
第３節 委員による所見

スペインにおける取組、国内関係機関の取組等を踏まえて、本企画分析会議の４人の委員が、

それぞれの専門的見地から、我が国における青少年の薬物乱用防止のため課題、今後のあり方

について所見を整理した。

青少年の薬物乱用対策としての治療共同体

中央大学法学部教授 藤本 哲也

１ はじめに

青少年の薬物乱用対策として、スペインの「プロジェクト・オンブレ」(Proyecto Hombre)と

いう治療共同体が存在することを今回の委員会において初めて知った。

スペインでは、アフリカ大陸、アメリカ、南米から違法薬物が流入しており、会社員、主婦、

若者などといったあらゆる階層の者が薬物乱用の問題に直面したため、1985 年に薬物に関する

国家計画(Plan Nacional sobre Drogas：PNSD)を策定し、国家的施策として薬物対策を立ち上

げたようである。その結果として、スペインにおいては、公営・民営の薬物治療リハビリ施設

が多数存在するが、その中でもこのプロジェクト・オンブレが、厳格ではあるが、薬物からの

離脱に最も確実にして効果的なプログラムであるといわれ、スペインの薬物対策を先導する存

在であるとのことである。

治療共同体そのものは、1940 年代のイギリスに始まり、1950 年代のアメリカにおいて新しい

展開をみせ、1960 年代には世界的に急激な進展をみたものである。本報告書にあるように、我

が国において治療共同体構想が具体的に取り上げられたのは、PFI 刑務所である「島根あさひ社

会復帰促進センター」の「薬物離脱プログラム」においてであり、東京都立多摩総合精神保健

福祉センターでは、アルコール・薬物特定相談事業として「再発予防プログラム」が提供され

ており、NPO 法人としては、栃木ダルクにおける「薬物乱用と依存症への取り組み」が知られて

いる。

２ 治療共同体の概念

この治療共同体の概念であるが、治療共同体(therapeutic community)とは、ある個人の直接

的な環境あるいは生活環境を変えることで、その環境の圧力とそこに生活している個人の欲求

との相互関係を組織的・意図的に組み合わせることにより、そこで生活している個人の行動そ

のものを変えることを目的とする組織をいうのである。

そこでは、協働的で科学的に裏付けられた処遇プログラムの配分が必要であり、また、環境

と一体となってこれらのプログラムを操作し、そこでの経験全体が、自然に改善効果が上がる

ように意識的にデザインされた施設を用意することが必要となる。

したがって、治療共同体とは、施設内処遇の一断面を問題とするのではなく、施設全体を問

題とするところに特徴があるといえるであろう。



つまり、医師が患者に一方的に治療を施し、医療スタッフと患者とのコミュニケーションも

乏しいというような、患者に発言力がない依存的な環境においては、患者は自助努力の機会が

奪われており、結果として社会復帰が困難であるとの理論的前提が、治療共同体の考えには存

在するのである。

治療共同体は、あらゆる者が意見を述べ、治療決定などに参加する機会が与えられることを

求めるものであり、１人ひとりの力が最大限に生かされるような環境づくりを設定することで、

本人の社会復帰の促進を図ることにその目的があるのである。

３ 治療共同体の歴史的背景

この治療共同体は、もともと精神医学の分野において発達したもので、その先駆的存在は 18

世紀及び 19 世紀のモラル・トリートメントであるといわれている。

このモラル・トリートメントの企図したものは、第１に、精神病者についての伝統的な観念

を変えること、第２に、個々人の人間的資質を利用するような風土を施設の中において育むこ

とであり、そのようにして精神病者を人間として処遇し、彼らの社会的環境を利用することで、

個々人の能力を開発するという手法は、当時においては画期的な試みであったのである。

その後、第２次世界大戦直後のイギリスでは、精神医学分野において戦争に付随した問題を

解決する必要性に迫られたため、治療現場での社会的要因の重要性が認識されるに至った。1946

年、イギリスの精神科医であるメイン(T.F.Main)は、「治療施設としての病院」という論文を

発表し、ノースフィールド陸軍病院で行われていたプログラムを紹介するにあたり、「治療共

同体」という用語を用いたのである。この論文が、治療共同体を概念化した最初のものであっ

たといえよう。

このメインによって概念化された治療共同体は、後にイギリスの精神科医であるジョーンズ

(Maxwell Jones)によって臨床的・論理的に展開され、戦時受刑者の処遇や産業ノイローゼ・ユ

ニットにおける社会不適応者に対する処遇に際して、治療共同体の観念を取り入れたのである。

とはいえ、当初においては、治療共同体は、概念の不明確さなどを理由に、イギリス以外の

国においてはそれほどの発展をみなかったのであるが、アメリカにおいてゴフマン(E.Goffman)

が、精神病院の研究を行い、「全制的施設」という概念でもって精神病院の社会構造を明らか

にしていくにつれて、処遇環境やその組織形態の改善の重要性が認識されるようになり、その

結果、アメリカにおいても 1950年代後半から、治療共同体の概念が注目を浴びるようになった。

そして、この頃からアメリカでは、治療共同体の観念が矯正の分野に導入され始めるようにな

り、1960 年代に入ると、世界的にも急激な進展をみせたのである。

４ 我が国の方向性

治療共同体としては、アメリカでは、アミティ(Amity)やデイトップ・ビレッジ(Daytop

Village)がよく知られているが、デイトップ・ビレッジやプロジェクト・オンブレにおいては、

家族関係の構築に向けられたプログラムが展開されている点が注目される。とりわけ、プロジ

ェクト・オンブレにおいては、そうしたプログラムが充実しているようである。その基本構想



にあるように、薬物依存・中毒者本人の回復と家族の参加は切り離せないものであり、そのた

め入寮 1 か月後という早期の段階から週末プログラムが展開されており、家族関係の構築や家

族状況の把握にいち早く対応している点は、本人の回復の点からも重要な施策であるように私

には思われる。

我が国の治療共同体構想は緒に就いたばかりであるが、アメリカモデルを採用するのか、ス

ペインモデルを採用するのか、その選択は難しい。しかしながら、いずれのモデルを採用する

にしても、家族を巻き込んだプログラムが存在するのでなければ、その効果は半減するのでは

なかろうか。薬物乱用対策推進会議の推進する「薬物乱用防止戦略加速化プラン」の達成のた

めにも、ぜひ留意して欲しい点である。



スペインの薬物乱用対策から学ぶもの

獨協大学法学部教授 安部 哲夫

１ スペインにおける取組

平成 22 年度のスペインにおける青少年の薬物乱用対策に関する企画分析会議に参加して、ス

ペインにおける薬物依存の状況とこれに対するプロジェクト・オンブレの活動実態を垣間見る

ことができた。以前から欧州の薬物乱用問題は、依存薬物の種類や依存実態、とくに若年層に

おける依存の深刻さに象徴されるように、社会の根幹を揺るがしかねない深刻な問題であった。

オランダに代表されるように、少量のマリワナの使用や所持について非犯罪化をすすめ、他の

違法薬物についても刑罰よりも薬物依存によらない生活をおくれるような治療の場を提供する

取組みを推進することが、欧州全域において重要課題とされてきている。スペインにおいても、

「刑罰よりも治療を」というスローガンがそのままあてはまる政策を、国をあげて促進してい

る状況にある。

覚せい剤やヘロインなど、深刻な影響を与える薬物に苦しむ生活に陥る前に、薬物に依存し

ない生活へと自ら改善させようとする取組みは、プロジェクト・オンブレの実践に目を向けれ

ば、よく理解できるところである。それは、依存者に「犯罪者」というレッテルをはることで

もなく、また「施設帰り」といった非難を浴びせることでもない。依存者を閉鎖施設に追いや

ることで一時的な薬物離脱の効果をあげたにしても、薬物がいつでも手の届くところにある社

会に戻った依存者にとっては、更生は困難であり、再び薬物をつかうことになるのは必然であ

る。再乱用を防止するための施策として、プロジェクト・オンブレのような取組みがどれほど

重要なことかは容易に理解できるだろう。スペインでは、とくに若年者の段階での対応に力を

注いでいること、治療共同体を構成して「ひとりではない」との連帯感を強めていること、家

族と一体となったプログラムを進め、サポートの核に家族を据えていることが興味深い。実際、

近藤委員によって紹介されたマラガ支部をはじめとする治療共同体の様子は、家族的で若者を

中心に明るい雰囲気のただようものであった。スペインという風土や気候とも関連するのであ

ろうが、開放感のある施設で家族や若年者が協同して自立へ向けた日々を送っている。その姿

からは、将来への不安や悲愴感などは感じられない。

２ 日本の状況

ひるがえって、我が国での対応はどうだろうか。薬物依存から離脱するための取組みを段階

的に区分すると、①機関等での動機付け、②治療共同体への参加、③受け皿団体を通じた社会

統合に分けられるが、そのいずれの段階においても十分なものではなく、我が国でのそれらは、

それぞれの連動性が欠けている。プロジェクト・オンブレは連動したそれらの対応を一手に進

めるものであるように思われたが、薬物の再乱用を防止するためには、この連動性が最も重要

である。

企画分析会議において話しをうかがえた多摩総合福祉センターでの再発予防プログラムは、

それ自体たいへん意味のあるもので、とくに青少年段階からの自主的取組みを促進するために



は必要不可欠な活動であると思われた。家族とともに時間をかけて薬物から離れる動機付けの

形成には、この早期的対応こそが、将来の薬物依存を避けることに通じるものと感心したもの

である。公的機関ゆえに相談や教室への参加は無料であるし、対応も個人の特性に応じてバリ

エーションが見うけられる。素晴らしい、の一言である。ただ残念なことに、こうしたセンタ

ーの取組みは、独自の広報活動のわりには思いのほか知られていない。警察や家庭裁判所、少

年院や保護観察所、あるいは児童福祉機関や教育機関などとの連携が密でないことも背景にあ

るのであろうが、早期的対応をさらに促進するためにも、センターだけの広報ではなく、相互

に連動しあう取組みが求められる。センターでも薬物離脱のための自助グループ（ダルク）へ

通じる課程を設けて、ダルクからの講師を受け入れているという。しかし、実際ダルクにまで

帰住して薬物との離脱に取り組む若年者は少ない状況である。家族がそこまでサポートしきれ

ない現実があるのかもしれないが、それぞれの機関が別々に対応せざるを得ない我が国の施策

の欠陥がここにも見られるように思う。ダルクの活動は紹介されたとおり、薬物によらない生

活を主体的に確立させ、責任ある行動と人間としての自信を回復させて行く息の長い活動であ

る。プロジェクト・オンブレのまさに核心に位置する活動といえよう。その評価はこれまで確

かなものになっており、矯正機関（刑務所・少年院）や保護観察所との連動も徐々に見えてき

ている。

企画分析会議では、島根あさひ社会復帰促進センターにおける治療共同体の教育プログラム

の実践についても話をうかがうことができた。プログラムそのものは、緒についたところであ

るので今後の状況を見守るしかないが、強制的に収容された施設における処遇としてのプログ

ラムであることから、その限界も認めざるを得ない。問題はむしろ治療共同体でのグループワ

ークを経た後、戻るべき社会の中で、どのようにして薬物の誘惑や自立した生活を確立するか

にある。そのためには中間的な治療共同体の存在が必要である。法務省保護局が推進している

自立更生促進センターでの社会復帰準備や、厚生労働省が後押ししている地域生活定着支援セ

ンターの編成にしても、薬物依存者を対象としたものではない。このあたりに、我が国におけ

る薬物の再乱用を防止する取組みの不徹底さと限界が見えてくる。スペインでの取組みがその

まま参考になるわけではないにしても、とくに若年依存者を対象として、家族と地域社会を取

り込んだ連動的プログラムの構築は、薬物依存からの回復を可能にするものと考える。

３ 制度設計の必要性

最後に、刑事司法にかかわる観点から一言付け加えたい。私は、薬物乱用対策には、やはり

新たな制度設計もしくは改革を検討しなければならない、との思いを痛切に感じている。執行

猶予に保護観察を付す裁判員裁判の判決が目につくように、国民の多くは、犯罪者の社会的立

ち直り（更生）を期待している。保護観察はそれによく応じることが求められている。薬物の

単純使用などは裁判員裁判の対象ではないが、もしこれが審理の対象になれば、必ずや再乱用

防止のための効果的なプログラムへの期待が高まるものと思われる。場合によっては、刑罰で

はない治療的対応（たとえば禁絶処分）を構想することも一案となろう。それ以前にとくに青

少年へ向けた治療的対応（家庭裁判所による保護処分として）も考えなければなるまい。自己

責任を基軸にした対応では、最終的に克服しえない深刻な依存に悩む者を増加させるだけであ

る。国は、薬物のない社会環境を整備すると同時に、潜在的薬物依存者（とくに青少年）の誕



生を阻止する責任がある。そのうえで薬物の乱用を防止する取組みを効果的に促進させる責任

もある。強制ではなく依存者の主体性が重要だというのであれば、官民を問わず既存の治療プ

ログラムへの参加と、離脱へ向けた自らの主体的取組みによる一定の成果によって、依存者を

司法手続から外していく方法（ダイバージョン）を考える道もあろう。すべては薬物依存対策

に国がどのような制度設計をもつかにかかっている。スペインの施策は、薬物乱用の一部を非

犯罪化して、刑罰によらない主体的な治療プログラムへの参加を促すことにあった。今後の我

が国の施策を構築するうえで、見落とせない一つのモデルである。



スペインのプロジェクト・オンブレの取り組みを参考に日本の現状を考える

特定非営利活動法人ＡＳＫ
ア ス ク

（アルコール薬物問題全国市民協会） 近藤 京子

１ はじめに

スペインの薬物国家戦略 2009―2016 は、EU の対策を参考にし、それを発展させる形で作られ

た。興味深いのは、作成の背景と目的に、「薬物に関する複雑な現状を特徴づける多面的枠組

みを認識しないことが公共保健分野における大きな問題であった」「すべての人たちによりす

べての人たちのために作られた」と記載されている点だ。これは薬物問題とは複雑で多面的な

ものであり、取締りやコントロール、依存症の治療だけでは解決しないことを示唆している。

こうした複雑な現状に対し、市民の立場から取り組んできたのが、全国に 26 支部を持つリハ

ビリ機関プロジェクト・オンブレである。筆者は 2009 年３月から９月まで、マラガ支部をメイ

ンに４支部と本部・研修センターの調査をした。

重度の依存症者の治療から始まったこのプログラムは、その後次々と現われた新しいタイプ

の使用者に対応するため、柔軟に活動の枠を広げてきた。家族プログラムを始め、通所、入寮、

予防、思春期、母子、重複障害など、多彩なプログラムを持つ。プロジェクト・オンブレの経

験でもっとも参考になるのは、プログラムを人に合わせるのではなく、人にプログラムを合わ

せていく現実的な視点と、「伴走」という考え方だろう。

同じトリートメントが、すべての人に有効であるとは限らず、個々人のいろいろな問題やニ

ーズにあったトリートメントや介入、サービスを提供することは、薬物依存症者が家庭や職場・

社会に帰り、生産的な役割を取り戻すうえで非常に重要であると NIDA（National Institute on

Drug Abuse）の薬物依存トリートメント基本原則でも挙げられている（＊1）。

日本とスペインでは、薬物に関する法律や乱用状況が違うため、その経験を単純に当てはめ

ることはできないが、薬物問題が複雑であることは、海外も日本も変わらない。まずはその多

面性を市民の立場から考えたうえで、スペインの経験を照らし合わせながら、日本での課題と、

取り組めそうなことを述べさせていただきたい。

２ 薬物問題とは何か

●使用者個人が抱える問題

たとえば使用によって引き起こされる問題は、複雑で多岐に渡る。生活の乱れや犯罪として

の補導、逮捕に加え、未成年であれば怠学、停学、退学、社会不参加などがあり、成人であれ

ば職務怠慢、家庭不和、失業、借金、離婚などがある。また、生活の不摂生や過剰摂取による

健康問題、暴力や望まない妊娠、中毒等の症状、後遺症、重複障害が引き起こされることもあ

り、こうした一連の問題が連続して起きてくる。

●周囲が抱える問題



その一方で、薬物使用者の周囲には、必ずこうした状況に巻き込まれる親、きょうだい、子

どもなどの家族や友人・知人がいる。使用に巻き込まれたり、借金を返済するなど責任の肩代

わりをしたりし、そうした周囲との関係性の中でコミュニケーションが壊れ、さらに薬物の使

用に進み、周囲へのダメージも進む。

●他分野の機関にまたがる問題

問題が深刻化していく中で、薬物使用者とその家族は、学校、警察、司法、医療、福祉など

様々な分野の機関と関わることになる。しかし学校は学業的な観点から、警察や司法は犯罪と

しての観点から、医療は医学的な観点から、福祉は福祉的な観点からという一面的な関わりし

か持てない、あるいは持たない。結局もぐら叩きのような状態になり、薬物の乱用に歯止めが

かかりにくい。

●地域と住民の安全・健康に関わる問題

さらに、ある場所で薬物の乱用が起きているということは、その地域の機関のみならず、そ

こに住む他の住民にとっても、薬物の売買・使用並びに、それらが及ぼす多岐に渡る影響まで、

何らかの問題が起きる可能性があるということでもある。薬物が存在する限り、「薬物問題」

は地域の問題でもある。

●進行レベルや状態によって対応を変えなければいけない問題

また一口に「薬物乱用」と言っても、そこには思春期の機会的使用から重度の依存症までが

含まれる。１回の使用者に、依存症のリハビリプログラムは適合しない。

●犯罪の枠に収まりきらない問題

違法薬物だけでなく、合法であるアルコールも依存性物質という意味で薬物であり、「薬物

問題」の中にはアルコールや処方薬も乱用も含まれる。単独の依存に加え、違法薬物とアルコ

ール、処方薬を組み合わせた多剤乱用や、違法薬物をやめた後に合法薬物に移行し、依存が続

行するケースもある。

３ 未成年・思春期の薬物使用への対応

前述したように、一口に「薬物問題」といっても、それが数回の使用なのか数年の使用なの

かでは、問題の質も対応も違う。

薬物の使用は、一般的に、人の成長段階の一プロセスである思春期に始まることが多い。覚

せい剤受刑者は男女共に、15～19 歳で覚せい剤使用を開始した割合が男子 38.2％、女子 50.3％

と高く、早ければ早いほど再犯率もあがる（平成 21 年度犯罪白書）。薬物事犯全体では、20歳

代以下の検挙人数は年々減少傾向にあるが、大麻に関しては検挙人数の 60.9％を締めている（平

成 22年中の薬物・銃器情勢暫定値）。開始年齢を上げることと、初期の使用に介入できるかど

うかは、青少年の乱用防止に不可欠な要素といえる。

プロジェクト・オンブレでは、10代の機会的使用は、思春期特有の不安定さや好奇心、自律

の葛藤からくる危険行動や娯楽の “メニュー”の一つととらえている。これは依存症者の強迫

的使用とは質が異なるため、プログラム自体が依存症に特化したものになっていない。予防医

学による「一次予防」「二次予防」「三次予防」ではなく、「ユニバーサル」「セレクティブ」

「インディケート」という NIDA（National Institute on Drug Abuse）の予防分類（＊2）を取



り入れており、機会的使用を「インディケート」として予防の枠の中に位置づけている点が日

本との大きな違いだろう。

すでに薬物を経験している若者には、他にも飲酒や喫煙、怠学、不登校など問題が表われて

いることが多く、薬物の使用はその一連の行動として、暴力や早すぎる妊娠などにも発展しや

すい。そのためプログラムでは、薬物に関する正しい知識や目標で再乱用防止を目指しながら

も、個人の持つ危険因子を低め保護的因子を高める形でセラピーと教育を組み合わせ、家庭内

暴力、虐待、非行、ネット依存、性の問題、社会参加など幅広いテーマを扱っていく。このと

き重要なのは、若者はスキルを与えれば、自分で取り組み成長していく力を持っているという

視点だ。

若者の多くは親に無理矢理引っ張られてくる。続けさせるのは至難の業で、「薬を使うな」

「友だちを変えろ」と言えば二度と来ない。そのためリラックスした雰囲気の中で、人間関係

や学校・進路の悩みなど、薬物の他に本人が困っていることを引き出して取り組んでいく工夫

をする。たとえば退屈な子にはアクティビティを紹介し、仕事を探している子には資格や職探

しの情報を提供する。その時々で、彼らが望む情報を与えながら、総合的に薬物の使用から遠

ざけていくアプローチをしている。

また、子どもの薬物使用は親の責任ではないが、家族関係は使用の関係要因の一つになる。

保護的因子として、子どもに対する親の対応の変化や家族環境の調整は不可欠であり、親と後

見人に向けたプログラムも含まれている。薬物や健康に関する基本知識と関連問題への対応に

加え、親業講座の中で、環境のコントロール、思春期への理解、コミュニケーション、表現力、

問題解決法などを学ぶことによって、そのエネルギーを健全な方向へ向けていくのである。

本人への対応と家族への対応は、言わば車の両輪で、双方の満足度が高まれば、若者は自然

と薬物から遠ざかる。そのためには、現在の生活をどのように改善し発展することができるか

という個別化したプログラムが必要であり、それが各自の危険因子を下げ保護的因子を上げる

という考え方につながっていく。

こうしたプログラムで止まらない場合、薬物依存に特化したプログラムに参加する形で、夏

休みだけ治療共同体に入寮するケースもある。その間はボランティア教師による学業サポート

も行い、なるべくスムーズな形で復学できるよう工夫している。

以上のことからも、未成年への対応では、違法薬物の使用とその他の問題を切り離して考え

るのではなく、子どもの将来を脅かす一連の問題として対応していく必要があるだろう。「思

春期の薬物問題」には、飲酒や喫煙などその他の危険行為も含まれると認識する必要がある。

スペインの場合、街中にプログラムを行なう場があり、専門のセラピストがいてこうしたプ

ログラムが成り立っている。日本の場合、場がないので、すでにあるサービスを発展させる形

で対応することはできないだろうか。たとえば、

・児童相談所や児童自立支援施設、思春期外来、非行問題や児童を扱う機関などで、すでに

対応している範囲の中にスペインの思春期プログラムのような観点を盛り込む。

・親業講座を発展または活用する。親に対し、親業講座と薬物家族教室の両方に参加するよ

う促したり、親業講座を利用して「薬物を使っている未成年の子どもを持つ親のためのプ

ログラム」を作成する。



・薬物問題に関し、上記のようなことを外部と連携して行なう。

・プログラムの中には、違法薬物だけでなく、飲酒・喫煙、関連問題、個人を発展させ社会

参加を後押しするサポートも含む、など。

同時に、未成年の薬物問題に対応できる人材を育成することも必要だろう。未成年に関わる

専門家たちが、「薬物問題＝違法薬物の使用＝犯罪＝やっかいで特殊な問題」として最初から

扱わないのではなく、せめてその使用が思春期の問題なのか、依存の問題なのかのアセスメン

トができるくらいまで、家族もしくは本人に関わり、次の対応に結びつける役割を担えるよう

になってほしい。そのためには、薬物問題を包括的に査定できる「危険因子・保護的因子」の

ような指針と、研修やマニュアルのような形で、対応のためのガイドラインとツールを提供す

る必要もあるだろう。このほか、子どもの薬物の使用を発見した親への具体的な対応と薬物に

関する基本情報を提示したマニュアルの配布も期待したい。

また、地域との連携においては、スペインでは国と市が協力して、週末に薬物から遠ざかる

ような楽しみを提供するスポーツや文化的なイベントに助成を行なう取り組みもしている。た

とえば無料で参加できるライブ、ワークショップ、映画など、いくつかの選択肢を作って継続

的に行なう。若者にとって魅力的な企画が必要になるが、そこで薬物に関する基本知識と相談

連絡先を記載したパンフレットを配るだけでも、学校環境にいない若者へのアプローチが可能

になる。日本では、地域ネットワークの中でこうしたことを実現するしか方法がないかもしれ

ないが、地域の身近なところで、薬物乱用防止を意識づける活動ができるようになっていくこ

とを期待したい。

このほか、機会的使用段階の乱用防止では、集団予防の発展も一つの形として考えられる。

プロジェクト・オンブレでは、社会との関係や愛情とセクシュアリティを含む集団インディケ

ート・プログラムをパッケージ化し、予防実施者への研修を行ない、実施中は誰でも相談する

ことができるホットラインを開設する。日本でもこうしたプログラムを作ることは可能であろ

うが、予防が種まきであることを考えると、まず取り組めることとして、現状の中に、薬物問

題の多面性、解決法、疑問に思ったときや困ったときに相談できる窓口・地域資源とその役割

などを盛り込むことができるのではないか。

４ 家族介入・家族的支援の充実

家族を支援することの最大のメリットは、薬物使用者本人が治療につながりやすくなること

である。ただしそのためには、まずは薬物問題に巻き込まれ疲弊し混乱した家族自身をサポー

トし、知識と力を与え、そのうえで本人に介入していく場を設定しなければならない。このサ

ポートをする機関が、日本には少ないことが問題である。薬物問題を最初に意識するのは家族

など身近な存在であるにも関わらず、「今日、薬物を使っているのを発見したんです！ どう

したらいいでしょう？」という問いに対し、話を聞いて状況をアセスメントし、具体的な方向

性を示してくれる場所がない。

プロジェクト・オンブレでは、街中に通所センターがあり、まずは家族をサポートして本人

を登場させ、家族全体に介入していく。日本の場合、家族会や家族教室などで家族をサポート



し、家族が本人に介入をして、間接的にダルクなどリハビリ施設につなげる形が一般的だろう。

全国薬物依存症者家族連合会による 2010 年の調査でも、家族会に参加して１ヵ月～半年の人は

23.3％が本人と同居。拘置所・刑務所 20％、精神病院 13.3％だったが、参加半年以降になると、

本人の居住地がダルク 51.2％と増える。（＊3）

平成 21 年度に薬物使用者を抱える全国の家族を対象に行なわれた調査（＊4）では、家族が

身内の薬物使用に気づいたときの本人年齢は平均 22.8 歳であり、この時点ですでに本人が薬物

を使い始めてから時間が経っている。さらに家族が最初の相談をしたときの本人の平均年齢は、

25.8 歳と約３年かかっている。このうち本人の受け皿がある機関別に見ると、医療機関の場合

は平均 25.4 歳、ダルクの場合は平均 28.7 歳で６年近くかかっている。

家族がなかなか相談できない理由は情報不足80％、機関の不足67％、偏見60％となっており、

機関利用上における問題として、医療機関の場合は「薬物依存を治療してくれる病院を見つけ

るのに苦労した」、保健機関・警察・福祉事務所の場合は「解決を教えてくれなかった」がト

ップに挙げられている。また本人が使用している薬物に関しては、違法薬物の代表である覚せ

い剤は 50.8％で、半数近くはそれ以外の違法・合法薬物もしくは多剤乱用であり、処方薬やア

ルコールのみの乱用が 18.7％あることにも注目したい。

まずは家族が薬物使用を発見後、相談機関につながるまでのタイムラグを埋める必要がある

だろう。

家族の求めるものは、今の困難にどんな解決があるのか、そのために何をしたら良いかとい

う具体的な方向性である。家族からの相談を受けた機関が、「薬物のことはダルクに相談して

ください」といった機械的な対応をするのではなく、少なくともきちんと話を聞いて問題を整

理し、これがどの分野にまたがる問題なのか、そのためにどんなサポートが必要なのかなど、

依存症や各機関の役割について説明したうえで近くの適切な資源を紹介するといった、家族自

身をきちんとサポートする体制を持つことが必要だろう。

これと平行して、家族プログラムを実施する場所が増えることも大切だ。

プロジェクト・オンブレが家族を支援するのは、本人をプログラムにつなげるためだけでは

ない。家族を支援し続け、家族がこの問題について学び健康を取り戻すことによって、本人の

リラプスを防止し、社会復帰受け皿としての資源に変えることができるからである。

薬物の使用は、社会とのつながりを断つ。それが復帰を困難にさせる。まずは家族という一

番小さな社会単位のつながりを再構築しつつ、リハビリを進めていくことが、プロジェクト・

オンブレが提示する薬物問題解決の一つの形と言える。

家族環境がない人は、更生施設やサポート寮が家族代わりになり、最後の社会復帰プロセス

まで本人に伴走する。日本では制度の違いもあり、難しいだろうが、たとえば未成年や生活困

窮者を保護する施設や仮釈放中の住まいから治療に通所するなど、ネットワークの中でこれを

実現できないだろうか。

以下に、日本で取り組めそうな家族支援をまとめてみた。

・まずは未成年の親も含め、家族の持つ怖れや偏見を払拭し、今ある対応機関につながりや

すくする。（「薬物乱用・依存症からの回復は可能です」「通報されることはありません」と



明記する、相談連絡先のリストだけでなく、依存についての説明や相談の仕方、各機関の役割、

体制をガイドする、など）

・精神保健福祉センター、保健所など、家族が薬物問題に関し相談できる機関のサポート体

制を充実させるため、せめて現状の枠の中で初期対応ができるようなガイドラインやプログラ

ムを開発したり、家族への対応を含めた薬物問題に関する実践的な研修をする。

・福祉事務所、女性相談所、弁護士、保護司、母子寮、更生施設、救急医療、職場など、関

連機関の人が薬物問題に対する知識と意識を持ち、問題を発見し、簡単な初期介入をしたり適

切な機関を紹介できるよう、ガイドラインを作ったり研修をするなどして認識を広め、ネット

ワークを広げる。

・拘禁・受刑中の人を持つ家族または保護観察所での身元引受人会の中で、冊子などを用い

地元で利用できる治療・相談機関の情報提供をしたり、薬物問題に取り組む家族の体験談を聞

かせるなどして、問題への意識を高め、自覚を施すことを充実させる、など。

家族を本格的に支援することは、その家族が潜在的に抱える問題に介入することにもなる。

家族自身にアルコール問題・うつなどの精神的問題があったり、暴力、虐待、介護など、薬物

問題以外の問題を抱えている場合もある。こうしたことからも、知識を持つ保健・福祉分野の

専門家が薬物問題に関わることの意義は大きい。

５ 受け皿の開発と社会復帰サポートの充実

また、薬物使用者本人の受け皿の拡大も緊急課題だろう。

プロジェクト・オンブレでは、問題の深刻度に応じ、夜間の通所型と入寮型にプログラムを

分けている。夜間通所型は、社会や家族とのつながりがまだ保たれていて、断薬と生活の調整

などで改善が期待される層を対象にしている。失うものが少ないうちに、方向転換をするチャ

ンスとなる。

日本では、未成年や若者の乱用に対し、通所型プログラムができるのではないか。

通所のマトリックスモデルを利用したスマープや、今回ヒアリングを行なった多摩精神保健

福祉センターのタマープなどの再発予防プログラムが、まさにそれである。ヒアリングで指摘

があったように、長期的な対応ができればベストだが、選択肢を増やし動機付けを行うことが

できる。運用者用のガイドがあるため、今まで薬物問題に関わってこなかった医療機関や精神

保健福祉センター、大学などで取り入れることができる。

依存症治療の多くが民間リハビリ施設のダルクなどに頼っているという現状を考えると、現

在ある有効なプログラムや実施機関に対し援助をするという形で、通所・入寮プログラムを発

展させながら効果を測定していくことも考慮すべきだろう。

また、執行猶予時や刑事施設出所後に、速やかにプログラムにつなげるシステム作りも必要

である。これは現在行なわれている刑務所での薬物依存離脱指導や保護観察所での覚せい剤事

犯者処遇プログラムの効果を高めることにもつながる。

社会とのつながりが断たれた期間が長ければ長いほど、社会復帰は心理的にも社会的にも困

難になる。そもそも乱用防止でいちばん大切なことは、断薬後、社会にどんな形で参加してい

くかという視点ではないだろうか。単なる乱用防止ではなく、社会復帰をスムーズにしていく



再発予防が必要なのである。今後、薬物問題のある人に対しもし新しい仮釈放のシステムがで

きるとしたら、単なる仮釈放ではなく、スペインのように、外部でトリートメントを行なうた

めの仮釈放という位置づけになることを期待したい。そのほか夢物語かもしれないが、具体的

な期待を述べさせていただきたい。

・アルコール医療の経験があるなど、依存症について理解のある医療機関での積極的な通所

プログラム・家族プログラムの採用

・人材の育成（アルコールや処方薬を含む薬物依存症とその治療について、実践的な内容を

医療・福祉・看護の分野の教育カリキュラムに組み込む、実践的な内容を盛り込んだアデ

ィクションカウンセラーの養成など）

・回復モデルの活用（どのような形で社会復帰することができるかの一例を示すことで、動

機付けを高め、将来への希望と選択肢を増やすことにつながるだけでなく、回復者と専門

家が協働した包括的なプログラムを行なうことができる）

・関係機関の意識と認識を高め、基本的な情報を提供したり、問題をアセスメントしたり、

適切な機関につなげることができるガイドラインとネットワーク作り、研修

・ハローワークやボランティアなどと連携し、職業訓練と社会参加のためのシステムや場を

設定する（スキル講座、奉仕活動をする場の提供など）

・そのためのボランティアの育成

重複障害や生活困難など、薬物の使用や社会復帰に関わる関連問題へのサポート

６ おわりに

かつてスペインでは、薬物使用者は町で犯罪を起こす人として見られ、社会の中から疎外さ

れていた。使用する物質の種類や使用者像が変わり、若者・一般へと広がることによって一般

の意識が変わり、対策の内容も変わってきた。日本は他の先進国に比べると、厳しいコントロ

ールによって奇跡的といえるほど薬物乱用が抑えられてきたが、その進行の形や問題は同じで

ある。

スペインだけでなく、海外ではさまざまな薬物対策がとられており、その効果も測定されて

いる。日本はその中から、状況にあって効果があると思われるものを選択できる。こうした情

報をどう生かすかで、次世代の薬物乱用状況が変わってくるだろう。依存症という概念の普及、

刑務所での薬物依存離脱指導、保護観察所での覚せい剤事犯者処遇プログラムや執行猶予者に

対するモデル事業、第三次薬物乱用防止五ヵ年計画や薬物乱用防止戦略加速化プランなど、日

本の薬物対策はここ十年ほどで大きく前進してきた。だからこそ、他国の経験から学び、対策

をより一層充実させることを期待する。

以上、最後まで期待を述べてきたが、現実的には、今ある資源や制度の枠を少しずつ広げ、

各分野の専門家や活動をしている人たちが少しずつ歩み寄り、その輪を広げていくしか方法は

ないのかもしれない。何よりも大切なのは、まず薬物問題の改善に寄与できる可能性を持つ機

関やシステム、知識を持った人々が、「やっかいな問題」「ごく一部にしかない問題」と敬遠

して関わらないのではなく、実在する問題として、前向きに向き合っていくことではないだろ

うか。
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若年薬物乱用者支援のためにわが国に求められるもの

独立行政法人 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 診断治療開発研究室長 松本 俊彦

１ 若年薬物乱用者の特徴

十代の若年薬物乱用者には、成人薬物乱用者と異なり、以下のような特徴がある。

(1) 社会的特徴

①苛酷な生育背景を持つ者が多い

若年より薬物乱用をはじめた者では、養育者からの身体的虐待や心理的虐待、ネグレクトと

いった被害経験を持つ者、あるいは、親の離婚や不和、親のアルコール問題などのために緊張

に満ちた環境のなかで生育した者の割合が高い（松本, 2005）。

こうした体験は、若年者の自尊心や基本的信頼感の発達に深刻な影響をおよぼし、薬物乱用・

依存からの回復にあたっては、薬物問題だけに限定されない、包括的かつ集中的な支援が必要

となってくる。同時に、その家族も若年者に対する十分な保護的機能を欠いていることが珍し

くなく、ともすれば家族内の不適切なコミュニケーションが若年者の回復に阻害的に働きやす

い。その意味では、家族もまた支援や心理教育を受ける必要がある。

②仲間集団の影響が無視できない

薬物の初使用には仲間集団内からのプレッシャーのはたす役割が大きい（松本, 2005）。男

性では、反社会的集団に所属する同性の仲間の勧めが初使用の契機となり、女性では、反社会

的集団に属する異性との交際が契機であることが少なくなく、若年薬物乱用者の場合、男性で

は反社会的集団への妄信的帰属が、女性では男性に対する滅私的執着が、薬物乱用を維持する

要因として広く認められる。こうした現象は、裏を返せば、家庭に居場所がなく、それゆえに

外に強い絆を求める心理の表れと理解することもできる。事実、そのような関係性を得ること

で、「初めて自分が必要とされているという感じがした」とじ述べる若年薬物乱用者は少なく

ない。

その一方で、反社会的集団とは若干ニュアンスの異にするサブカルチャーの影響を受けてい

る者もいる。大麻や MDMA などの乱用者のなかには、そうした薬物とレイブパーティーやクラブ

で遭遇し、そのファッショナブルで特権的な集団への所属感から乱用が維持されることとなる。

こうした一群にしても反社会的集団に帰属する薬物乱用者と本質的な違いはなく、「ありのま

まの自分」を受け容れることができず、「人とは違う自分」を探し求めてやまない、自尊心の

低い若年者の心理が透けて見える。

いずれにしても、若年薬物乱用者の回復プロセスでは、こうした集団と物理的に距離を置く

必要があり、それには、こうした集団なしでも自尊心を維持できるような家族関係の再建が欠

かせない。

(2) 精神医学的特徴

①問題意識が希薄である



若年薬物乱用者の場合、薬物使用期間が短いこともあり、まだ身体的障害や慢性精神病症状

を呈する者は少ない。そもそも若年者では、成人のように経済的損失や家族を失う心配もない。

こうしたことが治療意欲の乏しさに影響する（松本, 2005）。

②依存は比較的軽症である

薬物摂取量や身体依存・離脱症状の有無は重症度を反映しない。若年薬物乱用者では、依存

自体の重症度に比して、薬物酩酊時の精神症状や問題行動（暴力や自己破壊的行動）が重篤な

場合がある。薬物摂取量や耐性や離脱症状だけを根拠に依存の重症度を評価すると、介入をす

べき症例を看過してしまう可能性がある（松本, 2005）。

③重複障害が高率である

若年の薬物依存患者場合、その 60～70%は、気分障害、不安障害、精神病性障害、摂食障害、

外傷後ストレス障害などといった、他の精神医学的問題が併存しているといわれている。彼ら

はしばしば、こうした問題による症状に対して、不適切な自己治療をする意図から薬物を乱用

している（Khantzian & Albanese, 2008）。

したがって、重複障害に対する配慮なしにやみくもに断薬だけが行われた場合、かえって彼

らの心的苦痛が高まり、かえって自殺の危機に瀕してしまうことがある。その意味で、薬物依

存に対する介入と同時に、併存する精神医学的問題に対しても介入するといった、包括的な支

援が必要である。

２ わが国における若年薬物乱用者支援の現状

わが国では、若年薬物乱用者は様々な援助資源から二重三重に疎外されている。ただでさえ

わが国では薬物依存治療の専門医は稀少な存在であるが、そのなかでも児童青年期患者に対応

できる医師となるとさらに限られてくる。事実、若年者に特化した薬物依存治療プログラムを

持つ専門医療機関は存在せず、ダルク（Drug Addiction Rehabilitation Center; DARC）をは

じめとする民間リハビリ施設や自助グループでも事情はさほど変わらない。十代の薬物乱用者

にとって、成人の薬物乱用者ばかりの治療プログラムは必ずしも居心地のよい治療環境とはい

えない。一方、同じく稀少な存在である児童青年期を専門とする精神科医のなかでも、薬物依

存に対応できる者が少ない。結果的に、若年薬物乱用者の多くは司法関連機関で対応されてい

る現状がある。

もちろん、これまでも若年薬物乱用者をターゲットとした試みはいくつか行われてきた。た

とえば、肥前精神医療センターで行われた、３回の外来受診による初期介入プログラム（鈴木

ら, 1999）や、福岡県弁護士会と連携した、試験観察下における専門病棟入院（八尋ら, 2003）、

APARI (アジア太平洋地域アディクション研究所 Asia-Pacific Addiction Research Institute)

による、保護観察下における民間リハビリ施設入所（APARI）、あるいは、筆者らによる少年鑑

別所における認知行動療法ワークブック自習による介入プログラム（松本ら, 2009）などがあ

る。

しかし、これらの試みはいずれもわが国のなかでは先進的な取り組みであるものの、多くの

課題を含んだものといわざるを得ない。というのも、いずれの試みも、国内の稀少な施設にお

いて、ごく限られた期間、それも薬物乱用者本人に対してのみ行われる介入でしかないからで



ある。薬物依存の治療は地域において長く継続されればされるほど、その効果が高まるといわ

れており（NIDA）、その意味では明らかに不十分な介入といわざるを得ない。また、入院や入

所に用いる施設も、本来は成人の薬物乱用者を想定して作られたものであり、他の入院患者や

入所者を見て、「自分はあそこまでひどくない」といった、自らが抱える事態の矮小化が生じ、

かえって退院もしくは対処後に地域の支援資源につながりにくくなってしまう。

以上のようなわが国の状況を考慮すれば、本報告書で取り上げられた、スペインの「プロジ

ェクト・オンブレ」は、その包括性という点で、ぜひとも参考にすべき内容を備えているよう

に思われる。何よりも若年の薬物乱用者の多くは、社会生活のスキルを欠いており、リハビリ

テーション（rehabilitation）を提供しようにも、そもそも取り戻すべき習慣（habit）がない。

「プロジェクト・オンブレ」の治療共同体は、生きることの習慣を体得するという「ハビリテ

ーション（habilitation）」の場としての意義がある。

それから、若年薬物乱用者の家族に対する関わりも重要である。従来、薬物依存の援助では、

援助者が薬物乱用者の親に伝えてきたのは、「本人突き放せ」の一点張りであった。しかし十

代の若年者の場合、そもそも保護者には保護義務があり、たとえ援助者からの助言によるもの

だとしても、若年者を突き放すわけにはいかない状況がある。また、厚生労働科学研究「薬物・

アルコール依存者の自殺の実態と自殺予防に関する研究」においては、自殺既遂に至った薬物

乱用者のなかには、家族の支援が得られなくなった若年者が少なくないことが指摘されている

（松本ら, 2010）。

とはいえ、親子関係が共依存のままでは、薬物乱用からの回復はおぼつかない。その意味で

は、「プロジェクト・オンブレ」では、薬物乱用者本人だけではなく、家族をも支援すること

によって、家族が本人に対して近視眼的に関わることがなくなり、結果的に親子間の距離が適

切なものへと変えているように思われる。この点もわが国の薬物依存に関わる援助者が学ぶべ

き点であろう。

３ 今後のわが国の若年薬物乱用者支援への提言

わが国の若年薬物乱用者に対する支援資源は深刻に不足している。今回の企画分析委員会の

ヒヤリングでは、国内における治療共同体の試みとして、刑事施設である島根あさひ社会復帰

促進センター、そして地域の民間回復施設である栃木ダルクの試みについて情報収集し、薬物

依存者本人と家族に対して併行して介入（本人に対しては認知行動療法にもとづく再乱用防止

プログラムを提供し、家族に対しては依存症家族教室を提供している）を行っている東京都多

摩総合精神保健福祉センターからの報告を受けた。実はわが国でも、栃木ダルクと同じような

手法で治療共同体の手法を導入しようとするダルクは少しずつ増えており、東京都多摩総合精

神保健福祉センターと同様の認知行動療法プログラムが各地で行われはじめている（松本ら,

2011）。しかし残念ながら、現状ではいずれも成人の薬物依存者に限定されたものにとどまっ

ている。

今後、わが国で若年薬物乱用者の支援を展開していくためには、三つのことが必要である。

１つ目は、若年者に特化した地域の支援資源を開発し、拡充していくことである。その支援資

源は、通所による認知行動療法にもとづく再乱用防止プログラムの提供だけでなく、家族相談



や家族療法に対応できるような体制整備が必要である。これは、保健所や学校などから紹介さ

れた若年者が自発的に利用するだけでなく、試験観察や保護観察係属下の若年者が家庭裁判所

や保護観察所の指示でつながることができるものが理想である。

２つ目は、少年院を出院した若年者が、前述の地域通所プログラムにつながる前段階で利用

できる入所施設の整備である。通常、少年院にて矯正教育を終えた者はいきなり自宅に戻り、

家族と生活をともにすることとなるが、家族は若年者への対応についての教育は受けておらず、

結果的に施設入院前と同じ不適切な対応をしてしまい、薬物乱用の再発を促してしまうことが

珍しくない。そこで、少年院退院後にいったん自宅近郊の若年者向けのリハビリ施設に入所し、

集団生活のなかで治療プログラムを受けるだけでなく、週末は自宅に外泊し、地域生活に向け

て家族との最終的な調整をする場が必要である。ここでは、外泊結果を踏まえて、若年者本人

だけでなく、家族に対しても助言や指導が行われる。

そして最後に、これらの支援プログラムの幅広い啓発である。スペインでは、街のあちこち

で「プロジェクト・オンブレ」に関する情報が広報され、「薬物依存は回復できる問題」であ

ることが広く知られている。そうした啓発は、若年者本人やその家族が問題を抱えたまま孤立

していることを最小限に抑える効果があるであろう。すでにわが国でも各都道府県・政令指定

市の精神保健福祉センターでは薬物依存に関する相談窓口が開設され、家族教室が開催されて

いるが、その認知度は必ずしも高いとはいえない。そもそも、わが国の学校における「ダメ、

ゼッタイ」一辺倒の薬物乱用防止教育では、薬物問題を抱えた若年者と家族は、必然的に「犯

罪者」としての偏見にさらされて地域で孤立し、早期に支援資源につながることが困難となる。

その意味では、わが国の予防教育や啓発のあり方についても再考することが求められるであろ

う。

文献

松本俊彦: 薬物依存の理解と援助―「故意に自分の健康を害する」症候群―. 金剛出版, 東

京, 2005.

Khantzian, E. J., Albanese, M. J.: Understanding addiction as self-medication: Finding

hope behind the pain. Rowmam & Littlefield, Lanham, 2008.

National Institute of Drug Abuse (NIDA): http://drugabuse.gov/PODAT/podatindex.html

鈴木健二, 村上 優, 杠 岳文, 武田 綾: 高校生における違法性薬物乱用の調査研究. 日

本アルコール・薬物医学会雑誌 34: 465-474, 1999.

八尋八郎, 谷川誠, 村上 優, 遠藤光一, 大薮志保子: 若年薬物乱用者に対するダイヴァー

ジョン・プログラムの整備に関する研究. 厚生労働科学研究費補助金 医薬安全総合研究事業.

「薬物依存・中毒者の予防、医療およびアフターケアのモデル化に関する研究 (主任, 村上

優)」平成 14 年度研究報告書, 69-85, 2003.

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

松本俊彦, 今村扶美, 小林桜児, ほか: 少年鑑別所における薬物再乱用防止教育ツールの開

発とその効果―若年者用自習ワークブック「SMARPP-Jr.」―. 日本アルコール・薬物医学会雑

誌 44: 121-138, 2009.



松本俊彦, 森田展彰, 猪野亜朗, ほか: 薬物依存者・アルコール依存者の自殺の実態解明と

自殺予防に関する研究. 厚生労働科学研究費補助金こころの健康科学研究事業「自殺のハイリ

スク者の実態解明及び自殺予防に関する研究（研究代表 伊藤弘人）」平成 21年度総括・分担

研究報告書, 41-55, 2010.

松本俊彦, 小林桜児, 今村扶美: 薬物・アルコール依存症からの回復支援ワークブック. 金

剛出版, 東京, 2011.


