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●B さん・厳格な家庭で育ちいつしか覚醒剤依
存へ 
 
 私は覚せい剤依存症者です。20 歳から 24 歳までの四
年間覚せい剤を使い続けましたが、今⽇に⾄るまでの 7
年間使⽤することなく⽣活しています。 
 
 なぜ、使⽤をせずに七年間いられるか？といいます
と、使⽤中の 4 年間の苦しみと、使⽤せずに⽣活する喜
びを知っているからです。使⽤中の苦しみは三つありま
す。第⼀に⾁体的な苦しみ、第⼆に精神的な苦しみ、最
後に⼤切な家族の苦しみです。これらの苦しみを⼆度と
味わいたくないのです。両親、家族との今の関係を壊し
たくありません。そんなわけで、これからも使⽤するこ
となく、⽣きていきたいです。 
 
 わたしはとても厳格な家庭で育ちました。15 分の座禅
から⼀⽇が始まる。そんな家でした。教育熱⼼な両親の
努⼒とは裏腹に、⾼校を卒業する頃には⽴脈な不良にな
っていました。 
 タバコから始まり、クラブ遊び、マリファナな
ど･･･。このあたりでは、親への反抗や当てつけだった
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かもしれません。覚せい剤もその延⻑だと思っていまし
たが、現実は違いました。私にとって、覚せい剤は⼀度
使ってしまうと、理由もなく⾝体が欲してしまうので
す。 
 
 初めて使⽤したとき、吸った瞬間にとてもからだが軽
くなり、なんともいえない気分になりました。しかも体
重が瞬く間に減ったのです。あれほど効果的なダイエッ
ト薬は他にないでしょう。今でも太ると「あれがあれば
速効やせるのに･･･」と思ってしまいます。まだ何も知
らない当時のぽっちゃり体型の⺟は、「最近とってもス
リムになって、いいわねぇ」と⾔っていました。それだ
けでなく、体はテキバキ動くし、瞳孔が開いてオメメが
ばっちりするし、最初はこんな幸せな薬はないと思って
いました。 
 
 しかし⼀年も経つと、吸わない⽇はとても落ち込み、
吸うまでは何もしたくないという、⽴派な依存症者にな
っていました。 
 そんなある⽇、ついに両親に⾒つかってしまったので
す。ただ⾒つかっただけでなく、使⽤後のアルミホイル
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とストローを「これは何でしょう？娘の部屋にありまし
たが」と、警察に持って⾏かれてしまったのです。 
 
 この頃から、「そろそろ⽌めないと、やばいな」と思
うになりました。が、薬が切れると、「⽌めるのは来⽉
からでいいや」と買いに出かけ、⾃⼰嫌悪。そんなこと
の繰り返しで、⼆年が過ぎました。 
 
 その⼆年間に、借⾦も増えました。親の財布からお⾦
を盗めなくなり（私が盗めないよう、親はお⾦を隠すよ
うになっていました）、キャッシングをしてクスリを買
うようになったからです。勿論仕事もできなくなり、覚
せい剤以外の問題もどんどん増えていきました。何事も
思い通りにいかない、苦しみの⽇々でした。 
 
 そんな⽇々に、ついに終わりが来ました。借⾦取りが
取り⽴てをしに私を訪ねてきました。こんな悲惨な状況
だから、⺟親がきっと⽴て替えてくれるだろう。と⼣カ
をくくっていたのに、追っ払うどころか、「どうぞ、娘
は⼆階にいますから」と借⾦取りを家に⼊れたのです。
借⾦をするようになって、幾度となく私の代わりに払っ
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てくれていた⺟親なのに･･･。⽗より優しいはずの⺟親
までもが･･･。私はこのとき「親からも⾒放された」こ
とをはっきり知りました。そうです、親はセルフ・サポ
ート研究所で私への対応を学んでいたのです。 
 
 お⾦もない。仕事も辞めてしまった。親からも⾒放さ
れた。本気で⽌めなければ。と初めて思いました。覚せ
い剤を使わずに⽣活することは、とても恐ろしいことで
したが、そうするより道がなかったのです。 
 
 それから⼆週間後、「出て⾏くように」と運命の宣告
を受けました。（両親がセルフ・サポート研究所に通い
始めて半年のある⽇だったそうです）借⾦事件後、いつ
かそう⾔われるとわかっていましたから、とりあえず住
むところは確保してありました（恋⼈のアパート）。準
備が整ったのを察知しての宣告だったのかはわかりませ
んが。 
 
 家を出てからしばらくは、⽣きていくのに必死で、⽌
めるのは⾟かったけれど、正直、覚せい剤どころではあ
りませんでした。過⾷に苦しんだこともありますが、⾃
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⽴を始めて三年で、やっと親と交流が持てるようになり
ました。 
 
 私が覚せい剤を 7 年間断つことができた最⼤の理由。
⾃⽴しなければならなかった。ということにつきます。
勿論、⽣活はとても苦しかったです。覚せい剤を⽌めて
からというもの、過⾷症になり、莫⼤な⾷費がかかった
からです。 
 
 スーパーに買い物に⾏き、これだけあれば⼀週間は持
つだろうと思っても、⼆⽇で⾷べ尽してしまうのです。
エソゲル係数はほほ百パーセント。同棲相⼿の両親（今
の夫の両親）に援助してもらうこともしばしば。それで
も、私の両親には電話もかけられません。何度か電話を
しましたが（それがたとえ、援助を期待した電話でなく
ても、拒絶されていましたから）。 
 
そのときのことを⽗がくれた⼿紙にこう書いてありま
す。⽗が六⼗歳の誕⽣⽇と、定年をねぎらう電話をした
ときのことです。 
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『私（⽗）にとって⼀番悲しいのは、両親と、⼦どもの
別れです。前から覚悟をしていましたので、別れの朝は
平然と、少なくとも⼼の⼤きな動揺はありませんでし
た。⼆番⽬に悲しい出来事は、六⼗歳の誕⽣⽇のあなた
からの電話のときでした。回復まで絶対会わないと⼼に
誓っていただけに、せっかくあなたから「⻑い間ご苦労
様でした。お誕⽣⽇おめでとう」と⾔われたとき、「あ
あ」と⾔っただけで、⾔葉の接ぎ穂を失ったあなたの
「それだけ？」と⾔う⾔葉を残して電話が切れた時で
す。 
誕⽣⽇、定年のねぎらいの⾔葉にも充分に応えてやれ
ず、また、応えてはいけないのだと⼼を⻤にしていた当
時の親⼦関係が悲しく、同時に何も応えてくれない⽗親
をさぞ寂しく思ったことだろう、とそのときのあなたの
気持ちを察すると今でも不憫に思います』 
 
 この⼿紙の通り、両親と私の間には⼤きな壁がありま
した。しかし、働いても働いても（その頃は週四⽇ほど
のアルバイトでしたから）、⾷べ物に消えていく状況
で、ついには家賃を三ヶ⽉も滞納してしまい、いよいよ
追い出される、ということになり、家を出て⼆年経って
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初めて助けを求めました。 
 
 この⽇が、私たちの初めての再会でした。この再会も
不動産屋へ家賃を払い終えて終わりでした。感動的な再
会とはほど遠く、少し寂しかったのを覚えています。お
⾦を私たちに渡すのではなく、不動産屋へ⽀払いを済ま
せたことを、⾒届ける徹底した態度でした。 
 
 しかしこのような徹底した姿勢、私が⽢えてもセル
フ・サポート研究所に通い正しい知識を⾝につけていて
くれたおかげで、私は助かりました。親が私を外に出す
決意をしてくれたおかげで、今があります。 
 
 そしてこの離れた年⽉があったからこそ、今こうして
両親、兄弟と同じ⽬線で話しができることがとても愛し
く思つのです。結婚して、そろそろ⼦どもがほしいと思
うになり始めて、⾃分たちが⼤切に育てた⼦どもが、覚
せい剤の魔⼒に犯されていくのはとても恐ろしく悲しい
ことだと判ります。本当に親に悲しい思いをさせてしま
いました。私が苦しんだ以上に親が苦しんだことでしょ
う。 
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 しかし、私と距離を置いてくれたおかげで、⾃⽴がで
き、仕事をする喜びまで知ることができました。⼀瞬の
苦しみはありましたが、おかげで、これからの⼈⽣に希
望を持つことができました。愛があったからこそ、私を
家から出すという選択をしたのだと、今は理解できま
す。そしてそのことに感謝しています。 
 
 覚せい剤を使っていると、嘘をつくことがとても多く
なります。その場しのぎをするためにいろいろな嘘み
を、⾃分にも⼈にもつきます。しかし、その嘘の中に、
⾃分の希望や理想が含まれています。それは依存症で苦
しむ者のある種サインです。全てを嘘だと決め付けず、
そのサインを⾒抜く⽬を持って接してくれた両親に感謝
するばかりです。 
 
 お願いです。私のような依存症で苦しむ家族のため
に、時には⼼を⻤にして、距離を持って助けてあげてく
ださい。 
 
 最後に、セルフ・サポート研究所で両親がいろいろな
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⽅々の体験談や、覚せい剤についての知識を勉強したお
かげで気が狂っていた私に両親は冷静に対処してくれま
した。セルフ・サポート研究所の皆さんのおかげで今の
私があると思います。本当にありがとうございました。 
 
 
 
●N さん・⼤⿇と覚せい剤の所持で逮捕、出所
後デイケアへ 
 
 私は過去 10 年間に⼆度、⼤⿇と覚せい剤の所持・使
⽤で逮捕され、⼆度⽬の時には、1 年 8 ヶ⽉の実刑判決
を受けて懲役に⾏ってきました。 
 
 ⼀度⽬の逮捕の時は、私選弁護⼠の費⽤も、保釈⾦も
親が出してくれましたが、しっかり反省もせず、保釈さ
れた当⽇に再使⽤していました。しかし⼆度⽬の逮捕を
きっかけに、私の⺟はセルフ・サポート研究所に相談を
したようで、「今回は⾃分で責任をとりなさい」と⾔わ
れ、弁護⼠は費⽤の掛からない国選弁護⼠になり、保釈
もありませんでした。 
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 そのため、留置所にいた 2 ヶ⽉半が私にとって⼤変意
味のある時間になりましたセルフ・サポート研究所に通
い始めた⺟は、個別カウンセリングや家族教育プログラ
ムを受けながら、当事者への対応を学び、今までとは違
うアプローチをしてくるようになっていました。 
 
 具体的には「⾃らの⼈⽣に責任を持って⽣きるよう
に」ということでした。 
 ⾯会や⼿紙で「頼みごと」をしてもセルフ・サポート
研究所と相談してから、と返事が返ってくるのも⺟の変
化でした。 
 
 そのように第三者に相談されることで、今までなら⺟
だけを⾔いくるめれば良かったことが通⽤しなくなりま
した。しかし、その事で⺟と私の関係の異常さに私⾃⾝
が少しずつ気付くことが出来るようになったのです。 
 
 当時、私は約 20 年間の薬物使⽤⽣活を送っていたた
め、健常者の友⼈とも疎遠になっていて普通の⽣活のイ
メージもわかず、⽣涯薬物を使っていこうと思っていま
した。 
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 しかし、逮捕をきっかけに「出所したらまったく新し
い⽣き⽅ができるかも･･･」とも思い始めていました。 
 そして「出所したら⺟にまとまった⾦をもらって･･･
あーして･･･こうして･･･」と計画を⽴てるのですが、今
考えるとやはり狂気の発想であり、とても正常な考えで
はありませんでした。 
 
 留置所⽣活が 2 ヶ⽉経ったころ、⺟が「セルフ・サポ
ート研究所のスタッフが⾯会に来てくれるけど会ってみ
る？」と⾔うのですが、ただの勧誘なら嫌だと思い、⼀
度⽬は断りました。 
 しかし、⺟から「今後、あなたはどうしたいのかしっ
かり考えて私に伝えてほしい。その中で話し合って出来
ることは協⼒するから」と⾔われていたので、何か話で
も聞けたらという軽い気持ちで⾯会に来てもらいまし
た。 
 
 会ってみると、とても物腰が柔らかく落ち着いてい
て、当事者には⾒えませんでした。そこで薬物歴を聞い
てみると、かなりのヘビーユーザーで、⻑い期間、いろ
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いろな施設に関わって回復したと話してくれました。 
 
 私は、薬物依存から回復するには何をどのくらいの期
間やればよいのかを知りたくて彼に聞きました。する
と、「どこが回復の終点かなどは決まっていなくて、⼈
それぞれです。でも、⼀⽣付き合っていく病気ですか
ら･･･」と⾔われてちょっとガッカリしました。 
 
 プログラムには、もっとハッキリとした段階があっ
て、それが終われば社会復帰できるのかと思っていたか
らです。しかし、彼が最後に⾔ってくれた「出所したら
⼀度来てみて下さい。決してあなたは⼀⼈ではなく、同
じ悩みを抱えた⼈達や、⾃分が待っています。⼀緒にゆ
っくりやりましょう」という⾔葉がずっと頭に残ってい
て、出所後の不安を和らげたと同時に楽しみを与えてく
れました。 
 
 出所間際の皆が不安になる時期、⾃分は、出たらセル
フ・サポート研究所に⾏くんだと思う事で不安が解消さ
れました。そして出所の翌⽇から毎⽇朝 10 時半から⼣ 5
時までセルフ・サポート研究所に通う⽇が始まりまし
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た。通所プログラムを 9 ヶ⽉過ぎた最近は、スタッフの
綿密なサポートに助けられ、社会復帰に向けての取り組
みに⼊っています。 
 
 
 
●G さん・⼤⿇とコカインで逮捕、弁護⼠と医
師と連携し執⾏猶予を勝ち取る 
 
 「ここから全ては始まった」2 年前の朝、忘れもしな
い、その瞬間は突然、何の前触れもなくやってきまし
た。 
 5 ⼈の男達が勝⼿に私の家の鍵を開けてドカドカと⼊
って来たのです。もちろん泥棒ではありません、警察官
達です。そう、いわゆる“ガサ”というやつで、私は⼤⿇
とコカインの不法所持により「⼈⽣で 2 度⽬の逮捕」を
受けてしまったのです。 
 
 そこからセルフ・サポート研究所を基点とした回復へ
の道程を含め、約 8 ヶ⽉間に渡る裁判“準備”⽣活を経て
現在に⾄り、今はこの事実を⾃⼰肯定的に捉えることが
できています。 
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 逮捕されて間もなくは「無防備になっていたが為に逮
捕された」とか「あの時ああ⽴ち回っていたら捕まって
いなかったのではないか」などと考えていましたが、今
はしっかり、はっきりと思えます、「あの逮捕がなかっ
たら、今の⾃分はいなかった」と。 
 
 その頃は、ちょっとした⾏動を起こすときにさえ薬物
が必要だと感じて使⽤するようになってしまっていまし
た。今思えば、この頃はただ単に楽しむ為だけでなく、
薬物の持つ万能感に“頼る”⾃分がいましたから、既にれ
っきとした薬物依存症、しかも中期〜末期への階段を上
っていた状態だったと⾔えると思います。 
 
 逮捕時、私の薬物使⽤状況は、⽣活が破たんし臨界点
に⾏き着いてしまった状態でした。まさに警察官に暴⾛
を⽌めてもらった、という感じです。そして留置場に留
置されること約 1 ヶ⽉強。私は、依存症者特有の⼼理タ
イプの⼀つである「何々でなくてはならない」「このま
まではだめなんだ」といった⼼理状況でありながら、そ
の 1 ヶ⽉の間、私は何も⾏動を起こせない状況に苦しみ
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を感じずにはいられませんでした。あの時は正に、⼈⽣
のボトムラインを這いつくばっているように感じまし
た。 
 
 劇的な出来事は、保釈を受けた次の⽇の夜のことでし
た。妻が産気づき、翌朝、息⼦が誕⽣したのでした。妻
の⼿をずっと握り締めて傍に寄り添っていられたこと、
そして息⼦の誕⽣に⽴ち会えたということ、その瞬間に
そこにいられたということに、⾔葉では⾔い尽くせない
ほどの喜びと感動を得られました。 
 
 この逮捕から⼀連の実体験は、その後の⾃分の依存症
回復に⼤きく起因しています。そして、その直後から、
万に⼀つの可能性を信じて、再度の執⾏猶予を勝ち取る
べく活動がスタートしました。前もって⺟が依存症回復
というキーワードで調べてくれていた、このセルフ・サ
ポート研究所に弁護⼠の先⽣と⼀緒に⾏き、洗いざらい
現状を伝えその後の計画を皆で相談し、デイケアへ通所
を始めたのでした。 
 
 そしてセルフ・サポート研究所に通い始める初⽇の
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朝、⺟から渡された「薬物依存症―家族のためのハンド
ブック」を事前に予習と思って読んでいたときのことで
した。肩の⼒がスッと抜けるような感じがして、⼀⼈で
号泣してしまったのでした。 
 
 “依存症というものはどういうものなのか”、“なぜ依存症
に陥るのか”ということを知った私は、全てのなぞが解
けたかのような感覚になり、「疲れただろう。もうそん
な⾵に思う必要はないんだよ。もうそんなもの無くとも
⼤丈夫なんだよ」と⾔ってあげている⾃分がいたのを覚
えています。 
 
 ⾃分⾃⾝の依存症回復のスタートであり、“気付き”を得
た瞬間でした。担当の弁護⼠先⽣や会社の上司にも、教
育プログラムに参加していただき、依存症を理解しても
らう機会にもなりました。 
 
 また、弁護⼠先⽣と加藤さん（セルフ・サポート研究
所の代表で臨床⼼理⼠）のアイデアと協⼒から、精神科
医の梅野先⽣（セルフ・サポート研究所と連携）と、そ
して週⼆回弁護⼠の先⽣に、つまり週三回、尿検査を受
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ける契約を交わし実⾏することにしました。 
 
 尿検査は、私にとって三つの理由から実施することを
⾃分で決め、現在も続けています。⼀つ⽬は、周囲に安
⼼してもらうこと。⼆つ⽬は、⾃分⾃⾝の依存症回復の
ため。そして三つ⽬は、私⾃⾝に依存症回復を本気でし
続けられる、更正する意思が確かにあるということを、
裁判官にわかってもらう為。この三つの理由から尿検査
を受け続けることを決めました。 
 
 こうして、再度の執⾏猶予を頂くことができました。
しかしながら喜びも束の間、検察側から控訴され、今度
は⾼裁で再び裁判を受けなければいけなくなってしま
い、正直⼼が折れそうになりました。 
 
 しかし、再度⾃分⾃⾝を奮い⽴たせ、次の控訴審まで
の期間、セルフ・サポート研究所へのプログラムやセル
フ・サポート研究所から紹介された⾃助グループＮＡへ
の参加、他にボランティア活動など、依存症回復への活
動を再スタートし、今まで以上に深めることができた気
がします。 
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 そして⼀審の時から約 7 ヶ⽉半、今年の⼆⽉、今度こ
そ正式に執⾏猶予判決に⾄ったかたちです。⼀審判決の
ときも⼆審判決のときも同様でしたが、不思議と浮かれ
る気持ちはなく、裁判に勝つことだけが⽬的ではなく依
存症から本気で回復し続けることを⽬的としてきていま
した。それが裁判官の控訴審棄却で、再度の執⾏猶予が
認められたのだと思います。 
 
 今度こそ⾃分⾃⾝の為にも、周囲のサポートに応える
為にも、これが最後のチャンスなのだ、と⾝が引き締ま
る想いがしました。検事控訴を受けたときには、なぜわ
かってくれないのだろう、と怒りの気持ちと投げやりに
なったこともありましたが、依存症からの回復という意
味ではこの活動は絶対に必要なことであり、裁判の結果
如何に問わず、⾃分⾃⾝にとって本当に必要なことだと
思える状態になっていました。 
 
 逮捕に端を発し、「セルフ・サポート研究所で学んだ
こと」、「妻・⺟・⼦供・会社の仲間たち、といった周囲
の深い愛情と受け⼊れ体制」のおかげで⾃分⾃⾝が“依
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存症”であることをしかと認識することができ、つまり
は依存症からの回復の第⼀歩を踏み出すことができまし
た。 
 
 セルフ・サポート研究所で出会った⼈々、加藤さん、
弁護⼠先⽣と梅野先⽣の理解と協⼒による⼆⼈三脚の体
制が加わり、依存症回復の為の活動をし続けることがで
き、その結果として、⾮常に難しい裁判で執⾏猶予を勝
ち取ることができたのでした。 
 
 依存症からの回復にとって最も危険な考え⽅、「もう
⼤丈夫だ」「⾃分は回復しきっている」などと⾃分⾃⾝
の状態を過信してしまうことです。これからも慢⼼する
ことなく、初⼼を忘れることなく、こうした依存症回復
の為の活動を、ずっと続けていきたいと思います。 
 

 
 
ＮＰＯ法⼈ セルフ・サポート研究所 
² 依存症の問題で困っている家族のための相談機関で

す。 
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² 家族教育プログラムで、依存症に対する正しい知
識、依存症者の⼼理、 

² 回復につなげるための対応を学べます。 
² 家族のカウンセリングや、当事者と家族等の合同⾯

談などを通して、細やかな提案が提供されます。 
² 回復していく当事者本⼈の体験談や、家族の体験談

などが聞けて、希望や勇気、⼒をもらえます。 
² 家族同⼠が安⼼して話せる場所が、ここにはありま

す。 
² 専⾨の臨床⼼理⼠、依存症に詳しい弁護⼠、精神科

医師が連携しております。 
 
・著者紹介 

加藤 ⼒（かとう ちから）  
臨床⼼理⼠ セルフ・サポー
ト研究所代表 
1984 年よりアルコール専⾨病
練、薬物依存症の社会復帰施
設（ダルク）に勤務。のち
1996 年にセルフ・サポート研

究所を設⽴。専⾨は依存症の家族・当事者を対象とした
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カウンセリング、集団療法など。 依存症からの回復に
は本⼈だけでなく、家族へのサポートが不可⽋であると
いう視点から、依存症に関する教育プログラムを提供
し、家族間のコミュニケーション能⼒の獲得を⽬指す⾃
⼰主張トレーニングも開催。 
 

著書「家族を依存症から救う本」河出書房
新社。 
 
 
 
 

ひとりで悩まずに、まずは私たちにご相談ください。 
無理な勧誘や営業的なことは⼀切いたしませんので 

どうぞ安⼼してご連絡ください。 
 

☎03-3683-3231 
⽕曜〜⼟曜 9:30〜18:30 


