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●依存症は家族の病です 

 
「息⼦が覚せい剤をやっているようです。どうしたらいいのでしようか･･･」 
「夫がパチンコをやめられません。これ以上借⾦をしてきたらと⼼配です」 
 
 アルコールや薬物、ギャンブルなどの依存症にかかわるこのような相談は、
年々増え続けています。最初に相談に訪れるのは、ほとんどが家族の⽴場の⽅々
で⼦どもや配偶者の問題にほとほと困り果て、追い詰められた末に助けを求め
てこられるのです。そして家族の⽅々はこう訴えます。 
「本⼈にクスリをやめさせるためには、どうしたらいいのでしょうか。どこに連
れていけばよいのでしょうか」 
 
 また家族の多くは、依存症の問題を起こしている本⼈に対して、『本⼈が依存
さえやめてくれれば私たちは幸せになれるのに･･･どうして家族ばかりがこん
な苦しい思いをしなければならないのか」という深刻な被害者意識を抱いてい
ます。 
 その⼀⽅で、『こんな⼦に育ててしまったのは、親(家族)である私の責任なの
だ」という加害者意識も抱いています。 
 
 このような家族の意識は『なんとか本⼈に依存をやめさせよう」という⾏動へ
と向かっていきます。しかしやめさせようと努⼒すればするほど本⼈の反発を
買い、ますます事態は悪化していく･･･そんな悪循環におちいっていくケースが
ほとんどです。 
 このように家族の⽅々は、とかく問題⾏動を起こしている本⼈(依存症者)にば
かり関⼼が向きがちです。しかし、家族のこのような本⼈へのかかわり⽅そのも
のを変えていかない限り、依存症からの回復はありえません。 
 
 依存症は病気です。しかも家族やまわりの⼈をまきこんで悪化していく進⾏
性の病です。 
 通常家族間の関係性はとても深いため、家族の中の誰かに起きた変化は必ず
他の家族に影響を及ぼします。このように密接な関係の中では、誰かが依存症と
いう症状を呈し、病気が進⾏していく過程において、他の家族は誰⼀⼈としてそ
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のことと無関係ではいられません。依存症という病気が本⼈の⼼⾝だけでなく、
周囲の⼈々の⼼に少しずつ確実に浸⾷していきます。それゆえに依存症は家族
の病とも⾔わるのです。 
 
 まずは家族⾃⾝が、この病気について正しい知識をもつこと̶̶それが回復
へのスタートラインです。 
 
 依存症という病気について知れば知るほど、あなたは依存症者に対する⾒⽅
が変わってくるでしょう。依存症者は病気に苦しむひとりの病⼈であること。病
⼈に最も必要なのは処罰でも叱責でもなく、治療であること。憎むべきは依存症
者本⼈ではなく、病気そのものであること･･･などがだんだんわかってくると、
家族⾃⾝の態度も⾏動も変わってくるはずです。 
 
 あなたの⼤切な⼈を依存症から回復へと導くためには、家族⾃⾝が変わって
いかなくてはならないのです。またそのためには、依存症者本⼈とは別に、その
かたわらで困っている家族や⾝近な⽅々にこそ気軽に相談できる安全な場所と
適切な援助が必要なのです。 
 
 東京都江東区に、依存症で困っている家族や本⼈のための相談室「セルフ・サ
ポート研究所」(特定⾮営利活動法⼈)があります。そこでは毎週、依存症の問題
で相談にみえる家族や関係者の⽅々を対象に、「依存症者の家族のための教育プ
ログラム」を開催しています。この冊⼦は、そこで使⽤しているテキストをさら
に初⼼者にもわかりやすく改訂し、⼀冊の本にまとめたものです。あなたの⼤切
な⼈を依存症から回復へと導くために、家族や⾝近な⼈々が知っておくべきこ
とは何か、直⾯するさまざまな問題にどう対処したらよいのかなど、依存症の家
族のためのガイドブックです。 
 
 
 

●依存症者を⾝内にもつ家族の特徴 

 
 依存症の⼈を⾝内にもつ家族と、そうではない家族の間にはいくつかの相違
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があるといわれています。といっても、それは依存症の⼈が育つ家庭にもともと
問題があり、その結果として依存症者が⽣まれ育つという意味ではありません。
不幸にも家族の誰かが依存症になってしまった場合、本⼈が引き起こす様々な
問題に巻き込まれていくうち、家族も次第に精神的・⾝体的な健全さを失い、そ
の結果として好ましくない特徴が出てくるという意味です。 
 
 依存症者がいる家族の特徴のひとつとして、バウンダリー（世代間境界）の問
題があります。バウンダリーというのは、親世代と⼦世代との間の境界のこと
で、通常は、この境界はある程度はっきりしているほうが好ましいとされていま
すが、薬物やアルコール依存症者の家族の場合、たいていその境界がきちんと区
分けされていません。 
 
 たとえば、薬物依存症の息⼦がいる家庭では、本⼈の薬物問題の顕在化・深刻
化とともにまず⺟親が問題に巻き込まれていき、監視や過⼲渉を強めることか
ら、薬物問題を通して⺟親と⼦どものつながりはこれまで以上に強くなってい
きます。このとき、夫婦が⼀致団結して⼒を合わせ、⼦どもの問題に向き合える
とよいのですが、多くの場合は両親の⾜並みが揃わず、時には互いに問題の責任
を転嫁しようとするため、夫婦の絆は弱くなりがちで、信頼関係も徐々に崩れて
いきます。 
 
 普通の夫婦でさえ予期せぬ⼤問題が起こったときにはそうなることが多いの
ですから、もともと夫婦間のコミュニケーションが希薄だったり、価値観の相違
などの問題が潜んでいたりする場合には、その傾向はいつそう助⻑されます。そ
うなると⺟⼦の結びつきはますます強くなり、⺟親は監視や⼲渉を強めて⼀時
も⼦どものことが頭から離れなくなり、そのことが⼦どもの依存⼼を強め、⾃⽴
を阻害するという悪循環に陥ってしまいます。 
 
 バウンダリーの問題に代表されるこのような家族関係の変化は、家族それぞ
れに様々な悪影響を及ぼします。
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●あなたの巻き込まれ度チェック 

 
 家族がどのくらい依存症の⼈に巻き込まれ、⼼⾝の健康を失っているのかを
チェックする⽅法があります。このテストは、アルコール依存症者を抱える家
族のためのチェックリストですが、「アルコール」「酒」を「薬物」に置き換え
れば、薬物依存症者を抱える家族にも応⽤できます。これらの項⽬に当てはま
る⼈は、依存症についての考え⽅や対応が間違っている、あるいは⾃分⾃⾝が
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⾝体的にも精神的にもかなりダメージを受けていることになります。 
アルコール依存症 家族⾃⼰診断テスト 
 
次の項⽬に対して、当てはまると思う場合は 2、どちらとも⾔えない場合は当
てはまらない場合は 0 を、( )の中に⼊れてください。 
 項⽬ 採点 
1 アルコール依存症者は意志が弱いと思う  
2 アルコール依存症者は酒が好きだから飲むのだと思う  
3 飲みすぎないようにしてくれたらよいのだがと思う  
4 アルコール依存症者には酒をやめる気など少しもないと思う  
5 酒がやめられないのは、真⾯⽬にやらないからだと思う  
6 アルコール依存症者はわがままであると思う  
7 アルコール依存症者はうそつきであると思う  
8 完全に飲まなくなるまで、どんなに⻑くかかってもよいから⼊

院させておいてもらいたいと思う。 
 

9 ⾃分は被害者であって改めるべきところは何もないと思う  
10 アルコール依存症者を責めたり⾮難したりする  
11 飲まない約束を取りつけようと⼀⽣懸命になる  
12 酒をやめてもらおうと思って、アルコール依存症者を脅すが、

その通り実⾏しない 
 

13 きょうだい、親戚、宗教家などアルコール依存症についての専
⾨知識のない⼈に相談をもちかける 

 

14 アルコール依存症者のやった不始末の尻ぬぐいをする  
15 飲酒の理由をなくそうとする  
16 アルコール依存症者に酒を飲ませまぃとして、あらゆる努⼒を

する 
 

17 いつも世間体の悪い思いをしている  
18 アルコール依存症者のせいで⾃分の⼀⽣はめちゃめちゃになっ

たと思う 
 

19 アルコール依存症者が死ねばよいと思う  
20 アルコール依存症者を殺してやりたいと思う  
21 将来のことが不安である  
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22 アルコール依存症者が飲酒していると精神状態が悪いがるとき
は⽐較的安⼼していられる 

 

23 アルコール依存症者が飲んでいるかどうかがいつも気になる  
24 (妻のみ)できることなら離婚したいと思う 

(親のみ)⼦どもがこんなになったのは、⾃分の育て⽅が悪かっ
たためであると思う 

 

25 (妻のみ)アルコール依存症者から、体に触られるだけでもいや
である 
(親のみ)⼦どもがきちんとするまでは、死んでも死にきれない
と思う 

 

26 飲まれるのではないかという不安から、アルコール依存症者か
ら⽬を離すことができず、⾏きたいところにも⾏けない 

 

27 家事や仕事が⼿につかないことがある  
28 暴⼒が怖くて、アルコール依存症者の⾔いなりになったり、⾔

いたいことも⾔えなかったりする 
 

29 (妻のみ)アルコール依存症者に対する愚痴や不満を⼦どもに⾔
う 
(親のみ)⼦どものやることなすことに、いちいち⼝を出さない
と気がすまない 

 

30 (妻のみ)アルコール依存症者に対して腹が⽴っているとき、つ
い⼦どもに当たってしまう 
(親のみ)初めは反対していても、最後には⼦どもの⾔い分に負
けて⾔いなりになってしまう 

 

31 体の具合が悪くて病院に⾏ったところ、精神的なことが原因で
あると⾔われた 

 

32 アルコール依存症の問題がない夜でも、眠れないことが多い  
33 頭がすっきりしない  
34 体がだるく疲れやすい  

35 ⾷欲がない  
 合計点  

 (森岡洋:誌上アル中教室,(株)星和書店,1992 年・よりー部改変) 
 
このチェックリストは、何点以上だと問題で何点以下だと問題なしという基準


