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フェローシップ・ニュース NO.20 新年号          
全12ﾍﾟｰｼﾞ増量版！        

 

「薬物対策のコスト・ベネフィット（対費用効果） 

        ～日本版ドラッグ・コートの提唱～」 
   副理事長・石塚伸一（龍谷大学矯正・保護研究センター） 

 

はじめに 

本フェローシップ・ニュースでもすでに紹介されているアメリカ合衆国の「ドラッグ・コー

ト」は、薬物依存症者に対するダイヴァージョン（diversion）のひとつと位置づけられる。ダイ

ヴァージョンとは、1960年代にアメリカで開発された施策で、犯罪や非行を犯した人たちをで

きるだけ早い段階で刑事司法システムの外に逸らし、医療や福祉、教育のシステムに移すもので

ある。これは、犯罪者や非行少年の烙印を押すよりは、早期に治療や処遇を提供する方が、本人

にとっても、社会にとっても有用であるという理念に基づいている。 

「有用」というときの視点も、治療や処遇の効果が上がる、という社会復帰効果の視点もあれ

ば、経済的なコストが安く済む、という財政的効用の視点もある。近年、医療の領域でも、医療

経済学という新しい学問分野が台頭している。限りある医療資源をより効果的に利用すること

で、できるだけ多くの人にできるだけ効果的な治療を提供しようという発想である。いわば、医

療における「最大多数の最大幸福」の追求である。 

 それでは、薬物依存症の治療にこのような視点を導入するとどうなるのであろう。端的に、ド

ラッグ・コートのような早期のダイヴァージョンは、社会経済コストの観点からは有用なのであ

ろうか。 

 

1．薬物乱用・依存の社会的コスト 

池上直己等の試算によれば、薬物の乱用等によって毎年、約2,070億円の社会的コストが失わ

れている。そのうち直接費用は約1,300億円。その割合は、司法が56％、 医療が41％、福祉が

3％である。そのうち、刑務所などの矯正施設に投入されている費用は496億円であり、治療に

は62億円、福祉にはわずかに3,700万円であるから、いかに日本の薬物対策が刑事司法に偏っ

ているかが分かる。【註】  

謹賀新年 
本年も良い年でありますよう 

心よりお祈り申し上げます 

 アパリはダルク内部の薬物依存症対策の研究所として平成12年2月にＮＰＯ法人として活動を

はじめて今年で8年目に入ります。 

 刑事司法手続（逮捕→勾留→裁判→刑務所）によって強制的に薬物が使えなくなった人が自

由の身になった後にも薬物を止め続けていくことができるように、ダルクの薬物依存症回復プ

ログラムに参加できる道筋を作ることを業務の中心に据えて、これまでに150人以上の刑事被

告人や受刑者を支援してきました。 

 また、薬物依存症治療を法律の強制力を背景に義務付けるドラッグ･コート制度をわが国に導

入するための研究を行っております。 

 今後とも、皆様のアパリへの変わらぬご支援のほど、心よりお願い申し上げます。 

  平成19年元旦    

              事務局長 尾田真言 
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ロイ神父からのメッ

セージ   

DVD付き書籍 

販売中！ 
 

『仲間になってくれ

てありがとう』 
 
昨年他界したロイ神父が20年

以上にわたりマック・ダルク

を通して語ってくれた数々の

貴重なメッセージと、彼の

“仲間”からの手紙を綴った

珠玉の一冊。日本における依

存症リハビリ施設の歴史を知

り、回復者たちの生の声を聞

くことができる総数500ページ

を超える重厚な内容に加え

て、ロイ神父のビデオメッ

セージが収録されたDVD付き。

援助職の方、ご家族、当事者

などさまざまな立場の方に

とって必読のバイブル書で

す。一般の書店ではご購入で

きません。 

 

定価 3,500円 

 

FAX：03-5830-1791 

ﾒｰﾙ:info@apari.jp 

 

ご希望の方はご住所、

お名前、電話番号をご

記入の上お申込下さ

い。 

これを1日の１人当たりの経費に換算してみると、刑事施設の収容費は7,617円、保護観察

は868 円である。医療分野での入院費用が10,504円、通院費用が6,915円である。福祉の

分野では、入寮者が5,300 円、ダルク通所費用は1ヶ月15,000 円である。 

このアンバランスを是正するためには、意図的に司法コストを減らし、他の領域、とりわけ

福祉のそれを増やす努力をしなければならない。そのための大胆な施策が、わたしたちの提案

する新しいダイヴァージョン政策である（日本版ドラッグ・コート）。 

 

２．新しいダイヴァージョン政策 

 

日本版ドラッグ・コートに特別な立法措置は必要ない。刑事司法の各段階ですでに行われて

いるダイヴァージョン的施策に新たなガイドラインを確立することで十分実施できる。ただ

し、重要なことは、薬物依存症者にとって再使用（relapse）は、回復のための1つのプロセス

であることを認めることである。 

この政策は、刑事司法の起訴、公判および矯正の３つの段階で導入可能である。 

 

【ダイヴァージョン１】 捜査および起訴の段階（起訴前段階）においては、薬物問題専門の

検察官は、その起訴・不起訴に関する広範な裁量権の行使に際し、薬物使用者が医療的支援を

求めれば、裁判を回避できるという選択肢を提供する。 

当該使用者は、医療機関における断薬を学習し、医療スタッフによる支援を受けた後、自助

グループへの参加が可能な入寮施設で共同生活を行なう。プログラムの第一段階無事（事故な

く）終了すると、自助グループとの接触を維持しながら、自宅に戻る。その結果が良好であれ

ば、検察官は公訴を提起しない。 

 

【ダイヴァージョン２】 公判段階においては、被告人みずからが、不法な薬物使用等を認

め、自助グループへの参加が可能な入寮施設で共同生活を行なうことを求めた場合には、保護

観察付執行猶予を言渡す。プログラムの第一段階が終了すると、自助グループとの接触を維持

しながら、自宅に戻る。その後、保護観察期間を無事（事故なく）終了すれば、有罪判決は効

力を失う。この間、保護観察官は、当該対象者を支援する。 

 

【ダイヴァージョン３】 矯正段階においては、被収容者に、仮釈放を許可し、入寮施設での

治療を受ける権利を与える。刑期満了まで保護観察を無事（事故なく）終了すれば、再収用さ

れることはない。 

刑法第29条は、懲役刑および禁錮刑の受刑者について、有期刑については、その刑期の3分

の１、無期刑については10年を経過すれば、仮釈放を許可されることができるものとしてい

る。地方更生保護委員会は、刑事施設の外部で特別のプログラムに参加する意思と準備を有す

る受刑者にはすべて、原則として仮釈放を許可する。 

 

３．コスト比較 

 

【通常のコスト】12,917,379円[100%] ：1,866日 

 試算のモデルケースとして、覚せい剤の使用で逮捕され（3日間）、勾留が１回更新後に起

訴（20日間）、３ヵ月後（90日）に懲役１年６月・執行猶予３年の判決を言渡された。しか

し、１年後に同種の犯罪で再犯して逮捕され（３日間）、前回同様に勾留されて１回更新後に

起訴（20日間）、３ヵ月後（90日）に懲役２年の実刑判決。３年服役後に残刑180日で仮釈

放され、取消されることなく刑期満了で終了というケースを考えてみよう。 

 このモデルケースを処理するのに、前述の費用基準を適用すると問題解決に至るまで1,866

日間、総額1,291万7,379円を要したことになる。 

これを100パーセントとして後の３つのダイヴァージョンのコストを試算することにする。 

 

【ダイヴァージョン１】3,594,337円[27.8%]：383日 

 モデルケースと同様に覚せい剤の使用で逮捕され（３日間）、勾留が１回更新されたが（20

日間）、治療プログラムに参加することを条件に起訴猶予となり、90日間の入院治療の後にダ

ルクの入寮プログラムに90日間参加し、その後にアルバイトを見つけ、アパートを借りて自立

し、平日は夜間ミーティングのみに参加し、休日は昼と夜２回のミーティングに参加するとい

う生活を送り180日後にプログラムを終わったとしよう。 

 このケースでは、383日間、総額359万4,837円を要したことになる。これは、通常のコ

ストの27.8パーセントに相当する。 
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【ダイヴァージョン２】4,202,404円[32.5%] ：472日 

 次のケースも、前述のケースと同様に逮捕され（３日間）、勾留が１回更新されて起訴

され（20日間）、90日後に懲役１年６月・１年の保護観察付執行猶予。その際の特別遵

守事項として、半年間の治療プログラム参加が条件となる。90日間の入院治療の後にダル

クの入寮プログラムに90日間参加し、上記と同じような経過をへて保護観察期間終了した

としよう。 

 このケースでは、472日間、総額4,202,404円を要したことになる。これでも通常のコ

ストの32.5パーセントである。 

 

【ダイヴァージョン３】10,333,811円[80.0%]：1,866日 

 最後のケースも、前述のケースと同様に逮捕され（３日間）、勾留が１回更新されて起

訴され（20日間）、３ヵ月後（90日）に懲役１年６月・執行猶予３年の判決を言渡され

た。しかし、１年後に同種の犯罪で再犯して逮捕され（３日間）、前回同様に勾留されて

１回更新後に起訴（20日間）、３ヵ月後（90日）に懲役２年の実刑判決。刑期の３分の

１（420日）で仮釈放され、残刑期間中（840日）、まず、90日間の入院治療の後にダ

ルクの入寮プログラムに90日間参加し、その後にアルバイトを見つけ、アパートを借りて

自立し、平日は夜間ミーティングのみに参加し、休日は２回のミーティングに参加すると

いう生活を送り180日後にプログラムを終わった。その後も夜間ミーティングに参加し、

定期的に保護司を訪問し、適宜保護観察官の指導を受けながら、仮釈放を取消されること

なく刑期満了したとする。 

このケースでは、問題を処理するまでに1,866日間かかっているので、時間的にはメ

リットがないが、コスト面では総額10,333,811円で20パーセント削減できたことにな

る。 
 

４．問題処理の総コスト 

 

試算の基準を1999年に合わせて考えてみよう。同年の覚せい剤取締法違反の検挙人員

は、18,285人。そのうち、営利目的でない単純所持、譲渡し・譲受け、使用の総計は１

万7,688人。これらすべてが初犯だとして約１万7,700人分の薬物問題を処理しなければ

ならない。これを通常モデルで処理すると１人に約1,290万円かかるので総額2,280億円

必要である。【ダイヴァージョン１】で処理すると１人約359万円かかるので総額635億

円、【ダイヴァージョン２】だと１人420万円で総額743億円、【ダイヴァージョン３】

だと１人約1,033万円で総額1,820億円必要だということになる。ちなみに、2002年の

上記と同様の非営利薬物事犯は１万1,610人に減ったので、通常モデルでも総額約1,500

億円になるので、検挙人員が6,078人減ると780億円のコストダウンということになる。 

 

むすび 

 

以上のように、薬物問題処理のコストを下げるには、検挙人員を減らし、できるだけ早く

刑事手続の外に出すのが最も効果的である。新たなダイヴァージョン政策の導入に成功す

れば、受刑者の４分の1を削減し、刑務所本来の任務に集中することができるというのは、

決して夢物語ではない。 
 

 

【註】 池上直己＝山内慶太＝湯尾高根「薬物乱用・依存によるマクロ的社会経済的損失に関する研究」（『平

成１２～１４年度厚生科学研究費補助金（医薬安全総合研究事業）・分担研究報告書』）は、１９９９（平成11）

年のデータを中心に、薬物の乱用・依存によって日本で１年間に発生する費用（経済的損失）を推計してい

る。その結果、①薬物乱用・依存は社会に多大な経済的損失を与えている。②直接費用の中では、「司法

における費用」の割合が大きく、「医療費」よりも大きい。司法における費用の中では「警察」の占める

割合が大きい。③総費用全体でみると、間接費用の占める割合が大きい」ことが明らかになった。これらを

踏まえ、2002年度費用推計を行なったところ、日本の「薬物乱用・依存による社会経済的損失は、約2,068

億円であった。これは国民１人当り1,632円で、国内総生産の0.04％に相当する。直接費用（1,328億円）の

中では、「司法における費用」が56％、次いで「医療費」が41％を占めていた。「司法における費用」の中

では「矯正施設」の占める割合が66％で、一方「警察」の占める割合は25％であった。また「医療費」の

うちHCVの医療費が89％を占めていた。間接費用（739億円）の中では、「罹病による費用」が92％、「死亡に

よる費用」が８％であった。  

 

アパリ発行 

「Ｂｏｒｎ・Ａｇ

ａｉｎ（ボーン・

アゲイン）」 

体験談 販売中！ 
 

2005年5月に第２版

が発売になりました。 

体験談が13人分収め

られています。 

アパリではこの本を拘

置所や刑務所にいる人

への差し入れ用として

使っています。 

 

1冊 １,５００円 

(会員価格:1,０00円) 

 

お申込はメールか

ファックスで 

FAX：03-5830-1791 

ﾒｰﾙ：info@apari.jp 

ご住所、お名前、電話

番号をご記入の上お申

込下さい。 
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【第65回日本公衆衛生学会総会（10月25～27日、富山県）報告】        

「薬物乱用の対象となっている一般用医薬品はどのように販売されているか」 
              研究員：嶋根卓也 

 
これは、都内のドラッグストアでの咳止めシロップや風邪薬の販売実態について調べたものです。このフェローシッ

プをお読みくださっている方は、咳止めシロップや風邪薬の乱用が止まらない依存症者がいるということをご存知だ

と思います。しかし一般的には、麻薬・覚せい剤といった違法薬物のことは知られていても、これら市販薬の依存に

ついてはあまり知られていないようです。これは医療関係者であっても、薬物依存症と関わりの少ない方では、やは

り馴染みの薄いことのようです。 

 さて、エフェドリンやコデインといった依存性・習慣性がある成分を含む医薬品は、できるだけ対面販売（カウンター

越しの販売）を行うことになっております。しかし、法律上の義務とはなっておらず、大型のドラッグストアでは誰でも

手にとって購入できるセルフ方式が主流となっています。そこで、都内101店舗の薬局・薬店を歩き回って、その販売

実態を調べてきました。図１のスライドをご覧ください。ちなみに「OTC販売」とは、Over the Counterのことでカウン

ター越しの対面販売を意味します。また、「NSAIDs」は、バファリンやイブといった一般的な解熱鎮痛薬のことです。

咳止めや痛み止めは7～8割の薬局で対面販売が行われておりましたが、風邪薬は半数以下でした。 

私はこれまで、ダルクに入寮されている方を対象に、医

薬品依存に関するインタビューを行ってきましたが、乱用を

続けるために「万引き」を繰り返していたことや、一度に何

本もの咳止めシロップを売ってくれる薬局があるという話を

伺いました。薬物依存というと、依存症者本人や家族ばか

りが注目されますが、こうした医薬品依存症の背景には、

売り手側（薬局、薬剤師）の責任や対策についても議論が

なされるべきだと考えております。 

また、同学会の自由集会にて、「注射薬物使用者(IDUs; 

Injection Drug Users)とハーム・リダクション」というタイトル

で、エイズや肝炎といった感染症の問題についてもお話を

させていただきました。紙面の都合で今回はご紹介できま

せんが、研究内容の詳細は、アパリホームページ内で公開

しておりますので、ご覧ください。  

(http://www.ec-japan.jp/65jsph/)  

図1.都内薬局・薬店における鎮咳薬・風邪薬・NSAIDsの販売スタイル

75.2%

43.0%

80.2%

6.0%

9.0%

5.9%

18.8%

48.0%

13.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

NSAIDs

風邪薬

鎮咳薬
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【学会抄録】第65回日本公衆衛生学会総会 

薬物乱用の対象となっている一般用医薬品はどのように販売されているか 
 

嶋根卓也 
 
【背景】我が国の薬物乱用/依存に関する議論では、覚せい剤や大麻などの違法薬物が取り上げられる場合

が多い。一方で、エフェドリン類やコデイン類を含む鎮咳薬、総合感冒剤といった一般用医薬品の乱用を

繰り返し、薬物依存となる症例も数多く報告されている。1980年代半ば、鎮咳薬である「ブロン液」の乱

用が社会問題となり、製造側（製薬会社）は、塩酸メチルエフェドリンを処方から除き、販売側（薬局）

も、販売本数を制限するなどの対策を講じてきた。しかし、これらの成分を含む医薬品は、「ブロン液」

以外にも数多く存在し、薬局・薬店の管理体制や販売体制の実態については不明な点が多い。 

【目的】本研究の目的は、薬物乱用の対象となっている一般用医薬品の薬局・薬店における販売体制を明

らかにすることである。 

【方法】都内主要駅周辺の101店舗の薬局・薬店を対象に、医薬品の陳列状況、対面販売の有無、薬剤師に

よる管理体制について観察調査を行った。対象とした医薬品は、塩酸メチルエフェドリンやリン酸ジヒド

ロコデインを含む鎮咳薬および総合感冒薬、NSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)であった。 

【結果】101店のうち、78店（77.2%）が大型量販店（いわゆるドラッグストア）であった。カウンター越

しの販売(OTC: Over the Counter)が徹底されていた店舗は、NSAIDs 75.2%、総合感冒剤43.0%、鎮咳薬

80.2%であった。陳列棚に医薬品の空箱を配置するなどの万引き対策をとっていた店舗は、わずか5%で

あった。また、会計を行っていたのは、薬剤師のみ(7.9%)、一般従業員のみ(38.6%)、薬剤師および一般従

業員(25.7%)であった。27.7%の店舗では、名札の着用がなく顧客から職種が判断できない状況であった。 

【考察】厚生科学審議の医薬品販売制度改正検討部会が平成17年12月に発表した報告書によると、今回対

象とした医薬品は、リスク分類に基づくBグループ医薬品である。Bグループ医薬品は、「対面販売を原則

とすべき」としている一方で、「購入者の利便性に配慮すると、深夜早朝に限り、一定の条件の下で、テ

レビ電話を活用して販売することについては、引き続き認めることも検討する余地はある」といった曖昧

な表現にとどまっている。総合感冒剤のOTC販売が徹底されていない、万引き対策が不十分といった現状

を踏まえると、薬物乱用防止の観点からは、Bグループ医薬品の販売のあり方を検討する必要があると思

われる。 

なお、本研究は、平成１8年度文部科学省科学研究費補助金（若手研究B）「薬剤師の薬物乱用・依存に対

する認識と薬局における一般医薬品の販売実態について」の成果の一部である。 

ロイ神父からのメッ

セージ   

DVD付き書籍 

販売中！ 
 

『仲間になってくれ

てありがとう』 
 
昨年他界したロイ神父が20年

以上にわたりマック・ダルク

を通して語ってくれた数々の

貴重なメッセージと、彼の

“仲間”からの手紙を綴った

珠玉の一冊。日本における依

存症リハビリ施設の歴史を知

り、回復者たちの生の声を聞

くことができる総数500ページ

を超える重厚な内容に加え

て、ロイ神父のビデオメッ

セージが収録されたDVD付き。

援助職の方、ご家族、当事者

などさまざまな立場の方に

とって必読のバイブル書で

す。一般の書店ではご購入で

きません。 

 

定価 3,500円 

 

FAX：03-5830-1791 

ﾒｰﾙ:info@apari.jp 

 

ご希望の方はご住所、

お名前、電話番号をご

記入の上お申込下さ

い。 
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「薬物依存」 

ＤＶＤ販売中！ 
 

アパリが作成した

DVDで本人の体験談

や、近藤恒夫の話が

約30分間収められて

います。 

学校での薬物乱用防

止教育、行政の職員

の研修で利用されて

います。 

 

1枚 3,000円 

 

FAX：03-5830-1791 

ﾒｰﾙ:info@apari.jp 

 

ご希望の方はご住

所、お名前、電話番

号をご記入の上お申

込下さい。 

【第20回日本エイズ学会学術集会 ・総会（11月30日～12月2日、東京）報告】 

 「薬物依存症者のHIV感染リスク行動に関する研究」  
               研究員：嶋根卓也 
 

これは、アパリクリニックでもお世話になっている森田医師が中心となり開発を進めている『再発

防止プログラム』の中から、HIV・エイズを取り扱ったセッションにフォーカスをあてたものです。HIV

感染は、不衛生な注射器の回し打ちだけでなく、無防備なセックスによっても感染の危険性があり

ます。セックスドラッグとして覚せい剤を使用している場合は、これら感染症は特に重要な健康問

題です。 

お隣の台湾では、ここ数年、薬物使用者間でのHIV感染が爆発的に流行し、現在では注射器に

よる感染が最も多い感染経路となってしまいました（詳細は、日本公衆衛生学会の自由集会のス

ライド『注射薬物使用者とハーム・リダクション』に

書いてあります。ホームページをご覧ください）。 

図2をご覧いただきたいのですが、覚せい剤使用

者では、注射器の共有経験は高く(75%)、コンドー

ムの使用率は非常に低い(4.8%)ことが明らかに

なっています。 

 現在アパリでは、薬物使用者の健康を守ること

を目的に、薬物使用者専用のHIV感染予防パンフ

レットの作成を進めております。全国のダルクをは

じめ、医療機関、保健所、精神保健福祉センター、

保護観察所、刑務所などで活用されることを期待

しております。詳細は、このフェローシップでまたご

報告いたします。                       図2.薬物使用者のHIV感染リスク行動について 

 (http://www.ptokyo.com/20gakkai/)     

基本属性、リスク行動の結果
（ベースライン調査より）

• すべて男性、平均年齢33.7歳

• 依存薬物は、覚せい剤63.6%、大麻
30.3%、有機溶剤27.3%、鎮咳薬12.1%

• 注射器の共有経験あり：56.7%
– （覚せい剤依存症者では、75%）

• コンドームの常時使用率：12.5%
– （覚せい剤依存症者では、4.8%）

【学会抄録】第20回日本エイズ学会学術集会 ・総会 

 

薬物依存症者のHIV感染リスク行動に関する研究 

-認知行動療法に基づく再発防止プログラムより- 
 

嶋根卓也、森田展彰 

 

【目的】報告者らは、薬物依存症者の民間リハビリ施設であるDARCの入寮者を対象に、認知行動療法

に基づく再発防止プログラムの開発を進めている。本研究では、その中からHIV感染リスク行動に関す

る結果を報告する。 

【方法】各セッションは、マニュアル化されたプログラムをもとに、グループ形式で行った。1回あたり

約90分間のセッションを週に１~2回行い、計10回行った。対象は、2005年7~10月に東京郊外のDARCに

入寮していた薬物依存症者28名である。１グループ14名とし、計2グループに介入した。インフォームド

コンセントは、書面によって行った。HIV/AIDSのセッションでは、病態や症状に関する説明を簡単に

行った後、感染経路や感染の可能性がある体液についてクイズ形式で行い、予防方法や検査についての

情報提供を行った。セッションを通じて、過去のリスク行動を思い出し、予防行動について考えること

を目標とした。 

【結果】対象者は、すべて男性、平均年齢33.7歳であった。依存薬物は、覚せい剤63.6%、大麻30.3%、

有機溶剤27.3%、鎮咳薬12.1%であった。対象者の56.7%は注射器の共有経験があり（覚せい剤依存症者

では、75%）、コンドームの常時使用者は12.5%であった（覚せい剤依存症者では、4.8%）。注射器に関

しては、「回し打ちが危険であることは知っている」、「使い捨てしか使わない」、「覚せい剤を買う

時に一緒にもらえる」といった意見が出された。性行動に関しては、「セックスをすることで、薬物へ

の欲求も高まる」、「コンドームは使いたくない」、「生でないと萎えてしまう」といった意見が出さ

れた。 

【結論】注射器の共有については、概ねリスクを認知できていると思われる。性行動については課題も

多く、薬物使用への引き金として性行動が挙げられる場合が多い。薬物依存症者の性行動をより詳細に

検討し、プログラムを充実する必要がある。 
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ソーシャルワーカー コトー 

 

 NYHREのサービス 

今から２年前の冬、アメリカはニューヨークのスラム街で、僕は黒人やヒスパニック系の薬

物常用者への支援活動をしていました。当時、ニューヨーク市内の大学院でソーシャルワーク

を学んでおり、その課程で、NYHRE（ナイリと呼んでいました）というニューヨークの薬物

使用者を支援する団体でインターンをする機会を得たのです。NYHREはニューヨーク市内の

ハーレムとブロンクスという地域で、とくに薬物使用が多くみられる場所に複数のサービスセ

ンターをかまえていました。 

NYHREのサービスというのは、例えばミーティングルームでのグループ・プログラム、ソー

シャルワーカーによる個人カウンセリング、ケースワーク、鍼（ハリ）・マッサージ、HIVの

抗体検査、健康などに関する教育・情報提供、より安全に注射をするためのグッズの配布など

で、入所型のサービスはしていません。グループ・プログラムは１日に数回行われ、ただス

ナックやサンドイッチを食べながら映画をみたり、美術館へ遠足に行ったりするような娯楽系

のプログラムから、みんなでC型肝炎やHIV/AIDSなど薬物使用者にとって身近な感染症につ

いて話すようなもの、あるいはストレスや怒りの感情をどう対処するかなどのセラピー的なも

のまで幅広く提供されており、クライアントは好きなときに好きなものに参加することができ

ます。また、より安全に注射をするためのグッズとして、使い捨ての注射器を配布したり、使

用済み注射器を回収したり、注射器を洗浄するためのキット、ブリーチ液、クッカー、止血

帯、バンドエイド、さらにHIVの感染を予防するためコンドームなども配られていました。 

こうしたサービスはサービスセンターだけではなく、近隣の地域の路上でも展開されていま

した。通常はバン２台で乗り付け、路上に集会用のテントを2つ設営し、そのテントで注射器

をはじめ、いろいろなグッズを配ったり、もう一つのテントでは鍼（ハリ）や、グルーム・プ

ログラムなどを実施していました。個人のカウンセリングやHIV抗体検査はバンのなかで行わ

れています。 

NYHREのサービスはすべて無料で、グループ・プログラムの参加者には往復の交通費が支払

われ、プログラムによっては食事も提供されていました。スタッフはソーシャルワーカーなど

の有資格者を含む有給スタッフと多くのボランティアにより構成されており、その多くは回復

者でした。ボランティアスタッフのなかにはNYHREでの経験を活かし、新たに就職先を見つ

ける人もいます。一方で、有給／ボランティアともに、薬物の再使用でNYHREから離れてい

く人もいました。 

僕はこのNYHREで週に２日半インターンとして働いていましたが、グループ・プログラムの

運営やカウンセリングをしたり、路上のテントあるいは周辺の地域でのグッズ配布などに関

わっていました。後者ではコンドームとNYHREのパンフレットを一緒にしたグッズを、路上

テントを中心として約１〜２キロの範囲で配っていました。そのエリアは昼間でも人の往来は

それなりににぎやかでした。黒人かヒスパニック（ラテン・アメリカ）系の住民がほとんど

で、たまに白人はいても、アジア人を見ることはまずありませんでした。そこを大体３人くら

いのスタッフで、「注射器、交換しますよー」とか、「コンドームを無料で配ってますよー」

と英語あるいはスペイン語で叫び、行き交う人に前述のグッズを手渡ししながら練り歩いたも

のです。場所が場所だけに警察官もよく見かけるのですが、たいていの警察官には、「コン

ドームをどうぞ」とにこやかに差し出しても、かたくなに受け取りを拒絶されました。たまに

NYHREのことを知らない警察官から何をしているのか問いただされることもあり、「このへ

んは危ないからうろうろするな」などと言われたりもしましたが、そういう場所だからこそし

ているのになぁ・・・とは、なかなか言い返せないものでした。 

ハーレムの路上に設置した

テント 

テントやグッズなどの

備品を積み込んだバン 
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このグッズの配布で“ダメ。ゼッタイ。”だったことは、車の中にいる人へ直接なにかを

手渡すことでした。車の窓越しになにかを渡してその車が去ってしまえば、それが何だった

のか立証不可能となり、違法な取引をしていると疑われて警察に捕まりかねないのです。ち

なみに僕がこのことを知ったのは活動を始めてすでに数ヶ月経ってからでしたが・・・。 

NYHREのサービスセンターや路上テントに立ち寄れる人は誰でもクライアントであり、

好きなサービスを利用することができます。クライアントに対してクスリの使用の有無とか

使用履歴を確認することもしません。なぜならば、NYHREの活動はHIVの感染予防とエイ

ズの蔓延を防ぐことを目標としているからです。注射器のまわし打ちで薬物を使用する人、

いずれ注射器を使うことになるかもしれない人、薬物使用者とセックスすることがあるかも

しれない人・・・、こう考えていくと、この地域で暮らす人にとってHIV・エイズは身近な

トピックと言えるのです。そして、こうしたNYHREのサービスは「ハームリダクション」

と呼ばれています。 

 

ハームリダクションとは？ 

ハームリダクションとは、英語で“被害（harm）が減ること（reduction）”と表記さ

れ、つまり薬物使用に関するいかなる被害をも減らすことを目的とする考え方、あるいはそ

れを目的とした政策やプログラムのことです。この被害というのは、たとえばHIV・エイズ

やC型肝炎などの感染症、中毒症や依存症の心身的疾患、感染症が流行するという社会問

題、治療や取締りにかかる経済的負担など、個人から社会レベルまで含まれます。したがっ

てハームリダクションとは薬物使用に対する公衆衛生的なアプローチなのです。いわゆる

“麻薬戦争”や“ダメ。ゼッタイ。”運動で薬物の需要と供給を押さえ込んだとしても、そ

れでも薬物の使用を止められない人が存在するという現実を受け入れ、ハームリダクション

が誕生することとなったのです。 

ハームリダクションは実用主義を基礎としており、つまり実際に有効性のある方法で被害

が減ることを目指しているのです。そのためには薬物使用やHIV・エイズをはじめ、社会に

存在するさまざまな差別・偏見を抱かず、また、敷居を低くしてサービスを利用しやすくす

ることが重要とされています。ハームリダクションでは薬物使用を止めることはあくまでも

目標のひとつにすぎず、薬物使用を止めていなくてもサービスを受けることができるし、薬

物の使用を止めるという目標を持たずに利用する人も受け入れています。注射器交換のよう

なサービスは、薬物の不使用とはかけ離れているかもしれませんが、クライアントに薬物の

使用を促しているのではなく、あくまで注射器のまわし打ちによる感染症の流行の予防を目

指しています。そして、クライアントがサービスを受けに来るのを待つのではなく、クライ

アントのいるところに出向くことで、彼らが医療や社会福祉サービスにアクセスする機会を

少しでも多くつくり、アンダーグランドにもぐりがちな注射薬物使用者の健康の維持・向上

のための社会的な接点を生み出しているのです。 

 

NYHREがスラム街にサービスセンターや路上テントを設置し、さまざまなサービスを提

供しているのも、こうしたハームリダクションの実用主義に基づいています。ちなみに

NYHREは、正式には“New York Harm Reduction Educators”と言い、その名前に

ハームリダクションを掲げているのです。NYHREのクライアントには、毎週のように何本

もの注射器をまとめて交換するためだけに来る人もいれば、ロビーでコーヒーを飲みながら

スタッフと談笑し、気が向けばグループ・プログラムに参加したり、鍼（ハリ）を受けたり

して、「気分がいいから、今日はクスリを使わないでいいや」という一日を何年も過ごして

いる人もいます。そして、こうした光景はNYHREだけではなく、ニューヨーク市内にある

様々な団体のサービスセンターで見ることができます。こんな風に、地域の薬物使用者、そ

の家族や親しい人が気軽に立ち寄れるスポットが日本にもできればいいのになぁという思い

を抱き、僕はアパリの活動に関わらせていただけることとなりました。ハームリダクション

とは耳慣れない言葉だと思いますが、また機会をいただいていろいろとお話することができ

ればとても嬉しいです。 

注射器交換のリスト 

テント内で注射器やその他

のグッズを配っています 
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                                  入寮者Ｔ 

１ ダルクにつながった頃   

私がダルク・ＮＡミーティングと出会ったのは今から20年も前でした。当時の私はマリ

ファナ、ブロン、コカインなどの薬物が止まらずボロボロでした。そしてたどりついたのが

できたばかりのダルクでした。そこにヒゲをはやしたいつもニヤニヤとしてボソボソっと

ジョークばかり言うＫさん（ヒゲオヤジ）がいました。私はクスリを身体に入れながらダル

クのミーティングに出ましたが、心の中では、この人達がクスリを使っていないなんて俺は

信じられない、実際にあやしげなヒゲのオヤジはちょっと鼻が赤いし、ミーティングが終

わった後などに、みんなで酒くらいは飲んでいるだろう。だからあんなに鼻が赤いんだ。酒

かマリファナくらい吸ったりしているに違いない、と心の中で思っていました。しかし、み

んな仲間達はただ笑顔で「よく来たね」と言ってコーヒーを入れてくれたり話を聞いてくれ

たりしてあたたかく受け入れてくれました。私が使っているのをみんなはわかっているのだ

ろうか、と思ったりしましたが、みんなただ笑ってやさしく受け入れてくれました。ちょっ

とあぶない感じの人もいたり面白い人もいて、だけどそれにしても変なところだなあと思い

ました。 

私は生まれも育ちも東京で、当時、実家からダルクへつながったのですが、仲間達と出

会っても、止まらないクスリはどうにも止まりませんでした。結局私はK病院という精神病

院にぶち込まれました。その病院はゾンビの館の様で（表現は良くないかもしれません

が）、とにかく完全閉鎖病棟で表へ出られない、処方薬はてんこ盛りで出されて、飲みたく

ないといっても看護師が飲んでるかどうか、口の中、ベロの下と確認するといった具合でし

た。私は眠くなってしかたない処方薬は看護師の見ている前でベロの下と歯の裏に隠して

バァーっと飲んだふりをしてトイレに流していました。それでも院内では問題児で患者さん

や看護師を殴ってしまったりしてしまい、保護室に入れられたりということが何度かありま

した。そして、１週間、保護室の中に入れられて、私は保護室の分厚いドアを「出せーっ!!」

と一日中、ラリーアタックしてドアを"バンバン"とけとばしていたのですが、その時に若い

看護師さんがチャーとドアをあけて「面会です」と言い、私は父か母だと思っていたら、ダ

ルクの先輩のＭさんという仲間が心配そうな顔をして私を表のグランドに連れて行ってくれ

ました。その時に「お前ナ、自分で何やってるんだか、何が何だかわけが分からないだろ

う？」といわれて、私は「わかりません。ここは地獄です。早くヒゲのＫさんのところへ返

してください」といいました。その病院内で私は問題を起こさないようになってから開放病

棟に移してもらったのですが、そこで同室の、自分で部屋長だとかいう人とトラブルになり

そうになった時に、間に入り助けてくれたのが覚せい剤の仲間でダルクへつながったＩさん

でした。 

私は実家へ帰りたかったのですが、親は受け入れてくれず、ダルクへ行ってくれと言わ

れ、私は退院後、また、ダルクへ戻りました。先に退院し、ＡＡにもつながっていたＩさん

が駅まで真っ白いスポーツカーで迎えに来てくれました。私はみんなと一緒に朝はマックの

ミーティングへ行き、マックとダルクの仲間達とともにご飯を食べたりミーティングをして

分かち合ったりしました。そうしてただ歩いているだけで止まらなかったクスリが止まって

いきました。てんこ盛りの処方薬を切られて、最初は夜、車の通る音やクラクションの音だ

けでビクッとしてしまい眠れませんでしたが、マックの仲間やダルクの仲間達に支えられて

一緒にソフトボールをしたりしているうちに眠れるようになっていきました。 

 

２ 底つきの体験 

 しかし４ヶ月目で私はどうしても実家へ帰りたくなり、実家へと向かいました。すると、

なじみの薬局へ足が自然と向いてしまい、使ってしまいました。１回クスリを身体へ入れる

ともう止まらず、その頃18歳頃のサーフィン仲間に連絡をしたりして、マリファナコカイン 

藤岡の庭に立っているマリ

ア像 

施設の玄関前で。入寮者ど

うしの分かち合い 
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を使い、ドラッグライフをしていた地元の先輩やサーフィン仲間達は、もうみんなや止め

たいよと言い、みんなは止めていた様でした。しかし私はクスリを止められなくなってし

まいました。結局、ダルクへ戻ったのですが、１回クスリを身体へ入れると止まらない私

は、様々なクスリを使っている仲間達と一緒に使いまくりました。覚せい剤もＷさんとい

う仲間に打ってもらったり、シンナーをみんなで吸ったり、みんなでシャブをまわし打ち

したり、食べ物がなくなると、近くのスーパーの駐車場に止まっている食品を積んだ車か

ら高いカニ缶を盗んできて酒のつまみにしたりしました。金がなければ仲間と血を売りに

行ったり、さまざまな努力をして、クスリを使うためなら何でもしました。あまり何度も

血を売りに来るので、今月はもうダメだと言われると頭に来てケンカをしてしまったりし

ていました。そうしてナイトケアで仲間と使ったり、ふらっと旅をして帰ってきてまだ使

える、そして疲れたら眠っているという生活をしていたら、スタッフのＫさんに、自分の

荷物を黒いゴミ袋に入れられて表に捨てられました。なんてことをするんだと思ったりし

ました。そして使っていい感じのところをＫさんにケリを入れられて、階段から転げ落ち

たりしました。そこで、ジャマをされたくないと思って、山谷にある南泉荘という安いド

ヤに仲間と向かいました。誰にもジャマされずに使い、腹が減ったらスーパーで万引きし

たりしました。 

しかし山谷とダルクといろいろあったのですが、私は山谷で本当のどん底をつきまし

た。施設でもヒゲオヤジのＫさんは、使っている私に、「もっと使えば？」とブロンを

買ってきてくれたり、私はありがたいと思ってしまい使ったのですが、山谷のドヤで私は

本当にクスリで死にそうになり、どん底をつき、生きていくことがどうにもならなくなり

ました。「もうダメだ、自分の力や意志ではクスリは止められない」と生まれて初めて無

力を認める様になりました。 

 

３ 回復への兆し  

私は東京から横浜にある「せりがや園」という病院へ死にそうになり、タクシーで向か

いました。そしてせりがや園の恩人のようなＮ先生に「助けてください」と救いを求めま

したが、最初は受け入れてもらえませんでした。表へ出されましたが、今度は「本当にブ

ロンを止めたい。助けてください」と救いを求め、受け入れていただきました。保護室で

解毒して、食事が取れる様に少しずつなっていき、クスリが身体から抜けていき、クリー

ンになれました。あたたかいスタッフや医師、まわりのアルコール、薬物の仲間達のおか

げで、私は少しずつ元気にさせていただき、ソフトボールをしたりミーティングをした

り、シラフとなり、クスリを使っていない自分や仲間達の中でハイヤーパワー、神様に生

かされていることの喜びを覚え、感謝の心を持てるようになりました。自分は薬物依存症

という病気であり、また、機能不全家族であったこと、そして、自分にはステップのプロ

グラムが必要なのだということを知りました。 

その後、私自身が自分自身の回復のためにステップを使う生き方を始め、ダルクの仲間

達とともにＮＡミーティングを歩き始め、家族との関係も変わっていき、クリーンでいる

ことの喜びを仲間達と分かち合い、「今日一日」を感謝してＮＡミーティングに出続けま

した。バイトができるようになったり、いろいろな仕事をＮＡに通いながらできるように

なりました。帰天され天国へと入られた神父様のところでアルバイトをさせていただいた

り、神父様の仕事の手伝いをさせていただき、マック・ダルクのサービスの仕事の手伝い

をさせていただいたり、様々なものが与えられていました。そしてアメリカへ行くことが

できたり、夢であった仕事でサクセスしていき、ＮＡを続けていました。 

４ スリップ 

アメリカにいても仲間はたくさんいて、日本人の仲間もいて、神父様やスポンサーもい

て、正直な自分ではいましたが、少しずつ、仕事で暴走していき、仲間から離れていきま

した。クスリは長く止まっていても私はＮＡから、仲間から離れていき、仲間に正直に話

ができなくなっていきました。仕事で暴走し、お金や仕事でサクセスすること、私はア

ディクションという病気を撒き散らし、ホワイトブックを手放すようになり、結果、ス

リップしました。母ががんになり、帰天した時は、シラフではいられず、酒をあおるよう 

マック・ダルクのクリスマ

ス会での出し物（楽器演奏

と歌） 

同じくクリスマス会で。 

上野の日本ダルクのクリー

ン・カウントダウン 
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藤岡への献金は 

こちらへ。 

 
同封の郵便振替用紙

を使用していただくか

下記までお振込をお願

いいたします。   

番号:0100-2-409942    

名義:日本ダルク 

アウェイクニングハウ

ス 

 

 

             平成18年12月吉日 

 

こんにちは、日本ダルク アウェイクニングハウスの山本です。年の瀬もいよいよおし迫り

皆様いかがお過ごしでしょうか？私たち日本ダルク アウェイクニングハウスでは年末年始に

関東近辺の４つのダルクが泊まりに来るため、準備に追われている状況が続いております。9

月1日の仕切り直しから早くも3ヶ月以上が過ぎましたが、仲間たちの協力もあり、プログラ

ム的にもとても良い方向に向かっていると思われます。 

さて、前回にこの紙面をお借りして皆様に献金のお願いをさせていただいたところ、全部

で88,000円の献金が集まりました。皆様の温かいお心遣いに深く感謝いたします。これらの

献金はボイラーの修繕費として大切に遣わさせていただきます。本当にありがとうございま

した。また食料品、衣類の献品もいただきました。重ねてお礼を申し上げます。 

しかしながら、まだまだ現状といたしましては、1箇所が直るとまた違う箇所が壊れるとい

う状況が頻繁に続き、正直頭を抱えたくなることが毎日です。中でも切実な問題としては水

道管の破裂、水道ポンプの故障、天井の雨漏り、施設車両の老朽化です。出来るだけ補修で

きる部分は、仲間たちの力を借りながら自力で何とか凌いでやっておりますが、やはり自分

たちだけではどうにもならない問題がたくさんあります。本当に心苦しいお願いですが、ま

たここで修繕費用の為の献金のお願いをさせていただきたいと思っております。また掃除

機、灯油ストーブ等、物資も不足しています。そしてチェーンソー、高圧洗浄機があればと

ても助かる次第です。誠に勝手なお願いばかりで申し訳ありませんが、是非私たち日本ダル

ク アウェイクニングハウスに皆様のお力を貸してください。どうかご協力をお願い申し上げ

ます。 

今年も後僅かですが、私たち日本ダルク アウェイクニングハウスはこれからも仲間の手助

けに一生懸命努めて行きたいと思っております。どうか来年も私たち日本ダルク アウェイク

ニングハウスにご支援、ご協力いただけますようお願い申し上げます。そして皆様にとって

良いお年になるよう心よりお祈りいたします。                 

      日本ダルク アウェイクニングハウス  山本 大 

 

【献金をいただいた方】 

檜山真造様、田中絹江様、聖イグナチオ教会様 エルナンデス修道士様、 

庄司元昌様、小松一枝様、正木惠子様 （順不同） 

 

【献品をいただいた方】 

菅原弘平様、聖クララ会修道院の皆様、市原紀芳様、メンテナンス山本様、 

猿渡順一様、山本出様、奥田保監事、近藤恒夫理事長 （順不同） 
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になりました。私は神様の怒りに触れてしまったのだと思います。その後はふたたびクスリ

を使い、神父様のところでひどいことをたくさんしてしまい、神の怒りに触れてしまったの

です。病気を再発させ、刑務所、精神病院、刑務所と繰り返し、隔離された生活を７、８年

続けました。 

 

５ 再出発 

今、藤岡に仕切り直しのプログラムで多くの仲間達の中で生かされています。そして、Ｎ

Ａに舞い戻ってきて自分には12ステップが必要で、このプログラムは効くということを信じ

ています。ハイヤーパワー、神様を信じて祈り、神様に守られていると信じています。「今

日一日」そして「感謝」なのだと思っても「感謝なんかできない!!」ということもあるけど、

でも、「チクショウ、感謝します!!」とこの頃は、朝、昼、夜となるべく祈るようにしていま

す。聖人でないし、間違ったりめんどくさがりな自分だったりします。でもＮＡに戻ってき

て、郡まで藤岡で多くの仲間と出会い、仲間、そしてＮＡの大切さを今すごく感じていま

す。山の上は底冷えするほど寒くなっていますが、今の仲間たちに感謝したいです。 

今日一日、平安の祈りを祈りつつ、おだやかにＮＡのプログラムを信じて使い、自分の問

題を解決して「今日一日」を大切にしていきたいと神様に祈っています。 

 亡くなっていった多くの仲間達、帰天した母やすばらしい神父様が、そして神様がいつも

見守っていて下さり、私の上にいることを信じて、「今日一日」、「感謝」して生きたいと

祈っています。 

お疲れ様でした！ 

 
藤岡の岸本施設長は昨

年の9月に、プーさんは

12月で退職されまし

た。 

岸本・元施設長。 
約7年間、藤岡の山の中で
暮らし、体を張って頑張っ
てくれました。今では岸本
施設長に助けられた人がス
タッフとなり活躍していま
す。感謝！ 

写真中央がプーさん。施設
内のあらゆる仕事をテキパ
キとこなしてくれました。
ありがとう！ 
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家族教室 「エクステンディッド・ファミリー・クラブ」 

対象：薬物依存症などの諸問題を抱える家族、知人、友人、 
援助職従事者 

日時：第1・第3月曜日 18：30～20：30     

場所：アパリ・クリニック上野 2階 

参加費：3,000円 

今年から毎回テーマを決め、それに即した体験談を話していた
だくことになりました。 

 

 

 

 

           報告 サム 

 恒例のマック＆ダルク2006 Ⅹ‘ｍａｓパーティーが12月21日（木）文京区民 

センターの3階で開催されました。 

 各マック・ダルクからのコーラス、ゴスペルに続き、藤岡からもアウェイクニングハウ

スのメンバーが集まり、仲間の仮装によるコミックバンドの演奏がありました。演奏は

「第九」から始まり、仲間のアレンジによる本格的なものでした。メンバー紹介も盛り

上がり、とても楽しいひとときを過ごすことができました。各施設が手作りして持ってき

てくれた唐揚げや おにぎり、サンドイッチはあっという間になくなり、争奪戦が繰り広

げられました。アパリの近藤理事長、神山理事、島田理事も出席しました。 

勉強会「依存症と軽度発達障害」2/6に開催！ 
 

依存症の支援困難なケースの中には軽度発達障害を抱えている利用者も多いと活動の経験を通して分

かってきました。 

そこで、下記の通り、埼玉県立精神医療センターの朝倉新先生に講師をお願いし、勉強会を開くこと

になりました。 

マック・ダルクのスタッフや、医療福祉関係者の方々にぜひご参加いただき、意見交換なども行えた

らと思います。皆様のご参加をお待ちしております。 

 

【軽度発達障害について】 

ADHD（注意欠陥多動性障害）、アスペルガー症候群などがあります。 

例えば、こんな特徴が見られます。 

 ○仲間との関係がとりづらい。○仲間の話しを自分の経験に重ねることができない。 

 ○テーマに沿った話ができない。○止めたい気持ちはあっても12ステップを解さない。 

 

日時： 2007年2月6日(火) 午後7時～9時 

会場： 赤羽会館 第2集会室   東京都北区赤羽南1-13-1 

講師： 朝倉 新 先生  埼玉県立精神医療センター 医長 

参加費：500円 

申し込み：045-303-2621（ワンデーポート） 定員40名 

主催： NPO法人ワンデーポート／NPO法人アジア太平洋地域アディクション研究所（アパリ） 

協力： NPO法人ジャパンマック 

日付 体験談（30分） テーマ 

1月15日（月） 
十枝晃太郎（日本ダルク･トゥ

ディハウス施設長） 
薬物依存症者の心理 

2月5日（月） 
幸田実（東京ダルク・ディレク

ター）  
回復のきっかけ 

2月19日（月） 
篠原義裕（日本ダルク・サンラ

イズレジデンス施設長） 
当事者と家族との関わり 

3月5日（月） ダルクのスタッフ2名 ステップ1、2、3 

3月19日（月） ダルクのスタッフ2名 ステップ4、5 

温泉宿泊ワークショップ 
家族同士の分かち合い、専門家と

の分かち合いをしてみませんか？ 
 

日時：平成19年3月3日（土）～

4日（日） 

場所：箱根温泉 

宿泊先：未定 

定員：10名 

参加費用：3万5千円位を予定 
（交通費・食事・研修費込み） 

ワークショップテーマ「当事者の

回復と家族の回復・・・」 

講師：カウンセラー町田政明、 

事務局長尾田真言 

 
【申し込み：アパリ

東京本部03-5830-

1790】 

着ぐるみの仮装で笑いをと

りました。 

12/30 四ツ谷のメリ

ノール教会において  

ロイ・アッセンハイ

マー神父（元理事長）

の追悼ミサが行われま

した。 

教会関係者、マック・

ダルクのスタッフ、援

助職の方、入寮者など

多くの方に参列してい

ただきました。 

 

ロイ神父の残した足跡

を一冊の本にまとめま

した。 

興味のある方はぜひお

買い求めください。 

（P.2、P.4の欄外をご

覧ください） 
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○アパリ東京本部 
 

〒110-0015 

東京都台東区東上野6-21-8 

電話：03-5830-1790 

FAX： 03-5830-1791 
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：info@apari.jp 
       

＜アパリの司法サポート＞ 

《薬物事犯で逮捕された刑事被告人に対

する支援》 

 薬物犯罪で逮捕されたら刑務所に行く

か、再犯防止に向けた何の取り組みもな

いまま執行猶予の判決をもらって、また

薬物のある日常に戻るしかない日本にお

いて、はじめて刑罰以外の再犯防止に向

けた取り組みです。 

 保釈中の刑事被告人に対する薬物研修

プログラム、情状証人出廷、上申書作

成、入寮契約、身元引受契約、出所出迎

え、法律相談などあらゆるニーズにお応

えします。なお、日本における薬物事犯

の再犯率は50％ですが、アパリの司法サ

ポートを利用された方の再犯率は5％以

下です。 近では特に、受刑中に身元引

受契約をし、仮釈放又は満期釈放の時に

出迎えに行き、リハビリ施設に繋げるお

手伝いをしています。 

[費用：コーディネート料として一律20万円。

但し、東京以外の地域は交通・宿泊費の実費が

必要です] お問合せは東京本部まで 

 

 

 

新規会員（正会員・賛助会員）を募集いた

します。ご入会していただいた方には、会報

「フェローシップ・ニュース」を毎号お送り

します。また、書籍購入の割引や公開講座・

フォーラム、自助グループ開催に関する情報

提供等、様々な特典がございます。 

郵便振替番号：0160-7-136870 

名義：アパリ東京総本部 

≪年会費≫ 正会員 ：12,000円  

    賛助会員：6,000円 

アパリでの支援 

○アパリ藤岡研究センター 
（運営：日本ダルク アウェイクニン

グハウス） 

〒375-0047 

群馬県藤岡市上日野2594番 

電話：0274-28-0311 

FAX：0274-28-0313 
 

【入寮条件】 

1、薬物依存から回復・自立しようと

している本人 

2、男性(年齢制限なし） 

【入寮期間】 

基本的に13ヶ月 

【入寮費】 

月額16万円 （初回17万5千円、生活

保護の方も可能） 

特定非営利活動法人 

アジア太平洋地域アディクション研究所 

ホームページもご覧ください 

（新しくなりました） 

http://www.apari.jp/npo/ 

社会復帰 

薬物事犯で逮捕薬物事犯で逮捕  

保 釈 

裁判裁判（情状証人・報告書提出）（情状証人・報告書提出）  

薬物研修プログラム 

執行猶予執行猶予  刑務所刑務所（身元引受（身元引受  

通信教育・通信教育・  

面会等）面会等）  

執行猶予判決後執行猶予判決後  あるいはあるいは  

刑務所出所後刑務所出所後  

アアパリ藤岡研究センターで研修するパリ藤岡研究センターで研修する 

被告人に群馬県藤岡市にある 

ＡPARI藤岡研究センターで 

再犯防止に向けた薬物研修 

＜個別相談・カウンセリング＞ 

対象：薬物依存症などの諸問題を抱
える家族・本人など。出張カウンセ
リングは相談の上、実施可能かどう
か判断させていただきます。（料金
は別途必要） 

【費用】45分 9,000円 

【場所】アパリ東京本部 501号室 

【カウンセラー】町田 政明 

[神奈川県立せりがや病院のケース
ワーカーとして活躍、ホープヒル代
表、寿アルク理事] 

【カウンセリングの日程】 

第１、第３月曜日。いずれも14時、
15時、16時、17時からです。 

【予約】 

電話でお申し込み下さい。 

03-5830-1790 

【注意事項】 

当日のキャンセルや変更の場合は全
額いただきます。遅れていらした場
合は時間が短くなりますのでご了承
ください。 

 

＜家族教室＞ 

「エクステンディッド・ファミリー・
クラブ」 

対象：薬物依存症などの諸問題を抱え
る家族、知人、友人、援助職従事者 

日時：第1・第3月曜日 18：30～20：30     

場所：アパリ・クリニック上野 2階 

参加費：3,000円 

【お問合せは東京本部まで】 

発行者：近藤恒夫 

編集責任者：志立玲子 

平成19年1月1日発行 
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起起  訴訴  

面会・差入れ 

出所出迎え


