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命と健康を守る依存症支援～オーストラリアの実践から～
髙橋 洋平（嘱託研究員・弁護士）
＜はじめに＞
今年３月、オーストラリア・シドニーの薬物リハビリ施設等の視察に、ダルクのスタッフ、アパリクリ
ニックの山田先生、看護師さん、医療関係者らと共に行ってきました。
オーストラリアの薬物政策は、日本のような『ダメ。ゼッタイ。』政策とは異なり、広く健康問題、特
に感染症を防ぐという視点からのハームリダクション（=害を減らす）という基本軸を考慮しています。日
本では考えられないことでありますが、安全に衛生的に薬物を使えるような公共の施設（インジェクショ
ンルーム）があるほどです。また、裁判所には「ドラッグ・コート」という薬物専門法廷があり、刑罰で
はなく治療につなげる取り組みもあります。今回はこれらの施設等も視察してきました。さらに、ダルク
のスタッフと共に「NA」という自助グループにも参加しました。世界中どこにでも仲間がいるという不
思議な感覚も体験できました。
今回の視察の目的は、日本と異なる薬物政策を実践する外国の取り組みを学ぶという側面もあります
が、外国の様々な取り組みを視察しながら、現在の日本の取り組みを振り返り、私たちの実践の良い部分
がどこかについて考えることも目的としました。実際にも、オーストラリアではヘロイン対策がメインで
あり、覚せい剤対策に試行錯誤している段階ですが、日本では周知のとおり、覚せい剤を含む様々な薬物
問題に対応できるダルクがあり、日々の回復支援を実践しています。以下では、今回視察したＷＨＯＳ
（フーズ）の取り組み、ハームリダクションに関すること、ドラッグ・コート等についてご紹介したいと
思います。
＜薬物リハビリ施設=ＷＨＯＳ（フーズ）の取り組み＞
オーストラリア・シドニーの「ＷＨＯＳ（フーズ）」という施設を紹介します。写真（下）は代表の
ガースさんです。ガースさんはフーズという施設を作り、徐々にその規模を拡大させていきました。日本
でいうとダルクを作った近藤恒夫さんのような方です。実は近藤さんとは30年くらいの付き合いがあっ
て、フーズも32年くらい前にダルクと同じような立ち位置でスタートし、その後、ガースさんはオースト
ラリアの中で薬物基本政策を提言できるような重要な役割を果たすようになりました。
フーズの歴史を辿ると、フーズは1972年に設立されました。当時問題になっていたのは注射器を使用
したヘロイン使用の問題でした。フーズが広く知られるようになったのは1980年代のHIV感染拡大が
きっかけでした。フーズでは感染拡大の問題に何とか対応しなければならないと議論を重ね、その結果、
辿り着いた答えが注射器やコンドームを配布し、安全に薬物を使い、安全にセックスするということでし
た。「薬物を使ってはいけない」とは言わず、健康を第一に考え、安全に薬物を使うことを考えました。
というのも、注射器を使い回して広がったのがHIV等の感染症であるから、それならば、新しい注射器を
提供すれば感染症の拡大は防止できると考えたからでした。まさに発想の転換でした。
しかしながら、このような発想の転換に対しては当然反対もありました。少し補足しますと、オースト
ラリアもかつては日本と同じく『ダメ。ゼッタイ。』政策を重視し、断薬の考え方が中心でした。薬物を
使わないことが重要であるとされました。しかしながら、それでも現実に薬物をやめられない人々が多く
存在し、特に感染症の拡大が深刻な社会問題となっていきました。そこで、フーズでは発想を転換し、ど
うしても薬物をやめられないのであれば現実に合致した具
体的なアプローチをしていこうと考えました。それは薬物
をやめる・やめないではなく、健康に良いのか・悪いのか
という視点を重視していくものでした。これがハームリダ
クションの考え方です。フーズは、薬物は絶対にダメとい
う政策では何も改善しないことを理解し、それを受け入れ
ることにより現実的な対策としてのハームリダクションに
辿り着きました。そして、人の健康と命を大切にすること
フーズ代表の
を基本軸としました。
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フーズはこのようなハームリダクションの考え方を政府に提案していきました。断薬のために多額
の費用を掛けても、結局、薬物を止め続けられる人は全体の10％以下しかいないから、それならば予
算の10％だけでもいいからハームリダクションに予算を使おうと。実際に新しい注射器を配布したと
ころ、HIV等の感染症の拡大が止まりました。医療費の減少等、経済面でも大きな効果がありまし
た。
このようにオーストラリアではHIV等の感染症の拡大が深刻な社会問題となり、これを解決するた
めにハームリダクションという考え方が薬物基本政策の中に加えられました。
ここで誤解しないでほしいのは、ハームリダクションは害の削減であるということです。薬物を安
全に使うことを教育するものではありますが、薬物の使用を推奨するものではありません。あくまで
も人が健康に過ごせることを第一に考え、薬物を安全に使う、そして、使っても命を落とさない、感
染症にならないことを大切にしています。
フーズの施設には、ハームリダクションの専門スタッフがいます。トイレには注射器やコンドーム
の入った安全キット（10センチ四方の小さな箱）が置かれています。これを利用者が好きな時に持っ
ていくことが許されています。誰が何個持っていったかということは問題にしません。監視すると
持っていく利用者が躊躇するからです。施設内では薬物を使ってはいけないと伝えていますが、仮に
薬物を使ったとしても本人の責任です。大切なことは安全に薬物を使ったかということです。なお、
施設外で薬物を使った場合は3か月の施設利用停止となり、施設内で使った場合は5か月間の施設利用
停止となります。しかし、フーズとしては利用者が施設を出ていく場合でも「ちゃんとこれを持って
いって」と安全キットを持たせてあげるという配慮を忘れないようにしています。そうすると利用者
が自然と施設に戻って来ることがあるからです。これは、日本のダルクに関しても同じようなことが
言えると思います。ダルクの入寮者が施設のルールを破って出て行く場合があります。一般の福祉施
設ではルールを破って出ていったら、「もう二度と戻ってくるな」となるかもしれません。それでも
戻ってくれば「施設の敷居を跨がせない」と言いたくなるかもしれません。しかし、ダルクでは「よ
く戻ってきたね」と受け入れるのが通常です。利用者の視点を大切にしている点ではフーズもダルク
も同じように感じました。
これが安全キットです(写真・下から2番目）。10センチ四方の箱の中に覚せい剤を使えるように
注射器、水、あとはコンドームが入っています。新しい注射器を買うことは大変ですが、オーストラ
リアではこうして配っているのです。もちろん、その箱の中には、注射器だけではなく、NAの会場
案内や施設案内も入っています。薬物をやめたくなったらここに行ってほしいという情報提供するこ
とも目的にしています。薬物をやめたくなった場合に治療につながるようにするためです。トイレの
棚に置いてあります。
フーズの基本プログラムは、断薬プログラムであり、男性と女性に分かれての３か月間のもので
す。そして、メサドンの断薬プログラムもあります。これはメサドンをやめるためのプログラムで
す。ヘロインをやめるためにより害の少ないメサドンを代替薬として使い続けますが、メサドンも薬
物なのでそれをやめたいという人も出てきます。そのためのプログラムです。それぞれのプログラム
を受けて、地域に戻り、就労しながら社会復帰していくことになります。
フーズの利用者はどこから来るのかというと、日本のダルクと似ていると思いますが、健康セン
ターで相談を受けて紹介されて来る人もいるし、警察から「治療したほうがいい」と言われて来る
人、保釈中の期間を使って来る人もいます。「ドラッグ・コート」からつながる場合もあります。最
も多いのは自分の意思で治療のために来る人や家族に勧められて来る人です。
＜ハームリダクション → メサドンプログラム＞
オーストラリアの薬物基本政策は３つの基本軸に基づいています。①薬物の供給を減らすこと、②
薬物の需要を減らすこと、③ハームリダクションです。
この３つの基本軸のうち、③ハームリダクションについては、例えば、フーズにおいては、注射器
を配布し、薬物を安全に使ってもらうことです。また、メサドンという代替薬を使用するプログラム
もあります。ヘロインがやめられない人が代替薬であるメサドンを使ってヘロインをやめていきま
す。その施設がこの写真（写真・一番下）です。断薬を目的としていないので断薬プログラムとは別
の施設になっています。
メサドンプログラムであっても、次第に断薬プログラムに移行したいと思う人も出てきます。施設
にいることで、薬物をやめる必要性に気付いて、断薬に向かう可能性も出てきます。施設にいれば、
薬物を使って死んでしまうようなことはありません。薬物をやめられない人については安全に薬物を
使ってもらいながら、薬物をやめたいと本人の気持ちに変化が生じるのを待っているのです。施設は
いかに適切な情報を提供し、治療につなげられるのかに力点を置いています。
なお、フーズの特徴的なところは病院ではなくて施設がメサドンという薬を処方できる点です。も
ちろん、本人確認を徹底しており、間違いないように厳格な手続でメサドンを出しています。定期的
に医者も来るようなのですが、医者がいなくてもメサドンを処方することを国が認めています。
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＜ハームリダクション → インジェクションルーム＞
ここがインジェクションルームという薬物を注射器で使用できる公共の施設です。薬物のオー
バードーズ（過剰摂取）で死亡する人が多いことから、安全に薬物を使用できる場所を提供すると
いう考えで2001年にオープンしました。世界的にこのような施設が当たり前かというと、もちろ
んそうではなく、南半球ではシドニーだけです。北半球ではカナダのバンクーバーが有名です。
ヨーロッパには１９施設あります。
この施設には看護師の方でジェリーさんという方が常勤で働いています。７年半務めていても危
険なことは一度もなかったと言っていました。基本的に誰でもこの施設を利用できますが、例外的
に利用できないのは、未成年、飲酒者、すでに薬物を使って来ている方です。ここではじめて薬物
を使用する人も利用できません。この場所は薬物を覚えるところではないからです。一日の利用者
は７５人ほどです。これまで5000人以上が利用しているそうですが、死亡例はないとのことでし
た。ある利用者が薬物を使い過ぎて倒れてしまった場合は、その場ですぐ看護師さんが対応しケア
します。
場所はシドニーの繁華街で人通りが多いところにあります。キングスクロス66というところで
す。近くに注射器の自動販売機もあります。午前９時半から午後９時半までやっています。最初に
簡単な面接を行い（体調はどうかとか、どんな薬物を使うのか、どれくらい使うのか等）、その
後、注射するスペースに行きます。注射器の他にも様々な道具が用意されており、薬物（錠剤）を
砕いたりするような道具もあります。利用者は自分で好みの薬物を持参して、道具で砕いて溶かし
て注射器で打つのです。ジェリーさんがそれらの道具の使い方を楽しそうに説明してくれるのが不
思議な感じでした。日本だと違法薬物を持っていたり、使ったりすれば即逮捕されてしまうのです
から。
なお、近藤恒夫さんによると、医者の処方薬であるオキシコンチン（オキシコドン）という疼痛
治療の薬を砕いて水に溶かして注射器で打つことが問題とのことです。医者の処方があれば手に入
りやすいし、値段も安く、世界的に問題になっていると。
この施設に来た利用者については、薬物を使ったら「はい、さよなら」ということではありませ
せん。休憩スペースにはNA等のポスターもあって、薬物を止めるきっかけとなる情報もしっかり
と提供しています。インジェクションルームは薬物を使用する場所の提供ではありますが、最終的
に治療に結び付けるためのきっかけ作りの場所でもあるのです。
＜ドラッグ・コート＞
オーストラリアのドラッグ・コート
は1999年にパイロット事業として始
まり、2005年から正式に始まりまし
た。スタートにあたって参考にしたの
はアメリカのドラッグ・コートです。
それをオーストラリアの法制度に合致
するように工夫をしていきました。
特徴としては、判決を一旦出した時
点で、被告人に刑務所に行くか、ド
ラッグ・コートをやるかという選択を
させることです。ドラッグ・コートを選択した場合は、刑務所に行かないで一定期間薬物の治療プ
ログラムを受けることが義務付けられます。
ドラッグ・コートでは、弁護士、検察官、保護観察官等がいる法廷で、裁判官がいろいろなこと
を被告人に質問します。例えば、裁判官が「尿検査の結果はどうだった？」等と聞き、本人が再使
用することなく、検査をクリアしていると、拍手して本人を励まします。他方、尿検査で陽性が出
た人については、一定期間拘置所に行くこともあります。ドラッグ・コートでは、個人にあった治
療プログラムを提供し、仕事に行ったりすることもあります。
期間は最低12か月です。保護観察官がルールを守っているかについてチェックします。また、
弁護士、検察、保護観察官、その他の関係機関が連携しています。情報を共有しあい、ルールを守
り、治療プログラムにしっかりと取り組んでいるか見守っ
ていきます。ルール違反があるとペナルティが課されるこ
とになります。例えば、薬物の再使用であれば、それを認
めたら１ペナルティ、認めなかったら３ペナルティ。ペナ
ルティが積み重なると一定期間拘置所に入ることになりま
す。ドラッグ・コートの運用に伴い、ペナルティ運用も工
夫しており、素直に認める人と認めない人の間に差を付け
るようになりました。
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注射器の自動販売機で購入

注射器を捨てるゴミ箱

ドラッグ・コートのプログラムが終了した人については、刑務所に行かない判決を下すことになり
ます。ドラッグ・コート対象者のうち55％が無事にプログラムを終了してドラッグ・コートを卒業し
ていきますが、45％は途中で失敗して刑務所にいくことになります。ただ、１回の再使用で刑務所に
行くことはありません。一昨年視察したハワイの『ホープコート』についても何度も再使用が続くよ
うな場合はやむを得ず刑務所に行くのですが、オーストラリアも同じように何度もルール違反をし、
違反が重なれば最終的には刑務所に行くことになるのです。
日本にはない制度ですが、判決の時に刑務所に行くのか、ドラッグ・コートで治療プログラムをや
るのかと選択させることは、本人を治療につなげる動機付けとして重要な意味があると思います。日
本の裁判は、法律違反した者について刑務所で反省して罪を償いなさいという場所であり、刑務所な
のか治療なのかを選択させる場所ではありません。しかし、オーストラリアでは、薬物を健康問題と
して捉えていることからなるべくならば刑務所に行かない選択肢を用意しているのです。行く場所が
刑務所しかないとすると、その後の人生が非常に難しくなります。これは万国共通であり、オースト
ラリアでは刑務所に行くことで社会と断絶してしまう前にもう一度チャンスを与えようという発想な
のです。
＜メリット・プログラム＞
オーストラリアは、ドラッ
グ・コートだけではなく、メ
リットという治療プログラム
も用意しています。
メリットは、起訴後、裁判前
に治療につなげる取り組みで
あり、薬物の問題を抱える被
告人に対し、保釈中に裁判所
の許可を得て治療の機会を与
えることです。「これ、どこ
かでやっているな」と思った
のですが、実はアパリがやっている司法サポートと同じ発想なのです。アパリも保釈中の機会を利用
して、被告人をダルクに入れたり、病院につなげたりして、早期に治療に結び付ける工夫をしていま
す。
メリット・プログラムにおいては、裁判所が保釈許可を出し、薬物の問題を抱える被告人を治療に
つなげます。メリット・プログラムをやるかどうかは本人が決めます。プログラムを開始すると、裁
判の期間が12週間延期され、その期間治療プログラムに取り組むことになります。プログラムの内容
は人によって違いますが、ある人は仕事をしながら尿検査を受けるとか、また、ある人はフーズのよ
うな施設を利用し、断薬プログラムを受けたり、また、医療的なケアが必要な人であれば入院治療を
したりします。なお、費用は全て国が負担します。
＜最後に＞
日本の薬物事件に対する現状は大変に厳しいものがあります。１回目は懲役１年６か月執行猶予3年
の判決でも、２回目以降はほぼ実刑判決で受刑期間がどんどん長くなっていきます。そこでは、常習
性があり、規範意識が鈍磨している、徹底した矯正教育を図る必要があり、長期間矯正施設に入るべ
きだと指摘されます。
私も弁護士になった頃は、薬物事件の刑事弁護を担当した時、法律違反を繰り返しているのである
から、刑務所に行くこともやむを得ないと思っていました。しかしながら、一昨年のハワイや今回の
オーストラリア視察を通じて、日本の薬物政策は相当に偏った考え方をしていると感じています。他
方で、近時、薬物政策に関して様々な変化も見られます。刑務所の中にダルクスタッフが入り薬物離
脱指導をしています。また、来年から刑の一部執行猶予制度が始まり、刑務所ではなく社会内での治
療や回復の取り組みによる再犯防止が期待されるようになっています。
オーストラリアも『『ダメ。ゼッタイ。』からスタートし、その後、ハームリダクションを薬物基
本政策の基本軸にしました。もちろん、日本がそのまま真似をすることはできませんが、近時の薬物
政策の変化をより前進させるためには、人の健康や命を大切にするような考え方を基本軸とすること
が重要であることはいうまでもありません。
幸いなことに日本には様々なニーズに柔軟に対応できるダルク
が全国80か所近くあります。今後とも急速に変化していく薬物政
策の分野においては、フーズと同じように、ダルクのような当事
者施設の視点を国の政策に反映させていくことが必要であり、そ
れこそが今後様々な困難な問題を解決していく原動力になってい
くのだと思います。
最後になりますが、今回オーストラリア・シドニーの薬物リハ
ビリ施設等の視察という貴重な機会をいただき、本当にありがと
うございました。
シドニーの橋の上にて
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マーシーコミック本紹介
日本ダルク本部スタッフ・マーシーのコミックエッセイが出版
海東 強（広報担当）
80年代からミュージシャン、俳優、アーティストなどマルチに活躍するも、薬物事犯で２
度の服役を経験した元タレント、田代まさしさん（マーシー）。日本ダルク本部で回復を続
け、現在スタッフとして各地で講演活動も行うマーシーが、いかに芸能界で薬物に触れ依存
症という病を深めていったか、そして日本ダルクの近藤恒夫代表と出会い、回復を目指すま
での歩みをつづったコミックエッセイ『マーシーの薬物リハビリ日記』（画・北村ヂン、発
行・泰文堂、1200円＋税）がこのほど出版され、大きな話題を集めている。
同書は「まだ薬物依存症という病であることを知らず、回復につながっていない薬物事犯
者の方々にも読みやすい本にした。依存症の真実を知ってほしかった」とのマーシーの思い
から、長年交流を続けるイラストレーターの北村さんのコンビで完成させた。
浮き沈みの激しい芸能界で成功を収めたマーシー。周囲からはさらに大きな成功を求めら
れ、激しいプレッシャーにさらされた時期に出会ってしまった覚せい剤。いつの間にか生活
のすべてがクスリにコントロールされ、すべてを失うまでが生々しく赤裸々に描かれる。し
かし近藤代表との出会いからダルクに通じ、同じ回復を目指す仲間たちの間に居場所を見つ
け、“今日一日”の回復を重ねていく姿は希望にあふれる。マーシーならではのユーモアも
ふんだんに盛り込まれ飽きさせず惹きつけ、最後まで一気に読ませる。受刑中に描いたイラ
ストも掲載され、マーシーのアーティストとしての才能にも存分に触れられる。
マーシーは「昔はクスリがなければ幸せになれないと真剣に考えていた。でも、近藤代表
に『回復は、同じように回復に向かう人と共に歩むこと』と教えられた。同じ苦しみを知
り、分かち合える仲間といると安心できる。まだまだ浅い回復の日々だけど、自分にしか伝
えられない方法で、回復の素晴らしさを伝えていければ」と話している。

警察署合同薬物根絶セミナー

「マーシーの
リハビリ日記」
2015年3月25日発売
著書：田代まさし
漫画：北村ヂン
定価：1200円（税別）
出版社：泰文堂

ダルクでリハビリ中の
マーシーが漫画本を出
しました！！
全国の書店でお買い
求めください！

DAリセット（Drug Addiction Recovery Seminar Tokyo）
６月21日（日)9:30～12:00、半年に一回開かれる
「NO DRUG 警視庁」の名称を改め、「警察署合同薬物根
絶セミナー」となり、会場も警視庁（霞が関）から豊島区
民センター（池袋）に変わりました。この集まりには、逮
捕された当事者、家族、支援者、警察署員合わせて約100
名の参加がありました。会場は満員となり熱気に包まれま
した。
この活動を東京都や豊島区など地域と連携しながら進め
ていきたいとの思いもあり、この会場になったという経緯
がありました。
初めに池袋警察署の蜂谷警部より挨拶があり、その後、
看護師の早川麻耶先生（横浜市立大学大学院）より、危険
ドラッグについての講義がありました。なぜ危険なのか？
身体に及ぼす害や、止めるためにはどうすればよいかなど
薬物依存に対する理解を深めるお話がありました。
それに続いて、東京都福祉保健局薬務課の方、豊島保健
所所長より挨拶がありました。昨年の6月には池袋駅前で
危険ドラッグによる大変痛ましい事故がありました。その
ことを忘れないためにも、豊島区では池袋でパレードをし
たり、販売店を閉鎖させたりと精力的に活動をしている報
告がありました。
最後には日本ダルクの職員である田代まさしさんの講演
で盛り上がり、閉会となりました。

現在は、月に１度（日曜
午前）池袋警察署におい
て「NO DRUGS 池袋」を
開催しています。
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アウェイクニングハウス 入寮者からのメッセージ

NPO法人アパリは、群馬
県藤岡市にある日本ダル
ク アウェイクニングハ
ウスを運営しています。
同施設の入寮者からの
メッセージをお届けしま
す！

「拘置所のタンポポ」
が増刷されました！

拘置所のタンポポ
日本ダルク代表

近藤恒夫 著

■目次
プロローグ のりピー、ダルク
へおいでよ
第１章 絶頂からの転落〜そし
て再起 わが波乱の半生
第２章 誰が、なぜ、ヤク中に
なるのか
第３章 あまりに知られていな
い覚せい剤の世界
第４章 なぜ薬物依存者は立ち
直りにくいのか
第５章 立ち直るためにはどう
すればよいのか
第６章 新生した仲間たち

■発行：双葉社

価格：1,400円（税別）
※お買い求めの方は下記へ
FAXでお申込みください。
FAX：03-5312-7588
日本ダルク インテグレー
ションセンター・杉本まで
※住所、氏名、電話番号、ご
希望数をご記入ください。

「新しい生き方に向けて」
シゲ
こんにちは。薬物依存症のシゲです。年齢は45歳です。自分は、去る3月27日に覚醒剤取締法違反
（使用）にて逮捕、勾留されました。現在は保釈にて日本ダルクアウェイクニングハウスで、仲間と
ともに回復プログラムに取り組む生活を送っています。
自分が薬物を使い始めたのは、今から10年以上前、34歳のときでした。それまで勤務していた金
融関係の会社を退職した後、父の会社の手伝いと、音楽関係の仕事を同時にやり始めた時期です。そ
の頃、毎日会って一緒に遊んでいた女の子がいました。ある日、ふとしたきっかけで、その子が覚醒
剤を使用していることを知りました。いろんなメディアを通じて、覚醒剤は恐ろしいものだというイ
メージはありましたが、もともと好奇心旺盛な性格な私は、彼女と同じものを使用してみたくなり、
新しい仕事があまりうまくいってなかったストレスと現実逃避も手伝って、彼女に頼んで腕に注射を
してもらいました。
注射してから数秒すると、頭がスッキリして視界がハッキリし、すごくいい気分になったので、し
ばらくしてからもう一回注射してもらいました。その夜は、初めて経験した薬の気持ち良さと興奮と
で、一睡もできませんでした。
その頃の自分は、覚醒剤がやめられない人は自分にだらしがない人で、自分はそういう人たちとは
違うと決め付けて、薬物に対して本当に甘い考えを持っていました。
最初に使用した後、二週間ほどは使用しなかったのですが、しばらくすると、もう一回使ってみた
くなり、売人に電話して覚醒剤を買いに行っていました。始めのうちは、一回につき購入する金額は
２～３万円程度だったのですが、段々と増えていき、気付いたら一回の購入金額は10万円くらいに
なっていました。彼女の分も併せて買っていたので、月の金額は、多いときで30万円くらいになって
いたと思います。
薬をやり始めた当初は、彼女の方が使用量は多かったのですが、そのうちに自分の方が多く使うよ
うになり、むしろ、自分が彼女を薬漬けにしてしまったような感じでした。
仕事は細々と続いてはいましたが、仕事を終えてからは、彼女の家に行って夜遅くまで覚醒剤を使用
していました。
そのころは両親と暮らしており、二人とも朝方帰って来る私のことを不審がっていましたが、まさ
か覚醒剤を使っているとは思っていませんでした。
そんな生活が長く続くはずもなく、お金も底をつき、精神的にも追い詰められていったある日、外
出先から車で帰ってきた自宅の駐車場で、待ち構えていた刑事に逮捕されてしまいました。
初めての勾留、そして裁判にて懲役２年、執行猶予３年の判決を言い渡されました。けれど、懲り
ない私はすぐにまた薬を買いに行って再使用を始め、判決からわずか２週間ほどで再逮捕されてしま
います。その時は、警察から逃げる為に他人の車を盗んだ窃盗罪も併合され、懲役２年６月、執行猶
予の分も併せて懲役４年６月の判決を言い渡されて刑務所へ服役することになります。
懲役生活は色々と大変でしたが、2008年11月に仮釈放にて刑務所を出所することができました。
もう二度と薬物には手を出さない、そう思って出所して仕事にも就くことができ、まじめに生活して
いました。けれど、出所後４ヶ月ほどたったある日、友達と行った居酒屋で、偶然に昔知っていた薬
の売人とばったり再会してしまい、お酒の勢いも手伝って、その場で覚醒剤を売ってもらう約束をし
てしまいました。そこからまた薬の使用を始めてしまい、逮捕され、再び刑務所へ服役することにな
りました。
その時は両親からダルクの家族会の勧めもあって、ダルクに行かないなら親子の縁を切ると言われ
てしまい、渋々あるダルクに身元引受のお願いをしたのです。
その後、二度目の服役生活を送る中、（薬物をやめたい気持ちはもちろんあったのですが）しっか
りと自立した生活を送りたい気持ちの方が強くなり、ダルクという未知の団体への不安も手伝って、
保護会（更生保護施設）への身元引受けの変更をしてしまいました。
出所後しばらくは薬に頼らない生活を送り、仕事もきちんとしていました。けれど、友達と行った
お酒の席での薬の誘いに気持ちがゆらぎ、再び覚醒剤を使い始めて逮捕され、また刑務所に逆戻りと
なってしまいました。
その後２年半の刑期を終えて、昨年11月に仮釈放にて三度目の出所を迎えます。このときも、身元
を保護会に引き受けてもらいました。保護会には薬物を使用している同僚が何人か居たのですが、こ
のときは手を出しませんでした。年齢も44歳、これが人生をやり直すラストチャンスと思い、必死に
就労活動を行って、アルバイトでしたが飲食店の仕事にも就けて、アパートも借りることができまし
た。
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しかし、生活が安定すると、段々と収入を得られるという安心感が湧いてきて、しだいに気が緩
んでいきました。そんなある日、保護会で知り合った仲間からの薬物の誘いを断りきれず、ついに
また薬物に手を出して、再び使用を始めてしまいました。そのときは、また手を出してしまったこ
とへの罪悪感があったことで、以前の様に毎日使うということはせず、月に１～２回のペースで使
用していました。けれど逆に、一度に使用する分量が増えてしまい、使用後の切れ目に襲ってくる
幻覚、幻聴、そして妄想は、以前の比ではないくらい激しく、精神的なダメージは大きいものでし
た。にもかかわらず、薬が抜けてしばらくすると、再び薬のことを考えてしまう自分がいました。
完全に自分のコントロールを失ってしまい、「こんな状態で、自分の未来はどうなってしまうのだ
ろう」と、先の見えない不安に絶望したこともありました。
そんな自分の状況を強引にでも変えようと、思い切って、とある田舎のキャベツ農家での住み込
みの仕事に応募して採用され、５月から就労することが決まりました。「これで薬物から離れられ
る」、そう思っていた矢先の3月27日に、内偵による捜査にて警察がやって来て、またも逮捕され
てしまいました。
少なからずも薬物から離れたい一心で行動を起こしていたときだっただけに、ショックも計り知
れない大きさでした。「また刑務所に入って何も無いところから人生を始めねばならないのか…」
という思いと、両親を始め自分の更生を応援してくれた人たちへの申し訳なさとで、死んでしまい
たい気持ちになり、取調室で「殺せ！」とか「死にたい！」と喚きちらしました。が、自分で死ぬ
勇気もなく、この先の自分の人生は闇しか見えず、鉄格子の檻の中で、抜け殻の様に茫然としてい
ました。
そんな自分に救いの手を差し伸べてくれたのは、やはり家族である両親でした。逮捕２日目に、
両親の依頼で弁護士の髙橋先生が面会に来てくれました。その面会で、自分は先生に、この先の人
生に光が見えず、これからどうしていいのか全く分からない、ということを打ち明けました。する
と、先生から、「薬物依存からの回復を目指している仲間の中に入って共に頑張ってみません
か？」という提案を言っていただきました。それが、群馬県藤岡市にある日本ダルク アウェイクニ
ングハウスでした。そのとき、絶望しか無かった自分の人生に、何か灯りが点ったような感じがし
て、自分の人生を変えるには今しかないと思い、その場で先生にダルクにお世話になりたいとお願
いしました。
その後、弁護士の先生やアパリの関係者の尽力のおかげで、日本ダルク アウェイクニングハウス
を身元引受先とした保釈許可が下り、同所にて薬物依存回復プログラムに取り組む生活を送りなが
ら現在に至っています。
ダルクに来てまず感じたのは、自分は薬物依存というものを本当に甘く考えていたということで
した。自分一人だけの力で何とかしようと試みては失敗するということを何度となく繰り返してき
ました。同所での回復プログラムに取り組む中で、薬物依存は進行性の病気であり、一人での回復
は非常に困難であることを学びました。そして、一日３回行なわれるミーティングに参加して仲間
の話に耳を傾けることで、薬物依存からの回復とは、自分自身が薬物に対して無力を認めることが
始まりであり、回復には、仲間の助けが必要ということに気付くことができました。
施設でのスケジュールはミーティングの他にも、琉球太鼓であるエイサープログラムや、音楽プ
ログラム、スポーツプログラム、それに、施設内の清掃などの役割があります。どれも仲間の協力
なしでは行なうことが出来ないため、仲間の大切さを感じながら日々取り組んでいます。
自分に正直になって、心の内面やその奥の感情を掘り下げて自分と向き合うのは本当に難しく、
ときには心の痛みをともなうこともあります。けれど、仲間の輪の中にいることで、抱えている悩
みや問題になっていることを、少しずつですが吐き出せるようになってきたように思います。
私は、自分一人だけの回復は無理ということに気付くのに、10年以上の歳月を費やしてきてしま
いました。そして、この冊子が発刊されるころには、今回の事件の判決を受けた後、刑務所に収監
されていることと思います。
けれど、ここで学んだことや色んなことへの気付き、それに、本当に暖かい仲間の大切さと思い
やりの心を忘れずに進んで行き、いつの日か、ここに再び戻ってこられるように、塀の中でも努力
を続けて行きたいと思います。

DARC 30周年記念フォーラム開催！！
Spiritual Connection
日時：2015年10月16日（金）13時～20時（受付開始12時）
会場：日比谷公会堂（東京都千代田区日比谷公園1-3）
入場料：無料
ゲスト（予定）：細川佳代子氏（NPO法人スペシャルオリンピックス日本名誉会長）
リジス・ギン神父（メリノール宣教会）、横田尤孝（アパリ顧問・元最高裁判事）
荒木龍彦氏（東京保護観察所所長）、長野潔氏（斎藤クリニック院長）等
愛泉太鼓や琉球太鼓の演舞もあります。
お問い合わせ：日本ダルク本部（03-5925-8686）
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アパリ家族教室からの
お知らせ
東京の家族教室（毎月第1
月曜日開催）に初めて参加
を希望される方は事前にご
相談ください。
原則として１家族2名までと
させていただきます。
ご家族が逮捕された方、受
刑中の方を優先させていた
だきます。

DARS in ソウル
薬物依存者処遇プログラ
ム研修
第15回薬物依存者回復支
援セミナー

「薬物政策への新たな
る挑戦～ドラッグ・コー
トのアジア的展開」
日時：2015年10月4日
（日）、5日（月）
会場：ソウル・インターナ
ショナル・ユースホステル
参加費：カンパ
懇親会費：3,000円
※申し込み方法や詳細は
次号でご案内いたします。
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アパリの支援

＜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》
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

○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.jp
○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番地
電話 ：0274-28-0311
FAX ：0274-28-0313
○入寮費 ：月額￥160,000
（初月のみ￥175,000）
＊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。年齢制限はありま
せん。
○入寮期間： 個人により差があ
るので、話し合いながら決めてい
きます。

薬物事犯で逮捕

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。

起訴(面会・差入・通信ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ)

保釈(身元引受)

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、
日本の覚醒剤事犯の再犯率は約65％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10％以下です。 裁判中のプログラ
ムの提供、受刑中の身元引受、出所出迎え
に行ってリハビリ施設に繋げるお手伝いをし
ます。

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

裁判（情状証人・報告書提出）

刑務所（身元引受

執行猶予

通信ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ・

面会等）

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。（窃盗、横領、詐欺等）ご相談くださ
い。

出所出迎え

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

[費用：コーディネート契約料として一律20万円
（税別）。交通費・宿泊費の実費が別途必要で
す]
【お問合せは東京本部まで】

社会復帰

＜アパリ家族教室スケジュール＞

ホームページをぜひご覧ください。
http://www.apari.jp/npo/

第1月曜

連続講座

第3月曜

アディクション関連講座

7/6（月）

第５回
気持ちの回復：家族自身の気持ちと本
人の気持ちの両方を大事にする

7/20（祝）

祝日のためお休み

8/3（月）

第６回
子どもの成長を助ける関わりについて

8/17（月）

№35
「ダルク30周年に向けて」
近藤 恒夫（理事長）

9/14（月）
※変更

第７回
薬物問題を持つ人の家族の
回復プログラム

9/21（祝）

祝日のためお休み

10/5（月）

第8回
あなたの環境や状態をいいものに
変えよう

10/19（月）

№36
未定

11/2（月）

第1回
薬物依存症によるダメージと脳

11/16（月）

№37
「児童虐待とDV]
柑本 美和 氏
（東海大学法科大学院准教授）

【対象】
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○連続講座（全8回）は家族のみが参加可能で、どの回からも参加できます。
○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・インテグレーション・センター １階会議室

【参加費】3,000円 （2名以上の場合は4,000円）

【申し込み】不要

