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1.　事業全体概要  

平成３０年度福祉医療機構社会福祉振興助成事業概要
「薬物依存を中心とした物質依存症患者の自立生活と

居住定着の促進のためのモデル開発事業」

背景と必要性

依存症と依存症者の現状

　依存症は、ある物質あるいはある種の物質使用が、その人にとって以前にはより大きな価値をもっていた他の行動
より、はるかに優先するようになる一群の生理的、行動的、認知的現象とされている。例としてアルコールをあげれ
ば、日本国内のアルコール依存症総患者数は約 4.9 万人と報告（平成 26 年患者調査）されており、さらに、成人の
飲酒行動に関する調査（厚生労働科学研究「ＷＨＯ世界戦略を踏まえたアルコールの有害使用対策に関する総合的研
究」樋口　2013）によれば、アルコール依存症生涯経験者は 100 万人に達するという報告がある。

　一方、薬物使用については平成 26 年の麻薬・覚醒剤等事犯検挙人員は 13,437 人（厚生労働省「薬物乱用の現状
と対策」平成 27 年 11 月）という現状にあり、検挙されていない人も含めると薬物依存症者も相当数にのぼること
が考えられる。覚せい剤などは再犯率も高く、支援に十分につながれないことなどが再使用という悪循環につながっ
ていることも予想される。

依存症医療や取り組み状況

　物質依存による困難は適切な治療と支援により回復が十分に可能な疾患である一方、依存症の治療を行う医療機関
が少ないことや、治療を行っている医療機関の情報が乏しいこと、物質依存に関する効果的な治療方法が乏しいこと、
また支援する側の知識や支援技法が十分でないことやその苦手意識などの理由により、依存症者が必要な治療を受け
られないという現状があるため、具体的な対応策の検討が喫緊の課題となっている。

　このため、厚生労働省では平成 24 年 11 月から平成 25 年 3 月にかけて、これまでの依存症に対する取組、調査・
研究結果等や、有識者や医療機関、行政、自助グループや回復施設等の自助団体の意見を踏まえつつ、物質依存を取
り巻く現状や課題、今後必要と考えられる取組について検討をおこなっている。平成 25 年以降も、精神保健福祉セ
ンター職員研修が開始され、認知行動療法実施支援（助成）、普及啓発シンポジウム開催などが行われはじめている。
平成 28 年度の診療報酬改定では、依存症集団療法の診療報酬加算が認められるようになり、依存症通院患者への支
援の動きが確認できる。地域においては、アルコール健康障害対策基本法（平成 25 年 12 月成立、平成 26 年 6 月施行）
により都道府県に対しアルコール健康障害対策推進計画策定の努力義務が課せられているが、その取り組みは地域に
よって温度差があることがうかがえる現状である。

　このように、徐々に物質依存の支援について具体的な動きが起こっているが、未だ地域差、施設差が大きく、十分
な支援体制が構築されていない。物質依存症患者への支援には、医療のみならず、地域での生活支援、権利擁護、家
族支援、就労支援など、ニーズに応じた支援の充実が求められているが、福祉、医療、保健などの関連する機関が互
いに連携するネットワークは、未だ端緒に就いたばかりである。精神障害者への支援制度において、保健所等での相
談を受け付けているものの、物質依存に特化したプログラムは実施が少ない。



    2

1.　事業全体概要  

特定非営利活動法人　東京ソテリア

　
　依存症は、依存の悪循環の困難さの中で回復し続ける病であり、生活の安定が回復の基盤となると考えられる。医
療のみなならず、継続的に依存症の回復を踏まえた生活を中心とした支援が必要と考える。

　このように、物質依存は他の障害と比べ、地域における支援が届きにくく、社会生活での不都合や支障をきたして
いる状況への支援は急務となっている。

福祉領域での依存症についての取り組み状況

　障害福祉施設も、依存症患者への支援に利用されることがある。支援のニーズは、物質への依存が長期化し、精神
健康状態の悪化や家庭内暴力を伴っている者の相談や、自立生活に向け、就労等の社会的役割を担う前段階の社会参
加にかかる適応支援など、多様化、複雑化している現状がある。しかしながら、現制度においては、精神症状や対人
関係などを包括的に相談することはできにくい。持続的に支援を提供することが難しく、社会生活での軋轢を解消す
るには不十分である。特に、依存症からの回復の支援にあたっては切れ目のない持続的な「見守る目」が重要となっ
てくるが、地域における福祉、医療、保健等の関係機関の直接的な連携が図られていないため包括的な視点に欠ける
という課題を抱えている。

必要性

　上記の課題に対し、物質依存症患者のニーズ全般をデザインした支援を行うためには、関係機関との連携を一層強
化することとあわせ、個々の相談や支援の状況を一元的に実施するサービスが必要である。ここで、物質依存症患者
への社会参加を支援するサポートや、自立生活に向けた不安の解消、就労前の適応力を高めるためのプログラムの提
供が求められている。

　これまで問題化した事例について、各連携団体と断続的に協同して支援を行ってきたが、物質依存症患者の社会参
加、問題解決には、福祉・医療・保健といった異なる制度や施策を通し、より包括的な支援に向けた相互の技術提供
を行う必要がある。よって本事業において、福祉・医療・保健などの異なる制度や施策の連携を構築し、より包括的
な支援に向けた相互の技術提供が行えるよう、物質依存に関しての多機関ネットワークを開拓し、個々の相談や支援
の状況を一元的に管理し実践するサービスの提供を実験的に導入することを狙う。
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1.　事業全体概要  

　本事業は、「薬物依存を中心とした物質依存にたいする居住定着支援モデル事業の実施」により多機関ネットワー
クの構築とサービス効果の検証を図る。また「講習会」の開催によりモデル事業の実践報告とブラッシュアップを狙
い、「シンポジウム」の開催によりモデル事業の普及啓発を行う全体像と定める。進捗状況の管理のために実行委員
会を設置・開催し、またすべての活動に対して報告書を作成する。

１　物質依存症患者支援モデル開発事業実行委員会の開催
　　
　　　①　設置目的
　　　　　事業実施にかかる課題の把握、整理、検討及び事業の進捗管理
　　
　　　②　委員構成
　　　　　10 人を予定
　　　　　・村上医院　村上健
　　　　　・学校法人日本赤十字学園　日本赤十字秋田看護大学　看護学部　
　　　　　　大学院看護学研究科　看護学専攻　精神看護専門看護師　熊地美枝　
　　　　　・東京大学大学院医学系研究科　精神保健学分野　博士前期課程　佐瀬満雄　　ほか
　　
　　　③　委員会開催時期等
　　　　　年間 6 回の開催を予定
　　　　　初回：6 月 18 日（月）19：00 ～　江戸川区松島１－３８－１　江戸川グリーンパレス

２　薬物依存を中心とした物質依存にたいする居住定着支援モデル事業の実施
　　
　　　①　実施目的　　
　　　　　福祉・医療・保健との連携により、薬物依存を中心とした物質依存症患者に対する社会参加
　　　　　及び問題解決を図るため。
　　
　　　②　実施方法等　
　　　　　物質依存のなかでも依存対象を薬物に限定することでより統一された支援モデルの構築を目指す。
　　　　　モデル事業 A では正しい理解を促進することにより回復を目指す心理教育を支援機関で共同しておこな
　　　　　い、物質依存にともなう精神健康問題に対しての実際のケースワークをモデル事業 B としておこなう。
　　　　　モデル事業 A の継続をもとに、モデル事業 B の対象者への変化をモニタリングする。

事業の全体像
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1.　事業全体概要  

　　・モデル事業 A「薬物依存症患者の自立生活に向けた心理教育」

         　 ［開催日］　2018 年 10 月、11 月、12 月、2019 年 1 月、2 月、3 月（全 6 回）
　　　   ［ 場  所 ］  地域活動支援センターはるえ野 交流室（東京都江戸川区春江町 2-41-8）
　　　　［対象者］　地域での安定した居住に問題をかかえる薬物依存症患者、その家族
　　　   ［ 内  容 ］  依存症患者の自立生活に向けた課題
　　　　　　　　　  （適切な医療・生活支援・家族支援・社会資源の活用・就労支援等）
　　　　　　　　　  にかかる情報提供を、福祉従事者、医師、依存症患者当事者会、障害者家族会等により行う。

　　・モデル事業 B「薬物依存を中心とした物質依存に対する居住定着支援」

         　 ［開催日］　2018 年 10 月 -2019 年 9 月（各月 2 回，全 24 回）
　　　   ［ 場  所 ］  地域活動支援センターはるえ野 面接室等（東京都江戸川区春江町 2-41-8）
　　　　［対象者］　薬物依存を中心とした物質依存症患者
　　　   ［ 内  容 ］   物質依存にともなう精神健康問題（抑うつ・不安・退行・家庭内暴力・対人関係・受療行動等）
                                   にかかる相談支援を、福祉従事者、医師等により行う。必要時には家庭訪問や関係機関
　　　　　　　　　   への同行により支援を行う。

　　アドバイザー
　
　　   　・学校法人日本赤十字学園　日本赤十字秋田看護大学看護学部
　　　　   大学院看護学研究科　看護学専攻　精神看護専門看護師　熊地美枝

　　 　   ・東京都立精神保健福祉センター　SMARPP プログラム

　　  　  ・国立研究開発法人　国立精神・神経医療研究センター　精神保健研究所
　   　       薬物依存研究部　SMARPP プログラム　
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1.　事業全体概要  

３　講習会の開催

　　①　開催目的及び内容
　　　　薬物依存を中心とした物質依存症患者への支援技法の向上を図るため。

　　②　開催方法等
　　   　［開催日］2018 年 10 月 23 日（火）、2019 年 3 月 19 日（火）18：30 ～ 20：30（全 2 回）
　   　 　［ 場  所 ］ 地域活動支援センターはるえ野　
　　　　［対象者］精神保健福祉従事者、医療関係者、保健関係者、行政関係者、障害者家族（定員各 40 名）
　   　 　［ 講  師 ］ 国立研究開発法人　国立精神・神経医療研究センター
　　　　　　　　　精神保健研究所　薬物依存研究部　部長／病院　薬物依存症治療センター　センター長
　　　　　　　　　松本　俊彦　

　　③　その他
　　　　・チラシを 400 部作成する。
　　　　　配布先：精神保健福祉施設、精神科医療機関、保健機関、行政機関、障害者家族会、他希望者

４　シンポジウムの開催
　　①　開催目的及び内容
　　　　薬物依存を中心とした物質依存にたいする居住定着支援に関する正しい理解の普及を広く図るため

　　②　開催方法等
　　   　［開催日］2018 年 11 月 25 日（日）13：00 ～ 15：00（全 1 回）
　   　 　［ 場  所 ］ 江戸川区グリーンパレス
　　　　［対象者］精神保健福祉従事者、医療関係者、保健関係者、行政関係者、障害者家族、地域住民（定員 200 名）
　   　 　［ 講  師 ］ 国立研究開発法人　国立精神・神経医療研究センター
　　　　　　　　　精神保健研究所　薬物依存研究部　部長／病院　薬物依存症治療センター　センター長
　　　　　　　　　松本　俊彦　

　　　③　その他
　　　　　・チラシを 400 部作成する
　　　　　　配布先：精神保健福祉施設、精神科医療機関、保健機関、行政機関、障害者家族会、他希望者

　　　　　・報告書の作成
　　　　　　事業の成果を取りまとめて、報告書を作成・配布する。
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1.　事業全体概要  

ソテリア依存症プロジェクト概略図
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２． モデル事業 Ａ
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２．モデル事業Ａ

WAM 報告書「夕食（カレー）つき SMARPP の実践報告」

１）SMARPP プログラム開始準備

　　　依存症専門家によらないプログラム運営が可能とされている SMARPP プログラムの開始に向けて、当法人では、プログラムのファシ

　　　リテーターを 3 名のスタッフで行うこととした。3 名のファシリテーターの内訳は、精神保健福祉士、臨床心理技術者、看護師で、

　　　多職種によるプログラム運営を基盤とした。

　　　

　　　最初に、病院での SMARPP プログラム運営に携わったことのある看護師の経験から、SMARPP 運営に携わるスタッフに必要とされる

　　　考え方や態度について 3 名で共有した。同時に、どのような雰囲気でプログラムを運営するのか、ワークブックの読み合わせなどを

　　　行いながら、十分に共通理解を図った。また、近隣の精神保健福祉センターなどで開催されている SMARPP に見学参加し、プログラ

　　　ム運営のイメージをつかみ、参考にした。

　　　

　　　今年度は、地域活動支援センターでの SMARPP プログラム運営が可能かどうかを確認するために、元々法人内で何らかの利用がある

　　　メンバーで且つ診断名がすでについている者に参加者を限定し、プログラムの実施可能性や課題を明らかにすることとした。また、

　　　金銭上生活困難となることも多い薬物やアルコールなどの物質使用障がいを持つ人たちへのより身近な生活支援というコンセプトも

　　　盛り込み、夕食（カレー）つきの SMARPP を行うこととした。

２）プログラムの実施と効果（13 ～ 17 ページ　表１参照）

　　①　実施期間 2018 年 7 月～ 2019 年 3 月終了予定

　　②　参加者：延べ 4 名　（薬物依存 2 名、アルコール依存 2 名、ギャンブル依存 1 名：重複あり）

　　③　プログラム内容
　　　　　毎週日曜日（第 3 以外）の 16-17 時にワークブックを行い、その後に参加者みんなで一緒にカレーライスを食べる時間を設けた。

　　　　　また、スタッフ間では、実施前に参加者の情報交換やワークブックの進め方の確認などのプレミーティングと実施後に参加者の

　　　　　言動やプログラム進行を振り返るアフターミーティングを実施した。1 回のプログラム参加者数は 1 ～ 3 名であった。プログラ

　　　　　ム開始前に、各自でカレンダーを活用し、物質使用状況を振り返ってもらった。プログラムの最初に、再使用なしは青色シール、

　　　　　欲求が入ったなどのときは黄色シール、再使用のときは赤シールを各自のカレンダーに貼ってもらい、最近の生活状況や心情を

　　　　　語ってもらった（11 ページ　図 1 参照）。ファシリテーターを中心に、再使用や欲求があったことを報告した参加者がいた場合

　　　　　には、正直に報告してくれたことに肯定的フィードバックを行いつつ、対処についても考えてもらう機会とした。

　　　　　　その後、SMARPP24 に準じて、ワークブックテーマ（13 ～ 17 ページ　表１参照）に沿って、プログラムを進めた。参加者で

　　　　　ワークブックを輪読しながら、提示された質問に対して参加者各自が回答し、コリーダーがその回答をホワイトボードに板書して、

　　　　　参加者を含めた意見交換を行った（12 ページ 図２参照）。参加者それぞれの様々な経験が語られ、孤独感や寂しさなど参加者共

　　　　　通の感情であることなども共有した。ワークブック終了時には、再使用しない自信度とワークブック内容の理解度を発表しても

　　　　　らいながら、自由に感想を語ってもらった。

　　　　　　夕食のカレーの時間については、リラックスできる雰囲気を心がけ、雑談をしながら食事を楽しむことに重きを置いた。参加

　　　　　者の状況によっては、生活上の悩み事やワークブック内容の感想などが語られることもあった。また、再使用した直後やプログ

　　　　　ラム中に体調不良などが感じられた参加者に対しては、個別に面接をするなど重点的に支援した。

　　　　　　なお、SMARPP プログラムの中では、薬物などの再使用なども語られることを前提とし、プログラムの中で語られたことを外

　　　　　に持ち出さないこと、などいくつかの約束ごとを参加者とは共有していた。プログラム運営していく中で、2 名の参加者間での

　　　　　薬物（処方薬）を勧めてしまうという出来事が生じたこともあったが、それぞれ個別で面接を行うなど対応し、SMARPP 参加は

　　　　　継続とした。なかなか治療やケアにつながりにくい物質使用障害者の関係性継続を重視したが、それ以降、同じ問題は生じずに

　　　　　参加継続できていた。
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２．モデル事業Ａ

　　④　効果　　　　
　　　・依存について考える機会
　　　　　　当初、参加者は 1 名で、「スタッフに進められて参加したが自分は依存症ではない」と参加に消極的姿勢を示していた。しかし、

　　　　　本人の否認に対してスタッフが固執せず、依存の知識や対処方法を知ることができるプログラムであることを説明すると、依

　　　　　存症ではないけれども違法薬物は使用していたこと、対処方法は自分も知りたいと思っていることなどが語られ、参加継続へ

　　　　　とつながった。

　　　　　　途中から参加したアルコール依存の参加者は、過去の飲酒エピソードを振り返る機会になり、改めて今の家族との関係を大事

　　　　　にしたいことやこれからも断酒していきたいという気持ちを強く持つことができていた。また、周囲の信頼を得たいと、抗酒

　　　　　剤の使用も考え始めるなど変化が見られた。

　　　・正直さ
　　　　　4 回目のプログラム以降、カレンダーに赤シールを貼り、再使用を報告する参加者がみられるようになった。最初に赤シール報

　　　　　告をしたのは、他でも同じようなプログラムの参加経験がある参加者だった。7 回目のプログラムでは、赤シール（再使用）が

　　　　　2 名、黄色シール（欲求）が 1 名で、再使用に至っている状況を語ったり、どういうときはリスクが高いか、どんな心情が欲求

　　　　　につながったか、どう対処するかなどを考える機会になっていた。再使用や欲求について、安心できる環境の中で、正直に伝え

　　　　　られることから、自身の課題に向き合えることにつながると考えられ、重要な変化であるといえる。

　　　・仲間効果、帰属意識
　　　　　　7 回目のプログラム開始時のチェックインのときに、参加者 1 名から語られた不安について、参加者同士がその不安への対処　　　　

　　　　　について助言する場面がみられ始めた。また、飲酒欲求が出現したが飲まずにやり過ごせた参加者は、飲酒せずに過ごせた理由　　　　

　　　　　の一つとして、SMARPP の参加メンバーのことを思い出したことを挙げ、このプログラムにつながっていることが自身にとって

　　　　　意味のあることと位置付けていた。

　　　　　　参加者から語られた SMARPP のメリットとしては、“ 仲間ができる ” ことや “ 色々な経験が聞けて色々な対処が学べる ” などが

　　　　　挙がっていた。後半では、参加者の一人が、新たな参加者を紹介する（連れてくる）という行動にもつながっていた。人となか

　　　　　かつながり続けることが難しく、孤独感に苛まれる参加者にとって、SMARPP プログラム参加者は、同様の課題を持ち苦悩する

　　　　　仲間であり、グループにある種の帰属意識を育み、回復を後押ししていることが伺えた。

　　　　　　また、夕食のカレーについては、毎回、センターのボランティアが作ってくれており、手作りのカレーとなった。手作りカレー

　　　　　を食べることで、プログラム参加の仲間内だけではなく広く人とのつながりを感じられ、社会に受け入れられる体験にもつながっ

　　　　　たと考えられる。

　　　・新たな支援につながる可能性
　　　　　プログラムに参加することで、初めて抗酒剤を知り、活用してみたいと自らを助ける手段の幅を広げようと考えることができたり、

　　　　　単身生活のための転居に向けて、このグループの代わりになるものとしての自助グループ見学に意欲をもつなど、新たな支援へ

　　　　　の関心を向けることができるようになった参加者もおり、支援の幅が広がる可能性が伺えた。

３）今後の課題
　　　以上の実施状況および効果より、地域活動支援センターでの夕食付 SMARPP の開催は、十分実施可能であること、且つ、一定の効果

　　　があることが確認できた。今回は参加者を限定した形で行ったが、今後は、参加者層を広げていくこと、また家族支援も含め、関係

　　　機関とも連携しながら、地域支援の充実を図ることが求められるだろう。
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２．モデル事業Ａ

（図１）
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２．モデル事業Ａ

Q．1　大事な人とヒビが入ったこと

              　あり　他人のもの盗んだ（ギャンブルなどのためにお金が必要で）
　　　　　友人との関係
　　　　　母親に迷惑かけた。

Q．2　信頼を回復するためにできること　
　　           アディクションデイナイトケアに通うこと
　　       　謝る。物をあげる
　　       　謝って弁しょうする

Q．３正直に使いたい気持ちを伝えられないこと、すなおになれなかったこと。
　           　事前に云うより云われてもやりたいから伝えられないこともあった。
　              ダルク、デイケアのスタッフから正直さの大事だと教えてもらった。

Q．４素直に問題を打ちあけれる人の存在
                  デイケア．〇〇さん．訪問看護師 .
                  悠遊舎．弁護士
　              デイケアのメンバー .

（図 2）
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２．モデル事業Ａ

（表 1-1）（表 1-1）
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２．モデル事業Ａ

（表 1-2）
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２．モデル事業Ａ

（表 1-3）
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２．モデル事業Ａ

（表 1-4）
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２．モデル事業Ａ

（表２-5）（表 1-5）



    18

２．モデル事業Ａ
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２．モデル事業Ａ

終了後セルフチェック

今日の日付：平成 年 月 日

名前：

１）いま現在、あなたがアルコール・薬物をつかわないで毎日すごしていく自信がどれくらいあ

るか教えてください。「まったく自信がない」を０点、「絶対の自信がある」１００点としたとき

に、今のあなたは何点くらいでしょうか？下線のあてはまるところに縦線を入れて下さい。

２）今回のプログラム内容の理解度を教えてください。「まったくわからなかった」を０点、「と

てもよくわかった」を１００点としたら、今のあなたは何点くらいでしょうか。下の線上のあて

はまるところに縦線をいれてください。

0点 100点 

まったく 

自信がない 

絶対の 

自信がある 

0点 100点 

まったく 

わからな 

かった 

とても 

よくわかった 
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２．モデル事業Ａ
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２．モデル事業Ａ

ＳＭＡＲＰＰ　参加者アンケート

このアンケートは、当団体の今後の活動の参考とさせていただくとともに、
本事業の実施に必要な助成金（独立行政法人福祉医療機構（ＷＡＭ）が行
う社会福祉振興助成事業）の事業実施の参考とすることを目的に行うもの
です。ご協力をお願いします。

１．　参加者の方の属性について

【 性別 】　男性　3 名　・　女性　1 名
【 年代 】　～ 30 代　2 名　　・40 代　0 名　　・50 代　1 名　　・60 代～　1 名　

３．　ＳＭＡＲＰＰに参加したことで、正しい知識が身に着いたり、地域での
　　　生活を継続することについて前向きに取り組めるようになりましたか。

目的

（有効回答人数 4 名）

２．　ＳＭＡＲＰＰの内容全般について、ご満足いただけましたか。

・とても満足　　　　 2 名
　わかりやすい。
　他の人も自分と同じように悩みおかかえているのだなと感じたからです。
・満足　　　　　　　１名
　アルコールいぞんのこわさがわかった。
・やや不満　　　　　０名
・不満足　　　　　　１名
　フラッシュバックを起こして逆効果　

・とてもそう思う　　 3 名
　がんばりたい。
　アルコールに対する感覚が以前よりちょっと変わりました。
　参加するごとに、目がさめる思いがした。
・そう思う　　　　　 0 名
・そう思わない　　　 1 名
　本の内容が共感できない
・全くそう思わない　 0 名
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２．モデル事業Ａ

4.　ＳＭＡＲＰＰ参加後、ご自身の生活に良い変化が期待できそうですか。

5．　その他、参加したことによる良い変化がありましたら教えてください。

・とてもそう思う　　　　 2 名
　お金を上手に使う方法が浮かんできました。
　教わった事を参考にしていきたい。
・そう思う　　　　　　　１名
　たいさくをねる
・そう思わない　　　　　１名
　変わらなく薬物依存に気をつける
・全くそう思わない　　　０名
　フラッシュバックを起こして逆効果　

・自分にとっていい勉強になりました。
　ありがとうございました。
・ないよ　ダメなやつはダメ　カッコわる
　意思を持ってる人は変わらない
・アルコールが良くわかった。（こわさとか）
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２．モデル事業Ａ

持
っ

ている

うれ

し
い
！

東京都江戸川区春江町２丁目４１−８

Te l：03 -5664 -6070

依存症回復支援プログラム

https://soteria.jp/harueno

参加希望の方は、 まずお電話ください。

ア
デ

ィ
ク

シ
ョンが違うし

勉
強

に

なる！
地域活動支援センター はるえ野
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場所 ： 地域活動支援センター はるえ野  家族会室

どんなプログラム？
　・全２４セッション（約6ヵ月）を1クールとします。

　・どの回からでも参加できます。
　・グループ形式で実施します。

　・テキストを使います。
　・相談内容について、通報することはありません。

   ☆ カレーライスを食べながらお話する時間もあります ☆

参加までの流れ
➀ご本人と面接日時を予約 → ➁ご本人との面接

 → ➂参加の可否のご連絡 → ➃事前説明（初回参加日に実施）

SMARPP( スマープ )は、薬物やアルコール依存症の方の回復を支援するための治療プログラムです。

当事者の方、 そしてその周りで困っているご家族や援助者の方々に伝えたい情報が盛り込まれた

新しい薬物依存症治療プログラムです。 自らが引き起こした 「問題行為」 とは考えずに 「病気」

と考えて適切な支援を受けて、 良い転帰をもたらすことを目標に皆さんで共有し合いましょう。

SMARPP : スマープ

日時 ： 第1 ・ 2 ・ 3 ・ 5 日曜日 １６～１８時
対象 ： 依存症の診断のある方　           料金 ： 無料

対処の仕方も
参考になる！
参加メンバー B さん

　
　
持
っ
て
い
る

　
ア
デ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が

 違
う
し
勉
強
に
な
る
！

　
　
参
加
メ
ン
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さん
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３． モデル事業 Ｂ
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３．モデル事業Ｂ

個別支援報告書

①　本人情報（年齢、性別、成育歴　等）、抱えている問題
　　Ｂさん　50 代女性、双極性障害・アルコール依存症
　　高校を中退後、結婚。第一児を設けるも夫にアルコール依存症があり 10 代で離婚。スナック等で勤務をしなが
　　ら 育児をする。20 代で再婚するが、夫の DV やギャンブル依存により結婚生活がままならず離婚となる。その
　　際に子の親権を夫に取られ、単身生活となり抑うつ症状があらわれる。30 代の頃、精神科初診。40 代の頃、地
　　区担当の保健師より福祉サービスの利用を促される。飲酒の問題に加え、食事が十分にとれない、片付けができ
　　ない、金銭管理ができない等の生活課題がありホームヘルプサービス導入となる。しかし、住居における人間関
　　係のストレスで抑うつ傾向の悪化、飲酒量増加となる。アルコールによる意識消失により緊急入院となり、数か
　　月の治療を経てグループホーム入居となる。

②　関わりの状況・頻度
　　・週に 1 度、個別面談を本人の部屋で行う。日々の生活のことや家族のこと、その他人間関係についてなど
　　　非構造的に対話する。
　 　・週に 2 度、グループホームの食事会に参加してもらっている。お米を研ぐなど、役割を積極的に担ってくれる。
　　・訪問診療の際に同席し、不調時の対処法などを本人と共に確認する。
　　・必要に応じて日中活動先の見学や行政手続を一緒に行う。
　　・SMARPP プログラムを紹介し、週に 1 度、本人と共に出席。

③　個別支援詳細
　　通過型グループホームに入居されているため、単身生活に切り替わった後にどのような生活を希望するのか、再　
　　びアルコールに溺れないようにするにはどうすればいいのかを話し合ってきた。
　　依存症のきっかけとなる HALT(Happy/Hungry/Angry/Lonely/Tired) について振り返りを行い、本人はとりわけ
　　孤独を強く感じると飲酒傾向に陥ってしまっていたことから、日中の通所先や相談先を複数個所設けることで重
　　層的なセーフティネットが構築できるよう、支援を展開している。障害福祉サービスに限らず、地域のサークル
　　活動への参加や昔馴染みとの繋がりを活用するなど、本人が利用しやすい社会資源の調整を現在も継続して行っ
　　ている。また、子との繋がりも重要視して、日々の生活の変化を子に伝えることで安心を促し、グループホーム
　　入居前には途絶気味であった子との関わりも現在では月に数度会うまでになっている。

④　SMARPP を通して本人 /支援者の変化と課題
　　再飲酒はしないので大丈夫と語っていた本人だが、プログラム参加を通して、飲酒を止め続けること、周りの信　　
　　頼を得続けることが大切だと学んでいったと話すようになった。他の人はどのように止める工夫をしているのか
　　知りたいと感じるようにもなり、区が行っているアルコール依存症の当事者勉強会にも参加するようになった。
　　このような場で同じ思いを抱く仲間を作ることは、「否認の病」であるアルコール依存症の治療にとって大きな
　　一歩になると感じている。人間関係の疲れから病状悪化に繋がるリスクもあるため、諸々の活動にどのように参
　　加していくかバランスを図るという課題は残っているが、安心した生活の実現に向けて邁進する本人のサポート
　　を継続して行っていきたい。

　　支援者にとっても、SMARPP を通して依存症とは何か改めて学ぶ事ができた。現場で働いていると、様々な疾
　　病に対してどうしても「耳年増」になってしまうが、このプログラムに参加して「いろは」を学び、エビデンス
　　ある支援方法を身につけることが大切であると感じた。
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３．モデル事業Ｂ

《精神障害を重複している物質使用障害者 Aの回復を見守る過程》　
　

特定非営利活動法人 東京ソテリア  地域活動支援センターはるえ野
中西　章子

（倫理的配慮）
　事例公表に当たり、プライバシーの保護のため、事例は複数の利用者を合わせたものとした。

＜事例の概要＞
　A さん
　3 ４歳男性である。中肉中背。更生施設を経て、グループホーム入居となった。現在、通過型グループホームを退　
　去になり、グループホームそばのアパートで、単身生活をしている。統合失調症で、薬物、ギャンブルの依存があ
　り、お金の管理の課題は現在も継続中である。

【生育歴】
　父親は薬物の売人をしていた。本人曰く、「優しく怒らない人。」。だという。母親は働いていなかったが、しつけ　　
　に厳しく、本人に暴力をよくふるった。本人が幼少期、両親は離婚。父親と暮らした。本人は、高校に進学したが、
　父親が、薬物と肝がんで他界。それを一人看取り、以後、母親の拒否で、家族とは絶縁状態だと聞く。本人は高校
　を中退し仕事に就く。仕事は転々とし、万引きや窃盗を繰り返し、少年院送致にもなっている。少年院出所後は、
　家族の引き取りもなく、仕事をするも続かず、職場でいじめもあり、23 歳で、精神科初診。統合失調症の治療を
　開始した。不眠、幻聴、妄想があった。2 ７歳時、生活保護受給。グループホームでの生活を始めた。しかし、暴
　力で、何度か入院。窃盗で執行猶予付きで懲役を受け、オレオレ詐欺を働き、刑務所にも入っている。刑務所は満
　期出所。現在、家族との交流は拒否され、別のグループホームを経過し、単身生活をしている。

【ここ 1 年の経過】
　退去後、金銭トラブルの課題の為、弁護士に保佐人をお願いし、地域での金銭管理を支援できる施設にも、1 週間
　ごとの金銭管理を 100 円玉単位でお願いし、訪問看護やホームヘルプサービスも入れ、依存症専門外来やディケ
　アでの生活を続けている。ここ 1 年は、SMARPP グループに、ほぼ毎週参加し、他の利用者の話を聞いたり、テ
　キストも自宅に持ち帰り学んだり、カレーづくりのボランティアと交流したりしている。スリップはあるので、そ
　の都度、関わっている。最近は、正直に話をするようになってきて、生活面でも、以前のように、ギャンブルの為
　に家財を売らなくなってきた。調理器具で、自炊をしたり、近所のスーパーの情報を知っていたり、生活が定着し
　てきている。友人との付き合いも、とかく、巻き込んだり、巻き込まれたりが見られたが、最近はそうしたエピソー
　ドが少なくなってきた。情緒も以前よりは安定し、友人の宗教者のロザリオを大事にている。父親の死を見つめ、
　語り、支援者の見守りがあることや、利用者同士の交流の充実から、父親の見守りがあると語る。自己肯定感も生
　まれてきたように見える。
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４． 講習会
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４．　　講習会
４－１．第１回

平成 年度 独立行政法人福祉医療機構 社会福祉振興助成事業

物質依存症患者の自立生活と居住定着においての
必要な支援とは

今年度、東京ソテリアでは、福祉医療機構の助成を受け、物質依存にたいする居住定着促進モデル開発事業をおこなっていま
す。依存症の方に対する就労支援について・他者とのかかわりかた介入について・ひきこもってしまった時の対応について・・・など講
師の先生よりおはなしいただき、実際のケース支援に役立つ講習会を企画しました。みなさまのご参加をお待ちしています。

■講師 松本 俊彦 先生
神奈川県立精神医療センターせりがや病院（現在は、芹香病院とともに、神奈川県立精神医療センターに統合）を最初の試行フィ
ールドとした薬物依存症の治療プログラム の開発と普及に関する研究、ならびに自傷行為の臨床研究、心理学的剖検の手
法を用いた自殺の実態解明に関する研究をおこなう。 年に国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所の薬物依存研
究部部長に就任、 年同センター病院薬物依存症治療センター センター長を併任。

■日時 月 日（火）午後 ～
■会場 地域活動支援センターはるえ野 交流室
■アクセス

■費用 無料 ■定員 人
■対象 福祉サービスの従事者、精神科病院・医院従事者、

保健所等で物質依存患者支援をおこなっている又はおこなおうとする者
■申込方法 平成 年 月 日（金）までに、電話もしくは メールにてお申し込みください。

※定員に達し次第締め切らせていただく場合がございます。
■お問い合わせ・申込先
特定非営利活動法人 東京ソテリア 事務局
電話：

メール：
※当会で相談してみたいことがありましたら、

事前に事務局までご相談下さい。

都営新宿線 瑞江駅より徒歩 分 または
南口ロータリー 小 バス
約 分 「春江中学校」下車 分

Ｒ小岩駅（総武線）より南口ロータリー５番乗場
小 バス 約 分
「春江中学校」下車 分
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４．　　講習会
４－１．第１回

物質依存症患者の
自立支援と居住定着に
必要な支援とは

松本俊彦

国立精神・神経医療研究センター

精神保健研究所 薬物依存研究部 部長

病院 薬物依存症センター センター長

人はなぜ依存症になるのか?

「ネズミの楽園」実験
（B・アレグサンダー,1978）

植民地ネズミ 楽園ネズミ

普通の水 モルヒネ水
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４．　　講習会
４－１．第１回

なぜある種の人は

薬物に飽きないのか?

正の強化
「快感の享受」

負の強化
「苦痛の緩和」

なぜその

物質を選択したのか?

薬物依存症患者の55%に併存精神障害

その大半は薬物使用開始前から存在
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４．　　講習会
４－１．第１回

重複障害（1）気分障害

不眠・不安・焦燥への対処

•アルコールやBZD

意欲低下への対処

•覚せい剤

•市販鎮咳薬

重複障害（2）統合失調症

幻聴・妄想への対処

•アルコール、大麻

陰性症状への対処

•カフェイン、ニコチン、覚せい剤
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４．　　講習会
４－１．第１回

重複障害（3）ADHD

乱用薬というより治療薬

•ADHDを伴う薬物依存者
の選択率が高いのは、コ
カイン、覚せい剤である

重複障害（4）PTSD
感覚過敏への対処⇒化学的解離

•アルコール、BZD

FBへの対処1⇒意識シャットダウン

•BZD過量服薬

FBへの対処2⇒解離症状の減少

•覚せい剤、ブロン錠
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４．　　講習会
４－１．第１回

物質選択
明らかな
併存精神障害が

ない人でも……

物質自体の

依存性の「強さ」より、

効果の「性質」が重要

うっ積した怒り、不安、
緊張をひそかに解決したい
（自分の感情と折り合いをつけたい）
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４．　　講習会
４－１．第１回

パフォーマンスを高め

自信を持ちたい、

褒められたい
（低い自己評価に折り合いをつけたい）

孤立を回避したい
（排除が怖い、居場所がほしい）



    36

４．　　講習会
４－１．第１回

人が物質を使うのは、

「自分」や「社会」と
折り合いをつけるのに

役立つからです

しかし逆に、あえて

苦痛を
欲しているように
見えることも……
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４．　　講習会
４－１．第１回

唐突で原因不明の

破滅的な再発や行動化……

「コントロール／説明できない苦痛」を、
「コントロール／説明できる苦痛」で

フタをする
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４．　　講習会
４－１．第１回

人は私を裏切るが、

クスリは私を裏切らない

依存症は
「安心して

人に依存できない」病気
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４．　　講習会
４－１．第１回

「安心して依存できない」依存症者は

治療・支援から脱落しやすい
薬物依存症専門外来初診3か月後の治療状況
（Kobayashi, Matsumoto et al, PCN, 2007）

通院中断
70% 通院継続

30%

断薬
96%

使用
4%

依存症集団療法SMARPP
Serigaya MethAmphetamine Relapse Prevention Program
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４．　　講習会
４－１．第１回

Oh, 尿～!
治療における「安全」を遵守!

陽性陰性

罰よりも「報酬」を!
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４．　　講習会
４－１．第１回

「つながり」が高まります

より長く、よりたくさんの支え手につなぎます
（松本班: H24年度 厚生労働科学研究報告書）

92.3%

57.5%

26.9%

9.7%

SMARP群 通常群

治療継続率 自助G参加率

P<0.05

P<0.01

援助者の忌避感情
を改善します（高野ら, 日本アルコール・薬物医学会誌, 2014）

日本語版「Drug and Drug Problems Perception Questionnaire」（薬物依
存症患者への態度と知識を測定）を用いて、「SMARPP関与群」と「非関与群」の
態度変化を半年の間隔を置いて比較

→SMARPP関与群で、態度がポジティブに変化。
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４．　　講習会
４－１．第１回

【続「ネズミの楽園」実験】
依存症からの回復支援＝

「孤立させない」「排除しない」

植民地ネズミ 楽園ネズミ

Addictionの対義語は?

Sober?  Clean?
つ な が り

Connection
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４．　　講習会
４－１．第１回

9月6日刊行

「薬物依存症」（ちくま新書）

「ダメ。ゼッタイ。」
という社会の否認を乗り越えて
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４．　　講習会
４－１．第１回

平成３０年１０月２３日（火）午後18：30～20：30

会場：地域活動支援センターはるえ野　交流室
特定非営利活動法人　東京ソテリア 事務局  

国立精神 ・ 神経医療研究センター 精神保健研究所 薬物依存研究部 部長 

同センター病院薬物依存症治療センター センター長

「物質依存症患者の自立生活と

居住定着においての必要な支援とは」

講師 松本 俊彦先生
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４．　　講習会
４－１．第１回

アンケート集計

Q1　参加者情報　住所

東京都(江戸川区内)

東京都(江戸川区外)

その他

神奈川県 ３名

千葉県　 ５名(うち１名、職場は江戸川区役所)

Q2　参加者情報　当事者との関係

当事者(自分)

家族

支援者

友人・知人

関係はない

その他(具体的に)

※ 未回答２名

Q3  今回の講習会をどのようにして知りましたか？

チラシが送られてきた

チラシが貼ってあるのを見た

知人・友人の紹介

その他（具体的に）

※「4　その他」について

・東京ＴＳネット→東京司法ＳＷ

・ML

・メール

・ネットで検索「薬物・依存症」など

・はるえ野のＨＰを見て

30年10月23日 松本先生講演会
「物質依存症患者の自立生活と居住定着においての必要な支援とは」

0

0

20

0

2

0

17

0

2

5

4

12

8

1 / 3 ページ

講習会
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４．　　講習会
４－１．第１回

アンケート集計

30年10月23日 松本先生講演会
「物質依存症患者の自立生活と居住定着においての必要な支援とは」

Q4 講習会の内容について

参考になった

　↑

ふつう

　↓

参考にならなかった

※ 未回答１名

Q5  次回の講習会について

ぜひ参加したい

　↑

ふつう

　↓

参加したくない

・遠方なので仕事の都合が許せば

※ 未回答１名　・記述：内容によっては参加します

19

4

0

0

0

11

7

5

0

0

2 / 3 ページ

講習会
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４．　　講習会
４－１．第１回

アンケート集計

30年10月23日 松本先生講演会
「物質依存症患者の自立生活と居住定着においての必要な支援とは」

Q6  良くなかったところを書いてください

・先生のパワポが資料としていただけると良かった

・会場が狭い

・寒い

Q7　良かったところを書いてください

・支援者自身の考え方について知ることができた。

・支援する姿勢を学ばせていただきました。ありがとうございました。

・松本先生の話がわかりやすかった。

・大変分かりやすい話でした。これまでの常識が崩れていく感じでした。

・実際松本先生のお話を間近に聴くことができて良かった。面白かった。

・事例検討をすることで自分の行動の振り返りもでき、勉強になった。

・お話が分かり易かった。

・内容、先生のお話、大変勉強になりました。

・固くなく、身近で具体例を折り交ぜてお話いただいたのでわかりやすかったです。

・支援者がいかに”ゆるく”なるか、変わるか、広がるかを再確認できた。

・ディスカッション形式がよかった。先生と近い感じがしました。

・薬物、アルコール等に依存症に関しては支援の対象として接したことがなくとても勉強になりました。

とまではいかなくても生き辛さを抱える方に寄り添える支援をしていきたいと改めて思わされました。

・わかりやすいお話でとても良かった。

・事例検討が良かった。取り組み方がとてもいいなと思いました。講演会も良かった。

・松本先生、及川様、中西先生はじめ素晴らしい皆様の話が聴けました。

・先生の話が面白い。

3 / 3 ページ

講習会講習会
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４．　　講習会
４－２．第２回

平成 年度 独立行政法人福祉医療機構 社会福祉振興助成事業

依存症の支援を事例から考える
今年度、東京ソテリアでは、福祉医療機構の助成を受け、物質依存にたいする居住定着促進モデル開発事業をおこなっていま
す。実際のケース支援に役立つ講習会を企画しました。事例検討をもとにディスカッションをおこない、皆様からの質問に一問一答
形式で講師の先生に回答いただく時間を設けます。みなさまのご参加をお待ちしています。

■講師 松本 俊彦 先生
神奈川県立精神医療センターせりがや病院（現在は、芹香病院とともに、神奈川県立精神医療センターに統合）を最初の試行フィ
ールドとした薬物依存症の治療プログラム の開発と普及に関する研究、ならびに自傷行為の臨床研究、心理学的剖検の手
法を用いた自殺の実態解明に関する研究をおこなう。 年に国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所の薬物依存研
究部部長に就任、 年同センター病院薬物依存症治療センター センター長を併任。

■日時 月 日（火）午後 ～
■会場 地域活動支援センターはるえ野 交流室
■アクセス

■費用 無料 ■定員 人
■対象 福祉サービスの従事者、精神科病院・医院従事者、

保健所等で物質依存患者支援をおこなっている又はおこなおうとする方
■申込方法 平成 年 月 日（金）までに、電話もしくは メールにてお申し込みください。

※定員に達し次第締め切らせていただく場合がございます。

■お問い合わせ・申込先
特定非営利活動法人 東京ソテリア 事務局
電話：

メール：
※お申し込み時に一人一問の質問をお寄せください。

都営新宿線 瑞江駅より徒歩 分 または
南口ロータリー 小 バス
約 分 「春江中学校」下車 分

Ｒ小岩駅（総武線）より南口ロータリー５番乗場
小 バス 約 分
「春江中学校」下車 分

講習会
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４．　　講習会
４－２．第２回

守秘義務保持に関する誓約書  
 

平成３１年３月１９日  
 
特定非営利活動法人東京ソテリア 殿  
 

氏名  

 

本日の研修において知り得た情報（公開されている

ものを除く。）を、特定非営利活動法人東京ソテリアか

らの書面による事前の許可なく、発表、公開、漏洩、

利用しないことを誓約します。  
これに反する行為をした場合、特定非営利活動法人

東京ソテリア及び利害関係のある第三者に対して、自

ら責任を負うことを確認します。  
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４．　　講習会
４－２．第２回

依存症の支援を
事例から考える

特定非営利活動法人東京ソテリア
地域活動支援センターはるえ野

平成 30 年度 独立行政法人福祉医療機構
社会福祉振興助成事業

本日の流れ

• １８:３０～１８:３５ 開会の挨拶

• １８:３５～１９:３５ Ｑ＆Ａディスカッション

～休憩～

• １９:４０～２０:２０ 「ケースから考える」

• ２０:２０～２０:３０ 閉会の挨拶

Ｑ１.当事者及びそのご家族との関わ
りの中で留意する点・特に初回や最
初の頃について

Ｑ２.自覚がない場合、破綻・法的手
続きを繰り返すしかないのか

Ｑ３.自閉スペクトラム特性を持つ方
（合併する方）への対応

Ｑ４.薬物依存が回復した後、盗癖な
ど他の依存がなかなか回復できない
とき、どう助言したらよいか
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４．　　講習会
４－２．第２回

Ｑ５.支援関係の終結をどうするか Ｑ６.当事者が支援者になる場合に気
を付けなければならないことは

Ｑ７．SMARPPを個別面談に活用する
ポイント

Ｑ８.今後の展望、ビジョン

「ケースから考える」

•ケース検討のルール

①参加者が一人１問ずつ順番に質問していきましょう

②個別でメモは取りません

③結論を出す必要はありません

④事例や事例提供者を批判しません
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４．　　講習会
４－２．第２回

アンケート集計 （有効回答人数11名）

平成３1年3⽉19⽇（⽇）18:30〜20:30

会場︓地域活動⽀援センターはるえ野 交流室

 特定非営利活動法人 東京ソテリア 事務局 

2015年に国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所の薬物依存研究部部
長に就任、2017年同センター病院薬物依存症センター センター長を併任。

「平成30年度 依存症講習会」

松本 俊彦 先生
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４．　　講習会
４－２．第２回

Q1 あなたのお住まいはどちらですか。（１つお選びください）

1 東京都(江⼾川区内) 4
2 東京都(江⼾川区外) 4
3 その他（具体的に） 3

※「その他」について
・千葉県            １名
・神奈川県        1名

Q2 あなたと依存症のある方とのご関係は、次のどれに当てはまりますか。（１つお選びください）
1 当事者(自分) 1

2 家族 0

3 支援者 5

4 友人・知人 0

5 関係はない 2

6 その他(具体的に) 3

Q3  今回の講演会をどのようにして知りましたか︖（１つお選びください）
1 チラシが送られてきた 6
2 チラシが貼ってあるのを⾒た 0
3 知人・友人の紹介 4
4 その他（具体的に） 0

未回答１名

Q4 講習会の内容について（１つお選びください）
1 参考になった 9
2 ↑ 2
3 ふつう 0
4 ↓ 0
5 参考にならなかった 0

Q5  次回以降の講習会について（１つお選びください）
5 ぜひ参加したい 8
4  ↑ 2
3 ふつう 1
2  ↓ 0
1 参加したくない 0

「平成30年度 依存症講習会」

アンケート集計 （有効回答人数11名）

【本日の講習会全体についておうかがいします。】

6

0

4

0

9

2

0

0

0

8

2

1

0

0

1

0
5

0

2

3

4

4

3

1 / 2 ページ

平成３１年３月１９日　講習会
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４．　　講習会
４－２．第２回

「平成30年度 依存症講習会」

アンケート集計 （有効回答人数11名）

Q6 よくなかったところを書いてください
・ ケース検討後半したかったです

・

Q7 よかったところを書いてください

・ 全部よかったです

・ いろいろきけてよかったです

・

・

・

・

・

・ 松本先⽣のお話を伺えて良かった。

・

・

丁寧なセッションいろいろと知⾒頂きました。

ありがとうございました。質問に対して松本先⽣の
適格な返答がとても参考になりました。

時間が足りなく、駆け足になってしまったのが
残念でした。

全員の意⾒（様々な⽅の意⾒をきくことができました。

アットホームな雰囲気でいろいろと
詳しく伺え有意義でした。

みんなで質問や感想を出しあいながら
検討できたことがよかった

いつもは講演会で話をうかがっている松本先⽣の話を
直接聞けて⼤変良かったです。

松本先⽣の経験に基づいた、
核⼼をついたわかりやすい⾔葉

2 / 2 ページ

平成３１年３月１９日　講習会
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福祉サービスの従事者、 精神科病院 ・ 医院従事者、 保健所等で物質依存症の
患者支援に携わっている方、 または携わる予定の方、 その他ご興味のある方　
どなたでもお申込みお待ちしております。

お問い合わせ・申込先 
特定非営利活動法人　東京ソテリア 事務局

〒１３２－００３１  東京都江戸川区松島２－９－２
電話 ： ０３－５８７９－４９７０　　FAX ： ０３－５８７９－４９７１

E メール ： info@soteria.jp  担当 ： 塚本
※当会で相談してみたいことがありましたら、 事前に事務局までご相談ください。

平成 30 年度 独立行政法人福祉医療機構 社会福祉振興助成事業

都営バス　〔新小 21〕    〔新小 22〕

              　 〔 錦 27  〕   〔錦 27-2〕  

京成バス　〔 小 74  〕    〔 篠 01  〕

いずれも 「江戸川区役所前」
                      

 下車 徒歩 2 分

シンポジスト

グリーンパレス ホール４階

会場・アクセス

費用　 無料

定員　２００人

～ 物 質 依 存 症 シ ン ポ ジ ウ ム ～

対象

申込方法 平成 ３０ 年 １１ 月 16 日（金）までに電話もしくはＥメールにてお申込みください。

※定員に達し次第締め切らせていただく場合がございます。

依存症のメカニズムを
　　知り生活支援に活かす

平成30年11月25日(日)
１３：３０～１５：３０

◆藤田悦子◆

講師

国立精神 ・ 神経医療研究センター
精神保健研究所 薬物依存研究部 部長

ファシリテーター

特定非営利活動法人　東京ソテリア 

 特定非営利活動法人 東京ソテリア 

江戸川区中央健康サポートセンター　保健師

大阪生まれ、現在４２歳。 中学の頃にシンナーを覚え、

非行や犯罪に走る。 中学卒業後すぐに鑑別所入所。

４度の鑑別所入所を経て、 １７歳の一年間を中等少年

院で送る。 ２０歳から依存症等で精神科病院への入

退院が始まり、 ３０歳までの１０年間で計４８回入院す

る。 ３０歳からは３年間刑務所へ服役現在はお酒や薬

物をとめ、 ９年と６ヶ月。 依存症回復施設で職員とし

て働き、 介護福祉士を取得。 通信制高校にも通う。

◆渡邊洋次郎◆

◆中西章子◆

◆及川博文◆

依存症回復施設職員

生活支援員、 介護福祉士

グリーンパレス

◆松本俊彦先生◆

神奈川県立精神医療センターせりがや病院

(現在は芹香病院と共に神奈川県立精神医

療センターに統合)を最初の試行フィールド

とした薬物依存症の治療プログラムSMARPP

の開発と普及に関する研究、ならびに自傷

行為の臨床研究、心理学的剖検の手法を

用いた自殺の実態解明に関する研究を行う

2015年に国立精神・神経医療研究センター

精神保健研究所の薬物依存研究部部長に

就任、2017年同センター病院薬物依存症 

治療センター センター長を併任。

。
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酒と薬に依存１０年で４８回入退院

　２０歳から１０年間で４８回、精神科病院への入退院を繰り返した。刑務所にも入った。原因は薬物とアルコールへ
の依存だ。自らを「施設太郎」だったと振り返った男性は今、当事者を支援する仕事に就く。薬物と酒を断って約８年
１１ヶ月。今年度から通信制の高校に通い、介護福祉士の資格試験を受験した。「自分で自分のことが信じられなかった。
それがつらかった。」「どん底」を経験した人間が変わろうとしていた。

４２歳支援の現場へ

忘れ物ばかりの理由
　昨年１０月２９日、市民団体が大阪市で開いたセミナー。「少年事件の裁判員裁判」がテーマだった。講師の弁護士が「裁
判員は非行の背景にどこまで踏み込めるか」について、具体的な事例を交えながら解説した。そこで熱心に聞いていた
男性が渡辺洋次郎さん（４２歳）だった。「自分もアルコールなどによる非行体験があるので関心があった」と話す彼
に興味を持ち」、取材を申し込んだ。インタビューは数回にわたり、毎回が長時間にとなった。
　渡辺さんは大阪市内に生まれた。小さいころから勉強が苦手だった。「例えば、先生から時間割を渡されても、それ
がどういう意味かが分からなかった。普通なら月曜日は国語の教科書を持っていく。しかし、私はこの紙（時間割）が
何を意味しているのかを理解できなかった。だからランドセルは空っぽか全部の教科書を詰め込むようなことをしてい
た」
　「今ならその紙は明日の授業のことが書いてあって、忘れ物をしないためのものであることが理解できる。当時は物
事を関連づけて考えることができなかった」必然的に忘れ物ばかりするようになり、先生からは頻繁に怒られる。「私
にすれば、理由がわからないまま叱られている感じだった。しょげていて疑問も口に出すこともできず、勉強がどんど
ん遅れていった」
　３０年以上前の話。現在なら発達障害が疑われるような状態だったが、何らかの対策が取られることもなく、小学校
の低学年から授業についていけなくなる。テストの時、先生から「問題が分からない絵でも描いていたらいい」と言わ
れ、腹が立つより「得した」と思っていた。
　勉強の遅れもあり、クラスメートからからかわれるようになる。それでも相手にされている方が楽しかった。普段は
目立たない自分がどんなことであれ、友人が関心を持ってくれる。それがうれしかった。ただ、このことが薬物や未成
年でアルコールに手を染める要因になっていく。

自分取り戻す道　見据え
酒で暴走　自ら通報
　初めて薬物に手を出したのは中学時代。地元の不良らがたまる場所で、最初は無理やりシンナーを吸わされた。しか
し、そのうち、自分から吸うように。仲間と原付バイクを盗んだりするなど犯行を繰り返し１６歳までに４回の鑑別所
入所と、１６歳の終わりから一年間、少年院に入った。
　「悪さをして警察に捕まった時、『頭が悪い』とばかにしていた周りの人間から『すごい』といわれ、得意になってい
た。自分の存在価値がそこにあるように感じていた」。一方で深刻な出来事が起きた。家族との死別だった。
　少年院に入る直前、末期のガンだった父親が亡くなった。関係者の配慮で死をみとうことができたにもかかわらず、
その場に行かず、仲間と薬物にふけってしまう。薬物依存状態だった。「父親より薬物を選んだ自分」。周囲に責められ、
自身も許せず、結局、さらに薬物に逃げる。
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　アルコールはシンナーがない時、手にしたのが最初だった。中学を卒業したかどうかの頃、ウイスキーをストレー
トでコップに３杯飲み、急性アルコール中毒で病院に搬送された。本格的に飲むようになったのは１８歳からだった。
　「毎日ブランデーを一本から一本半飲むような生活だった。仕事として飲むだけじゃなく、勝手に隠れて飲んだり
していた。それで職場を何度も首になった」。連日浴びるように酒を飲み、自傷行為をするようにもなった。だが、
暴走している自分を止めることができない「このままいくと、俺はどうなってしまうのか」。恐怖を感じて取った行
動が自ら警察へ通報することだった。
　アルコール依存症なのは明白だった。ここから精神科病院での治療が始まる。母親の記録では２０歳から３０歳ま
でに複数の病院で合計４８回の入退院を経験する。任意の入院は１０回程度で、残りはほとんどが法律に基づき、治
療が必要と判断された医療保護入院で強制的な措置入院も３回あった。それでも薬物とアルコールとの関係を捨てず、
窃盗などの犯罪を犯し、３０歳から３年間、刑務所に服役した。
　出所後、今度こそ、立ち直りたいと思い、以前から交流があったグループホームなどを運営する団体に行く。しかし、
そこで自分のいい加減な態度をとがめられ、反発から思わず酒を飲んでしまう。その時、はっとした。「人に腹を立てて、
飲みたくもない酒を飲む自分は絶対におかしい。これがまさに『病気』なんだ」。初めて冷静に自分を見つめること
ができた瞬間だった。

断ち切りの８年１１ヶ月
　「飲まないで生きたい」。心の底から思った。それまではいやいやながら行っていた、独自の回復プログラムで断酒
を支援している自助グループが各地で開いていたミーティングに積極的に顔を出すようになった。回数は一日に３回
は当たり前で、多い日には４回も行くことがあった。最後にアルコールを口にしたのは２００９年３月ごろ。それか
ら現在までもちろん薬物にも手を出していない。
　薬物やアルコールの依存症で苦しむ人は少なくない。必要な対策は多いはずだ。自分だけの問題としてだけではな
く何かできないか。関係者の協力を得て、アメリカの大学での取り組みなどを視察した。その活動報告は昨年１１月、
大阪市内で開催された第２４回関西アルコール関連問題学会大阪大会でポスター発表した。
　一度は関係が断絶した団体とも徐々に信頼関係を取り戻し、昨年１２月から職員として採用され、グループホーム
の経営などの仕事を始めた。
　今年度から通信制の高校に入学。先月は介護福祉士の資格試験を受け、３月には合否が分かる。将来的には精神保
健福祉士や社会福祉士の資格取得も考え、幅広く福祉の現場で働く夢を持つ。
　今も自助グループのミーティングに二日に一回程度程は参加する。当事者同士だからこそ分かり合えることがある。
等身大になれる場所は必要だと感じる。「何度も何度も人を裏切り失敗を重ねてきた。しかし、最もつらいのは自分
自身がそんな自分を信じられなくなることだった」。依存症から自分を取り戻す、その道をこれからも歩いていく。

【ニュースアップ　編集局　玉木 達也】
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リカバリハウスいちご

支えあって回復へ

依存症と戦う人に居場所

　アルコールや薬物の依存症は回復できる病気であり、多くの人が回復している。回復施設「リカバリハウスいちご」
は利用者に居場所や作業を提供している。依存症と戦う利用者は、仲間とともにさまざまなプログラムに取り組む。
一人一人が孤立しないように、一緒に食事を取るなど、支えあいの温かい空気に包まれていた。
　「いちごとの出会いがターニングポイントだった。『飲まない生き方』という選択肢に巡り合えた」「かつての惨め
な自分には戻らない」。大阪市住吉区の民間マンションに入る地域活動支援センター「リカバリハウスいちご長居」
で利用者がテーブルを組み、仲間にむけて、静かに決意を語っていた。
　グループ活動でも、剪定・除草などの作業でも、あらゆる場面で、話し合いが重視される。回復には、本人が自ら
の意思を確かめるプロセスが欠かせない。行動を共にする仲間に励まされるという。
　医療機関や自助グループなどと連携して、当事者を支える地域」ネットワークを築いている。絶え間なく飲み続け
る「連続飲酒」で健康そ損ねて酷い場合、死に至ることもある。依存症に苦しむ人は、人間関係や経済上の問題を抱
えていることも少なくない。社会との接点や行き場も失った状態から抜け出せるようにスタッフが一人一人に向き
合っている。
　「３年表彰」のように節目に、断酒を継続している成果をたたえ合う試みもある。ある男性は「知り合いの人が再
び飲まないように『私が引っ張ったる』と断酒を続けた。でも、実際に助けられたのは自分。その人のおかげ」と感
謝の気持ちを表現したという。
　リカバリハウスいちごの運営を担う所長、佐古恵利子さんは「依存症は回復できる病気です。でも一人では限界が
あるので仲間の存在が重要になる。それぞれのメンバーに丁寧な相談を心がけています。」と語る。集団生活を送る
グループホームを担当する田中みゆきさんは「仲間のつながりをを強くして、共同生活を送ることが飲酒をやめる力
となる」と説明する。
　「回復すれば、うまく飲めるようになる」といった誤解はまだある。依存症は完治するわけではなく、依存症と隣
り合わせに生きる覚悟が問われるという。依存症について正しい理解が広がることを願って、学生らに向けて啓発す
る活動も展開している。
　かつて依存症に苦しんだ当事者もスタッフとして支えている。その一人、渡辺洋次郎さんは「経験者だから気持ち
を分かち合える。自分は一人でないと、人間関係に救われることもある」と語る。
　佐古さんは「社会の一員として、当たり前に生きる。その決意が本人の行動を変える。様々な問題を抱えた人が依
存症から回復できるように今後もサポートを継続したい」と話していた。【中尾卓司】

リカバリハウスいちご名称の由来
一期一会（いちごいちえ）」から。「人との出会いを大切にして回復を目指す」という願いが込められている。
運営主体：特定非営利活動法人・いちごの会
施設：大阪市内を中心に「リカバリハウスいちご」として、
　　　生活訓練施設や地域活動支援センター、グループホームを運営する。
ホームページ：http://ichigonokai.jp
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1

依存症のメカニズムを知り、
生活支援に活かす

〜物質依存症シンポジウム〜

＜依存症支援の江⼾川区の取り組みと現状＞
江⼾川区中央健康サポートセンター 保健師 藤田 悦子

江⼾川区の依存症の方への支援

１ 個別相談

２ 江⼾川区酒害相談事業（Ｓ56年〜）

３ その他
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2

１ 個別相談①

健康サポートセンター（区内8か所）
保健師による相談
住所ごとの地区担当保健師がいます。
※管轄のサポートセンターは江⼾川区ホームページで確認できます。

＊必要に応じ、専門の医療機関や関係機関、サービスの紹介
等⾏い、関係機関と連携し支援しています。

１ 個別相談②

地域活動支援センターⅠ型
区内3か所（かさい・えどがわ・はるえ野）
相談員による相談

＊必要に応じ、専門の医療機関や関係機関、サービスの紹介
等⾏い、関係機関と連携し支援しています。
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3

江⼾川区酒害（アルコール）問題相談事業①

酒害（アルコール）問題相談
専門医、ソーシャルワーカーによる個別相談
月2回、予約制︓隔月広報えどがわに⽇程を掲載
＊利⽤する場合
→地区担当保健師へ相談してください
※ご本人、ご家族、関係者からの相談も可能です。

江⼾川区酒害（アルコール）問題相談事業②

酒害本人ミーティング
グループワーカー、保健師が運営
月2回、登録制
＊利⽤を希望する場合
→地区担当保健師へ相談し、酒害・アルコール相談を
受けてからの利⽤となります。
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江⼾川区酒害（アルコール）問題相談事業③

酒害家族教室
専門医またはグループワーカー、保健師が運営
月2回、登録制
＊利⽤を希望する場合
→地区担当保健師へ相談し、酒害・アルコール相談を
受けてからの利⽤となります。

３ その他

障害福祉サービス
・ヘルパー・グループホーム・通所など

区外支援施設の利⽤
・ダルク等の利⽤のための受給者証交付
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ご清聴ありがとうございました。

心配なことがありましたら、
一人で悩まず、
まずはご相談ください。
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物質使用障害の地域支援について

2018年11月25日
東京ソテリア 中西章子

『自己紹介』

○私は、臨床心理士です。
○児童養護施設や学校、小児科などで
主に心身症やトラウマを抱える子ども
達と関わってきました。

○～現在～
グループホームや地域活動支援センターで
主に精神障害、発達障害の方々の生活支援
に関わっています。
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中西  章子

『物質使用障害の課題に関わるきっかけ』

生活支援をしている中で気づいたこと
心の病+金銭の管理の破綻 多い

ギャンブル、アルコール、薬、買い物
タバコ、性などへの依存

なぜ繰り返すの？
怒っても効果なし…

『医療機関に相談も…』

○地域支援者と医療機関の関心や重要度
の違い？

○精神科でもあまり取り上げられない？
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中西  章子

『当事者、支援者は？』

○ご本人：家族や支援者など人と疎遠になる
頼るのは人ではなくモノに…
孤独になりたくないのに一人になる

○支援者：うそをつかれたり、裏切られる？
直面化や説教は、効果なし
「本人の自己責任」と、回避
不全感、孤独感

気が付くとご本人も支援者も孤独に

『繋がって生き生きと暮らす』

○生活を共にするのは、楽しいことだ。

○彼らのポジティブな面と共に生きる
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中西  章子

東京ソテリアでの取り組み①個別支援』

〇グループホームでの生活支援
〇生活支援の継続 ホームヘルプ、訪問看護
○住まいの確保 地域での生活の維持
○金銭管理 地域の金銭管理機関の活用
〇計画相談で関わり続ける

○みんなで関わり続ける体制づくり

『はるえ野での取り組み②グループ支援』

SMARPP（Serigaya Methamphetamine 
Relapse Prevention Program）の導入

覚醒剤等再乱用防止のための集団プログラム

合言葉 “強くなるより賢くなろう”

米国ロサンゼルス近郊のMatrix研究所で開発された
中枢刺激薬依存に対するワークブックとマニュアル
（Matrix model）に準拠した認知行動療法
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中西  章子

『はるえ野での取り組み②グループ支援』

カレー付きSMARPPの運営

ファシリテーター：現在 3名で持ち回り

カレー効果：生活支援、参加モチベーション

現在、3名の参加者

効果：スリップを言えた
休日の過ごし方を考えるようになった
日曜はSMARPPと予定に組みいれて生活を整
えている。やはり継続は力。

おわりに…

『一緒にやっていきましょう』

ご清聴ありがとうございました
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松本 俊彦

神奈川県立精神医療センターせりがや病院（現在は、芹香病院とともに、神奈川県立
精神医療センターに統合）を最初の試行フィールドとした薬物依存症の治療プログラ
ム SMARPP の開発と普及に関する研究、ならびに自傷行為の臨床研究、心理学的剖
検の手法を用いた自殺の実態解明に関する研究をおこなう。2015 年に国立精神・神
経医療研究センター精神保健研究所の薬物依存研究部部長に就任、2017 年同センター
病院薬物依存症センター センター長を併任。

松本先生：手を出すか出さないか、自分
たちの味方か敵かを分ける組合がありま

す。で、そんな風にして絆をどんどんど

んどん深めていくわけなんですが、必ず

その中で皆で使って余ったものを家に持

ち帰って一人で使うような人がいます。

さらに進んで仲間を裏切ってでも使うも

いるんです。まあこれが依存症の状態だ

と思います。でも、依存症になる手前に

きて、やっぱり誰かと繋がる道具として

この依存性の物質が役に立っているとい

うのは確かにあるんだろうなと思います。

それから、人に認められたい、褒められ

たい、自分に自信を持ちたい。このよう

なエドからくる。若くして薬物に手を出

している方たちを見てると本当に自己評

価が低いです。自分は生まれてこなかっ

た方が良い存在、いない方が良い存在、

価値がない存在こういうふうに思いこん

でいます。でもそういう方たちの将来の

夢を聴いてみると実は物凄く夢が大きい

んです。宇宙船のパイロットになりたい

とか世界大統領になりたいとかAKBのメ

ンバーとして芸能界デビューしたいとか

ちょっと重いとは言いませんけどもだっ

たりします。

　なぜそんな大きな夢を持つか知ってま

す？自己評価低すぎて皆と同じくらいの

成功だったらいることを許されないと

思ってるんです。だから認めてもらうた

めには圧倒的な成功が必要なんです。だ

から一生懸命なんです。そして彼らが認

めることとは人から認められ褒められる

ことなんです。人間てどんな薬物よりも、

人から認められて、承認されることが一

番頭の中でドーパミンが出ます。その中

で薬をつかって勉強や仕事をしてでも薬

を使っている事を知らない周りの人は褒

めてくれるんです。そうかこうやって頑

張れば褒めてもらえるんだってパフォー

マンスを上げるために使っている人もい

ます。それから女性の薬物依存者の中に

はたまたま薬を使ったら食欲が落ちて一

時的に痩せて人生最大のモテ期を迎える

人もいます。もうそうなってしまうと昔

の認められなかった自分に戻りたくない。

という気持ちになってしまう。なんとか

認められることによって、自分の居場所

を作ろう、これもやっぱり居場所がです

よね。そんな風にして薬にはまっていく

んだろうと思います。

　それから、色んな辛い気持ちを抱えて

いるんだけども人に助けを求めることが

できない。親に相談すると頑張れとかや

られたらやり返せとか当たり前の説教し

かされない。友達に言うと馬鹿にされる

んじゃないかハブられるんじゃないか、

その時には真剣に話を聴いてくれるけど

も後でこっそり悪口を言ってそれがきっ

かけでいじめにあってしまうんじゃない

か。誰にも相談できずにもやもやした気

持ちを一時的に楽にしたい、そう思って

薬を使って気づくとハマってしまう人達

もいます。ある時期には心の痛みが鎮痛

されて生きるのが楽になっている時期も

一時的にはあるんです。

　そして若くして薬物に手を出す子達の

中で一番厄介な性質を持つ子達がいます。

その子たちが一番薬物に手を出すリスク

（　講演途中部分から掲載　）
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が高いのです。ずっと思春期になる前か

ら消えたい、いなくなりたいそう思って

ます。自分はいないほうがいい存在、余

計な存在、生まれてこなかった方がいい

存在そういうふうに思っています。そう

いう背景には、様々な困難な成育環境が

あるんです。でもでも死ぬのは怖いんで

す。薬物からこの薬物はこんなに危険だ、

命を落とすよ、という風に言われると、

そうなんだ危険ドラッグで危険なんだ。

それが逆にこれを使いたいって気持ちを

掻き立てるんです。今すぐに死ぬのは怖

いけど薬を使ってわけがわからなくなり

ながら少しずつ死ぬのならそれが一番い

いんじゃないか。そう思って手を出す子

達がいる。これが薬物乱用防止の難しい

ところなんです。一番薬物に手が近い距

離が近い子達に限ってこういう風に思っ

ています。実際に薬物依存症の専門家外

来を観察してみても本当にそういう子が

多いです。

　勿論最初は、もう薬止めたいんだけど

止められないという事だがよくよく話を

聴いてみると辛い感情を紛らわせたり一

時的に自信が持てるようになった。薬を

使って誰かに繋がることができた。ある

いは女性の依存者に多いのが辛い関係暴

力をふるったり自分から略取する自分か

ら搾取するそういうパートナーが後ろに

いるために、頭に麻酔をかけて痛みを感

じなくして辛い環境に過剰適応する人も

います。

　でもこんな風に使うんだったら本来な

ら人に助けを求めればいいじゃないか。

相談したり言ってくれれば助けてあげら

れたのにというのもあるかもしれません。

でも彼らはずっと耐えてきたからいろん

な人に相談したり助けを求めたりとかし

て嫌な体験をしています。そして嫌な体

験からこういう風な思い込みができてし

まう。人に相談しても裏切られる。でも

何があっても薬は絶対私を裏切らない。

誰かに傷つけられて酷い思いをしても辛

い気持ちになっても自分は辛い気持ちを

紛らわせて正気を保つことができるんだ。

だから正気を保つために、狂わないため

に薬物を使っている。

この深刻な人間不信を鑑みてみると依存

症の根底にあるのはもしかすると安心し

て人に依存できない人達がなる病気なん

じゃないかということ。辛いときに人に

頼るんではなくて、人は不確かでいつ寝

返るかわからない。でも酒や薬、こういっ

たものはいつも同じ効果を出してくれて

自分を癒してくれる。人よりこっちのが

いい。そう思ってそれにはまっていって

いる人たち私は少なくとも見てきたアル

コール薬物の依存症の根底にあるのはこ

れなんだろうなあっていう風に思うわけ

です。

　じゃあ人に依存できないなら俺に依存

しろよ共依存になろうぜという意見もあ

るかもしれませんがそれはとても危険で

すね。だって安心して人に依存できない

んですよ。この人が私の事を初めてわかっ

てくれた素晴らしい人。この人について

いこうと思った瞬間にこの人を失望させ

たくない、もしもこの人に見限られたら、

裏切られたらどうしようそういう不安が

できて結局本当は自分は苦しいこととか

色々なまずい失敗もあるのにそのことを

相談できなくなってしまいます。この人

もまた裏切るんじゃないかという不安が

出てくるから、わざと試したり変な行動

をしてどういう顔をするのか試してみた

り振り回しているうちに、結局依存した

相手が疲れ切ってしまって石橋を叩いて

壊して渡れなくなってしまう。要は自分

から与えられた人間関係を壊してしまう

んですよ。人間関係人に安心して依存で

きない人達が自分から安心して依存する

ためにはどうしたらいいんでしょうか。

　依存先を分散させることなんです。複

数の場所で依存すればいいあるいは複数

の人に依存すればいい。依存症の資料を

みて昔から自助グループとかあるいは集

団精神療法とか何か集団で治療すること

が多い。なぜかというと１対１の援助関

係だと必ずこれが起きてしまう。そうな

らないために集団に依存させる、場に依

存させるもっと言えば病院だけではなく

プラス自助グループもしくはプラスリハ

ビリ施設こういう福祉施設とか沢山のと

ころに繋がって最終的に安心して依存で

きる人に回復していく一番の近道だと私

はそんな風に思っています。

　さて、先ほど話したネズミの実験の話

ですけども続きがあります。この檻の中

ですっかりモルヒネ依存症になってし

まったネズミを 1匹だけこちら側に移し

追加で 2週間観察します。移した当初は

なかなか他に元々いた仲間が元々いたネ

ズミと交わりません。他のネズミが楽し

そうにやっている中群れからはなれてモ

ルヒネ水を一人寂しくチューチュー吸っ

ています。でも数日たってくると他のネ

ズミが寂しい檻のネズミにちょっかいを

出します。じゃれつく仲間に引き入れて

頭を下げたりする。恋愛ゲームに入れて

もらえる。そうやって楽しくやっている

うちにと気づくと檻の中でモルヒネ依存

症になったネズミはモルヒネ水を飲まな

くなり、普通の水を飲むようになる。

　この間までモルヒネ水を飲んでいたネ

ズミが急に普通の水を飲んだら何が起き

ると思います？モルヒネは強力な依存症

があるので激しい禁断症状で水を飲みな

がらブルブル痙攣を起こします。しかし

２日３日経つと禁断症状が抜け、3 日目

以降は普通のネズミと見分けがつかなく

なる。他のネズミと区別がつかなくなる。

これは依存症患者の回復にあたっても重

要なヒントになっている。つまり依存症

患者は檻の中にぶちこんでおくよりも地

域の中でコミュニティの中であるいは普

通の一般人との関係性の中での方が回復

しやすいという事。色々な専門機関も勿

論必要だが、もしかするともっと大事な

のは回復しやすい地域社会を作ること。

　その人たちが依存症だからといって、

差別されたり、偏見を持たれたりするこ

とがなく、障害を抱えているというより

もそれ以外のところは全く普通の人なん

だなという風にみなされてその人の人権

が尊重されて、回復に努めることができ

る、そういう社会を作っていくことが必

要なんです。
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　とするならば依存症からの回復にはこ

こにいる方たち援助者や専門職の方達も

いるかもしれませんが、一般の方たちも

いるかと思います。一般の方たちにもで

きることがあるんだということなんです。

ただ、今の日本はそういった依存症の問

題を抱えた人達が回復しやすい社会に

なっているでしょうか。これはですね京

都で起きている事なんです。京都にはダ

ルクという薬物依存症のリハビリ施設が

昔から活動しています。しかし利用者が

増えて手狭になってやむなく別の場所に

移転したんです。そしたら移転先の町の

人たちが皆反対したんです。ダルクは要

らない、うちの町にはそんな薬を使って

いる人は誰もいない。うちに作る意味が

全くない。こういう風に言うんですね。

そんなことないんです。その町は薬物が

多いことで有名だし、知っているんです

けどもでも日本は和が絶対なのでその問

題はうちにはない、我が家にはない、我

が国にはないって風に皆言うんですよ。

私も実際薬物乱用防止教育に呼ばれた時

によく高校や中学の校長先生からうちの

生徒はそんな子はいないと思うんですけ

ど是非子供たちの襟を正してやってくだ

さいって言われるんですけどもおたくの

生徒にもいるんだけどなと思うんですけ

ども、だから皆そうなんですよ。

　で、こういう風に町の通り全体に何枚

も何枚も何枚も貼ってあるんですけど

800 もの枚数の方が何かおかしいような

気がするんですけれども、薬物依存症に

なってしまってそこから回復したいと

願って、日々せっせとダルクに通ってい

る人たちはこの通りをどんな気持ちで通

るんでしょうね。それを想像するだけで

胸が痛くなります。メリットが、１個だ

けありますね初めてダルクに行く人は道

に迷わない事ですね。それくらいしかメ

リットはないです。なんでこんなことに

なってしまったんでしょうか。

　日本は薬物に関してとてもクリーンな

国です。アメリカの場合は国民の約半分

は死ぬまでに 1回は法で規制された薬物

を使う経験があるそうです。日本の場合

は多く見積もっても 2％です。1回使う人

で2％ということは依存症になる人はもっ

とそれより少ないんですよ。ということ

はですよ、一般の人は生の薬物依存に会

うことなく自分の人生を終えるんです。

会ったこともないのにどうしてこういう

イメージを持っているんでしょうか。不

思議ですよね。恐らく、今の中高年に一

番大きな影響を与えたのは 30 年前の啓発

キャンペーンだと思います。民放連がやっ

た覚せい剤やめますかそれとも人間やめ

ますか。これだから、ダルクに反対する

のはわかりますよね。だって人間やめた

人が集まってるんですからおっかないっ

たらありゃしないですよね。でもこれは

30 年前の話です。

　しかし今現在でもこういうような差別

的なキャンペーンは組織的に行われてい

ます。それは中学や高校における薬物乱

用防止教育です。私はですね最近本当に

薬物乱用の講習会はやらなかったんです

よ。ちょっと呼ばれると専門家なのでた

まに行かなきゃいけない。いつもそこで

傷つきます。さっきも言ったうちの高校

にはいないけどもぜひビビらせてやって

くれとかこういう話もあります。でも今

でも忘れられないのは 20 年前のある出来

事です。

　20 年前私は薬物依存症の臨床に関わっ

ていた際、とても学校の生徒たちの前で

話す自信がなく、自分一人では迫力が出

ないから知り合いの外部のスタッフに薬

物依存から回復した当事者に相談しても

らって経験談、体験談を言ってもらおう

と思ったんです。当事者もスタッフも快

諾してました。これでオーケーと思って

学校に申し出ました。そしたら学校から

反対されたんです。なぜですかと聞いた

ら、薬物に手を出して依存症になっても

回復できる事を子供たちが知ったら薬に

手を出すから止めてほしい。

　この日本みたいな安全な国で十代のう

ちから薬物に手を出す子達はどんな人た

ちなのかというと、例えば親がアルコー

ルや薬物やギャンブルに依存症を持って

いて自分が悪くなっているのは自分が悪

い子なんじゃないかとそうだ悪いんだ悪

いんだと思いこんで本当に悪くなってし

まう。あれは依存症という病気であって

あなたが悪い子なんじゃない、病気だか

ら解決策があるんだ。これを伝えてあげ

ることが最高の乱用防止予防だと思うん

ですが、学校はそういう考えはしていま

せんでした。

　実は私は数年前に文部科学省からの要

請で全国の高校生薬物乱用防止ポスター

の文部科学大臣賞の審査員になりました。

絵心では呼ばれてません。薬物乱用防止

の専門家として呼ばれたようです。しか

しその様々な地域ブロックから選び抜か

れた高校生の素晴らしいポスターを見る

につけ、ガックリしました。全然素晴ら

しくないんです。何の個性もない皆同じ

ポスター。どんな絵かというと目が落ち

こんで頬が削げたゾンビのような薬物依

存者が両手に注射器を持って子供たちに

襲い掛かろうとしているこういう構図ば

かりなんですよ。

　こういう風にして薬物依存者をゾンビ

みたいなこの認識が何に繋がるかという

と先日ネットで話題になっているシャブ

山シャブ子さんみたいなものですね。あ

んな誇張された事、それによって十代の

うちから早いうちから薬物依存への偏見

を強く持っている。薬物依存はちょっと

した精神障害ですよね、その障害を抱え

た人と地域での共生社会を阻むような優

性思想や差別思想のような同和的なもの

を植え込んでいるんですよ。学校全体で。

これってどうかなと思います。だからそ

うやって共生社会を阻んでいるんです学

校で。

　でも、それでも子供たちを薬物から守

るためにそれに役立っていると 100 歩

譲ってよしとする考えもあるかもしれま

せん。でも私が見てるところ、それほど

役立っていないと思っています。だって

子供たちに薬物の誘いをかける人たちは

ゾンビみたいな顔してませんから。あえ

て言えば EXILE のメンバーみたいな感じ

ですよね。かっこいいんですよイケてる

んですよあんなふうに俺もなりたいって

いう感じの人たち。しかもこれまで会っ
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たどんな大人よりも優しくて沢山今まで

で自分の話を一番聴いてくれて生まれて

初めて自分の存在価値を認めてくれた。

その人がどう、やってみる？俺とか皆も

やってる大丈夫だよと勧めてきたとしま

す。それが違法だとしてもその繋がりを

大事にしたいという気持ちは十分に理解

できるわけです。つまり子供たちを守る

事にも適していないわけですよ。で、こ

れは本当に事実に基づかない全然非現実

的な理念をここで語っているだけになっ

てしまっています。

　今、欧米の先進国の中では依存症に対

する見方が変わり始めています。アディ

クションという言葉になります。これは

依存症という言葉の意味ですが、アディ

クションを直訳するとこうなります。こ

の反対語って何だろうと考えるとかつて

であれば直訳すると薬を使った状態の反

対ですから素面、クリーン、薬を使って

いない状態を意味していたんですが、今

はもう違うよねっていう事です。アディ

クションの反対はコネクション、人とつ

ながりがある状態一方アディクションは

孤立した人がなる病気。そして孤立した

人はアディクションになりやすい。そし

てアディクションになるとますます孤立

してしまう。で、酒や薬を止めないとも

う話してあげないし仲間に入れてあげな

いよ、こういう風に言うけれども、今日

も話したように心のイライラを一時的に

役に立っているなら止めるのは容易では

ないんです。まずは誰かと繋がって繋が

りの中で少しずつ段々と酒や薬がいらな

くなっていく状態を作っていく。この方

が遥かに実際的であるということがもう

国際的な共通認識になっています。

日本だけが違います。薬に手を出した人

は社会から排除し、刑罰で罰せられ、刑

務所に入る必要がある。そんな風になっ

ています。でもこれでは問題は解決しま

せん。覚せい剤取締法の再犯率の高さが

物語っているわけです。警視庁がほとん

ど効果を出してないからこそああなって

いるということです。

　私自身 25 年精神科医をやっていて思う

事があります。我々精神科医は実に無力

で治せない病気が沢山あります。でも考

えてみたら身体の病気もそうなんですが

医者に治せる病気はわずかで、ほとんど

が慢性疾患ですよね。骨折とかでもない

限りやっぱり皆死ぬまで病院通いですよ

ね。だから、高齢者の方は足繁く通うん

ですよ。

　でね、解決できないことは世の中沢山

あるけれども、人生において一番悪い生

き方は、グループになることじゃなくて

一人で苦しむ事なんじゃないかと思うわ

けです。依存症の人たちが集まって話し

合いながらいい方向に向かう。そしてそ

の葛藤を我々地域の人間も温かく見守り

応援していく。このような仕組みを地域

に広げていきたいと思いますし、江戸川

区の地域の中で回復しやすい依存症の方

が回復しやすい社会を作るために我々一

人一人が何ができるのかということを是

非この後のシンポジウムで考えて頂けれ

ばと思います。私の話は以上です。ご清

聴どうもありがとうございます。

（司会）塚本：ありがとうございました。
大変あの心に残るお話が一緒に皆さんと

聴けてありがたいなと思いました。この

後ですねシンポジウムの時間になって参

ります。まず今日のシンポジストの方々

を紹介させていただきます。今日ですね

大阪からお招きしております渡邊洋次郎

さんにお話をして頂きます。現在はNPO

法人いちごの会の介護支援員として働い

ていらっしゃいます。ご自信も回復者で

ございます。今日はそのお話が聴けると

思います。それからお二人目がですね、

江戸川区中央健康サポートセンターの藤

田悦子さんです。私ども江戸川区で活動

する中で大変お世話になっております。

保健所保健師としての取組みをお話頂き

ます。最後に中西章子心理士です。中西

はプロジェクトの中でですね後でご紹介

しますが SMARRP という業務を担って

おります。今日はそのお話をさせて頂く

と思います。それではここからの進行は

当法人の東京ソテリアの及川にファシリ

テーターとしてこの場を渡していきたい

と思います。法人の及川がここからの進

行は及川さんお願いします。
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（ファシリテーター ) 及川：ご紹介頂きま
した改めましてNPO法人東京ソテリアの

支援活動をしております及川と申します。

この後私の方で引き継ぎましてシンポジ

ウムの方行っていきたいと思います。ち

なみにまずですね各シンポジストの方々

のお話を 20 分間ほど頂きまして最後に会

場の皆さん方のディスカッションをして

いければと思います。各シンポジストの

方の話を聴いて気になった事や先ほどの

先生の話でもっと詳しく聴きたいことが

あればメモしておいて最後のディスカッ

ションの時にそこで質問して頂けると大

変助かります。それでは早速シンポジス

トの方にお話をして頂きたいと思います。

まず渡邊さんどうぞよろしくお願い致し

ます。

渡邊さん：皆さんこんにちは。リカバリ
ハウスいちごという大阪にある依存症の

回復支援施設で働いている介護士の渡邊

と申します皆さんよろしくお願いします。

すごく緊張しているんであんまりうまく

話せないと思いますが聴いていただけた

らと思います。

　自分自身も麻薬依存症で麻薬依存症者

です。使い始めたのは最初は診断書が出

てたんですけども診断するようになって

最初は診断は出ないが診断後も辞められ

ずに警察に捕まったり精神病院に入退院

したりしました。

　もともと小さい頃は会話ができないと

いうかすごい頭が悪くてスポーツもでき

ない子供で小さい頃やってたのは友達の

おしっこ飲むとか牛の糞食べるんですけ

ど友達がギャーって言って自分に注目し

てもらうとそんな感じでも悲しいよりも

嬉しいと感じる子供でした。中学とか小

学校とかもあまり行けてなくて同級生に

一人友達がいたんですけど、いつも主導

権は相手にあるというか自分はいつも切

られる、見捨てられる感じでした。

　中学の時はマシンガン撃ったり多少犯

罪や夜遊びをするようになったんですけ

ど、それ自体どうこうよりもあんまり居

場所が無いというのがあって、周りが同

じような関心を持ってくれて始末はどう

のとか名前がわかってたんで警察の取り

調べが怖いとか家庭裁判所がどうのとか

そういうの聴かれて得意になって答えて

全然怖くないとか言ってた中学生でした。

またその時うまく言えないけど学校や人

や周りの物が自分以外の周りと距離感を

感じたのがあって、なんかそうやってや

れば自分が思うように生きていけるん

じゃないかと自分の社会においての立ち

位置を好きにしてることで得たような感

覚を覚えました。

　そのままシンナーを使い続け中学卒業

して、16 歳くらいでまあ何回もお世話に

なってる少年院に 17 歳で 1年間入ること

になってそのあとお酒、少年院を出た後

にお酒を本格的に飲むようになっていき

ました。初めて精神に入ったのは 20 歳

だったんですけど、病院ていうのがわか

らなくてでも酒が飲みたくて酒を万引き

して回っていたのですが、酒を手に入れ

ないといてもたっても居られない状態で、

渡邊洋次郎

依存症回復施設職員、生活支援員、介護福祉士。
大阪生まれ、現在４２歳。中学の頃にシンナーを覚え、非行や犯罪に走る。中学卒業後すぐに鑑別所入所。
４度の鑑別所入所を経て、１７歳の一年間を中等少年院で送る。２０歳から依存症等で精神科病院への入
退院が始まり、３０歳までの１０年間で計４８回入院する。３０歳からは３年間刑務所へ服役現在はお酒
や薬物をとめ、９年と６ヶ月。依存症回復施設で職員として働き、介護福祉士を取得。通信制高校にも通う。

「強制力では人は変わらない。変わるとすればそれは愛によるもの。
愛を感じた時、人は自ら、変わろうとする。」
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助けを求めたのが警察でした。

　ただ警察に行っただけで何が何かもわ

からない狂ってる、暴走を止めるイメー

ジが重なって力づくでも抑えつけても

らっておかしくなっていく自分や被害を

かけてしまう人を近づけるのを止めてく

れみたいな感じで警察を呼びました。そ

の警察の人は依存症について少し知って

いたみたいで Youtube で見たのか病気ら

しいから病院行くかどうする？言っても

らって、自分は病気でなかったのでなん

かそう言ってもらって良くなることもで

きるよっていう風に言ってもらって初め

て 23 年前に精神病院に繋がりました。

　そこでアルコール依存症や薬物依存症

やらコカイン依存症やら幾つか自分に繋

がって行ったんですけども、なかなか薬

物やアルコール依存症なのはわからない

んですよ。自分は薬物を好きで使ってる、

自分から望んでやったし、おかしくなっ

てなかった頃も使っていたのもあって、

それを病気ですとか言われてもよくわか

らない、少年院は反省しろ反省文書け一

生懸命頑張れって言われるんでそれだけ

病院は飲み込むことができなくて、入院

をして自分はもう済んでなんとかしない

ようにと思うんですけど、出た後またお

酒を飲んでシンナーを吸ってほとんど記

憶がないうちに救急車やパトカーを呼ば

れて運ばれて精神病院にまた入るという

事を繰り返しました。

　一時は精神病院で暮らしてる自分の居

場所は精神病院社会の一生暮らしからし

かないのかというのはずっと思ってたか

ら、外に出るんですけど外にいるのがか

りそめの時間でヘルパーさんがまた精神

病院の号室に入ったり下剤をひたすら入

れるんですけどそれが自分に与えられた

生きることなんだなと、半分諦めていた

んですけどそういう風に思いながら精神

病院で暮らしていました。

　そんな中で 48 回、全部で 48 回全部病

院で書いてなんとか世話をしてくれたん

ですけど、最後は裁判所から刑務所に行

きました。裁判所の話はわかりませんけ

ど刑務所に 3年間服役したんですけど中

でも色々 1年半さっきのにずっとそこに

いることになって、そこそこ辛い思いと

か色んな思いをしたんですけど、なんか

それから出所してから、簡単な作業なん

ですが職はあるんですけど、リカバリハ

ウスいちごに以前から通っていまして刑

務所にも何回かステーションが来てくれ

たりしながらいちごでやっていきましょ

うかって話してくれてたんですけどいち

ごに戻った時 3年間色々変わってていち

ごの内容がそれを見て腹立って殴るとか、

事務分からないと無理ですよと追い出さ

れました。

　それで腹立って酒飲んだんですけど、

自分ではアルコール依存症て言われてか

らその時 15 年くらい経ってたんですけど

今までは自分の中で、お酒やシンナーを

使ってそのあと精神病院に入ったりして

嫌なこと沢山経験して。だけどね、どっ

か自分で納得つけてたんです。皆とって

は納得ならないんですけど。世の中はみ

たいな。お前らがこうしてるから俺はこ

うしてもいいんだみたいなのがずっと

あってそんな中で自分がどんどん落ちぶ

れていってそれでも順番来んだんわ順番

もないと思い続けて来たんですけど、最

後のお酒の時だけクエスチョンマークが

沸いたんです自分の中に。なんかなんで

まだ分からへん、どう考えても損だ、損

なのに自分は飲んだ。その時自分の中で

自分なりにですけどしっくりきてそこか

ら二十歳の時にとある自助グループと繋

がってたんですけど、そこに自分から足

を向けることができました。

　その時にいちご追い出されたんで一日

中時間はあって、1日の 3回も 4回もミー

ティングを行ってひたすらやってとにか

く時間を、お酒を飲まなくする方向にと

りあえずもっていくことだけを必死で

やって、そんな中でお酒もすぐ止めても

らってたんですけど 1番嬉しかったこと

は今まで友達とか色んな人から生きてる

気がしなかったんです。人と対面した時

に、学力とかスポーツというレベルでは

ないところでなんか自分は絶対劣ってい

るんだみたいな対存在をしないと自分は

全然下にあると思ってなんか怖いとか言

われた。ちゃんと言えない。生きてる事

に対して自信が持てない、そんな風に生

きてきたんですけど、その中でミーティ

ング行かせてもらう中で仕事とか人とか

頭は悪いですけど、生きてることに関し

てだけは自信持って自分は生きていると

ちゃんと言えるのを持たせて貰いました。

　で、その中で 3年半くらいした時にま

たいちごに戻る事にしたんですけど、そ

の時はひたすらミーティング行っていろ

んな番中さんとかに出会ったり刑務所に

話に行ったり色んな活動をさせてもらう

中でそれでも切るって言いきるのかって

言ったら、今だったら分からんてなった

んです。ミーティングでどこ行ったらい

いかなとか今を立ち止まって感じるとか

今居場所が世の中にないってなった時に

いちごの方に改めて行かせてもらって課

題として決められた時間にそこに行って

サービスをしてまた帰るとか結構いちご

では作業してたんで芝刈りとかを 1時間

やると言われたらやる、別にやれと言わ

れたらやるというか理由が分からないと

やりたくないというのはあったが理由が

分からなくてもとりあえずやる。焦る力

というかそれはないというのをそれまで

の時間の中で気づかせて貰ってたので、

変な事させられているというよりも課題

が今そこにあると思えました。

　その中でソフトボール大好きなんです

けど自分下手なんですよソフトボールは

応援とかする時にセリフがわからないと

かマニュアル欲しいと思ってしまう。一

緒に騒ぐとか一緒に遊ぶとか楽しむとか

できない自分がいて、多分楽しいんだろ

うなと思うんだけどどう楽しんでいいか

とかどう騒いだらいいかとかどう感情外

に出したらいいのかとかが苦手。周りの

目とかも凄いあってとりあえず一緒に好

きなようにしてたらいいよと教えても

らってきました。で、いちごは結構繋が

りがあって、家事の系統は楽しかったけ

ど、自分はお酒をやめることお薬を貰う

事は日課にしながら、自分には提供でき

ないことをいちごの中で活用させても

らっていました。
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　で、その作業の中で駐輪場の整備をす

るんですけどそれしながら自分が 15，6

歳の時になんかご苦労様ですとか思って

たんですけど、そんな自分が 20 何年経っ

て自転車をぶつぶつ言いながら移動とか

してた時になんかものすごく嬉しかった

んです。当時の価値観からすると時給は

知れてると思うんですけど、20何年前経っ

た自分が今自転車の移動をしている、過

去の自分をそこに見たりしながらなんか

やってたことが、すごく自分にとっては

嬉しかったし、一回芝刈りしてた時にス

タッフさんが声かけてくれたことなんで

すけど、芝刈りしてて渡邊さんの芝刈りっ

てめっちゃカッコいいですねって言われ

て、最初いや、なんか、ハア？と思って

たんですけどちょっと経つと物凄い嬉し

くてその時出てきたのが 10 代の時から管

理所、少年院、精神病院ほぼ強制的にや

らされる生活を刑務所でもそうだったん

ですけど、なんか自分の中から沸き上が

るというか起こる気持ちでなんかこれこ

うしていいのかな、とかちょっとちゃん

としてみようかなとかその芝刈りをして

いた時に言ってくれた言葉を通じて、自

分の中でちょっとできるかなと思って、

それができたときにずっと施設のことを

やる中で何か自分の中でやってみたいな

とか、手直ししようかなとかこれ全然教

わっていなかったことをやり取りの中で

気づかせてもらって、それを活かしなが

ら今も過ごしていると思います。

　その中でヘルパーの仕事をさせても

らったり、一時期は事務の仕事と障害の

子供の支援の 2つの仕事をさせて貰って

たんですけど、自分ももう 40 何歳そろそ

ろ将来どうなっていくのかなというのが

あったんで、ちょっとしっかり雇用して

もらって今後の事も考えて行かないとい

かんという中で、今一応正社員にさせて

もらって大体 1年くらい経ちます。実際

依存症患者として今まで来たんですけど

なかなか同じ依存症の人と関わるとプラ

スの面もあるけども、反面ちゃんと自分

の事を見ていないと、凄くマイナスにな

る。

　一生懸命お酒止めましょうとかそれら

しいことを言うが、突き詰めていくと止

めたらいいとかの話の時にその根拠がわ

からなくなった時があって、その人が本

当は酒や薬を止めて生きていきたいと

言ってきてくれたのに、一緒に考えよう

とか一緒に探そうとか言えるのか？その

人に向かって酒はダメ薬はダメと言って

るが、何に基づいて自分はその言葉を発

しているのかと思った時、自分自身もそ

ういう勘違いをしているんだなときづか

せて貰いながら、

　で、要はすごい長い時間がかかる事だ

と思うんで、一緒にボーリングしたり遊

んだりその部分が一番元気になれる。ミー

ティングの中で色んな仲間が手助けして

くれた中に一番の原因、感じるものをそ

れによって助けられてきたと思っている

んで、そういう事を今仕事で来られてる

方とか、アルコール依存症の方と一緒に

作って行けたらなと思って今生活してい

ます。はい、すいませんどうもありがと

うございました。

（ファシリテーター）及川：はい、渡邊さ
んありがとうございました。当事者の体

験談というところ大変貴重なお話を頂け

たと思います。また質問というところ、

あると思いますので、この後ディスカッ

ションを通してご質問して頂ければと思

います。ではこの後はですね、江戸川区

中央健康サポートセンターの藤田様から

お話を頂きます。今そのセッティングを

していますのでお待ち頂ければと思いま

す。

藤田さん：皆さんこんにちは。ご紹介頂
きました江戸川区の中央健康サポートセ

ンターで保健師をしております藤田と申

します。今日は宜しくお願い致します。

私の方は江戸川区の取組みと現状という

ことで簡単にお話をさせて頂きたいと思

います。内容としてはまず個別のご相談

と江戸川区で行っております主にアル

コールの問題についての事業についてと

その他のことをお話したいと思います。

　まず、個別のご相談についてなんです

けれどもまず、区内の健康サポートセン

ター。まあ関係者の方も多いのでご存知

の方も多いと思うんですけれども、江戸

川区では他の所で保険センターと呼ばれ

ているところが健康サポートセンターと

いうことで、区内に 8 か所ございます。

ご住所ごとの管轄がありまして更に保健

師も住所別になっておりまして、基本的

にはお住まいのご住所の担当の保健師が、

継続してご相談に乗っております。精神

保健福祉だけではなくて、子育てだとか

妊娠中からずっと全体的な所を相談に乗

らせて頂いております。ご本人からだけ

でなくご家族や関係機関の方のご相談も

受けることができますし、お電話でのご

相談は勿論サポートセンターにお越し頂

いての面接だとか、お家の方に伺ってど

んな状況なのか、どんなことにお困りな

のか、ご本人ご家族はどうしていきたい

のかお話を伺いながら、状況に応じて関

係の例えば専門の医療機関や使えそうな

サービスを一緒に考えてご案内をしてい

ます。紹介するだけじゃなくて、一緒に

同行させて頂いたり、使ってみてどうだっ

たのかとか、その後の事も一緒に考えさ

せて頂いてご案内した後には、その先の

関係機関の方と連携しながらチームと

なって支えていければという風に思って

います。

　相談自体は色々な相談を受けてると先

ほどお伝えしたんですけれども、精神医

藤田　悦子

江戸川区中央健康サポートセンター
保健師



    89

５．シンポジウム
療福祉というのは量的には多い。依存症

の相談というとまだまだ割合で言えば少

ないので、私たちが関わらせていただい

ている方というよりは、区内で依存症に

関する悩み事の極々一部なんだなという

風には思っています。あと個別相談とい

うところで、今日の主催されているNPO

法人のソテリアさんも地域活動支援セン

ターはるえ野さんというところを運営し

ていただいていますけれども、区内に 3

か所地域活動支援センターどちらかの方

でもご相談を受けていただいております。

精神保健に関するご相談を受けていただ

いておりまして、状況に応じて色々な関

係機関のご案内ですとか、一緒に同行し

ていただいたりとか、勿論保健師と地域

活動支援センター連携しながら一緒にや

らせて頂いたりもします。3 カ所ありま

すけれども、地域活動支援センターは住

所ごととか特に関係ありませんので、ま

た、相談だけではなくて居場所だとかプ

ログラムなんかもやっておりますので、

ご家族の状況に合わせてご利用ができる

かなと思います。

　そしてまあ江戸川区でやっております

事業なんですけども、アルコール問題相

談事業ということで、3 つの事業を行っ

ています。１つずつ説明しますが、アル

コールの個別の専門のご相談と、本人の

ミーティングこの 3本柱で行っていると

ころで、と家族教室区内に 8カ所サポー

トセンターがありますが、こちらの事業

に関しては私のいます、中央健康サポー

トセンター、保健所と同じ建物内に入っ

ているんですけれどもコジマ電器の向か

い側にある建物で行っています。

　色々なところでご本人のミーティング

だとか家族の集まりや相談なんかはやっ

ていると思うんですけれども区で行って

いる事業は最初から病院行くには敷居が

高いという方には取っ掛かりとしてはご

利用になりやすいかなとか、色々な事業

に専門のグループワーカーや保健師で関

わらせていただいて、ォローも一緒にさ

せていただいているので、その辺りが区

でやっている事業の特徴かなと思います。

　まず最初に個別の相談なんですけれど

も、こちらは専門医の先生と専門の医療

機関で相談を長く受けているソーシャル

ワーカーのどちらかの専門家による個別

のご相談をいうことで、月に一回予約制

で行っております。隔月の広報江戸川に

もアルコールに問題のある方へというこ

とで日程の方を出させていただいており

ます。利用するにはまずは健康サポート

センターの保健師の方にご相談いただい

て、保健師経由で正式にはご相談を入れ

させていただいています。

　1回 40 分程度取らせていただいて、他

の医療機関よりはゆっくり相談できるか

なと思います。その 40 分を有効に使って

いただくために事前に保健師の方が最初

にお話をお伺いさせていただいています。

今までの経過、現状どういうところに困っ

ていて、どんなことを相談したいのか、

本当に困っている場合にはどういう風に

何が困っているとかなかなかご本人ご家

族だけでは整理するのが難しい事もある

かと思うので、まずは事前にご相談、当

日の相談に実際に相談していただくとい

う流れです。当日事前に担当の保険しか

ら先生に説明させてもらって、ある程度

わかった段階で相談を開始しておりまし

て、保健師も同席して、アドバイスを貰っ

てから一緒にまた考えてやっぱり医療機

関繋いだ方がいいかなってなったら、ど

うやって繋いでいこうか実際に状況に応

じて一緒に考えさせていただいておりま

す。

　あとまあこれ酒類だけって書いてあり

ますが、薬物等他の依存症の相談も受け

ることが可能になっています。ご本人ご

家族関係者からといったところのご相談

も大丈夫なので、相談受けたいなという

場合にはご相談いただければと思います。

そして、本人のミーティングということ

で、利用を希望する場合は先ほど言いま

した専門の相談をまず受けてから、ご本

人のミーティングに入れたらいいかなと

いうところで実際に登録してご利用いた

だいております。こちらはグループワー

カーと担当保健師が入らせてもらってい

て、月に 2回行っております。こちらの

方は人数は少ないですが、雰囲気はとて

も落ち着いているような雰囲気。断酒会

等より人数が少ないのでゆっくり自分の

話ができるかなと思います。お約束事と

しては、どこのミーティングでもそうだ

と思うんですけど、一応ここだけの話は

外で口外しないとか、他の人の話を中傷、

批判しないですとかそういったところを

毎回確認をしてスタートしています。松

本先生のDVDを見たりすることもあるん

ですけど、ちょっとお勉強といいますか

資料を見たりしながら自分たちの今まで

と向き合ったりとか今後の回復に向けて

といったところで、ゆったりとした雰囲

気で行っております。

　私も今このミーティングの方を担当さ

せていただいておりまして、毎回一緒に

参加させてもらって、自分の話をさせて

もらってるんですけれども、参加されて

いる方達皆さん今までの自分の生活を振

り返って向き合っているだけでなく更に

その前、これからどうやって生きていこ

う真摯に考えていらっしゃる方が多いな

と毎回感じていまして、個人的にはとて

も保健師としてだけでなく人として学び

があると毎回感じているところです。ま

あ他の所と違うところはグループワー

カーさんが入っているところとか、保健

師を通じてこちらのミーティングにも参

加していただいているので、もし休みが

続いたら保健師から声掛けさせてもらっ

たり、地区の担当保健師も関わらせても

らいながら一緒にやらせていただいてい

るところです。

　そして、家族の教室ですけれども、こ

ちらもご本人のミーティングと同じよう

に専門の相談を受けてから、こちらの方

に皆さん繋がって、ご参加いただいてお

ります。DVDとか見ながらご家族の知識

も得つつ、ご本人とのコミュニケーショ

ンの仕方を学んでいきながら、ご家族も、

ご本人の孤立もそうですけれどもご家族

も孤立しないように離れた場に来ていた

だいて気持ちを吐き出していただいたり

とか、他のご家族と交流をしながら孤立

しないようにというところも考えながら

調整の方を行っています。
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　先ほどの個別のご相談でご相談頂いた

ときに、ご本人を受診、本当に心配なの

でできれば専門のお医者さんに繋げてい

きたいけれども、なかなか難しいという

現状もあるので、まずはご家族からこう

いったところで勉強を始めてみましょう

かという話もあって、まずは先にご家族

がこちらの教室に通い始めてその様子を

見てご本人も変わってきたりということ

もありますので、こちらの家族教室と、

それから主にミーティングそれぞれが参

加している場面もありますし、家族教室

から、とにかく家族の勉強から入る場合

もあり、ケースバイケースなのかなと思

います。

　いずれも家族教室、本人ミーティング

毎月 1回月初めに断酒会の方が会合をお

持ちいただいているので、そちらの教室

とかミーティングの方でも情報提供を今

もさせていただいております。そちらの

事業の方ですね、実は結構歴史がありま

して、昭和 56 年から始まっているんです

けれども、初めの所でもう断酒会の方に

協力いただいたりということで今もそう

いった形でご協力いただいているところ

です。

　そのほかのサービスということで特別

区の取組みというわけではないかもしれ

ないですけれども、現状として障害福祉

サービスでえどがわさんのご利用だとか

グループホーム、日中の活動先として就

労継続支援 B型だとか就労移行だとかそ

ういうサービスを受けながら生活されて

いる依存症の方も年々増えているかなと

いうところはあるかなと思います。色々

なサービスを受けながら、事業所の方で

もアルコール依存症の方に特化している

ところに行かれているところもあります

し、そうではなくて一般的な精神障害メ

インのところに行かれてる方のほうが多

いかなという風にも思っています。

　あと区外の支援施設の利用というとこ

ろですけれども先生の話にも出ていたダ

ルクですとか江戸川区に元々いらっ

しゃって色々な事情で、例えば長期入院

していて退院ですとか、刑務所に入られ

てそこから出られた時といったところで、

ダルクに入る方もいらっしゃいますので、

そんな時には元の住まいが江戸川区です

と、江戸川区の方が担当になりますので、

手続き等は江戸川保健所で今は行ってお

ります。

　皆さんいわゆる認定調査を受けていた

だいてご利用になっているんですけれど

も、ダルクの方も色々な千葉だったり東

京だったり神奈川だったりという様々な

施設の方で江戸川区から離れております

ので実質、直接的な区の何か支援を受け

る機会というのはなかなかないんですけ

れども、区から離れた場所で仲間と共に

回復をするために頑張っていらっしゃる

方も江戸川区民の方でもいらっしゃるん

だなということを知っておいていただけ

ればと思います。

　まあ個別支援を元に必要に応じて事業

ですとか障害福祉サービスですとかご利

用しながら頑張っていらっしゃるという

事になると思います。まだまだ区の方も

悩んでいる方とか困っている方にこちら

から具体的なアプローチができない状況

はあるんですけれども、何かありました

ら一人で悩まずにまずはご相談をしてい

ただければと思います。ご清聴の方どう

もありがとうございました。

（ファシリテーター）及川：藤田さんあり
がとうございました。それでは最後に地

域活動支援センターはるえ野の中西さん、

お願いします。

中西さん：よろしくお願いします。私は ,
東京ソテリアの中西章子と申します。臨
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床心理士です。十年前までは、児童養護

施設や学校とか小児科の方で、子供の心

身症や不安にかかわってきました。その

中で、養育者の方に虐待を受けている子

供たちと多く関わってきています。子供

たちが虐待を受けると、何のことを怒ら

れてるのかなって、それでも親御さんを

求めるような姿が実はあって、先が見え

ない子供さん達、でもやはり希望を見出

して、一生懸命生きようとしているあた

りで、ちっちゃい子供であっても、心っ

てとても大事にされているんだとその時

思いました。

　そして今、全く子供ではなくて、大人

の方たちと関わることになっております。

私は東京ソテリアで関わるようになりま

してからは、グループホームでとか、あ

と地域活動支援センターⅠ型でさっき藤

田さんがご紹介いただいたような支援セ

ンターとかで、主に精神障害の方と発達

障害の大人の方々の生活支援に関わらせ

ていただいています。

　支援センターでは、特に基本相談とい

う形で、アル中のおじさんがいたりです

ね、あとはセンターにバレちゃったりし

て、職員にですね、バレちゃっている薬

物の方とか、そういうような方をお迎え

して、なんとなく継続的に支援をしてい

たりですね、それからグループホームの

方では、触法の方が多くて、東京保護観

察所とか、それから刑務所だったら、グ

ループホームの方として、例えば統合失

調症の方で、こういったことを犯してし

まった紹介があるんですが、介護に入る

使用障害と重複してらっしゃるんだった

らさっきのケースと、支援者さんとお会

いする形になってます。

　私は生活支援している中で、気がつい

たことがあります。それは、本来の心の

いわゆる統合失調症といった病の他に、

生活支援にとって重要となるお金の管理

があるんですが、これがほんとに破綻し

ちゃってる方たちが多くお会いしました。

実はその原因となっているのが、実はギャ

ンブルであったり、それからアルコール

を飲んでしまったりですね、それから薬

とか買い物とか、生来の依存により、ほ

んとにお金が少なくなってしまうという

ことに気が付きました。これが生活支援

の中でも本当に物質使用の生涯の方の私

はリアリティという形になっています。

　彼らはですね失ったものは取り戻した

いっていう気持ちがとても強くて、アル

コールや薬物、それからギャンブルをす

る為には、周りに友達とかもいるんです

が、友達や家族とかそういった方たちと

いうのが、配慮というのは念頭に置いて

おいて、お金をもらえるなと思ったりと

か、そういった形でどんどん要求をして

きたりですね、あと、お金を盗んでまで

もやりたいという活動にみまわれている

状態でした。

　我々は、不慣れなものですから、怒っ

たりですね、「そういうことしたらいかん

でしょ」みたいに言ってみたり、あとは

本当にどうしょうもない時は、おまわり

さんに協力してもらってお願いして、申

し訳ないが、一緒に来て説教してもらえ

ないか、今だから言うけど謝りたいけど

も、まあ一緒に説教してもらったりです

ね、そういうことをして、いろいろ私た

ちなりに努力はしたんですが、結果的に

それらは、ほとんど効果がなかったなと

いうのが今の振り返りですね。

　そういった自助グループというのは、

そういうところがあるというので、例え

ば、ギャンブル依存のところとか、アル

コール依存のところに一緒に行ったりは

したんですが、私たちが受け入れている

彼らというは、まず家族とはほとんど疎

遠であったりとかですね、あとは、生活

保護でほとんどお金がもともとなかった

りで、そこに参加されている方々、ご家

族の支援をうけてたり、お金もけっこう

あったりという方たちとは、ちょっと環

境が違うということで、なかなか敷居が

高くて、一回、二回ぐらいしか自助グルー

プの参加ができなくなるということもあ

りました。

　本当に我々支援に困りまして、私たち

の方針だけではとても支援ができないと

いうことで、医療機関に相談することも

度々ありました。我々、支援者としては、

物質使用障害ということが、地域で彼ら

が暮らしていく為には、とっても大切な、

とても扱うべき厄介なものという感じな

のですが、地域の側の医療機関ではです

ね、精神科であっても、あまり取り上げ

られずにですね、デイケアに何とか少し

入れさせてもらえないかなんて言う風に

お願いしたときにはですね、やはり断ら

れてしまうことも度々経験いたしました。

　依存症というのは、精神科の枠の中で

も、もしかしたらなかなか見えにくいも

のなのかな、とその時思いました。入院

中は、薬物とかタバコとかギャンブルな

んかは、ほとんどできないわけですよね。

枠がしっかりしてますから、そういった

ことで崩れちゃうこともないんですが、

むしろ退院してからですね、本番で、グ

ループホームの職員たちがですね、発信

個展をみまわったりですね、2 時間話を

やってるのをじーとみても、どうしてい

いかわからないので、じーと見守ってた

りですね、ほんとにそれでどうこうなる

わけではないですが、そういったことを

やったり、あとは、追いかけていったり

ですね、遠くまで追いかけていったこと

もあるし、そういうことでみんな、わか

らないながらもやってきたというのが現

状です。

中西　章子
東京ソテリア　臨床心理士。
児童養護施設や学校、小児科などで主に心身症やトラウマを抱える子ども達と関わる。
現在はグループホームや地域活動支援センターで主に
精神障害、発達障害の方々の生活支援に関わる。
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　われわれが施設の方はそういったわけ

で、お金がなくなったとかですね、ご家

族がお金の行き先に困ってるとか、友達

が毎日ご飯食べにくるとかね、そういう

話を聞いて、あとはちょっと盗んじゃっ

たとかというのを聞いて、こりゃ困った

ということで、あーそうかというので、

一緒にそこからまた関わり始めるという

日々です。

　そういえばっていうのも変ですけど、

裁判の時に、うちで引き受けるという方

ですね、裁判の時に立ち会ったり、証人

になったりする場合もあるんですけども、

統合失調症や発達障害が取り上げられて

いる支援が、肝心な物質使用障害につい

て取り上げたり、それが原因で窃盗をし

ているという話をそういった場で話され

ることって、今まであんまり聞いたこと

がなかったです。物質使用障害は病なん

だという認識が、私たちの中でもまだ全

体にそういう考え方が浸透していないん

じゃないかなというふうに思いました。

　それから、物質使用の当事者の方は、

どちらかというと、だんだん家族とも疎

遠になっていくということも少なくない

と思います。支援者もそういったわけで、

迷惑をかけられたぐらいですね。

　それから、本人が望んでいないはずな

のに、どんどん孤独になっていくんだけ

ども、まあやっぱり自己責任じゃないかっ

ていってね、関わりを回避してしまった

りだとか、そういった形でどんどん人で

はなく、そういった影響もあって、物に

つながっていってしまうんだなというの

は、我々の反省点です。支援者も何度も

裏切られるような感じがしたり、がっく

りしたりですね、罰を与えるような職免

化するようなことでもないと。だんだん

関わりが疲弊していくとですね、本人の

責任にないにして、自分たちの関わりを

振り返る余裕もなくですね、我々がだん

だん身を引いてしまうという印象がけっ

こうあるんじゃないのかなと反省してい

ます。

　最後まで彼らと関わろうとする支援者

は、実は、病院でも繋がってもらえなかっ

たりだとか、知識の裏面というのもあっ

たんでしょうけど、あと、内部でも一緒

にやってくれる人がだんだん離れていっ

てしまう感覚とかがあって、当事者もそ

れから支援に関わろうとすればするほど

ですね、二人で、二人っていうのも変で

すけど、一緒に孤独感を味わったりって

いうことも起こってるかなーという実感

があります。

　私はですね、この物質使用障害の彼ら

と、時間を過ごすのが、なんかやだなとか、

効果がないしって思っていたんですね。

私はけっこうずっとそうやって関わって

いると、また違う感情が出てくるってい

うか、なんか久しぶりなのが出てきちゃっ

てくることもありましてですね。もう

ちょっと知りたいと思って、一緒にコン

サートに行ったり、それから一緒にご飯

を食べたりなんてこともあります。それ

はいいかわからないですが。一緒にコン

サートに行った時には、ほんとに普段見

られない彼らの姿があって、その尊敬す

るアーティストを一生懸命、食い入るよ

うに見て、ほんとに味わってる彼らに出

会ったりするんですね。

　それから、グループホームの生活を振

り返ってみると、犬とか動物が大好きで、

彼らの気持ちがよくわかって、よく世話

をしてくれます。一緒に散歩に行ったり

とか、毛並みをそろえてあげたり、上手

とは言えないけどカットしてくれたりと

か、そういうことを積極的にやってくれ

たり、あと、グループホームの中でいろ

んな買い物とかがあると、手伝ってくれ

たりという形で、地域でグループホーム

の職員や利用者さんと交わりながら、彼

のできることが少しずつ広がっていく姿

も見ています。そして、だんだん関わっ

てくるとですね、自分も悪いことをして

いるせいもあるんでしょうが、他の人の

失敗にも寛容で、私のこともよく失敗す

るんですが、許していただいてます。

　そんな彼らが実は大事なのは、やはり

遠くにいるかもしれない家族だったりし

ます。家族が亡くなっていらっしゃる方

もいるし、疎遠だったりするんですが、

憧れのようなかたちで、肉親とか親戚と

かそういうものをとても求めるっていう

感じに私は思っています。得られなかっ

た安らぎってわけではないかもしれない

んですけど、私が養護施設にいた時にも、

傷ついて何度も親に向かっていく姿をで

すね、まあちょっと全然違うことかもし

れないですが、物質使用障害の繰り返し

の活動みたいなのと重なって見えること

があって、繋がって私の中に見えてしま

うことがよくあります。

　私や職員はですね、今までグループホー

ムだとか地域活動支援センターで、ずっ

と彼らと関わってきています。グループ

ホーム卒業後も、うちの法人ではホーム

ヘルプサービスをやっていたり、訪問看

護もやっておりまして、顔見知りの支援

というのを継続してやっているというと

ころがあります。

　また、生活保護もお願いしているので、

現在、使い方が大変重要になっていまし

て、スリップして生活が破綻し続ける部

分があると、地域じゃなくて、更生施設

などのお世話になるしかない場合もある

かもしれないですが、みなさまに物質使

用障害の病にお互いに理解して頂いてで

すね、指導にも協力して頂いて、地域で

の回復を実現できるように、いろんな支

援者の資格会で、地域で暮らせるように

している方もいらっしゃいます。

　自分のお金を守れないということで、

金銭管理については、地域でお金を見て

くださる事業所さんもいるんですね。で

すから、そういうところにも、100 円単

位でお金を渡していただけるような丁寧

な支援をしていただいたりですね。

　

　あとは、弁護士さんのところで成年後

見制度でご協力いただいて、通帳なんか

を管理していただいて、地域で生活して

いったり、専門の医療機関と連携してい

く、そういう方たちに教えていただきな

がら、我々も一緒に支援をしています。

　で、そうした個別の支援がある中で、
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物質使用障害に取り組める事はないかと

いうことで、はるえ野の方で昨年から実

は国立精神保健福祉センターで物質使用

障害の SMAPP の見学に行かせていただ

いたり、それから昨年はイタリアのボロー

ニャというところで依存症の方達の社会

共同組合みたいなものに行かせていただ

いて地域支援について考えて学びまして、

本年の 4月からグループ支援の一つであ

る SMAPP を導入して実施し始めており

ます。その SMAPP というのは、覚せい

剤等裁断用防止のための集団プログラム

ということで、難しそうに受け取るかも

しれませんが、実はここにいらっしゃる

松本先生が開発したプログラムです。

SMAPP参加者全員が SMAPPも含めて物

質中傷会や薬物、薬事法を改めて仕組み

から進めて行っています。

　で、当事者の皆さんから教えてもらう

ことも少なくないです。雰囲気としては

皆でお菓子を食べたりしながら気楽な雰

囲気でプログラムを進めていっています。

はるえ野らしくということでカレー作り

の SMAPP を始めています。今はカレー

ははるえ野のボランティアさんと利用者

さんがボランティアでですね、作るよう

な形になっていまして、何か SMAPP メ

ンバーがこう応援して作ってくれる、エ

ンパワーされるような感じも少しありま

す。はるえ野メンバーにはカレーを食べ

る日曜日みたいになっておりまして、は

るえ野の交流室で少しなんですが、仲間

を呼ぶ感覚も少し出てきている感じもあ

りまして、期待していなかった効果なん

ですがなんかいいなと思って見てます。

　完全な SMAPP ではない最近ちゃんと

そうなったような感じなんです。で、ファ

シリテーターは SMAPP の実践経験のあ

る精神看護専門看護師さんが、我々に教

えてくださりながら、グループホーム世

話人の及川とか私の方で試行錯誤しなが

ら始めています。で、まだ 10 回やり始め

ただけなんですが、スリップを初めてグ

ループで表現できたりですね、それから

スリップしやすい休日の過ごし方も自ら

考えて、子供の頃に好きだった電車博物

館に行くようになってますね。それから

プログラムの予定を自分の中で組み入れ

るというようなことも出てきています。

まずは自分のことを大事にする感覚とか

そういうのをグループを通して少しずつ

育んだり築いたり実際に数回の中で実践

していて、皆さんすごいなあと私は思っ

ています。こうした居場所を継続して作っ

ていく事が大切だとスタッフは確認し

あっている昨今です。それでは皆さん一

緒にやってみてください。よろしくお願

いします。

（ファシリテーター）及川：はい、中西さ
んありがとうございました。それではこ

の後お話し頂いたシンポジストの方、松

本先生にご登壇頂きまして会場の皆さま

とのディスカッション、また、シンポジ

スト同士のディスカッションに移ってい

きたいと思います。それでは早速シンポ

ジストの皆さん、壇上の方に上がって頂

ければと思います。はい、それでは残り

の時間使いましてディスカッションの方

に移っていきたいと思います。どうでしょ

うまず初めに松本先生及び渡邊さん、藤

田さん、中西さんからお話を伺うことが

できましたが、その中でもう少しこの辺

り詳しく聴きたい、ここのところ質問し

てみたい等ありましたら是非挙手して頂

ければと思いますがいかがでしょうか。

質問者：私今、和歌山で弁護士をしてい
まして、渡邊さんにちょっと質問したい

ことがあります。先ほどの話の中で相手

に力を浴びせるのは良くない根拠が勘違

いという話だったので、根拠がない勘違

いというのは紙面から受け取れる感覚と

違ったのでそこを詳しくお話し頂きたい

のと、あとは相手がお酒を止めたいと思

うまで待ってると仰ってましたけど、そ

の時の付き合い方についてもお話し頂け

るとありがたいなと思いました。

渡邊さん：はい、ご質問ありがとうござ
います。根拠というか自分もアルコール

依存症、薬物依存症者ですけども、同じ

ようにアルコール依存症の方と普段関

わっていて、施設としてああやって欲し

くないそっちの方が言ってる、ああいう

のは止めましょうねみたいなことを言っ

てるけれども、突き詰めたときになんで

あかんのかなってわからなくなって、そ

の人がそのことを止めたいのか死んでも

いいからやると思ってるか分からないん

ですけど、それをあかんことにして、あ

かんから止めた方がいい、止めてくださ

いということをしてるのは何かおかしい

とふとアルコール依存症の方と話しなが

ら普通に言ってる事を何言ってるんだ自

分はと感じました。今も同じようにその

方と関わってるんですけど病院に再入院

されたりとかすごく状態が悪くなったり

することもあるんですけど、どう変える

んかなとか、やる気になって一緒に話し

たりとかバーベキュー行ったり、一緒の

時間を過ごしている中で、なんか本人が

そういう気持ちになってくれるそのこと

をどういう風に時間を共有してる中でで

きるのかなと分からないなりに一緒に過

ごすという事をさせてもらってます。あ

りがとうございました。

質問者：本日はお話しありがとうござい
ました。刑務所で指導官をしている人間

です。松本先生まず 1点伺いたいのです

けれども、ご著書を拝見何冊か拝見して

いるんですけれども、安心できる、自分

がやりたくなってしまったこととかを安

心して話せる環境は必要だなというとこ

ろは松本先生わかっておられると思うん

ですが、こういう風にお話しを伺って、

やはり安心して依存できない人というこ

とで依存できない人は安心してというと

ころが非常に重要なところなんだなと感

じております。人間の意識とかそういう

ものが強かった場合、居ようというハー

ドルを越えるのが本当に高いハードルで、

この居ようって決めるのがすごく重要な

んじゃないかなと思っています。それは

周りの人が話せてる中で安心感が出るの

か、それとも何か自分の中で変化があっ

て安心感が出てくるのか、うまくまとま

らないのですがどうしたら安心感が出る

のかなというところを私凄く感じている

ところです。松本先生に伺いたいのもあ

りますし、渡邊さんにも伺いたいですし、

中西先生がやられてるグループ別の話も

伺ってみたいと思っているところです。

それからもう 1点これは松本先生になの
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ですが、それこそアルコールをグループ

とかで飲んでいると、薬物の問題、アル

コールの問題が収まってきた時に自分達

の中に性の問題があることに気づいたん

じゃないかという部分があるんですが、

私その時の感覚いまひとつわからない事

もあって、臨床経験の中で男性性、女性

性の性の話が話せているように感じられ

る事はあるのでしょうか。先生の臨床経

験の中で、何かそういう風なご意見があっ

たことがあるのかなと思って質問させて

頂きます。以上の 2点です。

松本先生：沢山質問があります。まあど
んな風にして安心してこうだって答える

ことはできない気がしています。安心し

て居続ける場所はもしかすると保護観察

や家族が誰も面倒を」みてくれない等や

むを得ない状況でしぶしぶ居る中で気づ

く場合も実はあるかもしれないなあと

思ったりもしますし、我々依存症を援助

している人間として心がけているのは社

会や家族や同僚と経験したのとはちょっ

と違った対応、責められなかったり、辱

められなかったり本人の中におや？とい

う感覚を引き起こして、じゃあもうちょっ

とおや？の感覚を確かめるために通って

みようと思って結果として安心に繋がる

事もあるのかなという風になる場合もあ

るかもしれん。かなり偶然の要素もある

だろうし、もしかすると不適切な場合も

安心できない対応のお陰で多少得をして

いるところもあるのかもしれません。た

だ、大事なことは本人を一人の人間とし

て尊重することなんだろうなあと思いま

す。当たり前の話なんですけどさん、づ

けで呼ぶとか何かを決めつけるような形

で言ったりしないとかそういう細々とし

た所作が最終的には安心できると思わせ

るかなという風に思います。これは先ほ

どのご質問された方、渡邊さんに質問し

た方とも絡んでくることなのかなと思う

んですけど、そもそもなんで酒や薬がい

けないのかっていうのは実は難しい気が

するんですよ。依存症だからダメなんだ

よとか、法で決められてるからダメとか、

あなたが薬を使うと反社会組織への資金

の提供で法律に違反するからよくないと

いうのも違う気もするし、そもそもこの

世に望みがなくなっていて、酒や薬をや

らないと希望が見えないとか、世の中に

居場所がないから反社会的なことをして

もこれ以上排除されようがないしと思っ

ている人には、酒や薬がいけない理由な

んて説明できないんですよね。私は酒や

薬を使っている人には、話をするなとか、

訪問するな、声をかけるな、面接するな

と言われた時代もあったけど、そうする

と、希望を持てない人とか永遠に関わら

なくなってしまうっていうのがあるんで

すね。でも、とにかく関わりが、ちょっ

とこっち側来てみない？しぶとくやるっ

ていう中で、もしかすると安心できるこ

とも、できてくるかなーと思ったりしま

す。では渡邊さんに代わります。

渡邊さん：ありがとうございます。自分
が感じてきたことなんですけど、なんか

物理的なものをもすごく加わってきて、

ちっちゃい頃から恋愛をしても、24 時間、

四六時中、自分を見ていることが唯一、

愛されてるって思ったり、勝つこととか

強い事とか、世の中に条件が満たされた

人にゲージが回るっていう思いしかな

かったので、普段ジョブとかにまあいっ

ているんですけど、どこの誰でもない、

どなたでも手助けしてくれるっていうと

ころに、条件がある中での関係性ってい

うか、その中で、お金かかってもしょう

がない、お医者さんに診てもらう。ある

程度、整ってきたら、それがちゃんと受

け入れられるんですけど、なんかそれじゃ

嫌になる。そのお医者さんにとって、特

別な人にならないと関係性が安心できな

い。逆に依存症の人たちと関わる中で、

手合わせしてくれる人なら誰でも良い、

条件はあると思うんですけど、そんな中

で沢山やってくれたことがあるなんか振

り返ると自分には友達か友達じゃないか

という条件があって決めているものと、

どう考えても友達や彼女じゃないという

関わりの中で、安心というか、条件つけ

ずに、自分が受け入れられているなかで、

ちょっとずつ安心というか、そこですご

い出会いをする必要なく、そのままの自

分でいれる場所というのがあって、今も

必要としているので、仕事終わってから

息抜きの時間は作るようにしています。

質問者：ありがとうございます。
（ファシリテーター）及川：ありがとうご
ざいます。
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松本先生：Bブロックの Aの話を僕がす
る立場にはないと思うんですけど、Aの

メンバーがしなければいけないとは思う

んですが、これは解説ではなく今の質問

を受けて自分で考えたことを話しますね。

確かに依存症の背景に性の問題もあった

りするし、酒や薬が止まった後に、性的

逸脱になったりあるいは逆に性的不能に

なったりする人もいます。それからあと

実は性的に逸脱している人たちも性欲に

狩られてというわけではなくて、強烈な

寂しさみたいなものを持っている人も中

にはいるし、本人がどこまで自覚してい

るか分からないけれど自分が思いこんで

たものとは違う性的なオリエンテーショ

ンを実は持っていたりしてでもそれが実

は否認されててずっと酒や薬にハマって

いる中で出てくる人もいます。ただ、ま

あ全員が全員というわけでもないなあと

そんな風に思っています。

（ファシリテーター）及川：ありがとうご
ざいます。安心できる場、という自立す

る中でのお話し、中西さんいかがでしょ

うか。

中西さん：そうですね、基本的には同じ
立場の人同士は何も言わなくても通じて

いる感じはあるんです。我々が心がけて

いるというか自然になんですが、信じら

れると思う事というかそういう気持ちが

自然に湧いてきて、好きになるというの

かな。好きになるというのが私としては

大事なんじゃないかなと思います。それ

で安心できるといいなとそういうことに

なるんじゃないかと思っています。

（ファシリテーター）及川：はい、ありが
とうございます。

質問者：渡邊さん、松本先生に質問があ
ります。私自身依存症ですが、日々この

ような被差別疾患の当事者が顔を出し、

名前を出して公の場に出て声をあげるこ

とについてお二方の見解を聴きたいと思

います。よろしくお願いします。

（ファシリテーター）及川：はい、ご質問
ありがとうございます。

渡邊さん：ありがとうございます。自分
は偏見とか差別とか楽しむのが好きなの

が一つと、一つの社会参加みたいだなと

思っています。さっき言った関係性の話

でしたかもしれないですけど、医療者と

患者とか受刑者と喧嘩とかそういう中で

しか生きてきていなくて、そういう繋が

りしかないという中で、色んな人と出会

えたり、関わっていく、自分も知らない

人達の中で一緒に関わっていきたいとい

う思いがまずあります。リカバリ―パレー

ド大阪、関西でやっているんですけれど

も、今回薬を止めてもらってるんですけ

れども、本当にその時上手いこともう一

回精神科と繋がったりとか世話の方母親

が協力してくれて、それ以降使えるよう

になったりとか、その中で非常に沢山、

役所の方に出してくれたりとか、そうい

う協力とか手助けがあって、たまたまレー

ルを敷いてくれた上にちょっとヤンキー

になった自分が乗れて、うまいこと進ん

でいったと思っているんです。で、今ま

でそういうのがなかったかっていうと、

あった時もあったんですけど、結構精神

科とかでも君の病気はわからないとか、

精神科やソーシャルワーカーに敬遠され

る中で、だけど支援というか手助けがあっ

て、良くなるっていうのはわかってほし

いし、自分は特別すごくいいのではない

かと僕はそう思った時に、誰しもが道が

開かれてほしいという気持ちがあるんで、

まずは実物を見てもらうのが大事かなと

思います。ありがとうございました。

松本先生：我々が偏見問題を恐れたり、
嫌悪したりするのは知らないからだと思

うんですよ。無知ゆえだと思うんですね。

精神科医療関係者の中にも依存症や薬物

に対して凄くネガティブな印象を持って

いる方も多いです。正直言えば私も最初

からそうだったわけではありません最初

はジャンケンに負けて専門病院に行かさ

れて目の前が真っ暗になって俺のキャリ

アが全て終わったと思った時もあります。

生の依存症の人達を見たり、こんな酷い

人達が回復していくんだということを感

じたり、患者さんが目の前で無理やり連

れていかれてしまったりそういうケース

もすごくあったりだとか、僕もかつて色

んな偏見を持っていたと思います。例え

ば、ＨＩＶ感染者とか性的マイノリティ

の人達とか色々な見たこともなくてなん

なんだろうやばそうだなと思っていたん

だけども、沢山会って交流する中で自分

の中ですげーないいなと思うようになっ

たりもするんです。要するに今の依存症

に対するバッシングは中身が合ってない

んですよ。当事者達がどんどんどんどん

色々発信していって交流していって欲し

いし、薬物事件で捕まった著名人にも是

非カミングアウトとかしてもらいたいな

と思っています。先ほどの話の描写って、

もしも自分の友達や身内が同じような病

気で苦しんだことのある人がいたら、あ

あいう描写はできないと思うんですよ。

未知であるがゆえにああいう無責任なこ

とができる。皆が隣人として依存症のこ

とを受け止められる社会にしていく。普

通の人達から依存症の方達に近づいてく

れそうもないので、本当に申し訳ないん

だけれども、依存症の方達は、勇気を出

して入って行って欲しいし、我々援助者

も後押しはできる限りしたいという風に

思っています。

（ファシリテーター）及川：はい、ありが
とうございます。

質問者：こんにちは。松本先生に質問が
あるんですけど、私はギャンブル依存症

と薬物依存症と統合失調症でとあるデイ

ケアに通っているのですが、通い始めて

から少しずつ経つにつれて、患者さん達

が依存症を紛らわすためにスマホゲーム、

僕も熱中しているんですが、今スマホ依

存というのが流行っているらしくて、で

皆さん対策としてスマートフォンのゲー

ムをやってストッパーをしてスリープし

ながら止めてるみたいなんですけど、松

本先生の見解からしてその対策はどうな

のかなというのをご意見お聞かせ願いた

いと思います。よろしくお願いします。

松本先生：はい、ご質問ありがとうござ
います。もしかするとフロアの方も気づ

いたかもしれませんが、しょっちゅうス

マホを弄っています。そういう意味では

僕もスマホ依存なので人の事を言えない
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なあとは思っています。スマートフォン

が使えるか否かで得られる情報が全然

違ってくるというか、少年院に行ってる

んですけど、少年院の子達に今スマホは

バリバリに使えるようになれといつも

言ってるくらいなんです。それはまあ一

般論。問題はギャンブル依存症からの回

復でギャンブルの衝動を紛らわせるため

に、スマートフォンのゲームが果たして

いいのかどうかということですよね。実

はこれはさっき言ったのと 180 度違って

きて、僕が経験してきた中ではギャンブ

ル依存症の人達がギャンブル依存症をス

リープするきっかけにスマートフォンの

ゲームとかオンラインゲームとか、アー

ケードゲームとかゲームセンターのゲー

ムとか、きっかけになっちゃった人も多

くて、あんまりいい方向ではないような

気もしたりしています。ただうまくいっ

ている人もいるかもしれないから、一概

にダメとは言えない。しばらくそれでやっ

てみて本当に自分にそれが合っているか

どうかきちんと振り返る事をしていただ

ければと思います。

（ファシリテーター）及川：はい、ありが
とうございます。それではまだ質問は尽

きないところかと思うんですけれども、

時間もありますのでここで本シンポジウ

ムの本題として、依存症のメカニズムを

知ったうえで地域の生活支援にどう反映

させるか、どう活かすことができるのか

というところを各シンポジストの皆様に

お聞きしたいと思います。まず松本先生

と渡邊さん専門職としての立場、当事者

としての立場から、回復しやすい地域社

会を作る下準備、何をどこから一歩、始

めていけばいいのかということをお聞き

できればと思っています。専門職の方も

さることながら、当事者、家族が当事者

の方もいらしております。皆様方絶対依

存症に関わりたくないという方はここに

はいらっしゃらないと思います。ただ、

関わるにあたって、何をどうしたらいい

んだろう。そこがわからないから一歩踏

み出せないところが多いかなという風に

感じている次第です。そんな方々に対し

てこうすれば一歩踏み出す事ができるの

ではないかという示唆を頂ければと思い

ます。それを踏まえた上で、江戸川区に

在籍している地域の一人として何ができ

るのか何をしていけばいいのかというと

ころを松本先生と渡邊さんの話の後に藤

田さんと中西さんにお聞きできればなと

思っています。松本先生からまずお願い

致します。

松本先生：はい一般の人にお願いしたい
ことですね。嫌いにならないでください

とか、反対運動をしないでくださいとか、

多分それは今までのところないので温か

く受け入れてもらえているのかなと思っ

ています。もし機会があれば施設の見学

なんかに来ていただいて、職員や利用者

と話していただければと思っています。

もしかすると施設や利用者の側から少し

歩み寄らなければならない所もあるのか

なと思っています。例えば地域の行事と

か、お祭りとか利用者共々参加して、是

非地域の方達に温かく迎えていただくと

いう形で進めていければいいかなと思っ

ています。

渡邊さん：自分はあんまり知らないです
けど、リカバリハウスいちごが 20 年くら

い前に大阪で始まった時にはアルコール

依存症とか薬物依存症とかの酒とか薬を

取るだけではなくて、地域でできる生活

をしていく人として周りが関わっていっ

たりして支援が始まったと聞いています。

で、今いちごとして色々芝刈りとか特別

養護老人ホームの中で物流の補助とか食

器を洗ったりとか地域の自転車の調節と

かするんですけど、そこで支援の方とい

うか普通のアルコール依存症と元々接点

がなかった人達も協力してくれて、少し

の工賃貰える仕事を頼んでくれたりする

中で、それぞれがお酒を止めたり薬を止

めたりする中で何かしたいとか、目標を

持って生きていきたいとかなったときに、

一緒にやっていく。まずアルコール依存

症とか薬物依存症の人まあ一人ではしん

どい、自分も少し飲んだりもするんです

けど、それを持ちながらそんな中にも回

復できるというかそういうものがあると

確信を持って大変な人と向き合って貰え

たら、アルコールや薬物依存の人と向き

合ってもらえたら嬉しいなというか、色々

な人と関わる中でその人自身の中で、や

りたい事とか、得意な事とか役割みたい

なものを持ければ、というより一緒に作っ

て行ってもらえるとありがたいと思いま

す。どうもありがとうございます。

（ファシリテーター）及川：ありがとうご
ざいます。では、これを踏まえて地域の

人々として何ができるのかという視点か

ら藤田さんと中西さんに少しずつお聞き

できればと思います。

藤田さん：地域の方達と一緒に考えてい
ける機会があればと思うんですけど、中々

具体的にどういうことがあるかというと

ないんですけれども、まずは近くの方で

お困りの方がいるとか、なんか最近見か

けないなとか何か心配な方がいたら声を

かけて頂いたり、是非サポートセンター

の方にこういう方がいて進路相談だとか

心配なんでとか一緒に相談に来て頂ける

と助かるかなと思います。先ほどもお伝

えしたように、依存症の方のご相談はま

だまだ数が少ないので、なかなかこちら

も相談できますよとかいう普及啓発とか

はまだまだだなと思っているんですけれ

ども、地域の方の力を借りて、そのため

に私たち保健師、行政というところで、

安心して相談を勇気を持ってしてきてく

れる方もいると思うので、頑張って相談

のお電話なんかをしてきた方達について

は、こちらは本当にその気持ちを忘れず

に、せっかくこちらの方を思い出して相

談してくれたんだということで、相談に

来てくれた方達にも、傷つけることのな

いように理解しながら、一緒に、いきな

りというのは難しいと思うんですけれど

も、一緒に考えていくように心がけてい

きたいなと思っています。

中西さん：私もそういった形で大事に
キャッチすれば回復できると思いますし、

本人の中でもあるんですが、こちらから

来なかったらお願いしてみるとかですね、

彼らに積極的に関わって、意思疎通とか

繋がりが作れたらいいなと思っています。

そういった中で渡邊さんも仰ったように

仕事ってすごく大事だなというのが法人

全体の方針でありまして、今司会をして
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いた塚本も A型の管理をしていたりする

んですが、失敗してもいいかなと仕事に

繋がるとか自分の役割とか自信に繋がる

ようなそういった事も何かできないかな

と思っているところで、できたらそういっ

たものに繋げていきたいなと思っていま

す。

（ファシリテーター）及川：はい、ありが
とうございます。このディスカッション

の時間一度このような形で閉じたいと思

います。依存症の方達自身を考えるに当

たりまして、松本先生のようなスペシャ

リストを地域に一人輩出すればこのよう

な事例が解決するわけではないと考えて

います。スーパーマンを養成するのでは

なくて、スーパーマンがいなくても、な

んだかんだ地域の中で問題は起きても、

大きな問題にはならずに、小さな中で解

決していく。依存症の方がなんだかんだ

生活できる社会というものが一番松本先

生のお話にもあった回復しやすい地域社

会なのかなと思います。そんな風に今日

ここにお越しいただいた皆様方と一緒に

協力体制をとりながら一つ一つできるこ

とをやっていく、地域社会を作っていく

一つの方法かなと思いますので、是非こ

の場限りの繋がりではなくて、この場を

通してもっともっと繋がっていけるよう

なネットワークを作って行ければと思い

ます。松本先生及びシンポジストの皆さ

まありがとうございました。

（司会）塚本：ありがとうございました。
今回はここで終了させて頂きます。

考えていますか。

A．（渡邊）自分もその立場なわけですが、
当事者本人としては、社会参加の一つと

とらえています。医療職以外の人とかか

わる経験が少なかったので社会復帰の

きっかけのひとつになっています。まず

は実物を見てもらうことは意味があると

思います。

（松本）偏見は未知ゆえに生まれます。見
たことがないからネガティブなイメージ

になる。まずは隣人として接するために

は実際の人として触れ合う機会が大切で

す。ただ、実際の社会は、一般の人から

近づいてきてくれることはありません。

もしそうなのであれば当事者のほうから

一歩歩み寄ってそういった場を設けるこ

と自体は悪いことではないのではないで

しょうか。

Q.（支援者）回復しやすい社会をつくる
にはまず一歩として何が必要だと思いま

すか。

A.（松本）薬物反対！！（依存症回復グルー

プの設立反対！）という立て看板をしな

いでほしい。とにかく嫌わないでほしい。

まずは施設の見学に来てもらえたらよい

のだけど、そうもいかないので、施設の

ほうから地域の行事に参加するなどして

交流を図ることが必要だと思う。

（渡邊）施設の活動自体を地域からもらっ
てくるようにしています。施設の活動に

地域（社会）の人がかかわってくれるこ

とが大切です。回復できると信じてほし

いです。役割を与えてください。やりた

いことや得意なことを見てください。

Q.（地域住民）地域の一人として何がで
きますか？

A.（藤田）困ったことがあれば保健所も
協力できます。サポートセンターと連動

して地域の方とともに動きを作っていき

たいです。電話をかけてきてくれた方に

感謝するようにしています。

（中西）自分のほうから連絡をしてみるこ
とも有効です。仕事があることも大事な

ことです。

Q.（弁護士）渡邊さんへの質問です。（お
酒を）“飲んではダメと言ってしまうこと

への違和感について” もう少し詳しくお

聞かせください。

A.（渡邊）何を根拠にダメというのか、
そして他人に対して何かを制限する権利

が自分にあるのか、ということを考えま

す。自分は楽しいことでその人にかかわ

るようにしています。

Q.（大学教員、刑務所職員）安心して人
に依存できるためにできることは何だと

思いますか？

A.（松本）一人の人間として尊重するこ
とです。決めつけないこと、「さん」付け

で呼ぶことなど、細かいことです。

（渡邊）条件付きの受け入れではなく、存
在を受け入れることを実感することだと

思います。勝つことや強いことが偉いわ

けでもなく、24 時間見ていることが愛さ

れていることでもない。

（中西）好きなこと、を一緒におこなって
いくことで時間を共有することだと思い

ます。

Q.（AAスタッフ）依存症の問題と性の問
題とどう関係あると思いますか。

A.性の逸脱、または性の不能の問題につ

いては、強烈なさみしさが背景にある点

で共通しているように思います。依存症

の問題を抱える人が全員性の問題を抱え

ているわけではありません。

Q.（当事者）普及啓発の際に、当事者が
前に出て話すことへの賛否についてどう

18.11.25　シンポジウム　質疑応答要約
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アンケート集計 （有効回答人数66名）

平成３０年１1⽉２5⽇（⽕）13:30〜15:30

会場︓グリーンパレス ホール
 特定非営利活動法人 東京ソテリア 事務局 

 国立精神 ・ 神経医療研究センター 精神保健研究所 薬物依存研究部 部長

同センター病院薬物依存症治療センター センター長

「依存症のメカニズムを知り生活支援に生かす」

講師 松本 俊彦先生

参加者 101 名
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Q1 参加者情報 住所
1 東京都(江⼾川区内) 13
2 東京都(江⼾川区外) 30
3 その他（具体的に） 23

※「その他」について
・千葉県          11名
・神奈川県         5名
・埼玉県         3名（内、職場が都内1名）
・福島県         2名
・和歌山県      1名
・沖縄県         1名

Q2 参加者情報 当事者との関係
1 当事者(自分) 5
2 家族 6
3 支援者 38
4 友人・知人 4
5 関係はない 12
6 その他(具体的に) 3

※「その他」について
・チャイルドライン
・弁護士
・かつて、精神保健福祉センターAL本人、
 家族ミーティングを⾏っていた。
・直接的に支援はしていないが福会福祉士と
   精神保健福祉士の資格を持っている、関心がある。

※３・４の重複回答1名 ※3・5の重複回答1名

アンケート集計 （有効回答人数66名）

「依存症のメカニズムを知り生活支援に生かす」

5

6
38

4

12

3

13

30

23

1 / 6 ページ

平成３０年１１月２５日　シンポジウム
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アンケート集計 （有効回答人数66名）

「依存症のメカニズムを知り生活支援に生かす」

Q3  今回のシンポジウムをどのようにして知りましたか︖
1 チラシが送られてきた 21
2 チラシが貼ってあるのを⾒た 3
3 知人・友人の紹介 27
4 その他（具体的に） 17

※「4 その他」について
・TSのメーリングリスト
・勉強会にて
・保健所のミーティング（酒害）
・Facebook
・ソテリアで頂いた
・上司の紹介
・(FACE BOOK)リカバリハウスいちごのわたなべ様
・TSネットでの告知
・職場でチラシが回覧で回ってきた
・支援機関報
・パートタイムのクリニックで情報を⾒て
・前回ソテリアの勉強会
・(FACE BOOK)リカバリハウスいちごのわたなべ様
※1・3の重複回答1名 ※２・3の重複回答1名

Q4 シンポジウムの内容について
1 参考になった 40
2  ↑ 21
3 ふつう 2
4  ↓ 0
5 参考にならなかった 0

※ 未回答3名

Q5  次回以降のシンポジウムについて
1 ぜひ参加したい 32
2  ↑ 24
3 ふつう 8
4  ↓ 0
5 参加したくない 0

※ 未回答2名 

40

21

2

0

0

32

24

8

0

0

21

3

27

17

2 / 6 ページ

平成３０年１１月２５日　シンポジウム
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アンケート集計 （有効回答人数66名）

「依存症のメカニズムを知り生活支援に生かす」

Q6  良くなかったところを書いてください（その①）

・もう少しSMARPPについて詳しくおききしたかったです。 

・支援者へのリクエストもおききしたかったです。

・演者の順番。⾏政の話はさらりとはじめにやった⽅が良い。あるいは内容（事例など）を変えたほうがよい 

・せっかく当事者側に⽴った話で感動したことが冷めてしまう。もったいないです。

・シンポジウムの時間をもう少し⻑くとって頂きたかったです。

・特にない 

・会場も広くて良かった。

・照明 ステージの⽅を明かるく、会場はもう少し暗いほうが良かったです。私の座った席はまぶしかったので

・時間が短かった。

・もう少し時間をかけて、話をききたかったです。

・特にありません。・・・強いて言えばイスが固かったことくらい・・・

・場所が遠かった。休憩が欲しかった。

・良くなかったというか、ごく個人的な話題が出るのであれば、その情報の取り扱いについては事前にアナウンス

 があってもよかったのではないかと思いました。少しつめこんだ感じでかけ足だったのが少し聞いていて疲れました。

・支援者（心理士）が回避・孤独でなくて孤⽴感を持つことは、支援者自⾝「の"仲間"との情報共有の不全からきているのでは︖

 自分だけが理解ある支援者と主観的に思いこんだ対応からくることへの"反省"がまだまだ不⼗分かなと思いました。

 当事者の"問題⾏動"に対して、もぐらたたき状態での対応はやむをえないとおもいますが、

 "展望"を一人だけのものにしている ように感じられました。

 私自⾝のアルコール依存症の人との関わりの経験ですと、ご本人に止めるつもりがなかったので、仕事を継続すること、

 家族に迷惑をかけない限り、無理して止 めさせることはしないで、共に飲むことを継続していました。

 （通院・服薬は継続することは前提です。）愚痴を聴きながら。この⽅は何年か前に胃がん出喪くなりました。

 30年ほどつきあいました。家族とも。
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５．シンポジウム

アンケート集計 （有効回答人数66名）

「依存症のメカニズムを知り生活支援に生かす」

Q6  良くなかったところを書いてください（その②）
・特になし

・特になし。

・地活での支援をもう少し具体的にききたかった。

・地域の事業のお話は確かに必要であると思いますが、事業が概要では「当事者の理解」につながらないとも思います。

 実際の活動を通して当事者の⽅のご苦労なり努⼒なり変化の過程なりを、

 あるいはそこでスタッフの⽅々が何を重視されているのかなどを教えていただけるとありがたいです。

・なし

・地活Ⅰはるえ野の活動について、資料が欲しかった。

・特になし

・江⼾川区相談事業について。酒害と明記せず、依存症や他の名にしたほうが、本人、家族も相談しやすいのでは︖

・先⽣の知識と、地域のどろどろ関わりしている人とのギャップがあったかな・・・それでいいのかなーとも思った。

・パネルディスカッションが単⽅向で短かったのが残念だった

・質問する時間をもっと取って欲しかったです。

・シンポジストの人がそろってからの時間が短すぎた。もう少しシンポジスト同士の議論をききたかった。

・内容がたくさんつまっていたので、整理しきれない⾯があった。（良くないわけではないのですが）

・⾏政の⽅からのお話は、他支援者と温度差の違いを感じてしまいました。

 ありきたりの決まりきったお話はこの場には必要なかったかなと思います。

・休憩時間がなかった。

・特にありませんが、手荷物等を持った状態では席の前後の間隔がやや狭く感じました。
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５．シンポジウム

アンケート集計 （有効回答人数66名）

「依存症のメカニズムを知り生活支援に生かす」

Q７ よかったところを書いてください。（その①）
・実際に依存症だった⽅からの体験談、それを体験しての治療への関わり⽅を聞かせていただきました。

 どのお話もとても勉強になりました。ありがとうございました。

・どのお話もとても勉強になりました。素晴らしいラインナップと思います。ありがとうございました。

・「なんだかんだ⽣きていける地域社会」っていいですね＾-＾

・松本先⽣、渡辺さん、中⻄さんのお話しをきけて、良かったです。とても参考になり、学びになりました。

・松本先⽣、中⻄さん、渡辺さんのお話は、⼤変興味深かった。

・渡辺さん（当事者）のお話がきけたのがとても良かったです。

・質疑応答がとても良かったです

・様々な参加者の話や登壇者の話をきけてよかった。

・当事者の声がきけたことは貴重でした。松本先⽣のお話もわかりやすかったです。

・回復者、医療者、支援機関の人の話が聞けて良かった。特に回復者の人の話は、きける機会が少ないし、心にしみた。

・松本先⽣のお話しや、当事者のお話しがきけた所。

・当事者、支援者の話がきけて 参考になりました。当事者の痛みを理解し、つながることが⼤切だとわかりました。

・⾊々な⽴場から話をきけて、改めてためになりました。かかわり続けること、⾊々なこと、

 ひょいとしたことから安心やきっかけがうまれることの再認識ができてよかったです。

・松本先⽣のお話がわかりやすかった。（医学用語が少ない、スライドに字が少ない、ユーモアがあった・・・etc）

 各職種の人の活動等みえました。

・松本俊彦先⽣の話、楽しくうかがえました ありがとうございますと話す渡邊さんに好感もてました

・当事者の話があったのは良かった。松本先⽣の話、わかりやすいけどずっと同じ

・専門家、当事者の話とシンポジウム、ディスカッションができたこと。

・現場で関わっている人たちのお話しが聞けて良かった。

・様々な⽴場からの話しをきけてとてもよかった。

・区としての取り組みも紹介があったのは良かったと思います。 松本先⽣のお話しが前座としてあったのも良かったです。

・先⽣、当事者、保健師、相談員とそれぞれの⽴場からの話を聞くことが出来てよかったです。とても参考になりました。

・松本先⽣のお話、とても参考になり、渡辺さん当事者だった⽅の貴重な話が聞けて良かった。孤独が原因なのかもしれない。

・①みなさんの⽣の声が聴けたこと ②地域の中での取組の提案、これが⼤切だと思う。

・対人援助を仕事としボランティア団体としても活動をしております。とても参考になりました。

 ありがとうございました

・当事者ご本人さんの問題というだけではない、本来人がもっている心理状況や環境からくる対応としての反応などの事がらを

 改めて認識できていいきかいでした。

・依存症へのかかわりの基本的な考え⽅、松本先⽣の話等と渡辺さんのおはなしは知るを増やす機会となりました。

 ありがとうございました

・全員の話が非常に参考になりました。
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５．シンポジウム

アンケート集計 （有効回答人数66名）

「依存症のメカニズムを知り生活支援に生かす」

Q７ よかったところを書いてください。（その②）
・⽣の声を聞くことができた。ありがとうございました。

・お話の１つ１つがとても勉強になりました。ありがとうございました︕︕

・松本先⽣や渡辺さんの話が非常に詳しく、分かりやすかった。また、藤⽥さんや中⻄さんの地域のとりくみも明りょうで良かったです。

・当事者の⽅の話をうかがえたことが特に⼤きかったです（松本先⽣のご著書は何冊か拝読していましたので）

 その内容を改めて思いおこしました。

・当事者の⽅のお話は興味深かったです。ディスカッションが⾯白かったです。

・会場の⽅とのやり取りが興味深く、勉強になりました。もう少し時間があれば良かったです。

・特に当事者の⽅の勇気あるお言葉に感動しました。他の先⽣⽅のお言葉も非常にためになりました。

・アディクションになる人、ならない人の違いは何だろうとずっと思っていたので

 （適度に楽しめば楽しみになる⽇常的なことも沢山あるから）

 その根底にあるものが分かり易く学べたよい機会でした。ありがとうございました。

・薬物について、いろんな人の話をきくのはとても勉強になります。ありがとうございました。

・当事者の声が聞けたこと。

・休憩なしでもテンポよく進⾏されているのはよかった。

・江⼾川区の取組みを知れたこと。

・松本先⽣のクリアの話、再勉強になりました。渡辺さんの話、よく考えて言葉にしていると思った。

 また地域で試⾏ 錯誤しながら関わってることが伝った。

・当事者の⽅の体験や回復のプロセスが聴けたことがよかったです。会場との質疑が早い段階であったこと

・ディスカッションでていねいに回答されていた。

・お一人お一人の講義もちょうどよく全体的にまとまっておりました。無料でこの内容は⼤変よかったです。

・AL依・薬物依より回復された当事者の⽅のお話、また、松本⽒のお話

・専門家の話にプラスに当事者の話も伺えたのがとてもよかった。

・当事者の⽅の話も、とても参考になりました。ありがとうございました。

・それぞれ⽴場の異なるシンポジストの話を聞けてよかったです。

・職種のバランスがよかったと思う。ありがとうございました

・やはり当事者の話には⼒があります。いかにしてここまでリカバリーできたのか、もう少し⻑い時間かけて詳しくききたい話でした。

 とてもすばらしいシンポジウムありがとうございました。

・⾊々な⽴場の⽅の話が聞けた。

・かたくるしくなくて、敷居が低く、リラックスして参加できた。当事者・支援者の⾒解を聞けてよかった。楽しかった。

・一言の誉め言葉が人⽣を変える時があるらしい

・様々な⽴場の登壇者がいた点

・実際に現場に関わる様々な人の話を聞くことができた。

・⾊々な⽴場の⽅の話が聞けた。

・かたくるしくなくて、敷居が低く、リラックスして参加できた。当事者・支援者の⾒解を聞けてよかった。楽しかった。

・一言の誉め言葉が人⽣を変える時があるらしい

・様々な⽴場の登壇者がいた点

・実際に現場に関わる様々な人の話を聞くことができた。
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６． 運営委員会
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６．運営委員会

平成３０年度WAM事業予定表 

 
主 な 事 業 等 

４月 
●モデル事業 B 

５月  

６月 
●６月２８日（木）13：30～15：00 モデル事業 A 心理教育１回目 

  ６月１８日（月）19：00～20：30 第一回運営委員会 

７月 

●７月１５日（日） SMARPP スタート以降毎週日曜日 

 

８月  

９月  

１０月 

１０月２３日（火）18：30～20：30 

物質依存症患者への支援に関する講習会実施（講師：松本俊彦先生） 

          地域活動支援センターはるえ野 交流室  （40 名） 

１１月 

１１月２５日（土）13：30～15：30 

物質依存症患者の居住定着促進にかかるシンポジウム実施（講師：松本俊彦先生） 

           グリーンパレス ホール （200 名） 

１２月  

１月  

２月  

３月 

３月１９日（火）18：30～20：30 

物質依存症患者への支援に関する講習会実施（講師：松本俊彦先生） 

地域活動支援センターはるえ野 交流室  （40 名） 

成果報告書作成提出 
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６．運営委員会

2018 年 6 月 18 日 
平成３０年度福祉医療機構社会福祉振興助成事業 
「薬物依存を中心とした物質依存症患者の自立生活と居住定着の促進のためのモデル開発事業」 
第一回運営委員会 

特定非営利活動法人 東京ソテリア 

2018 年 6 月 18 日（月）19：00〜20：30 
グリーンパレス 集会室 303 （東京都江⼾川区松島 1 丁目 38-1） 
 
１．委員紹介 
 
２．本事業の必要性について 
・居住系サービスより 
 
 
・日中活動系サービスより 
 
 
３．本事業の全体像について 
・心理教育／居住定着支援 
 
・支援者向け講習会 
 
・普及啓発のシンポジウム 
 
・社会資源調査／国際比較 
 
・新たな地域支援システムの開発 
 
４．本事業の進捗状況 
・モデル事業 A 
 
・モデル事業 B 
 
５．意見交換 
 
 
 

第一回運営委員会　次第
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６．運営委員会

2018 年 6 月 18 日 
平成３０年度福祉医療機構社会福祉振興助成事業 
「薬物依存を中心とした物質依存症患者の自立生活と居住定着の促進のためのモデル開発事業」 
第一回運営委員会 

特定非営利活動法人 東京ソテリア 

2018 年 6 月 18 日（月）19：00〜20：30 
グリーンパレス 集会室 303 （東京都江⼾川区松島 1 丁目 38-1） 
 
１．委員紹介 
江⼾川区の特性 
―薬物依存・アルコール依存多い 
―出所して家がない方はいるものの、住宅がない方は少ない 
―榎本クリニックとの問題が取りざたされた 
 
嘘をつくことが結構多い 
―医療機関にアルコールを飲んでくる 
 
怒りのコントロールが課題 
 
援護課 
―江⼾川区と榎本クリニックとの関係⇒榎本クリニックにしか頼るところがなかった 
ゲストハウス⇒病院⇒抗酒剤 いまはゲストハウスではなくつなぐようにしている 
―⻑い時間過ごす場所必要 
 
法制度の中での取り扱い 
―刑の一部執行猶予制度 
 
２．本事業の必要性について 
・居住系サービスより 
―統合失調症との重複 
―やめることの支援を受けてきたもののやめきれず、GH につながるケース多い 
―自分を大切にする感覚が少ない⇒関係性が成立しにくい 
―ホームヘルプにつながったあとも支援が継続しない 
 
・日中活動系サービスより 
―アパートに一人暮らしをするところで抵抗にあう⇒隔離された環境での処遇へ向かう傾向あり 
―家族とのつながりが破綻している 

第一回運営委員会　議事録
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６．運営委員会

―支援機関少ない 
―アルコール依存は多い 
―薬物依存はセンターへの通所より、ひきこもり会などの小グループのほうが参加してくれる 
―支援にのりづらい 
―支援の構築の仕方が分からない 
―ケース少ない？⇒スクリーニングすると実際の数はもっと多いかも 
―就労してお金を得てしまうと再燃する。再度自己内省へのかかわりが必要 
 
・訪問看護 
―暇になってしまうと良くない 
―⻑期休みやさみしい時に 
 
３．本事業の全体像について 
・心理教育／居住定着支援 
 
・支援者向け講習会 
 
・普及啓発のシンポジウム 
―刑罰ではなく、再使用にこだわらない治療 
―SMARPP 
 
・社会資源調査／国際比較 
―江⼾川区に住んでいる対象者はどのような資源につながっているのか 
―イタリアボローニャ・スイスチューリッヒ（覚せい剤多い）との比較 
イタリア：区⺠センターのような敷居の低い場所での心理教育 
イタリア：注射器を配る⇒批判するのではなく、来てくれたことを歓迎する 
日本：覚せい剤は通報義務なし 
   最初の一歩が扱いにくい 
 
・新たな地域支援システムの開発 
―ネットワークを構築可能だったのか、必要だったのかを報告 
 ⇒ワンストップサービスが必要なのでは？ 

⇒地域活動支援センターが担えるか（その場合、どのようなことがセンターに必要なのか） 
 
 

〇ばらばらに動くのではなくこれらが有機的に結びついていくと良い 
〇薬物やめてから７年経っていても、フラッシュバックあり⇒支援の難しさを感じる 
〇生活保護担当者のトレーニングない⇒バーンアウト多い 
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６．運営委員会

 
４．本事業の進捗状況 
・モデル事業 A 
SMARPP の紹介（罰しても回復せず） 
⇒チェックインの重要性・おしつけの教育ではなくともに読み合せる形式・理解度の振り返り 
精神保健センターへの見学を実施 
センター病院から SV うける 
区）24 回で効果出るのか？⇒参加者のつながりも生まれ、エンドレスでおこなう 
委員）病院の中では治療がありきでプログラムがあるが、地域で行う場合には同意がどのようになされ
ていくのか。たとえば、使用に関しては除外しないものの、ほかのひとに勧めたら排除するなどの規約は
つくるのか。また前後の時間に薬の受け渡しがあった場合にどうするかなど 
⇒グループは終了でも、ケースとしてはつながる 
⇒区でのプログラムからも工夫を学ぶ 
委員）来なくなったら終わりなのか⇒電話してつながる 
委員）カレー（食事）とのセットについては独自の工夫か 
⇒ひきこもり会の実績を踏まえ食事とセットの継続利用に関しての有効性を感じている 
委員）ほかの利用者（患者）を傷つける人は排除を検討しても良いのではないか 
 
アウトカムは： 継続的にかかわっていくことで本人が ADL 面での改善を目指せる。 
        スタッフの力が付く。 
委員⻑）１年間を通して利用者および支援者にフィードバックを求めてほしい 
 
・モデル事業 B⇒講習会およびシンポジウム 
 
 
５．意見交換 
・１年で終わらないように（区⇒ソテリア） 
・ケースを紹介してほしい⇒実績をためていく（ソテリア⇒区） 
・SMARPP グループを当事者に紹介してほしい（ソテリア⇒区） 
・シンポジウム等への広報をお願いしたい（ソテリア⇒区） 
・区のプログラムや相談会の見学がしたい（ソテリア⇒区） 
 
・グループの構成にこの会議が有益だった（熊地） 
・文献調査社会資源調査（佐瀬） 
・挑戦する気持ち素晴らしい（区） 
・できることを協力する（村上）⇒医療中断者の受け入れを依頼 
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平成 30 年 6 月 18 日 

平成３０年度福祉医療機構社会福祉振興助成事業 

「薬物依存を中心とした物質依存症患者の自立生活と居住定着の促進のためのモデル開発事業」 

 

第一回運営委員会出席者名簿（順不同） 

 

 熊地 美枝 学校法人 日本赤十字学園 

日本赤十字秋田看護大学 看護学部 大学院看護学研究科 看護学専攻 

精神看護専門看護師 

 

 

 

 佐々木 奈都記 株式会社 アクセライト  欠席 

 佐瀬 満雄 東京大学大学院 医学系研究科 健康科学・看護学専攻 

精神看護分野 

 

 園 環樹 株式会社 シロシベ 代表取締役 欠席 

○ 野口 博文 東京ソテリア 代表理事  

 久永 文恵 認定 NPO 法人 地域精神保健福祉機構・コンボ 欠席 

 村上 健 医療法人社団二誠会 村上医院 院長  

     

 小林 義明 江戸川区健康部保健予防課 精神保健係 精神保健係長  

  中央健康サポートセンター 依存症グループご担当 欠席 

    

 中西 章子 東京ソテリア 地域活動支援センターはるえ野  

 松本 直之 東京ソテリア 地域活動支援センターはるえ野  

 永武 まさ子 東京ソテリア グループホーム 東京ソテリアハウス  

 及川 博文 東京ソテリア グループホーム 東京ソテリアハウス 欠席 

 柳 槙哉 東京ソテリア グループホーム ふれにあ本舗  

 

 

事務局 

塚本さやか 

 

NPO 法人 東京ソテリア 

 

 

第一回運営委員会出席者名簿
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平成３０年度福祉医療機構社会福祉振興助成事業 
「薬物依存を中心とした物質依存症患者の自立生活と居住定着の促進のためのモデル開発事業」 

特定非営利活動法人 東京ソテリア 

 
第二回運営委員会 
 
日 時 2018 年 9 月 10 日（月）19：00〜20：30 
場 所 タワーホール船堀 応接会議室（東京都江⼾川区船堀 4-1-1） 
出席者（予定） 

熊地 美枝    日本赤十字秋田看護大学看護学部 精神看護専門看護師 
小林 義明    江⼾川保健所精神保健係 精神保健係 
佐々木 奈都記  株式会社アクセライト     ※欠席 
佐瀬 満雄    東京大学大学院 医学系研究科  院生 
園 環樹     株式会社シロシベ 

〇野口 博文    東京ソテリア 
久永 文恵    地域精神保健福祉機構・コンボ 
村上 健     村上医院 
事務局（東京ソテリア） 

中⻄ 章子・中島 健二・海老名 直也・柳 槙哉・塚本 さやか 
議 題 1．報告 

1）事業の進捗 
① モデル事業 A 
② モデル事業 B 
 

2）事業の効果等について 
① 居住系サービスより 
② 日中活動系サービスより 

 
2．検討 
1）事業の進行等について 

① 心理教育 
② 居住定着支援 
③ 支援者向け講習会   10 月 23 日（火）／3 月 15 日（金） 
④ 普及啓発シンポジウム 11 月 25 日（日） 

 
2）その他 

・ 社会資源調査／国際比較 
・ 新たな地域支援システムの開発 

 
3）意見交換 

 

第二回運営委員会　次第
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第二回運営委員会 
 
日 時 2018 年 9 月 10 日（月）19：00〜20：30 
場 所 タワーホール船堀 応接会議室（東京都江⼾川区船堀 4-1-1） 
出席者（予定） 

熊地 美枝    日本赤十字秋田看護大学看護学部 精神看護専門看護師 
・統合失調症と依存症の重複の方の支援の経験について 

小林 義明    江⼾川保健所精神保健係 精神保健係 
佐々木 奈都記  株式会社アクセライト     ※欠席 
佐瀬 満雄    東京大学大学院 医学系研究科  院生 

・NA について。12 ステップについて。 
園 環樹     株式会社シロシベ 

〇野口 博文    東京ソテリア 
久永 文恵    地域精神保健福祉機構・コンボ 
村上 健     村上医院 
事務局（東京ソテリア） 

中⻄ 章子・中島 健二・海老名 直也・柳 槙哉・永武 まさ子・塚本 さやか 
・中島・・・学校現場と医療とのつなぎの重要性。先生が面倒なところに力を入れられない現状。 

 
議 題 1．報告 

1）事業の進捗 
① モデル事業 A 

参加人数が気になる。しかし質は良い。実際の効果につながってきて、話す場になってきている。入院
者が退院してきたら参加者が増えると思われる。 
実人数５名。ほかの SMARPP 人数は医療と連携しているため治療的に強制。当事業はモチベーション維
持の工夫が必要。カレー（食事）提供がモチベーション維持になっている。お休みした人には声掛けの
メールをしている（メールは現在中⻄対応している）。スタッフ研修も予定している。 
薬物依存とアルコール依存に限定しているが、たまーぷではギャンブル依存との重複もあるのでギャン
ブル依存も含めているとのこと。知的な診断がある場合、「SMARPP は難しい」と言われている方もい
る。 
医療の現場では、医療の場で本人は依存の問題は話さないことが多い。実態の把握の難しさ。 
※診断名の限定について検討。枠組みをどう広げていけるかを検討。 

 
② モデル事業 B 

個別のケースワークは通常事業との区分けが難しい。個別のケースワーク自体は動いている。 
 

2）事業の効果等について 
① 居住系サービスより 

第二回運営委員会　議事録
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１名卒業生。居住系 HH 利用。ご本人の体調により参加が伸びていることがある。 
参加すると役割が持てるという期待感もある。 

② 日中活動系サービスより 
B 型参加者１名。参加して良いかどうかの判断でストップがかかることがある。説明して理解していた
だく必要あり。ほかの事業所で依存症のことを開示しているかの確認がとれないとなかなかつながりが
持てない。 
物質依存の部分が主訴でない場合は支援会議で扱いにくい。 
覚せい剤使ってしまったんだけれども・・・という情報があった場合には、主治医やほかの連携機関に
は、本人に働きかけて主治医に話そうと働きかける方針。 
自傷他害の場合は連携必要。麻薬は通報必要。覚せい剤の場合、独立行政法人は黙っていても問題にな
らないが、国家公務員は通報義務アリ。法律が異なるため。治療場面で話されたことは外には持ち出さ
ないが、医療機関の共有について包括同意はとっている。 

 
2．検討 
1）事業の進行等について 

① 心理教育 
・診断の有無を要検討。ギャンブルの方が覚せい剤のことを覚えてしまったりというリスクもある。 
「困難を感じたことがある人」などの枠組み。ギャンブルまでは広げないほうが良いか。 
SMARPP の内容をギャンブルに広げるような読み替えをしていると聞いているのでそこまでは扱えない
のではないか。 
・医療ケアとのつながりなども今年度は入れるのかどうかの整理。まずは法人内という方針で良いか。
ソテリア内で「困難を感じたことがある人」という広がりを持たせていくか。 
・支援者の中で起きていること 
喫煙所などの場で話されることについて扱いを検討。スタッフとして何を強化していくかのかかわりが
重要。 

② 居住定着支援 
・１人単身生活、２人 GH。 
カレンダー使用している。（赤・⻘・⻩⾊）⇒これまでは⻘がほとんど。 
他の SMARPP との違いとして、スタッフと利用者の関係性が違う。 
ここれでは、SMARPP スタッフが居住の支援者でもあるので、今後はその問題についても要件等。 

③ 支援者向け講習会   10 月 23 日（火）／3 月 19 日（火） 
・３例集めて架空事例にしたらどうか 

④ 普及啓発シンポジウム 11 月 25 日（日） 
・シンポジスト検討 

2）その他 
・ 社会資源調査／国際比較 

・社会資源マップ（物質使用障がい） 
・都営住宅はつくらない。空き家を精神障害者に活用していく都の方針。 
・イタリアとの連携 
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・ 新たな地域支援システムの開発 
・行政も試行錯誤。地域包括ケアシステムの構築をどう形にしていくか 
・物質使用障がいの方々が福祉施設を利用する頻度は低い？⇒否認の病理の難しさ 
・育児との連携。⺟親が依存だと、その子供への影響。ネットワーク化していけるかがカギ。 
（イタリアの事例に学ぶ） 
・社会福祉協議会も参画していただけると良いのではないか（権利擁護、虐待防止） 

3）意見交換 
・個々人がつながってこられない方が多いということについて、家族からのつなぎは受けられないか 
⇒SMARPP の中で設けるというよりは、24 回のあとに最後１回家族向けがある。クラフトという家族向
けの会もある。家族が変わるとご本人が変わる。 
 
次回の件 
11 月 25 日（日）10：00〜11：30 グリーンパレス集会室 407 
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平成 30 年 9 月 10 日 

平成３０年度福祉医療機構社会福祉振興助成事業 

「薬物依存を中心とした物質依存症患者の自立生活と居住定着の促進のためのモデル開発事業」 

 

第二回運営委員会出席者名簿（順不同） 

 

 熊地 美枝 学校法人 日本赤十字学園 

日本赤十字秋田看護大学 看護学部 大学院看護学研究科 看護学専攻 

精神看護専門看護師 

 

 

 

 佐々木 奈都記 株式会社 アクセライト  欠席 

 佐瀬 満雄 東京大学大学院 医学系研究科 健康科学・看護学専攻 

精神看護分野 

 

 園 環樹 株式会社 シロシベ 代表取締役  

○ 野口 博文 東京ソテリア 代表理事  

 久永 文恵 認定 NPO 法人 地域精神保健福祉機構・コンボ  

 村上 健 医療法人社団二誠会 村上医院 院長  

     

 小林 義明 江戸川区健康部保健予防課 精神保健係 精神保健係長  

  中央健康サポートセンター 依存症グループご担当 欠席 

    

 中西 章子 東京ソテリア 地域活動支援センターはるえ野  

 中島 健二 東京ソテリア 顧問  

 及川 博文 東京ソテリア グループホーム 東京ソテリアハウス 欠席 

 海老名 直也 東京ソテリア グループホーム ふれにあ本舗  

 柳 槙哉 東京ソテリア グループホーム ふれにあ本舗  

    

 

 

事務局 

塚本さやか 

 

NPO 法人 東京ソテリア 

 

 

第二回運営委員会出席者名簿
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第三回運営委員会 
 
日 時 2018 年 11 月 25 日（日）10：00〜11：30 
場 所 グリーンパレス 集会室 303 （東京都江⼾川区松島 1 丁目 38-1） 
出席者（予定） 

熊地 美枝    日本赤十字秋田看護大学看護学部 精神看護専門看護師 
小林 義明    江⼾川保健所精神保健係 精神保健係 
佐々木 奈都記  株式会社アクセライト          ※欠席 
佐瀬 満雄    東京大学大学院 医学系研究科 大学院生 
園 環樹     株式会社シロシベ            ※欠席 

〇野口 博文    東京ソテリア              ※欠席 
久永 文恵    地域精神保健福祉機構・コンボ 
村上 健     村上医院                ※欠席 
事務局（東京ソテリア） 
中⻄ 章子・中島 健二・及川 博文・⻑⾕川 志帆・朝倉 澄子・永武 まさ子・塚本 さやか 

議 題 1．報告 
1）事業の進捗 

① モデル事業 A 
② モデル事業 B 
 

2）事業の効果等について 
① 居住系サービスより 
② 日中活動系サービスより 

 
2．検討 
1）事業の進行等について 

① 心理教育 
② 居住定着支援 
③ 支援者向け講習会   10 月 23 日（火）振り返り／3 月 15 日（金） 
④ 普及啓発シンポジウム 11 月 25 日（日） 
⑤ 報告書作成について 

 
2）その他 

・ 社会資源調査／国際比較 
・ 新たな地域支援システムの開発 

 
3）意見交換 

 

第三回運営委員会　次第
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第三回運営委員会 
 
日 時 2018 年 11 月 25 日（日）10：00〜11：30 
場 所 グリーンパレス 集会室 303 （東京都江⼾川区松島 1 丁目 38-1） 
出席者（予定） 

熊地 美枝    日本赤十字秋田看護大学看護学部 精神看護専門看護師 
小林 義明    江⼾川保健所精神保健係 精神保健係 
佐々木 奈都記  株式会社アクセライト          ※欠席 
佐瀬 満雄    東京大学大学院 医学系研究科 大学院生 
園 環樹     株式会社シロシベ            ※欠席 

〇野口 博文    東京ソテリア              ※欠席 
久永 文恵    地域精神保健福祉機構・コンボ 
村上 健     村上医院                ※欠席 
事務局（東京ソテリア） 
中⻄ 章子・中島 健二・及川 博文・⻑⾕川 志帆・朝倉 澄子・永武 まさ子・塚本 さやか 

 
議 題 1．報告 

1）事業の進捗 
① モデル事業 A 

・３名で推移。１２回経過した。 
・カレーの効果で交流室に入れるようになってきた。 
・まわりのことばかり気にしていたメンバーが、自分が何が好きなのか検討できるようになってきた。自
分を大事にする感覚につながってきている。 
・人数少ないながらに効果あり。 
・ほかのスタッフもかかわれると良い。 
・例）たばこのやめかた⇒チュッパチャップスで代用 
 

② モデル事業 B 
 

2）事業の効果等について 
① 居住系サービスより 
② 日中活動系サービスより 

 
2．検討 
1）事業の進行等について 

① 心理教育 
⓵診断がついていないけど行為に問題ある人を対象に広げるか 
⇒本人の自己認識の有無がどう影響する？ 
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⇒お酒飲んでしまって笑っている人と、真剣に向き合っている人が一緒の環境にいて大丈夫か 
⇒どうにかやめたいけどやめられない人が対象。それが守られていれば良いのでは。 
 
⓶困りごととして薬物アルコール依存以外の人を対象に広げるか 
⇒GA メインだけど重複の人を対象にするのか、性依存なども対象にするのか⇒根幹の困りごとや背景の
経験の共有は効果的ではないのか 
⇒例）統合失調症のテキストだから鬱の方は対象でないということがないのと同じように、診断名で区切
る必要はないのではないか 
 
⓷ソテリア外の新規の方を対象に広げるか 
⇒インテークなど情報のとりかた、連携の在り方⇒準備をしていく 
 
※たまーぷの見学 12 月 11 日（火）14−16 時 見学に行く 
⇒24 回ではなく割愛の仕方を学ぶ。対象者の広げ方を学ぶ。 
 
※自分が参加したい人が参加して良いのか、主治医としての意見も必要なのか、導入時の流れが知りたい 
⇒医療から STOP されているケースもある 
⇒医療には伝えたほうが良いだろうが、ストップされても本人が希望すれば参加して良いのは？ 
 
 
※プログラムに参加していくことで支援者としての意識として意識的にかかわっていく意識が醸成され
ている 
⇒まず導入。医療機関には SMARPP 担当者とプライマリーで分担もしくは両者で医療機関を訪問。
SMARPP 参加意志を伝える。 
⇒案内チラシの作成⇒援護課に伝達する 
 
※チラシを作成⇒人数を増やす 
参加者の感想を入れる 
 

② 居住定着支援 
③ 支援者向け講習会   10 月 23 日（火）の振り返り／次回実施 3 月 15 日（金） 

【改善点】 
・アンケートにニーズ調査があったらよかった 
・手を挙げて意見を言うのは難しそうな雰囲気 
・一つ一つと対話ができるような内容だとよかった⇒質疑応答の時間がもっとあると良かった 
・実際にかかわっている人と間接的な支援職とでニーズが違うので意見が違うということが起こってい
る 
・出席者名簿があるとよかった 
・シンポジストの発表の間に質問用紙の記入回収をすればよかった 
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・２時間にこだわらなくても間に休憩を入れることを検討 
・席がいっぱいでした 
・事例検討の方法を検討（集まった人が多種多様な場合） 
・SMARPP とは、をしっかり説明 
・場所をはるえ野にした効果のある説明を 
 
【よかった点】 
・自身の課題に向き合えるような内容だった 
・事例にたいして信頼が感じられてよかった 
・支援者の率直さが伝わって良かった 
・事例検討の場で完璧すぎない報告がよかった⇒意見がたくさん出やすかった 
・受け入れてもらえた感じがあった 
 

④ 普及啓発シンポジウム 11 月 25 日（日） 
⑤ 報告書作成について 

・報告書に何をのせるのか 
・医療支援員につなげるか 

 
2）その他 

・ 社会資源調査／国際比較 
・ 新たな地域支援システムの開発 

 
3）意見交換 

 
 
次回候補 ３月１１日（月）１９：００〜 
 



    122

６．運営委員会

 

 

 
第四回運営委員会 
 
日 時 2019 年 3 月 11 日（月）19：00〜20：30 
場 所 グリーンパレス 集会室 404 （東京都江⼾川区松島 1 丁目 38-1） 
出席者（予定） 

熊地 美枝    日本赤十字秋田看護大学看護学部 精神看護専門看護師 
小林 義明    江⼾川保健所精神保健係 精神保健係 
佐々木 奈都記  株式会社アクセライト          ※欠席 
佐瀬 満雄    東京大学大学院 医学系研究科 大学院生 
園 環樹     株式会社シロシベ            ※欠席 

〇野口 博文    東京ソテリア               
久永 文恵    地域精神保健福祉機構・コンボ 
村上 健     村上医院                 
事務局（東京ソテリア） 
中⻄ 章子・及川 博文・塚本 さやか 
 

議 題 1．報告 
1）事業の実施状況 

・モデル事業 A（SMARPP）の現状 
 

2）事業の効果等について 
① 居住系サービスより 
② 日中活動系サービスより 

 
2．検討 
1）事業の進行等について 

・報告書作成について 
※デザイン前の元データの確認をお願いします 

 
2）事業の継続について 

・ SMARPP の継続をおこなうか、実施の効果について等 
 

3）意見交換 
 

第四回運営委員会　次第
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第四回運営委員会 
 
日 時 2019 年 3 月 11 日（月）19：00〜20：30 
場 所 グリーンパレス 集会室 404 （東京都江⼾川区松島 1 丁目 38-1） 
出席者（予定） 

熊地 美枝    日本赤十字秋田看護大学看護学部 精神看護専門看護師 
小林 義明    江⼾川保健所精神保健係 精神保健係 
佐々木 奈都記  株式会社アクセライト          ※欠席 
佐瀬 満雄    東京大学大学院 医学系研究科 大学院生 
園 環樹     株式会社シロシベ            ※欠席 

〇野口 博文    東京ソテリア               
久永 文恵    地域精神保健福祉機構・コンボ 
村上 健     村上医院                 
事務局（東京ソテリア） 
中⻄ 章子・及川 博文・永武まさ子・中島健二・塚本 さやか 
 

議 題 1．報告 
1）事業の実施状況 

・モデル事業 A（SMARPP）の現状 
⇒・参加人数は少人数で推移だったものの、良いチームができた。 

・依存症の理解がない人が多かったが、理解が深まった。 
 ・参加者の関係性の中で仲間意識・内省・理解・開示の深まりも見られた。 
 ・地域からのニーズをもっと拾えるとよかった。 
 ・利用者に生活を楽しむ、感情を表出する、という変化が見られた。 
 ・人とのつながりの中で回復するのだということを実感できた。 
Q.事業当初の計画と比較して、参加頻度や参加人数はどうだったのか？ 
 ・これまでどこにもつながらなかった方が多く参加している。その意義は大きい。 
 ・プログラムをおこなうことでのデメリットやリスクの検討をしながら慎重に進めた１年だった。その 
意味では今は入り口を慎重におこなったことで参加者全員に良い効果が出てきたのではないかと思われ
る。 
 ・カレーの夕食会を導入したことで、ボランティアの参加も図られ、良かったのではないか。 
 
【意見】 
○依存症プログラムのドロップアウト率の高さを考えると、カレー（夕食の提供）の導入効果はあったよ
うに思う。 
⇒・特にお金のなくなる月末は効果的。 
 ・ボランティアの参加により、参加者の人数の閉そく感も緩和されたのではないか。 
 ・交流室の他の利用者やボランティアから「応援されている」という感覚が SMARPP 参加者やスタッ

第四回運営委員会　議事録
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フに伝わってきた。 
 ・カレーのプログラムに参加したいという交流室の利用者も見られた。自然の広がりが生まれたことが
良かった。 
 ・食事の提供とセットのプログラム運営は、地域での実施の象徴のような存在。 
 

2）事業の効果等について 
① 居住系サービスより 

⇒・飲まない自分をどのように継続させてくのかを意識できるようになった。 
 ・地域の社会資源につながる展開につなげられるようになった。 
 ・「依存症」という言葉を多く聞いた１年であった中で、依存症であることを開示していけるようにな
った。悪いことではなく、困っているからプログラムに参加しているという意識になった。他者に関心を
むけられるようになってきていると感じる。 
 

② 日中活動系サービスより 
⇒・計画相談でかかわっているケース、地域での定着につながっていった。 
 ・人とのつながりが生まれてきている。 
 ・引きこもり会との連動もある。 
 
【意見】 
○スタッフがもっと入れ替わりで自主的にかかわれても良かったのではないか 
⇒職員の学びの場にもなるので良いのではないか 
Q.参加したスタッフの中で起きた変化はあるのか？ 
⇒大きな意識改革というわけではないが、生活レベルで何を困っているのかを直に聞くことができると
いうのは意味があった。 
○このプログラムが地域にある意味はあるか？ 
⇒ある。人数をもっと広げられるようにしたほうが良い。 
Q.人数を広げる工夫は？ 
⇒行っていて、実際に面談まで終えている人もいる。 
 興味もあり、行きたいけど、継続して通いはじめるところまでが難しい。 
 もともとつながっている人と、そうではなく新しくつながる人の違いがある。 
Q.依存症ということでつながりにくいということはあるのか（ほかの障害と比べ） 
⇒診断名の違いというより、支援者との関係性の構築度合いの差異があると思う。 
Q.医療から見て、地域のプログラムに参加することの意義はあるのか。 
⇒再発率が高いからこその意味がある。感情が出てきて、それを扱えるようになるかが大事。 
 自分の感情が分からないままに薬物やアルコールに手を出している人が多いので、感情に対して向き
合えることが大切。 
 現状、区内に依存症に対して積極的な医療機関は少ない。豹変する可能性を危惧している可能性も考え
られる。 
Q.感情を扱えるための方法 
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⇒感情を８つの花びらに例えて、大きさで表現。WRAP の活用。自助の力。 
 感情を扱うときには、感情が出てくることで再燃する可能性やリスクを考えておく必要がある。 
⇒SMARPP では、チェックインの時に、表出された出来事や感情をどう扱うかが大事だと捉えやってき
た。 
 
【追加事項】 
○講習会とシンポジウムの効果はどうか 
⇒シンポジウムの・・・普及啓発 
 講習会・・・地域のネットワーク醸成 
Q.同講師の他の講演会では有料でありかつ 400 人集客もある。 
⇒対象者を限定しない。周知も力を入れる。スタンスとして、「一緒に考える」スタンス。ニーズが違う
のではないか。 
 
2．検討 

1）事業の進行等について 
・報告書作成について 
※デザイン前の元データの確認をお願いします 

⇒イタリアの引用は不要ではないか。 
 

 
2）事業の継続について 

・ SMARPP の継続をおこなうか、実施の効果について等 
⇒たまーぷの例。SMARPP とダルクとの連携。当事者がアドバイザー。地域へつなげていくきっかけに
なっていく。 
 
【提案】 
・ぴあスタッフになっていく人ができると良いのではないか。当事者がピアスタッフになることを考え
ていきたい。 
⇒目的は？敷居が低くすることになるのか？ 
⇒見学してきた場所はすべて公的な機関で実施してきた SMARPP。医療者が必ずかかわっている。その
中で行っているものと地域との開催の差異は感じられる。 
 
【どうなっていったら継続がより効果的か】 
・SMARPP は人数が増えること。地域とのつながりが醸成されること。 
⇒なぜ足が向き辛いか、統合失調症の予期不安なのか、依存症の否認なのか。自主的に足が向けられるよ
うになるか、に注力していく。 
・職員が参加できていくにはどうしたらよいか 
⇒自分を見つめていくことになる。スタッフも安心して参加できるようになる枠組みが必要。 
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【行政や医療から】 
・結果ではなく、事業として確立されているか、が大切。 
・事業の継続性が大切。終わるのであればそれに代わるものがあるかどうか。 
・医療は結果を求めている。良くなっていることが見えると良い。 
・医療としては、ダルクにつながっている人は良いほうで、つながっていない人が多い。そういう意味で
もダルク以外の支援窓口があると良い。 
 
⇒SMARPP は継続。そのほかは継続事業実施の予算等にあわせて、検討。 
生活援護課との連携は強化してはどうか。 
 

3）意見交換 
熊地）地域でどうプログラムができていくのか、見ていた。夕食付がどう展開されるのかの効果が実感で
きた。中身の学びだけではない効果やメンバーの力を感じた。 
中島）スタッフの協力はスタートの時点で、報告や段取りが不消化だった。仕事の厳しさの必要性を感じ
た。もっと有効に活用されていきたい。 
塚本）SMARPP の丁寧なスタッフの準備を見てきた。スタッフの学びになっていくと感じる。 
シンポジウムチラシの作り方。周知の仕方やリストの作り方、他機関への連絡を見直したい。 
中⻄）ケースを支援するにあたり良い機会をいただいた。 
永武）ほかの疾患との合併症のケースへの向き合い方が変わった。 
久永）周知は今後協力できる。依存症の支援についてはダルクぐらいしかない現状について、選択肢がも
っと増えていくと良い。欧米から導入も検討している。江⼾川がモデル地区となるように、応援団を増や
していけると良い。 
及川）講習会やシンポジウムの開催の中で、江⼾川区の参加者が少なかった。すでにあるホーム連などで
連携をしていきたい。SMARPP のマネジメントが課題。 
佐瀬）薬物依存に貢献していきたい。 
野口）物質使用障がいの孤独、支援者の孤独について松本先生の講演で印象的だった。この１年で支援者
は孤立しなかったのか、を感じる。今後も SMARPP を発展させていきたい。 
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7． 諸外国の様子
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諸外国における依存症対策、地域でのサービス支援： 

エミリア・ロマーニャ州立地域保健連合機構（AUSL)  

ボローニャ精神保健・依存症局における依存症サービスについて 

 

NPO 法人東京ソテリア 

栗原和美 

 

 

 

エミリア・ロマーニャ州立地域保健連合機構（AUSL) 

ボローニャ精神保健・依存症局 

 

イタリア共和国北東部エミリア＝ロマーニャ州の州
都ボローニャにおいて、イタリア国⺠保健サービス
（イタリア健康保険制度）に基づき、病院管理、通
院医療、入院医療、救急医療、一般医及び専門医に
よる医療、医薬支給、リハビリテーション、予防保
健、地域での社会包括支援等の広範囲に渡る医療、
保健サービスを提供する地域保健連合機構（AUSL)

の傘下にある公的機関。精神保健及び依存症を専門
とする。 

 

 

イタリアの医療・保健サービス制度の主な特徴 

 

１）『ユニバーサルヘルスケア』（国⺠皆保険） 

国⺠保健サービス法（１９７８年制定） 

市⺠の全員に保健医療サービスおよび医療費補助を提供する保健サービスを原
則としている。 

（非保険診療である自由診療も存在。） 

 

２）地域包括精神医療・保健、および依存症サービス 

『地域保健連合機構（AUSL)』 
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中央政府の保健省は、医療制度やケアーの提供基準を定めるのみ。21州内にあ
る地域保健連合機構（AUSL)が、国税と州税を財源とし、各管轄区での医療・
保健サービスを担っている。精神保健・依存症局は、ASLの管轄下にある。 

 

３）『家庭医制度』 

利用者は、AUSL作成のリストの中から、（初診や慢性疾患の管理を専任とす
る）地域の総合診療医を選ぶ。 

 

イタリアの医療・保健サービスは、予防やリハビリを含め、地域を主体に確立
されていることが大きな特徴としてあげられる。 

 

特にボローニャ精神保健・依存症局では、総合的な医療・保健サービス提供を
目的に社会の中での地域ネットワーク、文化の活性化の促進にも重点を置いて
いる。 

 

 

エミリア・ロマーニャ州立ボローニャ地域保健連合機構(AUSL Bologna) 

 

管轄：人口約 87万人 

49コムーネ（基礎自治体） 

6地区 

 

職員数：約 8,500人 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche di AUSL Bologna 

AUSLボローニャ精神保健・依存症局 

・CMS (Centro di Salute Mentale)  精神保健センター 

・SerT (Servizio Tossicodipendenza) 薬物依存症サービス 

・NPIA (Neuro-Psichiatria dell‘Infanzia e dell’Adolescenza)   

幼年・未成年の神経-精神医療サービス 
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精神保健・依存症局は、面積 3707 平方キロ
メートル、人口約 87 万人の地域を管轄。 

職員数：865 人。 

（看護師 55％、医師 20％、リハビリ専門職
10％、臨床心理士５％、社会福祉士５％、
介護士５％） 

その他、就労、社会包括、居住へのサービ
スを提供する社会的協同組合や治療共同体
を運営する⺠間機関と業務委託契約。 

社会・福祉サービスに関しては、特にボローニャ市と連携している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SerT (Servizio Tossicodipendenza) 薬物依存症サービス 

 

ボローニャ精神保健・依存症局傘下の依存症（薬物・アルコールの物質依存、
ギャンブル依存）の専門医療・治療拠点センター。 （以下、SerT と表記） 

外来。 

 

ボローニャ精神保健・依存症局管轄地域にある SerT サービスセンター 

サービス提供の為に、利用者の必要性と権利
への尊重、支援の個別化、ケアーの継続を重
点に置いている。 

ボローニャ精神保健・依存症局 

（1978 年バザーリア法が制定される以前は、 

県立精神病院であった。） 
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（９ヶ所） 

SerT Budrio 

SerT San Giorgio 

SerT Est 

SerT Ovest – Ambulatorio Unità Mobile （ウニタ・モービレ）* 

SerT Navile – Ambulatorio SerT Carcere （刑務所内の SerT 外来） 

SerT S.Giovanni 

SerT S.Lazzaro 

SerT Zola,  

SerT Vergato 

 

 

数年前まで、いくつかの SerT には、医師は、毒物学専門医のみであった。常勤
の精神科医はおらず、専門的助言を必要に応じて行っていた。現在は、全ての
SerT に精神科医が常勤している。依存症、精神疾患の重複障害がある利用者
は、SerT と DSM（精神保健センター）の両方のサービスを受ける。 

＊ SerT Ovest （ボローニャ市内⻄側を管轄） 

開所 平日 9:00~14:00、15:00~18:00 土日 9:00~15:00 (他の SerT が閉所
の為、ボローニャ全域の市⺠が利用可。) 

             

 

ウニタ・モービレ 

ボローニャ市と協同し、市内を車で巡
回。薬物依存、売春、ホームレスに対
する社会支援、普及啓発、受診を行っ
ている。薬物依存対策として、薬物療
法の薬剤を配布。感染症対策として、
コンドームの配布、また注射器の回
収、交換をしている。 

 

使用済みの注射器を新たな注射器を交換するという対策は、薬物使用者対し、
“使用してはいけない”というメッセージを伝えるのではなく、本人の自発的意
識、また、感染症の減少に支援の重点を置いている。 

また、ウニタ・モービレでの支援は、治療やサービス利用へのアクセスをより
スムーズにすることを目的としており、本人のプライバシー保護もなされてい
る。 
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SerT への予約と受け入れ / 実施 

予約 介入 オペレーター 

電話でのファースト 

コンタクト 

利用者または家族からの
相談電話 

医師、看護士、心理療法
士、社会福祉士、専門 

エディケーター  

オペレーター（支援員）
からの電話 

医師、看護士、心理療法
士、社会福祉士、専門 

エディケーター  

その他 医師、看護士、心理療法
士、社会福祉士、専門 

エディケーター  

面談でのファースト 

コンタクト 

受け入れの為の面談 医師、看護士、心理療法
士、社会福祉士、専門 

エディケーター  

コンサルタントの為の 

面談 

医師、看護士、心理療法
士、社会福祉士、専門 

エディケーター  

利用者または家族へのカ
ウンセリング 

医師、看護士、心理療法
士、社会福祉士、専門 

エディケーター  

チームでのミーティング
（サービス担当者会議） 

新規利用者の担当 

オペレーターを決定 

医師、看護士、心理療法
士、社会福祉士、専門 

エディケーター  

観察と診断 

医師の診察 医師 

尿、または、その他の 

検査成分を検査場へ送る 

看護士 

薬物療法 医師 

代替維持療法 

投薬 

看護士 

健康に関して、個々に 

必要とすること、看護の
介入 

看護士 

臨床心理査定 心理療法士 

利用者が必要とする社会
的サービス 

社会福祉士 
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アセスメント、リハビリ
テーションの最終目標 

専門エディケーター 

担当オペレーターによる
予測的な介入方針 

担当オペレーター（ケア
ーマネジメントを担当す
る。通常、看護士、社会
福祉士、専門エディケー
ターが担う。） 

サービス実施の受け入れ 面談/ 利用者と共に目標、
期間を定めた治療プログ
ラムを決定 

担当オペレーター 

 

 

 

SarTでの治療と支援 

１） 薬物療法 

SerTの医師により、看護士との協力の元、処方され、外来（SerT）、
利用者の住居、リハビリテーション施設、また、SerTのコンサルタン
ト拠点がある刑務所内で行う。 

 

‐薬物依存者へ対する代替維持療法：メサドン、ブプレノルフィン、オ
キシバートナトリウム） 

‐対症療法 

‐アルコール依存症の再発予防策：抗酒薬（ジスルフィラム） 

‐薬物使用に関連する精神疾患への向精神薬による療法 

‐上記以外、精神疾患への向精神病薬による療法 

 

２） 医療 

・定期的な健康診断 

・定期的な生体試料検査 

・入院＊ 

・外来での解毒 

 

＊入院のタイプ 
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a) 緊急 

‐急性中毒または急性禁断症状により、生体組織へ作用が及ぼされ 

る場合は、最寄りの総合病院緊急外来から送られる。 

 ‐急性的な精神疾患の場合は、総合病院救急外来を通し、精神保健 

局管轄である“診断と治療の精神医療サービス”（総合病院内にあ 

る入院病棟）での入院となる。 

 

b) 治療計画による入院 

（AUSL が委託契約をしている私立病院に依存症に特化したベット 

がある。） 

 

       利用者の入院中、SerT の担当オペレーターは、定期的に本人を訪問 

する。 

 

 

３） 心理治療と精神療法 

類型 実践 

臨床での介入 

患者、支援チーム、もしくは、担当オペレーターからの
要望による：心理療法士による心理面接、カウンセリン
グ 

場所：外来（SerT）、居住地もしくは、外部にて。 

対象：個別、家族、カップル、グループ 

査定検証 

支援チーム、もしくは、担当オペレーターからの要望に
よる：治療計画を再決定する段階での心理査定、もくし
は、認知機能の再査定（既に上記の検証が詳細になされ
ている段階に行う。） 

短期、中期、⻑期間における心理療法 

対象：個人、家族、カップル、グループ 

査定検証 

カップル、夫婦間が対立する状況におけるカウンセリン
グ、仲介 

専門的助言、サポート、または、心理-教育治療 

対象：患者、家族、または、自助グループを含むグルー
プ 
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治療共同体への受け入れ、治療評価の為の心理学調査 

外部機関に向けた心理査定（社会サービス、共同体 

その他） 

司法領域/刑務所での介入 

サイコソーシャルリハビリテーションの介入（個別、 

グループ） 

報告 

個人もしくは、機関からの要望による証明書、 

心理-臨床報告書 

医療カルテ更新 

専門的助言と教授 連合機構の他サービス、外部機関への専門的助言 

スーパーバイザー 

依存症専門以外のオペレーター、SerTの心理療法士、 

サイコセラピスト、または、AUSLの他のオペレーター
を対象とする。 

健康教育 

学校（学生、教師向け）と社会的ネットワーク（グルー
プ、アソシエーション）を対象にした健康に関する心理
教育と予防の為の啓発。 

リサーチ リサーチ、統計、疫学 

その他の制度上の活
動 

SerT、またサービス組織全体でのスタッフミーティング 

その他、役員の業務；組織運営 

チューター、研修生養成およびボランティアで通うサイ
コセラピストへのスーパーバイザー 

運営、経理（組織全体と連携する為であり、SerT全体の
業務内容の中では、小規模範囲での業務） 

 

 

４） 社会的・教育的治療 

4.1) 専門的社会サービス 

総合的な目的 

・利用者本人の自⼰意識、責任感を尊重しながら、市⺠として生活を 

取り戻すこと、また社会包括へのサポートをしていくこと。 

・利用者を取り巻く様々な問題、または慢性化の状況の中で、利用者 

を守ることを保証し、サポート。社会または医療サービスを介した 

地域のリソースへのアクセスを有効にしていくこと。 
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詳細な目標 

・利用者の了解の上で作成される個別治療計画は、社会サービスがそ 

の一部をなすこと。 

・⻑期での支援を保証。利用者が困難に陥った時など、特殊な状況の 

場合、本人の必要性を見極めた上、他の地域サービスとの連携をし 

ていくこと。 

 

4.2) 教育・リハビリテーション 

専門職であるエディケーターは多種専門職で構成されたチームの一員 

として加わり、利用者の治療目的、また、それに到達する為の有効な
手段を明確にしていく。 

    目的 

・意味のある関係性、また、話を充分に聞く為の態勢の構築。 

・教育またリハビリテーションのプロセスへと利用者を導き支援。 

・利用者の治療に有効な専門職、また人脈の関係性を築く。 

・利用者が治療計画へ参加すること、困難な状況を乗り越えること。 

また健康的な体調への意識向上の方策を活性化させていくこと。 

 

    4.3) 生活困窮・居住支援 

総合的な目的 

SerT 内部、また外部のサービスのリソースを使い、公平かつ適切な治 

療計画の中で、SerT 利用者の必要性を保証していく。 

 

詳細な目標 

・生活する上で基礎となる必要性を満たしていく。 

・利用者の成⻑と責任感への意識への働きかけをサポート。 

・目標へ向かい、可能的な自活と社会参加への成⻑をサポート。 

 

4.4) 就労/職業訓練 

治療サービスの中では、その治療計画の教育・社会的な側面から言え 

ば社会生活の中での利用者自身の困難な大きなリスクを認識した上
で、就労/職業訓練は、利用者を助けていくものである。臨床の見解か
らも、治療中の人間は、薬物使用と結びつくことのない時間、関係性
の構築を試みながら、日常生活と向き合っていく必要性がある。この
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ような観点から、正常な環境は、治療への意識、変化へのモチベーシ
ョン、自信をつける、個または経済的自立を促進させていく。これら
の領域では、専門エディケーターもしくは、社会福祉士が担当責任者
となる。 

利用者の希望に沿い、時には、オープンな労働市場、また時には、擁 

護された環境の中での就労を合法的に支援していかなければならな 

い。これらのどちらを選択するかは、容易ではなく、状況をしっかり 

と見据える必要が求められる。 

 

4.4.1) 就労/職業訓練プログラム 

（利用者の個々の希望、状況に合わせ選択） 

① TIFO （Tirocinio Formativo） 職業訓練制度 

② 障がい者雇用制度 （法律 68 号、1999 年） 

③ 社会的協同組合 （障害者やその他の社会的弱者の雇用措置）  

④ IRSA (Intervento Sociale Riabilitativo Attivo) 活性的なリハビリ 

テーション社会参加プログラム 

 

精神保健センターでは、IPS (Individual Placament and Support) 

 個別就労支援プログラムを上記以外にも導入している。 

 

①  TIFO （Tirocinio Formativo） 職業訓練制度 

障がい者や社会的弱者の就労を目的とし、職業訓練制度を定めた州法に
基づく制度 

‐州法 7 号（2013 年）で下記の事項が定められている。 

・職業訓練制度と専門職のオリエンテーションを目的とすること。 

・雇用主側の義務と遂行。 

・奨励者区分、義務、遂行。 

・プログラムへ通うことが可能な人材。 

・プログラムの資格付与の条件と手段。 

・プログラムの質に基づいた見守りの方法と手段。 

・研修者を保護する保険と補償金の義務。 

 

 

 



    139

７．諸外国の様子

‐利用者への同意 

・職場へ入ること。 

・プログラムを通し、個また職業的性格の成⻑を担うこと。 

・実践、知識、能力の習得。修了証明書の発行。 

・職業的性格を判断するオリエンテーション。 

・研修経験を積み、雇用の機会を得ること。 

 

‐関連機関 

・市町村の学校、職業訓練校、大学、職業センター 

・州立雇用事務所  

・障がい者、家族会 

・労働組合 

・県立就労サービス、障害者事務所 

・協同組合/企業 

・職業訓練センター 

・県立、公立社会サービス 

・地域保健連合機構 AUSL （CMS 精神保健センター、SerT 薬物依存症 

サービス、NPIA 幼年・⻘年期の神経-精神医療） 

 

②  障がい者雇用制度 （法律 68 号、1999 年） 

一般雇用市場での義務雇用規則 

・義務雇用計画は、全体で１５％に相当。（割当雇用率は３５名以 

上の被雇用者のいる公的及び⺠間企業に適用。５５歳以上は除外。） 

・義務雇用規則の下で求職をしている障がい者は、障がい者手帳の提出 

と共に地区の雇用事務所に登録しなければならず、少なくとも４５％ 

の職業能力の減退がなければならない。 

・雇用者ポストの調査。 

・障がい者の個別計画、必要性、能力を考慮すること。 
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③  障がい者やその他の社会的弱者の雇用措置  

法律 381 号（1991 年） 「社会協同組合規定」 

 

人間の地位の向上に対する社会全体の利益と、市⺠の社会連携を推進す
る協同組合の規定。 

 

労働統合協同組合 (cooperative integrate)は、２つのタイプがある。 

 (区別は、明確ではない。) 

 

A タイプ (Cooperative di inserimento lavorativo) 

社会保健サービスおよび訓練サービスの運営 

障がいのある利用者が職業技能を習得、改善。多くは職業訓練コースと
並立。 

 

B タイプ 生産協同組合 (Cooperative integrate o di produzione e lavoro) 

社会的弱者の就職を目的とする種々の活動 

協同組合の枠組みの中で、障がい者やその他の社会的弱者に恒久的な雇
用の場を提供することを目的としているが、障がい者に対する訓練を実
施することが出来る。 

法律 381 号では、公共企業体が B タイプの協同組合と組んで公共医療事
業や教育とは別の財源やサービスを提供し、社会的弱者の就労の機会を
創出することも定めている。 

 

 

精神保健-依存症局では、心身不安定症状をもつ人々を対象とするさまざ
まサービスの運営や就労プログラムの運営や就労サービスを展開する協
同組合を承認し、支援、協定を結んでいる。 

 

‐“障がい者やその他の社会的弱者への雇用措置”（法律 381 号「社会協同
組合規定」）の特徴 

・利用者の必要性と問題点を就労の観点から支援する。 

・グループ参加することに始まり連帯感や相互援助、社会参加を学ぶ。 

・責任感、関係性を築き上げる。 

・任務やメンバーとの関係性を得る。 
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・非営利目的で社会資源としての役割を担う。利用者の必要性に基づい 

た就労による社会参加。 

 

 

 

④ IRSA (Intervento Sociale Riabilitativo Attivo)  

活性的なリハビリテーション社会参加プログラム 

 

・2013 年に廃止された就労奨励金 (Borsa di lavoro) 制度を超える支援。 

・利用者の困難となる点に向き合い、改善を目指していく柔軟性があ 

り、段階を踏まえた個別計画。 

 

 

 

エータベータ社会的協同組合 

SerT の利用者が−職業訓練/就労をしているボローニャの社会的協同組合の一つ。 

 

1992 年、ガラスや陶器を素材とした創作活動を目的としたアーティスト達のアソ
シエーションとして誕生。2006 年、就労継続支援 A・Ｂ型事業社会的協同組合と
して創立。1999 年より、ボローニャ精神保健・依存症局、ボローニャ市との連携
により、SerT 利用者の為の治療・リハビリテーション・就労を支援。 職種分野
は、主に⽊⼯（０〜６歳までの⽊⼯玩具、⽊⼯什器製作、農業、ガラス⼯芸、布
オムツレンタル・クリーニングサービス、他。） 

2017 年からは、主に調理の分野にて、『日本・イタリア精神障害者共同就労支援
プロジェクト』を NPO 法人東京ソテリア、ボローニャ精神保健局と共に展開。 
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・最終目的：仕事へのモチベーション、自⼰への自信をつける。能力の 

向上。より社会的役割を担う。自立。生活の質を上げる。医療的な体 

調の回復。 

・求められる事柄に対する段階的な意識の向上。 

・活発な役割。情動的な人間関係作り。 

・仕事への能力重視にならない柔軟性のある個別プログラム。 

・主体性。成し遂げ得る目標を掲げる。 

・関係性の構築。リハビリテーション。 

・能力開発、必要性、リハビリテーションとの関係。 

・IRSA における経済支援（支給金給付）。 

・職業訓練における予備知識の習得。 

 

 

 

 5)  連携した治療  

5.1) 治療共同体への参加 

SerT の一部の利用者は、擁護された環境の中で、治療を受ける必要があ
る為、エミリア・ロマーニャ州が質のある向上を目標にした依存症サー
ビスを提供している⺠間または公共の治療共同体と締結。治療共同体
は、居住、もしくは、一時的な居住、その他であり、下記に分類され
る。 

・教育/リハビリテーション 

・セラピー/リハビリテーション 

・⺟/児童施設、プログラム 

・重複障害者施設、プログラム 

・クライシス対処と診断の再評価の為の施設 

・その他、生活が困窮している利用者の為の緊急社会的支援、 

コカイン嗜好症の為の短期プログラム 

 

5.2) 自助グループ、利用者、家族の集い 

目的 

・依存症に伴う問題へのさらなる認識と理解。 

・生活スタイルの向上を通し、精神‐身体、社会的な健康へと向き合 

い、それらを促進させること。 
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SerTで治療・サービス支援を受ける
上で、重要なことは、利用者が治療
への意志を持つことである。それ
は、依存症は、本人が治療への意志
を持ちえない限り、治療が不可能だ
からである。こうした背景から、精
神保健サービスと比較すると、SerT 

では、緊急な支援介入の必要性が少
なく、精神保健センターと比較して
開所時間は、短い。 

また、自助グループなどのグループ
での治療が有効であることも依存症
サービスの特徴であると言える。 

 

 

 

 

調査協力・資料提供 

エミリア・ロマーニャ州立地域保健連合機構（AUSL) 

ボローニャ精神保健・依存症局 

 

エータベータ社会的協同組合 
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８－１．関係会議等出席報告

平成 30 年度 アルコール連絡会議 参加報告 

 

日時：2019 年 1 月 30 日（水）14：00～16：00 

場所：グリーンパレス 集会室 401 

参加者：メディカルプラザ江戸川、アゼリーアネックス、生活援護課、精神保健係、健康

サポートセンター、新小岩南口クリニック、子ども家庭支援センター、なぎわ和楽苑、医

師会、清心苑松江、小岩榎本クリニック、 特定非営利活動法人東京ソテリア（中西章子、

塚本さやか） 

 

内容： 

１．江戸川区朱外相談事業の紹介 

事業目的：酒害に悩む本人・家族を対象として、問題解決をはかり、健康な生活を送れる

ように援助する。 

事業内容：個別相談、本人グループミーティング、家族教室 

２．講演「アルコール依存症について基礎知識と基本的な対応」 

講師 ハナクリニック院長 木村佐和子先生 

・アルコール依存症は死に近い病である 

・アルコール依存症のスクリーニングテストの紹介と、だいたいの目安 

・アルコール依存症の症状についてと進行プロセス 

・アルコール問題（身体への影響・精神的側面・社会的側面） 

・治療内容、抗酒剤について、自助グループについて 

・動機づけ面接 

・共依存⇒家族の回復について 

・総括：とにかく医療機関につなげることの重要性。疑わしきは紹介する。長年アルコー

ル依存症が気付かれずに来ているケースも多いので紹介が重要になってくる。 

３．意見交換 

・連携や連絡を継続してとりあうことの重要性 

・アルコールの問題を抱える高齢の方、特に認知症の方の対応の難しさについて 

・本人の意思がなくても病院に連れていくことが必要なケースもある 

・昔は底つき体験を重要視する方向だったが今は違う 

・「あと○年で死んでしまうよ」というような客観的事実として声をかけるほうが良いのか、

褒めて関係性を構築していくことが有効かは、ケースにより異なるので両方を試していく 

・底つきを待っていては死んでしまうケースもある 

・内科から精神科アルコールクリニックを紹介してもらうという方法もある 

・支援者は気長に燃え尽きないように。怒りがわかない程度に関わり長く付き合っていく。 

・安定した生活とリズムのある生活が重要になってくる→デイケアの活用 
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東京都 薬物乱用防止推進 江戸川区地区協議会 訪問 

 

日時：2018 年 11 月 27 日（火）15：00～16：00 

場所：小岩健康サポートセンター２階 

参加者：江戸川区江戸川保健所生活衛生課薬事衛生係 係長 塚田史仁 

    東京都薬物乱用防止推進江戸川区地区協議会 会長 

     東京都薬物乱用防止指導員（専門講師）  石井和子 

    特定非営利活動法人東京ソテリア      中西章子、及川博文、塚本さやか 

 

内容： 

１．東京都薬物乱用防止推進江戸川区地区協議会の活動について 

・あくまで防止がメイン 

・普及啓発資材ＤＶＤ、ポケットティッシュ 

・大麻など使ってしまった人の数は把握している 

・警察とも十分に連携している 

・「恐い」というイメージからでなく、きちんとした根拠を教育することで普及啓発をして

いる。自分で理解し、自己管理ができるように指導している 

・使用への勧誘についての具体的な断り方を教えている 

 

２．東京ソテリアの物質依存症患者支援についての活動について 

（配布資料：ソテリア依存症プロジェクト概略図、 

平成 30 年度福祉医療機構社会福祉振興助成事業概要） 

・ＷＡＭプロジェクト概要について 

・ＳＭＡＲＰＰについて 

 

３．今後の連携の可能性について 

・双方の勉強会に参加することでまずは理解を深めあい、双方の活動に活かす 

・情報を定期的に交換することで今後の連携につなげていく 
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「奇跡の国」と評される日本の麻薬規制 でも刑罰には限界も 
 
World Now 2018.12.02  
   
公益財団法人「麻薬・覚せい剤乱用防止センター」が発行するニュースレター  
 
    
欧米などの先進国と比べ、格段に麻薬と縁遠い日本。「覚せい剤やめますか、それとも人間

やめますか」など、強烈なキャッチコピーによる防止教育が奏功したともされる。だが一

方で、薬物依存者の再犯の多さや社会復帰などで課題があるとの声が上がる。（丹内敦子）       
 
■「マトリ」の自信 
 
「『日本は奇跡の国』とか、『薬物がこれだけ広がらない国は他に類を見ない』と言われま

す。しかし、私たちはまだまだ警戒して取り締まりを進めます」  
 
日本で薬物規制や取り締まりを管轄し、麻薬取締官、いわゆる「マトリ」を統括する厚生

労働省の監視指導・麻薬対策課の担当者は、日本の「違法薬物の抑え込み」を海外からは

こう評価されると言う。  
 
実際、一生のうちに違法薬物を使ったことがある人の割合を示す「生涯経験率」を見ると

明らかだ。  
 
日本で違法薬物の代表は覚醒剤（アンフェタミンやメタンフェタミン）だが、それでも日

本の生涯経験率は 0.5％。米国は 10 倍近い 4.9％、英国は 20 倍の 10.3％に上る。  
 
なぜ、日本では違法薬物が広がらないのか。島国で海外から入ってきにくい地理的条件の

ほか、日本人の規範意識の高さを挙げる人は少なくない。多くの人が学校で一度は受けた

ことがある「薬物乱用防止教育」などで使われるキャッチコピー「ダメ。ゼッタイ。」や「覚

せい剤やめますか、それとも人間やめますか」、おどろおどろしいポスターの威力が大きか

ったと見る人もいる。  
 
特に「人間やめますか」は、日本民間放送連盟による 80 年代の覚醒剤撲滅キャンペーン

CM で使われたもので、多くの人がテレビで見て強烈な印象を受けたようだ。また、14 年

に東京・JR 池袋駅前で「危険ドラッグ」を吸った男が暴走運転をして死傷者を出した事故

朝日新聞ＧＬＯＢＥ＋
２０１８年１２月２日掲載
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をきっかけに規制が強化されたように、迅速で徹底した規制や取り締まり、そして重い刑

罰を科せられる恐れも心理的な重しになっていると見られる。  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
安全できちんとした家に住む権利を確保すべきという意識を、政府の側にも住民の側にも

持ってもらうことが、スラムを改善するためには不可欠 
 
SPONSORED CONTENT 三菱商事  
 
さらに、苦難から逃れるため、薬物に頼るよりも自殺やギャンブルに手を出す人が多いと

指摘する人もいる。実際、厚労省の「自殺対策白書」によると、主要 8 カ国で日本はロシ

アに次ぐ高い自殺死亡率という。  
 
■司法での対応は限界も 
 
日本の当局にも違法薬物をめぐる懸念材料はある。 
 
政府が今年 8 月にまとめた「第五次薬物乱用防止五か年戦略」によると、17 年に覚醒剤で

検挙された人のうち再犯者率は 65.5％で、過去最高だった。これだけ再犯者率が高いと、

刑罰の意義を問い直す必要も出てくる。  
 
世界で大麻の使用が広がるなか、日本への影響も垣間見える。厚労省の報告書によると、

大麻の生涯経験率は欧米が 4 割近いのに比べまだかなり低いが、15 年に 1％だったのが 17
年には 1.4％に上昇。推計使用人口は約 133 万人という。青少年の大麻関連での検挙数も増

加傾向だ。09 年の 1880 人から 13 年の 712 人まで減り続けたものの一転して増加。17 年

には 1519 人となっている。  
 
日本では来年にラグビーワールドカップ、20 年には東京五輪・パラリンピックが開かれる。

日本政府は「観光立国日本」を推進。訪日外国人が増えれば当然、海外の薬物事情にも目
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配りする必要が高まる。「五か年戦略」では水際対策を強化し、迅速に規制を設けるなどし

て「薬物乱用の根絶を図る」としている。 
 
一方で、薬物依存者を刑罰で抑え込むことへの問題も指摘されている。  
 
「薬物依存者を刑務所などに閉じ込めるのではなく、地域で地元住民の中で回復の姿を見

せることが必要だ。だが、特に『薬物乱用防止教育』は薬物への恐怖心をあおり、薬物依

存症という障害を抱えた人との社会内共生、包摂的な社会の実現を阻んでいる」  
 
アルコールや薬物の依存症患者の治療に約 20 年携わってきた、国立精神・神経医療研究セ

ンターの松本俊彦・薬物依存症センター長はそう話す。「欧州では司法的対応よりも治療的

対応の方が、再犯率や就労、犯罪率、HIV 感染などで優位と証明されている。日本も同じ

だと思う」  
 
欧州では、「刑罰」より「治療」を重視しているという。現場はどうなっているのか。世界

で初めて全ての薬物の所持や使用を罪に問わないことにしたという、ポルトガルへ飛んだ。 
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【　国予算　】

                  平成 30 年 8 月 22 日 

                          

 

地域活動支援センター事業Ⅰ型における依存症患者支援の予算について 

 

特定非営利活動法人 東京ソテリア 

                         代表理事  野口博文  

要望趣旨 

 

日頃より、私ども事業所の活動にご理解とご支援をいただき感謝申し上げます。 

 今年度当法人では、地域活動支援センターⅠ型事業の中で、独立行政法人福祉医療機構の助

成を受け、「薬物依存を中心とした物質依存症患者の自立支援と居住定着の促進のためのモデ

ル事業」を実施しています。当事業は、地域活動支援センターⅠ型の利用者の中に依存症患者

も多く、支援のモデルが地域で充分でない現状について必要性を認められ、平成 30 年度福祉

医療機構社会福祉振興助成事業として採択されたものです。週に１度定期的に支援者および仲

間と顔をあわせたミーティングの場を設置しただけでなく、個別の居住定着支援をおこなって

いることはもちろん、これらすべての事業についての進捗を管理する運営委員会、支援技法の

検討を行う講習会、市民への普及啓発をおこなうシンポジウム、を包括的に組み合わせた事業

内容です。 

 今年度の実施を踏まえ、本事業は継続的な実施が効果を発揮するであろうことが考えられる

ため、次年度も継続した支援実施を検討しております。つきましては、次年度の本事業に関し、

区の委託事業への位置づけを検討いただきたくご検討をお願い致します。 

 国の依存症対策の推進に係る平成 30 年度予算案を見ても、平成 30 年度予算案では、地域生

活支援事業等 493 億円のうち、依存症の推進に係る予算は 6.1 億円設定されており、これは前

年度比 0.8 億円の増額です。地域での実際の活動に本予算を充当して頂きたく、切にお願いを

させていただきます。 

 

要望項目 

依存症患者支援を委託事業として予算化してください。 

                          

特定非営利活動法人 東京ソテリア 

東京都江戸川区松島 4-46-2 

03-5879-4970 
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                  平成 30 年 8 月 22 日 

                          

 

地域活動支援センター事業Ⅰ型における依存症患者支援の予算について 

 

特定非営利活動法人 東京ソテリア 

                         代表理事  野口博文  

要望趣旨 

 

日頃より、私ども事業所の活動にご理解とご支援をいただき感謝申し上げます。 

 今年度当法人では、地域活動支援センターⅠ型事業の中で、独立行政法人福祉医療機構の助

成を受け、「薬物依存を中心とした物質依存症患者の自立支援と居住定着の促進のためのモデ

ル事業」を実施しています。当事業は、地域活動支援センターⅠ型の利用者の中に依存症患者

も多く、支援のモデルが地域で充分でない現状について必要性を認められ、平成 30 年度福祉

医療機構社会福祉振興助成事業として採択されたものです。週に１度定期的に支援者および仲

間と顔をあわせたミーティングの場を設置しただけでなく、個別の居住定着支援をおこなって

いることはもちろん、これらすべての事業についての進捗を管理する運営委員会、支援技法の

検討を行う講習会、市民への普及啓発をおこなうシンポジウム、を包括的に組み合わせた事業

内容です。 

 今年度の実施を踏まえ、本事業は継続的な実施が効果を発揮するであろうことが考えられる

ため、次年度も継続した支援実施を検討しております。つきましては、次年度の本事業に関し、

区の委託事業への位置づけを検討いただきたくご検討をお願い致します。 

 国の依存症対策の推進に係る平成 30 年度予算案を見ても、平成 30 年度予算案では、地域生

活支援事業等 493 億円のうち、依存症の推進に係る予算は 6.1 億円設定されており、これは前

年度比 0.8 億円の増額です。地域での実際の活動に本予算を充当して頂きたく、切にお願いを

させていただきます。 

 

要望項目 

依存症患者支援を委託事業として予算化してください。 

                          

特定非営利活動法人 東京ソテリア 

東京都江戸川区松島 4-46-2 

03-5879-4970 

８－３．江戸川区への要望書
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