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第 3 章 治療共同体に関する日本での取組 

 

1. 治療共同体プログラムの導入の現状～奈良ダルクの例 

 

 社団法人 座-くら-は、正スタッフ 8 名、準スタッフ 10 名で障害者自立支援法に則った施設を

3 施設運営している（奈良ダルクデイケアセンター（定員 20 名）、セレニティハウス（定員 8 名）、

セレニティアワード（定員 10 名））。その他にセレニティルーム（定員 10 名）という障害者自立

支援法にのせていない共同住宅を運営している。 

 

1.1 アミティプログラム 

 

 奈良ダルクでは、2010 年 3 月より、アメリカ・アリゾナ州を中心とする治療共同体アミティの

各施設において展開されているTeaching and Therapeutic Communityのプログラムの導入を始め、

依存症回復支援施設から治療共同体への転換を図った。奈良ダルクのモデルとなったアミティの

各施設では、感情と依存行動には密接な関係があると考えられており、エモーショナルリテラシ

ーと呼ばれる感情教育が行われている。依存者が、薬、アルコール、ギャンブル等を使って依存

行動を行うのは、それによって自分の状態を高め、良い気分を獲得するためで、その行動は強迫

的となっていく。従って、依存行動をやめたあとの回復に必要な段階として、何故、悪感情を抱

き、そのことによって自分の状態が悪くなっていくのかを明らかにし、感情的に成長し、健康的

な形で良い気分を獲得することを学ぶ、これがエモーショナルリテラシーである。エモーショナ

ルリテラシーの考え方は、依存者が依存行動に結びつくのは、感情を適切に扱うことができない

ためであり、この心理的な因果関係を認識することで、依存行動の繰り返しをやめ、質の高い回

復が維持できるという仮説に基づいている。さらにアミティの各施設では、治療共同体のコンセ

プトに加え、Teaching、つまり、「お互いに学びあうこと」を重要視し、エモーショナルリテラシ

ーで、自らについて学び、また、そこから獲得した感情的な知識について、依存者同士が相互に

支えあい、学びあうことで人間的成長を促すと捉えている。 

 

 アミティの全てのプログラムは、同じカリキュラムを使って運営されている。プログラムの全

過程は 4 つの段階に分けられている。アミティでは症状だけに焦点をあてるのではなく人間全体

の教育を目指し、その一貫として様々な文化を取り入れている。特にネイティブ・アメリカン文

化を取り入れ、プログラムの 4 つの段階設定もその文化である「メディスンウィール（Medicine 

Wheel）」に基づいている。 

 

 「メディスンウィール」とは 4つの方位からなる輪において、命は東から始まり北に終わり、

全ての方位には意味があるというネイティブ・アメリカンの文化である。東は希望を示し気付き

と理解を得る幼児期、南はユーモアを示し自己を形成する思春期、西は人類を示し内なる知をも

たらす成人期、北は栄誉を示し知恵をもたらす老年期とされる（それぞれの意味付けは部族によ

って異なる）。 

 

 このような文化に基づきながらアミティのプログラムは 4 つの段階が設定され東の段階から始
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まり北の段階で卒業とするプログラムが設定されている。それぞれの段階は LODGE（ロッジ）と

して表され、これらの段階の移行は、カリキュラムの遂行と行動の 2 点によって判断される。 

 

 4 つのプログラムの段階に沿ってプログラムの流れについて以下に示す。 

オリエンテーションの段階（THRESHOLD：玄関） 

① 東の段階（EAST LODGE） 

セルフヘルプ回復のパラダイム：自己実現や回復の過程について自ら学ぶ 

② 南の段階（SOUTH LODGE） 

ファミリー・ダイナミクスと基本的心理：家族の歴史やトラウマに向き合い、自分に起こっ

たことと自分が起こしたことを確認する 

③ 西の段階（WEST LODGE） 

倫理的成長のための学校としての治療共同体：信頼できる関係や役割をもつ中で、倫理的発

達を目指す 

④ 北の段階（NORTH LODGE） 

エモーショナル・リテラシー ：あらゆる経験に名前をつけ表現する力、そして生活の中で必

要となる感情的な対処能力を育む 

 

 これらの 4 つの段階で取り上げたテーマ以外にも暴力の問題など特別な課題に取り組むプログ

ラムが設定されている。 

 

1.2 リカバリー・ダイナミクス・プログラム 

 

 奈良ダルクは、アメリカ・アーカンソー州の依存症回復施設「セレニティパーク」にならい、

パーク創始者である故ジョー・マキュー氏によって作られた「RD（リカバリー・ダイナミクス・

プログラム）」を根幹に据える。その結果、従来は 1 年から 2 年の時間が必要だった利用期間を

90 日間に短縮することができ、その後の再就職活動や住まい探しなどを含めても、社会復帰まで

に要する時間を大幅に短縮することが可能になるとしている。このプログラムは 2011 年 4 月に社

団法人「セレニティパークジャパン」として開設された（正スタッフ 6 名、準スタッフ 7名）。こ

れまで 45 名が入所され、3～4 名を除いてほぼうまくいっているということである。 

 

 リカバリー・ダイナミクス・プログラムとは、12 ステップ（図 3-1 参照）を使用する依存症当

事者グループの原点となった AA（Alcoholics Anonymous）で使われている基本テキスト

「Alcoholics Anonymous（通称：BigBook）」に記されているステップの手渡し方を、治療施設で

のプログラムに翻案したものである。 

 

 大きな特徴として、「標準化されたプログラム」「それに用いる教材」「カウンセラー用マニュア

ル」などが完備され、基本計画に従って進めることにより、セレニティーパークジャパンでは 90

日間で１から 12 までのステップを 3 巡することができる。 

 

 リカバリー・ダイナミックス・プログラムでは、ステップ１の実践がステップ 2 の実践を…ス
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テップ 2 がステップ 3を引き起こす…、いわゆる「ドミノたおし」のような力動的なベクトルを

持ち、次のステップの扉を開いてゆくと説明されている。また、前のステップと次のステップと

の関連性についても明確な説明が与えられ、さらに、各ステップが 12 のステップのなかで持つ意

味と役割を分かりやすく示す。リカバリー・ダイナミックス・プログラムでは、「何をするかでは

なく、どういう順番で行うかが大切」と述べられ、ステップを順番通りに実践することの重要性

が強調され、クライアントは 12 ステップを細切れのステップ単位ではなく、一連のプログラムと

して取り組む。この連続性が、先述のドミノたおし効果を生み出し、一生続く回復成長のサイク

ルへと導く支えとなるとしている。 

 

図 3-1 12 ステップ 

出所：社団法人 座-くら- 

 

1.3 階層システム 

 

 奈良ダルクの大きな特徴は、治療共同体の階層システムを枠組みにし、その枠組みの中に欧米

で効果が高いと認められている治療プログラムを取り入れていることである。ここでいう枠組み

とは、共同体のなかで階層や役割・責任・自由・権利を明確にした相互扶助システムをヒエラル

キーで確立する。 
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図 3-2 階層システム 

出所：社団法人 座-くら- 

 

STAGE 1 

ステージ１のメンバーはステージ 2 以上のメンバーに支えられる。ステージ 2 になる条件は

いくつかあるが、特徴として自らでしかステージ 2 になるための申請ができないこと、スタ

ッフが決定するのではなく共同体メンバー全員の承認が必要であることがあげられる。ステ

ージ 2 になることは自由や回復における責任が増え社会性の向上意識が求められはじめるこ

とを意味する。 

 

STAGE 2 

ステージ 2になると施設周辺の一人での行動ができるようになる。また、ステージ１のメン

バーのサポートが求められる。ここからが相互支援システムの効果がみられるようになる。

トレーニーにあがるには同じく全員の承認が必要となる。ここではステージ２にあがるとき

ほど簡単ではない。プログラムの進捗状況や治療グループの話し方や聴き方、社会性、モチ

ベーション、生活意識、言葉、身だしなみ、髭などの清潔感、リーダーシップ、回復モデル

としての責任など治療共同体を守ることが求められる。 

 

STAGE 3 

ステージ 3はリカバリー・ダイナミックス・プログラムの終了、治療グループのファシリテ

ート能力、パソコンスクールへの参加（8 回）、ハウスの雰囲気作り、備品の管理や食材の管

理といった役割の責任を学ぶ。ステージ 3 からは事務所の出入りも求められ、モチベーショ

ン維持や回復を様々な状況で実感することができる。 

 

マネージャー 

マネージャーはプログラムプロバイダーを担う。プログラムは手渡すことで更に獲得するも
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のが増える。プロジェクターを使い、リカバリー・ダイナミックス・プログラムや論理情動

行動療法などの治療プログラムを伝えて、また、エンカウンターグループでのファシリテ―

ターも務める。ここまでくると低かった自尊心も回復し、責任感や創造性を持ちリーダーと

しての自己信頼を学び始める。その他にも、スタッフやマネージャーへの適切な業務報告も

求められ、また、家族との関係修復のための対面プログラム（リカバリー・ダイナミックス・

プログラムに沿った形式・家族プログラムディレクターサポートのもと）も実施することを

求められる。 

 

ユーザーボード 

ユーザーボードではステージ 3 とマネージャーのサポートが求められ施設全体をサポートす

る。また、経理より経費を渡され責任が増す。責任以外にも自由や権利も増え、外泊や家族

旅行、イベントへの参加や休日の過ごし方なども学んでいく。 

 

就労・就学 

段階が進み、就労支援が始まる。履歴書の書き方や面談のスキルなどを SST（ソーシャルス

キルトレーニング）でスタッフから学ぶ。ここまでの回復支援が役に立つ時期である。資格

取得のための就学支援も行っている。 

 

卒業・自立・アフタケア 

決められたカリキュラムをすべて終え卒業認定のセレモニーである。希望者には家族や友人

にも参加してもらい、自立後のアフタケアも行っている。 

 

トレーニー・アシスタント 

スタッフ志望者にはトレーニー（3ヶ月）・アシスタント（6ヶ月）の時間を設け、法人で定

められたカリキュラムを実施してもらい 終的にテスト合格者がスタッフになる。 

 

1.4 包括的ビジョン 

 

 奈良ダルクでは、回復の定義を以下のように定めている。 

 家族関係を修復するよう努力できる。 

 労働社会の一員となる。 

 依存的なライフサイクルをやめ、社会的接点の場を増やすようになる。 

 生産的で創造的な活動に、自由な時間を使えるようになる。 

 身近に様々な誘惑がある状況を理解し、自覚を持って、依存しない生活を貫くための判断が

行えるようになる。 

 自分の価値観に従い決断ができるようになる。 

 薬物の使用（再使用）を引き起こすような行動や感情を、自己制御できるようになる。 

 

 そこで、奈良ダルクでは、図 3-3 に示す通り、インタベンション（当事者への介入）を回復活

動の「入口」、雇用創生を「出口」と考え、治療共同体の各側面を包括的に実現したいというビジ
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ョンを持っている。アメリカを始めとする各国で発展している治療共同体の理念では、依存行動

（をやめること）だけに焦点をあてるのではなく、その人を人全体として捉え、さまざまな意味

で社会的な生活を持続することを重要視する。それは、労働や経済活動を通して社会に（再び、

あるいは初めて）参画することや、自分が属す共同体で役割を得、それにふさわしい責任を果た

してゆくこと（ロールモデルになること）を含んでいる。奈良ダルクは、このゴールを共同体の

価値観として共有するという点で、アメリカの治療共同体と理念上類似している。 

 

図 3-3 奈良ダルクモデル 

出所：社団法人 座-くら- 

 

 回復活動の入口となる奈良ダルクのインタベンションとは、ファミリーインタベンションのこ

とで、家族や、職場の上司、同僚や、友人等、当事者（依存者）に関わる人たちとチームを組み、

当事者に介入していくという手法をとっている。奈良ダルク及び関連施設でインタベンションを

開始後 1 年で 32 の事例があり、うち 28 人が奈良ダルク及び関連施設に入所している。入所した

クライアントはインテークカウンセリング、及び、治療アセスメントを 初に受け、クライアン

トは滞在期間を通じて実施される個別治療プランを提示される。その後は、月単位の継続的なア

セスメントによりクライアントの進捗度を測定し、彼らが自身のニーズに合わせてデザインされ

たサービスを受けられているか確認している。  

 

1.5 研修・認証制度 

 

 奈良ダルクでは、海外から技量あるカウンセラーを招聘し、定期的に研修を受けている。また、

スタッフ教育を更に充実させるべく、当施設のスタッフは全員研修を受け TCCAC（治療共同体認

定アディクションカウンセラー）の認定を受けることも義務付けている。奈良ダルクは、日本で

唯一全スタッフを専門的かつ体系化された訓練を受けたプロフェッショナルとし、アディクショ

ンカウンセラートレーニングシステムを開発し実行した 初の施設である。現在は、認定アディ

クションカウンセラーの認定部門は、「日本認定アディクションカウンセラー協会」へと発展し、

協会に認定されたアディクションカウンセラーは現在全国で約 70 名となっている。また、社会へ

の啓発活動を効果的に行える人材を育成するため、TCCAC スーパーバイザーのライセンス講座と、
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アディクションに関わるその他の専門家（医師・弁護士・裁判官）等との連携に特化したプロッ

フェショナル育成のためのライセンス講座を 2012 年度から実施する見込みで計画している。これ

らの各種プロフェッショナル人材の育成は、インタベンションと並行して、公的あるいは社会的

側面から当事者をよりクオリティの高い回復へとつなげる「入口」を強化するために必要と考え

ている。 

 

1.6 雇用創出 

 

 終的なゴール、すなわち「出口」として現在もっとも力を入れている部門は雇用創生である。

特に、低年齢で発症し、社会的スキルを何も持たないまま、依存症が進行し年齢を重ねてしまう

薬物依存者は、依存行為が止まっても、30 代、40 代になっても生活保護を受けずに暮らすことが

できないという現実的問題に直面せざるをえない場合が多く、この点は生活保護受給者の増加と

いう社会問題にも関係する。奈良ダルクでは、就労問題は自尊心や家族関係と深く関わっており、

就労して経済的に自立することは、依存行為が止まったその後の人生を健康的に過ごすための重

要なファクターであると考えている。しかしながら、回復した依存者がスムーズに就労できる場

は限られるのが現実であるため、施設運営とは別の事業として回復者が働ける場を作り出すため

の努力を続けてきた。その結果、現在では、農業、養鶏業、及び、2店舗を運営するレストラン

事業を展開している。将来的には、クライアントが自立し、家庭を営む程度の収入を得られるま

で収益を伸ばしていくことを目標としている。治療共同体は回復するために必要な「安全安心な

場」であることは絶対条件であるが、社会は必ずしも「安全安心な場」とは言えない。しかしク

ライアントが回復後に生きていく場は、治療共同体ではなく社会であり、雇用創生の場は、治療

共同体で学んだプログラムを行動に移し、実際にそれを用い生きていく、実践的な学びの場とな

る。 

 

1.7 経営状況 

 

 収入のうち、補助金が 44％を占める。平成 23 年 4 月から 7 カ月間のみの数値であるが、収支

は 2,700 万円の黒字である。 

 

表 3-1 社団法人座・社団法人セレニティパークジャパンの連結（単位：千円） 

収入 支出

利用料収入 38,753 人件費 33,524

補助金 49,207 家賃 8,200

寄付金 8,801 プログラム費 2,790

レストラン売
上（1店舗分）

3,059 生活支援・給
食費

4,617

ＣＡＣＪ 11,405 その他販管費 36,058

その他 789

収入合計 112,014 支出合計 85,189
 

（平成 23 年 4 月 1 日～10 月 31 日 ７ヵ月分） 

出所：社団法人 座-くら- 
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2. 治療共同体導入の現状と有用性 

 

2.1 現状 

 

 薬物問題に対応する施設・機関の現状としては以下が上げられる。 

① 医療施設：精神科、神経科、他 

② 非医療機関：ダルク：自助グループ（NA/AA） 

③ 刑事施設 

 

 我が国においてはダルクが今日まで同種の機能を果たす社会資源が絶対的に不足する状況の中

で、依存者自身の手による自助的活動の枠を超えた役割と期待を負い、そのような社会状況を背

景に短期間で急速に展開してきた。 

 

 ダルクを、果たしてきた機能と外見組織上あるいは運営上の共通要素を理由として、日本にお

ける唯一の薬物治療共同体としてとらえる見解もあるが、海外で 40 年間以上にわたり展開してき

た治療共同体実践と、依存者が依存者に対し薬物使用のない安全な場を提供するダルクの活動と

は、直接重なり合うわけではない（ただし、ダルクは多様で、先に紹介した奈良ダルクのような

取組もある）。 

 

 ダルクと治療共同体の理念の比較をまとめたものが表 3-2 である。また、ダルクと治療共同体

の回復スケジュールにおけるサービスの割合を図 3-4 に示す。 

 

表 3-2 ダルクと治療共同体の理念の比較 

ダルク 治療共同体 

 依存者自身が提供する「安全な場」 

 仲間の存在と経験の分かち合い 

 薬物依存者としての平等性と役割分

担 

 クスリなしの生活実現 

-Drug free Existence 

 癒し 

 皆で同じプログラム実践 

 回復者運動、非専門職性 

 既存専門職からの独立 

 評価：外部≦自己 

 専門サービスプロバイダ機能 

 回復支援サービスの提供 

 治療段階と階層構造環境 

-Cardinal / House rules 

 回復戦略を構成する Harm- Reduction

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ等との連携 

 達成と評価：報酬と制裁 

 責任 Responsibility の重視 

 個別プログラムの提供に対応 

 専門職化の選択 

 多職種コラボレーション 

 評価：外部≧自己 

出所：「治療共同体」導入の有効性と可能性、東海大学 宮永耕 

 

 



67 
 

ｻｰﾋﾞｽ提供組織内の構成（割合）

回復者:
（Ex）Addicts

専⾨援助者:
Specialists

NA

医療機関

DARC

TC

回復する
（⾃動詞）

回復させる
（他動詞）

（治療する）

RECOVERING（回復）

REHABILITATION
（リハビリテーション）

TREATMENT（治療）

 

図 3-4 「回復」と「治療」のキーワードと各機関･資源の相対的位置 

出所：「治療共同体」導入の有効性と可能性、東海大学 宮永耕 

 

2.2 有用性 

 

 日本における薬物依存症回復の中心的な施設であるダルクが 1986 年に誕生してから 25 年が経

過し、現在、全国各地に存在している。しかし、それぞれのダルクによって行われているプログ

ラムの傾向には大きな差異がある。この差異を良い意味での個性と考えれば幅広い傾向を持つ依

存者に対して有効な一面となるであろう。 

 

また、ここ十年ほどの間に、薬物の使用を「依存」という概念でとらえる動きが広がりつつあ

り、刑務所や保護観察所によるプログラムが義務づけられ、スマープ(SMARRP：Serigaya 

Methamphetamine Relapse Prevention Program）のような新しいプログラムが開発され、地域で

は医療機関、保健機関、民間機関と連携し、地域依存症対策推進モデル事業も行なわれるように

なった。 

 

 このような状況で、治療共同体を日本に導入するならば、以下のメリットが考えられる。 

 司法や医療の対象とされてこなかった薬物依存領域への新たなアプローチの可能性(図 3-5

参照) 

 薬物依存を共通課題として、他の精神保健問題・身体障害や他の嗜癖的行動との合併事例に

対する専門的対応の局面が拡大 

 先駆的諸外国における治療共同体実践モデルの存在→ 採用可能な既存の資料として 

 ダルクの本来的機能の純粋化と再評価 

 回復者と援助専門職によるチームが共通の目的に基づき関与する治療共同体環境：これまで

の対応困難例に対する治療的介入の代替策として 
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図 3-5 ダルク利用者の薬物依存問題における位置 

出所：「治療共同体」導入の有効性と可能性、東海大学 宮永耕 

 

3. 課題と今後に向けて 

 

3.1 課題 

 

 治療共同体を日本に導入する場合の課題は以下の通りと考えられる。 

 生活スキルの獲得可能なプログラム→“出口”が重要であり、職業訓練と経済的自立に有効

なプログラムが求められる 

 個別処遇ケースマネジメントの確保 

 Bio-Psycho-Social (生物学・心理学・社会学)の視点に立った回復援助 

 司法領域との連携 

 治療契約・手順の確立（権利の保護） 

 共同体運営規範の実践的検討 

 治療効果測定の方法確立と結果の公開 

 専門援助職（スタッフ）の養成と恒常的確保→認定制度、海外研修制度 

 家族などの身近な支援体制の構築→元の「居場所」を求めないようにさせること。家族への

介入による次の機関への橋渡しが重要。 

 文化的・社会的独自性に適合したプログラム採用 

 依存症治療の専門家の育成→リカバリスタッフとノンリカバリスタッフのバランス 

 少年に特化したプログラムの導入 

※ アメリカの治療共同体デイトップ・ビレッジをはじめとする海外の治療共同体では成

人のプログラムと若年層のプログラムを分けているのが普通である。治療共同体のプロトタ

イプとしてのデイトップでは、若年層（12 歳～21 歳）に対して、外来（1 日/放課後）と入

寮治療の 2つを提案している。入寮形式の場合、外泊訓練や退寮後の通所を組み合わせるな

ど段階的な社会復帰のサポートをとっている。通所形式の場合、若者のニーズや興味に対応

できる環境を持ち、専門家や地域の社会資源と連携しやすい場所が望ましいとしている。 
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若年層には 

・仲間集団の影響が無視できない 

・問題意識が希薄である 

・依存は比較的軽症である 

等の特徴があり、日本においても成人と区別した方が効果的と考えられる。 

 

3.2 今後に向けて 

 

 我が国において、治療共同体を導入する場合のポイントは以下のとおりである。 

 治療共同体の概念の共有：設備（ハードウェア）ではなくソフトウェアとしての認識 

 ダルクと治療共同体の役割の異同、機能の異同の各側面からの検討→既存の医療機関でも、

教育機関でも行刑施設でもない、かつその要素を具有し、ダルクとも異なる設定の治療的処

遇環境と既存制度の諸枠組との関連付け 

 治療共同体実践モデルが国内に皆無に等しい現状から海外情報の活用と柔軟な実践の許容 

 治療共同体運営スタッフの養成→治療共同体環境下での体験的訓練が原則（海外研修プログ

ラムの支援） 

 適切な運営組織（NPO も一つの選択肢）の在否と確保 

 「社会資源コーディネータ」の構築→地域と専門家との連携 

 人的ネットワークの構築 

- インフォメーションスタッフ（コーディネータのような役割）を治療共同体に配置する 

- 人的なネットワーク：組織と組織のネットワークよりもスムーズに連携がとれることが

重要であり、内科(身体的な健康面)、HIV/AIDS をはじめとする感染症診療科、精神科（メ

ンタルヘルス）、児童保護施設、保護観察所、法律家がサポート 

- 様々な活動のインストラクターの配備 

 継続的なアフタケアが重要 

 

 ただ、治療共同体という形や名称にこだわりすぎず、様々なアイディアを修正しながら実践し

ていくことも重要であろう。今回の調査・ヒアリングで改めて「居場所」の重要性が認められた。

特に若年層を対象として考えた時、彼らが安全・安心な「居場所」を確保できなければ同じ過ち

を繰り返す可能性が高い。本人への治療的介入だけではなく、生活環境の整備支援等総合的な支

援が重要である。 

・・・・・・・・・・ 
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