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ぱちんこ依存問題相談機関からのメッセージ

126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。

ギャンブル等依存症対策基本法案の審議が始まらないまま衆議院が解散し、法案成立は先延ばしにされまし
た。解散を追うように、遅れていた厚生労働省による、いわゆるギャンブル等依存症の有病率調査（ＡＭＥＤ）の
結果概要が発表されました。ＳＯＧＳベースで「ギャンブル等への依存症が疑われる人」の率は、直近１年間で
0.8％（70万人）、生涯では3.6％（320万人）となっています。民間調査として既に発表した日工組社安研パチンコ
依存問題研究会によるＤＳＭ-5(精神障害の診断と統計マニュアル第5版)ベースの調査では、
「パチンコ・パチス
ロ遊技障害のおそれがある」率は、直近１年間で0.4％（40万人）、生涯で0.9％（90万人）となりました。直近1年間
の数値については、
「パチンコのみ」と「それ以外のギャンブリングを含む」かどうかという点、アンケート回収率
の差など、調査手法の違いを考慮すれば、2つの結果にさほど大きなずれがあるとは言えません。しかし生涯有
病率には大きな開きが出ました。調査手法の違いが影響しているのは間違い
目次
ないのですが、重要なことは、対策を講じるにあたって「生涯有病率は大きな
P1 ・・・・ 活動報告
意味を持たない」ということです。
「ギャンブル依存症320万人」という見出し
P2 ・・・・ 月次データ報告
の新聞記事をラスベガスで行われた国際カンファレンスの会場で研究者に見
P3 ・・・・ ケーススタディ
せると、
「wrongly!(間違ってるね!)」と鼻で笑われました。歪んだ情報の拡散
P4 ・・・・ 情報掲示板
は、対策の推進にあたって「百害あって一利なし」です。

【活動報告】

第2回犯罪学合同大会・第33回日本社会病理学会
大会、西村代表が話題提供（9月3日）

社安研遊技障害全国調査について、公明党
依存症対策検討ＰＴに説明（9月13日）

公益財団法人日工組社会安全研究財団の西村代表ら
犯罪学に関連する5学会合同の第2回犯罪学合同大会 調査メンバーが9月13日、公明党ギャンブル等依存症対
が9月1日から3日までの3日間、國學院大学渋谷キャン 策検討プロジェクトチームの会合において、8月に報告
パスで開催されました。西村代表が、合同大会のなかで 会を実施したパチンコ・パチスロ遊技障害全国調査につ
開催された日本社会病理学会第33回大会に出席し、
「治 いての説明を行いました。
療と回復支援のはざまで 依存問題への関わりから」を 日工組社会安全研究財団 第40回
「パチンコ依存問題研究会」出席（9月20日）
テーマに、話題提供を行いました。
西村代表が9月20日、公益財団法人日工組社会安全研
ＲＣＰＧ、設立説明会を開催（9月4日）
究財団（社安研）の第40回「パチンコ依存問題研究会」に
西村代表が代表理事を兼任し、ＲＳＮと連携・協働を
出席しました。
予定する一般社団法人ＲＣＰＧ（Resourceful Center
パチンコ業界からの第2期4人目となる
of Problem Gambling）が9月4日、都内で設立について 出向・研修社員が赴任（9月～）
の関係者向け説明会と記者会見を開催しました。ＲＣＰ
全日本遊技事業協同組合連合会およびパチンコ・パチ
Ｇは、ギャンブル等の依存問題に対して広く知見を集約 スロ産業21世紀会からＲＳＮへの第2期4人目の出向・
し、効果的な対策の展開を実現するため、活動方針とし 研修社員として、フシミコーポレーション株式会社の星
て「ギャンブル等依存問題に関する広報及び啓発」
「依存 野勝彦さんが9月より着任されました。
問題を抱える方々への各種支援プログラムの開発と提
供」
「 ギャンブル等依存問題に対する多面的な対策の提
【全商協ＲＳＮ支援室より 9月度】
言および実施」
「 ギャンブル等依存問題の解決を支援す
相談件数 63件
るための人材育成と提供」
「 行政、学術研究機関、国内に
内訳 … 初回相談 38件、
複数回相談 1件、
間違い 8
おける関連他団体との連携及び情報交換」
「 海外のギャ
件、
無言 2件、 問合せ 14件
ンブル等依存問題対策機関との連携」を掲げ、
「一人ひと
西村代表が、全商協事務所で9月12日に支援室相談
りを尊重した心豊かで福祉的な社会の実現に貢献して
員の電話対応について直接指導を行いました。
いく」ことを活動の目的としています。

ぱちんこ依存の相談は

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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2017 年 9 月の電話相談のデータ報告
9月の相談件数は371件（沖縄ＲＳＮ308件、全商協ＲＳＮ支援室63件）でした。前月比では102件の減少ですが、前
年同月比では161件の増加となりました。本年累計の相談件数は3561件、2006年4月の開設からの累計では23834
件となりました。
「④コーラーの年齢」
（ 本人、初回のみ）では、20代と30代の構成比が前月と同じく計57％と、高い構成比を維持
しています。本年に入ってから増加した相談の多くは、主に若年層のコーラーからのものとなっています。また「⑥
経路」
（初回のみ）では、
「家族・友人」からの11件が「ホール折り込みチラシ」、
「本人」からの3件が「機種説明のリーフ
レット」となっており、ぱちんこ業界が新たに取り組む、新たな媒体を用いたＲＳＮ啓発活動の多様化が相談件数の
増加に直結していると判断してよさそうです。

① 相談回数

② コーラー関係性

本人
205（81%）

初回
252（82%）

複数回
39（13%）

③ 性
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（初回のみ 複数回答）
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家族・友人

本

ホール内ポスター
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ギャマノン 2
5
法テラス
13
書籍
10
5
その他
5
紹介先なし
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n=252（初回のみ 本人、
家族・友人のみ）
9

2
福祉事務所 2
10
7
保健所

医療機関（主治医戻し含む）

（初回のみ）
本人
n=205
家族・友人 n=47

57

n=205（初回のみ）
女性
41（20%）

家族・友人
男性
9（19%）

インターネット

1

他の相談機関
その他
不明・拒否

109

15

書籍紹介
蒲生裕司 著
『よくわかるギャンブル障害 ー本人のせいにしない
回復・支援ー』
（星和書店、2017年9月7日 初版発行）

精神科医による「ギャンブル障害」についての新たな概説
書が出版されました。医療分野の知見だけでなく、最近の社
会的、政治的な環境の変化にまで記述は及んでいます。第1
章では医療分野における定義およびこれまでに医療の分
野で解明している知見、第2章では脳研究分野の成果につ
いて、第3章では精神科医療機関における実際の診療と治
2

n=252
（初回のみ）

家族・友人
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療の流れについて、特に認知行動療法を中心に、第4章では
心理学の分析枠組みのひとつであり、著者が専門領域とす
る行動分析学について、第5章では社会資源について、第6
章では今後の課題について、簡潔、かつ平易に解説していま
す。本書の最も優れているのは、最多のページ数が費やされ
た第4章の「行動」からの視点であり、嫌なことからの回避・
逃避（嫌子消失による強化）として「パチンコを打つ」という
行動が強化されている可能性を示唆しています。問題を抱
える本人の背景などから総合的に判断して、支援と治療、あ
るいはその両方から最適な関わり方を決めると いう柔軟

な姿勢も示されています。ご一読をお勧めいたします。

ケーススタディ 電話相談の現場から⑥

～自殺企図を繰り返す娘を持つ母親～

「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つの相談事例を２段階に分け整理します。今回は、
「STEP 1」
で会話から得られた「主
訴（相談者の主観によるもっとも大きな問題）」と相談者と対象者の基本的な情報を記述
します。
「STEP 2」では、ヒアリングで得た情報から問題を整理し、そのうえで相談者に提
案可能な具体的なアドバイスを検討します。

相談者： Ａさん 60歳代 女性
（母親） 対象者： Ｂさん 30歳代 女性
（娘）
Ｂさんに関する基本情報

○家事や育児をＡさんに任せきりでパチン
○結婚・出産、産休を経て職場に復帰した
コに行く。Ａさんが注意すると感情的にな
が、今年１月に２度自殺企図し、3カ月
る。Ａさんは、家事や育児が疎かになった
間、精神科病院に入院。退院後は退職し、
のは、パチンコが原因と見なしている
現在は夫と別居して保育園に通う子ど ○ＡさんはＢさんの自殺企図、離婚、育児放
もと実家にいる
棄などの行動に事態の深刻さを感じてい
ない様子で、どこか他人事といった話し方
○主治医の診断は、発達障がいの疑い

STEP 1： 「主訴」と基本的な情報

60歳代女性のＡさんは、
「娘のぱちんこをやめさせたい」と相談電話をかけてきました。現在、Ａさんの家で保育園
に通う子（Ａさんにとっては孫）とともに同居している娘のＢさんについて相談したいとのことでした。
30歳代のＢさんは、就職を機に実家から独立。20歳代後半に結婚し、出産から1年間の産休を経て職場に復帰しま
した。今年1月まで働いていましたが、同月に2度の自殺企図し、精神科病院に3カ月間入院。退院後は退職し、夫とは
別居し、いずれは離婚する話し合いが進められています。精神科主治医による診断は「発達障害の疑い」でした。実家
に戻ってからのＢさんは、家事や育児を母親に任せきりにし、子どもを保育園に預けると毎日のようにホールに向か
います。Ｂさんがいつからパチンコを始めたのか、あるいはどのような遊技状況なのか、Ａさんは把握していません
でしたが、パチンコを原因とした金銭的な問題は起こっていないようです。Ａさんは、自殺企図や離婚、孫の育児放棄
など、娘の問題行動の原因を「パチンコに行っているせいだ」と理解していました。

STEP 2： 情報の整理とアドバイスの検討

相談員がＡさんの話しぶりからまず感じたことは、自殺企図や自殺念慮、離婚、育児放棄といった、娘＝Ｂさんに起
こっている事態の深刻さを理解できていないのではないか、ということでした。どこか他人事のような、感情の起伏
が伝わってこない、冷ややかな口ぶりであったためです。Ｂさんは、なぜ離婚したのか、なぜ自殺しようとしたのか、
どのように自殺しようとしたのかなど、相談員の問いかけに、Ａさんから詳細で具体的なエピソードを引き出すこと
はできませんでした。Ａさんは最近になってＢさんがホールに通っていることを知り、これまでにＢさんに起こった
「悪いこと」の原因はすべてパチンコにあると考えているようですが、あまりに短絡的だという印象を受けてしまい
ます。相談員はＡさんと話しているうちに、Ａさんも精神的な障がいを抱えているのではないかと疑うようになりま
した。Ｂさんは自殺企図の理由を、
「こんなにがんばっているのに、私のことを認めてくれる人が家にも社会にも、ど
こにもいない。居場所がどこにもない。とても苦しい」と話していたと説明しましたが、もっとも身近な身内である母
親のＡさんがまず、娘や孫に深い関心と愛情を持っていることを示し、伝えることができていない様子でした。
状況を整理するにあたって、Ｂさんのリスクを検討してみます。まず、自殺リスクがあります。ただ、これについて
は、過去の自殺企図からすでに8カ月以上経過していること、Ｂさんが現在、精神科に通院中であること、さらには、
頻繁に通うようになったホールが、
「理解されない」
「苦しい」と感じている実家から逃げ出す先の「居場所」となって
いる可能性があることなどから、緊急度は低いのではないかと評価しました。ただし、Ｂさんが子どもを保育園に預
けず一緒に外出するのであれば、ホール駐車場での車内放置を警戒する必要が出てくるでしょう。リスクの緊急度が
高いのは、子どものネグレクト（育児放棄）です。Ａさんになんらかの精神障がいの疑いがあり、Ｂさんにその発現と
して発達障がいの疑いがあることから、その子どもにも脆弱性があり、子ども自らが「ＳＯＳ」を発信できない可能性
が想定できます。祖母、母親ともに、子どもに対して充分な関心・注意を払っている様子がないため、子どもの見守り
を喫緊の課題として指摘しなければならないでしょう。このリスクに関しては、行政の母子保健事業として、市町村
および保健所の家庭訪問を含む保健指導による介入を期待することができます。この母子保健事業は、すべての市町
村で実施されており、乳幼児に関する相談・支援・介入の窓口となっています。アセスメントを行い、保健・医療・福祉
の各専門機関につなげることを役割のひとつとしています。
実のところ、上述のようなリスクの検討は、電話相談後の事例検討会で行われたものです。Ａさんとの電話相談で
は、パチンコの問題に焦点を当てるのではなく、ＡさんがＢさんの生きづらさと苦しさについて話を聞いて一緒に考
える機会を持ち、家族としての対応を主治医と相談すべきではないかという提案にとどまりました。
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名 称

日 程

ギャンブル依存症者の
家族のつどい

毎月 第1火曜日

時 間

主 催

13:30 ～ 15:30 宮崎県精神保健福祉センター

問合せ先
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

10月27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

11月21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

静岡県

ギャンブル依存症個別相談 要予約

9:00 ～ 17:00 静岡市こころの健康センター

054-262-3011

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

依存症電話相談

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

薬物・ギャンブル
問題家族セミナー

毎月 第4火曜日

14:00 ～ 16:00 川崎市精神保健福祉センター

家族教室

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

熊本県

滋賀県

神奈川県

東京都

都道府県
沖縄県

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

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

日 程

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
時 間

11月18日（土） 10:00 ～ 12:00

主 催

問合せ先

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
11月5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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