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●なぜ家族に回復が必要なのか 

 
セルフ・サポート研究所は 1992 年から数多くの依存症
者の回復⽀援に関わってきました。その経験を通して⾔
えることは、依存症に関する第⼀相談者は、⽇本では圧
倒的に家族であることが多いということです。そのため
依存症者本⼈が回復の場（中間施設や⾃助グループ、精
神病院など）に登場するためには、家族の協⼒が不可⽋
となります。世界的に⾒るとこれは⽇本だけではなく、
アジア各国に共通している傾向のようです。 
 
 しかし依存症者の家族の多くは、依存症者と同様に精
神的にも⾁体的にも追い詰められており、混乱の⽇々を
送っています。依存症者が作った借⾦、暴⾔、暴⼒、脅
迫的な態度、さらには犯罪加害者になりうる危機意識に
⽇常的にさらされているケースも多くあります。そのう
え「⼦育てに失敗した」という⾃責の念のために周囲か
ら孤⽴し、世間体を気にして隠れて⾏動することが多く
なり、恥や罪の意識で問題をさらに混乱させてしまって
います。 
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 そのような混乱の渦中にある状態では、家族⾃⾝が依
存症者本⼈を回復につなげるための適切な対応や援助を
⾏うのは不可能です。そこで、依存症者に対する回復援
助を⾏うときには、依存症者本⼈に深く関わってきた家
族がまず、混乱状態を整理し、依存症についての正しい
知識を⾝につけることが先決となります。 
 
 依存症者と家族の関係は、表⾯上は反発しあいながら
も実質は、強⼒な磁⽯のように引っ張り合う「共依存」
（⽀配と依存）の関係に陥っています。依存症者が引き
起こす問題に振り回され、主体性を奪われ尽くしている
にも関わらず、依存症者から離れられないという現象
は、前の章で説明したように「共依存」と⾔われていま
す。こうした場合には、まずは家族⾃⾝がその状態から
回復するためのプログラムに取り組むことが必要です。 
 
 家族が⾃⽴した⼈間として依存症者本⼈に対して適切
な対応ができるようにならない限り、依存症者本⼈の回
復は難しいと考えてください。依存症者と同じように家
族たちも、⾃分の依存対象である依存症者本⼈から⼀時
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離れて、場合によっては住み慣れた家や⼟地を離れ、⾃
分⾃⾝を⾒つめ直す内省の場としての「家族の居場所」
が必要となるのです。 
 
 依存症者は依存症者たちのなかでプログラムに取り組
み、家族はやはり同じような⽴場の家族たちのなかでプ
ログラムに取り組む必要があります。それぞれが別の場
所で回復のステップを踏み、お互いに適切な境界線を引
けるようになったとき、今度は⾃⽴した⼈間同⼠が再び
家族として関係を作り直していくステップに進んでいく
のです。 
 
 

●依存症の回復には家族の役割が⽋かせない 

 
 依存症者が回復していく過程で、家族などの⾝近な
⼈々のかかわり⽅は⾮常に重要です。 
 それは、ほかの精神障害についてもいえることです。
たとえば、統合失調症の患者さんの回復を例にみてみる
と、家族の⾼い感情表出（⽇常⽣活のなかで本⼈に対し
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て強い批判や敵意を表出したり、情緒的に巻き込まれた
りする度合いが⾼いこと）は、病気の再発率を⾼めるこ
とがこれまでの研究で明らかになっています。また、家
族の感情表出が⾼まる原因として、統合失調症という病
気に対する正確な知識を⼗分にもっていなかつたり、患
者さん本⼈に対する適切な対応の仕⽅を⾝につけていな
かつたりすることなどが指摘されています。 
 
 依存症についてもまったく同じで、「周囲の⼈の⽀え
なしには回復できない病気である」といわれるように、
依存症の回復に家族が果たす役割は決して⼩さいもので
はありません。依存症という病気に関する正確な知識を
学ぶとともに、家族がどのように対応すれば本⼈の回復
に役⽴つかについて、しつかりと⾝につけることが重要
です。 
 
「こんなときにはいったいどうしたらいいんだろう」と
判断に迷う場⾯が⽇常⽣活のなかで数多く⽣じてくると
思います。迷ったときには、「家族のこの対応が本当に
本⼈の回復に役⽴つだろうか」とそのつど問い直してみ
ましょう。本⼈の⽬先の⾔動や家族の感情に振り回され
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ず、家族の側が落ち着いて、回復に役⽴つかどうかをい
つも優先して考えることが基本の柱です。 
 
 依存症者とのかかわりのなかで起こりやすい問題とし
ては以下のような場⾯があります。 
ここでは薬物依存症者を例にあげてみます。 
 
・使⽤薬物を発⾒したり、薬物を使⽤しているところを
⽬撃したりした場合 
・暴⾔、暴⼒をふるわれる場合 
・本⼈が様々な問題を起こし、家族や他⼈に迷惑をかけ
る場合 
・⾦銭を要求される場合 
・本⼈が⼊院した場合 
・本⼈が逮捕された場合 
・本⼈が刑務所（拘置所）や病院から出てきた場合 
・本⼈に助⾔をする場合 
 
 セルフ・サポート研究所に通っている家族の場合、こ
のような場⾯でも動揺せずに落ち着いて対応することが
できています。カウンセリングで当事者の状況に応じた
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対応策を練ったり、家族教育プログラムで当事者の体験
談を聞くことによって、何が最適なのかわかるようにな
るのです。 
 
 
 

●家族が「変化を起こす」ことが⼤切 

 
 依存症の⼈が家庭内にいると、その家族には徐々に好
ましくない特徴が現れてきて、本⼈の依存症の進⾏とと
もにその好ましくない特徴が固着してしまう、というこ
とはすでに述べてきたとおりです。 
 
 依存症になった本⼈の回復を願うなら、まず家族のほ
うから回復に向けた変化を起こすことが⼤切であるとい
われている理由もここにあります。もし、依存症者本⼈
に回復したいという気持ちがあっても、家族が⼼⾝とも
に消耗しすぎていたり、回復に役⽴たない対応パターン
を続けていたりすると、その回復は順調に進まないこと
が多いでしょう。 
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 ⼀⽅、本⼈のほうがまだ依存症という病気を認識して
おらず、回復への意志がみられないような段階でも、家
族が対応を変え、本⼈の問題を本⼈に返していくことで
回復への第⼀歩を踏み出す時期を早めることができま
す。このように、本⼈の状態にかかわらず、家族が変化
することの意義は⾮常に⼤きいといえます。 
 
 家族の回復の道筋として、まずは専⾨家に助けを求め
ることからはじまります。⾝内以外に助けを求め、依存
症について学んでいくうち、依存症がれっきとした病気
であることを知り、家族のなかに依存症者がいること
や、家族全体がその病気の悪影響を受けて病んでいるこ
とを認められるようになってきます。それがいわゆる
「家族の否認」が解けていく過程です。 
 
 しかし、知識を学び、いったん依存症という病気を理
解したとしても、家族が本⼈の回復を妨げることなく、
回復につながるような適切なかかわり⽅をおこなえるよ
うになるかというと、そううまくはいかないものです。
これまで⻑い問続けてきたやり⽅を変えるのは意外に困
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難で、また、勇気を必要とします。なかなか急に徹底で
きるものではありません。何もわからなかった時期か
ら、頭ではわかるけれどもなかなかうまく実践できない
という時期を過ぎ、少しずつ新しいやり⽅を試み、⼩さ
な成功体験を積み重ねながら、やがて新しい⽅法が定着
していくのです。そして、この⻑い道のりには、ともに
⽀え励まし合う仲間の存在が⽋かせません。 
 
 家族が仲間とともにやるべきことに取り組んでいる
と、多くの家族はやがて⾃分⾃⾝に起こっている変化に
気づくようになるでしょう。ふと気がつくと⼼⾝の調⼦
が以前よりよくなっていたり、よく眠れるようになって
いたり、かつてはあんなに暗かった⼼の内が少しずつ明
るくなってきていることに驚くかもしれません。また、
依存症を通して出会った仲間との絆の⼤切さを改めて実
感するようになるかもしれません。 
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●家族介⼊の流れ 

 
 前述した通り、依存症についての第⼀相談者は、圧倒
的に依存者本⼈よりもその家族であることが多いという
のが実情です。 
 セルフ・サポート研究所では、最初に依存症者の家族
が相談に訪れると、その家族⾃⾝にカウンセリングを受
けてもらい、問題の整理と情報提供を⾏います。それか
ら、教育プログラムで依存症や、家族⾃⾝の病である
「共依存症」についての正しい知識を学んでもらいま
す。 
 
 同時に、同じような悩みを持った家族たちとの分かち
合いの時間（⾃主グループのミーティング）への参加を
うながします。横の関係の中で孤⽴感を癒し、情報交換
をするのが⽬的です。そしてコミュニケーション技術の
訓練を⾏い、依存症者に対する適切な対応の仕⽅を⾝に
付けてもらいます。 
 
 この流れでプログラムに取り組んでもらうことによっ
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て、家族⾃⾝が回復し、断絶していた親⼦（夫婦）関係
が少しずつ修復される⽅向へと向かうことになります。
家族が治療の場に登場し、家族⾃⾝がプログラムを実践
することによって、家族と依存症者の関係が変わってい
くのです。 
 
 その結果、家族の態度の変化を⽬の当たりにした依存
症者⾃⾝が治療に関⼼を持つ場合もあれば、家族の理解
や実践を通して、依存症者本⼈と直接話し合える関係に
なる場合もあります。 
 
 こうした家族介⼊のプロセスを経て、依存症者と家族
がコミュニケーション可能な状態になっていった結果、
依存症者本⼈がカウンセリングの場に登場してくること
が多数あります。 
 
 彼（彼⼥）らに個⼈カウンセリングを⾏い、必要があ
れば親との合同⾯接を⾏った結果、その時点で依存が⽌
まって社会⽣活が営めるようになるケースもあります。
さらには依存症者本⼈が治療の場に登場しなくても、家
族がプログラムを実践して変化しただけで本⼈が依存を
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⽌めて社会復帰に向かったケースもあります。 
 
 

●当事者との合同カウンセリング 

 
 合同⾯接では、依存症者とその家族の過去に何があっ
たのかを改めて整理する良い機会となっています。依存
症者はどういう環境の中で薬を使わざるを得なかったの
か、家族や依存症者本⼈はそれぞれの⽴場でどう感じて
いたのか、お互いのマイナス感情についてきちんと向き
合い解決するための契機となります。 
 
 家族の側にとっては「適切な対応とは何か」を再確認
するチャンスでもあり、依存症者にとっては、薬を使⽤
していた過去の⾃分が客観的にどういう状態だったのか
を知るきっかけにもなり、家族の⼼配や怒りを理解する
貴重な場⾯となるのです。 
 
 さらには、相互の将来計画についての擦り合わせの機
会でもあります。 ⼀度は崩壊しかかった家族が、それ
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ぞれの病から回復し、新たな信頼を確⽴し、⼈間同⼠と
して理解しあうことによって家族の再構成を進めていく
ことこそが、合同⾯接の⼤きな⽬的です。 
 
 家族が依存症者への世話焼きから「⼿を放す」こと
や、共依存から回復することとは、依存症者本⼈と⼀⽣
会わないことでも縁を切ることでもありません。むしろ
「⼿を放す」ことによって将来的には依存症者との間で
再び対話が成⽴するような⾃⽴した関係を作っていくこ
とが⽬標なのです。その⽬標に近づくひとつのきっかけ
として合同⾯接は⼤きな役割を果たしています。 
 
 依存症者本⼈が病院に⼊院していたり、矯正施設ある
いは中間施設に⼊所している場合でも、家族にはプログ
ラムに参加するように勧めています。服役中でも⼿紙に
よる⾦銭の要求はありますし、中間施設に馴染めずに親
元に帰る依存症者もいます。 
 
 服役を終えた依存症者に家族がどのように対応するべ
きか、社会復帰に向けてどのような援助を⾏うべきかな
ど、課題はいくらでもあるのです。家族⾃⾝がプログラ
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ムをしっかりと実践できていれば、突発的な出来事にも
適切な対応ができて、依存症者本⼈を回復につなげる⽅
向での援助ができるのです。 
 
 

●ある家族の合同カウンセリングの様⼦ 

 
これはある家族の合同カウンセリングの様⼦です。セル
フ・サポート研究所代表の加藤の視点からその⽇の様⼦
をまとめました。 
 
・・・・・・・・・・ 
 
 カウンセリングルームのドアを開けると、ソファーに
深くゆったりと⾝を預けたいつもの両親の隣には、緊張
した⾯もちの⻘年が座っています。まだ、場の雰囲気に
はなじみきれずにいるのでしょう。私は、両親とは対照
的なかたい表情のその⻘年に「よくいらっしゃいまし
た」と声をかけ、握⼿を求めて席につきます。 
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「出がけにひと⾔、『今⽇はカウンセリングの⽇だから
出かけるね』って⾔ったら、『僕も⾏く』と⾔い出し
て･･･」⻘年の⺟親が経緯を説明します。 
 
 私が、この⻘年の両親と最初に会ったのは、3 か⽉前
のことです。 
 
 「息⼦が覚せい剤を使っているようだ」と確信した両
親は、憔悴しきった表情で相談にみえました。それ以
来、この両親は、定期的なカウンセリングと家族ミーテ
ィングに熱⼼に参加することによって、依存症について
の理解を深めてこられました。 
 
 そして、この⽇、以前とは明らかに変化した両親の働
きかけを通して、薬物依存症の息⼦が初めてカウンセリ
ングの場に登場したのです。 
 私は、最初に簡単な⾃⼰紹介をし、この相談室の特徴
（病院や矯正施設との違いなど）について説明します。
また、両親がどういったことを案じ、どんな相談機関を
経てここに来所されたのかについても本⼈に話します。 
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 この⻘年には、たまたま通院・⼊院歴も逮捕歴もあり
ませんでしたが、相談に訪れた当初の両親は、薬物が息
⼦の⼼⾝に破壊的な悪影響を与えることをかなり⼼配し
ておられました。 
 
「このままいつたら息⼦は精神に異常をきたし、社会か
らドロツプアウトして廃⼈か犯罪者になってしまうに違
いない･･･」と絶望的でした。 
 
 そのときのことを、⺟親はこう回想します。 
 
「最初、私たちは薬物のことは何も知らなかったから、
とにかく病院沙汰や警察沙汰にだけはしたくないと恐れ
ていたのよ。でも、ここで学んでいくうちに、薬物依存
症者が必ずしも廃⼈や犯罪者になるわけではないと知
り、ずいぶん気が楽になったわ。もし、幻覚や妄想が出
るようになって⼊院しても、万が⼀、逮捕されても、そ
れはそれで治療につながる動機づけになると聞いて、少
し希望がもてるようになったの。たとえ、どんな事態に
なっても、私たちの考え⽅次第で息⼦の回復に役⽴てる
ことができるんだって･･･」 
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 ⽗親も続けます。 
 
「最初にここに相談にきたとき、『依存症の⼈は、あら
ゆる意味で潜在的に⽣活を改善したい⼈だ』という話を
聞いたんだよ。そのとき、なるほどそんなものかもしれ
ないと印象に残ったんだ。それからは、⼦どものよいと
ころに⽬を向けて回復をイメージすること、⼦どもの回
復を信じることの⼤切さを学んだよ。まぁ、そうはいっ
てもなかなか難しいけどね」 
 
 両親は、リラックスした雰囲気で話を続けます。 
 
「私たちに、もし依存症の知識がなかったら、こうはい
かなかったと思うわ。ほかの家族の⽅たちの取り組みを
いろいろと聞くことができたのも参考になったし」 
 
「いろんなヒントをもらって今⽇まできたんだ。警察沙
汰や病院沙汰になる前に、○○ （息⼦の名前）がここ
に来てくれて、本当によかったと思ってるよ」 
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 ここまできて、⻘年はポツリポツリと話し出しまし
た。 
 
「お⽗さんやお⺟さんの変化には気づいていたよ。2 ⼈
で家をあける回数が増えたし、何やら相談しているらし
いと気づいた頃には、僕のことを責めなくなった･･･」 
 
 ひとしきり両親と本⼈の会話が続き、私は、おもむろ
に本⼈に質問を投げかけます。 
 
「あなたは、さしあたってどんな問題に直⾯し、解決を
迫られているのか？ 薬物をやめたあとには、どんなこ
とに挑戦したいのか？予測される最悪のことは何か？そ
して、その予防策は？」などなど。 
 
 それらの問いに、⻘年はポツリポツリと答えます。 
「なんとかクスリをやめたいと頑張っているんだけ
ど･･･。クスリをやめると、うつ気分になって部屋から
出られなくなるんです。本当は、借⾦もあって仕事を探
しに⾏かなきゃいけないのに外に出られない。電⾞に乗
るのも怖くて、今⽇は両親の⾞で･･･」 
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 私は、薬物依存症の症状や特徴を説明し、薬物依存症
者を対象にしたデイケアに⾃宅から通う⽅法を提案しま
した。“決⼼”のみでは薬物をやめることができなかったそ
の⻘年は、⽣活のリズムを⽴て直すこと、新しい仲間を
つくること、体⼒の回復を図ること、そして何よりも断
薬の維持・徹底を通して⾃信を取り戻すことを⽬標に、
デイケアヘの参加を承諾しました。 
 
1 時間あまりが過ぎ、最初とはうって変わって⻘年の緊
張もゆるみ、両親ともども晴れやかな表情です。最後
に、両親と本⼈の努⼒⽬標を確認し、１週間後のカウン
セリングを約束して合同カウンセリングは終了となりま
した。 
・・・・・・・・・・ 
 
 
  


