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ぱちんこ依存問題相談機関からのメッセージ

103号
さくら通信とは…

小さなつぼみに過ぎない私たちの活動が、桜前線のように南の島沖縄から日本中に回復支援の
輪となって広がり、これらを必要とする人たちに届くことを願って名づけました。

11月に入り風が北から吹き始めると、のんびりした沖縄でもさすがに年末そして来年のことを考えなければと
いう気持ちになります。年内にやっておかなければならない仕事が山積みなのですが、山を崩すたびに裾野が広
がり、一向に山は低くなりません。RSNの電話相談は、本年8月に全商協RSN支援室が開設されたおかげで無言電
話やいたずら電話が無くなり、本来の依存問題の相談に集中することができるようになっています。
RSNには、さまざまな相談者が、さまざまなレベルの問題や問題意識を持って電話をかけてこられます。共通し
ていることは「不安」から相談という行動が生じていることです。娯楽や遊びから生じる不安は、身近な他者には
相談し難いのでしょう。かといって、見知らぬ誰かにも相談できない。この悶々とした気持ちが、時には怒りとな
り、時には自嘲となって相談電話の向こうから伝わってきます。
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RSN News
【活動報告】
一般社団法人信頼の森企画「遊技提供者の
ためのパチンコ依存問題研修講演会」
（2015/10/7 名古屋 10/8 大阪）
2015年6月より開始された一般社団法人信頼の森
研修企画「遊技提供者のためのパチンコ依存問題研修
講演会」
（テーマ：パチンコ・パチスロ依存（のめり込み）
の問題）を名古屋・大阪で開催し西村代表が講演を行い
ました。

アルコール・薬物依存関連学会合同学術総
会参加（2015/10/11 ～ 13）
2015年10月11日～ 13日に神戸国際会議場で開催
されたアルコール・薬物依存関連学会合同学術総会に
て、これまでのRSNの活動内容を主とした「電話相談を
利用したギャンブリング障害に対する介入」と題した
報告を行いました。

株式会社 アメニティーズにて従業員研修
講演（2015/10/21）
総合アミューズメントを展開する株式会社アメニ
ティーズの依頼で「パチンコ・スロット依存（のめり込
み）の問題」と題した従業員向けの研修講演を東京（板
橋）にて行いました。

ぱちんこ依存の相談は

(公財)日工組社会安全財団 第23回「パチ
ンコ依存問題研究会」
（2015/10/28）
2015年10月28日に第23回「パチンコ依存問題研究
会」が東京で開催され、西村代表が参加しました。調査
票の詰め作業が続いています。次回開催は、11月18日。

【その他 】
● 九州ダルク20周年フォーラム参加（西村代表）
（10/3）
● 全商協RSN支援室相談員指導
（東京）
（西村代表）
（2015/10/22・29）
● 日遊協依存問題PT のめり込み問題対応ガイドライン
解説用DVD作成協力
（東京）
（10/28）
（視察）
岡山県精神保健福祉センター 宋 龍平医師 来訪（10/30）

【全商協 RSN 支援室より（10 月）】
相談件数 21件
（初回相談14件、複数回4件、問合せ3件）
□ 警察庁 大野係長、中古機流通協議会委員視察
（2015/10/19）
□ 中部遊技機商業協同組合 役員5名
全日遊連・阿部理事長、他理事数名、事務局長視察
（2015/10/28）
□ 支援室相談員の電話対応について、西村代表が全商
協事務所にて直接指導を行いました。
（2015/10/22・29）

050-3541-6420

月～金 10時～ 16時（土日祝祭日除く）

※さくら通信は、「AJOSC」
「夢屋基金」の助成、会費、寄付金などにより発行・配布を行っています。
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2015 年 10 月の電話相談のデータ報告
10月の相談件数は249件（沖縄RSN228件、全商協RSN支援室21件）で、前月より28件増加しました。複数回相
談が8月並みの件数に戻り、さらに家族・友人からの相談が増加しました。支援室相談21件の基本情報の内訳は、
初回相談14件、複数回4件、問合せ3件で、初回相談のうち、本人からの相談は11件（男性6件、女性5件）、家族・友
人からの相談は2件（男性0件、女性2件）、不明・その他が1件でした。
なお、システム障害のため、10月22日11:00頃～ 12:30頃まで相談電話回線が不通となりました。この場を
借りてお詫びいたします。

2015 年 10 月 1 日～ 2015 年 10 月 31 日
相談件数 249 件（全商協 RSN 支援室 21 件含む）
2015 年 1 月 1 日～ 2015 年 10 月 31 日 2015 年累計 2,546 件 開設からの総件数
（2006 年 4 月～）17,350 件
① 相談回数

② コーラー関係性

複数回
48（21%）

n=174（初回のみ）

n=228
（支援室除く）

間違い・無言・
問い合わせ
6（3%）

③ 性

初回
174（76%）

家族・友人
39（22%）

別

本人

n=135（初回のみ）
男性
女性
110（81%） 25（19%）

家族・友人
男性
14（36%）

本人
135（78%）

n=39（初回のみ）
女性
25（64%）

①相談回数…初回相談174件（76％、前月比＋22件）、複数回48件（21％、同＋10件）、間違い・無言・問合せ6件（3
％、同－1件）でした。音声ガイダンス振り分けの効果により、間違い・無言・問合せは今後も低い割合で推移する
と思われます。
②コーラー関係性…初回相談のうち、本人からの相談は135件（78％、前月比＋1件）、家族・友人からの相談は39
件（22％、同＋21件）でした。前月減少した家族・友人からの相談は、当月は2カ月前の件数を越えました。
③性別…本人性別の内訳は男性110件（81％、前月比－3件）、女性25件（19％、同＋4件）でした。家族・友人の性
別は、男性14件（36％、同＋12件）、女性25件（64％、同＋9件）でした。家族・友人男性の増加が目立ちました。

④ コーラーの年齢
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④コーラー年齢…年齢分布の割合は、本人相談では20
代、30代が高く、50代の割合が低い印象でした。家
族・友人の相談では40代の割合が高かったです。
⑤紹介先…本人相談では、医療機関やギャンブラーズ・
アノニマスなどを紹介するケースが増加し、
”紹介先
なし”の件数が先月比で21件減少しました。
⑥経路…家族・友人からの件数が増加したとき、これま
では一部の項目が増加する傾向がみられましたが、
10月は全体的に増加し、着実な広報活動の結果がう
かがえます。※支援室から沖縄のRSNに転送した件
数は5件でした（経路と区別して集計）。

相談電話の向こうから（その20）

ケース

RSN 電話相談を利用される方のなかには、「このまま遊技を続けても安全かどうか」「やめる
べきかどうか」といった、相談者自身と遊技との距離感について相談される方もおられます。
相談員は、白黒の判断を迫られる場合もありますが、ケースによっては遊技頻度の変化を見
ながら様子を見るようアドバイスする場合もあります。相談員は全ての方に遊技をやめるよう
アドバイスするわけではありません。深刻化していない場合や深追いが強くない場合は、緩や
かに問題改善を促す場合もあります。今回の事例では、経過を見守りながら継続的に RSN を利
用してもらうよう対応した事例を紹介しました。
※なお、ここで紹介した事例は個人が特定できないよう加工してあります。

今回のケース「遊技をやめる必要があるか知りたいＡさん」
相談者：Ａさん

30代

男性（本人）

遊技歴が10年を超えるＡさん。これまで自分の遊技に問題を感じることはなかった。実際に
生活への支障や経済的な問題は一切生じていない。しかし妻が他界して自分で家計の管理をす
るようになってから遊技頻度が増加し、心配になったＡさんは現在の遊技状況について「問題
レベルなのかどうか」
「この先、遊技を続けても大丈夫か」を知りたいとRSNへの相談となった。
約1年前に妻を亡くし、現在Ａさんは子ども2人と義母との4人で生活している。3 ヵ月程前
から遊技頻度が増え、仕事が終わるとホールで2 ～ 3時間遊技して帰宅するという生活になっ
ている。遊技に使う金額は少し増えてきた。義母にはパチンコしていることは隠しているので
義母は仕事で帰りが遅くなっていると思っている。育児については義母に任せっきりになってしまい、子どもと会
話をする機会も減ってきている。家族には後ろめたい思いを感じながらも、仕事が終わると家に帰りたくないとい
う思いからパチンコホールに寄ってしまう。ホールに行っても遊技せず、休憩室でコーヒーを飲んで帰ることもた
びたびある。この生活パターンをそろそろ変えないといけないと思ってはいるが…。

相談員の対応…
Aさんのお話からは、妻という大切な
存在を亡くし、深い傷つきと同時に、新
しい日常生活に切り替えきれず大きな
戸惑いの中でもがく辛さ・切なさが伝
わってきました。
家族構成の変化は、喜ばしい理由（出
産など）であっても時に大きなストレスとなります。ま
して、家族との死別は極めて大きなストレスです。スト
レスによるギャンブリング行動が悪化する悪循環とし
てストレスギャンブリングサイクルがあります。Aさ
んは、この悪循環にはまり込む入り口で、自身の危険に
気付いてもらえたようです。
Ａさんの遊技状況は、妻の一周忌が近づく3カ月程
前から変化しています。大きな出来事の後の静寂が戻
り、新たな生活への不安や孤独、自身の喪失感が押し寄
せてきたのでしょう。辛い出来事が起こった時期が再
び巡ってくる頃に、悲しみや怒り、うつなどの情緒反応
が現れる記念日反応（命日反応）も起こっているようで
す。自分の中での喪の作業には、長い時間がかかりま
す。Aさんは、家に帰りたくないのではなく、ただそっ
と独りになりたいだけなのかもしれません。一見ただ

の逃避的な行動に見えても、Aさん自身は、自分の苦痛
から何をしたとしても逃げられないことに気が付いて
いるのでしょう。パチンコを心の底から楽しんでいる
わけではなく、そのため勝ち負けへのとらわれも、深追
いもなく、コントロール不能にもなっていません。
今、Aさんにとってパチンコは、時が過ぎるまでの
避難場所であり、新たな生活を構築するまでのバラン
スをとるための道具になっているようです。相談員は、
治療者ではないのでできる提案は限られますが、パチ
ンコに行き続けるAさんの気持ちを充分汲みながら、パ
チンコによる問題が生じないように緩やかに離れるこ
とを提案しました。“こんな時にこんなことをして”と
自身を責めず、“こんな時だから適度な距離感で遊ぶ”
を目標に遊技頻度と遊技金額を一緒に考え提案しまし
た。またホールに行かない日の過ごし方を考えてもら
うように提案しました。
パチンコに対するイメージから、時と場合によって
は遊技することで自分を責めたり、周囲から非難を浴
びたりすることもあります。“こんな状況で”という見
方があるかもしれませんが、その一方で、”こんな状況
だから”という視点も大切にしています。
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家族教室 / 相談
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日 程

時 間

依存症専門診療相談

毎月 第１・3月曜日

午 後

ギャンブル依存症者の
家族のつどい

毎月 第1木曜日

13:30 ～ 15:30

宮崎県精神保健福祉センター

0985-27-5663

熊本県

依存症家族ミーティング

毎月第3金曜日

13:30 ～ 15:30 熊本県精神保健福祉センター

096-386-1166

佐賀県

ギャンブル依存症・
家族教室

毎月 第4火曜日

14:00 ～ 16:00 佐賀県精神保健福祉センター

0952-73-5060

長崎県

家族教室・家族のつどい

12月9日（水）

13:30 ～ 15:30

山口県

ギャンブル依存症の
家族相談

まずは電話相談を
ご利用下さい

鳥取県

ギャンブル依存症やその
対応についての相談

月～金

島根県

病的ギャンブリング相談

要問合せ

愛媛県

依存症に関する相談

月～金

高知県

家族支援プログラム

毎月 第1月曜日

要問合せ

アディクションセミナー

奇数月・第3木曜日

13:30 ～ 16:30

家族交流会

偶数月・第3月曜日

10:00 ～ 12:00

三重県

依存症問題家族教室

偶数月の金曜日

14:00 ～ 16:00 三重県こころの健康センター

059-223-5243

福井県

依存症を考えるセミナー

毎月 第1水曜日

10:00 ～ 12:00 福井県精神保健福祉センター

0776-24-5135

石川県

依存症教室

1月26日（火）

10:00 ～ 12:00 石川県こころの健康センター

076-238-5750

長野県

依存症家族グループ
ミーティング

毎月 第2・4木曜日

13:30 ～ 15：30 長野県精神保健福祉センター

026-227-1810

家族個別相談

毎週金曜日/要予約 10:30 ～ 15：00 認定NPO法人ワンデーポート

045-303-2621

宮崎県

滋賀県

名 称

神奈川県 依存症電話相談
薬物・ギャンブル
問題家族セミナー

主 催

問合せ先

長崎こども・女性・障害者
支援センター

095-846-5115

山口県精神保健福祉センター

0835-27-3388

8:30 ～ 17:15 鳥取県立精神保健福祉センター 0857-21-3031
島根県立心と体の相談センター 0852-21-2885
8:30 ～ 17:15 愛媛県心と体の健康センター

089-911-3880

高知県立精神保健福祉センター 088-821-4966
滋賀県立精神保健福祉センター 077-567-5010

毎週月曜日

13:30 ～ 16:30 神奈川県精神保健福祉センター 045-821-6937

毎月 第4火曜日

14:00 ～ 16:00 川崎市精神保健福祉センター

要予約

13:00 ～ 15:00

東京都立多摩
総合精神保健福祉センター

042-371-5560

アルコール・ギャンブル依
毎回金曜日
存症問題でお困りの方へ

10:00 ～ 12:00

東京都立中部
総合精神保健福祉センター

03-3302-7711

ギャンブル
家族教育プログラム

毎月 第3金曜日

14:00 ～ 16:00 雷門メンタルクリニック

埼玉県

ギャンブル依存症の相談

月～金

山形県

依存症相談会

要問合せ

要予約

北海道

ギャンブル研究会

毎月 第2・4火曜日

18:30 ～ 20:00 北海道立精神保健福祉センター 011-864-7000

家族教室
東京都

9:00 ～ 17:00

044-201-3242

03-5828-3841

さいたま市
こころの健康センター

048-851-5665

山形県精神保健福祉センター

023-624-1217

セミナー等
都道府県
沖縄県

神奈川県

名 称

日 程

時 間

主 催

依存の問題の支援に携わる人
依存の問題の支援に携わる人
12月19日（土） 10:00 ～ 12:00
たちの勉強会in沖縄
たちの勉強会（沖縄勉強会）
参加費

500円

新・ギャンブル依存支援
参加費

問合せ先
098-871-9671
（RSN）

事前申し込み必要（依存の問題を持つ本人と家族は参加できません）
12月20日（日） 13:30 ～ 16:00 認定NPO法人ワンデーポート

1,000円

045-303-2621
ワンデーポート

事前申し込み必要（依存の問題を持つ本人と家族向けではありません）

ぱちんこ依存問題で困っていませんか？ ☎ 050-3541-6420 月～金 10時～ 16時（土日祝祭日除く）
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