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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。

今年の夏は台風が沖縄本島に襲来せず、10月後半になっても暑い日が続きました。10月末の台風通過で風
が回り（沖縄ではカジマイと言います）、少し遅めの北風（ミーニシ（新北風）と言います）の時期となりました。
開設以来、午前10時から午後4時までとしてきた電話相談の時間を、社会的要請により11月1日から午後10
時まで延長することになりました。日中と午後4時以降では相談体制が異なるため、相談者を混乱させてしま
うことになるかもしれませんが、何卒ご容赦ください。日中の相談件数が昨年より2千件近く増加し、約2倍の
件数となっています。充分な準備期間を確保できない状況で体制を拡張するのは、想像以上に大変な作業です。
人に恵まれたおかげで何とか新しいスタートを切ることができましたが、修正や調整が必要な課題がてんこ盛
りです。日中の相談員も足りていません。どなたか、沖縄で相談業務をしたい方はいらっしゃいませんか？
ぐずつきはあってもＩＲ実施法は来年中に成立し、それに先立つギャン
目次
ブル等依存症対策基本法の審議も加速していくことになります。私たちは
P1 ・・・・ 活動報告
ＩＲを導入するためのアリバイ機関ではなく、ＩＲがどうであろうが、今あ
P2 ・・・・ 月次データ報告
P3 ・・・・ ケーススタディ
る娯楽の問題解決を、今ある知恵を絞ってお手伝いする組織です。それでも
P4 ・・・・ 情報掲示板
風は回り、既存の娯楽に吹く北風の寒さから逃れられそうにありません。

【活動報告】

第18回ＮＣＲＧカンファレンスに
出席（アメリカ・ラスベガス、10月1日～ 2日）

西村代表が10月1日と2日、アメリカ・ラスベガスで開
催されたＮＣＲＧ（National Center for Responsible
Gaming）の第18回カンファレンスに出席しました。こ
のカンファレンスでは、ギャンブリングと依存問題につ
いて、あるいは「責任あるゲーミング」への理解促進につ
いて、アメリカ国内外の第一線に立つ臨床医師および研
究者による研究成果や最新の知見の発表が行われまし
た。西村代表は、同行したＲＣＰＧのスタッフとともに、
参加した研究者たちと意見交換を行いました。

文部科研ネット依存班 シンポジウム「行動嗜癖の
疾患概念・予防・回復」で講演（10月7日）

西村代表が10月7日、大阪商業大学で文部科学省科学
研究費助成事業「インターネット依存症：日本における
スクリーニングテストの開発」研究班（代表者・野田龍也
奈良県立医科大学公衆衛生学講座 講師）開催のシンポ
ジウム「行動嗜癖の疾患概念・予防・回復」に出席し、ＲＳ
Ｎの電話相談事業について講演しました。

播磨社会復帰促進センターの受刑者教育に関する
研修資料作成に協力（10月11日）

西村代表が10月11日、の播磨社会復帰促進センター
（兵庫県加古川市）において、受刑者教育用DVD作成
（改
定）に協力しました。播磨社会復帰促進センターは、精神
障がいを抱える受刑者に対して、生活訓練技能に重点を
置いた特別なプログラムを実施しています。

ぱちんこ依存の相談は

第9回全国遊技業青年部会交流会で
「ＩＲ時代の依存問題」テーマに講演（10月26日）
西村代表が10月26日、茨城県水戸市内で開催された
遊技業界の全国青年部会員が集まる「第9回全国遊技業
青年部会交流会」
（茨城県遊技業協同組合青年部会主催）
に出席し、
「ＩＲ時代に向かうパチンコ・パチスロ依存問
題」のテーマで講演を行いました。講演では、依存問題に
対して、迅速にエビデンスに基づいた対策を実施し、そ
の成果を業界目線ではなく、国民、社会から信頼される
ことを目指して発信することが重要と指摘しました。

11月から相談電話の受付時間を延長

ＲＳＮは11月1日より、ぱちんこ依存に関する相談電
話の受付を16時までから22時までに延長しました。政
府のギャンブル等依存症対策推進関係閣僚会議が8月
29日に公表した「ギャンブル等依存症対策の強化につい
て（案）」で取りまとめられていた対策強化の方針に沿っ
て実施される施策の一環です。16時から22時までの電
話相談は、日中の対応と若干異なります。

【全商協ＲＳＮ支援室より

10月度】

相談件数 49件
内訳 … 初回相談 28件、
複数回相談 2件、
間違い 5
件、
無言 2件、 問合せ 12件
西村代表が10月25日、全商協事務局で支援室相談
員の電話対応について直接指導を行いました。

050-3541-6420

月～金 10時～ 22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。

1

ぱちんこ依存問題相談機関 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

2017 年 10 月の電話相談のデータ報告
10月の相談件数は377件（沖縄ＲＳＮ328件、全商協ＲＳＮ支援室49件）でした。前月比では6件の増加と、ほぼ横
ばいで推移しています。前年同月比では202件の増加となっており、前年実績よりも2倍程度多い状況は、本年3月以
降8カ月目となりました。本年累計の相談件数は3938件、2006年4月の開設からの累計では24211件です。
「④コーラーの年齢」
（本人、初回のみ）において、20代と30代を合算した若年層の構成比が61％となり、ついに6
割台になりました。本年2月以降に起こった相談件数の急増後におけるもうひとつの特徴と言える「⑥経路」
（初回の
み）の多様化に関しては、10月中に「ホール折り込みチラシ」が「本人」で6件、
「家族・友人」で7件ありました。また、
「ホール関係者」から電話相談につながったケースが
「本人」で2件、
「 家族・友人」で2件あり、業界が整備をすすめる
「安心パチンコ・パチスロアドバイザー」制度の効果が表れはじめているようです。

① 相談回数

② コーラー関係性

初回
278（85%）

複数回
33（10%）

③ 性

本人
211（76%）

家族・友人
66（24%）

④ コーラーの年齢

別
本人
男性
181（86%）

59
37

n=66（初回のみ）
女性
49（74%）

5

10

⑤ 紹介先

⑥ 経

保健所

12

1

福祉事務所

14

医療機関（主治医戻し含む）
ギャンブラーズ・アノニマス

8
26
41

家族・友人

30

40

24 21

14

50

8

60

1 2

70

1

80

90（代）

路
本

ホール内ポスター
ホール配付ティッシュ
インターネット

3

ギャマノン 1
4
法テラス
16
書籍
13
10
その他
6
紹介先なし

20

（初回のみ 複数回答）
本人

1

ワンデーポート 3

11

10

14

n=（初回のみ 本人、家族・友人のみ）

12

精神保健福祉センター

（初回のみ）
本人
n=211
家族・友人 n=66

70

n=211（初回のみ）
女性
30（14%）

家族・友人
男性
17（26%）

雑誌

2

他の相談機関
その他
101

事務所だより
10月某日。同月末で出向・研修期
間を終える株式会社成通の高橋美
文さんの送別会と、前月より赴任さ
れているフシミコーポレーション
株式会社の星野勝彦さんの歓迎会
を兼ねた食事会を開催しました。
事務所で一日中、座りっぱなし、
2

n=278
（初回のみ）

援助者
1（0%）

n=328
（支援室除く）

間違い・無言・
問い合わせ
17（5%）

不明・拒否
27

総計

いつも車で移動では、運動不足が
心 配 に な り ま す。お 二 人 は 終 業
後、近所をよく散歩されていまし
た。休日には一緒に伊江島のタッ
チュー（島のシンボルとなってい
る山）を登ったこともあるそうで
す。
ＲＳＮ職員も、
出向者のアクテ
ィブさを見習いたいものです。

人

家族・友人

合計
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139

3

0

3
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2

0

2

0

2

2

16

14

30

18

9

27

211

66

277

出向社員の星野さん（左）と高橋さん

ケーススタディ 電話相談の現場から⑦

～自然寛解しつつある消防士～

「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。母親から１回、問題を抱える本人から２
回、計３回の電話相談があった今回のケースでは、
「STEP 1」で時系列的な相談の流れを
記述します。
「STEP 2」では、ケース全体を振り返り、ぱちんこへのギャンブル障害の特徴
について考えます。

相談者： Ａさん 50歳代後半 女性
（母親） 対象者： Ｂさん 20歳代後半 男性
（息子）
Ｂさんに関する基本情報

○1年前より携帯電話でモーターボートの舟
券購入を始め、使用額が増加
○大学2年よりぱちんこを始める。帰郷し
消防士として勤務。ぱちんこ以外に趣味 ○消費者金融からの140万円だけでなく、母
親からも260万円借金し、のめり込みが発
はなかったが、生活に支障が出るまでに
覚。母親からの電話相談に至る
は至らなかった

STEP 1： 相談の時系列な流れ

母親Ａさんからの電話では、消防士として勤務する息子Ｂさんの「ギャンブル依存症」への罹患を疑い、Ｂさんの合
意を得てまず、精神医療機関に受診の問い合わせをしてみたということでした。ところが受診可能になるのは4カ月
以上先になるという回答でした。インターネットで調べると、相互援助グループのＧＡ（ギャンブラーズ・アノニマ
ス）があるとわかり、母親からの相談電話は「近くのＧＡを教えてほしい」という問い合わせから始まりました。相談
員が、本人から相談電話をかけることは可能かどうかを尋ねると、同日中に本人からの相談電話がありました。
本人からの電話では、
「ぱちんこをやめる」とはっきり言えない自分を変えたい、病院の受診がやめるきっかけにな
ると思っているとのことでした。生活状況について聞くと、借金はあるが生活に支障は出ていない、とのこと。相談時
点ですでに３カ月以上、ギャンブルを絶っています。Ｂさんの妻が、家計だけでなくＢさんの金銭管理を行い、携帯電
話を通してモーターボートのフナ件購入ができないように、携帯電話のデータ通信を制限しています。本人の初回相
談では、本人の要望通り、ＧＡについての情報を提供しました。
次にＢさんから電話がかかってきたのは、最初の電話からおよそ1カ月半後でした。ＧＡの集まりには最初の電話
の直後の回に参加し、月1回のペースで通い、次回の参加も予定しているとのことです。Ｂさんは、継続してギャンブ
ルを絶った状態を維持することに成功していました。現時点で困っていることはないという報告の電話でした。

STEP 2： ケースの振り返りとギャンブル障害の特徴

Ｂさん本人との初回相談では、相談員は、使用金額や借金の額、ぱちんこやモーターボートの舟券を購入する頻度
など、
「ギャンブルのレベル（程度）」について、質問を重ねました。Ｂさんの借金は計400万円と、決して小さな額では
ありませんが、本人、妻ともに公務員であり収入が安定していること、さらには借金のうち260万円は母からのもの
であったことなどから問題化していません。ギャンブルの問題では、
「ギャンブルのレベル」と「社会適応のレベル」は
比例しておらず、またそれぞれの「レベル」は相対的で、絶対的な基準が存在しません。この点が、使用量や頻度と正比
例の関係で健康上の問題が発生するアルコールや薬物などの物質使用障害とギャンブル障害の相違点のひとつとな
ります。アルコールや薬物では、使用量や頻度が時間経過によって進行するということがしばしば起こります。
また、アルコールや薬物の問題では、相談機関に本人が登場することは、かなり稀です。まず家族による介入があ
り、そして支援者による機会的介入があって、変わる気がない本人に飲酒や薬物摂取といった行動を変えるモチベー
ションをどのようにして持たせるかが、家族と支援者の間で話し合われます。これに対して、ギャンブル障害では行
動を変えるという動機づけができているギャンブラーの約8割が自然寛解、あるいは自己修正するという調査結果
があります。そのため、問題ギャンブラーが自己修正していくのを家族や支援者が支援するという介入は、有効に働
く可能性が高く、優れているといえます。Bさんの場合、GAなどの当事者活動も、動機づけを強化する資源として、
上手く活用できたようです。
ギャンブルによる問題が生じている状態は、
「ギャンブルによって、本人やまわりの人が苦痛（あるいは不安）を感
じている状態」であると説明できます。従来の疾病モデルでは「ギャンブルによって本人が困っている状態」であると
説明されますが、これではギャンブル障害を的確に説明できません。Ｂさんのように「ギャンブルは苦痛だが、困って
いない」という状況が存在するからです。
「困る」ことの回避のためにギャンブルを行い、
「苦痛」が発生するという場
合もあります。何を
「苦痛」に感じるかは主観的であり、客観的な基準は存在しません。この「苦痛」の正体を明らかに
し、どのように解決できるか探ることが、問題ギャンブラーへの初期介入であると言えます。このケースでは、モー
ターボートを始めたことにより、ぱちんこだけだった時より使用金額が大きくなったこと、母親からも借金してし
まったことの二つがＢさんにとっての「苦痛」となり、ギャンブルをやめるという決断を促したと考えられます。
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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

依存症専門電話相談

毎週水曜日

13:00 ～ 16:00 三重県こころの健康センター

059-253-7826

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

依存症相談窓口

月曜日～金曜日

8:30 ～ 17:15 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

12月16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
12月10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~ 22時(土・日・祝日を除く)
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