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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。

九州北部豪雨によって被災された方々に、心よりお見舞い申し上げます。

先日、第５回ＩＲ推進会議の有識者ヒアリングに呼ばれ「ギャンブル等依存症患者への医療・相談支援のあり
方について」という内容で依存防止対策に関して意見を述べる機会がありました。検討すべき課題は多くあるも
のの、遠からず日本にカジノができることへの実感が湧いてきました。現在、政府は既存のギャンブリング産業
やこれから誕生するカジノに対して「規制の強化」という安全策によって、国民に安心を提供しようとしていま
す。客観的事実に基づいた対策の成果としての
「安全（害が生じない程度の許容基準の設定）」と、流動的で主観的
な
「安心」は同じではありません。時に世論の「安心」は、現実の「安全」の認容度を遥かに超えた非現実的な水準に
まで上り詰める危険性を持っています。安全の追求は、地道で花が
少ない作業です。世論に合わせ過ぎ、安心提供のパフォーマンスに
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努力を怠らずに、活動に取り組まねばならないと思っています。

【活動報告】
認定NPO法人ワンデーポートの総会に出席
（6月11日）

日本公共政策学会の研究大会に
報告者として出席（6月18日）

西村代表は6月18日、富山大学で開催された日本公共
政策学会2017年度研究大会に報告者として出席しまし
ギャンブルに問題のある人の回復支援施設で、RSN た。企画委員会セッション「多様化する政策と依存」で、
と協働で家族個別相談事業を行っている認定NPO法人 「ギャンブル依存問題と回復支援から見えてきた新たな
ワンデーポートが6月11日に総会を開催し、同法人の理 可能性」というテーマの報告を行いました。
事を兼任する西村代表が総会に出席しました。

「安心パチンコ・パチスロアドバイザー」
福岡・大阪会場講習会で講師（6月14日・28日）

IR整備推進会議
（第5回）
に有識者として出席
（6月20日）

西村代表は、6月20日に政府が開催した第5回特定複
パチンコ・パチスロ産業21世紀会が、6月14日に福岡 合観光施設区域（IR）整備推進会議に有識者として出席
市、同月28日に大阪市で開催した「安心パチンコ・パチス し、ヒアリングに応じました。
ロアドバイザー」講習会において、西村代表が講師を務
めました。
「 安心パチンコ・パチスロアドバイザー」の講 【寄付・献金のお礼】
習会は、4月24日の東京会場に続く2回目と3回目の開
NEXUS株式会社よりRSNの活動に対するご寄付をい
催です。大阪会場では地元テレビ局による取材があり、 ただきました。このご寄付は活動の発展のため大切に活
翌朝のニュースで放映されました。今後、中部（名古屋）
、 用させていただきます。ありがとうございました。
北関東（大宮）、南関東（東京）での講習会開催が予定され
ています。
【全商協RSN支援室より ６月度】

本所遊技場組合 RSN視察（6月15日）

6月15日に本所遊技場組合（東京都）の組合員がRSN
沖縄事務所を視察され、西村代表と相談員が電話相談事
業についてヒアリングに応じました。

ぱちんこ依存の相談は

相談件数

64件

内訳 … 初回相談 29件、複数回相談 0件、間違い
19件、
無言 0件、 問合せ 16件

050-3541-6420

月～金 10時～ 16時（土・日・祝日を除く）

※さくら通信は、「AJOSC」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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今、あらためて「共依存」を考える

～小西 真理子氏 ( 日本学術振興会特別研究員ＰＤ ) の発表を聴いて～

はじめに ―共依存とは？
2017年4月22日（土）に南山大学社会倫理研究所懇話会、続いて5月7日（日）に依存の問題に携わる人たちの勉強会
による依存問題基礎講座において、小西真理子氏から「共依存」について整理されたお話を聴くことができました。依
存問題に携わっていると、依存者本人の家族に対して、本人へのかかわり方を「共依存」で説明し、本人への手助け（イ
ネイブリング）をやめて突き放すように説明する支援者に出会うことが珍しくありません。それによって、依存者本
人は「底つき」し、その後、自助グループなどにつながることによって回復へ向かうと説明されることも少なくありま
せんでした。
しかし、私は、アルコールや薬物、あるいはギャンブルなどにはまる「依存」と、その依存者に依存する「共依存」を、
いわゆる「病」として同列に扱い、家族の自助グループなどで本人への「突き放し」がやみくもに奨励されるような状
況には疑問を感じていました。
今回の小西氏の発表によって、
「共依存」の本来の定義と病理化の歴史を確認することができました。また、その概
念が一人歩きすることで、専門家と呼ばれる人々から当事者グループにいたるまで、安易に「共依存」という言葉を
使って様々なことを説明するようになっている現状が認識できました。以下に、その内容をご紹介いたします。

共依存の病理化
「共依存」という語はもともと、アルコール依存症の専門家が使用し始めた「流行語」のようなものだったそうです。
したがって、確定された明確な定義は存在しないとされています。それでも、定義を試みている例として次の２つを
挙げることができます。
「人に自分を頼らせることで相手をコントロールしようとする人と、人に頼ることでその人
をコントロールしようとする人との間に成立するような依存・被依存の嗜癖的二者関係」
（斎藤： 1993）。
「共依存者：
自らの存在論的安心を維持するために、自己の欲求を定義してくれる人を、一人ないし複数必要としている人間。共
依存関係： 同じような類の衝動強迫性に活動が支配されている相手と、心理的に強く結びついている間柄。固着した
関係性： そのものが嗜癖対象となっている間柄」
（アンソニー・ギデンズ： 1992）。これらの定義から何を「共依存」と
呼んでいるのか、大方は理解できます。
「共依存」は、1940年代にアルコール依存症の家族の研究において、病理の原因をアルコホリック（アルコール依
存の状態にある人）本人だけではなく、その妻の「夫を操作・支配したいという神経症的欲求」にみる理論が成立した
のが始まりとされています。1960年代には、
「アルコールに依存することを可能にしている人」を意味する「イネイ
ブラー」という言葉が誕生しました。その後アルコール依存症だけでなく、他の依存症へそしてDVも含めた依存症一
般へ、そして人間関係における依存一般へ、さらには人間以外のものに向けられる依存へと概念が広がったようで
す。また、当初に考えられていた「共依存」の「病理性」は、
「神経症的な病理」から「自己喪失の病」へと意味が変化して
きたということでした。わが国において、この「共依存」概念は、1989年に輸入されました。
このように、歴史や概念を整理していくと、
「共依存」は医学的には確立されていない概念であり、心理の分野にお
いてもあいまいな概念であることが分かります。すなわち、この言葉は利用する人によって、いわばどうにでも解釈
できる「便利」で「危険」な言葉なのかもしれません。

「共依存者」は不幸なのか？
「共依存」については、特にいわゆる「依存症業界」において否定的な概念として利用されているように感じます。
「共依存」の事例としてDVの被害者についての研究がなされています。DV被害者がシェルターに避難したのち、
50％がそこから逃げ出して、家族のもとへ戻ってしまうということです。何度もくっついたり別れたりするDVカッ
プルも珍しくありません。小西氏は、
「他人からは不合理な決断に見えますが、果たしてDVから離れられない配偶者
は不幸なのでしょうか」、と問いかけます。
「共依存者」の中には、治療や他者の介入を通じて現状を改善することを想
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定しないで、その「悲劇的な人生」の中に「肯定性」を発見し、
「不幸」を見つめて生きている人がいますし、共依存的な
あり方、関係性こそが幸せの形だと考え続ける
「共依存者」もいます。そのような「共依存者」の主体性は無視されてよ
いのかどうかについても、考える必要があるのでしょう。少なくとも介入の対象となる「共依存」は、
「神経症的病理
性」を持つ場合で、命の危険がある、もしくは社会的不適合が著しいケースということになるでしょう。ただし、介入
においても特別なケースを除いて、基本的には暴力的な介入は行わないということが大事だと思います。
「依存を前提とした自立」が必要な人はたくさん存在しますし、全面的な心理的依存があることも許容しうるので
はないでしょうか。小西氏は、
「素敵な共依存」という言葉を紹介していましたが、当事者が苦しい依存から、苦しくな
い依存へ転換するなどといったサポートも考えられます。

私見と現実の支援について
最後に、小西氏の報告をお聴きして、支援の現場にいる者として、改めて整理してみたいと思います。
まず、一般的に依存者の支援現場で語られてきたような、
「共依存＝悪」という価値観によってひとくくりにせず、
その依存関係がもたらしている生活全体のアセスメントを丁寧に行うことが必要です。これまでは一律に、
「共依存」
から「突き放し」という助言を行う支援者や当事者グループが多く、中にはそれを実践できないことによって傷つく
人も少なからず見受けられました。本人と家族の関係性に悪循環がある場合には、家族が今までとは違った対応をと
ることが必要な場合が多々あります。しかし、それは「突き放し」でなくてもよいケースがたくさんありますし、何よ
り本人に、家族に対する「恨み」を抱かせなくてもいいはずです。親が自立できていない子どもを思う気持ちは、誰も
が持つあたりまえの感情です。それを「共依存」として責めることは、支援者として改める必要があると思います。
「共依存者」が現状を変えるための行動をなかなか取れないのは、現在の関係性による現実の不安と、関係性を変え
たあとにやってくる、予測できない未来への不安のせめぎ合いの中で、予測可能性の高い不安を選択しているとも分
析できます。支援者として、そのような心理状態にも充分配慮して接していくべきだと思います。
この発表は、漠然と使用している専門用語について、整理し直す絶好
の機会となりました。
なお、小西氏の論文は、今秋には書籍にまとめられる予定だそうです。
多くの人にお読みいただきたいと思います。

RSNに届いた寄贈品一覧（6月1日から6月30日到着分）
到着日
6月 1日

品名（書籍名）
週刊アミューズメントジャパン 第590号～第593号

寄贈いただいた企業・団体名
㈱アミューズメントプレスジャパン

遊報 5月号 No.312

全日本遊技事業協同組合連合会

6月 2日

PCSAアクションレポート Voｌ.131

一般社団法人パチンコ・チェーンストア協会

6月 6日

Toyusho 6月号 Vol.91

東日本遊技機商業協同組合

6月12日

パチンコ実践ギガMAX

6月13日

日遊協

通巻67号

6月号 Vol.314

㈱ガイドワークス
一般社団法人

日本遊技関連事業協会

SEQUENCE 6月号 通巻313号

㈱シークエンス

6月19日

娯楽産業 6月号 通巻第637号

㈱娯楽産業協会

6月21日

日本遊技通信 6月号 No.1102

㈲日遊通信

6月26日

月刊 TaSHITE 07

㈱DMM.com

月刊 アミューズメントジャパン 7月号 No.226

㈱アミューズメントプレスジャパン

遊技通信 7月号 No.1453

㈱遊技通信社

遊技日本 7月号 通巻677号

㈱近畿出版社

PACHINKO & SLOT アツ姫 7月号 no.019

㈱スプリング ハズ カム

月刊 プレイグラフ 7月号 通巻639号

㈱プレイグラフ社

6月29日
6月30日

RSN紹介

☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆

※全国のギャンブリング、
薬物、アルコール問題の相互援助グループ・回復支援施設からニューズレターをいただきました
※
「RSN紹介」
（☆）には、啓発用ポスターの掲載を含みます
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2017 年 6 月の電話相談のデータ報告
6月の相談件数は445件（沖縄RSN381件、全商協RSN支援室64件）でした。前月比で5件の減少ですが、前年同月比
では218件の増加となり、3月以降4カ月連続で400件を超えました。本年の累計は2326件、2006年4月の開設から
の累計は22599件となりました。
「②コーラー関係性」では、3月以来3カ月連続で8割を超えていた本人からの相談が６月には79％となり、家族・友
人からの相談の比率が21％に増加しています。ホール内での啓発強化の影響が本人に対しては治まりつつある一方
で、いわゆる「ギャンブル依存症」に関する断片的な情報が日本社会全般へと拡散されており、家族の「病気」を心配す
る方からの相談が増えているのではないかと思われます。

① 相談回数

② コーラー関係性
n=381
（支援室除く）

間違い・無言・
問い合わせ
20（5%）

初回
325（85%）

複数回
36（10%）

③ 性

n=325
（初回のみ）

ホール関係者
1（0%）

本人
255（79%）

家族・友人
69（21%）

④ コーラーの年齢

別

80

本人
男性
207（81%）

n=255（初回のみ）
女性
48（19%）

家族・友人
男性
12（17%）

38
15

⑥ 経

⑤ 紹介先

11

福祉事務所 1
7
保健所
6
1
ワンデーポート 4
21
医療機関（主治医戻し含む）
2

ギャンブラーズ・アノニマス

家族・友人

ギャマノン 1
4
法テラス 3

警察 1
18
書籍
8
その他 2
紹介先なし

（初回のみ 複数回答）
本人

47

20

30

14
33

10 13 13 8
6

50

60

70

2

80

90（代）

本 人
家族・友人
合計
n=324（初回のみ
本人、
家族・友人のみ）

141

19

160

ホール貼付ステッカー

1

0

1

ホール配付ティッシュ

4

1

5

63

27

90

新聞

0

1

1

雑誌

2

0

2

ＷＥＢアプリ

1

0

1

その他

14

13

27

不明・拒否

29

8

37

255

69

324

事務所だより

4

40

ホール内ポスター

総計

6月某日。うるま市石川の焼肉店
へ。RSNからは、出向の2人を含め
10人が参加。西村代表の一押しは
「ハラミ」。ということで、電話予約
時に「ハラミ」20人前を事前に注
文し、来店後にも各テーブルで「ハ
ラミ」だけが追加注文されました。

8

路

インターネット

3

148

15

5

10

精神保健福祉センター

56

55

n=69（初回のみ）
女性
57（83%）

15

（初回のみ）
本人
n=255
家族・友人 n=69

6月某日。豊見城市豊崎のちゅ
らＳＵＮビーチでＢＢＱのビーチ
パーティ。参加者8人のうち、車を
使わずアルコールを飲めたのは3
人のみ。この人数で注文していた
ビールサーバーを空けていまし
た。撃沈してしまった人も…。

ケーススタディ 電話相談の現場から③

～息子の借金に悩む母親からの相談～

「ケーススタディ」コーナーでは、実際の電話相談の流れに沿って事例を紹介していま
す。1つの事例を3段階に整理します。
「STEP 1」では「主訴（相談者の主観によるもっとも
大きな問題）」と相談者・対象者の基本的な情報を、
「STEP 2」では相談者と会話を重ねて
問題を整理していく過程で明らかになった、解決を目指す優先度の高い事柄や、
「主訴」で
は表面化していなかったものの、背景にあって問題の解決にあたって重要だと思われる
事柄を、
「STEP 3」
では相談者と検討した問題の解決策を、記述します。

相談者 ： Ａさん

50代

女性
（母親）

対象者 ： Ｂさん

30代

男性
（息子）

Ｂさんの遊技に関する情報

ＡさんとＢさんの生活に関する基本情報

○18歳の大学入学後にパチンコを開始

○相談者の夫（父親）とＡさん（母親）、息子の
Ｂさん（問題を抱える本人）の３人暮らし

○1年前に100万円の借金が発覚、Ｂさんが
清算
○２カ月前、200万円の借金が新たに発覚
○200万円の借金発覚後にもパチンコを続
けている

○Ｂさんは大学を３年生・21歳で中退
○大学中退後にはアルバイトを転々とし、正
社員の経験もあるが長続きしなかった
○Ｂさんに精神科への通院履歴はない

STEP 1： 「主訴」と基本的な情報
50代女性のＡさんから、30代の同居する息子のＢさんが「ギャンブル依存症のようだ、どうすればいいか」とい
う相談です。
「ほかに趣味がないから行ってしまうのだろう」とのこと。相談員はまず、パチンコの問題に関わるＢさ
んの個人史を聴き取ることから、この電話相談を始めました。志望校ではなかったという大学に入学したＢさんは、
21歳の時に大学を中退してしまいます。パチンコに行く頻度は、その頃から増加しています。大学中退後にはアルバ
イトを転々とし、正社員になっても長続きしていません。1年ほど前に消費者金融から約100万円の借金をつくって
いたことが発覚します。この時にはＡさんが財形貯蓄を取り崩してＢさんの借金を肩代わりしました。ところが2カ
月ほど前、今度は別の数社から計200万円ほどの借金があることが判明しています。話し合いの結果、Ｂさんに「もう
二度とパチンコをしない」と約束させたのですが、数日前にパチンコをしているＢさんの姿を見かけてしまいます。
これはもう「ギャンブル依存症」に違いないと考えて、ＡさんはRSNへの電話相談に踏み切りました。

STEP 2： 解決すべき優先度の高い事柄

相談員はまず、IR・カジノに関連して頻繁に報道されるようになった「ギャンブル依存症」について、精神障がい
（病気）としての実態は医学的にはまだ明らかになっておらず、たとえ「病気」であったとしてもその治療法は確立し
ていない現状を説明しました。次に、
「パチンコをやめる」という決断と実践はＢさんにしかできないことであり、た
とえ家族であっても問題を抱える本人のパチンコを強制的にやめさせることは非常に困難であると伝えました。
Ｂさんにとっての問題は、パチンコの問題をいったん棚上げすれば、繰り返してしまう『借金』と、続けられない『仕
事』の問題になると、対話を積み重ねるなかで整理しました。では、母親であるＡさんにとっての最大の問題は何かと
突き詰めてみると、200万円に膨らんだ息子の『借金』へと絞られていきました。

STEP 3： 相談者と検討した解決策
借金の問題については、Ｂさんの「浪費癖」、換言すれば「金銭管理の甘さ」を改善すること
が先決です。それが改められないまま、Ａさんが今回見つかった借金の肩代わりを再び行っ
たとしても、Ｂさんによる借金と浪費は今後も繰り返されるだろうと相談員は予想し、その
見通しをＡさんにお伝えしました。今回、ＡさんがＢさんの借金の肩代わりをしなければ、Ｂさんは債務整理などを
経て、法的に以降は借り入れができない状態となり、返済に専念せざるを得なくなります。債務整理の経験はＢさん
にとって、お金を管理・計画しながら使うことの必要性と、定収入を得ることのできる仕事の大切さを、身をもって知
ることができる機会となる可能性があります。
債務整理については、有料とはなりますが、その分野を得意とする弁護士や司法書士に相談することができます。
この電話相談では、特に借金の問題を抱えている人への接し方や支援に関して言及している書籍『ギャンブル依存と
生きる』
（稲村厚著、彩流社）をまずは一読することを提案しました。
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情報掲示板

家族教室 / 相談
都道府県
宮崎県
熊本県

リカバリーサポート・ネットワーク

名 称

日 程

時 間

主 催

問合せ先

ギャンブル依存症者の
家族のつどい

毎月 第1火曜日

13:30 ～ 15:30 宮崎県精神保健福祉センター

0985-27-5663

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

依存症家族教室

毎月第1・3火曜日

要確認

熊本市こころの健康センター

096-362-8100

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

ギャンブル依存症
家族教室

要問合せ

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

月曜日～金曜日

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

月曜日～金曜日

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1火曜日

14:00 ～ 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

8月25日（金）

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

9月12日（火）

13:00 ～ 15:00 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

滋賀県

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

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

月曜日～金曜日

千葉県

ギャンブル
依存問題個別相談

山形県
北海道

家族教室
東京都

都道府県
沖縄県

044-201-3242

03-5828-3841

さいたま市
こころの健康センター

048-851-5665

要予約

千葉県精神保健福祉センター

043-263-3892

依存症相談会

要予約

山形県精神保健福祉センター

023-624-1217

ギャンブル研究会

毎月 第2・4火曜日

名 称
依存の問題の支援に携わる
人たちの勉強会in沖縄

9:00 ～ 17:00

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

日 程

時 間

主 催

問合せ先

8月19日（土）

10:00 ～ 12:00

依存の問題の支援に携わる人
たちの勉強会（沖縄勉強会）

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）

依存の問題の支援に携わる
依存の問題の支援に携わる人
048-796-7630
8月6日（日）
13:30 ～ 16:00
たちの勉強会（横浜勉強会）
浦和まはろ相談室
神奈川県 人たちの勉強会in横浜
参加費 1,000円 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・祝日を除く)
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発行所:認定特定非営利活動法人 リカバリーサポート・ネットワーク 〒903-0125 沖縄県中頭郡西原町上原2-9-1 ルボワYARA2Ｆ
電話＆FAX : 098-871-9671（事務専用回線） Email: recovery-support-net@theia.ocn.ne.jp http://rsn-sakura.jp
お問い合わせや確認のお電話は、
事務専用回線をお使い下さい。
ニューズレター「パチンコ・パチスロ 安心娯楽通信」
は、RSNのHPよりダウンロードをお願いします。
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