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飲酒と健康に関する講演会

真栄里　仁
独立行政法人国立病院機構　久里浜医療センター　教育情報部長

女性と飲酒

【導入】
　ご紹介ありがとうございました。久里浜医療センターの
真栄里と申します。（スライド１）
　私は女性のアルコール依存病棟を担当していた関係で本
日は女性の飲酒について、①女性の飲酒は最近増加傾向、
②女性はお酒に酔いやすい、③女性の体は男性以上にさま
ざまなお酒による病気や障害を引き起こしやすい、④お母
さんが妊娠中にお酒を飲むと、赤ちゃんに対し影響が出て
くる可能性がある、⑤女性は男性に比較して、若く
してアルコール依存症になる傾向があり、女性アル
コール依存症は男性より精神疾患合併例が多い、⑥
飲酒問題の予防には男性より控えめな量という、６
つのポイントについてお話します。（スライド２）
【最近の女性は酒をよく飲むようになった】（スライ
ド３）
　まず、最初に「最近の女性はよく酒を飲むように
なった」という事についてです。皆さんの周りでは
どうでしょうか。個人個人の環境でもかなり違うか
と思いますが、男性では酒離れという言葉があるよ
うに、飲酒習慣をもつ男性は徐々に減ってきていま
す。
　このグラフは厚生労働省の国民健康・栄養調査で、
週に３日以上、日本酒換算で１合以上お酒を飲む人
の割合を示しています。
　昭和の終わりころは、だいたい２人に１人の男性
に飲酒習慣があり、ピーク時の平成７～８年ごろに
は 55％ぐらいありました。ところが最近の 20 年間
で男性の習慣飲酒率は今や 34.6％まで、だいたい年
に１％ずつ減ってきています。
　それに対して女性では男性のような傾向が見られ
ません。年度によりばらつきがありますが、はっき
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Ⅰ．最近の女性は酒をよく飲むようになった
～習慣飲酒率の推移（国民健康栄養調査）～
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りと減っているわけではなくて、むしろ昭和 61 年
の 5.3％から平成 26 年の 8.2％と、やや増加傾向に
あることが示されています。
　さらに年代別に分けると興味深い点が明らかにな
ります。若者の飲酒離れと言われますが、習慣飲酒
率年代別比較では、飲酒離れが一番進んでいるのは、
男性では 40 代です。グラフでは、左から 20 代、30
代、40 代、50 代、60 代、黒が男性で、白が女性を
示しています。平成元年から 26 年までの 25 年間を
比較した調査の結果を示しています。女性では、20
代と 70 歳以上を除き、ほとんどの年代で習慣飲酒
率が増加しています。（スライド４）
　男女で対称的なのは 40 代です。男性ではこの間、
習慣飲酒率が 30％近く下がっていますが女性では
7.2％と大きく上がってきています。
　未成年者はどのような傾向でしょうか。（スライ
ド５）吉見先生のご講義にもありましたように、未
成年者の飲酒は年々減ってきています。1996 年以
降４年ごと、2010 年から 12 年は２年ごとに調査が
行われていますが、飲酒経験のある中学生は男子も
女子も年々減ってきているのですが、男子と女子の
減る具合には違いがあります。例えば皆さんが中学
生や高校生のころ、酒を飲んで問題を起こすのは男
女のどちらでしたか？。圧倒的に男でしたよね。高
校生でも同じでした。しかし最近の中学生では飲
酒経験率では男子よりも女子の方が高くなっていま
す。過去１か月間の飲酒率で見ましても女子の方
が高くなっています。今や女子だからといって酒を
飲んでいない、飲酒問題がないという時代ではなく
なっています。
　高校生でも、ほとんど同じ傾向です。（スライド６）
高校男子全体、高校女子全体で比較しても、女子の
方が経験率では高くなっています。過去１週間にお
酒を飲んだ率では、さすがに男子の方が高くなって
いますが、月飲酒率ではほぼ変わらないか、女子の
方が少し高くなっています。
　中高生はどのように酒を入手しているのでしょうか。（スライド７）未成年者の酒の入手方法という
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と自動販売機に買いに行くイメージがあったかもし
れませんが、自動販売機では夜間は買えなくなって
いますし、店頭購入でも年齢確認も段階的に厳しく
なっています。そのような背景もあり、現在一番多
いのは、家にあるお酒をこっそりと飲むというパ
ターンです。中高、男女一貫していますが、女子の
方が家にあるお酒をこっそり飲むという傾向が強い
ようです。
　飲むお酒の種類でも面白い結果が出ています。
（スライド８）私は 10 年ぐらい前にアルコール健康
医学協会様の依頼で、中高生の未成年者飲酒防止の
ポスターの選考委員をしていました。そのときに送
られてくるポスターで描かれている絵ではビールの
ジョッキが描かれている作品がたくさんありました
が、では今、中高生がビールを飲んでいるかといい
ますと、そのようなことはありません。グラフにあ
りますように一番多いお酒は果物味のお酒です。以
前の調査では高校生男子ではビールが多かったので
すが、この傾向は年々弱まり、今や高校の男子でも
一番多いのは果物味の甘いお酒です。ビール、日本
酒、ウイスキーというのは、いかにもお酒というイ
メージが強くて手を出しづらいのに対し、果物味の
お酒は未成年者、特に女子に関しては抵抗が少ない
のかもしれません。
　近年の女性の飲酒傾向のポイントです。（スライ
ド９）男性の飲酒は明らかに減少傾向です。一方、
女性は横ばいか、もしかしたら増加傾向にあり、し
かも特定の年代に限定するのではなく、幅広い年代
において同様の傾向が見られます。また若い世代で
は男女間の違いが消失しつつあります。昔はお酒と
いうと男性が飲むものというイメージが強かったで
すが、今は若い世代ほど、そのような概念は消失し
つつあります。特に未成年者ではそういった傾向が
強まっています。
【女性は酒に酔いやすい】（スライド 10）
　次は「女性はお酒に酔いやすい」ということです。お酒はどのように摂取しますか？。実験ではアル
コールを点滴することもありますが、普通は口から飲みます。

飲むお酒の種類
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近年の女性の飲酒傾向のポイント

 男性の飲酒は減少傾向だが、女性の飲酒は横ばい状態。

 若い世代では、男女間の違いが消失しつつある。

 未成年者では飲酒行動の男女差が従来とは逆転してきて
いる。
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　飲んだお酒は、１時間～２時間かけて体に吸収さ
れます。胃で 20％、その先の小腸で 80％ぐらい吸
収され、吸収されたアルコールは肝臓へ行き、そこ
で２段階に分けて分解をされます。最初の１段階目
ではADHというアルコールを分解する酵素により、
アルコールからアセトアルデヒドという物質に代謝
されます。ところがアセトアルデヒドは非常に毒性
の強い物質で、顔が赤くなったり、発がんの原因に
もなったりします。このように非常に有害な物質で
すから、体は何とかしてそれを分解しようとします。
そのときに活躍をするのが、アルデヒド脱水素酵素、
ALDH２といわれる酵素です。この酵素の働きに
より、有毒のアセトアルデヒドは無害な酢酸に変わるのですが、日本人をはじめとする東アジアの人々
の一部には、この酵素が生まれつき弱い人たちがいます。
　この酵素が生まれつき強い人が、日本人では約半数を占めており、その人たちはお酒を飲んでも赤く
ならないし、気分が悪くもならないのでお酒がすすみ、アルコール依存症になりやすい傾向があります。
それに対して３分の１ぐらいの人はお父さんから強い遺伝子、お母さんから弱い遺伝子、あるいはその
逆のパターンの遺伝子を受け継いでおり、中途半端に飲めてしまいます。このような人たちは飲酒によ
り少し気分が悪くなり、顔が赤くなりやすいので、基本的にはお酒に対して抑制的ですが、それでも頑
張れば飲めてしまいます。でも無理して飲んでいますと、アセトアルデヒドの影響により、消化管のが
んになりやすいことが分かっています。これとは別に、ご両親の双方から弱い遺伝子を引き継いた場合、
いわゆる下戸のタイプになります。このような人たちは基本的にお酒も飲みませんし、アルコール依存
症にもならないとされています。この遺伝子の仕組みを少し頭に入れてください。
　続いてお酒の分解速度の話です。（スライド 11）男性と女性でお酒の分解速度は違いがあるのでしょ
うか。
　この図は久里浜医療センターでおこなっているア
ルコール代謝速度の実験です。具体的にはアルコー
ルを点滴したときの分解速度を男女で比較をしたも
のです。１個１個の丸が、実験対象となった１人１
人のアルコール分解の結果です。
　縦軸の 13 などの数字が、１時間当たり分解する
お酒の量です。これで見て分かりますように、お酒
の分解速度は非常に個人差があり、男性では１番多
い人は１時間当たり 13 グラム分解します。ビール
のロング缶はだいたい 20 グラムのアルコールを含
んでいますので、この方はビールのロング缶を１時
間半で分解をしてしまうわけです。一方で女性の一
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番低い人、あるいは男性の一番低い人では１時間当たりの分解速度が４グラムを切っています。そのよ
うな人たちは同じようにビールのロング缶１缶を分解するのに５時間ぐらいかかるわけです。実際には
口で飲んだ場合、体に吸収されるまで少し時間がかかりますので、それ以上かかることになるわけです。
このようにお酒の分解速度の個人差はかなりありますが、男性と女性の平均でも明らかな違いがあり、
男性約８グラム、女性約６グラムです。なぜこのような違いが生じるのでしょうか。一番の理由は、体
の大きさの違いです。体が大きい人は肝臓も大きくなります。正確に言いますと、体の大きさではなく、
脂肪を除いた体重に比例すると言われていますけれども、体が大きく肝臓も大きい人はお酒をどんどん
分解することが出来ます。
　このグラフは体重とお酒の分解速度の関係を示し
たものですが、体重が増えれば増えるほど、男性で
も女性でもお酒の分解速度は上がることが示されて
います。（スライド 12）では同じ体重の男性と女性
ではどうでしょうか。例えば 60 キロの男性の分解
速度と、女性の分解速度を見てください。男性の場
合、同じ 60 キロでも、１時間当たり約８グラムで
すが女性では６グラム弱となっており、大きな差が
あります。すなわち、同じ体格でも女性は男性に比
べてお酒の分解速度が遅い傾向がみられます。
　お酒の体質と分解速度の関係も男性と女性ではか
なり違いがあります。（スライド 13）このグラフは
お酒の分解速度を、ALDH遺伝子のタイプ、性別、
年齢で分けたものです。男性ではお酒に強い体質、
すなわち飲んでも赤くならないタイプの方が分解速
度は速いです。つまり飲んでも赤くならない人は割
とお酒をさくさくと分解していく傾向があります。
それに対し女性は、年齢による違いは見られず、飲
んでも赤くならない人でもお酒の分解速度は早くな
いのです。すなわち、お酒を飲んでも赤くならない
と、「自分はお酒に強いから、がんがん飲んでも大
丈夫」と思うかもしれませんけれども、男性では、
ある程度当てはまりますが女性に関しては当てはま
らないということです。
　アルコール分解速度についてまとめると、女性は一般的に男性の４分の３ぐらいしかアルコールの分
解スピードはありません。（スライド 14）先ほど平均で男性８グラム、女性６グラムと言いましたけれ
ども、お酒の分解速度は個人差が非常に激しく、かつ空腹などで吸収速度は違いますし、起きているか、
寝ているかによっても分解速度が影響を受けます。そのような条件を考えると、翌日酒が残ることによ
る問題を起こさないためには、１時間当たり４グラム、だいたいビールのロング缶を１缶飲んだら５時
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間ぐらいかかると考えて計算をした方が安全です。
また女性は男性に比べ脂肪が多く水分の割合が少な
いという特徴があります。お酒を飲みますと体の中
の水に溶けていきますので、同量のお酒を飲んで
も、体の中の水分が少ないことは、いわばウイスキー
の水割りの水の量が少ないのと同じですから、血中
アルコール濃度は女性の方が高くなります。すなわ
ち女性では血中濃度は高く分解速度は遅い、つま
り、女性の方が酔いやすい傾向があります。また女
性はお酒を飲んだ後、赤くならなくても、必ずしも
お酒の分解速度は速くありません。赤くなり、弱そ
うに見える人と同程度の分解速度しかありません。
このような様々な要因により女性の飲酒には急性ア
ルコール中毒のリスクが高いという問題点がありま
す。
　急性アルコール中毒の定義ですが、臨床的には、
アルコール血中濃度上昇により生命の危険を伴うま
でに至った状態ということになります。（スライド
15）症状としては、ひどく酔っていくら呼んでも起
きない、激しく嘔吐する、低体温、頻脈、呼吸抑制、
尿便失禁、昏睡などです。
　ちなみに皆さんの中で急性アルコール中毒になっ
た方はいらっしゃいますか？。私はあります。私の大学時代は、１年生は酔いつぶれるまで、すなわち
急性アルコール中毒になるまで飲むのが義務でした。あるとき、飲み会であまり酔わずに途中で帰りま
したら、「お前、１年生なのにだらしない」というように、すごく怒られたことがあります。でも、こ
のような状態は非常に危険な状態です。特に危ない
のが小柄な体格で、昔の私のような若者、体の中に
水分が少ない高齢者、赤くなりやすい人、女性もリ
スクが高いです。その結果、女性で急性アルコール
中毒になる例も、実は結構あります。
　このグラフは東京消防庁の急性アルコール中毒に
よる搬送者数の調査です。（スライド 16）東京都内
だけで１年間で１万 3,000 人ぐらいの方が運ばれて
います。習慣飲酒者は減っていますが、なぜか搬送
者数は増加傾向です。男女の比較では、男性の方が
多いのですが、女性も男性の６割と結構います。
　年代別では男性も女性も、圧倒的に若年者が多

急性アルコール中毒による搬送数
(東京消防庁)

東京消防庁ホームページ

(人/年)

7,147 7,455 7,507 7,685 
8,443 9,307 

4,004 
4,296 4,154 4,291 
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0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000

10,000

2009 2010 2011 2012 2013 2014
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スライド 16

アルコール分解速度

 女性は男性(約8g/時間)に比べて分解が遅い
（約6g/時間)

 分解速度には個人差が大きく、食事などでも影響されること
から、安全マージンを考えると1時間4ｇ（＝ビール500mlでは
5時間）で考えたほうがよい。

 身体の中の水分が少ないために、同じ体重、同じ飲酒量で
も、より酔い易い（血中アルコール濃度が高くなり易い）

 女性の場合、飲酒後、赤くならない体質でも、お酒の分解が
速いということではない。

スライド 14

急性アルコール中毒
 アルコール血中濃度の急上昇によって生命の危険をともなう
までに至った状態。

 症状
 ひどく酔って，いくら呼んでも起きない
 激しい嘔吐。
 低体温、頻脈、呼吸抑制
 尿便失禁
 昏睡

 特にリスクが高い群
 小柄な体格
 女性、若者、高齢者
 赤くなりやすい人

スライド 15
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く、10 代、20 代で約半数を占めます。（スライド
17）特に若い女性ではある程度男性に近いラインま
でいっています。若い女性が飲むようになってきて
いる影響かもしれません。
　先ほどのグラフは救急搬送者数でしたが、救急車
で運ばれても点滴して元気になったということだけ
でしたら、武勇伝で終わってしまいますけれども、
中にはこのポスターに示すようなケースもありま
す。（スライド 18）これはASK の今成さんのご好
意で借りてきたポスターで、イッキ飲み防止連絡協
議会がつくったポスターです。「死ぬまで飲ませる
を現実にするやつらがいる」、「そして、飲まされて
息子は死んだ」、このような方が何十名といらっしゃ
るわけです。
　「死ぬまで飲ませるを現実にするやつらがいる」
という言葉について、理解しづらい方もいらっしゃ
るかもしれませんが、若者の飲酒でよくおこなわれ
ているのは、いわゆるイッキ飲みです。イッキ飲み
をする場合には、周りがはやし立てるようにしてお
酒を飲むことが多いです。そのときによく使うの
は「イッキ、イッキ、死ぬまで飲め、吐くまで飲め」
というチャントが使われます。それの「死ぬまで飲
ませる」を標語にしているわけです。実際にこのよ
うな話はレアケースではありません。私は大学時代、
ボート部だったこともあり特に印象に残っている話があります。私が医者になった後の話ですが、熊本
大学のボート部の飲み会で、OBの医者も参加した中でイッキ飲みがおこなわれて、１人の学生さんが
亡くなったことがありました。そのケースは結局裁
判になりました。
　急性アルコール中毒で亡くなるケースは男性が多
いイメージですが、実際には女性にもあります。（ス
ライド 19）これもイッキ飲み防止連絡協議会のホー
ムページから借りてきたものなのです。１人は 19
歳の京都府立大学の女子学生です。
　周囲の証言によると、授業終了後、部室内で男
女 10 人とウイスキーを紙コップで２杯ぐらい飲酒。
午後 10 時 40 分、ほかの学生が女子学生の意識がな
いことに気づき、119 番に通報したのですけれども、

イッキ飲み防止連絡協議会
（ http://www.ask.or.jp/ikkialhara_campaignhistory.html ）

スライド 18

搬送者年齢別分布(平成26年)
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スライド 17

京都府立大学 女子学生（19）
授業終了後、部室内で男女約10人と「ウイスキーを紙コップで2杯ぐら
い」飲酒。午後10時40分ごろ、他の学生が女子学生の意識が無いこと
に気付き、119番通報。救急搬送されたが約1時間後に急性アルコール
中毒で死亡。

宇都宮大学 女子学生（19）
バレーボールサークルの合宿に参加し、バーベキューをし、ビールや焼
酎などを飲んだ。 その後、大部屋で雑魚寝をしていた。
翌日午前3時10分ごろ、女子学生が息をしていないことに気付いた学生
が、119番通報。心肺停止の状態で病院に運ばれ、死亡が確認された。
女子学生の周囲には吐いた跡があった。

イッキ飲み防止連絡協議（ http://www.ask.or.jp/ikkialhara_campaignhistory.html ）

スライド 19
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結局、急性アルコール中毒で亡くなっています。
　もちろん、正確な飲酒量は今となっては分からないのですけれども、少なくともがんがんと飲んでい
たというわけではなさそうです。たったこれだけです。それでも急性アル中になってしまい、亡くなっ
たわけです。
　今度は別の大学のケースですが、この方も 19 歳の女子学生で、バレーボールサークルの合宿に参加し、
バーベキューをし、ビールや焼酎などを飲んだ後、雑魚寝をしていました。
　そして午前３時ごろ、息をしていないことに気づいた学生に 119 番通報をしましたけれども、死亡が
確認されました。女子学生の周囲には吐いた後があったということです。本当に若くてこれからという
学生さんが、いまだに急性アルコール中毒で亡くなっていくというのは、非常にショッキングです。
【女性の体はお酒に弱い】（スライド 20）
　続いて体の話に移ります。アルコールというと肝
臓というイメージがあるように、お酒を飲み過ぎる
と肝臓に脂肪がたまり、そこから様々な病気を引き
起こします。
　詳しいお話は坪井先生からありますが、正常な肝
臓は赤々としていますが、お酒を飲みますと中性脂
肪が飲酒量に比例して増加し、どんどん肝臓にた
まっていき、脂肪肝という脂肪で膨れ上がった肝臓
になっていきます。色も変わっていき、膨れ上がり、
縁も丸くなっていきます。この脂肪肝がさらに進行
していきますと肝炎になり、それを繰り返していく
と肝硬変といわれる状態になります。肝硬変の末期
になりますと、最終的には腹水がたまります。
（スライド 21）
　アルコールによる肝障害に関しても男性と女性で
は違いがあります。ラットによる実験では、雌の方
が肝酵素の上昇がより強く認められています。つま
り雌ラットの方が飲酒により肝臓がダメージを受け
やすいということです。人間についても女性は男性
の半分の飲酒量でも肝障害をきたすと報告されてい
ます。また肝障害の最初の段階である脂肪肝につい
ても女性は比較的短期でなることが報告されていま
す。またある調査では、サンプル数は少ないのです
が、アルコール性肝硬変患者の平均年齢は、男性が 50 歳、女性では 39 歳と、女性アルコール性肝硬変
患者のほうが 11 歳低いと報告されています。私が診た症例でも 27 歳ぐらいの女性アルコール依存症患
者さんが、ほぼアルコール性肝硬変と内科で診断され、驚いたことを覚えています。その方は別に小学
生のころから飲んでいたわけではなく、大学に入って飲み始め、大学卒業後も職場帰りに仲間と飲みに

Ⅲ．女性の体はお酒に弱い
～肝障害 ～

スライド 20

肝障害

 女性の肝臓は、男性よりお酒に弱い

 ラットによる実験では雌の方が、肝酵素の上昇が強くみられた1)

 男性の半分の飲酒量（レギュラー缶7本/週）で肝障害をきたす2)

 脂肪肝などに短期間でなる3)

 女性の肝硬変は男性に比べると11歳早い4)

1) Osna NA ,et al : World Journal of Gastroenterology, 2010
2) Becker U, et al : Hepatology, 1996
3) Blume SB, et al : Substance abuse( a comprehensive text book 4th edition,2005
4)谷川久一：肝障害、アルコール関連障害とアルコール依存症，1997

スライド 21
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行く程度の飲みかたで、そんなに朝から晩まで酒を
飲んでいたというわけではないのです。それにも関
わらず肝硬変に近い状態になってしまいました。
　女性の肝臓がアルコールに脆弱性が高い理由に
ついてはいろいろなことが言われています。（スラ
イド 22）坪内先生からもお話があると思いますが、
アルコール性肝障害の原因として腸管内の細菌の毒
素が関係していると言われています。女性の場合に
は、その影響が出やすいのではないか等、様々なこ
とが言われていますけれども、正直なところよく分
からないようです。これに関しては、いろいろな内
科の先生に聞いてみたのですけれども、なりやすい
のは分かるのですが、理由については仮説の段階で
はっきりとしていないと言われていました。
　続いてがんの話です。女性のがんといえば、乳が
んが問題になっています。（スライド 23）実際に女
性の乳がんは年々増えてきています。乳がんのリス
ク要因としましては、女性ホルモンや運動不足、肥
満などがありますが、アルコールも挙げられていま
す。乳がんは飲酒量に比例して直線的に上がること
が分かっています。つまり飲めば飲むほど、女性の
乳がんのリスクが上がります。一方で、欧米ではこ
の関係が報告され、WHOでも乳がんはアルコール
関連がんと認定されているのですが、日本人ではま
だ関係がはっきりしておりません。このことはまだ
救いではありますが、今後、日本でもリスクとして
認定される可能性は十分あると思います
　続いて骨粗しょう症です。（スライド 24）骨粗しょ
う症とは、分かりやすく言いますと骨がすかすかに
なり、骨折のリスクが高まる状態です。基本的には
年齢を重ねることでリスクが高まってくるのです。
現在、患者数は大よそ 1,000 万人と推計されて、今
後の国民病ともいわれる疾患です。骨粗しょう症
には骨の密度が関係しているのですが、骨の密度は
35 歳ぐらいをピークに、だんだん下がっていきます。特に女性の場合は、閉経前後に年の数％の割合
で急激に下がってくる時期があります。骨密度に対して、少量の飲酒は骨密度を上げる、つまり骨を丈
夫にする作用があります。ところが大量飲酒では骨密度が低下し、その結果骨折が非常に多くなります。

肝障害

 若い雌ラットでは、アルコール摂取により、小腸のバリア機
能が、雄より損なわれやすい。

 飲酒状態では女性の方が腸管からのエンドトキシンの吸
収が多いとの報告もある。

 エストロゲン（女性ホルモン）が、炎症反応に関係している
可能性が提案されているが、正確な機序は不明である。
 ラットの実験では、エストロゲンにより、Kupffer細胞のエンドトキ
シンへの反応が促進されることによって、肝障害が引き起こされ
る可能性が示唆

 急性のアルコール摂取でエストロゲンが増加

 閉経前の依存症女性ではエストロゲンレベルは低い

 閉経後の依存症女性ではエストロゲンレベルは高い。

Osna NA et al: World Journal of Gastroenterology, 2010. 
谷川久一：肝障害、アルコール関連障害とアルコール依存症，1997

スライド 22

乳がん

 女性に多いがん（患者数5万人）、近年増加傾向

 リスク要因：エストロゲン、運動不足、肥満、アルコール

 飲酒量に直線的に比例し増加。
50g/日の飲酒で非飲酒者の1.5倍の危険度

 国際的ながんの委員会（IARC）でも食道がん等と並んで
アルコール飲料関連癌と認定されている。

Hamajima N : Br J Cancer , 2002. 

スライド 23

骨粗鬆症

 推計患者数780万～１１００万

 骨密度は、35歳をピークに徐々に低下し、閉経前後は急
激な減少がみられる。

 軽度～中等度の飲酒は骨密度を増加

 大量飲酒は骨密度を減少。特に若年での影響が大き
い。

 大腿骨頭壊死の合併や、ごく軽い運動(ラジオ体操）での
骨折がみられる。

NIAAA: Alcohol Alert, 2004
骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン作成委員会.骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン作成委員会2011年版, 2011 他

スライド 24
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ここにも書いてありますように、ラジオ体操でも骨折する人がいます。女性の患者さんでも、ラジオ体
操でジャンプしただけで、背骨が圧迫骨折を起こしたケースもあります。別の男性の患者さんでも、同
じようにかかとを骨折した人もいます。このぐらいでは骨折しないだろうと思っていることでも骨折を
してしまいます。
　特に若年のうちに大量飲酒をして骨密度が低下す
ると、その後リカバーするのが難しいようです。
　骨粗しょう症だけでも大きな問題なのですが、更
に大腿骨頭壊死を合併するケースもあります。（ス
ライド 25）大腿骨頭壊死とは、太ももの付け根の
部分が壊死を起こし、つぶれたりする疾患のことで
す。このスライドの写真の、皆さんから見て左側、
本人からすると右の股関節の部分を見てください。
大腿骨の頭の部分の縁が丸くなっています。これが
正常な大腿骨頭です。それに対し大腿骨頭壊死を起
こした左の股関節では、大腿骨頭がつぶれて、骨盤
の寛骨臼との境がよく分からなくなっています。大
腿骨頭壊死で有名な方を知っていますでしょうか。美空ひばりさんです。美空ひばりさんはお酒が結構
好きだったようですが亡くなる２年ぐらい前に大腿骨頭壊死で入院をしています。美空ひばりさんの最
後のマネジャーが書いた本を読んだのですが、診断名として大腿骨頭壊死とアルコール性肝硬変と書か
れていましたので、やはり相当お酒を飲み、それが大腿骨頭壊死にも影響したのだろうと考えています。
【妊娠中の飲酒は赤ちゃんに影響がある～胎児性ア
ルコール症候群～】（スライド 26）
　続いて妊娠中の飲酒と赤ちゃんへの影響です。妊
娠中のお母さんがお酒を飲むと、赤ちゃんにいろい
ろな影響が出てきます。これを専門用語では胎児性
アルコール症候群といいます。この病気が認識をさ
れたのは比較的最近で、今から約 40 年前に最初 11
名の報告がありました。妊娠中に飲酒をしていたお
母さんから出産した胎児、乳児の成長障害、特異な
顔貌、中枢神経の障害が、胎児性アルコール症候群
の特徴です。診断基準としては、３つあり、１番目
は赤ちゃんが生まれたときの体重が少ないというこ
とです。だいたい正常な赤ちゃんの４分の３ぐらいの体重であると報告されています。２番目は顔面の
奇形です。他に心臓の奇形がみられる場合もあるようです。３番目が脳へのダメージです。これについ
ては、幼少期には分からなくても、大人になってから影響が表面化してくることがあると言われていま
す。特に最近の学会では、胎児性アルコール症候群の赤ちゃんは、その後、依存症になりやすいという
ことと、ADHDのリスクになっているのではないかということが話題になっていました。

大腿骨頭壊死

スライド 25

Ⅳ．妊娠中の飲酒は赤ちゃんに影響がある
～胎児性アルコール症候群～
（Fetal Alcohol Syndrome)

 1973年、Jones等による11名のケースが最初の報告。
 妊娠中に飲酒していた母親から出産した胎児・乳児の成
長障害、特異な顔貌、中枢神経の障害を特徴とする。

 診断基準
 妊娠中の飲酒

 特徴的な顔貌

 出生時低体重、栄養とは関係のない体重減少、身長と釣り合
わない低体重などの成長障害

 出生時の頭位の減少、小頭症などの脳の構造異常、年齢に
比べ微細なあるいは明らかな神経徴候（直線歩行困難、感音
性難聴など）

 その他：ADHDとの関連や、成人後の依存症リスク因子
黒滝直弘: 小児内科, 2003. 

スライド 26
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　これが胎児性アルコール症候群の赤ちゃんの特徴
を示した図です。（スライド 27）最初に、胎児性ア
ルコール症候群の赤ちゃんは体が小さい、生後の成
長が遅いということを説明しましたように、基本的
には成長が抑えられる病気です。ですから胎児性ア
ルコール症候群では体が小さいだけではなく頭が小
さくなり、頭囲も低い値となります。目や顎も小
さくなります。胎児性アルコール症候群では体のセ
ンターラインにいろいろな影響が出る傾向がありま
す。他にも、頬が平たくなり、鼻の下のくぼみも平
たくなると言われています。
　胎児性アルコール症候群のリスクの１つは飲酒量
です。（スライド 28）少ない飲酒量より多い飲酒量
の方が当然、リスクが高くなります。２番目が飲酒
パターンです。少量のお酒を長期間飲むのと、大量
のお酒をドカ飲みして、あとは飲まないのと、どち
らが危ないと思いますか。実は後者のドカ飲みの方
が危ないと言われています。三番目が飲酒の時期で
す。胎児性アルコール症候群とは基本的に組織への
ダメージによって奇形が引き起こされるものですか
ら、一番影響が出やすいのはいろいろな臓器がつく
られる器官形成期の妊娠初期です。この時期に飲酒
するほうが出産直前よりもダメージが大きいという
ことが分かっています。
　ただ困ったことに妊娠初期は、自分が妊娠してい
るのかどうか分からないことが多いです。そのため
気が付いてから酒を止めても遅い場合もあるわけで
す。
　胎児性アルコール症候群のまとめです。（スライ
ド 29）アルコールは催奇形性物質です。ただ、こ
のことは一般にはあまり知られていません。妊娠中
に風邪をひいても風邪薬を飲まないお母さんは多い
ですが、妊娠中に酒を飲むお母さんは、今でも８％
います。また胎児性アルコール症候群の飲酒量の閾
値、つまり、このぐらいだと安全で、このぐらい以上飲むと危ないという量については、はっきりわかっ
ていません。もちろん、たくさん飲むほうが危ないことは分かっていますが、少量の飲酒でもこういっ
たことが起こった例はあります。次に、動物実験では長期の飲酒より大量短期の方が、リスクが高いこ

低い鼻梁

小さい眼型

薄い上唇

小さい顎

浅い人中

平らな頬

小頭症

内眼角贅皮（蒙古襞）

Low nasal bridge

Small eye openings

Short nose

Thin upper lip

Underdeveloped jaw

Smooth philtrum

Flat midface

Epicanthal folds

Small head

©塘 祐樹(2012)

スライド 27

胎児性アルコール症候群のリスク

 飲酒量

 飲酒パターン

 時期

スライド 28

胎児性アルコール症候群
（Fetal Alcohol Syndrome)

 アルコールは催奇形性物質

 閾値ははっきりしない

 動物実験では少量・長期より、大量・短期の方が、危険
性が高いことが示唆

 妊娠早期がリスク

 成長の遅れと、特異な顔つきは時間の経過につれて目
立たなくなっていくが、脳のダメージは持続する傾向があ
る。

黒滝直弘: 小児内科, 2003.
Zweben JE: Priciples of Addiction medicine 4th edition 

スライド 29
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とが示唆されています。時期では、妊娠早期が、リスクが高くなります。また胎児性アルコール症候群
といいますと、どうしても顔の奇形や体が小さいといったような、見た目の奇形に注目が集まるのです
が、そういったものは成長するにしたがい目立たなくなってきます。やっかいなのは脳へのダメージで
す。胎児性アルコール症候群は遺伝によらない、精神発達遅滞の最大の原因と言われています。当然、
精神発達遅滞になりますと、その後のリカバーが難しいです。また成長後に出現するADHDなどの影
響については、持続する傾向があると言われています。
　このように胎児性アルコール症候群は非常に大きな問題なのですが意外と知られていません。（スラ
イド 30）皆さんの中で以前から胎児性アルコール
症候群を知っていた、聞いたことがあるという方は
いらっしゃいますか。３～４割いるようですね。よ
かったです。これは確か長崎で行われた調査ですが、
お母さんの飲酒は胎児に影響を与えるかという質問
に対し、イエスと答えた年代です。年代によりばら
つきがありますが、せいぜい３割ぐらいの認識です。
　これは一般の方ですけれども、おそらく医療者で
も認識は高くありません。ただ現在は国でも対策に
力を入れていて、健康日本 21 の中でも妊娠中のお
母さんの飲酒をゼロにしようという取り組みを始め
ています。
【女性のアルコール依存症は若く、精神疾患合併が
多い】（スライド 31）
　続いて女性のアルコール依存症です。女性の急性
アルコール中毒もそうですが、女性のアルコール依
存症はもっと見たことがないと思います。今から
30 年前は女性アルコール依存症新患は年間 50 名ぐ
らい、週に１人来るか来ないか、くらいしか久里浜
には来ませんでした。ところが今やその数がどんど
ん増えていきまして、最近は年間 140 ～ 150 名ぐら
いで、新患全体に占める割合も 18％、５人に１人
弱ぐらいは女性になっています。女性のアルコール
依存症には大きく２つの特徴があり、年齢が若いこ
とと、精神疾患の合併が多いことです。
（スライド 32）
　このグラフは全国 54 の専門治療施設に入院をしている、約 900 名のアルコール依存症者の年齢分布
を示したもので、左が男性、右が女性です。男性の年代で多いのは、この調査では 50 代となっています。
また厚生労働省の患者調査では、だいたい 60 代前半が一番多くなっていました。
　すなわち男性では、ここら辺がメインの患者層です。先ほど杠先生が男性の入院患者は平均 55 歳と
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おっしゃいましたけれども、そのような時代になっ
ています。ですが女性に関しては圧倒的に多いのが
30 代で、20 代も結構います。私は女性のアルコー
ル依存症病棟を担当していた時、概ね 20 人ほど女
性アルコール依存症者が入院をしていましたが、あ
るときなど、20 代の患者さんが２人に 10 代が１人
ということもありました。このように若いアルコー
ル依存症が多いということは、すなわち酒を飲み始
めてあっという間にアルコール依存症になってしま
う人が多いということです。
　もう一つの特徴としては、精神科の合併症が多い
ということです。（スライド 33）これは先ほどと同
じ調査で、精神科の合併症を男女間で比較した調査
です。
　太いフォントで示した項目は女性に多い疾患で
す。ほとんどの精神科疾患で男性に比べて女性が多
くなっています。では男性は何が多いのかというと、
糖尿病と、有意差はないのですが肝硬変が多いこと
が示されています。
　すなわち、同じアルコール依存症でも、女性は精
神科の合併症が多く、男性は体の合併症が多いとい
う特徴があります。
　ではなぜ女性には精神科の合併症が多いのでしょ
うか。患者年齢の若いこととも共通しますが女性の
アルコール依存症の場合、どちらかというと酒が好きで飲んでいるうちにアルコール依存症になったと
いうより、いろいろな精神疾患が最初にあり、それを紛らわすために酒を飲んでいるうちにアルコール
依存症になったという方が非常に多いのです。
　男性も含めた数字ですが、例えばうつなどの気分障害とアルコール依存症等の依存症を合併したケー
スでは、９割のケースでうつが先行していることが明らかになっています。
　すなわち精神疾患合併例では、いわば薬代わりに酒を飲んでいるうちにアルコール問題を生じた方が
多いのです。ですから、若くしていろいろな問題が出てくるわけです。
　女性の飲酒が増加するきっかけとしては一番多いのが「家庭の不和」です。（スライド 34）あと私自
身も子どもがいる男性ですが、男性として絶対にありえないと思うのが、「子どもの高校卒業後」とい
う回答が、女性では 10％です。
　アルコール依存症といいますと否認の病気というイメージがあるかもしれませんけれども、女性のア
ルコール依存症では否認が比較的少なく、どちらかというと自責感の強い傾向があります。（スライド
35）

依存症の年代分布（男女別）
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全国54の専門治療施設に入院している869名のアルコール依存症の調査結果。
女性は30歳代が最多、男性は50歳代が最多と男女で年代分布が大きく異なる。

スライド 32

男性 女性 P
反社会性パーソナリティー障害 0.8% 2.2% 0.1528
情緒不安定性パーソナリティー障害 2.1% 12.4% < 0.0001
他の薬物乱用 / 依存 8.3% 20.5% < 0.0001
統合失調症 1.3% 2.2% 0.3897
気分障害 8.0% 16.8% 0.0013
重症うつエピソード (入院前30日以内) 11.1% 18.3% 0.0192
重症不安エピソード (入院前30日以内) 16.4% 31.4% < 0.0001
自殺企図 (入院前30日以内) 2.4% 7.3% 0.0024
肝硬変 14.8% 11.2% 0.2893
糖尿病 20.4% 5.4% < 0.0001

合併症有病率の性差

サンプルは前スライドと同じ858名のアルコール依存症者

スライド 33



－ 41 －

飲酒と健康に関する講演会

　例えば、「私は朝から晩まで酒ばかり飲み、育児
もしない駄目な母親です」等、自分を責めるアルコー
ル依存症のお母さんが、たくさんいらっしゃいます。
また女性のアルコール依存症者は、入院後も周りに
何とか適応しようとして一生懸命です。周りの空気
を読んで、それに合わせようとしています。ですの
で常に緊張しており、ときにはそれに疲れて、切れ
ることもあります。
　また女性のアルコール依存症者と面談していて興
味深いのは、あまり自分のことを言わないことです。
自分がどんなに苦しいかではなく、旦那さんや子ど
もの話ばかりしてくるのです。ですから私は「私は
あなたの主治医だから、旦那や子どもさんの話より、
あなたの話を聞かせてほしい。あなたが何に困っ
ているのか話をしてほしい」と聞くようにしていま
す。でも、なかなかネガティブな感情を表現するの
が難しい方が多いのです。おそらく、このようなネ
ガティブな感情をごまかすために、あるいは表現を
するためにお酒の力を借りていたのではないかと思
います。
　他の特徴としては家族の協力が得られる方が非常
に少ないです。（スライド36）われわれもそうですが、
アルコール依存症の病院では家族会を熱心に開いて
いるところが多いです。男性病棟の家族会では家族
がたくさん来ますが、女性病棟では誰も家族が来な
くて家族会自体が開けないことがよくあります。外
泊のときの対応も全然違います。男性のアルコール
依存症が外泊をしますと、家の中から酒が既に全部
撤去されており、家族もお酒を飲まないで過ごして
くれます。一方で、女性の患者さんが外泊すると家
の中に酒がないどころか、旦那さんが本人の前でた
くさん飲むという話もよく聞きます。また家庭内暴
力を受けている患者さんも多いです。外泊中に旦那
さんから暴力を受けて帰ってきたケースとか、ひど
いケースでは、面会に来た旦那さんが病院内で暴力をふるって帰ったケースもありました。そのような
非常にやっかいなケースが多いのです。家族に協力してくれというより、お願いだから邪魔しないでく
れというケースも、残念ながらあります。また女性の場合には、お酒が好きな方ももちろん多いのです

援助の過程において見られる特徴（２）

男性と比較すると治療や回復に関して家族の協力を

得にくい場合が多い。

家庭での役割を担っている場合、退院後の治療継続

が難しい。周囲の理解を得にくい

最初は集団になじめないが、しだいに仲間の中で安

定し、男性と比較すると自助グループの受け入れは良

い

問題解決や生活上のストレスに対応する具体的なアド

バイスを必要としている

スライド 36

援助の過程において見られる特徴（１）

男性と比較すると問題への否認よりも、罪悪感・恥の

意識が高い

集団の場面では他者との関係に常に緊張している。

それが、援助者（看護やスタッフ）への訴えなど一見

すると逸脱的な行動となる

家庭や周囲との関係のなかで自分よりも他者のこと

が中心

自分の不満・不安・要望・ストレスなどを表現できない

スライド 35

女性の飲酒が増加するきっかけ

家庭の不和 89%
社会活動・レジャー 57%
夫との死別 22.4%
就職 16%
子供の高校卒業 10%

山川正信：アルコール研究と薬物依存、1989

スライド 34
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が、一方で薬としてお酒を飲んでいるケースも多いのです。ですから、ただ単にお酒を止めなさいとい
うのではなく、その人が何に困って酒を飲んでいるのかといった、実生活上のいろいろな問題に対する
アドバイスや協力が必要になることが多いです。そのため医者だけでなく、ソーシャルワーカーなどの
力を借りながらサポートをしていくことが重要です。
　まとめです。女性のアルコール依存症者の援助に
必要なことは、性差からくる社会生活上の問題の理
解が必要であるということ。生物学的な特徴の理解
が必要であるということ。女性にとって安心で安全
な治療環境の提供が必要であるということ。生活上
の問題を解決することが必要であるということ、と
いうことが挙げられます。（スライド 37）
　教科書的には、女性特有の問題があることもあり、
基本的には女性だけの治療ユニットをつくった方が
治療効果は高いと言われていますし、医療サイドな
ど援助者も女性である方が望ましいと言われていま
す。
　今まで述べてきたように女性のアルコール依存症
は男性にはない特徴がありますが、治療成績はどう
でしょうか。（スライド 38）昔は女性アルコール依
存症の治療成績は悪いイメージがありました。私自
身も女性のアルコール病棟を担当しているころ、ほ
かのアルコール依存症専門医から「先生は女性アル
コール依存症の担当になって、とても大変だね」と
同情をされました。ですが予後調査でみると、最近
の調査ほど、男性と女性の治療成績の差は縮小して
きており、今はあまり変わらなくなっています。こ
れは日本でおこなわれた調査の結果ですけれども、
最後まで治療を受けた確率は、男性も女性も７割ぐ
らいで、ほぼ変わらず、断酒率に関しましても、ほぼ変わらないことが報告されています。
　このように女性だからといって特別視をする必要は特にないのです。ただ、注意をしていただきたい
のは、女性の場合には精神科の合併症が非常に多く、それが悪さをするケースが非常に多いということ
です。
　これは男性も含めた数値ですが、退院した後のうつの有無で、断酒率が倍違います。普通はうつはお
酒を止めるとよくなるケースが多いのですけれども、それにも関わらず抑うつが残ったケースでは、断
酒率がこのぐらい（抑うつあり：抑うつなし=23.9（％）:41.6（％））になります。また不安についても、
強い不安が残っていると断酒率は下がります。
　女性に限りませんが、精神科の合併症がある場合、単に断酒しなさいと言うだけではなく、一緒に

女性アルコール依存症者の
援助に必要なこと

 性差からくる社会生活上の問題の理解が必要

 生物学的な特徴の理解が必要

 女性にとって安心で安全な治療環境の提供

 医療機関での治療後には、生活上の問題（家族・子
育て・老後の生活など）を相談する地域の中の相談
機関や資源

女性だけのグループを形成することが必要

スライド 37

日本における多施設研究の結果（JCSA)

 治療終了率(%): 男：女= 71.3(%):70.6(%)

 退院後断酒率: 男：女= 36.6(%):38.9(%)

6カ月断酒率

 退院後抑うつ： あり：なし= 23.9(%):41.6(%)

 退院後強い不安：あり：なし= 22.5(%):42.9(%)

未発表データ:松下幸生先生提供

スライド 38
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合併症の治療もおこなうことが断酒のために必要に
なってきます。
　では生存率はどうでしょうか。これも男女でほぼ
変わりないことが分かっています。（スライド 39）
　この破線が女性のアルコール依存症の生存率で、
実線が男性ですけれども、見て分かりますとおり、
ほぼ変わっていないです。ただ、両方ともあまりよ
くないという意味では同じです。５年間で２割、10
年間で４割の方が残念ながら亡くなっていきます。
　女性のアルコール依存症のポイントですが、言及
する時間がなかったのですが、女性アルコール依存
症も、年代によりかなり特徴が違います。しかし予
後は男性と変わりません。またお酒の問題だけでは
なく、その背景にある問題にもフォーカスを当てて
いくことが重要です。（スライド 40）
【飲酒問題予防には、男性より控えめな量】（スライ
ド 41）
　このように女性には様々な飲酒問題があります。
男性もですが、問題が起きてから対処をするのは難
しいですから、予防が重要になってきます。そのた
めには男性より控えめな量にしていただきたいと思
います。
　第１次の健康日本 21 では、女性に関する目標と
しては未成年者の飲酒の項目ぐらいしかなかったの
ですけれども、今や３つの項目すべてに女性の目標
が設けられています。「生活習慣病のリスクを高め
る量を飲酒しているものの割合の減少」という項目
では、女性は男性に比べ半分の量となっています。
　また、「妊娠中の飲酒をなくす」につきましても、
第２次の健康日本 21 で初めて設けられています。
　飲酒量の目安ですけれども、第１次の健康日本
21 では、節度ある適度な飲酒としまして、男性で
はというのか、一般的ではというのか、１日 20 グ
ラムと規定されていました。（スライド 42）
　女性に特化した規定はなかったのですが、男性の
２分の１～３分の２が諸外国のスタンダードですから、それからしますとアルコール度数低めの発泡酒
350 ミリリットルぐらいだと思います。

退院患者生存曲線

退院後の経過年数

生存率（%）

女性アルコール依存症

男性アルコール依存症

95% 信頼限界

樋口進: 日本アルコール・薬物医学会雑誌, 1987

女性ア症300名、そ
れと年齢をマッチさ
せた男性ア症300名
を当院退院後1～12
年フォローアップし
た。

スライド 39

女性アルコール依存症のポイント

 年代によって全く病態が異なる

 若年:他の病気の症状を和らげるための飲酒

 中年：家庭内の問題をごまかすための飲酒

 高齢者：習慣飲酒の悪化
環境変化を紛らわすための飲酒

 予後は男性と変わらない

 問題飲酒に隠れている病気の治療も大切

スライド 40

Ⅳ．飲酒問題予防には、男性より控えめな量

健康日本21（第二次）
 生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合の減少

男性40g/日：15.3% (H22)⇒ 13% (H34)
女性20g/日：7.5% (H22)⇒ 6.4% (H34)

 未成年者の飲酒をなくす

中学3年生： 男子10.5% 女子11.7%

高校3年生： 男子21.7% 女子19.9%
⇒0% (H34)

 妊娠中の飲酒をなくす

8.7% (H22)⇒0%
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飲酒と健康に関する講演会

　あと、「生活習慣病のリスクを高める飲酒」は男
性では１日平均 40 グラム、女性では 20 グラムです。
ビール換算では男性でロング缶２缶ぐらい、女性は
ロング缶１缶ぐらいです。
　すなわち、この量以上に飲んでいると、今は問題
がなくても将来的にさまざまな生活習慣病を引き起
こす可能性があるということです。
　気を付けていただきたいのは、このビールのロン
グ缶１缶です。この量は男性では「節度ある適度な
飲酒」になっていますけれども、女性ではリスクの
高い飲酒になっているわけです。保健指導の際には、
この違いを意識していただきたいと思っています。
　全体のまとめです。（スライド 43）近年、飲酒に
おける性差は消失しつつあります。女性は男性に比
べ、アルコールに対して脆弱性があります。女性は
胎児性アルコール症候群など、特有の問題が見られ
ることがあります。男性同様に問題化してからの対
応は困難であり、啓発活動などの予防が重要になっ
てくるわけです。
　私の話は以上です。ご清聴ありがとうございまし
た。（スライド 44）

飲酒量の目安
男性 女性

節度ある適度な飲酒
（第一次健康日本21）
・男性：20g/日
・女性：男性の1/2~2/3

リスクの高い飲酒
（第二次健康日本21）
・男性40g/日以上
・女性20g/日以上

5% 
ビール

500
ml

5%
ビール

500
ml

5%
ビール

500
ml

4%
発泡
酒

350
ml

5%
ビール

500
ml
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まとめ

 近年、飲酒における性差は消失しつつある

 女性は男性に比べアルコールに対し脆弱性がある。

 胎児性アルコール症候群など、女性特有の飲酒問題も
見られる。

 男性同様に、問題化してからの対応は困難であり、
啓発活動などの予防が重要

スライド 43
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