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開院65周年を迎えました

永年勤続表彰

日記な後記

【開院65周年記念対談】

未来へつなぐ｢飲酒運転ゼロ｣
NPO法人はぁとスペース理事長 山本美也子

雁の巣病院院長 熊谷雅之
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はぁとスペースと飲酒運転事故

山本：2010年の3月に、車いす優先駐車場のマナー啓発運

動を始めました。夫が車いすに乗っていたり、重度の障害

を持つ子たちの訪問看護をしたりしていましたが、車いす

優先駐車場がいつも空いておらず、映画に行くのも買い物

に行くのも本当に困るという経験を何度もしていました。

車いすを降ろすスペースが無いのでたどたどしく降ろして

いると｢こんな日に障がい者を連れてきて｣と怒られたり、

車いす優先駐車場を譲ってくださいと言うと｢今日俺だって

足が痛いけん障がい者たい｣と言われたこともあり、私は気

が強い性格なので、衝突することもありました。

そんな時に｢まず を伝えると、いろんな物の

見方が変わる｣という内容の本を読みました。物の試しに

やってみようと思い、優先駐車場を空けてくれた時やバス

に乗る時などに｢ありがとうございます｣と言うようにしま

した。すると、物事がスムーズにいくことが多くなったん

です。その経験から、｢思いやりのスペースである車いす優

先駐車場がなぜ必要なのか｣いうことを、まずこちら側が伝

える努力をしないといけないなと思い、NPO法人｢はぁと

スペース｣を立ち上げました。

モラルを広げる活動をずっとしている中、 2011年2月9日

に事故が起こり、息子を亡くしました。｢なんでうちが｣｢飲

酒運転のモラルのない大人に｣っていう思いは本当に凄かっ

たんですが、被害者になって泣きながら初めてインタ

ビューに答えました。その時は、マスコミの人から｢お母さ

んなかなか飲酒運転がなくならないので頑張ってください｣

と言われて、インタビューに答えていたら｢飲酒運転は本当

にすぐ無くなる｣と思っていたんです。でも、何度インタ

ビューに泣きながら答えても、次の日も次の日も飲酒運転

事故のニュースがあり、全国で被害がまだまだあるんだと

いうことを知るんです。その時に｢これは本当に声を上げな

いと、たくさんの人がいつ被害者になるか、いつ加害者に

なるか分からないんだな｣と思いました。

私は車いす優先駐車場の活動で｢人に怒りや憎しみは通用し

ない｣というのを経験していたので、ハートのロゴマークを

作ろうと思ったんです。｢あなたのモラルで助かる が

あります｣と書いて、我が家の寛大と、一緒に亡くなった友

達の隼人くんと、｢飲酒運転を止めよう｣という人たちの思

いを、3つのハートに意味を重ねて発信をしていくんだと、

なんだか本当に背中を押されるように、飲酒運転撲滅の活

動を始めました。

アルコール依存症と飲酒運転

熊谷：山本さんたちの力でアルコール依存症や飲酒運転の

問題が色々クローズアップされてきた時に、当院に通院し

ていたアルコールデイケアの患者さんたちが｢依存症のくせ

に、なんで飲酒運転するんや｣と怒ったことがあるんです。

巷では｢アルコール依存症の人はよく飲酒運転をする｣みた

いになっていたけれども、逆に自分でアルコール依存症と

分かっているアルコールデイケアの人たちは｢もう絶対に飲

酒運転なんかしない｣という人たちがほとんどでした。自分

で依存症と気づいていない人たちが飲酒運転している事の

方が、圧倒的に多いんです。

以前、関西方面で｢アルコール依存症の人には運転免許を

『ありがとう』

熊谷 雅之

医療法人優なぎ会雁の巣病院院長

日本アルコール関連問題学会理事

アルコール依存症の治療に長年従事。2012年

施行の福岡県飲酒運転撲滅条例に、起草時か

ら携わる。

山本 美也子

NPO法人はぁとスペース理事長

2011年の粕屋町飲酒運転事故で愛息を亡くさ

れて以降、街頭活動や全国各地での講演活動

などを精力的に行い、飲酒運転の撲滅に尽力

されている。

未来へつなぐ｢飲酒運転ゼロ｣
海の中道大橋飲酒運転事故から15年。粕屋町飲酒運転事故から10年。

様々な節目となる2021年に、飲酒運転の現状と未来への想いについて、NPO法人はぁとスペース 山本美也子 理事長と、

当院院長熊谷雅之に話を伺いました。

＜前編＞
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ではいかないと思います。だから、飲酒運転事故の件数が

下げ止まりになっているのではないのでしょうか。

｢STOP!!飲酒運転｣ステッカー

山本：活動の 1つに｢STOP !!飲酒運転｣支援自販機の設置

(全国で約270台)があるのですが、その売り上げの一部をい

ただいて、小･中･高校生への講演時にステッカーを配布し

ています。これまでで、10年間で20万枚を超えました。啓

発グッズの 1つとしても販売していて、20万枚くらい購入

していただいたので、合わせて40万枚以上が様々な方の手

に渡ったことになります。タクシーやトラックなどに貼っ

てあったり、女子高生がバッグに貼ってあったりと、本当

に色々な所で見かけるようになりました。ステッカーをも

らった子たちの中には、学校の先生になったり、福岡県警

や役場にいたりして、貼り続けてくれている人や知ってく

れている人たちが、やっと社会で活動できるようになった

んだなと実感しました。

だから、若い人たちには講演の内容が100%伝わっていると

感じています。小学生に話した時でも｢お酒を飲んで車を運

転してはいけません｣｢命が大切なので、お酒を飲んで車を

運転している家族の人たちがいたら注意しましょう｣という

感じできちんと話せば、本当に子どもたちは分かってくれ

ます。中学生･高校生でもきちんと分かってくれます。一方

で伝わらないなと感じるのは、これまで何度も飲酒運転を

成功体験してきた方々です。いまだに｢30年前は飲酒運転は

当たり前やったもんね｣｢そうは言っても無くならんやろ｣

と平気で言われます。この10年で｢飲酒運転はすぐに無く

ならない｣ということを学びました。だから私は、これから

一番大事なのは教育だと思っています。若い人たちが飲酒

運転を経験する前に｢絶対、絶対、絶対ダメなんよ｣って言

い続けていくことで、今すぐにではないけれども、10年後、

20年後の福岡や日本を見た時には効果が出ているんじゃな

いかなと思って、先を見据えて続けていくことが大事だな

と思っています。

後編(秋号)に続く

与えるべきではない｣と世論が高まったことがありました。

これに対して、関西のアルコール関連問題学会の方々が｢そ

れは違う｣と猛反対したんです。これは私も同じ思いで、

｢アルコール依存症の人が飲酒運転している｣というのは

ちょっと間違っていて、むしろアルコール依存症と分かっ

ている人は、飲酒運転をする事が非常に少ないんです。だ

から逆に、アルコール依存症の人が飲酒運転をしてテレビ

報道されたりすると、患者さんが怒るんです。｢なんでアル

コール依存症なのに運転するんや｣と。自分たちが色んな事

をしっかりしていても、そういう人が1人出たら｢アル中は

そうや｣って言われてしまうんですね。だから、自分たちの

ためにも｢絶対飲酒運転しないんだ｣っていう人たちが実は

多いんです。

飲酒運転事故の現状と課題

熊谷：海の中道大橋飲酒運転事故が起こった2006年、飲酒

運転事故の発生件数は650件でした。2012年までは減少傾

向でしたが、それ以降は150件前後で下げ止まっています。

もちろんその間、2012年に施行された飲酒運転撲滅条例や、

山本さんのように活動される方が増えたことなどによって、

一定の成果は見られます。

多くの県民は飲酒運転をやめています。なかには、アル

コールチェッカーを持っている方もいます。一方で、これ

はずっと問題になっていることですが、100数十名という事

故を起こした人たちの多くは呼気アルコール濃度が高濃度

の人たちで、0.25mg/L以上という人たちが80%以上を占め

ています。この人たちは、飲酒運転していることを自覚し

ている、確信犯だと言えます。

そういう人たちは、飲酒運転撲滅条例により保健所や病院

などに｢診断を受けなさい｣と指導されても、来院しません。

我々の所に相談に来られる人たちで｢弁護士さんから言われ

たから｣｢警察から行きなさいって言われたから来ました｣

という人たちは、実際はアルコール依存症ではない人たち

が多いんです。

精神科病院の受診では、家族が困ってご本人を連れてくる

ことが多いんですが、飲酒運転のことになると家族も連れ

てきたがりません。なぜかというと、受診する事で仕事を

失う可能性があり、今後の生活に困ってしまうかもしれな

いからです。だから、家族がいても｢お酒の問題はありませ

ん｣と言ってしまう危険性があります。ましてや、元々来な

いということもしばしばです。そういった呼気アルコール

濃度の高い人たちに対して、強制的にでも何かアプローチ

をしない限り、自主性に任せていても、残念ながら性善説
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｢ かけはし ｣ に関するご意見やご感想などございましたら、

メール・Facebook・職員・右記 QR にお願いいたします。

新型コロナウィルスの感染拡大が続く中、日本でもワクチ

ンの接種が始まりました。

インターネットでワクチンについて検索すると、様々な情

報が出てきます。その中には恐怖心をあおるような情報も

あり、｢ワクチン=怖いもの｣と思ってしまう方がいても仕

方ないのかもしれません。

副反応が無いワクチンはありません。病気を予防する利益

と副反応のリスクを比較して、利益が上回る場合に接種が

推奨されます。必要以上に恐れずに、｢接種するリスク｣と

｢接種しないリスク｣の両方を理解した上で決めることが大

切です。

受ける人の同意無しに接種が行われることは無く、接種し

ない自由もあります。接種の強要や、接種していない人に

差別的な扱いをすることの無い、優しい世の中であってほ

しいと願っています。

日記な

後記

デイケアはっぴ～

上田 洋平

おかげさまで雁の巣病院は、6/ 1に開院 65周年を

迎えることができました。

病院理念である｢納得のいく医療｣を提供し続ける

精神科病院として、これからも努めてまいります。

今後ともよろしくお願いいたします。

開院65周年を迎えました

永年勤続した職員に対して、表彰式を6/7に行いま

した。今年は勤続30年の職員が2人、勤続10年の

職員が7人の計9人が表彰されました。

院長の熊谷より｢職員の皆さんには大変感謝してい

ます。今後もみんなで協力して頑張って行きたい

と思いますので、よろしくお願いします。 と、コ

ロナ感染対策をとりながら一人ひとりに表彰状を

授与しました。

永年勤続表彰

｣



この度は福岡心身クリニックを連携医療機関として紹介して

くださる機会をいただき、誠にありがとうございます。

当院は、現在の名誉院長であります内村英幸先生を院長とし

て、2003年に博多駅前に開院しました。その後、私が2007年

より院長を引き継ぎ、今年で18年目を迎えております。

改めて振り返りますと、医学部生時代の私は、医学はそっち

のけでミュージシャンになることを夢見ていました。その頃

に多くの心病める思春期の子どもと出会い、この体験が後に

思春期青年期専門の精神科医へと私をいざなったと思ってい

ます。また研修医時代には、当時の内村先生に指導を受け、

慢性期の統合失調症の患者さんの傍らに黙って座る練習を重

ね、自ら患者と体ごと｢かかわり｣、患者の生きる世界に触れ

ることが、言葉を介する治療以前に基盤としてあることに気

づかされる貴重な体験となりました。このことは、後に近年

の精神科医療に対しても、ほどよい距離感で｢かかわる｣こと

を心がける現在の私の臨床での姿勢の土台を形成して、今日

に至りました。

2018年には、内村先生の研究論文を中心に私の論文を加えた

形で ～認知行動療法･

マインドフルネス･森田療法をむすぶ弁証法的治療～(金剛出

版)という書物として、内村先生との共著で刊行することが

できました。この本は、まさに当院開院から15年間の臨床実

践の足跡を一冊にまとめた記録であり、当院における外来治

療についてご理解いただける内容になっているのではないか

と自負しておりますので、ぜひ多くの方々にご一読いただけ

れば幸いです。

末筆となりますが、雁の巣病院にはこれまで大変お世話にな

り、感謝申し上げます。これからも貴院へのご紹介が必要と

思われる場合には、適宜ご連絡やご相談をさせていただくこ

とがあるかと思います。今後とも相互に補完し合える専門的

機能や治療内容の向上に努めつつ、更なる連携協力と信頼関

係が積み重なりますよう、何とぞ宜しくお願い申し上げます。

＜診療科＞

神経科・精神科・心療内科

＜診療時間＞

月・火・水 ･ 金曜

10：00～13：00 14：00～18：00

土曜

10：00～13：00 14：00～17：00

木・日・祝日・年末年始

休診

＜アクセス・リンク＞

福岡市博多区博多駅前2ｰ17ｰ1

博多プレステージ別館3F

TEL 092ｰ477ｰ8181

URL fssc.s1008.xrea.com/shinryou.html

連携医療機関の紹介 Vol.18

福岡心身クリニック

竹田 康彦 院長

竹田院長より

『精神科クリニックにおける精神療法』



精神科・心療内科

内科・リハビリテーション科・歯科

293床 (精神病床264床 ,一般病床 29床 )

〒811ｰ0206

福岡県福岡市東区雁の巣1丁目26番1号

TEL 092ｰ606ｰ2861

FAX 092ｰ607ｰ2211

http://www.gannosu.org

患者・家族の皆様、そして私たちが

納得のいく医療の実践に努めます

診療時間

平日 9:00 ～ 17:00

土曜日 9:00 ～ 12:00

日・祝祭日 休診

9:00 ～ 19:00

納得のいく医療

外来受診は予約制となっております。

ただし、急患の際はこの限りではございません。

24時間365日、ソーシャルワーカーがご相談を

お受けします。まずはお電話にてご相談ください。

医療法人優なぎ会

訪問看護ステーションがんのす

〒811ｰ0206 福岡市東区雁の巣 1丁目26番1号

TEL   092ｰ609ｰ9119

面会時間

関連施設

アクセス

【車でお見えになる方】

・高速道路利用

九州自動車道 古賀インターから約20分

・都市高速道路利用

福岡都市高速道路･香椎浜ランプから約10分

【西鉄バスをご利用の方】

系統：21A番,21番 ,210番,220番

バス停｢雁の巣｣下車 徒歩約2分

【JR九州をご利用の方】

香椎線(鹿児島本線香椎駅で乗り換え)

雁ノ巣駅下車 徒歩約5分

医療法人優なぎ会

もりもと病院

〒847ｰ0056 佐賀県唐津市坊主町 441

TEL   0955 ｰ72ｰ5176

医療法人共和会

小倉リハビリテーション病院

〒803ｰ0861 北九州市小倉北区篠崎 1丁目5ｰ1

TEL   093ｰ588ｰ0668

社会福祉法人 松寿会

特別養護老人ホーム こくらの郷

〒803ｰ0275 北九州市小倉南区高野 4ｰ12ｰ11

TEL   093ｰ453ｰ1100


