不適切な飲酒習慣は、将来のがんや高血圧、脳出血、脂質異常症などの

病気の発症リスクを増大させます。

一方で、飲酒量を控えないといけないという問題を認識していても、

お酒が好きな方ほど飲酒を控えることが難しいと感じていらっしゃる方が

多いのではないでしょうか。

「習慣を変える、未来に備える あなたが決める、お酒のたしなみ方

（お酒をたしなむ女性編） 」では、「行動変容」という考え方に基づき、

飲酒量が多め女性の方（対象者）が抱える不適切な飲酒に対する課題を明らかにし、

現在そして将来の健康に対する考え方を整理することで、

適度な飲酒習慣を維持できるようになることを目的としています。

また、その行動を無理なく継続できるよう、

正しい目標設定の方法や工夫について紹介します。※

※このリーフで紹介しているAUDITや飲酒日記などを使って施策を行い、効果が認められている自治体もあります。
　詳しくは「健康づくり施策の事例集」を参照してください。

健康づくり支援の対象者は？

このリーフレットは、20~50代の飲酒量が多めの女性の方（例：未婚・ひとり暮らし）

を対象※として作成しています。

現在、身体に問題は抱えていないけれど、ストレスが多く、喫煙、飲酒、買い物など

でストレスを解消してバランスを取っているような方が、現在そして将来の健康のた

めの行動を起こせるよう支援します。 
※対象設定は目安となります。
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 適切な飲酒量を維持するための行動を促すポイント

自分で気づいて変わっていくことを「勇気づけ」ます。
対象者と信頼関係を構築し、面談の継続を目指しましょう！

行動を喚起するためには、問題提起（気づき）に加えて、行動を起こして継続できる

自信をつけることがポイントとなります。

「習慣を変える、未来に備える あなたが決める、お酒のたしなみ方（お酒をたしなむ

女性編）」では、対象者が次のことを理解、実行できるよう支援します。

□不適切な飲酒に対する課題を明らかにし、
　現在そして将来の健康に対する考え方を整理する。

□行動を起こす動機づけとして、未来と自分は変えられること、
　今の選択が未来につながることなどを理解する。

□正しい目標設定の方法を身につける。

□自分に合った方法を見つけて目標行動を継続できるようにする。
　（目標の達成により自信をつける）
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あなたが決める、お酒のたしなみ方
（お酒をたしなむ女性編）

6ヵ月以内に
行動を変えようと
思っていない

このページで起こすべきアクション

□現在のアルコール摂取量が適切かどうかを一緒に確認します。
□事例を紹介することで、対象者が行動を起こす動機づけを行います。

行動変容とは？行動を変える場合、人は5つのステージを通ると考える
人が行動を変える場合は「無関心期」→「関心期」→「準備期」→「実行期」→「維持期」の5つのステージを通
ると考えられています（行動変容ステージモデル※）。
行動変容のステージを先に進めるためには、本人が現在どのステージにいるかを把握し、それぞれのステー
ジに合わせた働きかけが必要になります。 
※行動変容ステージモデルは、1980年代前半に禁煙の研究から導かれたモデルです。その後、健康に関する行動について幅広く研究と実践が進められています。 

行動変容のプロセスは、順調に先のステージに進むとは限らず、前のステージに戻ってしまう「逆戻り」とい
う現象も起こり得ます1,2）。 
1）e-ヘルスネット（行動変容ステージモデル）：https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/exercise/s-07-001.html
2）e-ヘルスネット（運動行動変容について）： https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/exercise-summaries/s-07

6ヵ月以内に
行動を変えようと
思っている

１ヵ月以内に
行動を変えようと
思っている

行動を変えて
6ヵ月未満で
ある

行動を変えて
6ヵ月以上で
ある

無関心期 関心期 準備期 実行期 維持期

「AUDIT（オーディット）」はWHOが推奨するスクリーニングツール
WHOが作成している「危険・有害な飲酒への簡易介入：プライマリケアにおける使用マニュアル」では、
「スクリーニングと簡易介入：（SBI=screening and brief intervention）」のプロセスにより、対象者別のリ
スク段階に応じた適切な介入がシンプルに行えるようになっています1）。スクリーニングによって減酒支援が
必要な対象者を特定し、SBIを実施することで、患者の全体的な健康状態を改善し、アルコール依存症のリ
スクを低下させる可能性が示唆されています2）。
このSBIのアプローチに用いるスクリーニングツールとして推奨されているのが「AUDIT（The Alcohol Use 
Disorders Identification Test）」であり、 10の質問から構成されています。最初の3つは「定期的または間
欠的な飲酒の量と頻度に関するもの」、次の3つは「依存症状の有無に関するもの」、最後の4つは「アルコー
ル使用に関係した最近の問題に関するもの」です。AUDIT スコアによってリスクは4段階※に分けられ、対象
者別に個別化した介入をする際の判断材料となります1）。 
※厚生労働省が公表している資料や日本で使用されている判定基準は3段階となっています（詳しくはP5をご参照ください）。
 1）世界保健機関（WHO）：BRIEF INTERVENTION 危険・有害な飲酒への簡易介入：プライマリケアにおける使用マニュアル（日本語版）
2）Curr Probl Pediatr Adolesc Health Care. 2014;44:82-7

現在のあなたのアルコール摂取量は
適切ですか？

AUDIT（オーディット）は、世界保健機関（WHO）が中心となり、各国の共同研究によって作成されたお酒の摂取量を評価するテストです。

1

今を頑張っているあなた。あなたの今の選択が、未来の自分を
つくります。さあ、勇気を出して。まずは現在のあなたの
アルコール摂取量が適切かどうかを知りましょう。

0点飲まない

問1　あなたはアルコールをどのくらいの頻度で飲みますか？ 回答欄

1点月1回以下 2点月に2～4回 3点週に2～3回 4点週に4回以上
問1

0点1～2ドリンク

問2　通常、1回の飲酒でどのくらいの量を飲みますか？

1点3～4ドリンク 2点5～6ドリンク 3点7～9ドリンク 4点

1
ドリンク

1.5
ドリンク

2.5
ドリンク

2
ドリンク

10ドリンク
以上

問2

0点ない

問3　1回に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？

1点月1回未満 2点月に1回 3点週に1回 4点毎日、
ほとんど毎日

問3

0点ない

問4　過去1年間に、飲み始めるとなかなか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？

1点月1回未満 2点月に1回 3点週に1回 4点毎日、
ほとんど毎日

問4

0点ない

問5　過去1年間に、普通だと行えることを飲酒していたためにできなかったことが、どのくらいの頻度でありましたか？

1点月1回未満 2点月に1回 3点週に1回 4点毎日、
ほとんど毎日

問5

0点ない

問6　過去1年間に、深酒した翌朝に、迎え酒をしたことが、どのくらいの頻度でありましたか？

1点月1回未満 2点月に1回 3点週に1回 4点毎日、
ほとんど毎日

問6

0点ない

問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？

1点月1回未満 2点月に1回 3点週に1回 4点毎日、
ほとんど毎日

問7

0点ない

問8　過去1年間に、飲酒のために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？

1点月1回未満 2点月に1回 3点週に1回 4点毎日、
ほとんど毎日

問8

0点ない

問9　あなたの飲酒のために、あなた自身か他の誰かが怪我をしたことがありますか？

2点あるが、過去1年間にはない 4点 問9

問10　肉親や親戚、友人、医師、あるいは他の健康管理に携わる人が、
　　　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たりしたことがありますか？

問10

過去1年間にある

0点ない 2点あるが、過去1年間にはない 4点過去1年間にある

AUDIT

ビール
350mL

梅酒
小コップ1杯

中瓶1本
500mL

ビール
大瓶 1本

グラス
ワイン1杯 日本酒1合

ウイスキー
ダブル 1杯

焼酎 お湯割り・
ロック1杯

以下の質問を読み、当てはまる点数を回答欄に記入後、全部の数字をたしてみましょう。
判定結果から、あなたがどれくらいアルコールを摂取しているかが分かります。
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このページで起こすべきアクション

女性の飲酒者数は増加傾向
日本では、戦後の経済発展もあり飲酒量は増加してきましたが、近年は高齢化の進展もあり男性では減少
傾向に転じています。一方で、女性の飲酒者が増えており、厚生労働省の調査（平成元年と令和元年の比
較）によると、週に3回以上飲酒する習慣飲酒者※は、男性では51.5%から33.9%と大きく減少しているのに
対し、女性では6.3%から8.8%と増加しています。また、男性では全ての年代で減少していますが、女性では
30代から70代まで幅広い年齢層で習慣飲酒率が増加しています。
さらに、同調査における生活習慣病のリスクのある飲酒者の割合は、男性では有意な変化がないのに対し、
女性では有意に増加しており、女性の飲酒問題の対策が重要となっています 。
※習慣飲酒者のアルコール量：男性40ｇ/日以上、女性20ｇ/日以上
e-ヘルスネット（わが国の飲酒パターンとアルコール関連問題の推移）：https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/alcohol/a-06-001.html

１回目の減酒支援を行ってから２回目の支援を行うまでの期間は、２～４週間を目安とします。減酒支援の回
数は基本的には2回ですが、必要に応じて３回、４回と続けるようにします 。
 1）すぐに使える減酒支援の手引き：ABCD プログラム 
2）保健指導におけるアルコール使用障害スクリーニング（AUDIT）とその評価結果に基づく減酒支援（ブリーフインターベンション）の手引き

□減酒支援が必要な状態であるかを一緒に確認します。
□健康リスクが低い、適切な飲酒について説明します。

行動変容を目指す「減酒支援」のポイント
簡易介入（ブリーフインターベンション）などによる減酒支援は、飲酒習慣の行動変容を目指した5～30 分
で実施される短時間のカウンセリングです。カウンセリングでは、健康を主なテーマとして、飲酒量を減らす
ための具体的な行動目標を自ら設定してもらいます。減酒支援のスタンスは、カウンセリングが押しつけの
指導とならないように対象者に助言しながら、対象者が適切な目標を設定し、その目標に向かって前進する
ように支援します1）。

あなたが決める、お酒のたしなみ方
（お酒をたしなむ女性編）

評価のための聞き取りだけでも減酒につながることも多いので、
あまりこだわり過ぎず、まずは始めてみましょう。

何らかの形で
始める

減酒支援のポイント2） 

飲酒習慣を変えることの難しさ、飲酒の背景となる日常生活での苦労を
受け止めて共感する姿勢を示すと、介入効果が高まります。

共感する姿勢を
示す

減酒目標は押しつけず、かつ達成可能なものにし、
対象者が自ら設定するよう支援します。

減酒目標は
達成可能なものに

あなたの飲酒行動は、問題飲酒や
アルコール依存に該当していませんか？

適度な飲酒とは、飲酒量と頻度が増えないように気をつけており、
大きな問題はない飲酒のことです。

まずは 1杯のお酒に含まれるアルコール量を知りましょう。

2

いつもの1杯は何単位？

適度な飲酒とは？

※ 1単位（または2ドリンク）は純アルコール20gに相当

ウイスキー 40％

缶チューハイ7％ 焼酎・泡盛25％

ビール5％
1合

= 1単位
（2ドリンク）

ダブル1杯
= 1単位
（2ドリンク）

中瓶1本（500mL）
 = 1単位
（2ドリンク）

1缶（350mL）
=1単位
（2ドリンク）

1合
= 1.8単位
（3.6ドリンク）

ワイン12％
グラス1杯
= 0.5単位
（1ドリンク）

適度な飲酒の目安は１日1単位（2ドリンク）以下、週に2日は休肝日をつくりましょう。

日本酒15％

AUDITの結果 判　定 アドバイス

0～7点

8～14点

15～40点

問題飲酒ではないと
思われる

アルコール依存症が疑われます。
自治体、職場の相談窓口、
保健師などの健康支援スタッフや
医療機関に相談しましょう。

減酒支援が必要です。自治体、
職場の相談窓口、保健師などの
健康支援スタッフに相談しましょう。

アルコール依存症が
疑われる

問題飲酒ではあるが、
アルコール依存症までは
至っていない

飲酒に問題ないようです。今のまま
お酒と上手に付き合っていきましょう。

酎ハイ
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このページで起こすべきアクション

生活習慣病などの発症リスクと飲酒量は深く関わっている
がん、高血圧、脳出血、脂質異常症などの発症リスクは、1日平均飲酒量とともにほぼ直線的に上昇すること
が明らかにされています。また、全ての要因による死亡率や脳梗塞、虚血性心疾患については、直線的に上
昇するとはいえないものの、男性では44g/日程度以上、女性では22g/日程度以上（いずれも純アルコール
摂取）で、非飲酒者や機会飲酒者に比べて発症リスクが高くなることも報告されています。
その他、妊娠中の飲酒は、おなかの中にいる赤ちゃんに形態障害や脳障害、発育障害を引き起こすことがあ
るため、妊娠中あるいは妊娠しようとしている女性はアルコールを断つことが求められます。なお、授乳中も
血中のアルコールが母乳にも移行するため飲酒を控えるべきです。
e-ヘルスネット（健康日本21におけるアルコール対策）：https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/alcohol/a-06-002.html

女性は男性に比べてアルコールの分解速度が遅い、
特に赤型体質の方は要注意！
1時間で分解できるアルコールの量の目安は「体重×0.1g程度」とされており、ほとんどが肝臓で分解されま
す。一般的に女性は男性に比べてアルコールの分解速度が遅いため、体重あたりの飲酒量が同じでも臓器
障害を起こしやすくなります。そのため諸外国のガイドラインなども参照してみると、女性のアルコール摂取
量は男性の1/2～2/3程度が適当とされています。
また、赤型体質（フラッシング反応を起こしやすい人※）の方はそうでない方に比べてアルコールの分解速度
が遅いことがわかっており、がんや様々な臓器障害を引き起こしやすくなります。このような理由から、女性
や赤型体質の方は飲酒量を控えることが推奨されています。
※フラッシング反応：少量の飲酒で起きる、顔面紅潮・吐き気・動悸・眠気・頭痛などの反応。2型アルデヒド脱水素酵素の働きが弱い人に多くみられます。
e-ヘルスネット（ 飲酒のガイドライン）：https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/alcohol/a-03-003.html

あなたが決める、お酒のたしなみ方
（お酒をたしなむ女性編）

□適切でない飲酒が及ぼす健康リスクについて紹介します。
□健康リスクは全身に及ぶこと、アルコールの量は少ないほどよいこと、
　喫煙が加わるとさらにリスクが増えることを説明します。

どんな研究？

1993年にトロントで開催された国際シンポジウムにおいて、適度な飲酒と健康について会議が開催され、
オンタリオ州の依存症研究財団とカナダの薬物乱用センターにより、適度な飲酒と健康に関する共同政策
声明が作成されました。
この報告では、適度なアルコール摂取量について、「standard drink（基準飲酒量）※」を1日あたり男性は2
～3杯、女性は1～2杯と結論づけています。飲酒は「少ないほど良い」というのが基本ルールであり、過度な
アルコール摂取は個人の健康だけでなく、経済や社会にも悪影響を及ぼすため、アルコール摂取量はでき
る限り減らすことが重要であると強調されています。
※「standard drink（基準飲酒量）」は飲酒量を純アルコールに換算したもの。近年では1ドリンク = 10gという基準量が提案され、使用されています。
CMAJ. 1994;151:809-28

適度な飲酒と健康に関する国際シンポジウムの報告

問題飲酒に潜む危険

31） Can Med Assoc J. 1994;151:809-828

記憶喪失 など

早期老化 など

心不全 など

ビタミン不足 など

膵　炎

奇形児などの
出産リスク  など

うつ病 など

口腔がん など

頻繁な感冒 など

肝障害

手の震え など

潰　瘍

転倒に至る知覚異常

神経痛 など

アルコール量が1日20gを超えるとアルコール関連のリスクが
高くなってくることが分かっています1）。機会飲酒が20gであっても

アルコールによって精神運動障害がでてくるため、
飲酒事故や傷害のリスクが高くなります。

このようにアルコールは多くのリスクをはらんでいるため、少量ではなく、
飲まなければ飲まないほうがよいものです。その他にも、アルコールにタバコが重なると

健康リスクが増加することも知られています。

問題飲酒とは、お酒の飲み方に問題があり、飲酒量を積極的に減らす必要がある飲酒の
ことです。問題飲酒は、神経過敏、肝障害、早期老化など、からだ全体に影響を及ぼします。
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□飲酒状況を確認し、飲酒をどの程度制限すべきか一緒に確認します。
□飲酒状況を客観的に確認するために、記録をつけてみるよう促します。

このページで起こすべきアクション

飲酒量を自己申告してアルコール量を減らそうー飲酒日記の活用
飲酒日記はセルフモニタリングとして有効です。「書ける日だけ」「書けるところだけ」から始めるようにし、簡
単に記録できるということを実感して、書くことを習慣化できるように支援します。一定期間記録することで、
飲酒傾向を把握することができるだけでなく、他の生活習慣との関連から気づきを得ることができます1）。
また、飲酒日記に目標を記録してもらうことで、短いカウンセリングの中でも目標到達への度合いを把握
できるといったメリットもあるので、飲酒日記は積極的に活用するとよいでしょう。対象者が数ヵ月にわたり
節酒目標に到達できない場合や維持できない場合は、次の介入レベルに進むことや、可能であれば専門の
医療機関へ紹介することを考慮する必要があります2）。
1）すぐに使える減酒支援の手引き：ABCD プログラム
2）世界保健機関（WHO）：BRIEF INTERVENTION 危険・有害な飲酒への簡易介入：プライマリケアにおける使用マニュアル（日本語版）

女性への減酒支援は介入形態を問わず有効
どのような介入が効果的であるかについては、複数のレビューや臨床試験結果が報告されています。

女性では、オンライン7）や職場における介入8）、アルコール乱用防止プロジェクトの実施9）などの介入が、減酒
や飲酒理由の減少、アルコールの過剰摂取予防に効果的であると報告されています。また、女性に対する簡易
介入は対面、コンピューターや電話といった介入形態によらず効果的である10）ため、実施しやすい方法で介入
を行い、減酒支援を行いましょう。最近は無料のモバイルヘルスアプリも充実していますので、対象者のタイ
プに合わせて続けやすい方法を提案してみましょう。
1）Addict Behav. 2014;39:1846-68　2）BMC Psychiatry. 2019;19:213　3）Drug Alcohol Depend. 2019;195:101-5　4）Alcohol Alcohol. 2015;50:526-35
5） Clin Psychol Rev. 2012;32:690-703　6） Cochrane Database Syst Rev. 2017;9:CD011479　7）J Med Internet Res. 2010;12:e62
8）Prev Med. 2000;30:51-63 　9）J Stud Alcohol. 1994;55:657-9　10）Subst Abuse Treat Prev Policy. 2013;8:31 

電話による介入は、アルコール摂取量に影響を及ぼさないこと1）、動機づけ面接等の
対面による通常の支援と電話を含む介入はどちらも減酒に効果があり、その効果の度
合いに差は認められなかったこと2）が報告されています。

電話による
介入の効果

セルフモニタリングが可能なスマートフォンアプリの使用は、アルコール摂取量に影響を及
ぼさなかったことが報告されています。しかし、スマートフォンアプリの場合、ダウンロード
にかかる手間や扱いにくさから、介入効果が評価できなかったことが原因として挙げられ
ており、アプリをダウンロードした対象者に限定した場合には介入効果が得られているこ
とから、一概にスマートフォンアプリによる介入効果を否定するものではありません3）。

スマートフォン
アプリ使用の
効果

インターネットやコンピューターによる介入に比べ、通常の対面による介入の方が減酒
に効果的であり4,5）、対面介入では効果が長期間にわたって持続することが報告されて
います5）。一方、コンピューターやモバイルデバイスを使用した個別のアドバイスは、一般
的な健康に関する情報提供のみを行う場合よりも、減酒に対して効果が認められる場合
もあり、その効果は対面と変わらないとの報告もあります6）。

対面と
オンラインの
効果

あなたが決める、お酒のたしなみ方
（お酒をたしなむ女性編）

飲酒日記

月 　 日（月）

月 　 日（火）

月 　 日（水）

月 　 日（木）

月 　 日（金）

月 　 日（土）

月 　 日（日）

●自分の飲酒習慣を変えたいと思っている方は、毎日の飲酒を正直に記録していくことが手助けになります。

●自分が立てた目標を記録することで、少しずつ目標に向かっていることが確認でき、励みにもなります。

●ここでまず、あなたが立てた目標を確認しましょう。

飲酒日記の付け方

私の目標 まで減酒する
※具体的な減酒量を記載しましょう

※あなたが立てた「習慣変更計画」も見直しましょう

1 週間の振り返り

減酒の
目標達成度 減酒達成度の理由日　付 飲酒量

❶  まず、「飲酒量」を記入してください。できるだけ具体的に書いてください。
❷  「減酒の目標達成度」には、全く飲まなかった場合「◎ 」、飲んだが目標以下であった場合「○ 」、目標を
 　 超えてしまった場合「× 」を記入してください。
❸  「減酒達成度の理由」には、◎、○、×になった理由を記入してください。◎、○の日は、なぜ飲まないで済んだのか、　  
　 あなたが使った方法などを記入、×の日は、なぜ飲んでしまったのか、状況や原因を記入しましょう。

「習慣を変える、未来に備える　あなたが決める、お酒のたしなみ方（お酒をたしなむ女性編）」と合わせてご活用ください。

世界保健機関（WHO）：BRIEF INTERVENTION 危険・有害な飲酒への簡易介入：プライマリケアにおける使用マニュアル（日本語版）4

飲酒をやめるべき？
それとも量を減らすだけでいいの？

以前に量を減らそうと試みたものの、成功していない
大量飲酒していた期間に、朝、手が震えたことがある
慢性疾患、妊娠中、肝疾患などである
アルコールと相互作用する薬を服用している

この 1年間、ほとんどの期間、
適度な飲酒であった
朝に手が震えることはない
適度な飲酒を心がけたいと思っている

あなたのアルコール摂取のパターンは？

何を、どのくらいの頻度で、
どんな状況で、飲酒しているのか
「飲酒日記」に記録してみましょう。

飲酒日記はこちらから
ダウンロードできます。

もし右の3つ全てが
当てはまるなら、必要以上にアルコールを
摂取しないようにすれば大丈夫です。

もし左のいずれかに
当てはまるなら、

飲酒をやめるべきでしょう。
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このページで起こすべきアクション

□飲酒を減らす理由を考え、対象者が行動を起こす動機づけを行います。 
□対象者がイメージするゴールを一緒に考えます。  

あなたが決める、お酒のたしなみ方
（お酒をたしなむ女性編）

プロセス1

“続かないプロセス”の存在に注意
これから行動を起こそうとしている対象者、および行動を起こして間もないような対象者では、 “続かないプ
ロセス”の存在に注意する必要があります。このような行動を選択してしまう理由としては、

❶具体的な行動が思い描けていない（具体的な目標設定が出来ていない）
❷無理をしないと実現できない目標設定になっていることなどがあげられています。

コミュニケーションの方向性としては、対象者が「低い目標設定でも十分効果があること」を理解した上で、
まずは「身近な目標」を設定し、「できた」という経験を繰り返すことで自己効力感を高めながら、少しずつ目
標を上げていくようにします1,2）。
1）すこやか生活習慣国民運動のターゲット選定に関する調査業務（すこやか生活習慣国民運動のターゲット選定に関する調査事業）
2）すぐに使える減酒支援の手引き：ABCD プログラム

プロセス2 プロセス3 プロセス4 プロセス5

始める決心
をする

高い
目標設定

失敗する 自己否定 やめる

自分はどのように変われるのかイメージしてもらう
適切な飲酒をすることで、 自分はどのように変われるのかというように、 将来をポジティブに予想してもらう
ことが行動を起こす第一歩になります。
まず、自分の飲酒習慣を振り返ることで現状を認識し、「ストレスなどでお酒を飲む量が増えていないか？」
「お酒を飲む頻度が多くないか？」という気づきを与えます｡
将来のリスクを想起して、このままではいけない＝行動を起こしたい！という考えを持つことができれば効果
的です。
また、どのような行動が飲酒量を増加させているのかについて情報共有できると、今後の目標を考える上で
助けになります。禁煙や運動など他の生活習慣に変化があった場合は、その変化に触れることで対象者がよ
り具体的に考えることができます1，2）。
1）久留米大学心理学研究. 2009;8:25-38 　2）すぐに使える減酒支援の手引き：ABCD プログラム

5

アルコールを減らす理由を「習慣変更計画」に記載しましょう。

いつまでも美しく
健康でいられるように、
お酒は1日1杯にしよう。

このままではダメだと
分かっているけど、
将来子どもが欲しい。

やせたいな。

習慣変更計画はこちらから
ダウンロードできます。

もしも適度な飲酒量までアルコールを
減らすことができたら？

お酒と上手に付き合えたときのあなたの未来像をしっかりイメージし、
今日決めた習慣変更計画を続けましょう。

そして一人で抱え込まず、一緒に習慣改善に向けて頑張りましょう。

習慣変更計画

退屈を避けるためにやってみること 

計画を忘れないでおくための方法

飲酒量を減らす、または飲酒をやめる理由

深酒をしてしまう状況と対処方法

理　由①

理　由②

理　由③

①
②

③
④

状　況 対処方法

お酒に誘惑されてしまう状況と対処方法

①
②

③
④

状　況 対処方法

「習慣を変える、未来に備える　あなたが決める、お酒のたしなみ方（お酒をたしなむ女性編）」と合わせてご活用ください。
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このページで起こすべきアクション

１回目の減酒支援を行ってから２回目の支援を行うまでの期間は、２～４週間を目安とします。減酒支援の回
数は基本的には2回ですが、必要に応じて３回、４回と続けるようにします 。
 1）すぐに使える減酒支援の手引き：ABCD プログラム 
2）保健指導におけるアルコール使用障害スクリーニング（AUDIT）とその評価結果に基づく減酒支援（ブリーフインターベンション）の手引き

□適正な飲酒を継続するための工夫を紹介します。

最初は飲酒量にこだわらず、行動の変化を目標にすることも大切
対象者から「減らす気はない」「やめる気はない」といった反応があった場合は、飲酒量ではなく、行動の変化
を目標にすると抵抗が少なくなるかもしれません。対象者のお酒に対する思いを受け止めた上で、お酒とう
まく付き合い続けるための工夫を話し合ってみましょう。お酒に関連した“良い変化”を実感できるようにな
ると、減酒を継続したくなります。なお、おどかしや強制的な言い方は効果がないので、減酒のメリットに焦
点をあてたコミュニケーションを行うようにします1,2）。
その他、コミュニケーションを取る上での留意点として、動機づけ面接※のスキルとして挙げられる４つの戦
略（開かれた質問、是認、聞き返し、対象者の発言を要約する）を用いることも有効です。
※動機づけ面接法は行動変容のための介入方法です。否認や抵抗は、対象者の抱える両価性に基づくものと考えられ、両価性の探求と解決をすることによって、変化へ
のモチベーションを高めることを目標とします3)。

どんな研究？

米国において、18～25歳の164例の飲酒者を対象に、飲酒抑制に効果があると思われる個別フィードバック
（行動変容のメカニズム、介入の対象となる行動に寄与する心理的および動機付けの構成概念）の検討と、
介入に最適な対象を判断する要因について検討が行われました。
その結果、親しい友人の飲酒量が減少すると、自身の飲酒量も減少することが示されました。また、「ゆっくり
飲む」「飲酒量を競わない」といった防衛的な対策や、「飲んだ帰りは自分で運転しない」「友人と一緒に帰る」
という飲酒に伴う危険を回避する対策の採用が最大飲酒量を減少させることが示唆されました。
「もしお酒に誘惑されたら、自分を止めるために何ができるだろう？」と考えることは簡単ではありませんが、
事前に対処方法を考えておくことが大切です。
 Alcohol Clin Exp Res. 2018;42:1756-68 

飲酒抑制に対する個別フィードバックの検討と、
介入に最適な対象を判断する要因についての検討

あなたが決める、お酒のたしなみ方
（お酒をたしなむ女性編）

上から目線はNG
「正論」だけでコミュニケーションを行うとこじれることがあります。受け手と同じ目線で、できるだけ
分かりやすく語りかけます。考え方を変えてもらえるように、焦らず少しづつアプローチするようにします。

具体的なイメージを伝える
どうすればいいのか、どこを目標にしたらいいのかを明確にした方が行動を起こしやすいので、
なるべく具体的な表現を心がけるようにします。

自身が気づいて、納得することが大切
自分で納得したことは、行動を起こそうとする意欲が高くなります。気づきをあたえられるような
「ヒント」を上手く伝えられると効果的です。

1）コミュニケーションの手引き（生活習慣の改善をうながすために）　2）すぐに使える減酒支援の手引き：ABCD プログラム
3）e-ヘルスネット（アルコール依存症の心理・社会的治療）：https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/alcohol/a-05-007.html

上手なコミュニケーションのポイント1）

深酒しないための対処法

1） Alcohol Clin Exp Res. 2018;42:1756-17686

パーティー
特定の人たちと
一緒にいる時
お祭り
緊張している時
家族とうまくいかない時
孤独を感じる時

バー
気分が塞いだ時
退屈な時
仕事のあと
眠れない時
誰かと口論に
なった時

週末
誰かに批判された時
給料支給後
挫折を感じた時
他の人たちが
飲酒している時

飲酒しないで、家に帰る
運動など、他の活動を見つける
仕事のあと友人と飲酒する日数を制限する
飲むときは 1単位（2ドリンク）だけにする
1単位（2ドリンク）飲んだあとは
ノンアルコール飲料に切り替える
友人から飲みに誘われたら、
ランチを提案してみる

「たくさん飲みたいな」と思うときはどんな時ですか？退屈な時？決まった（特定の）人が
そばにいる時？それとも簡単にアルコールが入手できる時でしょうか？

「もしお酒に誘惑されたら、自分をとめるために何ができるだろう？」と考えることは
簡単ではないですが、事前に対処方法を考えておくことは大切です。
以下を参考にしながら、 「習慣変更計画」に対処方法を記載しましょう。

お酒に誘惑されないための対処法1）
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このページで起こすべきアクション

変化の段階と関連する簡易介入の要素2）

1）すこやか生活習慣国民運動のターゲット選定に関する調査業務（すこやか生活習慣国民運動のターゲット選定に関する調査事業）
2）世界保健機関（WHO）.BRIEF INTERVENTION 危険・有害な飲酒への簡易介入：プライマリケアにおける使用マニュアル（日本語版）

「できた」という経験を繰り返すことで自己効力感を高める
ある行動をうまく行うことができるという「自信」のことを「自己効力感（セルフ・エフィカシー）」といいます。
自己効力感が高いほど、その行動をするための努力を惜しまず、失敗や困難を伴っても諦めにくいと考えら
れています。 つまり、「身近な目標」を設定することで「できた」という経験を繰り返し「自信」をつけることが
行動の継続に重要となります1）。

あなたが決める、お酒のたしなみ方
（お酒をたしなむ女性編）

□今回の面談内容の整理と、設定した目標のおさらいをします。 
□次回の面談につなげられるように、飲酒日記の持参を促します。

変化の段階 強調される簡易介入の要素

無関心期
●スクリーニング結果のフィードバック
●飲酒の危険性に関する情報

●危険飲酒者／有害飲酒者は、
  近い将来に起きることをよく考えない
●このレベルで飲酒し続けると、実際にあるいは
  可能性として健康がどうなるかに気づかない

関心期

●変化の利点を強調する
●アルコール問題・変化を先延ばしする
  危険性についての情報を提供する
●目標選択の方法を話し合う

●飲酒者はアルコールに関連して結果に気づいている
  かもしれないが、行動変容には両価的である
  （「したい」「したくない」と両方の感情を持つ）

準備期
●目標選択の方法を話し合い、
  アドバイスと励ましを与える

●飲酒者は既に変化することを決めており、取る行動の
  計画を持つ

行動期 ●アドバイスを検討し、励ましを与える
●飲酒者は節酒か断酒を始めるが、
  その変化は永続的ではない

維持期 ●励ましを与える。●飲酒者は比較的永続的に、
  適切な飲酒か断酒を達成している

定 義  

行動を起こせた後も、目標の達成度合いやライフイベントなどの変化によって、
目標を柔軟に見直していく必要があります。次回面談時に飲酒日記を持参するよう促し、
対象者が適度な飲酒習慣を維持できるように支援しましょう。

相談窓口

こんな工夫もしてみましょう

仲間と一緒に楽しい時間を過ごしましょう
もし他の人と楽しい時間を過ごす回数を増やすことができれば、
それほど多くアルコールを飲む必要がなくなります。

●例えば
　運動に参加する
　コミュニティセンターの活動に参加する
　子どもが参加しているクラブ活動の手伝いをする
　ボランティア活動を行う
　友人や親戚と会う回数を増やす

7

積極的に他の人と過ごす
時間を増やしてみましょう。

面談時に記録したものを
お持ちください。

定期的に一緒に振り返り、
対策を考えましょう。

毎日実施したことを記録しましょう

頑張った自分を褒め、次回の目標に向けて備えましょう
いつも飲んでいたお酒を減らすのは簡単なことではありません。
しかし、あなたは意識して取り組もうとしました。すごいです。

頑張った自分をいたわり、褒めましょう。
一歩一歩、前に進むことで、なりたい自分に着実に近づいています。

焦らずマイペースに進めていきましょう。


