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はじめに 

 

 早稲田矯正保護展は、「法学部公認サークル犯罪学研究会」「早稲田大学法学部小西ゼ

ミ」「早稲田大学文学部藤野ゼミ」「早稲田大学広域 BBS 会」などの学生団体の他に、「早

稲田大学社会安全政策研究所」「更生保護法人更新会」「更生保護稲門会」が主催する、犯

罪者や非行少年の矯正・更生保護に関する研究発表展です。数多くの方々のご支援、ご協

力のおかげで、本年度で第 24 回目を迎えることができました。 

 今年度は、「薬物事犯者に対する更生支援」と題し、薬物事犯者が更生していくために

必要な支援について考察を行うとともに、成人の薬物自己使用事犯者（単純所持を含

む。）に対して、矯正・更生保護などの現場で行われている処遇や取組み、並びに医療機

関や福祉機関が行っている取組みについて、調査を行って参りました。 

 薬物事犯者が違法薬物を使用する要因には、さまざまなものが考えられますが、一因と

して、もともと抱えていた人間関係における困難等による心理的痛みを伴う「生きづら

さ」が挙げられます。また、薬物依存は簡単には脱することのできない病の一つであり、

本人の意思のみでは更生が難しいといった側面があります。そのような薬物事犯者本人の

抱える「生きづらさ」と依存症という病に意識を向けることで薬物使用に至る本質的な要

因を認識し、その上で再犯者率の高さが問題となっている薬物事犯者に対する更生支援を

検討する必要があると考えました。 

 本報告書では、自らの抱える「生きづらさ」と折り合いをつけ、依存症から回復をし、

社会で生活を送ることができることを「更生」と位置づけ、どのようなことが重要である

か、私たちの調査をもとに、実際に行われている取組みを紹介しながら、考えを深めてい

きたいと思います。 

学生が行う研究発表ということもあり、専門家の方からすれば拙いところや、学生から

すれば分かりづらいところもあるかもしれません。しかしながら、もしこの報告書が、ご

来場いただいた方の研究や学習等のお役に立つことがあるならば、望外の幸せに存じま

す。 

 

第 24 回早稲田矯正保護展 実行委員長 

法学部 3 年 藤井優那 
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第 1 章 薬物事犯者に対する更生支援の意義 

 

第 1 節 本研究における研究対象と研究動機 

 

刑法犯により検挙された者は 2004（平成 16）年をピークに減少しているが、再犯者は初

犯者と比べ減少率が小さく、その結果として再犯者率も上昇している。再犯者率は 1998（平

成 10）年の 29.0%から年々上昇し、2017（平成 29）年には 48.7%となった1。その中でも

薬物事犯について、例えば覚せい剤取締法違反で検挙された者がもう一度、同一罪名再犯者

となる割合は 66.2%と高い数字となっており、これは年々増加傾向にある2。また、2013（平

成 25）年における覚せい剤取締法違反の成人検挙人員中の同一罪名再犯者率は 63.8％だが、

同年の窃盗での再犯者率が 48.0％となっており3、他の罪名に比べて薬物事犯の再犯者率は

高いと考えられる。この再犯者率の高さは改善すべき課題であると言える。 

そのため、薬物事犯者に対する更生支援として近年様々な施策が動き始めている。2012

（平成 24）年には、犯罪対策閣僚会議において、「再犯防止に向けた総合対策」が決定され、

その中で薬物事犯者に対する専門的処遇プログラムを効果的に実施するとともに、社会内

において保護観察所や医療・保健・福祉機関、民間支援団体等との連携に基づく継続的支援

体制の重要性が確認された4。2016（平成 28）年に施行された刑の一部執行猶予制度によっ

て、薬物自己使用事犯の累犯者で刑の一部執行猶予を言い渡された者は必ず保護観察が付

されるようになった。2017（平成 29）年に刑の一部執行猶予付判決の言渡しを受けた人員

は 1,508 人であり、罪名別では，覚せい剤取締法違反が 1,373 人（91.0％）と最も多く、次

いで、窃盗 43 人（2.9％）、大麻取締法違反 27 人（1.8％）の順であり5、一部執行猶予を受

けた者のうち 9 割以上が薬物事犯者となっている6。今年は刑の一部執行猶予制度が施行さ

れてから約 2 年が経ち、刑の一部執行猶予の処分が下された者や刑の一部執行猶予の実刑

部分を終え、出所する者がある程度存在すると考えられる。また、同じく 2016（平成 28）

年には犯罪対策閣僚会議にて「薬物依存者・高齢犯罪者等の再犯防止緊急対策～立ち直りに

向けた“息の長い”支援につなげるネットワーク構築～」が決定され、刑事手続の段階から福

祉につなぐために、矯正施設・保護観察所による一貫性のあるプログラムの実施や薬物依存

症治療拠点となる医療機関の全国的な整備を推進する必要性が確認された7。さらに、2016

                                                      
1 法務省法務総合研究所編 『〔平成 30 年版〕犯罪白書』（昭和情報プロセス、2018 年）193 頁。 
2 法務省法務総合研究所編・前掲注（1）196 頁。 
3 法務省法務総合研究所編 『〔平成 26 年版〕犯罪白書』（日経印刷、2014 年）219 頁。 
4 犯罪対策閣僚会議（2012）「再犯防止に向けた総合対策」（http://www.moj.go.jp/content/000100471.pdf）（2019 年

10 月 17 日閲覧）。 
5 法務省法務総合研究所編・前掲注（1）38 頁。 
6 法務省法務総合研究所編・前掲注（1）144 頁。 
7 法務省（2016）「薬物依存者・高齢犯罪者等の再犯防止緊急対策～立ち直りに向けた“息の長い”支援につなげるネッ

トワーク構築～」（https://www.kantei.go.jp/jp/singi/hanzai/kettei/160712yakubutu/honbun.pdf)（2019 年 9 月 1 日

閲覧）。 

http://www.moj.go.jp/content/000100471.pdf）（2019年10月17
http://www.moj.go.jp/content/000100471.pdf）（2019年10月17
http://www.moj.go.jp/content/000100471.pdf）（2019年10月17
http://www.moj.go.jp/content/000100471.pdf）（2019年10月17
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/hanzai/kettei/160712yakubutu/honbun.pdf)（2019年9
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/hanzai/kettei/160712yakubutu/honbun.pdf)（2019年9
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（平成 28）年に再犯の防止等の推進に関する法律（以下、「再犯防止推進法」）が施行され、

再犯防止推進法に基づき再犯防止推進計画が 2017（平成 29）年に閣議決定されたことによ

り、国や地方自治体の施策として薬物依存者に対する新たな再犯防止政策が動き出してい

る。このように薬物事犯者への支援の在り方は新たな展開へ移行してきている。 

本研究では、このような新たな展開を踏まえた上で成人の薬物自己使用事犯者に対する

更生支援に焦点を当てる必要があると考えた。本研究における更生支援とは、「薬物事犯者

が自らの抱える困難と折り合いをつけ、薬物依存症から回復し、社会で生活が送れるように

なる状態へ支援すること」と定義する。さらに、本研究で言う回復とは、「薬物と距離を置

き、自分の性質や人生と一度向き合うことで、薬物に依存する自らの生き方やくせを変え、

生きていく上で直面する困難や心理的ストレス等の 『生きづらさ』に対して薬物以外での

問題解決が図れるようになること」とする。 

以上を踏まえ、薬物事犯者が回復し、社会で生活を送るためにはどのような支援の在り方

が必要かについて検討を加える。 

 

第 2 節 薬物事犯者をめぐる現状 

 

１、薬物事犯者の特徴 

（１）検挙薬物と検挙人数 

図 1 2017（平成 29）年における薬物事犯の検挙人員構成 

 

注：法務省法務総合研究所編『〔平成 30 年版〕犯罪白書』140-143 頁より筆者作成。 

 

薬物と一言で言っても、多種多様に存在する。違法なものに限らなければ、アルコールや

処方薬も薬物の一種である。違法薬物では、覚せい剤や大麻、コカイン等が該当する。 

2017（平成 29）年の薬物犯罪の内訳を見ると、覚せい剤取締法違反で検挙された者が
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10,284 人、大麻取締法違反で検挙された者が 3,218 人、麻薬及び向精神薬取締法違反が 505

人、あへん法違反が 12 人、危険ドラッグに係る犯罪8の検挙者が 651 人である。このこと

から、日本では覚せい剤と大麻による薬物事犯者が大半を占めることが分かる（図 1 参照）

9。 

 

（２）再犯者率の高さ 

図 2 覚せい剤取締法違反 成人検挙人員中の同一罪名再犯者人員等の推移 

 

注：法務省法務総合研究所編『〔平成 30 年版〕犯罪白書』196 頁から引用。 

 

薬物事犯者の再犯者率の高さは特筆すべき点である。第 1 章第 1 節にて述べた通り、覚

せい剤取締法違反の者のうち、同一罪名で再犯をした同一罪名再犯者の割合は 2017（平成

29）年には 66.2％となっており、また、緩やかに上昇している（図 2 参照）。そして、こ

の数値は 2017（平成 29）年における刑法犯全体における検挙人員中の再犯者率 48.7％と

比較しても高いことが分かる10。また、2013（平成 25）年における覚せい剤取締法違反の

成人検挙人員中の同一罪名再犯者率と窃盗犯全体の再犯者率を比較した場合、前者が

63.8％で後者が 48.0％である11。このことからも、薬物事犯者の更生を阻み再犯へ至る何

らかの要因があることが推測される。 

 

                                                      
8 法務省法務総合研究所編『〔平成 30 年版〕犯罪白書』143 頁によると、いわゆる危険ドラッグとは、規制薬物（覚せ

い剤、大麻、麻薬、向精神薬、あへん及びけしがら）又は指定薬物（医薬品医療機器等法 2 条 15 項に規定する指定薬

物をいう）に化学構造を似せて作られ、これらと同様の薬理作用を有する物品のことである。 
9 法務省法務総合研究所編・前掲注（1）140-143 頁。 
10 法務省法務総合研究所編・前掲注（1）196 頁。 
11  法務省法務総合研究所編・前掲注（1）219 頁。 
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（３）刑務所入所受刑者の数値と刑務所出所者の 5 年以内再入率 

 2017（平成 29）年における覚せい剤取締法違反による入所受刑者の人員は、5,355 人で

あり、そのうち刑の一部執行猶予者は 1,364 人であった。また、覚せい剤取締法違反による

入所受刑者全体に占める比率は、27.7％、女性の場合は 36.7％となり、女性の方が受刑者全

体に占める覚せい剤事犯の割合が高い（図 3 参照）12。 

 

図 3 覚せい剤取締法違反 入所受刑者人員の推移 

 

注：法務省法務総合研究所編『〔平成 30 年度〕犯罪白書』145 頁から引用。 

 

 また、2013（平成 25）年における出所受刑者全体の 5 年以内再入率は 38.2％であり、

これを罪名別にみると殺人事犯は 8.1％、強盗事犯は 20.5％、傷害・暴行事犯は 35.8％、

詐欺事犯は 28.9％、強姦・強制わいせつ事犯が 22.5％、放火事犯が 18.6％、窃盗事犯が

43.7％、覚せい剤事犯は 48.5％である。出所受刑者全体の 5 年以内再入率と罪名別の再入

率を比較すると、窃盗事犯と覚せい剤事犯は 5 年以内再入率が高いことが分かる。 

 

（４）薬物事犯における起訴率及び執行猶予率 

 2017（平成 29）年の起訴率は、覚せい剤取締法違反では 77.7％、大麻取締法違反では

51.6％、麻薬及び向精神薬取締法違反では 59.1％であった。また、起訴猶予率はそれぞれ

8.1％、34.7％、22.7％であった13。さらに裁判で全部執行猶予を受ける人の割合も覚せい剤

取締法違反では 38.6％、大麻取締法違反の場合 85.9％であり、刑の一部執行猶予が付いた

                                                      
12 法務省法務総合研究所編・前掲注（1）145 頁。 
13 法務省法務総合研究所編・前掲注（1）CD-ROM 資料 4－2。 
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者の割合はそれぞれ 29.6％、16.3％であった14。刑の一部執行猶予者が覚せい剤取締法違反

による入所受刑者の約 5 分の 1 を占め、刑の一部執行猶予者にも仮釈放が認められること

を考えると、刑の一部執行猶予者は通常の刑の者より短い刑期で出所することが有り得る。

以上より、薬物事犯で逮捕され、もしくは裁判で有罪判決が下ったとしても、起訴猶予や執

行猶予といった猶予制度によって、早い段階で社会に出ていく場合が考えられる。 

 

２、薬物依存症のメカニズム 

 多くの薬物事犯者が薬物依存症を抱えているとされる15。そこで、まず薬物依存症という

「疾患」について整理をする。国立精神・神経医療研究センターの松本俊彦氏によると、薬

物依存症とは「自分でやめよう、あるいは控えようと決意するにもかかわらず、何度も失敗

してしまい、もはや薬物の使用が自分の意志ではコントロールできない状態」とされる16。

松本氏は、そのような状態に陥ってしまう原因として、薬物が身体に影響を及ぼしている側

面（身体依存）と精神に影響を及ぼしている側面（精神依存）の 2 つを挙げている。 

身体依存とは、中枢神経作用薬である薬物によって、「耐性」と「離脱」が形成されるこ

とで生じた一種の体質変化のことである。「耐性」とは、薬物に対して中枢神経系が適応し、

むしろ薬物がある状態が常態化してしまうことであり、「離脱」とは「耐性」によってその

薬物なしでは中枢神経系のバランスが崩れ、反動的な症状が生じることである。例えば、ア

ルコールに代表される中枢神経抑制薬であれば薬物なしでは中枢神経系が興奮状態になり、

覚せい剤等の中枢神経興奮薬であれば薬物なしでは虚脱・疲弊状態となる。一方、精神依存

とは「報酬系」と呼ばれる脳の神経回路に薬物が刺激を与えることで興奮させ、過剰なドー

パミンを放出させる。そして、薬物を使用した人が快感を覚えることによって、再びその行

動を繰り返す依存形態のことであるとされる。実は、この精神依存こそが薬物に対する異常

な執着を生み、薬物への欲求を発生させるとされる17。そして、ひとたび「報酬系」が快感

を記憶すると、それは学習されて脳内に保存される。さらに、実際薬物を摂取するだけでな

く、薬物摂取を期待させる刺激に対しても、ドーパミンを放出して興奮し、その後薬物摂取

がなされなかった後に強い欲求を引き起こすとされている18。 

また、薬理作用が脳へもたらす影響のみならず、依存者が抱える心理的要因が依存症の根

本的な要因となっていることを指摘する学説として、エドワード・J・カンツィアンとマー

ク・J・アルバニーズが提唱した自己治療仮説がある。自己治療仮説とは、依存症の理解に

つき「心理的な痛みこそが依存症や嗜癖行動の中心問題であり、そして脆弱性を抱えた人は、

その物質や行動がつかのまの、他では得られない安らぎをもたらすことを発見してしまっ

                                                      
14 法務省法務総合研究所編・前掲注（1）144 頁。 
15 法務省・前掲注（7）（2019 年 9 月 1 日閲覧）。 
16 松本俊彦『薬物依存症』（筑摩書房、2018 年）37 頁。 
17 松本俊彦・前掲注（16）40-45 頁。 
18 松本俊彦・前掲注（16）60 頁。 
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たがゆえに、依存性物質や嗜癖行動に頼らざるを得なくなっている」状態として理解する見

解である19。心理的な痛みを「自己治療」するための行為として依存や嗜癖行動を捉えるこ

の理論に基づけば、依存症の要因の一つとして依存者が抱える心理的な痛みに注目しなけ

ればならない。 

 

３、薬物事犯者への認知行動療法の広まり 

（１）SMARPP（せりがや覚せい剤再発防止プログラム） 

 2006（平成 18）年に国立精神・神経医療研究センターの松本俊彦らにより開発された薬

物依存症治療プログラムである。その治療効果の大きさと現場を考慮した実施形態から、全

国の精神保健福祉センター20や民間回復施設、保護観察所で用いられている。 

 

（２）SMARPP の基礎となる治療モデル 

 認知行動療法とは、目標とする行動の獲得に焦点を当てる行動療法的アプローチと不条

理な認知の修正に焦点を当てる認知療法的アプローチを技法とする心理療法の総称である。

エビデンスベースの心理療法として効果が信頼されており、欧米ではその効果が正式に認

められている。依存症治療においてもエビデンスが蓄積されていることから、治療現場で世

界的に用いられている心理療法である21。また、マトリックスモデルが SMARPP のベース

となっており、SMARPP の治療理念や様式もそれに従っている。マトリックスモデルは、

ロサンゼルスのマトリックス研究所で開発された依存症治療プログラムであり、アメリカ

西海岸を中心に広く用いられている。マトリックスモデルでは覚せい剤やコカインといっ

た中枢神経興奮系の薬物依存症を対象とし、認知行動療法的志向を持つワークブックを用

いて、マニュアルに準拠したプログラムが実施される。日本では覚せい剤依存が重要な問題

となっており、また、薬物依存症の臨床経験のある治療者が少ないという現状があったこと

から、SMARPP のベースとしてマトリックスモデルが適用された。 

 

（３）SMARPP の構造 

 週に一度グループセッション形式で実施される。1 クールに含まれるセッション数は様々

で、開発当初は 1 クール 16 セッションであったが、現在では 12 セッション版、24 セッシ

ョン版、28 セッション版のワークブックが市販されている。オープングループの形式をと

っているため、参加の自由度が高く、また、終了のタイミングも参加者の意思に委ねられて

                                                      
19 エドワード・J・カンツィアン＝マーク・J・アルバニーズ（訳・松本俊彦）『人はなぜ依存症になるのか 自己治療

としてのアディクション』（星和書店、2013 年）3-4 頁。 
20 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 6 条に基づき、都道府県（政令指定都市を含む。）における精神保健及び

精神障害者の福祉に関する総合的技術センターとして設置されている。主な業務は、精神保健福祉に関する知識の普及

及び調査研究、複雑困難な相談及び指導と規定されている。詳しくは第 3 章第 1 節 4（1）参照。 
21 根建金男＝市井雅哉「認知行動療法の意義と課題：行動医学との関連から」行動医学研究 2 巻 1 号（1995 年）29-

35 頁。 
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おり、1 クールが終了しても 2 クール目を継続するといったことが可能である。また、治療

への活用に目的を限定した抜き打ちの尿検査がプログラムに組み込まれている22。 

 

（４）ワークブックの内容 

 プログラムで使用されるワークブックはマトリックスモデルをベースとし、SMARPP 独

自のトピックを組み込んだ内容となっている。再発のトリガーの同定や生活スケジュール

作成といった認知行動療法的なトピックに加え、薬物依存のメカニズムや使用による健康

被害といった教育的内容が取り上げられているほか、薬物依存と関係の深いアルコールや

摂食障害に関するトピックが含まれている。 

 

（５）SMARPP の治療効果 

 1 クール 16 セッションのプログラムによる治療効果の報告によると、覚せい剤依存患者

の 1 クール終了時点での使用状況は全体のうち 27%が改善、40%が完全断薬という治療効

果が報告されている23。プログラム参加中の治療継続率と断薬率は 100%であった24。また、

プログラム参加者は自助グループ等の非医療的社会資源の利用率が高いというデータもあ

る25。 

 

（６）SMARPP の広がり 

 2016（平成 28）年の診療報酬改定により、SMARPP が依存症治療に特化した医療技術

としては初の保険料給付対象となり、広く普及することとなった。2018（平成 30）年 6 月

1 日時点で全国の精神保健福祉センター69 か所のうち 35 か所で SMARPP に準じたプログ

ラムが実施されている26。刑務所や少年院、保護観察所においても SMARPP をベースとし

た治療プログラムが取り入れられている。また、浜松市精神保健福祉センターと駿河ダルク

による HAMARPP など、精神保健福祉センターと地域の民間回復施設が共同でプログラム

を提供するといった取組みもなされている。 

 

４、刑の一部執行猶予制度 

2016（平成 28）年から施行された刑の一部執行猶予制度により、裁判所は、薬物使用等

の罪を犯した者に対し、禁錮以上の刑の執行終了日から 5 年以内の場合であっても、犯情

の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮し、刑事施設内の処遇に引き続き社会内におい

                                                      
22 松本俊彦・前掲注（16）191-194 頁。 
23 山渕由布子＝松本俊彦＝今村扶美「薬物使用障害患者に対する SMARPP の効果：終了後一年後の転帰に影響する要

員の検討」日本アルコール・薬物医学会雑誌 51 巻（2016 年）38-54 頁。 
24 松本俊彦＝小林桜児「精神作用物質使用障害の心理社会的治療：再乱用防止のための認知行動療法を中心に」精神

経誌 112 巻 7 号（2010 年）672-676 頁。 
25 松本俊彦・前掲（16）231 頁。 
26 松本俊彦・前掲（16）250 頁。 
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て規制薬物等に対する依存の改善に資する処遇を実施することが再犯防止に必要かつ相当

であるときは、3 年以下の懲役又は禁錮の刑の一部の執行を猶予できる。この場合、その猶

予の期間中、保護観察に付さなければならない（図 4 参照）27。  

 

図 4 刑の一部執行猶予制度の概要 

 

注：法務省法務総合研究所編『〔平成 29 年版〕犯罪白書』30 頁から引用。 

  

刑の一部執行猶予制度は、施設内処遇と社会内処遇の有機的連携を通じ、対象者の改善更

生・再犯防止を図るもので、薬物依存離脱と再乱用防止に効果が期待される。適用事件の

95％が薬物事犯であり、うち覚せい剤取締法違反が 97％と際立って多い。「平成 29 年度司

法統計」に拠ると、覚せい剤取締法違反で有罪となり自由刑が科された者のうち一部執行猶

予が言い渡された者は 16％、全部執行猶予が 39％、全部実刑が 45％である。前科がなく

刑法上の一部猶予が適用される場合、薬物自己使用事犯者に対しても、保護観察は裁量的と

される。 

一方、薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律（以下、薬物

使用者等一部執行猶予法）による一部執行猶予の猶予期間は、1 年以上 5 年以下であり、刑

法上の一部執行猶予と同様であるが、保護観察は裁量的でなく必要的とされる（同法 4 条 1

項）。対象者が薬物依存に対する処遇の必要性の特に高い者であることから、保護観察にお

いては原則として専門的処遇を特別遵守事項として設定しなければならない（更生保護法

51 条の 2）。薬物使用者等に対する刑の一部執行猶予の対象行為は、薬物使用者等一部執行

                                                      
27 法務省法務総合研究所編『〔平成 29 年版〕犯罪白書』（昭和情報プロセス、2017 年）30 頁。 
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猶予法 2 条 2 項が定める刑法、大麻取締法、毒物及び劇物取締法、覚せい剤取締法、麻薬及

び向精神薬取締法及びあへん法に定める規制薬物等（同条 1 項に規定）の使用・施用及びそ

の前提となる所持についてである。薬物自己使用事犯者につき、前科要件の厳しい刑法上の

一部執行猶予を適用できず、規制薬物の依存の改善に資する処遇を行うことが再犯防止に

必要かつ相当である場合に一部執行猶予を行い得るよう刑法に対する例外法が規定された

ものである。規制薬物に対し依存又は依存的傾向を有する者は、自由刑により断薬し施設内

処遇を受けたとしても、釈放後に適切な支援を受けない場合、薬物再使用の可能性が高い。

仮釈放となっても、残刑期間主義を採る日本では保護観察が短期間となり、また満期釈放者

には保護観察処遇を行うことができない。その点につき、裁判において予め刑の一部を猶予

し施設内処遇に続いて社会内処遇の期間を確保できることは、規制薬物に対する依存のあ

る薬物自己使用事犯者に対し有効であると考えられる。また、薬物事犯に対する一部猶予の

量刑は 7 割の者が 1 年超 2 年以下の宣告刑を受け、そのうちの 7 割程度の者の実刑期が 1

年を超える。猶予期間は 9 割弱の者が 2 年以上 3 年以下である。従って、典型例は実刑期

1 年、猶予期間 2 年である28。 

 

第 3 節 まとめ 

 

 以上のように、薬物事犯の中でも最も多い覚せい剤事犯者の同一罪名再犯者率が刑法犯

成人検挙人員全体の再犯者率や他の罪である窃盗全体の再犯者率に比べて高くなっている

ことから、更生において薬物事犯特有の困難が存在していることが想定できる。そして、そ

の困難の一因となっているのが薬物依存症によるものではないかと推察される。また、薬物

依存症においては、脳への障害だけでなく、薬物依存に陥ることとなった心理的背景によっ

て複合的に困難が生じていると考えられる。さらに、薬物依存症は、回復はあるが治癒はな

いとされており、慢性化し、回復の期間が長くとも再発する可能性のある病気である29。近

年では SMARPP といったワークブックがあれば誰でも薬物依存症治療が行える治療プロ

グラムが存在し、刑務所の薬物依存離脱指導や保護観察所、精神保健福祉センターなどで

SMARPP を元にした治療プログラムが提供されていることもあり、薬物事犯者に治療的な

支援が必要であるとの認識は関係者に広まってきているといえる。また、刑の一部執行猶予

制度の施行に伴い、保護観察期間が約 2～3 年と長期の薬物事犯者が増加した。このことか

ら、保護観察をはじめとした社会内での支援がより重要度を増してきていることは確かで

ある。したがって、薬物自己使用事犯者に対する更生支援の必要性が広まっている今だから

こそ、薬物自己使用事犯者に必要な支援とは何か、また必要な支援が行き届くためにはどの

ような環境整備が必要であるかについて検討する意義があると考える。 

                                                      
28 太田達也「薬物犯罪」法学教室 461（2019）136-137 頁。 
29 山下亜矢子＝折山早苗＝渡辺久美「薬物依存症者の断薬に影響する要因―QOL 自尊感情との関連―」日本看護研究

学会雑誌 l36 巻 2 号（2013 年）47 頁。 
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そこで、本稿では、更生支援を行う場として、矯正における取組み、更生保護などの領域

における取組み、医療機関の取組みの 3 つに分け、それぞれの薬物自己使用事犯者への更

生支援の現状を調査・分析し、現在の課題と今後目指すべき薬物自己使用事犯者に対する更

生支援の在り方について検討する。 
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第二章 矯正における取組み 

 

 

第 1 節 現状の取組み 

 

１、刑務所における薬物事犯者の処遇 

（１）刑務所での矯正処遇 

 刑務所では、受刑者に対する矯正処遇として、作業、教科指導、改善指導の 3 つがある。

これらは、受刑者の人権を確保しつつ、その者の資質及び環境に応じ、その自覚に訴え、改

善更生の意欲の喚起及び社会生活に適応する能力の育成を図ることを目的としたものであ

る。 

 作業には、一般作業として、木工、金属製品等の物品を製作するなどの生産作業等のほか、

公園での除草作業といった社会貢献作業も含まれる。受刑者が職業に関する免許や資格を

取得したり、職業上有用な知識や技能を習得する目的で行われる職業訓練も作業に含めら

れる。 

 教科指導とは、学校教育の内容に準ずる指導である。補習教科指導と特別教科指導の 2 種

類があり、前者は、社会生活の基礎となる学力を欠くことにより改善更生及び円滑な社会復

帰に支障があると認められる受刑者に対して行う教科指導、後者は、学力の向上を図ること

が円滑な社会復帰に特に資すると認められる受刑者に対して、その学力に応じて行う教科

指導である。 

 改善指導とは、受刑者に対し、犯罪の責任を自覚させ、健康な心身を培わせ、社会生活に

適応するのに必要な知識及び生活態度を習得させるために行うものである。改善指導には

一般改善指導と特別改善指導の 2 種類があり、前者は①被害者及びその遺族等の感情を理

解させ、罪の意識を培わせること、②規則正しい生活習慣や健全な考え方を付与し、心身の

健康の増進を図ること、③生活設計や社会復帰への心構えを持たせ、社会適応に必要なスキ

ルを身につけさせることなどを目的としている。後者は、特別な事情により、改善更生及び

円滑な社会復帰に支障があると認められる受刑者に対し、その事情の改善を配慮して行な

うものである。 

 特に、後者の特別改善指導に関して、薬物使用に係る自己の問題性を理解させた上で、再

使用に至らないための具体的な方法を考えさせる30ことなどを行う「薬物依存離脱指導」（後

述の指標は R1）もこれにあたる。なお、薬物依存離脱指導については、2016（平成 28）年

から標準プログラムを複線化し、後述の必修プログラムや専門プログラムを整備した。 

 また、矯正処遇を実施する際、2006（平成 18）年施行の受刑者の集団編成に関する訓令

                                                      
30 法務省法務総合研究所編・前掲注（1）57 頁。 
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4 条に基づき、「まず個々の受刑者の有する問題性などに応じた必要な矯正処遇の内容を判

断した上で、効果的に処遇するために同じ矯正処遇が必要な受刑者を一定の集団に編成し、

矯正処遇を実施する31」こととしており、この受刑者の集団を編成する際に各受刑者に指定

されるものを「処遇指標」と呼ぶ。 

 

（２）薬物依存離脱指導 

特別改善指導の一つとして、薬物依存離脱指導が実施されている。以下では、薬物依存離

脱指導について、その成り立ちや大まかな内容について述べる。 

前述の通り、わが国における覚せい剤取締法違反の同一罪名再犯者率は、2017（平成 29）

年で 66.2％であり、極めて高い32。なお、改善指導が法律上で確立されるよりも前である

2005（平成 17）年では、覚せい剤取締法による検挙者 12,919 人中「同一罪種の前科を有す

る者」は 7,303 人（56.5%）であり、一般刑法犯総数においては 263,240 人中 36,320 人

（13.8%）であることからも薬物事犯者の再犯率の高さがわかる。そのため、刑事施設にお

いて効果的な薬物依存離脱指導を確立し、整備することの必要性は、刑事施設処遇関係者の

大きな関心事であった33。2006（平成 18）年 5 月から監獄法の改正法である「刑事施設及

び受刑者の処遇等に関する法律」（2007（平成 19）年 6 月からは法律名を「刑事収容施設

及び被収容者等の処遇に関する法律」（以下、「刑事収容施設法」という。）と変更）が施行

され、受刑者の改善指導の 1 つとして、「麻薬、覚せい剤その他薬物に対する依存がある」

受刑者に対する改善指導が明示されるに至った（刑事収容施設法 103 条 2 項 1 号）。また、

受刑者の各種指導に関する訓令 5 条 2 項等の規定に基づき、刑事施設において、薬物依存

離脱指導を含む特別改善指導を行うものとされている。 

薬物依存離脱指導の内容は、矯正管区長、行刑施設の長あて矯正局長依命通達「改善指導

の標準プログラムについて」（平成 18 年 5 月 23 日矯成第 3350 号）（以下、「依命通達」と

いう）別紙 1 において定められている。 

依命通達によれば薬物依存離脱指導の目標は「薬物依存の認識及び薬物使用に係る自分の

問題を理解させた上で、断薬への動機付けを図り、再使用に至らないための知識及びスキル

を習得させるとともに、社会内においても継続的に薬物依存からの回復に向けた治療及び

援助等を受けることの必要性を認識させること」である（依命通達別紙 1 の 1）。対象者は

「麻薬、覚せい剤その他の薬物に対する依存がある者」とされている（依命通達別紙 1 の

2）。 

指導科目は、①必修プログラム、②専門プログラム、③選択プログラムに分かれている。

①必修プログラムは上記対象者全員に実施されるのに対し、②専門プログラムはより専門

的・体系的指導である。また、③選択プログラムは補完的なものであるため、「必要性が高

                                                      

31 越智啓太＝渡邊和美＝藤田政博編『法と心理学の事典―犯罪・裁判・矯正』（朝倉書店、2011 年）487 頁。 
32 法務省法務総合研究所編・前掲注（1）196 頁。 
33 赤塚康「刑事施設における薬物依存離脱指導プログラムの状況及び展望」中央研究所紀要 16 号（2006 年）57 頁。 



   

 

16 

 

いと認められる者に対し実施する科目」とされている（依命通達別紙 1 の 3）。なお、①及

び②のプログラムについては「別表『薬物依存離脱指導カリキュラム』に定められた項目及

び内容について指導すること」とされているが、③については上記カリキュラムを基準とし

て「各施設において定めた項目及び内容について指導すること」とされている（依命通達別

紙 1 の 4）。 

指導を行う者は職員、処遇カウンセラー、民間協力者である（依命通達別紙 1 の 6）。ま

た、指導に当たっては、「専門機関、民間自助団体等に職員を派遣するなどして、職員の指

導力の向上に配慮すること」とされている（依命通達別紙 1 の 8）。また、「社会内において

も薬物依存からの回復に向けた取組を対象者が継続できるよう、更生保護官署、専門機関、

民間自助団体等との連携を図ること」とされている（依命通達別紙 1 の 8）。 

これらは別紙にてより詳細な概要を載せる（別表１参照）。 

 

（３）刑務所調査結果 

 このような薬物依存離脱指導が実際に矯正の現場でどのように行われているかを 4 か所

の刑事施設で調査を行った。調査先は川越少年刑務所（A 指標）、府中刑務所（B 指標）、

栃木刑務所（女子刑務所）に加えて札幌刑務支所（女子刑務所）である。 

 刑務所における薬物依存離脱指導は、上記の通り必修プログラム、選択プログラム、専

門プログラムの 3 つに分かれている。必修プログラムは全国の刑務所で同じテキストを使

い、グループワーク形式で行う。選択プログラムでは民間の自助団体のメンバーを交えて

ミーティングを行うことが多い。専門プログラムではより綿密な指導が行われる。とくに

選択プログラムでは自助団体のミーティングを体験することで、刑務所にいる間に、「更

生のためにはつながり続けた方がいいのだな」という感覚を身につけてもらい、出所後に

自発的に自助団体に行ってみたいという意欲を獲得することを目的としている。 

受講に関して、選択又は専門プログラムは受講人数が必修プログラムの 4 分の 1 以下程

であり、これらのプログラムは任意で、もしくは職員側がプログラム受講の必要性が高い

と思われる人を選び、説得して受講させる形をとっている。説得すれば受講する人がほと

んどで、逆に希望しても受講できないこともある。なお、説得しても受講しない人に対し

てなぜ受けないのかを刑務所がアンケートを行った際、「他の薬物事犯者とかかわりたく

ない」、「自分でやめられる」、「ダルク34に行くから大丈夫」、「プログラムが信じられな

い」等が挙げられたとのことである。こういった意欲がない人こそ選択又は専門プログラ

ムをするべきではないかと考えられることから、あらゆる場面で工場担当や居室担当の刑

務官からも粘り強く説得をしているが、強制的にその場に座らせたからと言って効果が出

るものでもないので最後は本人の意思に任せているとのことであった。したがって、プロ

                                                      
34 「Drug Addiction Rehabilitation Center」の頭文字を組み合わせた造語で、覚せい剤、有機溶剤（シンナー等）、市

販薬、その他の薬物から解放されるためのプログラムを持つ民間の依存症リハビリ施設。詳しくは第 3 章第 1 節 3

（1）参照。 
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グラムを受けるように、プログラムの説明や何を目的とするかの説明を十分に行うなど、

受講の動機づけ・働きかけが大切である。 

また、刑の一部執行猶予を受けている受刑者は薬物に関して言えば、通常の受刑者とプ

ログラムの受講意欲や出所時の段階での効果はとくに差がないと、刑務官の方の目線では

感じているようである。 

指導は初入と累入とで分けた処遇がなされているが指導内容に差はない。しかし、初入

者は薬物の再使用に至らないための知識が欠落している場合が多い傾向があるので、受刑

者がそういった知識を理解しているかについて注意を払い指導に当たっている。一方、累

入者は、初入者よりも、ある程度薬物の再使用に至らないための知識等を身に付けている

ことから、それを出所後の生活に生かせるよう具体的な危機場面をイメージさせるなどし

て働きかけている。グループワークを進める中で、全員が積極的に参加しようとすること

は難しい。しかしながら、だれでも薬物使用のメリットとデメリットを持っているため、

そのメリットを否定せず、両価的な思いを抱える大変さに共感する姿勢を持ちつつ、安心

して参加できる場をつくることができれば、グループワークへの参加への抵抗感が減り、

プログラムに取り組みやすくなるそうである。 

 府中刑務所では、収容されている日本人受刑者全体の約 60％（2019（令和元）年 9 月

現在）が薬物使用経験を有しており、そのほとんどが覚せい剤使用とのことだった。つま

り、犯罪傾向が進んでいる者や累入者の半分以上は覚せい剤使用歴も同時にあると言え

る。再使用の原因としては、暴力団に所属している、周りに薬物使用者がいるなど簡単に

薬物が手に入りやすい環境にいることが共通している。年齢の違いによって薬物使用の動

機やプログラム受講意欲に違いがあるとは一概に言えない。単純に、年を取っていればそ

の分長く薬物を使用している可能性は高くなると考えられるが、どちらかといえば、年齢

の違いよりも前述のような周りの環境による違いの方が大きいと刑務官の方が仰ってい

た。また、女性の場合、男性と比べると、夫が薬物使用者であったり、使用の原因が家庭

内にあるなど、外的引き金がより身近であることが特徴的である。この場合、すぐにそう

いった環境から離れることが難しく、出所後の生活をイメージしにくいので、しっかりし

た生活設計を立てられるようにしているという。 

また、刑務所では薬物自己使用事犯の受刑者に対して、受講日誌などに各都道府県の

NA（ナルコティクス・アノニマス）35、ダルク、薬物治療の専門病院（いわゆる社会的資

源）の連絡先を載せることで出所後に頼れる場所を紹介している。また、改善指導の結果

については、再使用防止計画書、受講後アンケート、医療情報等を出所するときに保護観

察所に送付する。特に再使用防止計画書については、受刑者が再犯を行う動機になるであ

ろう場所や時間等を記入し、それを踏まえて対策を考えて書いている。また帰住先調整で

ダルクを帰住先にする場合や都道府県の精神保健福祉センターを紹介する場合はあるが、

                                                      
35 薬物依存からの回復を目指す薬物依存者の、国際的かつ地域に根ざした集まり。アメリカでの 1940 年代終盤のアル

コホリークス・アノニマスのプログラムを起源としている。詳しくは第 3 章第 1 節 3（1）参照。 
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薬物処遇重点実施更生保護施設や薬物依存回復のための自助グループ、依存症治療の病院

等を具体的に名指しで斡旋することはしない。さらに、刑務所と他機関（更生保護施設や

ダルク等の薬物依存回復のための自助団体、民間団体、病院等）での情報の共有や連携を

図ることについては、更生保護施設には対象者の情報を直接送るが、他は保護観察所を通

した場合のみである。 

 

（４）特徴的な取組み（札幌刑務支所における女子依存症回復プログラムについて） 

 札幌刑務支所では、2019（令和元）年度から、新たな取組みとして、民間団体と連携し

た女子受刑者薬物依存症回復プログラムの実施に向け動き始めている。これは、受刑段階

から出所後の支援と直結した指導を行うものであり、プログラムを通じて社会との関わり

を確保し、出所後も保護観察の有無に関係なく継続的に支援の実現を可能にするものであ

る。具体的には、薬物依存を有する女子受刑者 20～30 人を対象に、平日の作業時間の半

分を新しい生活空間で過ごすようにし、民間団体も関与した指導プログラムの受講やグル

ープワークミーティング、社会復帰支援等の依存症回復支援を行う。出所後は同プログラ

ムを実施した依存症回復支援施設に帰住することも可能である。これにより、より社会内

の依存症回復支援施設に近い環境の中で、国と民間団体が共同で作成したプログラムを受

講することができる。 

 女子入所受刑者の薬物事犯者をみれば、全体の約 4 割と高い割合を占めている。そうし

た者たちが依存に至る背景としては、パートナーが薬物依存である場合や暴力団関係者で

ある場合、自身が身体または精神障害（とくに摂食障害）を有する場合などがある。ま

た、子供と離別したことによる喪失感を有する場合や、親の介護や育児からの疲労感を有

する場合、痩せたい等の願望を有する場合、薬物使用によって人間関係を維持している場

合も少なくない。そういった状況の中で、薬物を必要としない新たな環境を構築すること

が大切である。そして、それまでの薬物に親和的な生活環境から離れる不安と向き合い、

薬物のせいで生活が成り立たなくなり、困りつつも自分一人ではやめられないことを認識

することが回復へのカギとなるとのことである。そのために薬物依存に至るまでの原因を

根本的に解決する必要がある一方で、それを刑務所や保護観察所、自助団体のみで行うに

は限界がある。そこで、個々の問題に特化した NPO 法人や病院などの専門的なノウハウ

を刑務所に取り入れることで、より多くの問題解決を図り、さらには出所後の支援につな

がることもできる。 

 薬物を再使用してしまう理由としては、出所後に、社会からの偏見を恐れ、そのストレ

スが原因となる場合もある。そのため、社会に戻ったときに誰を頼ることができるのかを

施設内で学び、出所後、さらには保護観察が終了した後も切れ目のない支援を受けられる

よう選択肢を増やしていく必要がある。そうしたことから、札幌刑務支所では、現在、

「回復共同体」に適した処遇環境の整備、依存症回復プログラムの企画立案や指導者の育

成、そしてなにより関係団体・機関との連携体制の構築に向けた取組みがなされている。 
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第２節 課題の検討 

 

 4 か所の刑務所を調査してわかったこととして、いずれも刑務所にいる間に出所後の

見通しを具体的につけることができるようにすることを目的として必修、選択（ミーティ

ング）、専門の 3 つのプログラムを用意している点が挙げられる。そして、その中で薬物

事犯者が出所後に頼れる場所として、ダルク等自助団体の存在や精神保健福祉センターの

存在を知らせている。また、刑の一部執行猶予を受けている受刑者とそれ以外の受刑者と

の間で少なくとも刑務所の段階での受講意欲や効果にほとんど差がないこともわかった。

さらに、刑務所と他機関（更生保護施設やダルク等の薬物依存回復のための自助団体、民

間団体、病院等）との間で受刑者の情報の共有や連携をすることについて、更生保護施設

以外は個人情報の保護の観点から、保護観察所を通してのみでの情報共有で、直接的に共

有することはないとされている。 

 ここで考えられる課題として、刑務所と更生保護施設以外との他機関との間で情報連携

等に関し直接的にはつながることができないことが挙げられる。したがって、受刑段階か

ら薬物使用の根本的な問題解決を支援する民間団体や医療機関等と受刑段階から直接連携

するということが難しい。薬物事犯者が薬物依存症から回復し立ち直っていくのは簡単な

ことではないため、更生には長期の継続した支援が必要である36。そのためには、薬物依

存症に関する正しい知識を持ち、彼らの「生きづらさ」に寄り添ってくれる支援者とつな

がりを持ち続けることが重要であると考えられる。しかし、現状では保護観察対象者では

ない薬物事犯者はそのような支援者とのつながりを持つ機会が限られてしまう。さらに出

所後、保護観察も終了した場合にその先の支援が切れてしまう。したがって、保護観察所

や更生保護施設以外の他機関とも情報共有や連携を図り、刑務所から他機関へ受刑者を紹

介・斡旋することでつながりを持つ機会を増やすことができるのではないだろうか。この

点、（４）で述べた札幌刑務支所での新たな取組みを参考にすることができるであろう。 

 また、栃木刑務所では、再犯防止推進法に基づいたモデル事業37を行っている。これ

は、矯正施設等から出所した薬物事犯の満期釈放者に対し、出所後も認知行動療法を主体

とした薬物再乱用防止教育を実施するとともに、栃木ダルクを伴走型のコーディネーター

として委託し、福祉、住居、就労支援といった総合的な生活支援を実施するものである。

このモデル事業の対象者は栃木県に帰住する人に限られるが、満期出所者の出所日に県の

職員が迎えに行き、上記の支援を行う。これによって今まで支援が行き届かなかった満期

出所者にも地域と連携した支援ができるようになる。こういった取組みも参考にすること

ができるであろう。 

                                                      
36 松本俊彦「刑務所を出所した薬物依存症者の地域支援に必要なもの」刑政 130 巻 2 号（2019 年）46-47 頁。 

37 法務省大臣官房秘書課企画再犯防止推進室「厚生労働省社会・援護局関係主管課長会議資料 平成 31 年 3 月 5 日

（火）資料 8」（https://www.mhlw.go.jp/content/12201000/000484803.pdf)（2019 年 10 月 19 日閲覧）。 

https://www.mhlw.go.jp/content/12201000/000484803.pdf)（2019年10月19
https://www.mhlw.go.jp/content/12201000/000484803.pdf)（2019年10月19
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第 3 章 更生保護などの領域における取組み 

 

第 1 節 現状の取組み 

 更生保護などの領域においては、東京保護観察所、両全会、日新協会、旭川清和荘、板橋

ダルク、東京都立多摩総合精神保健福祉センターにお話を伺った。以下で取り上げる施設の

取組みに関する記述は、主に聞き取り調査で伺った内容を基にしたものである。 

 

１、保護観察 

（１）保護観察開始人員等の推移 

 覚せい剤取締法違反による仮釈放者及び保護観察付全部・一部執行猶予者の保護観察開

始人員等の推移（最近 20 年間）は、図 5 のとおりである。なお、2017（平成 29）年の保

護観察開始人員中、覚せい剤取締法違反による保護観察付一部執行猶予者は 208 人であっ

た38。 

 

図 5 覚せい剤取締法違反 保護観察開始人員等の推移 

 

注：法務省法務総合研究所編『〔平成 30 年版〕犯罪白書』147 頁から引用。 

 

（２）保護観察所の取組み 

保護観察所では 2008（平成 20）年から認知行動療法に基づく覚せい剤事犯者処遇プログ

ラムを実施しており、2016（平成 28）年からは刑の一部執行猶予制度の施行に伴い薬物再

乱用防止プログラムを実施している。薬物再乱用防止プログラムではワークブックを用い

るなどして依存性薬物の悪影響を認識させたうえで、薬物再乱用防止のための具体的方法

                                                      
38 法務省法務総合研究所編・前掲注（1）30 頁。 
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を習得させるコアプログラム、及びコアプログラムの内容を定着・応用・実践させるステッ

プアッププログラムからなる教育課程を設けており、さらに簡易薬物検出検査も併せて行

っている（図 6 参照）39。薬物再乱用防止プログラムでは、簡易薬物検出検査を受けること

が義務付けられているが、プログラムの対象とならない又はプログラムを終了した薬物事

犯者に対しても、保護観察対象者の自発的意思に基づく簡易薬物検出検査を実施している

40。 

 

図 6 薬物再乱用防止プログラムの概要 

 

注：法務省編『〔平成 30 年版〕再犯防止推進白書』54 頁から引用。 

 

また、薬物再乱用防止プログラムを実施する際の実施補助者としての協力や保護観察対

象者への助言を医療機関やダルク等から得ているほか、保護観察終了後を見据え、それらの

機関や団体等が実施するプログラムやグループミーティングに保護観察対象者がつながっ

ていけるよう取り組むなどの連携を行っている41。保護観察所では施設内処遇と社会内処遇

の一貫性を保つとともに処遇情報の確実な引き継ぎを図るため、刑事施設における薬物依

                                                      
39 法務省編『〔平成 30 年版〕再犯防止推進白書』（日経印刷、2019 年）54 頁。 
40 押切久遠=赤木寛隆「更生保護における薬物事犯者における薬物事犯者施策の概要」法律のひろば 68 号（2015 年) 

34 頁。 
41 法務省編・前掲注（39）54 頁。 
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存離脱指導の受講の有無に加え指導結果や理解度、グループ処遇への適応状況、出所後の医

療機関や自助グループを含めた民間団体への通所意欲、心身の状況や服薬状況など、より多

くの情報を刑事施設から引き継ぐ体制を整備している42。 

また、保護観察所職員に対しても薬物依存対策研修が実施されているほか、2017（平成

29）年 4 月から薬物依存に関する専門的な処遇を集中して行い処遇効果の充実強化を図る

ことを目的として、2018（平成 30）年現在で 22 庁の保護観察所に薬物処遇ユニット（図 7

参照）が設置されており薬物事犯者に係る指導及び支援を実施している43。 

 

図 7 薬物処遇ユニットの概要 

 

注：法務省編『〔平成 30 年版〕再犯防止推進白書』55 頁から引用。 

 

 また、2011（平成 23）年度以降、通達「『緊急的住居確保・自立支援対策』の実施につい

て」（平成 23 年 3 月 31 日法務省保更第 140 号）に基づき、緊急的住居確保・自立支援対策

が実施されるなかで、保護観察所がダルク等に宿泊場所の供与や薬物依存回復訓練を委託

することができるようになった。また、専門的処遇プログラムを実施するに当たってもこれ

ら民間支援団体のスタッフをスーパーバイザー等として積極的に迎えることなども行われ

ている。さらに、保護司による日常的な指導・助言も大きな役割を持つことから、薬物依存

に関する基本的知識や家族支援における留意事項などについてまとめた視聴覚教材が 2015

                                                      
42 法務省編・前掲注（39）54 頁。 
43 法務省編・前掲注（39）55 頁。 
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（平成 27）年 3 月に作成され、保護司に対する研修等において積極的に活用されている44。 

 

（３）東京保護観察所 

東京保護観察所では、ステップアッププログラムにおいて、対象者ほぼ全員を保護観察官

がダルクに連れて行く。また、月に 1 回の当該プログラムでは、概ね発展課程を重点的に実

施し、必要に応じて他の課程を実施する形で、実際に生活の中で起きた問題を薬物使用以外

の方法で乗り越える経験を積む。集団処遇の際には、フラットな関係を築けるよう職員も輪

に入ることがあり、近況報告などをすることで雰囲気づくりをするとのことである。 

 また薬との付き合い方について正直に話してもらうことにより、対象者の現状に即した

最大限の回復の手助けができる。具体的には、「薬を使ってしまった」という報告を受け、

検査結果が陽性であれば当然ながら通報するが、薬物との付き合い方の現状について、対象

者が極力正直に話せるような環境づくりに努めているようだった。 

   

 2、更生保護施設 

（１）薬物処遇重点実施更生保護施設 

覚せい剤取締法違反で保護観察を受けた者のうち、保護観察が開始された時点で更生保

護施設を住居とした人員の推移は近年大幅に増加している（図 8 参照）45。 

 

図 8 更生保護施設を住居とした保護観察開始人員（覚せい剤取締法違反）の推移 

 

注：法務省法務総合研究所編『〔平成 29 年版〕犯罪白書』295 頁から引用。 

 

このような事態を受け、更生保護施設における薬物事犯者に対する処遇の充実を図るた

め、2013（平成 25）年度以降に指定された薬物処遇重点実施更生保護施設ではより充実し

                                                      
44 押切久遠ほか・前掲注（40）33-35 頁。 
45 法務省法務総合研究所編・前掲注（27）295 頁。 
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た重点的処遇が行なわれている。薬物処遇重点実施更生保護施設では、心理の専門資格等を

有する薬物専門職員が配置され、この職員が中心となって処遇を行なっている。以下では、

更生保護施設での取組みの現状を述べ、今後の課題について検討する。 

 

（２）両全会 

両全会は、渋谷区にある女子専用の更生保護施設である。両全会では約 2〜3 ヶ月にわた

る薬物重点施設としての離脱指導と、3 年にわたるローズカフェプロジェクトによる離脱指

導の 2 つの指導が行われてきた。ローズカフェプロジェクトのプログラムは臨床心理士等

の資格を有する大学の研究者が開発したものによって実施されるものであり、リーダーは

臨床心理士の資格を持つ大学教授だった。研究の一環として進められたこのプロジェクト

は、2019（令和元）年 8 月現在では研究期間が終了したため中断しているが、3〜4 ヶ月の

入所期間ではとても足りない指導を、退所後も 1〜2 年間にわたって継続的に行なっていく

方法を模索しつつ、今後新しい形でのローズカフェプロジェクトの再開が計画されている。

現在は、仕事等で外出することの多い入所者の実施可能な時間を個別に検討し、ほぼ毎日

SMARPP-16 を利用した 4 人未満でのグループワークが実施されている。このグループワ

ークを面接方式で行なう場合もある。また、薬物事犯者のうち、刑の一部執行猶予者にも月

に 1 度離脱指導と外注での尿検査を行なっている。 

 

（３）日新協会 

日新協会は荒川区にある男子専用の更生保護施設である。ここでは、認知行動療法を用い

た個別プログラムと、2 種のグループワークの計 3 種の指導が行なわれている。個別プログ

ラムは薬物処遇専門職員が、入所者の都合の良い時間に合わせて行なっており、2018（平

成 30）年度は 42 人に対して 141 回実施している。しかしその 42 人の中で SMARPP－16

を最後まで実施できたのは 11 名にとどまったそうだ。また 2 種類のグループワークは、毎

月第 1 日曜日に実施している薬物依存回復グループワーク「Day by day」（2018（平成 30）

年 4 月より実施）と、毎月第 3 日曜日に行なう薬害ミーティング（2000（平成 12）年 4 月

より実施）である。「Day by day」は外部からの専門講師を中心に、多いときで 8 人ほどの

受講生がグループワークを行なうもので、再乱用を防止するためにどうしていけば良いの

かなどを話し合い、各々が考える場になっている。薬害ミーティングには、おおむね 1 年以

上断薬を続けている NA のメンバーが毎回 2～3 人来所し 4～6 人の対象者に約 1 時間半の

メッセージ活動を行っている。これは NA のメンバーが個人の体験談を話し、回復のメッ

セージを伝える活動である。 

 

（４）旭川清和荘 

 旭川清和荘は旭川市にある男子専用の更生保護施設である。ここでは月 2 回、日曜日の

午前 8〜9 時の 1 時間、10 人前後でグループプログラムを行っている。SMARPP-16 の中
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で全員に共通する 12 項目に絞って実施している。グループプログラムのファシリテーター

は、施設全体の参画意識や融通性の保持のために薬物専門職員以外の施設職員も担当する

という。また、更生保護施設内のプログラムだけではなく、旭川更生保護サポートセンター

で 2014（平成 26）年から実施されているリカバリーセミナー「Polar Bears」に参加する

入所者もいる。このセミナーは再犯防止を目的に薬物やアルコール依存当事者が通所利用

するもので、第 2・第 4 週の木曜日に実施されており、SMARPP-24 を用いたグループプロ

グラムが行われている。旭川清和荘からこのセミナーに参加する入所者は保護観察官と施

設職員で協議し、場の雰囲気を壊すおそれがないと判断され選抜された者のみで、現在は 2

〜3 人が参加している。その際、施設職員が送迎・同席する。 

なお、この「Polar Bears」は当初保護観察所主導で行われたが、現在ではその運営主体

を一般社団法人道北地方物質使用障害研究会に移している。自助グループではなくサポー

トグループとして活動しており、旭川市の再犯防止推進モデル事業となっている。ファシリ

テーターは地域の医療関係者や福祉関係者、保護観察官であり、さらに、アドバイザリース

タッフとして回復当事者も参加し、当事者ならではの視点でアドバイスが行われる。参加者

が正直に話せるよう、担当の保護観察官と保護観察対象者は同席しないよう配慮されてい

る。また、法務省の許可のもと、「Polar Bears」内で聞いた話は誰にも話さないというルー

ルも設定されている。 

 

3、自助団体や民間団体 

（１）NA とダルク 

 NA は薬物依存者で構成される団体の先駆けといえる。活動の中心はミーティングであり、

回復を可能にする 12 の原理である 12 ステップモデルに基づきミーティングが行われてい

る。ミーティングの司会もミーティングの当事者であるメンバー自身が行い、他のメンバー

は薬物依存の経験を順番に分かち合っていく46。 

 NA に影響を受けたダルクは、回復した薬物依存者が各地でダルクを立ち上げ、運営され

てきた。運営方針や活動内容はそれぞれで取り決め、施設の規模や形態、プログラム等も

各々で違っている。各ダルクがそれぞれの地域で、毎日グループミーティングを基本に行い、

薬物依存から回復したいと望む仲間の集まる場所となっている。ダルクが大事にしている

ことは、自分自身の体験から得た経験、薬物をやめ続けようとするモチベーション、将来へ

の希望を分かち合う 1時間程度のミーティングである。ダルクは場を提供するものであり、

内容は基本的に NA のプログラムを行っている。ダルクの役目は、薬物を必要としない生

き方の基礎づくりと、NA への参加を定着させることである。 

ダルクの基本的なプログラムは、午前と午後の 1 日 2 回の NA をモデルにしたミーティ

ングと、夜間に地域で行われている NA のミーティングへの参加である。ミーティングは

                                                      
46 NA ホームページ「NA について」（https://najapan.org/about-na)（2019 年 8 月 31 日閲覧）。 

https://najapan.org/about-na)（2019
https://najapan.org/about-na)（2019
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60～90 分で、討論はせず、「言いっぱなし、聞きっぱなし」というスタイルをとっている。

司会は断薬期間の長い利用者やスタッフが交代で行い、司会者がテーマや話題を決める。参

加者は円形になって他の参加者の顔が見えるようなかたちで座り、話したい者や指名され

た者がテーマに沿って話をする。ダルクの入所者は施設利用中、たとえ断薬に失敗しても、

やり直したいという気持ちがあれば何度でもやり直しができ、どのように取り組むかをダ

ルクは一緒に考え、受け入れる。また、強制的にプログラムを受けさせることはない47。な

お、その場で話したことは他の場所では話題にしないことになっているため、個人の秘密は

守られる。ミーティングにはいくつか種類があり、ダルクを利用する上での様々な問題を、

スタッフを含めたメンバー全員で話し合うハウス・ミーティングや、NA が提案する 12 ス

テップのスタディー・ミーティングであるステップ・ミーティングなどがある。ミーティン

グ以外にも、スポーツや農作業、地域の伝統芸能等を取り入れたプログラムが実施されてい

る場合もある48。 

 また、ダルクでは薬物依存者の家族への支援も行っている。支援の内容としては、例えば、

日本ダルクでは、依存症の家族支援プログラム「Addiction Family Support Program」と

呼ばれる月 1 回の薬物依存症者の家族を対象とした講義やグループワークを行っていたり

49、栃木ダルクでは、相談とサポート（8 クールのファミリープログラムのあとに、本人と

ダルク職員と家族とでこれからの家族関係の再構築を話し合う）を行っていたりする50。 

  

（２）板橋ダルク 

板橋ダルクでは、ダルクの施設長の方にお話を伺った。施設長の方の実感では、保護観

察期間中から板橋ダルクに来る者の割合は、80～90％ほどで、保護観察期間が終了してし

まうことでダルクをやめてしまう者は約半数に及ぶということだった。施設長の方の話で

は、統合失調症や人格障害、摂食障害等の重複障害を有する場合は、ダルクに入所するの

みでは回復率が一般の者に比べて低下することから、病院を受診する方が適切であり、薬

物依存症単体の障害のみであれば、ダルクのミーティングは非常に有効であるということ

だった。 

施設長の方が考えるダルクのルールの核は、家族や友人等の外部との連絡を絶つこと、

お金は職員が管理すること、集団行動をすることの 3 つにある。外部と連絡を絶つことに

ついては、家族が共依存等の状態にある場合はケアが阻害される場合があり、友人は薬物

の提供元となる場合があるためである。職員による金銭管理については、入所者がお金を

管理するとダルクから無断退去してしまう可能性やお酒を買ってしまう可能性があるた

め、集団行動については、悪いことができないという、人による抑止力を生み出すためと

                                                      
47 ダルク『ダルク 回復する依存者たち―その実践と多様な回復支援』（明石書店、2018 年）40-50 頁。 
48 川島佑介「薬物犯罪における再犯防止対策～薬物依存症リハビリ施設『ダルク』の現状と課題～」東京大学公共政

策大学院 2016 年度 A セメスター研究論文（2016 年）20 頁。 
49 日本ダルクホームページ「ご家族の方へ」（http://darc-ic.com/family-3-2/）（2019 年 10 月 18 日閲覧）。 
50 ダルク・前掲注（47）148-149 頁。 

http://darc-ic.com/family-3-2/）（2019年10月18
http://darc-ic.com/family-3-2/）（2019年10月18
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いう理由がある。また、仲間をつくることも重要視しており、健全な集団形成を学んでも

らうという目的がある。 

板橋ダルクでは、薬物を使用しているときには就労は勧めないが、前向きに社会に出たい

という意思のある利用者に対して就労プログラムや社会復帰訓練プログラムを実施してい

る。就労プログラムにおいては、自助グループに通えるように配慮しながら行っている。1

週間に 2 回働くところから、少しずつ増やしていく。 

 

（３）NPO 法人アパリ（APARI） 

アパリの正式名称は、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で、

ASIA PACIFIC ADDICTION RESEARCH INSTITUTE の頭文字を取って、アパリ

と呼ばれる。2000（平成 12）年に設立され、既存の医療や司法システムの考え方にとらわ

れず、国境を越えて依存症の予防・回復支援に必要な情報、プログラム、人材の育成、ネッ

トワークの構築を目指している。アパリでは主に、司法サポート、薬物検査キットの販売、

ダルクや医療機関の紹介を行っている。司法サポートの具体的な内容は以下の通りである。

まず、司法段階においては、アパリと連携しているダルクの施設において、保釈を許可され

た者にプログラムを提供し、裁判でその進捗状況を提示している。保釈が認められなかった

者には通信リハビリプログラムを提供する。執行猶予の言渡しを受けた者にもダルクへの

入寮を勧める。矯正段階では、受刑者に、通信リハビリプログラムを提供したり、受刑中に

引受人となり、帰住地をダルクなどに設定できるよう紹介したりしている。また、出所日に

はアパリのスタッフが迎えに行き、帰住先であるダルクに入寮後、プログラムを提供する。

ダルクが薬物依存の当事者による活動であるのに対して、アパリは医療、法律、福祉等の専

門家による支援活動である51。 

 

4、精神保健福祉センター 

（１）精神保健福祉センター 

 精神保健福祉センターは、精神保健及び精神障害者福祉に関する総合的技術センターで

ある。精神保健福祉センターにおいて薬物依存症相談等の支援を行うことの意義は、一般的

に専門機関に比べて足を運ぶことへの抵抗感が少なく、家族の利用が多いという意味で早

期介入が可能である点、医療や精神保健福祉サービスのみならず、居住、就労、子育てとい

った幅広いサービスを提供することが可能である点、本人と家族の両方を視野に入れた支

援が可能である点等が挙げられる。なお、全国の精神保健福祉センターで薬物の相談を受け

付けているが、各地の事情により精神保健福祉センターの体制や業務は若干異なっており、

全国にわたって同様のサービスが提供されているわけではない52。 

                                                      
51 アパリホームページ「アパリについて」（apari.or.jp/）（2019 年 11 月 2 日閲覧）。 
52 近藤あゆみ＝白川教人＝田辺等「知っておいてほしい精神保健福祉センターの可能性と課題」精神治療学 32 巻 11

号（2017 年）27-29 頁。 
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（２）東京都立多摩総合精神保健福祉センター 

 以下では、薬物依存症に対する支援を積極的に行っている東京都立多摩総合精神保健福

祉センターにおける取組みを紹介する。以下の内容は、東京都立多摩総合精神保健福祉セン

ターで聞き取り調査を実施した際にいただいた東京都立多摩総合精神保健福祉センターの

「事業概要（令和元年度版）」から一部抜粋したものである。 

 東京都立多摩総合精神保健福祉センターでは、①個別相談、②再発予防プログラム、③家

族教室の三本柱で事業を実施している。 

① 個別相談 

 「こころの電話相談」に依存の問題等に関する相談があり、来所面談の希望があれば、個

別相談枠で予約を受ける。その後、必要に応じて再発予防プログラム、家族教室の案内を行

う。相談内容は治療や回復の問題にとどまらず、違法薬物の使用や所持をめぐる裁判や借金、

浪費等の債務整理、DV や家族間紛争、気分障害や発達障害との重複等、多岐に渡る。 

 

②再発予防プログラム「タマープ」（TAMARPP） 

 認知行動療法のテキストを用いた 1 クール 8 回のプログラムであり、薬物やアルコール

等の問題で困った経験があり、それらを使わない生活を送りたいと考えている当事者を対

象に 2007（平成 19）年から実施されている。再発に至る流れを理解し、再使用の引き金を

特定し、引き金を避ける生活を計画的に組み立てることをテーマにしており、週 1 回、回復

者スタッフのサポートを得ながら実施している。 

 

③家族教室 

 薬物やアルコール等の問題を抱える人の家族を対象として週 1 回実施している。精神科

医師、ソーシャルワーカー、司法書士、弁護士、自助グループ、依存症回復支援施設スタ

ッフ等の外部講師による講義とともに、多摩総合精神保健福祉センターの職員による講義

とグループワークを組み込んで、依存症についての正しい知識と適切な対応について学ぶ

機会を提供している。通常、家族教室は個別相談を受けた家族のみを対象としているが、

家族教室の拡大版として、多摩地域の関係機関職員や個別相談を経ていない家族まで対象

を広げた公開講座も年 4 回実施している（表 1 参照）。病院や保健所、保護観察所等から

教室参加を前提にした家族の紹介も多い。 

関係機関との連携については、家族教室及び再発予防プログラムともに病院や保健所、他

の都道府県の精神保健福祉センター、弁護士等の関係機関職員・関係者の見学を随時受け入

れている。再発予防プログラムの適切な理解、運用の普及を図るため、地域関係機関職員を

対象に「TAMARPP ファシリテーション研修」を実施している。2018（平成 30）年度は 4

機関から 7 名の参加があった。 
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             表 1 家族教室実施プログラム 

テーマ  

A 依存症とは  

B 依存症と医療の役割  

C 依存症と借金の問題  

D 家族の対応  

E 回復とは  

F 精神科医による Q&A  

公開講座  

家族の対応～実践編（グループワーク）  

トピックス講座 

注：東京都立多摩総合精神保健福祉センター「事業概要（令和元年度版）」43 頁より 

筆者作成。 

 

 このほか、例年、東京保護観察所立川支部主催の保護者会、身元引受人会に講師として参

加し、多摩総合精神保健福祉センターでの薬物・アルコール等相談事業の取組みを紹介して

いる。東京保護観察所立川支部とは、2013（平成 25）年より法務省地域支援ガイドライン

試行等事業の連携モデル事業に協力し、2015（平成 27）年からは薬物依存者等処遇の連携

事業として、多摩総合精神保健福祉センターの個別相談、再発予防プログラムの利用を観察

対象者に対して受け入れている53。 

 

第２節 課題の検討 

 

 保護観察終了後や更生保護施設退所時等、薬物事犯者が社会に出た後にはいくつかの区

切りがあり、そのたびに環境の変化が訪れる。つながりが切れやすくなる時期に、いかに円

滑に他の支援機関・団体への橋渡しをし、薬物事犯者が頼れる人や場所を見つけることがで

きるかという点が、更生保護などの領域における課題である。再使用の歯止めとなる簡易薬

物検出検査の機会や指導を受ける機会、グループミーティング等の参加の機会がなくなっ

てしまえば、断薬のモチベーションを保ちにくくなることが予想される。保護観察終了後や

更生保護施設退所後の支援団体としては、ダルク等が考えられるが、保護観察期間のうちか

らダルク等につながることを検討する者が少ないという現状や、ダルクや NA にあまり良

い印象を持っていない者や早期に就労することで自立を望む者はつながりにくいという現

状がある。このことを考えると、薬物依存者の動機づけの機会を増やしたり、社会内に、よ

り多様な団体やプログラムが用意されたりすることが望ましい。薬物事犯者の中には、刑の

                                                      
53 東京都立多摩総合精神保健福祉センター「事業概要（令和元年度版）」40-48 頁。 
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一部執行猶予について十分な説明を受けておらず、理解が不足したまま刑の一部執行猶予

を言い渡され、後に長期にわたる保護観察期間に不満を抱く者もいるという現状がある。十

分な情報提供と動機づけがなされることが必要である。 

また、更生保護施設においては、第 3 章第 1 節の 2 の（2）（3）で触れた両全会のローズ

カフェプロジェクトや日新協会の「Day by day」のように、施設を出たあとも数年単位の

期間で指導を受けられる支援体制は、薬物事犯者にとって大きな支えとなるはずである。 

 自助団体、民間団体においては、断薬のモチベーションを長期的に保つことが重要である。

板橋ダルクの施設長の方から伺った話では、グループミーティングにおいて、仲間とのつな

がりを確立し、自分のことを話し、仲間の話を聴けるようになるには時間がかかるというこ

とである。そのため、保護観察期間が終了すると半分ほどの者がダルクをやめてしまうとい

う現状や、刑務所から早く出たいがためにダルクへ入所する者もいるという現状がある。 

各機関・団体の社会における役割や位置づけ、目標は様々である。だからこそ、各機関・

団体がそれぞれの利点を生かして互いにサポートし合い、出所後等の薬物事犯者にとって

支援を受けられる機関・団体の選択肢の幅が今後さらに広げられていくことが重要である。  
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第 4 章 医療機関における取組み   

 

第 1 節 医療的支援の必要性 

 

１、医療機関の位置づけ 

医療機関は薬物依存について、医療の面から支援を行い、回復を促す機関である。 

従来、覚せい剤取締法などで所持等が禁止されている薬物の使用については、医療の問題

ではなく、司法において解決するものであるという考えが多数であった54。しかし、今日に

おいては、薬物依存症は病気であり、医療機関での治療が必要である、という考えが少しず

つ浸透し始めている。このことについて考察する上で、まず、薬物依存からの回復において

の、医療的支援の必要性について述べる。 

 

２、精神障害との併発 

薬物依存は、精神障害によって引き起こされたり、また精神障害を引き起こしたりするこ

とも少なくない。例えば、薬物を断とうとしたことへのストレス解消として、アルコールや

パチンコに逃げたことによりアルコール依存症やギャンブル依存症になってしまうことが

挙げられる。このように複数の依存症になってしまうことをクロス・アディクションという。

また、摂食障害との併発も挙げられる。摂食障害はダイエットへの意識から起こる場合が多

く、やせられることを売り文句にされることがある薬物についても依存してしまうケース

がある55。このように複数の障害を併発することを重複障害という56。複数の依存症や精神

障害を併発すると、その依存したものに時間を費やしてプログラムに来なくなることなど

が考えられる。また、新たになった依存症や精神障害が更なる依存症や精神障害を引き起こ

すという負の連鎖に陥る危険性もある。このようなことが起こらないために、しっかりと対

処しなければならないが、複数の精神疾患に対処するには精神医療による対応が不可欠で

ある。 

 

３、ダルクや NA との違い 

日本には、ダルクや NAなどといった民間のリハビリ施設や自助団体が存在し、薬物依存

者の回復を支えているが、さらに医療機関による支援も必要であると言える。 

まずはダルクに関して述べる。我々が訪問したダルクでは、外部との連絡を断ち、就労し

ないことを原則としていた。このことは、薬物から離れた環境に身を置き、また薬物を購入

                                                      
54 松本俊彦『薬物依存臨床の焦点』(金剛出版、2016 年) 17-18 頁。 
55 松本俊彦・前掲注（54）31 頁。 
56 石塚伸一『薬物政策への新たな挑戦―日本版ドラッグ・コートを越えて』（日本評論社 2013 年）30 頁。 

 



   

 

32 

 

するための金銭を所有しないことで薬物が手に入らない状態になるため、断薬には大変有

効な手段である。しかし一方で、すでに社会生活に適応していた者にとっては、社会から距

離を置くことはデメリットにもなり得ると考えられる57。また、ダルクに入寮すると他の入

寮者とともに集団生活をすることになるが、薬物依存者の中には集団生活が苦手な者もい

る。また、NA はミーティングを行い、お互いの依存症の回復の手助けをする団体である58。 

対して医療機関では、ミーティングも行われることはあるが、NA との違いとして精神科

医などの専門家による集団認知行動療法などの心理学に基づいた治療が行われる点が挙げ

られる。 

このように、薬物依存者と一括りに言ってもその者の性格や置かれた状況によって、支援

方法が変わり、また各機関・団体についても支援できる点がそれぞれ異なっており、必要で

あれば複数の機関・団体を併用する可能性もある。つまり、薬物依存者が具体的にどのよう

な支援を必要としているかによって、どこの機関を利用するか異なり、そのため医療機関に

ついても選択肢の一つとして必要になってくる。 

 

４、刑務所や保護観察所のプログラムとの違い 

このことは、刑務所や保護観察所のプログラムとの違いについても言うことができる。近

年、刑務所において薬物依存離脱指導、保護観察所においては薬物乱用防止プログラムを行

うなど、薬物依存症の薬物事犯に対して司法ではなく医療の観点からの処遇が行われ始め

ている59。これにより刑務所や保護観察所において依存症を病気としてとらえ、その病気を

回復させるという意識のもと処遇が行われ始めている。しかし、薬物依存は完治するもので

はなく、薬物を使用しない期間を延ばしていくことで回復していくもので、大変長い期間の

治療が必要である。つまり、薬物依存の治療は、その「治療を貯金」できるものではないた

め、いくら刑務所や保護観察所でプログラムも受けても、その期間が終わった後何もしなけ

れば薬物依存が復活してしまう可能性が高いのである60。特に刑務所は薬物が手に入らない

状況であるため、実際に社会で生活している環境とは異なる。大切なのは社会に出た後も薬

物を使用しないことであるため、継続的な治療が必要なのである。つまり、出所後、保護観

察期間終了後も社会生活をしながら治療を続けていかなければ意味がないのである。 

また、刑の一部執行猶予制度により薬物事犯者が以前よりも早い段階から社会内で処遇

され始め、社会内処遇を受ける薬物事犯者は増加することが予想される。実際、2017（平成

29）年の覚せい剤取締法違反における保護観察開始人員のうち全部・一部執行猶予の人数は

592 人であり、全部執行猶予のみであった 2016（平成 28）年の 437 年から増加している

61。そのため、刑務所や保護観察所とは異なる機関における治療の需要はこれから益々増え

                                                      
57 中村恵「民間回復施設・家族会と連携した精神科医療機関での地域支援」司法精神医学 8 巻 1 号（2013 年）64

頁。 
58 ナルコティクス・アノニマスホームページ（https://najapan.org/）（2019 年 8 月 29 日閲覧）。 
59 法務省法務総合研究所編・前掲注（27）51-54 頁。 
60 松本俊彦・前掲注（54）18 頁。 
61 法務省法務総合研究所編・前脚注（1）147 頁。 
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ていくと思われる。つまり、医療機関による医療的支援が重要となってくるのである。 

 

第 2 節 現状の取組み 

 

1、全国の医療機関の現状 

2018（平成 30）年現在、国内 41 か所ある精神科医療機関で SMARPP をベースにした

認知行動療法プログラムが実施されている62。例として埼玉県立精神医療センターでは

LIFE、独立行政法人国立病院機肥前精神医療センターでは SHARPP が挙げられる。この

プログラムの実施にあたり、SMARPP の開発者である松本俊彦氏がセンター長をしてい

る薬物依存症センターから指導や助言を受けたり、また地域のダルクとも連携したりして

いる医療機関もある。このように共同で支援をすることは、プログラムだけでは安定した

断薬生活を獲得できない者をダルクにつなげられる、精神保健福祉センターなどの専門職

援助者の薬物依存症に対する忌避的感情や苦手意識を克服できる、援助技術が向上する等

のメリットがある63。 

 

2、違法薬物に関する医師の対応 

 患者の薬物使用に関して、医師は警察に通報をすることは義務付けられていない。ま

た、刑法には「医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこ

れらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り

得た人の秘密を漏らしたときは、6 カ月以下の懲役又は 10 万円以下の罰金に処する」とあ

る（刑法 134 条 1 項）。実際に薬物検査で陽性反応が出た場合でも、警察に通報したり本

人の承諾なく証拠として提出したりすることはないと公言している病院も存在する。一方

で、判例においては犯罪を告発することは医師の守秘義務に違反しないとされている64。

さらに、刑事訴訟法には、「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思

料するときは、告発をしなければならない」とある（刑事訴訟法 239 条 2 項）。この点に

つき、公立病院の医師は通報義務があるという意見と、公立病院の医師も守秘義務が優先

されるという意見に分かれている。このように、通報するべきか否かついては現在明確な

基準は存在しない。 

 患者を診察するにあたっては、覚せい剤の慢性中毒者65は、精神保健福祉法における措

置入院の対象であり、自傷他害のおそれがあるため、精神保健指定医の診察を検討する必

                                                      
62 国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所「SMARPP などの薬物依存症に対する認知

行動療法プログラムの国内実施状況（2019 年 4 月 1 日現在）」

(https://www.ncnp.go.jp/nimh/yakubutsu/pdf/SMARPP_20190401_190730.pdf)（2019 年 10 月 31 日閲覧)。 
63 松本俊彦・前脚注（54）13-14 頁。 
64 最高裁判所判例委員会『最高裁判所刑事判例集 59 巻 6 号』（判例調査会、2006 年）600 頁。 
65 長期の薬物摂取により、体内に支障が出ている状態。 

 

https://www.ncnp.go.jp/nimh/yakubutsu/pdf/SMARPP_20190401_190730.pdf
https://www.ncnp.go.jp/nimh/yakubutsu/pdf/SMARPP_20190401_190730.pdf
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要がある。急性中毒症状がある場合は、入院による経過観察を勧め、精神科医や精神保健

福祉士を通して依存症の治療を行うことが大切である。 

また、直ちに専門施設や救急外来へ搬送する必要がなければ、患者に、薬物使用に対し

て説教や訓示ではなく、適切な情報を伝え、同時に、薬物使用の危険性だけでなく、上記

のような自助グループや医療機関を勧めることも大切であるといわれている66 。 

 

3、医療機関調査結果 

（１）国立精神・神経医療研究センター（NCNP 病院） 

 NCNP 病院では、薬物依存の治療に関して薬物依存症センターが設置されている。そこ

では週 1～2 回の外来治療を基本とし、医師の診察と SMARPP を実施している。外来治療

で断薬できない場合には、治療と並行してダルクや自助グループへの参加を促し、それでも

断薬できない場合は、短期間の解毒入院をして物理的に薬物を断った後、再び外来治療に戻

るという方法をとっている。それでもなお、再使用が続く場合には、ダルクへの入寮を勧め

ている。 

また、臨床研究が行われ、危険ドラッグの成分分析や毒性評価、新たな心理社会的治療プ

ログラムの開発や薬物療法などの生物学的治療法の開発を行い、その研究成果を迅速に臨

床に還元する。具体的には、薬物依存症家族支援プログラムの開発と効果に関する研究、入

院患者の薬物関連精神障害に関する観察研究、精神科治療薬の適正使用のための薬・薬連携

に関する研究等が挙げられる67。 

 ほかにも、薬物問題を抱えた家族向けに、月に一度、依存症や薬物依存者本人への適切な

関わり方を学び、家族の心と体の健康を守ることを目標に、参加費無料の心理教育プログラ

ムを実施する。 

 さらに、他の医療機関や支援団体との連携も行われており、例えば前述したように、

SMARPPを実施する支援機関への指導を行っている。特に東京都の機関に力を入れており、

保健所、精神保健福祉センターへの定期的な助言者の派遣や68、東京保護観察所立川支部と

の連携し、薬物事犯者集団処遇プログラムの立ち上げも行っている69。また、新患カンファ

レンス、症例研究会等も定期的に実施している。 

 

（２）大石クリニック                           

神奈川県から依存症専門医療機関として選定されている病院である。通常の生活を乱さ

ずに治療を受けてもらうため、外来診療のみ行っている。 

                                                      
66 松本俊彦・前掲注（54）64-65 頁、67 頁。 
67 国立精神・神経医療研究センターホームページ「薬物依存症センター」

（https://www.ncnp.go.jp/hospital/guide/sd/drug-addiction.html)（2019 年 10 月 18 日閲覧）。 
68 松本俊彦＝島陽一「第 65 回日本矯正医学会総会の記録」矯正医学 67 巻 3 号（2019 年）65-66 頁。 

69 国立精神・神経医療研究センターホームページ「薬物依存症外来」

（https://www.ncnp.go.jp/hospital/patient/special/drug-addiction.html)（2019 年 10 月 18 日閲覧）。 

https://www.ncnp.go.jp/hospital/guide/sd/drug-addiction.html)（
https://www.ncnp.go.jp/hospital/guide/sd/drug-addiction.html)（
https://www.ncnp.go.jp/hospital/patient/special/drug-addiction.html)（2019
https://www.ncnp.go.jp/hospital/patient/special/drug-addiction.html)（2019
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①一般外来コース（週 1～2 回、月に数回の定期通院で診療・投薬）、②ビジネスマンコ

ース（平日の夕方 18：30 までの夜間診療、または、土曜日午後の診療）、③薬物を使わな

い生活リズムを習慣づけるためのデイケアコース（月曜日～土曜日まで毎日または、利用

日を決めて、9：00～15：00 までをデイケアで過ごし、必要な診察と治療プログラムを受

ける）、④患者に対応しきれない家族のための家族向けコース、⑤病気が原因で現在失職

中、または、リワークコース70で復職できなかった人対象の就労支援コース（ハローワー

クや関係者との連絡・相談にも対応）の 5 種類が用意されている。 

他にも、本人・家族の希望がある場合のみ、尿検査を行っている。陽性反応が出ても警

察に通報しないということを徹底し、本人の同意なしでは証拠にしない。しかし、そのま

まにして終わらせるのではなく、医師と患者で相談し、ミーティングで題材にし、改善を

目指す。 

 また、大石クリニックの特徴として、患者が裁判中に治療を受けられ、さらに、その為

の集中治療プログラムを患者が受けることによって、医師は裁判所に提出できる診断書等

の書類作成が可能になっている。そのため、患者は裁判前に診断書をもらうために弁護士

に勧められて来院した人が大半である。裁判段階での治療が可能なことにより、患者は早

く治療を受けることができると同時に、問題が起きた直後であるため、治療意欲が高いと

考えられる71。他は、一緒に勾留されていた人や刑務所に収容されていた人から存在を聞

いて連絡してくる人、家族が連絡をしてきた人、自治体から紹介された人が少数いる。 

 他にも、県警や精神保健福祉センターや自治体向けの講演、自治体が開催している家族

会への出張、刑事施設におけるカウンセリング、テレビ取材や医療関係者の見学の受け入

れも行っている72。 

 

第３節 課題の検討 

  

上述のように、医療機関でも様々な取組みが行われているが、一方で都道府県や政令指定

都市が指定する薬物依存症の専門医療機関は全国で 38 か所に留まり、東北地方に至っては

全くなく、九州地方にも 1 か所しかない状態である73。さらに専門治療を標榜していない医

療機関は専門ではないことを理由に依存症患者の受け入れを拒否してしまう場合もある。

このように現状の医療機関による支援は希薄であり、薬物依存症に対する支援はクロス・ア

                                                      
70 大石クリニックホームページ「リワーク支援」（www.ohishi-clinic.or.jp/rework.html）（2019 年 11 月 2 日閲覧）大

石クリニックで行われている復職支援のこと。休職後の職場復帰に向けて段階を踏んで復職準備を支援する。具体的に

は、パソコン作業などオフィスワークを用いて意欲、集中力、作業能力の回復、セルフ・ケアと再発予防の習得などを

行っている。また、職場の上司や産業医、保健師との面談や、情報提供書の提出にも対応する。 
71 大石クリニックホームページ「司法への対応」（www.ohishi-clinic.or.jp/lawyer.html）（2019 年 11 月 2 日閲覧）。 
72 大石クリニックホームページ「薬物依存症 治療プログラム」（http://www.ohishi-clinic.or.jp/sono_yaku_3.html） 

（2019 年 10 月 18 日閲覧）。 
73 依存症対策全国センターホームページ（https://www.ncasa-japan.jp/you-do/treatment/treatment-map/） 

（2019 年 9 月 1 日閲覧）。 

 

http://www.ohishi-clinic.or.jp/lawyer.html
http://www.ohishi-clinic.or.jp/lawyer.html
http://www.ohishi-clinic.or.jp/sono_yaku_3.html
http://www.ohishi-clinic.or.jp/sono_yaku_3.html
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ディクションや重複障害74の問題があるか、またどのような支援がその患者にとって最良の

選択かを見極めることなくダルクや NA などの民間リハビリ施設や自助団体に任せきって

しまっているように見える。そして、支援を受けられる機関・団体が限られると、そこが自

分に合わなかった者は頼れる先がなくなってしまう。さらに、ダルクや NA に多大な期待

を寄せると、スタッフがその対応に追われ、本来の目的であった仲間との交流の時間がそが

れてしまう75。 

この現状を打開するためには、医療的支援を受けられる機関の増加が必要である。この点

について、対応可能な医師を増やす考えと、専門機関を増やす考えの二つがある。前者は薬

物依存症患者の中には睡眠薬・抗不安薬などの依存症も存在し、すべての医師が薬物依存症

に対する知識を持つべきであること、近所の精神科医で治療ができたら患者の負担が減ら

せることなどから精神科医ならばある程度は薬物依存症の治療ができるべきである、とい

うものである。また、後者は、依存症の治療には、ミーティングなど集団での治療が多いこ

とから、専門知識と専門的な治療に対応可能な人材に加え、それを行うために一定の患者数

が必要であるため、専門医療機関を増やしてくべきである、というものである。どちらがよ

り良いかについては議論が分かれるところではあるが、どちらにせよ薬物依存の長期的な

治療ができる医療機関を増やしていく必要がある、という所は同じである。 

現状では、医療機関を増やすためには様々な課題がある。まず、医師の薬物依存症に対す

る不安感である。医学教育の中では薬物依存症に関する教育はほとんど行われておらず、薬

物依存症が回復しうる病気であることを、実感をもって体験している医療者は非常に少な

い。これに対しては、行政機関やすでに薬物依存症治療を行っている医療機関が、新たに依

存症治療を始める機関をサポートする、という策が考えられる。実際に法務省と厚生労働省

連携し、2016（平成 28）年 4 月から、依存症集団療法の実施が診療報酬（340 点）の対象

となった76。すでに薬物依存症の治療をしている医療機関においては、治療プログラム実施

の指導や、取材や医療関係者の見学の受け入れを行っている。 

また、上にも述べたが、守秘義務と通報の基準が不明確である。この不明確さにより、薬

物依存症者がスリップ等をしてしまった時の対処の仕方を医師わからず薬物依存症の治療

を避けてしまう場合がある。この点については、通報されるとなれば、薬物依存者はスリッ

プしてしまった際に病院に行かなくなってしまうことが懸念され、治療が止まってしまう

ため、薬物依存症の回復を考える上では、公立病院・私立病院関係なく守秘義務を優先する

べきではないだろうか。つまり、公立病院の場合であっても医者の守秘義務が明確に優先さ

れるような法整備が必要であると考えられる。実際、調査をした NCNP 病院や大石クリニ

ックでは、秘密が守られる方が患者はスリップしたときなども安心して話すことができる

                                                      
74 松本俊彦・前掲注（54）7 頁。 
75 石塚伸一・前掲注（56）2 頁。 

76 厚生労働省ホームページ「診療報酬の算定方法の一部を改正する件（告示）」（https://www.mhlw.go.jp/file/06-

Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000114820.pdf）（2019 年 10 月 31 日閲覧）。 

 

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000114820.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000114820.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000114820.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000114820.pdf
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ため、通報しないとしているという。 

さらに、薬物依存症の治療ができる医療機関の数が増えただけで患者がその存在を認知

しなければ意味がない。現在、刑務所内の処遇において SMARPP を使用したり、大石クリ

ニックのスタッフが横浜刑務所にカウンセラーとして派遣されたりなど医療機関と他機関

の連携が行われている。これにより医療機関のプログラムに触れる機会が得られ、また大石

クリニックのスタッフは医療機関という選択肢を積極的に紹介することで、受刑者の記憶

に残るようにしているという。このような医療機関が他機関と連携するという取組みを全

国の刑事施設や保護観察所、精神保健福祉センターや民間団体に至るまでに広げていくこ

とで、より多くの患者が助けを必要としたときに候補の一つとして医療機関を挙げるよう

になると思われる。 

このように、医療機関が依存症の治療をためらう原因となっている課題を解決していく

ことで医療機関の数が増加し、またその存在を周知させることで、薬物依存患者がどこにい

ても頼ることのできる選択肢の一つとして医療機関を挙げることができるようになるので

はないだろうか。 
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総括 

 

1、研究報告 

 本研究のテーマは、「薬物事犯者に対する更生支援」であった。第 1 章では薬物事犯者の

現状として、再犯者率等の薬物事犯者を巡る具体的なデータと多くの薬物事犯者が抱えて

いるとされる薬物依存症のメカニズムを示した。ここで注目すべき点は、全体の再犯者率と

覚せい剤事犯者の再犯者率の差、さらにその差をもたらしていると考えられる薬物依存の

病理的メカニズム及び心理的要因である。薬物依存は「報酬系」と呼ばれる神経回路が薬物

使用の快楽を記憶することで精神依存を起こすことにより発生し、そのような薬理的作用

及び薬物使用の背景にあるとされる心理的な痛み、すなわちその人が抱える「生きづらさ」

が依存症からの回復と更生を阻害する。つまり、薬物依存を抱える薬物事犯者に対しては以

上を踏まえた更生支援が必要であり、そのためにはどのような支援が必要か検討すること

が重要だと考えた。 

第 2 章では矯正における薬物事犯者への取組みとして、主に刑務所における薬物依存離

脱指導について述べた。刑務所では、必修、選択、専門の 3 つのコースに分かれた段階別の

薬物依存離脱指導が行われ、必修は対象者全員が受けることとなっている。選択や専門では

ダルクや NA のメンバーを招いたミーティングや認知行動療法による治療が行われている

が、受講は任意（もしくは職員が選ぶ形）となっている。そのため、出所後の「つながり」

を持つ機会が限られてしまう場合も考えられる。出所後の「つながり」を持つためには、刑

務所と他機関との連携不足を課題として挙げた。調査に伺った刑務所では、保護観察所や更

生保護施設との薬物依存離脱指導の結果の共有や出所者に精神保健福祉センターに行くこ

とを勧める等にとどまっている場合が多かった。しかし、特に保護観察対象者でない薬物事

犯者が刑務所出所後につながりを持ち続けるためには、刑務所が直接的に依存症回復のた

めの自助団体や民間団体、もしくは医療機関に斡旋することも重要だと考えた。この点、札

幌刑務支所で現在進行中である女子依存症回復プログラムのモデル事業や栃木刑務所で行

われている再犯防止推進計画に基づいたモデル事業が参考になる。 

第 3 章では、更生保護などの領域における薬物事犯者への取組みとして、保護観察所、更

生保護施設、自助団体、精神保健福祉センターの取組みについて述べた。刑の一部執行猶予

制度の導入により、更生保護などの領域で処遇を受ける期間は大幅に伸びる。そのため、こ

こでの処遇や取組みが薬物事犯者の更生に向けては重要だといえる。第１に、保護観察所で

は、専門的処遇プログラムの一環として、薬物再乱用防止プログラムでのグループワークや

個別面接、任意による簡易検出検査を通じた保護観察対象者の薬物依存離脱支援が行われ

ている。そして、現時点における保護観察所と他機関との連携として、刑務所と保護観察所

との間での薬物依存離脱指導の結果の共有がある。また、東京保護観察所では、ステップア

ッププログラムの一環として、ダルクの見学を通じて保護観察対象者にダルクを体験して
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もらう活動を行っている。また、医療機関や精神保健福祉センターとの連携では、主に引受

人会や家族会との協力が行われている。第 2 に、更生保護施設では、薬物処遇重点実施更生

保護施設として指定されているうちの 3 つの施設で調査を行い、それぞれの施設の取組み

を述べた。それぞれの施設において、個別面接形式や認知行動療法を用いたグループワーク

が実施されており、退所者向けのグループワークも行われている例もあった。第 3 に、ダル

クや NA に代表される自助団体では、12 ステップに基づく「言いっぱなし、聞きっぱなし」

のミーティングを通じて、自分の今までの「生きづらさ」を見つめなおし、ゆっくりと薬物

依存症から回復していくという取組みがされていた。近年では、刑務所や保護観察所のプロ

グラムに協力しているダルクや NA も存在する。第 4 に、精神保健福祉センターでは、公

的な相談機関として、薬物依存者やその家族からの相談を受けつけている。また、SMARPP

を改良したプログラムを実施している精神保健福祉センターも存在する。以上の更生保護

などの領域での取組みにおいて、課題として共通で挙げられるのは、他機関との連携だと考

えた。特に、支援の切れ目となりやすい保護観察終了時や更生保護施設退所時に次の「拠り

どころ」となる支援先へ薬物事犯者をつなぐために他機関とのより円滑な連携と継続的な

支援を図る必要があると考えた。 

第 4 章では、医療機関における薬物事犯者への取組みとその現状について述べた。重複

障害やクロス・アディクションの場合等 12 ステップによるミーティングでは十分な回復が

難しい者にとって、もしくはダルクや NA 以外に薬物事犯者がつながりを得る「居場所」と

して医療機関が果たす役割は大きいと考えた。しかし、薬物依存症の専門治療機関は地域分

布が偏った状態でしか存在しておらず、また数も十分とはいえない。そのため、課題として、

依存症に理解のある医師を増やし、薬物依存症を長期的に治療することができる医療機関

をどのように増加させるかという点が挙げられる。課題の解決のためには、まず、医療関係

者が薬物依存者に対して抱える不安に寄り添い、解決を目指す姿勢が必要である。また、薬

物依存症専門の医療機関について必要としている薬物事犯者にきちんと認知されるために、

刑務所や保護観察所、精神保健福祉センター等と連携を積極的にすることも重要である。刑

務所や保護観察所等のプログラムに医療機関が積極的にかかわることで、薬物事犯者に薬

物依存症専門の医療機関をアピールすることができ、社会に出た後の支援先の一つとして

医療機関が挙げられるようになるだろう。 

以上のように、各章に共通した要素として、薬物事犯者が自分の抱える「生きづらさ」と

折り合いをつけ、薬物依存症から「回復」をし、社会の中で生きていくためには薬物事犯者

に対して包括的及び継続的な支援の必要性と、薬物事犯者が自分に合った支援を見つけら

れるために支援の選択肢を広げることが重要であると述べた。また、共通する問題として薬

物事犯者に関連する機関等同士で直接的な連携が十分に図れていないことなどの要因から、

支援の切れ目が生まれてしまい、包括的及び継続的な支援が困難になっていることを挙げ

た。また、薬物依存症からの回復を図るための「居場所」となる社会資源の少なさから、自
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分の性格や性質に合った回復のための「居場所」を発見しづらくなってしまうことも可能性

として考えられる。これもまた、薬物事犯者を更生から遠ざけてしまう一因と推察される。  

支援の切れ目は、薬物事犯者を人との「つながり」から遠ざけてしまう一因となる。「つ

ながり」とは、薬物事犯者を適切な支援者につなぐという面だけでなく、より根本的に「孤

立」を防ぎ、一人で問題を抱え込ませず、常に誰かの存在とともに社会の中で更生していく

ことにつながっていく。第 1 章でも述べた通り、薬物依存症は脳の障害であるだけでなく、

依存者が社会の中で生きていく中で抱える「生きづらさ」、すなわち心理的な痛みがその原

因になっていると考えられている。そして、自分の抱える「生きづらさ」について、自分だ

けで気づき、自分の力のみで向き合うことは難しいと考えられる。薬物依存症回復のための

適切な治療や処遇、取組みにつなぎ続け、薬物事犯者が「つながり」を持ち、その中で他者

との会話や交流を通じて、自分の抱える依存症や「生きづらさ」について気が付くこと、さ

らに自分で向き合うためのきっかけとして、上記で述べた「居場所」の多様性と長期の継続

的な支援を行うことのできる制度作りが重要となる。 

 

２、おわりに 

 薬物事犯者をめぐる関連機関・団体を訪問していく中で、司法分野の方から医療福祉分野

の方、また薬物依存症の当事者がかかわる自助団体の方まで幅広い分野に属する支援者の

話を伺った。その中で、非常に多くの方から、「薬物事犯者は実は真面目な性格をしている

人が多い」と伺った。真面目な性格故に自分に降りかかるストレスに正面から対峙してしま

い、上手く対処ができず、薬物に頼ってしまうそうだ。 

このお話を伺って、そのような「生きづらさ」は、すべての人に少なからず存在するので

はないかと思った。もちろん薬物事犯者と薬物を使用してこなかった私たちとの間には、経

験してきた「生きづらさ」に大きな隔たりがある。東京保護観察所で薬物事犯者についてお

話を伺った際に「薬物使用をした人の中には、薬物なしでは越えられなかった辛さを経験し

た者もいる。薬物以外に頼れる人、物がないことが薬物使用の大きな要因だ。そのため、そ

うした人々の辛さを勝手に解釈して、軽々しく共感はできない。自分を疑うことも必要だ。

自分の苦しさを相手の苦しさと比べて、同じとか違うとか言うことは、相手を傷つけること

になる」といった趣旨のことを仰っていた。このお話のように薬物事犯者に限らず、他人の

苦しさや辛さに自分の経験という物差しから安易な共感はできないし、してはいけないと

思う。しかし、薬物事犯者の抱える「生きづらさ」が、私たちが人生の中で大なり小なり抱

える「生きづらさ」と全く異なるかと言われたら、それも違うと考える。同じ社会を生きる

人間として、そうした人々が薬物依存へ至ってしまった背景に理解を示すことはできるの

ではないかと感じている。例えば、誰しも生活していく中で何かしらのストレスや辛さを感

じることはあるだろう。その中で、私たちは自分を癒してくれる趣味や家族、友人の存在に

救われ続けている。調査で伺ったお話を振り返って、薬物事犯者はその自分を癒してくれる

存在がたまたま薬物であっただけかもしれないと感じた。 
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近年、薬物犯罪の報道のされ方や薬物予防の広告を見ても、まるで薬物事犯者が人の道か

ら外れた存在で、破滅の道をわざわざ選んでいるような伝え方をされている面もある。もち

ろん、そのような薬物の一次予防の広報が一定の効果を挙げていることは確かだろう。だが、

一方で恐怖心や不安感を煽るような広報は、薬物事犯者への過剰なスティグマを生んでし

まい、薬物事犯者が同じ「人間」であるという事実から過度に人々を遠ざけてしまう。そし

て、そのようなスティグマは薬物事犯者を社会から孤立させてしまう可能性がある。現状、

薬物事犯者を取り巻く社会において最も不足しているのは、薬物事犯者への一定の理解で

はないかと考える。この研究の中で、私たちも薬物事犯者にもそれぞれの背景があり、人と

のつながりを必要とする同じ「人間」であることを改めて強く実感した。 
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別表 1 薬物依存離脱指導の概要 

 

注：法務省編『再犯防止推進白書』52 頁から引用。 
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〈本研究を行うにあたりご協力いただいた機関・団体〉〈50 音順、（）内は訪問した日付〉 

・旭川地区保護司会旭川更生保護サポートセンター（2019 年 9 月 19 日） 

・医療法人社団祐和会大石クリニック（2019 年 10 月 17 日） 

・NPO 法人アジア太平洋地域アディクション研究所（2019 年 8 月 30 日） 

・NPO 法人板橋ダルク（2019 年 9 月 3 日） 

・川越少年刑務所（2019 年 8 月 6 日） 

・更生保護法人旭川保護会旭川清和荘（2019 年 9 月 19 日） 

・更生保護法人日新協会（2019 年 8 月 19 日） 

・更生保護法人両全会（2019 年 8 月 7 日） 

・国立精神・神経医療研究センター（書面回答協力） 

・札幌刑務支所（2019 年 9 月 18 日） 

・東京都立多摩総合精神保健福祉センター（2019 年 10 月 9 日） 

・栃木刑務所（2019 年 7 月 10 日） 

・日本ダルク（2019 年 8 月 30 日） 

・府中刑務所（2019 年 7 月 3 日） 


