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第 4章 委員による所見 

 

 アメリカにおける取組、国内関係機関等を踏まえて、本企画分析会議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の課題、今後の在り方について所見を整

理した。 

 

治療共同体としてのデランシー・ストリート・レストラン 

 

中央大学名誉教授・常磐大学大学院教授 藤本 哲也 

 

1 はじめに 

 最近の我が国において、薬物乱用対策を考える上で注目されているものに、治療共同体がある。

治療共同体の概念そのものは、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。 

 最近の我が国において治療共同体が採用されたのは、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組みが知られている。 

 以下においては、まず、治療共同体とはどのようなものであるかについて考え、アメリカでの

成功事例としてのデランシー・ストリート・レストランについて紹介してみたいと思う。  

 

2 治療共同体の概念 

 治療共同体の概念についてであるが、「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、とされている。 

 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のである。 

 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（＊1）。 

 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。 

 そのため、治療共同体においては、医療関係者から患者という上から下へのコミュニケーショ

ンだけではなく、患者から医療関係者、患者同士のつながりといった下から上へのコミュニケー

ション、あるいは横同士のコミュニケーションが重要であると考えられている。 

 このように、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
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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（＊2） 

 

3 治療共同体概念の起源 

 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（＊3）、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論文であったといわれてい

る（＊4）。  

 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（＊5）。

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（＊6）。  

 

4 治療共同体の 3つの特徴 

 治療共同体は、集団のダイナミックスや相互作用理論等の精神医学的・心理学的な処遇技術を

用いる処遇方法としての側面をもつことの他に、組織構造的・施設管理的側面を併せ持つもので

あり、主に 3つの特徴から成り立っている。 

 第 1 に、治療共同体は、共同参加型の治療プログラムであり、治療共同体においては、患者は、

グループミーティングで医療関係者と共に処遇決定、運営計画などに参加する機会が与えられ、

そこで自己の考えを自由に述べることが許される。そのため、ややもすれば、従来、処遇に関し

て消極的にしか関与していなかった患者が、積極的に関与する方向へとその態度を変えるのであ

る（＊7）。  

 第 2 に、施設の社会構造・社会関係の変化である。患者も自由に医療関係者とコミュニケーシ

ョンをとる機会が充分に与えられることで、医療関係者と患者との構造がピラミッド型の上下関

係ではなく、対等な関係が築かれるようになり、より一体感を醸成しやすい民主的運営形態に移

り変わる結果をもたらしている。いわば、このような形で、医療関係者と患者との固定観念を解

体し、院外の社会におけるルールと同様の民主的ルールに従った環境構築を目指す取組みが、治
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療共同体なのである（＊8）。  

 第 3 に、職員の役割が、専門家としての役割から非専門家としての役割へと変化すること挙げ

られており、治療共同体においては、患者自身が職員の行動や態度に影響を与え、治療者として

の役割を担っていると考えられているのである（＊9）。   

 これら 3つの組織構造的・施設管理的側面と処遇方法としての側面が相まって、治療共同体の

概念が構成されているのであり、それらが治療共同体の共通の基盤であると考えられているので

ある。しかしながら、諸外国で行われている治療共同体は多種多様であり、対象者や個人差に応

じて、共同参加形態も、職員と患者が共に行うものから、運営は職員のみが行うものまでのバラ

エティが存在するのである（＊10）。  

  

5 デランシー・ストリート・レストラン  

 ところで、諸外国で行われている治療共同体は、現在、統合失調症などの慢性精神疾患患者、

人格障害者、学習障害児童、ホームレス、アルコール・薬物等の物質濫用者等の処遇に取り入れ

られている。しかしながら、近年では、薬物中毒者に対する処遇として、治療共同体が注目され

ており、その取組みの代表例としては、①アミティ(Amity)（＊11）、②デイトップ・ビレッジ(Daytop 

Village)（＊12）、③プロジェクト・オンブレ(Proyecto Hombre)（＊13）等が紹介されているが、

ここでは、私自身が訪れた経験を持つ、アメリカはサンフランシスコのデランシー・ストリート・

レストランについて紹介してみたいと思う。 

 

(1)訪問のきっかけ 

 在外研究で母校カリフォルニア大学バークレー校に滞在し 1年近くが経ち、帰国の準備を始め

た 2001 年 3 月の半ば頃、サンフランシスコ・ジャイアンツの球場から 5分位のところにある、デ

ランシー・ストリート・レストランを訪れた。このレストランの名前を聞いたのは、2000 年 4 月

に、SISS（Services for International Students and Scholars）が開催した、訪問研究者と大

学院留学生を対象としたオリエンテーションの時であった。SISS の前所長が、｢アメリカ人気質｣

について講演をし、「アメリカ人は自立の精神を大切にし、他人の中にすぐに溶け込むところに特

長があり、将来が大切で過去はあまり問題にしないし、人の善意を信じ、時間に厳格で、もし相

手が間違っていると思ったら、すぐに注意をするようなところがある。外国から来た皆さんは、

こうした気質を持つアメリカ人を良く理解して付き合って欲しい。」確かそのような趣旨の話をし

ている途中、「サンフランシスコにはいろいろと面白いところが沢山ある。ゲイの街であるカスト

ロ・ストリート、ヒッピーの発祥地であるヘイト・ストリート、薬物犯罪の前科者たちで経営す

るデランシー・ストリート・レストラン等をぜひ訪問してみてはどうだろうか」との話をされた。 

 その時は、「いずれ機会を見て行ってみよう」と思っていたが、すっかり忘れてしまっていた。

ところが、帰国が近づいたので、アメリカでお世話になったお礼にと、私の指導教授であるポー

ル・タカギ夫妻をお招きした 3月初旬の夕食の席で、「哲也、デランシー・ストリート・レストラ

ンに行ってみたか」と、突然、教授の口からこのレストランの名前が飛び出してきたのである。

聞くところによると、デランシー・ストリート・レストランの責任者であるミミ・シルバート(Mimi 

Silbert)は、タカギ教授の弟子であり、私の姉弟子にあたるとのことであった。犯罪者の社会復

帰のための居住センターの役割を持つレストランの経営の実際と治療共同体の実態、そして、で

きればミミ・シルバート博士に会いたいと思い、3月 16 日、妻とともにデランシー・ストリート・
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レストランを訪れたのである。 

 

(2)デランシー・ストリートのダイナモ 

 デランシー・ストリート・レストランの経営者であり総料理長でもあるミミ・シルバート博士

の履歴書をインターネットで取り出してみると、以下のように書かれている。 

 

 ミミ・シルバート博士：彼女の成功のためのレシピ 

① 4 名の薬物常用者を取り出す 

② カップ一杯の思いやりを、カップ二杯の厳格な紀律と優しく混ぜ合わせる 

③ テーブルスプーン６杯分の洞察力を溶かし込む 

④ 3 つの有益な技能と、きっちりと詰め込まれた 3カップの個人的責任とを混合する 

⑤ 人間的優しさという牛乳をゆっくりと加えながら、混合物が十分に混ぜ合わされるまで、す

べての材料を勢いよくかき混ぜる 

⑥ 4 年間、あるいは触れることができるような「しろもの」になるまで、300 度の温度で焼く 

⑦ ミミ・シルバートという情熱的な人物でもってたっぷりと冷やす 

⑧ この美味しいデランシー・ストリートの命の糧を、数千人の飢えた人々と分かち合い、そし

て彼らが逞しく育つのを見守る 

 

 これが、ミミ・シルバート博士(以下においては敬称を略す)の紹介であるが、レストランのレ

シピになぞらえて紹介されており、かなりユニークな紹介の仕方である。 

 ところで、このレストランの経営母体となっているデランシー・ストリート基金（Delancy 

Street Foundation）は、1971 年に、総料理長であるミミ・シルバートと彼女のパートナーであ

るジョン・マーア（John Maher）によって設立されたものであり、今では、薬物乱用者と犯罪者

のための世界で最も成功した治療共同体プログラムであるといわれている。デランシー・ストリ

ート・プログラムは、すべてのプログラム対象者に対して、学び、稼ぎ、自らを導くための力を

与えるために、完全な自立、生活の支配、そして職業的技能の付与という原則に基づいて運営さ

れている。その住環境は、大規模な拡大家族のようなもので、その機能も、支援、激励、愛とい

った、これまた温かい大家族そのものの特徴をもつものである。それぞれの住人は、3つの重要

な職業上の技能を学び、高等学校程度の学力を修得し、他の住人が生活上の技術を習得する手助

けをすることで、家族構成に参加するのである。 

 ミミ・シルバートと彼女の生徒たちは、毎日のごとく、個人の尊厳と知識が、細心の注意をも

って混ぜ合わされ、世話をされれば、敗者が勝者になり得ることを実践し､証明して見せているの

である。ミミ・シルバートは賢明にも計画の当初から、政府による補助金を、それが依存性を助

長するから、という理由で拒否してきた。彼女は、金銭的・個人的な成功はすべての者にとって

素晴らしいものであるということを教え、そして､それを証明した完璧な企業家である。現在のと

ころ、デランシー・ストリート基金による事業は、2000 人強の構成員によって運営されている。

サンフランシスコの本部施設のほか、ニューメキシコ、ニューヨーク、ノースカロライナ、ロサ

ンゼルスの全米 5施設で、年間、純益にして 600 万ドルの利益を上げているのである。サンフラ

ンシスコのエンバーカデロ地区にある最新の施設は、少なくとも 3億ドルの値打ちがあると査定

されている。この成功の見本ともなっている建物は、その全体の半分がデランシー・ストリート・
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レストランの住人である前科者によって建築されたものである。ミミ・シルバートは、人道主義

の名の下に愛と実行力と信念をもってなすべきことをなした、疲れ知らずの精力的な人間、すな

わち「ダイナモ」であると評価されている。彼女の命ある遺産は、毎日のように再生産されてい

るのである。 

 私が家内とレストランを訪問した時は、運悪く彼女が出張中ということで会うことはできなか

ったが、活動的で素晴らしく魅力のある女性であることは、ポール・タカギ教授の説明からも容

易に察することができた。2000 人以上の前科者、それも薬物乱用者と一緒に生活をし、彼らの社

会復帰を実現しているのであるから、ミミ・シルバートは、学者であると同時に手堅い実務家で

もあるといえる。「他のプログラムにおいては患者とみなされている者が、ここではボスなのです」

というミミ・シルバートの言葉が、すべてを物語っているように私には思われる。 

 

(3)レストランの料理 

 デランシー・ストリート・レストランに到着したのは、あいにく開店 30 分程前だったので、レ

ストランの写真を撮り、ジャイアンツの本拠地パシフィック･ベル・パーク球場まで散歩をするこ

とにした。アメリカに滞在するのも後 2週間余かと思うと、感慨もひとしおであった。 

 レストランに入ろうとして、入り口に新聞の切り抜きが掲げられているのに気が付いた。読ん

でみると、このレストランを取り上げた記事である。 

 記事（San Francisco Chronicle, 1996 May 17 Friday）には、レストランの写真があり、その

下に、「デランシー・ストリート・レストランでのすべての収益とチップがアメリカで一番大きな

自助居住プログラムを支える」と書かれている。本文は以下の通りである。 

 

 「デランシー・ストリート・レストランで食事をするとディナーの喜びが 2倍になる。つまり、

食事をすることで人助けをしているのだという気持ちと、もう一度食事ができるほどの大盛りの、

心のこもった料理が出されることで、満足感が味わえるからである。 

 このレストランは、1991 年、サウス・ビーチにオープンし、収益とチップの全額は、人生を再

構築しようとしている人々のための、アメリカで最も大きな自助居住プログラム（Self-help 

Residential Program）の支援のために使われるのである。ウェイターやコックや従業員等は、す

べてこのプログラムに関わっている前科者である。 

 時折、ピーク時には、キッチンが混雑状態になることがあり、ウェイターも混乱することがま

まあるが、しかし、値段は格別で、店の雰囲気は最高である。質素なインテリアは、新鮮な農産

物や生花で彩りを添えられ、エンバーカデロを一望できる大きな窓によって活気付けられている。 

 メニューは世界中の家庭料理から成り立っており、上品なポット・ロースト（＄9.25）、タイ風

車海老入りレッド・カレー（＄10.95）、カリブ風グリルド・チキン（＆10.25）など多彩なメニュ

ーがある。中西部の味を求める人には、メープルシロップをかけたバナナのパンケーキ（＄5.50）

までが用意されている。お勧めは、豚の腰肉（＄11.75）や子羊の脚肉（＄11.75）、それに上等の

牛肉（＄9.95）である。ブラック・ペッパーの実と大量のガーリック入りマッシュポテト、天然

果汁のソースでおおわれたレア肉の大きな厚切りは､絶品である。お皿には、フライド・オニオン

リングも撒き散らされており、穂軸の付いたままの焼きトウモロコシがサイド・メニューとして、

お皿にのってくる。料理はシンプルであるが全体として満足できるものである。 

 もう１つのお勧め品は、バーベキュー・チキンとベビー・バック・リブのコンビネーション
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（＄9.95）である。わずかに黒みがかったソースが付いていて、油でさらっと炒め、少量の水で

とろとろ煮込んだ野菜と、二インチの大きさにスライスされたスイート・ポテト・パイが一緒に

出される。見た目に印象的で、パイの外皮と中身の出来栄えは見事である。添えられたホイップ・

クリームがパイを非の打ちどころのないデザートにしている。 

 また、ここでは、健康にいい量のレッドペッパーやガーリックの薄片、それにバジルを加えた

パスタ（＄6.95）を選ぶこともできる。モロッコ風の鶏のもも肉（＄9.95）には失望させられる

かもしれないが、串刺しにし、ローズマリーで味付けをしたロースト・チキン（＄8.50）には、

不満はないはずである。最初に、フェタチーズ、オニオン、ベーコン、入りのギリシャ・スタイ

ルのオリーブでブレンドされたスペイン風サラダ（＄4.95）を注文したとすれば、あなたのディ

ナーは、ほとんど非の打ちどころのないものとなるであろう。スニッカーズをトッピングしたフ

ァッジ・パイ（＄3.50）やホット・フルーツ・クリスプ（＄3.50）を食べながら、ディナーを終

わりにするのもいいものである。そして、お持ち帰り用の袋を手に持って、対岸に輝くオークラ

ンドのスカイラインを遠景に、エンバーカデロ沿いを散策するのもまた一興である。」 

 

 もう一つの記事（San Francisco Examiner, 2000 November 15 Wednesday）では、ミミ・シル

バートの談話が掲載されているので、その部分だけを取り出して紹介してみよう。 

 

 「まず、ミミ・シルバートは、自分は、祖父母や叔父叔母、それに従兄弟までもが毎日一緒に

食事をするような大家族の中で育ったことに言及した後で、『我々のところの居住者は、そのほと

んどの者が、いまだかつて一度も、家族に囲まれたテーブルで食事をする楽しみを味わったこと

がありません』という。したがって、『ここでは、居住者たちが雇われて仕事ができるようになる

ための訓練を行っていますが、それだけではなく、できるだけ多くのいろいろなことにも取り組

んでいます。私は、人々の交流、なかでも思いやりのある、家族的な交流を教えることに努めて

います』と述べている。こうした交流が自動的にあらゆる職業訓練の過程から生じるものではな

いが、この家族的な交流は、コンピュータ訓練のような他のプログラムをはるかに上回る強みを

レストランにもたらす」という。 

 

 ザガット社のレストラン調査で、デランシー・ストリート・レストランが市で最も親しみのあ

るレストランと称されたことに喜びの気持ちを表わしながら、「我々は、仕事で疲れている人々に、

思いやりの気持ちで接し、思いやりの気持ちの大切さ教えます」と彼女は言う。メニューの裏に

は、「デランシー・ストリート基金に基づく職業訓練校。どん底に落ちている人が、完全に生活を

立て直すための、アメリカで一番大きく最も賞賛された自助居住組織」という、レストランの使

命が書かれており、ミミ・シルバートは、「このレストランの存在そのものが、一般大衆のための

素晴らしい教育ともなっています」と答えている。 

 1991 年にオープンして以来、デランシー・ストリート・レストランは、新聞、テレビ、そして

最も重要なことに、多くの客からの素晴らしい支持を勝ち取っている。ちなみに、イメージ・マ

ガジンのダイニング特集の中において、このレストランは、「サンフランシスコの美味しい店 12

軒」の１つに選ばれているのである。 

 私と家内はウエイトレスの勧めで、パスタとチキン料理を注文した。この料理は、居住者たち

の民族的若しくは地域的なバックグラウンドを基にした食べ物と、伝統的なアメリカの料理法を
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組み合わせたものであり、その調理法は、多くの家庭で、親から子どもへと伝えられているもの

であるという。ベイ・ブリッジを見ながら、とても前科者とは思えないウェイターやウエイトレ

スの笑顔に包まれての昼食は、一生忘れられない思い出となった。 

 

(4)デランシー・ストリート基金 

 ところで、このレストランの経営基盤となっているデランシー・ストリート基金は、すべての

居住者のために職業上の技術を提供するいくつかの訓練所を通じて、第一義的には、職業訓練そ

のものを支援するものである。そして、その過程で得られた収益は蓄積され、基金の収入として

還元される。ここでいう訓練所とは、引越し・運搬訓練所、レストラン及びケータリング・サー

ビス、印刷及びコピー・サービス店、小売り及び卸し売り業、交通補助サービス、特製品販売の

広告、クリスマスツリーの販売及び飾り付け、自動車サービス・センター等である。 

 新たに設けられたプログラムとしては、生活学習アカデミーがある。これは、危機的状態にあ

る青少年のために、安全で養育的な学習コミュニティを提供するものである。サンフランシスコ

とオークランドを結ぶベイブリッジの中間にある小島、トレジャー・アイランドに設立されたこ

の認可学校は、肯定的なコミュニティの価値と組み合わせて、精密で、学術的、社会的、及び職

業的な技術を教えることによって、学生が、健康で、生産的で、自立的な生活を発展させること

を支援するものである。敷地の改修やカフェテラスの設営を含む、手作業による職業的なプロジ

ェクトに従事しながら、学生は、「実際に行うことで学ぶ」のである。学術的なプログラムは非常

に個別化されており、それぞれの学生の長所や必要性に適合するように作成され、最終的には、

高校の卒業資格が与えられることになっている。仲間内でのリーダーシップの保持、獲得した責

任と特権の尊重、社会奉仕と環境教育がアカデミーの礎石である。 

 デランシー・ストリート・プログラムにとどまる最低期間は 2年であり、平均的な滞在期間は

4年である。この間、居住者は学術的及び職業的な技術だけでなく、麻薬に関わらないという社

会的要請の中で、うまくそして合法的に生活していくために必要な振る舞い、価値、責任感、自

助努力とともに、対人関係、社会に生き残るための生活の技術等を学ぶのである。何千人もの男

女が、法曹有資格者、トラック運転手、販売員、医療専門家、不動産仲介業者、修理工、土建業

者等、税金を支払える市民となって、社会へと巣立っていくのである。 

 これまでの論述で分かると思うが、デランシー・ストリート・レストランは、現在、以前薬物

乱用者であった者や前科者のための、アメリカ合衆国の代表的な自助居住のための教育センター

であるとみなされている。この施設が、ミミ・シルバート博士と彼女のパートナーであった故ジ

ョン・マーアによって設立されたものであることは、すでに説明した通りである。薬物前科者に

よって薬物前科者のために作られた施設という意味では我が国のダルク（DURC: Drug Addiction 

Rehabilitation Center）と同じルーツをもつものであり、治療共同体の典型的な形態である。デ

ランシー・ストリート・レストランの成功の秘訣は、ミミ・シルバート博士の「思いやり」の精

神と「家庭的情味」にあるのではなかろうか。 

 

5 おわりに  

 以上、薬物中毒者に対する治療共同体の代表例として、アメリカのデランシー・ストリート・

レストランを紹介した。どの治療共同体においても基本的には同じ構造を有しており、階級が上

昇していくほど責任感と自由度が増していくようなシステムを採用しており、これらの治療共同
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体は、世界における治療共同体の中でも、より民主的なプログラムを構成しているといえる。 

 しかしながら、治療共同体の前提となる理念を実現するにあたっては、収容人数も重要なメル

クマールとなるものと思われる。 

 本稿では紹介しなかったが、世界の治療共同体のモデルとなっている、アメリカのデイトップ・

ビレッジでは大多数の者が収容されているため、治療共同体における各自の任務遂行や秩序維持

に困難をきたすような事態が生じているようである。その点、デランシー・ストリート・レスト

ランでは人数に関係なく成功裏に運営がなされている。そうした点から考えれば、入居者本人の

自主的な統制と他者による統制とが相俟ってこそ治療共同体の本来の理念が達成されるのであり、

そのためには、たとえ人数が多数にのぼるといえども、適切な人数配分の検討と研修制度のバラ

ンスが必要となるものと思われる。 

 本稿では紹介しなかったが、また、デイトップ・ビレッジやスペインのプロジェクト・オンブ

レにおいて、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は、注目に値しよう。

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思

われる（＊14）。  

 我が国の治療共同体構想は緒に就いたばかりであるが、今後は、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、その去就を明らかにする必要があるであろう。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。 
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治療的司法の可能性――青少年の薬物乱用と日本型ドラッグコートの模索 

 

獨協大学法学部教授 安部哲夫 

 

１．分析会議に参加して 

 本分析会議では、アメリカにおける薬物乱用対策として、乱用者の処罰から治療へ向けた対策

の歴史を振り返り、治療共同体の形成の経緯を踏まえ、今日の「デイトップ」での処遇の状況や

プログラムの内容、さらには AADAP での取組みの現状など、多くの知見に触れることができた。

アメリカにおける数多くの治療共同体の活動とその成果は、我が国では考えにくいほど羨ましい

状況であるといえる。しかし、そこにはまた想像を絶するほどの薬物乱用の実態があることも確

かである。もはや刑事罰という司法的処理だけでは、再乱用の防止は期待できず、治療的対応の

必要性が浮かび上がってくる。「ドラッグコート」や「トリートメントコート」といわれる処罰回

避をして、治療を優先するシステムが一般化してきた背景もよく理解できた。 

 「処罰よりも治療（回復）を」というスローガンは、刑罰では再乱用を防止できず、薬物の再

乱用が、乱用者にとってもまた一般社会にとっても不幸であることから受け入れやすい。アメリ

カならではの事情があるにせよ、我が国でも薬物乱用者の社会復帰は簡単にはいかず、治療の必

要性は同様に存在する。アメリカのように乱用者の受け皿となる治療共同体がどの程度我が国で

確保されるかにもよるが、我が国での治療共同体の広がりをもっと推進する必要を感じている。 

 

２．薬物乱用者の受け皿としての治療共同体 

 アメリカにおける治療共同体の実践は、我が国の非営利法人や医療機関の一部などで導入され、

その手法が試みられてきたことは、複数の「ダルク」などの活動でも確認できる。分析会議のヒ

アリングにおいても、奈良ダルクの実践や資料の紹介が行われたところである。その活動が、薬

物乱用者やその家族の救いの場になっていることも明らかである。薬物乱用者の社会復帰にとっ

て、治療共同体への参加が重要であることを否定するものはいないであろう。 

 しかし、優れた活動を推進していると思われる治療共同体は、それほど多くはないようである。

予算的裏付けの問題もあろうが、何よりも治療方針や活動の指針などになおばらつきが見られる

ことも事実である。それ以上に、この種の治療共同体の絶対数が少ないことをはじめ、司法機関

や医療機関、福祉機関との連携がなお不十分であることが、我が国の薬物乱用者の断薬と回復、

社会復帰の可能性を伸ばし切れていない理由であろう。司法機関等が治療共同体の手法を取り込

んだ民間の自助グループと連携を推し進めるためには、一定の社会的かつ法的システムを構築す

ることが必要であり、そのための法的整備が不可欠である。現状の治療共同体の活用は、乱用者

個人や家族の任意的なものであり、司法機関等の斡旋も断片的と言わざるを得ない。これでは、

薬物乱用者の回復を目指した治療共同体の取組みもその効果が部分的であり、社会全体の仕組み

の中で発揮できるものとはなりにくい。 

 

３．任意か強制か 

 薬物乱用者が治療共同体を自ら訪問し、治療の各ステージに時間をかけてかかわっていくのに

は、よほどのモチベーションが必要である。薬物に接触しない生活を維持できることに自信をも

った乱用者が、もう共同体から離脱しても回復できると自己診断し、仕事を求めたり、就業した
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りする例は多い。しかしその多くは再乱用にいたるというのである。我が国の今日のシステムで

は、治療共同体における再乱用防止への徹底したプログラムの中に身を置くことには、困難がと

もなう。保護観察所の指示や斡旋もあろうが、自己負担や家族の支援で治療共同体に参加するこ

とは難しい。おのずと遠ざかることになろう。それに対しても、乱用者自身の問題だからという

ことで、国は手を出しかねている。強制的に関与する制度が不備のままである。しかし、再乱用

の防止は決して乱用者自身の問題ではない。国民の健康と社会の安全という視点から、国が責任

を負うべき問題である。この視点を重視するならば、国の関与は避けられないはずであろう。 

 たしかに治療の前提には、病者の意思が重要である。だが、意思に反して介入することが病者

の利益になる場合には、むしろその介入が要求されるのではないだろうか（パターナリズム）。薬

物乱用者が、刑事手続を回避するために治療を受け続け、その効果によって訴追を免れたり、刑

の言渡しを避けるという制度上の選択肢がアメリカにはある（ドラッグコート）。あるいは刑罰に

替わる禁絶治療施設への収容という処分を言い渡す制度をドイツはもっている（ドイツ刑法 64

条）。もちろん後者は、治療的視点と保安的視点とを競合させたものであり、薬物の自己使用のみ

に対応するものではないが、2 年間という期間、治療的取組みを閉鎖的空間で強制的に継続する

ことができる。少なくともアメリカのように、司法の役割のひとつに違法行為者の治療と回復に

向けた取組みを加えることが肝要であろう。そうすれば、治療共同体への参加を強制することも

可能になる。 

 

４．少年法の保護主義と家庭裁判所のケースワーク機能 

 とりわけ、青少年の薬物乱用に関しては、少年法と家庭裁判所の機能を発揮させることによっ

て、乱用少年の治療共同体への訪問と参加を強制するシステムをつくることができる。少年法の

目的は、非行のある少年の健全育成にあるのであるから（少年法 1条）、国すなわち家庭裁判所が

「親」の立場に立って（国親思想）、少年の非行ではなく少年自身の保護と育成のためにもっとも

望ましい措置を講じるのである。そこでは過去の罪を問うのではなく、少年の現在と将来のため

に相応しい処遇が考えられる。家庭裁判所は、少年と保護者の教育および保護環境の調整に力点

を置いてケースに応じた処遇を模索する。「罪を裁くのではなく人を支援する」あるいは「処罰よ

りも治療（回復）を」という「ドラッグコート」の理念は、わが国の家庭裁判所において、最も

よく実践できるものである。たとえば薬物乱用少年を国が指定する治療共同体に参加させるとい

う「保護処分」を制度上整備することも一案であろう。そのための事前の調査や調整が必要にな

るが、家庭裁判所調査官がまさにこの種のケースワーカーとして力を発揮することが期待されよ

う。かつて「保護処分」の多様化が論じられたことがあるが（昭和 52 年少年法改正中間答申）、

今日的な問題状況に照らして保護処分の在り方も検討すべきではなかろうか。 

少年期の薬物乱用に対し早期に介入して治療をすすめることの重要性に思いをいたせば、まさし

く家庭裁判所こそが、アメリカにおける「ドラッグコート」の役割を担うべきものと思われる。

日本型のドラッグコートとして検討する下地がここにある。 

 

５．試験観察の活用 

 制度上の法改正を待たずして、司法と治療共同体とを結びつける方法はいくつかある。そのひ

とつが、家庭裁判所の審判における「試験観察」の活用である。審判において保護処分そのもの

が必要であるかどうかの判断に躊躇が伴う場合、処分を保留して、家庭裁判所調査官の試験観察
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下におき、補導委託先（ボランティア）に少年を一定期間預けるシステムが運用されている（少

年法 25 条 2 項）。この委託先として治療共同体としての自助グループ（ダルク等）を考えてもよ

いように思う。薬物乱用少年の場合には、概して少年院送致の決定がなされやすいが、法務省の

矯正施設に送致する前に、半強制的ではあっても、自助グループへの訪問・参加を命じることも

一計であろう（むろん現在行われている補導委託の雰囲気とはかなり異なってくる）。 

 

６．保護観察と治療共同体 

 もうひとつ法改正によらない治療共同体の活用として、保護観察の場面が考えられる。家庭裁

判所が審判の結果、保護観察処分（1 号観察）を言渡す場合には、たとえば国の指定する治療共

同体への参加を義務付け、そこでの生活や通所を通して回復の状況を評価し、保護観察を解除し

ていく方法である。現在、保護観察中に指導されている「覚せい剤事犯者処遇プログラム」もあ

るが、プログラムの回数や回復への取組みなど不十分な点は否めない。 

 また、少年院からの仮退院者についても保護観察の対象となるが（2号観察）、少年院での薬物

依存からの回復プログラムをどの程度受講したかを問わず、治療共同体での回復支援を受けるこ

とを特別遵守事項として設定し、社会内処遇の実効性を高めることが可能であろう。1 号観察の

場合も 2号観察の場合も、現在、薬物からの離脱のための自助グループへの参加は積極的に進め

られていないように思われる。この保護観察の場面でこそ、治療共同体への訪問・参加を推進し

なければならない。 

 

７．治療共同体の手法を導入した少年院の必要性 

 もうひとつは、少年院の処遇の中に、治療共同体のノウハウを導入することである。現在行わ

れている長期処遇の基盤は生活指導であり、そこに教科教育や職業補導が付加されている。その

生活指導の場面では、まさしく治療共同体としての取組みが可能な面も多くある。矯正教育と主

体性を尊重した自主的成長支援などとの間には、なお距離感もあるが、薬物乱用者の再乱用（再

非行）防止のための取組みに、少年院という制度上の場面を活用しない手はあるまい。 

 既存の少年院での処遇としては難しいというのであれば、少年院法の改正によって、新たに薬

物乱用を断ち切る禁絶型の少年院（医療少年院類似の少年院）を整備することも考えられよう。 

ただ、私見では、新たな少年院を整備するよりも、福祉・医療型の保護処分として「治療共同体

への参加」を命じる途を考えることが望ましいものと考える。それは 14 歳未満者の児童養護施設

や児童自立支援施設への入所を命じる保護処分と同様に、医療的・福祉的な視点から、最も適切

な保護処分を策定することにつながるものである。 

 いずれにせよ、少年の薬物再乱用を防止し健全な回復と自立を促すことが最も重要なことであ

り、そのためには、家庭裁判所がアメリカのドラッグコートのように治療者的立場を共有して、

治療共同体とのネットワークを束ねる任を負わねばならないだろう。もちろん、充実した治療共

同体の活動の成果が今以上に社会的に認知され、法的整備を裏付けるものになることが前提であ

る。 
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家族を含む地域での包括的な乱用防止 

 

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 

 

 アメリカを始めとする海外における薬物問題への取り組みから、乱用防止のヒントを得ようと

するとき、大きな壁として立ちはだかるのが、日本では薬物使用に対しては、犯罪としての処遇

のみで治療・援助のシステムが存在しない、という点である。たとえばアメリカのようにドラッ

グコートのシステムがあったり、スペインのように刑法や少年法の中にアディクションの治療が

組み込まれているわけではない。治療的処遇を期待することができず、公的資金によって治療や

社会復帰を援助するシステムもない。海外ほど薬物問題が社会問題化しておらず、抜本的な改革

は難しい現状がある。けれども海外から学び生かせることは、多分にある。 

 日本での治療は主に民間施設ダルクによって実施され、薬物使用者への援助は家族の出費やい

ろいろな制度のつなぎあわせで行なわれているのが現状だ。それでも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る。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。こうした流れを発展させる一つの形として、若者の乱用

防止に必要なものを自由に考えてみたい。 

 

●若者に特化したプログラム 

 本報告書で取り上げられた、アメリカの治療共同体デイトップ・ビレッジを始めとする海外の

治療共同体では、成人のプログラムと思春期・若者のプログラム（上限 20 代前半）を分けている

のが普通である。その理由として、以下のような点があげられる。 

 

 思春期・若者の場合比較的使用期間が短く、「依存」という観点からだけでは薬物の使用をと

らえることができない 

 生きていくためのスキルや経験が、大人に比べ圧倒的に不足している 

 大人とはジェネレーションギャップがある 

 家族・地域という限定された社会の中で生活している、など 

 

 学業を半ばで中断し、職を探そうにも仕事経験は浅く、専門知識もなければ資格もない。社会

で生きていく基盤を持たない若者は、単に薬を断つだけでは自立できない。また薬物の使用を「非

行メニュー」や「冒険メニュー」の一つとして行なっている場合、薬物だけに特化していたら、

使用が止まっても他の問題に移行するだけとなり、もぐら叩きのような結果になる。そこで再発

予防を含んだ認知行動療法的なプログラムに加え、家族関係・社会関係の改善、自己肯定感・自

己効力感やソーシャルスキルの獲得、学業サポート・職業訓練、健康教育など、個人の成長をう

ながし生活を安定・発展させるサポートが必要なのである。 

 このとき大切なのは、個人の特性や環境に合わせプログラムを個別化していくことや、家族も

同時に援助するあるいは家族的な環境を提供することで「居場所」を作ることだ。 

 今回のヒアリングで興味深かったのは、日系アメリカ人のための薬物依存治療施設 AADAP
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（Asian American Drug Abuse Program）の紹介である。治療において文化的背景を考慮すること

の重要性として以下の４つをあげ、アメリカと日本の違いを説明した。 

 

 『個』の集まりの『集団』（アメリカ）と『集団』の中の『個』（日本） 

 『自我』の持ち方の違い 

 家族の役割 

 感情表現 

 

 日系アメリカ人の大きな特徴として、集団の中に居場所を求め、そこに属していると安心し、

求められる像にうまく自分を当てはめて生きる点があるという。これは今の日本人にも多分に当

てはまる。また、アメリカ文化の中では、日本でいう「無理心中」の概念は理解されない。「子ど

もは親の所有物」という考え方は日本独特のものであり、アメリカ文化の中では子どもといえ別

個の人間とみなされる。だから心中ではなく殺人ととらえるのである。 

 薬物依存の治療でも、こうした文化的背景を考慮する必要があるということだった。そのため

AADAP では、家族的な雰囲気の中で「自分で決めていくこと」を大切にしており、特に若者プロ

グラムでは家族的な環境作りに力を入れ、入寮施設はシェルター代わりにもなっている。10 代で

自立することが一般的なアメリカでは、プログラム終了後に家族のもとに戻ることはない。しか

し施設という「安全な居場所」があってこそ、学び成長し、そこからはばたくことができるので

ある。 

 

●家族への介入 

 日本の場合、仕事経験もスキルもない若者の自立は難しく、特に未成年の場合は生活を親に頼

らざるを得ない。このとき家族の方に薬物問題に関する知識がないと、家族関係や対応が変わら

ないため、たとえ本人が少年院や刑務所でプログラムを受けたり、逮捕されたりして反省してい

たとしても、元の木阿弥になってしまう危険が大きい。 

 薬物使用者がいる家庭で起こりがちなのは、コミュニケーションの崩壊や、本人が起こした問

題の責任や借金の肩代わりをしたり、世間体を気にして問題を隠すことによって、結果的に薬物

の使用を支えてしまうような関係である。本人は自分の現実に向き合う必要があるが、特に本人

の年齢が低ければ低いほど、親は「自分が何とかしなければ」と思う気持ちが強くなり、生活の

建て直しについても本人ではなく親が決めてしまうといった、自立を阻むサポートをしてしまい

がちだ。 

 家族のパワーを効果的な方向へ向けていくためには、孤軍奮闘し疲弊した家族をサポートし、

適切な情報を与え、本人の状況にあった方向性を示していく必要がある。 

 今回のヒアリングでは、全国薬物依存者家族連合会からも話をうかがった。全国の家族会は、

主に親の立場の人で構成されており、定期的に集まり、自助を通し本人との距離の取り方やコミ

ュニケーションを学んでいく。家族の作業は大きく三つに分かれる。 

 本人を治療につなげる 

 自分や家族関係を振り返る（自分のケアをする） 

 今までとは違う新しい家族関係を構築していく 

 このプロセスは必ずしも順番通りには進まず、螺旋階段のように進むことも多い。本人が治療
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につながっても、途中で投げ出したり再逮捕され受刑したりと、何年も行きつ戻りつしながらさ

まざまなことが起きるからである。継続した家族援助が必要な理由もそこにある。 

 主にダルクを中心とした相談機関につながっている家族を対象にした『薬物問題を持つ方の家

族の実態とニーズに関する調査報告書』（2009 年 成瀬暢也、他）によると、薬物問題を持つ当

事者の収入源は 40％以上が「親」でトップとなっている。この中には同居だけでなく、別居の場

合やダルクなどの入寮・治療費を払っているケースも含まれていると思われるが、年齢に関係な

く特に経済面で家族は本人との関わりが大きいことがうかがわれる。家族は何の知識もなければ、

薬物使用の支え手になる。けれども情報と知識とサポートを得ることで、回復と自立のサポート

をすることができる。特に本人が若く自立の準備が整っていない場合は、家族をどう援助するか

が鍵となるだろう。 

 家族を適切に援助できる機関は少ない。しかも、そもそもそうした相談の場に登場する家族は、

よほど困っているか、よほど熱心か、よほど運がいいかのどれかだろう。多くは相談機関がある

ことも知らなかったり、知っていても勇気が出なかったり、どうにもならないと思っていたり無

関心であったりすると考えられる。本人と家族の両方に介入できる機関やシステムが必要だ。少

なくとも医療相談機関、少年院、刑務所、保護観察所など本人に介入する機関は、同時に家族に

も介入し、次の機関への橋渡しを徹底してほしい。  

 

●若者プログラムを実施する受け皿 

 若者に特化したプログラムを展開するには、通所と入所の施設が必要になる。 

 入寮形式は、薬物の使用が進んでいたり、家庭に問題があったりして、地元から物理的に離れ

た方がいいような場合である。本報告書では治療共同体について取り上げられているが、必ずし

も治療共同体という形や名称にこだわる必要はないだろう。治療共同体は階級式の構造を作れば

完成というものではなく、そこにある治療メソッドを実践していくためにはそれを理解するセラ

ピストの養成が必要で、丸ごと新しいシステムを作らなければならない。入寮レベルの若者の数

を考えると、むしろ少年院でプログラムを行なったり、既存の入寮施設の一部で若者プログラム

を行なう方が現実的かもしれない。もし全国から入寮者を集めることができるのであれば、治療

共同体を作る方法もあるだろう。 

 ただし入寮形式の場合、外泊訓練や退寮後の通所を組み合わせたり、プログラムを通し薬物以

外の新しいアクティビティに触れるなど、必ず段階的な社会復帰サポートをする必要がある。特

に生活力のない 10 代の若者の場合、地元に戻って生活する可能性が高い。乱用を防止するために

は、隔離され守られた特殊な環境からいきなり「現実」に遭遇するショックを和らげ、生活を始

めたからこそ出てくる悩みを相談し、方向性を整えていく関わりが欲しい。 

 通所施設では、こうした社会復帰段階の若者と、入寮レベルまでいかない予防段階の若者、家

族に対し、プログラムや相談業務を行なうことができる。通所施設は街中でアクセスしやすく、

若者のニーズや興味に対応できる環境を持ち、専門家やその他の社会資源と連携しやすい場所が

望ましい（Reciella.2004.CESPA）。 

 段階的な社会復帰サポートをするためには、社会復帰寮でそれを補うこともできる。通所施設

は極端な話、必要なときだけ公共施設の一室を借りて出張カウンセリングをする形も考えられる。 

 いずれにせよ、求められるのは、地域と専門家が連携し、長い目で若者の成長に伴走していく

ことだ。そのリーダーシップを取るのは、どこの機関でもいい。 
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 こうした考え方は、若者だけでなく、依存者全般に関し言えることである。薬物を使用してき

た時間が長ければ長いほど、社会から隔離されればされるほど、社会参加は難しくなる。乱用を

防止するには、より早く介入し、薬を断つだけでなく社会の一員として生きていくためのプログ

ラムを提供し、実際の社会参加をサポートする必要がある。 

 そもそも薬物の使用は、地域で始まることが多い。「誰かに勧められて」「誰かに話を聞いて」

など、比較的身近な人から情報を得たり薬物を入手して最初の使用が始まる。そのため地域に一

人薬物使用者がいたら、それは地域全体の問題でもある。予防はもちろん社会参加についても、

地域が見てみぬふりをしたら、乱用は防げない。薬物依存者の中には、重複障害を持つ人も少な

くない。その意味では、今回ヒアリングを行なった奈良ダルクの雇用創生も、乱用防止策の一つ

として注目したい。休耕田を利用して野菜を作ったり、レストランを経営して地元の人に料理を

提供したり、地域の中でリハビリと社会参加を進めていく。薬物を使用して居場所を失った人た

ちが、再び社会の中で居場所を見つけたとき、初めて本当の意味で乱用が防止されるのではない

だろうか。 
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青少年の薬物乱用・依存～治療と転帰に関するエビデンス 

 

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 

 

Ⅰ. はじめに 

 今回の企画検討会議の目的は、米国の治療共同体に関する情報収集を通じて、わが国における

薬物問題を持つ青少年に対する支援の可能性を検討することにある。 

 そこで、本稿では、その検討に資する参考情報となるように、今日、国際的な研究知見によっ

て明らかにされている、薬物乱用・依存の治療、並びにその転帰に関するエビデンスを整理して

おきたい。 

 

Ⅱ. 治療に関するエビデンス 

1. 慢性疾患としての薬物依存 

 薬物依存は、再発と寛解を繰り返すという意味で、本質的に慢性疾患である。Emmelkamp & Vedel

（2006）によれば、入院治療を受けた薬物依存患者の 75%は退院後 1年以内に再発し、8年間に少

なくとも 3～4 回は再治療を受ける必要があるという。患者の一部は、再発と寛解を繰り返しなが

ら最終的に断酒・断薬を達成し、断酒・断薬には失敗した患者においても、物質摂取量・摂取頻

度は減少させており、人生全体から見た医学的障害や心理社会的損失の抑制には成功している。 

その意味では、薬物依存は、糖尿病や高血圧症といった生活習慣病と同種の特徴を持った障害で

あると認識すべきであって、治療経過中の再使用をあたかも取り返しのつかない失敗のように扱

うのは、援助者として適切な対応とはいえない。 

 

2. 薬物乱用・依存に対する心理社会的治療 

 薬物依存の治療では心理社会的治療がその重要な部分を担っている。薬物に対する渇望を緩和

する治療薬についてはいまだ十分なエビデンスの集積がなく、ヘロイン依存に対するメサドン置

換療法は別として、覚せい剤やコカインの依存に対する置換療法の有効性については否定的な研

究が多い。その意味では、いかなる薬物療法も、単独で臨床的に意味のある改善を期待すること

はできない。 

 以下に、代表的な薬物依存に対する心理社会的治療、並びに、その有効性に関する実証的知見

を紹介しておきたい。 

 

a) 動機付け面接 

 薬物依存患者の多くが家族や弁護士などからの圧力で仕方なしに受診し、治療意欲に乏しいの

が普通である。しかし、患者の多くは、「変化を求める気持ち」と「変化への迷い」とのあいだで

揺れ動いている（Miller, 1985）。この治療法は、共感的な態度と介入によって患者自身に矛盾し

た考えに気づかせながら、「変化できる」という自己効力感を高めていく技法である。この治療法

は、他の心理社会的治療と組み合わせて実施されることが多いが、軽症薬物依存の場合には、単

独でも認知行動療法と同等の効果があり、また、敵意の強い薬物依存患者には、最も有効な治療
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法である（Project MATCH Research Group, 1998）。 

 

b) 認知行動療法（対処スキルストレーニング） 

 薬物依存は、日常の様々なストレスに対処しようとする試みから生じた、非適応的かつ習慣的

な行動パターンであり（Obert, et al., 2000）、その行動は、内的な刺激（怒りや不安といった

不快感情など）や外的な刺激（飲み仲間や注射器など）が引き金となって生じ、報酬や罰の回避

によって強化される。認知行動療法では、自分の物質欲求を刺激する内的・外的引き金の分析を

通じて、再発リスクの高い状況を回避し、別の対処スキルを習得させる。 

 薬物依存に対する認知行動療法の有効性に関する研究は、コカイン依存に関するものが数多く

なされている。Carroll（1998）によれば、認知行動療法は、コカイン依存に対し、従来の支持的

なケースマネージメントに比べて半年後の治療転帰が良好であったという。また、認知行動療法

の治療効果を、後述する、アルコール・薬物依存者の自助グループであるアルコホリクス・アノ

ニマス（Alcoholics Anonymous; A.A.）やナルコティクス・アノニマス（Narcotics Anonymous; N.A.）

で実践されている 12 ステッププログラムと比較した場合、治療効果は同程度ではあるが、1年後

のアルコールの摂取量は、12 ステップ群の方が多い（Wells, et al. , 1994）、あるいは、プロ

グラム参加中の断薬日数では 12 ステップが優れているが、治療終了後の再発の少なさでは認知行

動療法が優れているといった報告がある（MaKay, et al., 1997）。コカイン以外の物質では、ア

ンフェタミン依存に対する外来認知行動療法は、治療共同体による入所治療に比べ、治療終了 1

年後の転帰が優れているという報告がある一方で（Hawkins, et al, 1989）、大麻依存には動機付

け面接におよばないことが指摘されている（Stephans, et al., 1994）。 

 このように、いくつかの物質の依存では認知行動療法の有効性が証明されているものの、それ

では、認知行動療法を構成する様々なコンポーネント（セルフモニタリング、危険な状況の同定、

渇望に対する対処法、問題解決訓練）のうちいずれが有効に作用しているのか、という点につい

ては、いまだ明らかにされていない。事実、認知行動療法は、対人間及び個人内における不快感

への対処スキルの不足を物質依存の原因とする作業仮説にもとづいているにもかかわらず、改善

した患者において新しい対処スキルの使用頻度が必ずしも増えているわけではない、という指摘

がある（Litt, et al., 2003）。このことは、認知行動療法は、薬物依存に対して直接的な治療効

果を持つのではなく、むしろ認知行動療法を介して構築される治療関係が効果を発揮している可

能性を示唆する。 

 なお、近年は、認知行動療法は、他の治療法と組み合わせた、統合的治療プログラムとして提

供されることが多い。なかでも、米国において広く実施されている Matrix Model は有名である

（Obert, et al, 2000）。 

 

c) 暴露療法 

 アルコールや薬物の欲求を刺激する引き金に患者を暴露することを、その刺激によって惹起さ

れる欲求が軽減するまで繰り返す治療法である。これによって、引き金で惹起される物質欲求は

消失し、物質使用に抵抗できるようになるとされている。しかし、この治療法の有効性について

様々な議論があり、特に違法薬物使用障害の場合には、この治療を受けた患者の多くが自ら進ん

で危険な状況に赴く傾向があるという（Emmelkamp & Vedel, 2006）。 
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d) 随伴性マネージメント 

 この治療法の原理は行動療法にある。たとえば、患者が、プログラムへの参加や尿検査による

断薬の確認といった、観察可能な目標行動をとった場合に商品券などの強化因子を提供し、望ま

しい行動が見られない場合には、強化因子の提供を中止するといった介入がこれにあたる。また、

強化因子として、様々な福祉サービスを提供する治療は、「コミュニティ強化療法」といわれる。

具体的には、断酒や断薬が確認された場合には、職業訓練プログラム参加や住居サービスの受給

が許される、などといった方法で実施される。いずれもその有効性は実証されている（Emmelkamp 

& Vedel, 2006）。 

 

e) 自助グループ（12 ステッププログラム） 

 アルコール依存者の自助グループ A.A.は、1935 年に設立され、いまや世界中に存在している。 

 A.A.における、アルコール依存に対する基本認識の特徴は、「身体的、精神的、そしてスピリチ

ュアルな病」「進行性の病」であって、依存者の行動上の問題は「飲酒の結果であって、飲酒の原

因ではない」とする点にある。12 のステップには、そのような認識にもとづいた自助的実践の経

験から得られた、回復のための知恵が凝縮されている。A.A.メンバーは、12 のステップに準拠し

た、「言い放し、聞き放し」のミーティングに参加しながら、併行して、スポンサーシップと呼ば

れる個別的支援を受ける。なお、薬物依存者の 12 ステップグループである N.A.でも、プログラ

ムの内容は基本的に A.A.と同じである。 

 今日、12 ステッププログラムは医療にも取り入れられている。MATCH（Matching Alcoholism 

Treatment to Client Heterogeneity）研究（Project MATCH Research Group, 1998）によれば、

12 ステッププログラム、動機付け面接療法、認知行動療法のいずれも同等の治療効果があり、治

療終了 3年後の断酒率は、12 ステッププログラムを受けた群が最も高かったという。ただし、敵

意や抵抗感の強い患者や重複障害患者にはさほど効果的とはいえないようである。 

 

Ⅲ. 転帰に関するエビデンス 

1. 様々な転帰をとる薬物乱用者 

 思春期の薬物乱用者はその転帰において不均質な集団である。十代の薬物依存者の 50%は治療

終了後90日以内に再発し、三分の二は半年以内に再発するといわれているが（Brown et al., 1990）、

他方で、地域サンプルにもとづいた調査からは、むしろ乱用者のかなりの割合が自然寛解してい

ることが明らかにされている（Bukstein & Kaminer, 1994）。 

 このことは、ひとくちに思春期の薬物乱用者といっても、医療サンプルと地域サンプルとでは、

それぞれが重症度の異なる別のサブグループであることを示している。しかしその一方で、思春

期の薬物乱用が、一過性の機会的使用から重篤な依存的使用へと至る連続した現象であり、その

発展プロセスのどこかの時点に、分水嶺ともいうべきものが存在する可能性も否定できない。現

実問題として、十代において一過性に薬物を経験する若者は少なくないが、最終的に 18 歳の時点

でアルコール・薬物乱用が継続しているかどうかが、成人後の薬物依存への発展を予測する重要

な危険因子であることが明らかにされている（Farrington & Hawkins, 1991）。 

 

2. 治療を受けた薬物乱用者の転帰 

思春期の薬物乱用に対する治療プログラムは有効である。Winters ら（2000）によれば、12 ステ
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ップモデルに依拠した薬物再乱用防止プログラムを実施した場合、終了半年後の時点で完全断薬

者は 29%、軽症再発者（数回再使用したが常習状態には陥らなかった者）は 25%、1 年後の時点で

は完全断薬者は 19%、軽症再発者は 25%であり、これは治療を受けなかった者よりもはるかに良好

な転帰を呈したという。 

 思春期の薬物乱用者では、治療後最初の半年で治療転帰のかなりの部分が決まってしまう。

Brown（1989）によれば、完全断薬を目標とする治療プログラムを終了した思春期の薬物乱用者の

うち、1年後時点での断薬を達成したのは三分の一であったが、この 1年後の完全断薬者は、半

年経過時点での断薬者の 75%に相当したと報告している。 

 この治療終了後半年までの期間、最も重視されるべきなのは、いかにして薬物乱用仲間から離

れるかという問題である。一般に、薬物乱用に対する治療後の再発（再使用）率は若年者と成人

と違いはないものの、成人の再発では重要他者との関係性の悪化が原因となる傾向があるのに対

し、未成年の場合には、再発の 90%に薬物仲間からのプレッシャーが関係しているといわれてい

る（Brown, 1989）。 

 なお、思春期の薬物乱用者の転帰は、危険因子よりも保護的因子に強く影響されるといわれて

いる。Latimer ら（2000a）の研究では、治療半年後の薬物乱用の重症度は、治療前の危険因子と

は正の相関があるが、治療後の危険因子とは相関せず、治療前の保護的因子とは相関しないが、

治療後の保護的因子とは正の相関が見られることが明らかにされている。なかでも重要な保護的

因子となるのは、治療後に継続的に提供されるアフタケア的なプログラムである。また、治療後

の転帰に負の影響を与える危険因子としては、薬物仲間との接触の他に、本人自身のアルコール

摂取習慣（Latimer, et al., 2000b）、並びに、他の精神障害の併存（Brown, 1993）が挙げられ

る。 

 

Ⅳ. まとめ 

 以上の知見をまとめると、次のように結論することができる。すなわち、一定水準以上の重症

度の薬物問題を持つ青少年に対する心理社会的治療は有効であり、いずれの治療法を採用するか

でその転帰に差はないが、治療プログラム終了後の継続的なアフタケアが重要である。治療経過

中に再発が見られたとしても、治療が継続していれば、長期的な転帰は良好な場合が多い。また、

他の精神障害を併存する者に対しては、別途、精神医学的治療を行う必要があり、さらに、その

青少年が飲酒習慣を持っている場合には、転帰に悪影響をおよぼす可能性があることから、介入

の対象とすることを検討すべきである。 

 治療的介入だけでなく、生活環境を整えることも重要であり、とりわけ薬物仲間との関係が続

いているかどうかは、その青少年の転帰に無視できない影響を与える。しかし、注意すべきなの

は、だからといって単に強引な方法で薬物仲間との関係を断てばよいのかといえば、必ずしもそ

うとはいえない可能性がある。というのも、薬物乱用者にとって、薬物仲間とは単に薬物を一緒

に使っていただけの関係ではなく、その仲間は、家庭や学校で「居場所がない」「誰からも必要と

されていない」と感じていた者に、生まれてはじめて「ここに居場所がある」「必要とされている」

という感覚を与えてくれた存在であることが少なくないからである。 

 筆者は、薬物仲間との関係をただ断つだけではなく、再び「居場所」を求めてその仲間のもと

に戻らないですむように、まずは家族などの身近な支援体制が構築されている必要があると考え

ている。その意味では、薬物問題を抱えている青少年の支援にあたっては、同時並行的に家族に
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対する支援・情報提供が欠かせないといえるであろう。 
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