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アディクション関連講座№54  2019/2/17 

「回復支援における医療の役割」 
梅野 充(アパリクリニック 理事長) 

 

梅野と申します。よろしくお願いします。医師になって25年くらい経ちました。卒業する年のお正月に

大学から当時実家のあった兵庫県神戸市に帰省していたところ、阪神淡路大震災に被災しました。実家は

明石大橋の本州側で震源地からは近かったのですが、被害はあまり大きくなくて、その3月になんとか国

家試験を受けました。 

最初、松沢病院に研修医として勤務しました。2年間の研修医を終えてからは、上野にある東京都立精

神保健福祉センターで3年間勤務しました。平成9年から配属されましたが、第3次覚せい剤乱用期が平成

8年からで、ちょうど上野の西郷さんの銅像付近で不良外国人が違法テレフォンカードを販売していたこ

ろです。そのルートで覚せい剤を売っていたと言われていました。センターでは東京ダルクのスタッフが

相談業務にあたっていて、一緒に依存症家族教室などの事業にたずさわりました。 

その後、東京都立松沢病院で14年間、アルコール薬物依存症医療を担当しました。最後の頃に大変な問

題だったのは、今でいう危険ドラッグ、当時は合法ドラッグとか脱法ドラッグと言いましたが、入院して

いる方の半分くらいが危険ドラッグ関連の患者さんでした。その後、多摩総合精神保健福祉センターに異

動して3年間勤務しました。そのあとアパリクリニックに勤務し、現在アパリクリニックの理事長として1

年目が過ぎたところです。 

 火水金土とアパリクリニックで外来をやっております。月曜日には麻布にあるさいとうクリニックで外

来をしています。理事長の斎藤學（さとる）先生は近藤恒夫さんと同世代ですが、ACの概念とか、ミネ

ソタモデルという米国で大変有名な依存症の包括的治療を日本で最初に紹介した医師のおひとりです。そ

れから木曜日には保健所で精神保健相談を受けたり、大学で非常勤講師をしたりしています。 

 今日は「依存症とその回復」のテーマで話します。 

 図のひな壇みたいなものについて説明をいたしますね。薬物使用している状態でのご本人には、いろん

な症状があります。幻覚妄想とか、イライラとか、怒りっぽさとか（精神医学の用語では「易怒性（いど

せい）」といいますが）、仕事しようとしないとか、交友関係のトラブルとか。使っている状態の人とい

うのはごちゃごちゃしていて、2層式の洗濯機の洗濯槽から洗濯物を出すと衣類は絡まっていますよね。

そんなふうにごちゃごちゃっとしている。それをほぐして問題を単純化する。3つの箱みたいなものがあ

ると思ってください。ごちゃごちゃしている問題を3つの段ボール箱に分ける。洗濯物だったらこれはパ

ンツとか、シャツとか分けてタンスにしまいますよね。そんな感じで分類するのです。 

ひとつは依存症という問題で「やめたいものがやめられない」ということです。たとえば執行猶予判決

を受けていて「もう絶対やっちゃダメだ」という時にやっちゃうといったことです。 

もうひとつは中毒性精神病です。覚せい剤などの場合では幻覚妄想などが症状です。幻覚というのは、

現実にはないものを見たり聴いたりすることです。統合失調症という疾患がありますけれど、これは幻覚

が現れる疾患の代表格です。しかし統合失調症の方の場合には幻視（ありもしないものが見えること）は

実はあまりないのです。ところが薬物による中毒性精神病ではあります。ある方が「光る玉が見えるんで

すよ」と私に教えてくれました。大麻とかシンナーを使った方でした。統合失調症の場合では幻視よりも

「聞こえる」 

という幻聴が多い 

です。 

自分が嫌なこ

と、自分が一番言

われたくないこと

ばが聞こえるので

す。 

依存症（連続使用）

性格変化・依存症的な生き方

精神科治療

依存症治療

自助グループ

施設

中毒性精神病

回復へ！

中毒性精神病

依存症

性格変化・依存症的な考え方
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つぎに妄想についてですが、薬物を使用している人には妄想というほどはっきりしない、いわゆる「勘ぐ

り」が多いですね。これを専門的には「被害関係念慮」と言います。「念慮」というのは、勝手にそう思わ

れちゃうことで、そんなことしてないのに「お母さんは俺のことを友達と噂している」と言ったりする。

「そんなことない」と言っても「でもおかしいんだよな」と疑っている。これがもっとはっきりと「噂して

いるに違いない」というようだと妄想になります。「誰それと誰それが俺を陥れようとしている。お父さん

お母さんはそれに協力させられてるんだろう」などとおっしゃるので「なんでそう思う？」と訊くと「そう

に決まってる」と確信されている場合が妄想です。「そんなはずないじゃない」と言うと、「そうかな

あ」って悩んでいるとすれば、これが念慮です。 

統合失調症の方は妄想である場合が多い。しかし薬物による中毒性精神病だと、ご本人自身は「薬物のせ

いで起きている」と理由がわかっているので、あまり確信がない場合が多いのです。「薬物の後遺症で自分

はありもしないことを考えているのかも知れない」「これは妄想なのか、いや、真実にちがいない」と迷っ

ている。これを「念慮」と言います。「関係」というのは「自分に無関係なものを関係づける」からです。

例えば窓の外に黒い車が駐まっていると、実はタクシーが客待ちしているだけだけど「偽装した警察車両が

自分を監視している」と思う。関係ないものを自分と関連づけて考えるのが「被害関係念慮」です。 

もしそういう症状があれば「中毒性精神病」の箱に入れましょう。幻覚妄想のような症状は断薬して薬物

の効果がきれて投薬治療をすると改善します。次は「依存症」つまり「やめたいのにやめられない」という

症状です。例えば「今日から働くのでスーツと革靴がいるからちょっとお金貸してくれ」って言われたとす

る。貸してあげたお金で薬物を買って使用して結局仕事はしないようなことがあります。ご本人としては真

面目に働こうという気持ちはあって、決して嘘をついているのでありません。しかしいざお金を持つと、つ

い薬物を買いに行っちゃう。これはあくまでも依存症の症状なのです。 

 それからもうひとつは「生き方・性格や考え方の変化」です。依存症が長期間続くと、嘘をついたりお金

や薬物を入手する方法を考えたり、性格が変化する場合があります。 

以上のように薬物使用している人の問題を「中毒性精神病」、「依存症」そして「性格や生き方の変化」

という３段階に整理してみました。なかには精神病症状がない人がいたり、依存症が主で、性格が変わって

きているという感じがあんまりないという方もいます。いっぽうで感情面の変化、性格変化が強い人もあり

ます。 

たとえば、イライラして怒りっぽい、反発心、反抗心が強い人。「薬物をやめたほうがいい」とご家族が

忠告したとします。ご本人にはそれを素直に受け入れることが難しい。それから被害者意識の強い場合があ

ります。薬物使用を続けているのに「親戚や上司がこうだからだ」、「俺のことをわかってくれない」と自

分が被害者ととらえてしまう。それから義憤、「誰々のために、俺が言ってやっているんだ」というかたち

での怒りの表現です。さらに他罰、誰かを責める。それから好訴性、訴えたり大ごとにしようとする。そう

いう症状というか性格の変化がいろいろと起きます。これは本人がそういう人間になっちゃったというより

は、薬物がそう言わせているということですね。 

 

 それからご紹介したい重要な概念があります。「PAW（ポー）」と私は言っていますけれど「急性期後離

脱症状」“Post Acute Withdrawal”という概念です。「遷延離脱症状」と言われることもあります。か

つて国立精神・神経医療研究センター病院にお勤めだった先生は「遷延性退薬徴候」という用語を使われて

おりました。同様のことを埼玉県立精神医療センターの成瀬暢也先生もおっしゃっています。薬物を継続し

ていた人がやめると、離脱症状が起きます。典型なのはアルコールの方が飲酒をやめると手が震えたり汗を

かいたりすることです。離脱症状の特徴は、飲んでいる時と反対の症状が出ることです。飲酒すると「楽し

い、リラックスして気分がいい」と感じますが、離脱症状ではその逆になります。お酒が抜けてくると体が

緊張し、イライラして、不快になる。覚せい剤の場合だと、効果がある時はエネルギーが高まって「よーし

やったるでー！」いった気分になりますが、抜けてくるとその逆で、他人と会うのも苦痛になる。PAWと

は、そういう離脱症状が長く続くということです。アルコールをやめて手が震えるような症状は、２日から

2週間くらいでおさまります。覚せい剤やめてイライラしたり、ぐったりしてやる気が起きないっていうの

は、7週間くらい続くとされています。 

離脱症状には、やめた時点が重くて、時間が経つにつれてよくなる症状があります。例えば手の震えとか

発汗は、すぐに起こりますが、おさまるのも早い。しかしやめてからも長く続く症状があります。たとえば

手足がしびれて指先の違和感がとれないというような症状は断酒した後も長引きます。あるいは考えのまと

まりづらさや集中力の低下も長引きます。 

断薬当初はあまり気づかないけれど、次第に悪化していくという症状もあります。それこそ奈落へ落ちる

みたいにして気分がスッとうつになる、というような症状は断薬してしばらくしてから現れることがありま

す。 

  

 

講座の様子 
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こういった症状が、３ヶ月から１年半くらい続くことがあるとされています。これをPAWと呼びます。こ

れについての本を翻訳しました（ゴースキー「薬物アルコール依存症回復支援ガイドブック」星和書店）。 

さっき説明したような感情面での変化は、実は離脱症状として起きているのです。薬物を使ってきた人

が、断薬した状態に体や脳が馴染む間に起こる症状が、嘘とか正当化とか強弁、健忘などの症状なのです。

覚せい剤は気分をアップさせる薬だから、それをやめるとエネルギーがなくなったように感じて、仕事もで

きなくなる。心的エネルギーが減退しちゃうので、記憶力や集中力も低下したように感じる。こうしたエネ

ルギーがでない状態に馴染んでいかなければいけないというのは、ご本人にとっては、すごく辛い経験であ

るわけです。それから後悔、悲しみ、虚しさ、鬱、不安、情緒不安定が起こります。さらに惚れ込み、恋愛

のような「誰それはすごいいい奴だ」というような激しい心の動きが起こることもあります。 

 思考や考え方の変化としてみると、極端化思考があります。何かひとつ間違うと「あいつはもうダメだ」

と否定的になる。あるいは主観的で自分本位だったりする。それから「ゼロか１思考」や「先入観」が強く

なる。ご本人のおっしゃることが非論理的ということはないのです。幻覚妄想の場合には根拠がなくて、話

を聴いても「なるほどな」と感じることはない。しかしこの思考の変化による症状は「そう言われればそう

かもな」とまわりにいる人も巻き込まれてしまうんです。そういう時には「ちょっとそれは考えすぎだろ、

確かに言ってることはそうかもしれないけど、表現が極端だ」というように転換していただくと、巻き込ま

れずにすむように思います。 

それから「否認」があります。「自分は依存症じゃない、やめられないわけじゃない」というのが第一の

否認です。刑務所での調査で覚せい剤事犯で収監された方の９割が依存症という結果があります。だから法

務省としては刑務所の中や保護観察所の中で依存症に対する治療的働きかけをしようという動きがでてきた

のです。とはいえご本人は「確かに薬物は使ったけど、やめられないような状態ではない」と言いたくなり

ます。しかしまわりにいる人から見るとやめられない状態そのものである場合が多いのです。つまり本人は

依存症を否認している。 

次に「第二の否認」という「依存症以外には問題がない」という考え方のパターンがあります。「自分に

はものの感じ方や考え方の変化なんてない」という否認があるわけです。しかしまわりから見ると、性格変

化そのものが起きている、ということもよくあります。 

たとえば現実を見極めることができなくて、すぐ「働きたい」とおっしゃって治療プログラムに参加がで

きなくなる場合があります。そういう場合も性格変化として捉える必要があります。仕事にもどるために

は、きちんと断薬期間をとることがとても大切で、社会復帰の前に１年半くらいはやめることに専念する方

がいいと思います。できれば社会復帰までには２～３年間くらいかけることが望ましいです。この期間につ

いては、PAWのような症状が１年半くらい続くので、それから就労支援を受けたりして２～３年間かけて仕

事を再開するのがよい、とご説明しています。 

 ご本人にとっては「やめつづけていても生活が充実しなくてつまらない」と言いたくなるような時期もあ

ります。山登りでも最初は下草の多くて景色もつまらない道を歩いていて、どこまで行っても道が終わらな

いように感じても、ある段階で視界が開けて、眼下を見るときれいな景色が広がっていて「こんなにも登っ

てきてた」と実感するようなことがありますね。それと同じで、断薬を続けていくとある時にふっと回復が

実感できるものなのです。 

 

 では治療をどうするか述べたいと思います。まず中毒性精神病の治療には医療が必要で、断薬しながら治

療薬を服用することです。精神科医療機関であればどこでも幻覚妄想の治療はできます。 

では依存症の治療はどこでするかというと、依存症の患者さんを敬遠したり、毛嫌いしない治療施設、そ

して長期間つづくことになる依存症治療へのやる気を引き出す、つまり「治療動機づけ」をしようとする治

療施設ということになるでしょう。依存症専門の治療者はこういうコンセプトでご本人に接するものなので

す。 

「犯罪じゃないか！ダメじゃないか！」というのも直面化というひとつのやりかたではありますが、依存

症専門であれば、12ステップモデルのように回復者に触れることで「いいことがたくさんありますよ、これ

が回復ですよ」と示すことが大切です。かつて警察司法は直面化をやり続けていたと言えるでしょう。依存

症という疾患をもっている覚せい剤事犯に「貧困が原因だから手に職をつけて正業に就けば再犯はしなくな

る」と考えて職業訓練をやってきた。それもひとつの方法で一定の有効性があったが、再犯予防が十分でき

たとは言えなかった。そこで「回復」という考え方をもっている治療プログラムの必要性が理解されて取り

入れられてきた。一部執行猶予制度のもとで治療的取り組みを勧めるようになった。収監中の人にダルクス

タッフが会ってメッセージができるようになりました。保護観察所のスタッフがあるところでおっしゃった

言葉が印象的だったのですが「これから更生保護は『回復支援』でいきます」とのことでした。 

  

啓発イベントにおいて 

「ダメ。ゼッタイ。くん」 

と梅野医師 
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アパリクリニックの前で 

治療の具体例を挙げますと、精神病症状を起こして街中で暴れた人がいたとします。松沢病院のような精

神科病院に入院したとして、治療薬を使って約１カ月間で幻覚妄想はよくなります。そしてそのあと「依

存症の治療をしましょう」とご本人にもちかけます。依存症の病棟にうつって回復者と話をしたりデイケ

アに参加したりしましょうと勧める。デイケアで回復に向けての考え方を身につけてもらう。さらに自助

グループや施設プログラムへの参加を勧めて、12ステッププログラムにつなげるようにします。12ス

テッププログラムはいわば究極の依存症治療で、そこにどうつなぐのかが我々の使命ではないかと感じて

います。仕事に就いたあともNAを継続しながら社会生活を歩んでいただく。この長年の回復のプロセスで

は医療の役割は最初の短い期間だけということができます。 

 性格の変化が起きて、極端に変わってしまった自分を見つめて「無力」とか「怒り」とかのテーマで自

分を語っていく。自分に薬物が必要だった経過を物語として語っていく。セミナーなどで薬物使用してい

た時の自分を振り返って語ることがありますが、こうした取り組みをくり返すことでものの感じ方や考え

方が回復して健康的になっていくのですね。 

 

 最後にご家族にやっていただきたいことですが、まず依存症について知っていただきたい。家族教室や

ナラノンなどのグループに出たり、本を読んだり､講演会を聴くことを続けていただきたい。細く長く続け

ることが大切です。ご本人に相対した時にどんな言葉がけが必要かを理解できるようになります。回復者

の話を聴いていただいて、回復のイメージをもつことが大切です。我々治療にあたっている者も回復者と

会うことは大変な力になります。回復している人と会うことは自分にとってエネルギーをもらえる経験で

す。 

ご家族にはご本人の治療のサポートをするというスタンスで回復につながる考え方を身につけていただき

たいと思います。「自分が何とかしてあげないといけない」と思い過ぎると共依存的になってしまいま

す。「ハイヤーパワーにお任せする」と言いますが、ご家族ご自身が何とかしてあげるというよりは、ご

本人ご自身が回復に向かうのを見守るというスタンスが大切です。その中で「これでいいんだ」と希望が

もてれば素晴らしいと思います。時には関わらずに見守る、手を放すのもサポートになりうるのです。ご

家族が突っぱねたことでプログラムにつながったというご本人もたくさんいます。 

ご家族には相談相手を見つけていただきたい。「本人と一緒に暮らすか、別居しようか？」などと一つ一

つの相談ごとを回復について知っている方に相談できる場所が必要です。 

さらにご家族ご自身の健康が大切です。依存症は長期間にわたって再発がありうるので、ご家族が疲労し

てしまうこともあります。ご家族ご自身がご本人へのスタンスを見極めていただいて、ムリはなさらずご

自身の体調も大切にしていただきたい。米国の依存症カウンセリングのテキストの最初に書かれているの

ですが「海でおぼれている人を助けるのには飛び込んではいけない。自分の足場をしっかりと安定させ

て、ロープや浮き輪を投げることしかできない。一緒におぼれて共倒れになってはいけない」一緒におぼ

れるのが共依存です。 

 今日のお話をまとめると、1．ご本人の状態は、①中毒性精神病、②依存症、③性格変化の要素が混じっ

てできている。2．特に性格変化の部分を理解して対応していくことが大切。3．段階に応じて精神科医

療、自助グループや回復支援施設での治療を提案していく。4．根本的な回復のためには自助グループが重

要。5．家族自身も健康的に過ごしていただきたい。以上です。 
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アジア太平洋地域アディクション研究所 

フェローシップ・ニュース１００号おめでとうございます！！ 
 

竹内 達夫（アパリクリニック理事） 
 

  この度の号で１００号、おやりになりました。よくぞです。 

  孜々（しし）として本業を行いつつの１００号、大きな輝かしい大きな節目です。 

 本、ニューズレターを手にして、いつも私が思うのは、私にとって極めて啓発的であることです。 

 尾田真言事務局長、志立玲子リーガル ソーシャルワーカー、古藤吾郎PSW、そして森村たまき研

究員、更に加えて髙橋洋平弁護士の皆様、NPO法人アパリは異種のすぐれた

プロフェッショナルズの交差点であり、その交流研鑽から紡ぎだされる情報

は、薬物問題について国の内外に広く亙り（わたり）極め啓発的です。 

 これらに加えて、藤岡ダルクのメンバーの方のヒストリー・ナラティブ

（自分物語）を掲載され、こちらは私にとっても教科書となり、非常に有り

難いものです。 

 これからも引き続き、すぐれた情報の発信を大いにご期待申し上げます。 

 竹内 達夫 

明石書店より 

発売！！ 

全国の書店やAmazon

等でお買い求めくだ

さい！ 

価格：2,000円 
(税別) 

支援につなげる覚せい剤事件の弁護術（11） 
 

嘱託研究員・弁護士 髙橋 洋平 
 

新型コロナウィルスの終息が見えず、不安な毎日が続いていると思いますが、そんな折、こんな電

話がありました。 

「やばい、警察が来る。どうしよう・・・」という相談の電話。 

「誰だろう？」と思って電話に出ると、「あっ、○○さんだ！」と思い出し、「久しぶり、元気で

すか？」と声を掛けるまもなく、「警察、警察、警察」と言っているので、私もさすがにあせるわけ

です。コロナ騒ぎではなく、警察騒ぎの始まりです。 

相談者は、悩みに悩んでどうしようもなくなって、勇気を出して電話を掛けてきたのがよくわかり

ました。「刑務所に行きたくない」と必死に訴えていました。 

私も何てアドバイスをするのがよいものかと考えていると、電話越しに「ピンポーン」「ピンポー

ン」と音が聞こえてきました。こちらもドキドキしてきました。すると、相談者から「出た方がいい

ですか？」と聞かれるのですが、私も思い付きで「今、忙しいとか言ってみたらどうかな？」と言う

と、相談者は「いや、無理だと思います」と。私も困ったなと思い、「じゃ、いませんと言ってみた

らどうかな？」と言うと、相談者は「いませんっておかしくないですか？」と。意外に本人は冷静だ

なと思いながら、私も困ってしまうわけです。 

その後、あれこれあれこれしながら、運良く（？）警察には帰ってもらうことができて、ほっとし

たのもつかの間、「それじゃ、またね！」と電話を切られるわけです。 

「警察騒 一難去って 何事なし」 

私としては、いきなり電話を掛けてきて何事もなかったかのように去っていく様に半ばあきれなが

らも、今度は私から電話を掛けて「久しぶり！」からのやり直し。 

コロナ騒ぎの折り、警察が突然来ることもきっとあるのだろうと思いながら（あえて理由は聞きま

せんでしたが）、元気いっぱいであることを確認して電話を終了。今日の

ところはこれでよいではないかと。次に何かあったら支援につながるよう

にちゃんとインプットしたので。 

不安な毎日が続いていると思いがけない出来事に遭遇したり、すべてが嫌

になって何もかも投げ出したくなることもあります。そんな時こそ支援者

に相談するともしかしたら何かよいことがあるかもしれません！ 

髙橋洋平弁護士 
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「マイヒストリー」 

                                      カズ 

 はじめまして。アディクトのカズです。年齢は39歳です。 

 私の薬物との出会いは中学の頃に先輩にシンナー・ガスを勧められみんなで集まって使う

ようになりました。学校で使ってみたり仲間の家で使ってみたりカラオケボックスに行った

時に使ってみたりと、当時の私たちの中ではファッション感覚だったと思います。 

 この頃になると家にも帰らず、学校にも行かず、夜遊びを繰り返す様になり非行の道に走

るようになりました。小学生の時からタバコを吸ったりバイクに乗ったりしていたこともあ

り、悪い先輩達とも仲が良く、無免許運転で車を乗り回しては新宿にシンナーを買いに行っ

ては遊んでいました。大人に憧れがあった私は、目一杯の背伸びをしながらも友達や先輩と

過ごすのは刺激的で毎日がとても楽しかったです。 

 この頃は万引き、窃盗、無免許運転などで警察のお世話になることも増えていき、学校や

両親の間では教護院に送った方がいいのではという話まで出ていましたが、なんとか中学を

卒業することが出来ました。 

 卒業後は家業である電気工事会社に就職し同時に１人暮らしを始めました。この2年後に

中学時代から付き合っていた彼女との間に子供が出来ました。当時私は17歳で彼女は16

歳。若い二人でしたので当然お互いの親からは猛反対を受けましたが、半ば強引に説得して

出産を決意しました。若かったから社会や家族から舐められまいと、一生懸命頑張りやって

やるといった強い覚悟みたいなものがあったと思います。しかし授かった娘は産まれて３ヶ

月後には亡くなってしまいました。突然のことで自分の身に起きていることさえ理解も出来

ず、またその現実を受け入れることも出来ずその後離婚しました。 

 家族と娘を失った寂しさから地元の暴走族に入り以前よりさらに非行の道をエスカレート

させていき、暴走行為や傷害事件を繰り返し鑑別所に４回、少年院には短期と長期合わせて

２回を終えたころ気がつけば20歳を迎えようとしていました。 

 そんな時、こんな私を止めてくれたのが２番目の妻となる女性でした。私はそんな妻のた

めに非行の道から足を洗って結婚して次こそは幸せになるぞと誓いました。この妻との間に

は２人の娘を授かりそこから８年間、幸せな結婚生活が続きましたが、28歳の頃に２度目の

離婚をすることになりました。原因は非行の道から足を洗いきれず暴力団がらみの事件を起

こしたり薬物を止めることが出来なかった事でした。再び家族を失った私に残ったものとい

えば薬物だけで、皮肉にも唯一残った薬物に救われてしまったのです。そこからは薬物から

の魔力に取り付かれ、34歳で刑務所に入るまで使い続けました。 

 もう疲れました、もうどうにもならないとお手上げだと思っていた私にダルクとの出会い

がありました。私はダルクに救われました。これで今度こそ何かを変えたいとすがるような

気持ちで良くなるためなら何でもするという強い決意でいました。 

 刑務所を出所したその日から八王子ダルクに入所しました。はじめはすごく希望に満ちあ

ふれ回復への道に足を踏み入れた私でしたが、プログラムや仲間のことが信じ切れずアディ

クションが再発しダルクに来て半年も経たずにスリップしてしまいました。 

 本命の薬物でもある覚せい剤には手を出さなかったのですが、ガスを使用してしまいまし

た。仲間との距離間、関係性を間違えたために仲間も巻き込んでしまいました。私は半年

間、偽りのクリーンを続けなかなか正直になれず施設にはバレていないし、自分たちの退寮

にも傷をつけたくないと思いこのまま黙っておこうと、巻き込んだ仲間達と話し合いまし

た。 

 今まで私は薬物に対して自分を助けてくれた良いモノだと思っていましたが、この時はじ

めて薬物が怖いものだと知りました。こんなにも苦しい思いやすがる気持ち、希望が１回の

使用で全部吹き飛んでしまいました。新しい生き方をするどころか一瞬で前の自分に戻って

しまい仲間との関係性も悪くしただけでは無く、自分自身にもウソをつくようになり施設で

の生活が苦しいものとなり、やっぱり自分には薬物を止めることが出来ないばかりか自分を

変えることなど無理なことなのだとひどく落ち込みました。あんなにも誓ったのに、もう今

度こそ大丈夫だと思ったのにと心の中で自分を責め続けました。 

  藤岡ダルク 入寮者からのメッセージ 

「真冬のタンポポ」 
■発行：双葉社 

価格：1,400円（税別） 

 

※全国の書店または

Amazon等でお買い求めく

ださい。 

※FAXでの注文も承りま

す。 

FAX：03-5312-7588  

ご注文の際には、住所、

氏名、電話番号を記入

し、日本ダルク事務局ま

で。 

NPO法人アパリは、群馬

県藤岡市にある藤岡ダル

クを運営しています。 

同施設の入寮者からの

メッセージをお届けしま

す！ 
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 そんな私を近くで見ていた仲間が、「カズくん大丈夫？元気ないよ。」と声を掛けてくれま

した。優しい声を掛けてくれる仲間達に少しずつ心を開いていき、話や相談をすることが出来

ました。「このままやっていても意味が無いような気がする。もう少しで自分の１年のクリー

ンバースデーがあるけど、その前に薬を使っていることをカミングアウトしようと思う。」と

言うと仲間が、「カズがそう言うのなら応援するよ。」と嬉しそうな顔をしていました。 

 このときはじめて薬が止められないので助けてくださいと施設のスタッフに言うことが出来

ました。もう１度やり直させてください。もう１度チャンスを下さい。と頭を下げました。す

ると施設長は、「大丈夫、大丈夫。何回でもやり直せばいいから」と笑っていました。 

 ですがこの後も２回～３回、４回と再び薬物を使用しては、やり直させてくださいという事

を繰り返し、解毒入院をしている時に施設長から今の施設でもある藤岡ダルクに行く事を提案

してくれました。「藤岡に行ってとりあえずクリーンを作って来いよ。」と言われ自分の意思

で藤岡ダルクに行くことを決意しました。 

 藤岡ダルクに来てプログラムやミーティング、エイサー、役割などをやりながら過ごしてい

ます。おかげさまで薬物への欲求を今は収まり、クリーンも１年４ヶ月作ることができていま

す。藤岡の仲間達とも楽しく生活しています。 

 気がつけばダルクでの生活は２年４ヶ月経とうとしています。今も薬物の問題ばかりか他の

問題も山積みに抱えています。すぐには変われず苦悩の日々ですが今の施設の藤岡ダルクに繋

げてくれた八王子ダルクの施設長や支援してくれた人達の力のおかげで助けられ今、プログラ

ムを受けさせてもらっていることにとても感謝しています。 

ありがとうございます。 

 失ったものの大切さや大きさなどを感じると焦る気持ちもありますが今日一日という合言葉

をモットーに焦らずやっていきたいと思います。 

 長々お付き合いくださりありがとうございました。  

諸般の都合により、関係

各所への発送を一旦中止

させていただいていま

す。 

アパリ会員と受刑中の方

のみにお送りしていま

す。 

ウエブページをご参照く

ださい。 

https://apari.or.jp/

news/ 

弁護士の方向け！ 

「アパリ(薬物事犯者支

援団体)と考える薬物弁

護研究会」 

 

第3回ﾃｰﾏ「刑の一部執

行猶予について― 保護

観察の問題点」 

2020年6月8日(月)19時

～21時  

NPO法人アパリ 1階 

参加費無料 

 

薬物弁護の経験のある

方、又はこれからされ

る方たちと共に被告人

の更生支援を一緒に考

えていく研究会です。

事例を持ち寄って頂い

たり、アパリの経験を

お伝えします。 
 

事務局： 

志立玲子(ｱﾊﾟﾘ精神保健福

祉士)熊王斉子(弁護士) 

お問合せはアパリまで 

03-5925-8848 

4月⇒6月に延期！ 
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○アパリ東京本部 

〒162-0055 

東京都新宿区余丁町14-4 

AICﾋﾞﾙ１階  

電話：03-5925-8848 

FAX ：03-5925-8984 

Email：info@apari.or.jp 

＜司法サポートのご案内＞ 

《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

執行猶予の判決を受け、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、

アパリの司法サポートを利用された方の再犯

率は10％以下です。 保釈中のプログラムの

提供、受刑中の身元引受、出所出迎えをし

てリハビリ施設につなげるまでをコーディ

ネートします。 

 ギャンブルの問題が原因で逮捕された方や

クレプトマニアの方の司法サポートも行って

います。 

[料金：コーディネート費用として20万円(税別)。

交通費・宿泊費の実費が別途必要です] 

窃盗、横領、詐欺等で逮捕されたご家族の相

談もお受けしています。 

【お問合せは東京本部まで】 

アパリの支援 

○藤岡ダルク 

〒375-0047 

群馬県藤岡市上日野2594番地 

電話：0274-28-0311 

FAX ：0274-28-0313 

○入寮費：月額13万円+生活費1

日千円（初月のみ14.5万円）

（税別） 

＊生活保護の方も可能 

○入寮条件：薬物依存症から回

復及び自立をしようとしている

本人。男性のみ。 

○入寮期間：個人により差があ

ります。 
https://fujiokadarc.com/ 

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 

2019年７月よりホームページが新しく

なりました。ぜひご覧ください。 

https://apari.or.jp 

https://www.facebook.com/

AsiaPacificAddictionResearchInstit

ute/ 

社会復帰 

薬物事犯で逮捕 

保釈(身元引受) 

裁判（情状証人・報告書提出） 

執行猶予 刑務所（身元引受 

通信ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ・ 

面会等） 

薬物依存症回復プログラム 
連携関係のある全国各地のダルク等にお

いて薬物依存症回復のためのプログラム

を行う 

薬物依存症回復プログラム 
連携関係のある全国各地のダルク

や病院において薬物依存症回復の

ためのプログラムを行う 

発行者：近藤恒夫 

編集責任者：志立玲子 

2020年5月1日発行 

定価 １部 100円 

起訴(面会・差入・通信ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ) 

出所出迎え

第1月曜 連続講座 第3月曜 アディクション関連講座 

5/18(月)

※変更 

第6回 

子どもの成長を助ける関わりに 

ついて 

5/25(月) 

※変更 

№56 

「日本の薬物対策  

これでいいのか？」 

梅野充氏(アパリクリニック理事長) 

6/1(月) 

第7回 

薬物問題を持つ人の家族の回復 

プログラム 

6/15(月) 
家族のためのステップ講座 

「ステップ1,2,3」 

8/3(月） 
第1回 

薬物依存症によるダメージと回復 
8/17(月) 夏のワークショップ(予定） 

9/7(月) 

第2回 

薬物の欲求と「きっかけ」「危険な状

況」への対処について 

9/28(月) 

※変更 
未定 

7/6(月) 

第8回 

あなたの環境や状態をいいものに 

変えよう 

7/20(月) 
家族のためのステップ講座 

「ステップ4,5」 

＜アパリ家族教室スケジュール・東京＞ 

【対象】 

○連続講座（全8回）は家族のみが参加可能で、どの回からでも参加できます。 

○アディクション関連講座はどなたでも参加できます。 

【時間】18：30～20：30  【場所】アパリ東京本部  AICビル１階 ミーティングルーム 

【参加費】3,000円 （2名以上の場合は4,000円）  【申し込み】不要 


