


 



近年増加傾向にあるアディクション問題を背景に，今回，看護基礎教育におけるア

ディクション看護学導入の意図をもって，アディクション看護の教科書づくりに取り

組んだ．とどまることのないアディクションの蔓延に対して，看護として今，何がで

きるのかを提言する意味もあった．これまでも依存症やアディクション，またアディ

クション看護に関する書籍はあったが，本書の特徴は，医療人や看護職を目指す学生

に，アディクションの本質と実態，そしてそれに対する支援や看護のあり方の基本を

学んでもらえるよう配慮した点である．とはいえ，現役の援助職者や看護職者が参照

するにも十分たえうる内容となっている．

アディクション看護が，看護という「他者との関係性やかかわりを通じての営み」，

また「他者を支援するということ」の本質を象徴していること，アディクションから

の回復をどのように定義するかが，人の健康をどのようにとらえ，ひいては人の

QOL（生活の質）や幸福，生き方，存在のあり方をいかにとらえて人が人を支援す

るのか，という課題にもつながっていることを述べた．また，アディクションという

社会が生み出した病理に対して，依存症者やその関係者のみならず，社会や国民も一

緒になってその責任を担い，取り組んでいく必要性についてもふれた．アディクショ

ンが社会や医療，看護に投じた課題，あるいは示唆することをどのように解釈し，吟

味し，様々な立場にある人がいかにそれらを自分の問題としてとらえ，対処，連携す

るかが問われていると考える．

病や障害の有無，生き方の得手不得手にかかわらず，おおよその人は自ら成長し，

回復する力を有している．その力の発露を妨げないこと，発露を待ち，自らの成長と

回復を守りぬく物理的・人的環境を整えること，さらに，その人の回復過程に添うこ

と，この 3点が，看護にとって最も優先すべき事項であり，基盤であろう．アディク

ションがこれまでの疾患モデルにはあてはまらない，やっかいな（対処困難な）病だ

からこそ，医療者をはじめとする援助職者の力量が試されているといえる．看護も同

様である．看護職者の意のままにならないからこそ，看護職者は看護の本質に立ち返

り，看護ができることとできないこと，看護が果たすべきこととそうでないことを見

極めざるを得ない．つまり，いやがおうでも上述した 3つの看護のあり方，看護の基

本に戻ることが強いられる．対象の力を信じて，看ながらも待つこと，環境を整える

こと，添うこと，これらは対象の自立を促すための配慮であり，ケアである．具体が

見えづらいゆえになおさら，看護職者の力量が問われるのである．

以上，読者の皆様には，アディクション看護を学ぶことを通じて，看護そのものの

本質についても再考いただければ幸いである．また，アディクション（看護）を他者

の問題としてとらえるのみならず，自らの問題や課題として引き寄せ，振り返ってい

序
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ただきたい．それが，アディクション看護のさらなる発展につながるものと信じてい

る．なお，アディクション看護学が掲げている看護のエッセンスは，他の看護学領域

にも応用することが可能である．精神看護学のみならず基礎看護学，成人看護学，母

性看護学，小児看護学，老年看護学，在宅看護学，地域看護学，さらに家族看護学，

災害看護学，救急看護学など，いかなる看護の立場からも看護の対象が人であるかぎ

り，アディクション看護が強調する依存と自立の解釈，対象との関係性や距離のとり

方，システム論的理解とそれに基づいたアプローチ法などを，有効活用できるはずで

ある．このような看護の専門性に資する知恵を網羅的に記した本書が，看護学生のみ

ならず多くの方に読んでいただけることを願っている．

最後に，本書の企画から発刊まで，メヂカルフレンド社の佐々木満氏には多大な尽

力をいただいた．ここに厚く御礼申し上げる．

2011 年 8 月

松下年子，日下修一
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第Ⅰ章　アディクションとは

1 アディクションと依存症

1．アディクションの定義

アディクション（addiction）とは，日本語で嗜癖のことをいい，その意味は「あ

るものを特に好き好む癖」「ある特定の物質・行動・人間関係を特に好む性向」である．

嗜好との違いは，好きの程度の相違というよりもむしろ好んだ結果の是非であり，嗜

癖の場合は嗜好と異なり，自他にとって望ましくない事態を招く場合をいう．なお，

医学モデルでは嗜癖を「依存症」という言葉を用いて説明し，「疾患」の枠組みをも

ってそれぞれの嗜癖を定義している．本節では，医学モデルに基づき，「依存症」と

いう用語をもってアディクションの概要とその本質を説明する．

2．依存症とは

依存症とは「喪失の病」であり，「家族の病」であり，「生き方の病」である．「喪

失の病」にはまず，依存症は自己制御を失った「コントロール不全の病」であるとい

う意味がある．次に，依存症になることで本人は徐々に心身を蝕まれ，職場の人や友

人，家族との信頼関係を失い，仕事を失い，家庭を失い，夢を失い，最後には命を失

うという意味がある．

また「家族の病」とは，本人の問題行動に家族が振り回されるという意味と，そも

そも家族自体が病んでおり，その結果として本人が問題行動を呈しているという意味

がある．後者の場合，その家族とは本人も含んだところの家族であるが，大切なのは，

家族のうちのだれかが悪者に特定されるわけではないということである．家族という

システムそのものが機能不全に陥っているという解釈である（そのような家族を「機

能不全家族」ともいう）．

最後に「生き方の病」とは，たとえばアルコール依存症であれば，アルコールへの
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のめり込みさえなければすべての問題が解決するというのではなく，その人が生き方

の問題や生きづらさをもっているからこそ，アルコールに依存するという意味である．

根っこにあるのは，依存という形で顕在化する心性，つまり依存性そのものである．

そして「家族の病」と「生き方の病」の両者を包含した視点からは，依存症は「関係

性の病」ということもできる．

1）	 依存症の発生機序とその結果
依存症の発生機序は，もともと「快」の体験（正の強化）が最初にあり，その結果，

快をもたらす物質摂取や行為が繰り返されるようになり，次第にその摂取量や行動頻

度が高じていくというものである．同等量の快体験を得るためにより多くの刺激を求

めるようになり（耐性ができ），ますます依存対象にはまることになり，そのうちに

物質摂取や行為を自分でコントロールできなくなる（コントロールの喪失）．最後には，

快どころかむしろ不快な体験であるにもかかわらず，物質摂取や行為をしないではい

られない状況に至る．その理由は，摂取しないことにより，または行動しないことに

より，さらに苦しい状態に陥るからである（離脱症状の出現）．そのために，どうに

かしてその物質を摂取しようと，その行為をとろうと血眼にならざるをえない（渇望）．

したがって，依存症とは「快体験が動機づけとなって誘発された行動を繰り返すう

ちに，不適切な事態を招くようになり，それにもかかわらずそれをコントロールない

し中止できなくなった状態」と定義することができる．その機序の中核的要素が，耐

性と離脱症状（それゆえの渇望）である．客観的には，繰り返される行動（依存対象

へののめり込み）と，その結果としての望ましからぬ事態の 2 つが現象として認めら

れる．世界保健機関（WHO）が ICD-10（国際疾病分類第 10 版）で定義した「依存

症候群」1）の詳細を表Ⅰ-1に示す．ここでは，物質摂取ないし物質使用への依存を想

定している．

依存の確定診断は，通常過去1年間のある期間，次の項目の3つ以上がともに存在した場
合にのみくだすべきである

a.	 物質を摂取したいという強い欲望あるいは強迫感
b.	 物質使用の開始，終了，あるいは使用量に関して，その物質摂取行動を統制することが

困難
c.	 物質使用を中止もしくは減量したときの生理学的離脱状態
d.	 はじめはより少量で得られたその精神作用物質の効果を得るために，使用量を増やさな

ければならないような耐性の証拠
e.	 精神作用物質使用のために，それに代わる楽しみや興味を次第に無視するようになり，

その物質を摂取せざるをえない時間や，その効果からの回復に要する時間が延長する
f.	 明らかに有害な結果が起きているにもかかわらず，依然として物質を使用する

（World	Health	Organization（1992）.	The	ICD-10	Classification	of	Mental	and	Behavioural	Disorders	:	Clinical	
descriptions	and	diagnostic	guidelines.	／融	道男・中根允文・小見山	実・他監訳（2005）.	ICD-10精神および行動の
障害－臨床記述と診断ガイドライン,	新訂版.	医学書院,	p.87.	より引用）

依存症候群の診断ガイドライン（ICD-10）表Ⅰ-1
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2）	 異常行動としての依存症
アルコール依存症や薬物依存症を代表とする依存症候群であるが，アルコールとい

う物質に依存するということは，実は飲酒という行為への依存であり，薬物という物

質への依存は，薬物を使用することへの依存である．同様に，ニコチンへの依存は喫

煙行為への依存である．つまり，すべての物質依存は，物質摂取という行為への依存

として解釈することができる．実際，周囲の者が依存症者の病理をうかがい知るのは，

探索行動に代表されるような本人の尋常ならぬ振る舞い，強迫的行動や非合理的行動

を通じてである．

以上の概念枠組みをもつことで，依存症は行動の異常であり，援助職者からすれば

その行動を消滅させるか，行動頻度の軽減を目指せばよいという発想になる．しかし

一方で，依存症の本質の部分は，依存症者の心理や精神，時に無意識の世界に根を張

っている．客観的にとらえられるもの，目に見えるのは異常行動であっても，その本

質は他者や対象との関係性の支障，時に自己との関係性の支障であり，そこには生き

るうえでの根源的な問題が存在する．したがって，依存症者やその家族にとって，異

常行動が消滅することで問題のすべてが解決するわけではない．

3）	 依存症の種類
依存症は，依存対象の種類によって大きく①物質依存，②行為依存，③対人関係依

存に分けられる．ただし，前述したように，すべての依存は行動に還元されることか

ら，少なくとも，物質依存と行為依存は同じものをどちらの側面からみるかというだ

けの違いといえる．たとえば，摂食障害の過食は，食べ物を摂取することへのとらわ

れとみれば物質依存であるが，過食や食行動への依存ととらえれば行為依存である．

物質依存は必ずそれを摂取する行動を伴うので，すべて行為依存への読み替えが可能

である．一方，対人関係依存は他の依存と同様に，本人の「言動」を通じて理解され

るものの，物質依存や行為依存のように単一の行動に限定されるわけではない．

（1）	 物質依存

物質依存にはアルコール依存症やニコチン依存症，薬物依存症があり，薬物依存症

には違法薬物への依存と，処方薬や市販薬への依存がある．特に処方薬依存では，常

用量依存といい，使用する薬物量が増えていくわけではないが，薬物の減量や中止に

よって離脱症状が出現するタイプがある．依存性のある向精神薬などが漫然と処方さ

れた結果生じることが多いため，つまり本人の精神的依存に依拠したものではないた

め，医原病といえる．

a．アルコール依存症

基本的に「適量（節度ある適度な飲酒）」という基準が設けられており，おおよそ

1 日平均純アルコールで 20g，1 単位ほどの酒がその目安となっている（ビール中び

ん 1 本，日本酒 1 合，焼酎 0.4 合がそれぞれ 1 単位に相当）2）．かつ一般的には，週 1

〜2 日の休肝日を設けることが推奨されている．適量を定め，適量・適度の飲酒をよ
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しとする社会は，適量を飲む人にとっては何の支障もない社会である．しかし，アル

コール依存症者にとっては，冠婚葬祭や季節行事をはじめ，ありとあらゆる場面で，

酒を媒体とした交流が慣習化されている社会は脅威の社会である．断酒を回復の必須

要件とするアルコール依存症者に，誘惑の手が次から次へと差し伸べられてくる世界

である．一口の飲酒で終えられれば，またはその場限りの飲酒で終えられればよいが，

それができない．そもそも，それができるくらいであればアルコール依存症とはいわ

ない．飲酒行動をコントロールできないから依存症なのである．したがって，物質依

存症からの回復には，物質を「適度に摂取する」のではなく，「摂取しない」ことが

大前提となる．

b．ニコチン依存症

日本でも近年は禁煙運動が徹底し，愛煙家はますます肩身の狭い思いをする時代と

なった．ニコチン依存症が正規に治療対象となったことを示す禁煙補助剤（ニコチン

パッチ）などの診療報酬点数化をはじめ，ニコチン依存症の治療や禁煙しようとする

人への支援は手厚いものとなっている．しかし，いくら喫煙の害を知らされても，ど

れだけたばこの価格が値上がりしても，禁煙できない人がいるのも事実である．血中

に一定濃度のニコチンがないと睡眠リズムの失調，集中力の欠如，いらいら感や不穏

感，疲労感，頭痛，耳鳴り，めまい，しびれなどの離脱症状が出ることもある．同じ

物質依存ではあっても，アルコールや薬物依存症ほどに個人の社会生活や命を破綻さ

せるものではない．しかし，ニコチンの発がん作用や呼吸器や消化器疾患に及ぼす影

響を考えると，摂取し続けることで身体を蝕んでいくという点では同じである．

c．薬物依存症

違法薬物か合法薬物かで社会的対応は異なるものの，その本質は共通している．た

またま対象となった薬物が違法，または合法であっただけであり，薬物に対する依存

性，つまり心性そのものは変わらないという見方である．しかし一方で，前者は犯罪

であることから，「犯罪者になってまで薬物に手を出す」心性を考えると，より重症

であるというとらえ方ができなくもない．

薬物依存症で留意したい点は，その発症において環境要因の影響が大きいことであ

る．薬物が周囲にあるか否か，手の届くところにあるか否かによって，実際の「使用」

に至るか否かが異なってくる．そのような意味では，医療職者の薬物依存症は職業病

の 1 つといえるかもしれない．もともと依存傾向がある人にとって，職場に，目の前

に薬物があるという状況は，それ自体が強烈な誘因である．アルコール依存症者であ

れば，毎晩パーティーに招かれて酒を勧められるのと同じ状況である．アルコール依

存症者が酒を商品として扱う仕事を避けるのが望ましいのと同様に，薬物依存症者も

薬品を日常的に扱う仕事は避けるのが無難であろう．

（2）行為依存

行為依存にはギャンブル依存症や買い物依存症，虐待（児童，配偶者やパートナー，

5



第Ⅰ章　アディクションとは

高齢者），窃盗や万引き癖，性犯罪，過剰な性行動，摂食障害（過食症，過食を伴う

神経性無食欲症），手首切傷やピアスをはじめ身体に過剰に穴をあけるなどの自傷行

為がある．洲脇 3）は，依存症候群（物質依存症）の定義にある「物質」という言葉

をすべて「行動」に置き換え，「嗜癖行動障害」と称してその概念を説明している（表

Ⅰ-2）．

a．ギャンブル依存症，買い物依存症

依存症が形成されるメカニズムのスタートには，快体験がある．ギャンブル依存症

であれば，初めて挑戦したギャンブルでたまたま勝ち，それ以降，射幸心をあおられ

るというケースが多い．買い物も客としてサービスを受けることは，本人にとってそ

れなりに気分のよい行為といえるかもしれない．欲しいものを入手するという快体験

でもある．

b．暴力，虐待，犯罪行為

快体験がスタートとすると虐待や窃盗，万引きはどのように解釈したらよいのであ

ろうか．まず虐待は，対象が児童であれ配偶者であれ，また高齢者であれ，人を対象

とした暴力行為である．それがなぜ快体験に相当するのか理解しがたいが，1 ついえ

るのは，加害者にとって暴力はコミュニケーションに相当するということである．ゆ

がんだ二者関係において，加害者が馴染み親しんだコミュニケーションをもって被害

者とつながっているという構図が見えなくない．また，被害者から加害者への役割転

換，暴力の再現性や世代を超えた伝播も，「暴力の連鎖」という病的摂理に則った現

象としてとらえることができる．つまり暴力もまた，彼らの無意識のニーズに応じて

いるのである．そもそも身体的・精神的暴力は，「他者を支配（コントロール）する」

という意味で快体験の原点といえるものである．

犯罪行為については，反社会的な行為をとるときの緊張感が一種の快体験に通じる

という考え方がある．「これだけのことをやった自分」という自己評価に伴う快体験，

犯罪行為が見つからなければそれはそれで「ほっとする」という快体験がある．

1）	 ある種の行動（多くは非適応的，非建設的な行動）を行わずにはおれない抑え難い欲求
あるいは衝動（craving）

2）	 その行動を開始し終了するまで，他の事柄は目に入らず，みずからの衝動をコントロー
ルできない（impairment	of	control）

3）	 その行動のために，それに代わる（適応的，建設的な）楽しみや趣味を無視するように
なり，当該行動にかかわる時間や，当該行動からの回復（行動をやめること）に時間が
かかる

4）	 明らかに有害な結果が生じているにもかかわらず，その行動を続ける

（洲脇	寛（2004）.	嗜癖行動障害の臨床概念をめぐって.	精神神経学雑誌,	106（10）	:	1307-1313.	より引用）

嗜癖行動障害の診断基準表Ⅰ-2
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c．摂食障害

依存症候群や物質関連障害を定義している ICD-10 や DSM-Ⅳ-TR（精神疾患の分

類と診断の手引）において，摂食障害は依存症候群とは区分されている．摂食障害に

依存症が重複することは周知されているものの，摂食障害を依存症としてカテゴリー

化していない．その理由の 1 つに，摂食障害の患者が過食症状のみを呈しているわけ

ではなく，過食よりも拒食が主であることもあれば，摂食行動の異常よりむしろ痩身

を希求する心性やボディイメージの歪曲，強迫性などの精神症状が病態の中核である

ことがあげられる．しかし，過食のみならず拒食も実は，「食べる」「食べない」こと

へのこだわりという点からは間違いなく対象依存（摂食行動という対象への依存）な

のである．また，摂食行動の異常のみならずその背景にある心性も，依存そのものな

のである．

（3）対人関係依存

対人関係依存は人に対する依存であり，あらゆる依存症の底辺にある病理である．

依存対象が物質でもなければ行動でもないために，周囲からは一見わかりづらい．

対人関係依存の原型は共依存である．共依存とは，人に依存する人と，人から必要

とされることに依存する人同士の組み合わせである．依存する側も依存される側も互

いの依存性に気づかず，いびつな関係性が保持され，それなりに安定して固定化して

しまう．共依存症者には，いやいやながらも依存症者と離れない，「別れたい」と口

にはしても決して別れないなど矛盾した言動が認められるが，それは，彼らが意図的

ではないからである．しかし，無意識的とはいえ彼らは，本来ならばコントロールで

きるはずのない他者をコントロールしようと必死になる．一見コントロールが簡単そ

うな，もしくはコントロールが難しそうな相手の存在を切実に必要とする．結局，何

かしらに依存している依存症者を見つけ，その依存症者が自分自身に依存し続けると

いう状況をつくり出し，相互に依存し合う．

なお，共依存症者には，「（そのようなことをされて）普通なら逃げるであろう」と

思われる状況でも，逃げない」「普通なら離婚する（別れる）であろうと思われる状

況でも，別れない」「よしとするであろう状況でも，よしとしない（対象にこだわり

をもち続ける）」といった姿勢が散見されるが，その心性は依存症者のそれに酷似し

ている．共依存症者は，自分が主人公となる自分自身の人生を生きるのではなく，他

者の人生に入り込み，他者をコントロールするなかで（世話するなかで）自身の生き

がいや生きる意義を見出す．時に，自分の人生を自分のために生きることに対して深

い罪悪感をもっている．一方の依存症者は，共依存症者に支配（操作）される人生を，

共依存症者に寄りかかりながら生き続けるのである．このように一見，依存症者と共

依存症者の役割は異なるものの，両者の心性そのものは同じであり，したがって，依

存症の人が共依存に移行することもあればその逆もある．

恋愛依存も対人関係依存の範疇に含まれることが多いが，だれであろうと相手かま
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わずに恋愛対象とする，次から次へと恋愛対象を変えていくといった行動が認められ

れば，これは特定の個人に対する恋愛，その人だからこその恋愛感情とはいえないも

のである．したがって，むしろ恋愛行為やそれに関連した状況への依存ととらえられ

る．

3．依存症と社会

1）	 物質依存と社会
（1）アルコール依存症

アルコール依存症の歴史は古く，アルコールが一般の人にとって入手しやすい時代

になって以降，先進国においてそれは主要な社会問題となっていた．米国では 1919

年に禁酒法が施行され，アルコールの製造，販売，輸送が全面的に禁止された．しか

し，いかに法的に制限したところで法の網目を潜り抜けて，無許可のアルコール製造・

販売，密輸が行われたことから，1933 年に禁酒法は廃止される．一方，西欧では古

代ギリシア時代以前より飲酒文化が発展し，ワイン作りのためにぶどう畑がヨーロッ

パ各地に広がっていった．西欧文化の発展の一端を担ったのは間違いなく醸造酒の製

造と商業と，酒を媒介した社交や慣習であったといえる．しかし産業革命による都市

化や資本主義社会が登場した頃から，アルコール依存症の問題に否が応でも社会は直

面することとなる．

なお，日本は歴史的に，飲酒による問題行動に対して比較的寛容な文化を有してい

た．宴会の場では無礼講という名のもと，酩酊によるいきすぎた言動も容認されるこ

とが多かった．このようにアルコールや飲酒に対する社会の価値観はそれぞれ異なる

ものの，有史のいかなる時代，国においても，飲酒がもたらす酔いの作用に嗜癖し，

社会から蔑視される人々が少なからずいたことは事実である．そしてそのような人々

は，「だらしない人」「意志の弱い人」「迷惑な人」という括
くく

りで問題視され，時に排

除される運命にあった．実際，アルコール問題は家庭崩壊や失業，貧困を招き，アル

コールを入手するために犯罪に結びつくことが少なくなかった．したがって，近代ま

でアルコール依存症者の問題やそれに対する対処や方策は，法的モデルに基づいて解

釈・デザインされてきた．しかし，1945 年に WHO がアルコール依存症を疾患と位

置づけたのを機に，アルコール依存症は「病気」という市民権を得ることとなる．法

的モデルに代わり医学モデルに基づいて，社会はアルコール依存症とアルコール依存

症者をとらえるようになった．

とはいえ，一般的にはアルコール依存症者に対する認識は依然，「性格的に脆弱で，

非生産的で，反社会的で問題行動を起こす人」であり，アルコール依存症に対する見

方は，同じ病気である身体疾患や他の精神疾患に対するそれとは異なる．また，戦後

わが国では，アルコール消費量が漸増したものの飲酒者の大半は男性であった．つま
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り，アルコール依存症といえば男性の依存症者をイメージしやすかった．しかし近年，

女性の飲酒者や女性のアルコール依存症者数は右肩上がりの状態が続いている．その

背景には，女性の自立や社会進出があったと推察されるが，女性のアルコール依存症

者に対する偏見は，男性のアルコール依存症者に対するそれよりもはるかに深い．

（2）ニコチン依存症

たばこはコロンブスのアメリカ大陸発見以降，ヨーロッパ，アジアと世界中に広ま

っていった．喫煙が健康に及ぼす害が指摘されつつも，嗜好としての喫煙が容認され

てきた背景には，ニコチンという物質の依存性ゆえの禁煙の困難さもあるが，たばこ

税などの社会的要因の影響も小さくない．アルコールと明らかに異なる点は，アルコ

ールは個人の体質にもよるが，適量であれば負の身体的影響はないとされているのに

対し，たばこの悪影響は量の多寡によらないという点である．もちろん，ニコチン摂

取量が多いほど，たとえば発がん性は高くなるかもしれないが，ニコチン摂取におい

て適量という観念はもちえない．さらに，たばこの場合は喫煙する本人のみならず，

周囲にいる人にまで受動喫煙という形で身体に害を及ぼす点が大きく異なる．ちなみ

にわが国では，酒税の税率は酒税法により，酒の種類と生産量に応じて定められてい

るのに対し，たばこ税は紙巻きたばこの本数あたりで決められており，2010 年のた

ばこ税は 64.5％である 4）．健康増進の観点から節煙・禁煙の意義は自明であり，国は

そのための一手段として，たばこ税をさらに上げようとしているが，増税が喫煙効果

にどれだけ効果があるのか，依存症の本質を考えると期待は薄い（他の方策が求めら

れる）．なお，わが国のニコチン依存症者数であるが，喫煙者の 66.9％，推計 1,534

万人がニコチン依存症という報告（2010 年）がある 5）．

（3）薬物依存症

最初に非合法の薬物依存症であるが，違法薬物としてわが国に特異的に蔓延したの

が覚せい剤である．欧米ではコカイン，クラック，マリファナ，ヘロインなどが頻用

される傾向にあったのに対し，わが国ではシンナーなどの有機溶剤から始まって最後

にいきつくのが覚せい剤というケースが多かった．

歴史的には，戦後の「第 1 次覚せい剤乱用期」を皮切りに（ピーク時の 1954 年の

事犯検挙者数は 55,664 人，乱用者は 55 万人，中毒性精神障害者数は 20 万人 6）），

1980 年代には「第 2 次覚せい剤乱用期」に突入，1995 年前後からは「第 3 次覚せい

剤乱用期」に至った．第 1 次のときは，覚せい剤取締法の罰則強化や，精神衛生法に

おける覚せい剤中毒者の医療措置制度の導入，覚せい剤原料の新たな規制，啓発運動

が功を奏していったんは沈静化する．しかし，1980 年には検挙者数が再び 2,000 人台

に上り，この背景には，経済成長が鈍化するなかの組織暴力団による覚せい剤密売の

資金源化があったという．このときも，覚せい剤取締法の罰則強化をはじめ諸対策が

講じられ，ブームはいったんは終息する．しかし 1995 年前後から，価格低下やイン

ターネットなどの通信手段の普及とともに薬物入手が安易となり，末端乱用者の急増
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に至る．

ほかにも，戦後の混乱期にはヘロイン乱用，1960 年代以降は睡眠薬や抗不安薬な

どの向精神薬の乱用，有機溶剤乱用が問題となった．近年は，大麻や MDMA（錠剤

型合成麻薬）などの乱用，さらに市販の鎮咳薬や鎮痛薬，感冒薬などの乱用が認めら

れた．特に最近着眼されているのが，処方薬依存である．医師が漫然と向精神薬を処

方し続けて生じる常用量依存よりもむしろ，本人の意志で同時期に複数の医療機関を

受診して処方薬（向精神薬など）を入手しようとするケースが多い．健康保険で堂々

と処方を受けられることから，まずは制度的な抜本的対策が求められよう．市販薬に

ついても同様であり，咳止めシロップなどの乱用は社会的にも大きく取り上げられて

いる．

2）	 行為依存と社会
（1）ギャンブル依存症

行為依存の代表ともいえるギャンブル依存症であるが，ギャンブルは洋の東西を問

わず，古代から文化の一要素（娯楽）として位置づけられてきた．カジノのように国

やその地域の主要産業として繁栄してきたギャンブルもある．非合法賭博（暴力団）

や犯罪に関連して社会問題化されたときもあったが，結局，ギャンブルがまったくな

くなる時代をこれまでにみることはない．現在日本では，パチンコ，パチスロ，競馬，

競輪，競艇などが公認されているが，こうしたジャンルにおいてギャンブル依存症者

数は確実に増加している（推定 200 万人）．そしてそれを強力に支えているのが，金

銭を簡単に入手できるクレジットカードや消費者金融，いわゆるサラ金・ヤミ金の存

在である．こうした金融システムがない頃は，家族や親戚，知人に金銭を借りるにも

限界があった．しかし現代は，本人が望むだけ，いくらでも借金ができてしまう．ギ

ャンブル依存症の場合は他の依存症のように，繰り返される行為によって「身体が音

をあげる（健康を損なう）」ことがないために，金銭が続く限りギャンブル依存症も

続いてしまうところが厄介である．多重債務を抱えた経済的困窮ケースにおいて，破

産宣告を受けながらも再びギャンブルを始めてしまう人がいる．そして，ギャンブル

依存症が現在のように着眼されるようになった背景には，ギャンブル依存症者の実数

の増加と，その結果としての失職，家庭不和，離婚，借金苦による自殺，詐欺・横領

などの犯罪件数の増加があると考えられる．なお，不思議なことに，日本のパチンコ

は法的に賭博ではなく娯楽として認知されている．

（2）虐　待

もう 1 つの行為依存の例として，虐待（児童，配偶者やパートナー，高齢者）の歴

史を振り返りたい．

a．児童虐待

1946 年，米国の放射線医キャフィ（Caffey J） が「多発性骨折症」として 6 例の幼

児の硬膜下血腫を伴う骨折を報告したのが始まりといわれている 7）．それまでは，母
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性愛神話（母親にはおなかを痛めたわが子への愛情があって当然という考え方）がし

っかり根づいており，親が子どもを虐待するという発想はなかった．しつけという大

義名分をもって，子どもへの過度な身体的・精神的暴力は見過ごされてきたといえる．

児童虐待は，家庭という密室のなかで展開される暴力，圧倒的な強者による圧倒的な

弱者への暴力，まったく罪のない人間への一方的な暴力である．親子以外の関係性で

あれば，基本的に相互関係を基盤とすることが多いが（「お互いさま」ということが

なくはないが），こと児童虐待に関しては，被害者にとってその暴力は，被害以外の

何物でもない．

では，どうして自分の子どもを虐待するのであろうか．なぜその数が増えているの

だろうか．様々な説があるが，最も納得のいく説明は「虐待された子どもは，虐待す

る親になりやすい」という世代間連鎖である．「されたことをして返す」という世代

を超えての連鎖であり，その根幹には依存症に共通した「繰り返し」の病理がある．

なお，虐待をはじめとする過酷な環境下にあって生き抜いてきた人，外傷体験を乗り

超えて生き続けてきた人，依存行為をはじめ，たとえ適切とはいえない手段をもって

でも，生きるために命がけで戦ってきた人たちをトラウマサバイバーともいう．

b．配偶者やパートナーに対する虐待

日本で問題視されるようになったのはごく近年のことである．男尊女卑の価値観や

家父長制度が主軸となっていた時代には，「自分の妻をなぐって何が悪い」と暴言を

吐く夫も少なくなかった．というよりは，そのような価値観が社会で容認されてきた．

しかし，そのような価値観が，暴力への依存を生みやすい土壌にはなっても，そのよ

うな価値観をもつ社会に生きる人が全員，妻に暴力を振るうわけではない．配偶者や

パートナーによって嗜癖的に繰り返される暴力は，明らかに異質のものである．

依存症の観点からいうと，加害者は暴力をやめたくても，自分でその暴力をコント

ロールすることができないのである．最近よく耳にするのが若者のデーティングバイ

オレンス（デート DV）であるが，恋人同士であれば，二者関係に終止符を打ちやす

いように思うが，現実にはそれも難しい．暴力に対する恐怖（逃げれば追いかけられ

てよりひどい暴力を受けるという恐怖など）で逃げられないケースもあれば，別れて

も自らまた交際を始めてしまうというケースもある．後者の場合は，対人関係依存と

いう病理の存在を否定できない．そしてほかにも，デート DV の背景として若者の暴

力に対する認識の低さと，暴力を受けた当事者が被害認識をもちにくいことが指摘さ

れている．

c．高齢者虐待

毎年実施されている厚生労働省の全国調査によると，2009 年の日本全国の高齢者

虐待件数は，養介護施設従事者によるものが 76 件，家族をはじめとする養護者によ

るものが 15,615 件であり，調査をスタートした 2006 年以降，その数字は右肩上がり

の増加を示している 8）．本データが意味するのは，実際に高齢者虐待の件数が増加し
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ている可能性と，国民の周知によりこれまでであれば見逃されていた虐待が，発見さ

れやすくなったという可能性である．さらに，前者の背景には超高齢社会，介護を要

する人の増加，特に認知症を抱えた高齢者の増加，それに対して介護負担が大きいこ

と（介護疲れ），家庭の介護力の低さ（マンパワーの少なさ，老老介護，遠距離介護

など），これらの社会現象に対して行政の対応が追いつかないこと（たとえば高齢者

入所施設などの社会資源が少ない，施設に入りたくても入れない現状），経済的困窮

などがあげられる．個人や家族が高齢者を介護するのではなく，社会で介護するとい

う観念が乏しいこと，社会で介護することを可能とするような体制が不十分であるこ

とも大きな要因である．

d．虐待に関する法律

人権法に属する虐待関連の法律であるが，日本では 2000 年に施行された「児童虐

待の防止等に関する法律（児童虐待防止法）」以降，「配偶者からの暴力の防止及び被

害者の保護に関する法律（DV 防止法）」（2001 年施行），「高齢者虐待の防止，高齢者

の養護者に対する支援等に関する法律（高齢者虐待防止法）」（2006 年施行）と，虐

待関連の法律が世界でもまれにみる勢いで成立した．その背景には，多くの先進国で

は児童虐待や配偶者虐待，高齢者虐待に対する意識が高く，日本より先に法的整備が

進んでいたという事実がある．日本はそれを追い越さんがごとく，21 世紀に入って

一気に虐待三法を成立させた．特に日本の高齢者虐待防止法は，養護者の養護がうた

われている点で他国にみない特徴をもつ．

なお，以上の法律には，虐待を依存症やアディクションという観点からとらえる文

脈はまったくない．しかし，なぜ虐待をしてしまうのか，ということをとことん問い

詰めていくと，コントロールを失って繰り返される暴力の少なくとも一部は，依存症

モデルによって説明可能なはずである．

（3）自傷行為

行為依存の最後の例として，過食や手首切傷などの自傷行為について述べる．過食

は摂食障害に認められる症状であるが，摂食障害という診断を得るまではいかず，食

生活の失調から一時的に過食傾向になるということもある．また，診断を得ても，た

とえば選択的セロトニン再取込み阻害薬（SSRI）などの抗うつ薬の処方を得て，そ

れなりに社会適応していくケースも少なくない．その一方で，精神科病院への入退院

を何度も繰り返す難治例もある．わが国で摂食障害が圧倒的な勢いで増え始めたのは

1970 年代以降である．時代的背景として，当時は，戦後の女性の社会進出，それを

したくてもできなかった母親たちの娘への期待，痩身や美に対する価値観の変化，高

度経済成長を背景とした経済的な余裕，飽食の時代などが指摘されていた．現在は，

境界性パーソナリティ障害や感情障害，窃盗癖（盗食癖）などの合併を伴うケースが

増加し，摂食障害の病態像は大きく変化している．

一方，手首切傷などの自傷行為が若者に蔓延しているのは，そのようなアクティン

12



1　アディクションと依存症

グアウト（行動化）を症状として起こしやすい境界性パーソナリティ障害や，時に気

分障害や不安障害などの罹患者が増加している可能性を示唆するものである．また，

摂食障害の重複疾患としても境界性パーソナリティ障害が増加している点に着眼する

と，過食行為もある意味で自傷行為の 1 つであり，あらゆる手段をもって自分自身を

傷つける人が増加しているということで一貫する．

では，なぜ自分の身体を傷つけるのであろうか．ましてそれを嗜癖的に繰り返すの

であろうか．1 つは，身体の可塑性への固執であり，当然のことながらその背景に，

衝動コントロールの低下をうかがい知ることができる．もう１つは解離への希求であ

り，ここにも，コントロールできるはずがない現実をコントロールできない状況に対

する耐性の低下，現実逃避したいという衝動を抑えきれないコントロールの低下をみ

ることができる．実際は，同じ自傷パターンでも，自己評価が低いために，こんな自

分に似合った行動をとらねばならないという思いから自傷する人，睡眠障害などがベ

ースにあり，たとえばオーバードースと自傷でいったん解離し，入眠，覚醒後にすっ

きりするという人，過去のトラウマを身体に刻印するような気持ちで自傷する人（ト

ラウマの再現），というように意識的・無意識的な理由は様々である．いずれにせよ

注意すべき点は，依存症としての自傷でありアディクションの対象としての自傷行為

なのか，あるいは希死念慮があっての試み，つまり結果としての自傷行為なのかの鑑

別である．実際には，両方の意味でなされていることも少なくないが，仮にそうでは

あっても，依存症としての自傷に近ければ，うつ病患者がとことん悩み抜いた結果と

しての死の選択とは，様相が微妙に異なる．

3）	 対人関係依存と社会
最後に対人関係依存であるが，その代表が共依存である．共依存は診断名でもなけ

れば疾患でもないという認識は周知のとおりであるが，この言葉を用いる自称「共依

存症者」，あるいは援助職者などは，共依存とその概念をもってすれば了解しづらい

状況を了解できるゆえに，この言葉を使用する．ほかに，共依存の関係性を説明する

言葉や概念，理論がないから用いるわけである．そして，そのような概念が用いられ

るようになったことで（概念が明らかになったことで），該当者が増加しているよう

にみえるのかもしれない．

では，なぜ共依存という生き方が生まれるのだろうか．同じエネルギーを投じるの

であれば，自分のために投じるより他者のために投じるほうが意義があるという価値

観と，自分の人生を自分が主人公になって生きるよりも，他者の人生で他者をコント

ロールするほうが快い（安定できる，居心地がよい）という心性である．したがって，

共依存的な生き方を無意識的に選択する人の多くは，自己評価が低い傾向にある．一

見，だれよりもプライドや自尊心をもっているようにみえても，実際，本人がそのよ

うに感じていたとしても，実はそれはもろい自尊心の裏返しにすぎない．ではなぜ，

そのようなもろい自尊心が育ってしまうのか．1 つは，個人が本来的にもつ不全感や
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抑うつの存在（その結果として生じるコントロール欲求），2 つ目は，生育歴や教育

環境において，周囲から受け続けた否定的なフィードバック（そのようななかで育ま

れた自己像），3 つ目は早すぎる自立である．3 つ目の早すぎる自立とは，親や周囲の

者が時期尚早の段階で，子どもに自立することを期待したり強いることである．時に，

子どもが自ら自立しているように振る舞うことがあるかもしれない．しかしそれも，

実は子どもは，その場の空気や親の非言語的メッセージから，自分への期待，すなわ

ち自分への依存を察知して振る舞っているだけなのである．いずれにせよそうした子

どもは，「そのままの自分」でいることができない．最後の 4 つ目は，原家族（その

人が生まれ育った家族＝定位家族）におけるコミュニケーションが，支配やコントロ

ールという形のコミュニケーションであったということである．支配という形のコミ

ュニケーションとは，力関係が常に意識されるような関係性，互いに個々の特徴を有

する 1 人の人として尊重し合う関係性ではなく，上下や強弱という単一の指標で評価

される関係性，そのような関係性を基盤としたコミュニケーション，すなわち依存的

コミュニケーションのことである．

家庭は社会の縮図である．したがって，共依存の形成に個人要因のみならず生育要

因が関与するということは，社会が共依存を生み出していることを意味する．フリエ

ル（Friel JC）ら 9）は，アディクションを心理力動学的観点からとらえて「氷山モデル」

を提示しているが，そこでは，水面より頭を出している氷山部分，つまり外から見え

る部分にアディクション，うつ傾向，ストレス障害などの症状をおいている．そして，

水面下には生まれ育った家庭で学習した罪悪感，恥，見捨てられることへの恐怖とい

った内的現実を図示し，両者の間（最も水面に近い水面下）に共依存を介在させてい

る．このモデルをもってフリエルらは，治療によりアディクションを取り除いても，

共依存の問題は取り残されていくと述べている．さらに興味深いのは，対人関係依存

では「犯罪者」「犠牲者」「救助人」といった役割が固定的にとられやすいが（ある人

は常に「救助人」であり，ある人は常に「犠牲者」であったりする），実は，ほとん

どのアルコール依存症者が水面下では共依存であると指摘している点である．共依存

そのものに焦点を当てたアプローチの具体を，医学社会学的観点から検討していくこ

とが求められる．

4．依存症と医学モデル

1）	 依存症モデルの変遷
依存症を医学モデルで操作的に記述しているのが ICD-10 や，DSM-Ⅳ-TR10）である．

戦後 WHO は，アルコール依存症は病気であると宣言したと前述した．病気としての

アイデンティティを得ることで，アルコール依存症は病気であるから治癒する，回復

する，ゆえに治療すべき対象としてとらえられるようになった．それまでの法モデル
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であれば，罰すべき問題行動であり罰すべき人であったのが，医学モデルに移行する

ことで，治療すべき症状，支援すべき人という枠組みでとらえられるようになったわ

けである．さらに，そのような病気が発生する土壌に目を向けると，そこには嗜癖す

る心性や嗜癖的関係性，アディクションを生む家族病理が掌握され，疾患であるとと

もに関係性の病理，つまり生き方の問題，社会の問題という見方がなされるようにな

った．ここで登場したのが依存症の人間関係モデルであり，社会モデルである．そし

てそれらのモデルの中核に位置するのがシステムズアプローチ理論である（p.28 参

照）．

個々人の生き方や価値観が現代ほど，原家族のそれにストレートに左右されること

はなかったはずである．昔のように家族の構成員が多ければ多いほど，そこには多様

な価値観，多様なコミュニケーション，多様な関係性が存在した．画一的な見方をし

ないで済む可能性や，特定の他者による支配から逃れて息つく余地があった．しかし

現代は核家族化し，多世代家族は消滅しつつある．家族の凝集性が高いといえば聞こ

えはよいが，その分，家族の密閉性が高まり，強弱の関係は自明となり，家族間にお

いて無意識の支配やコントロールが生じやすくなっている．そして，風通しの悪い，

柔軟性に欠く関係性のなかで，弱い立場にある構成員ほどその息苦しさを感じとり，

不適切な形で SOS を発信せざるをえない．identified patient（IP）とは，システム

ズアプローチ理論のなかで，家族全体が病んでいるときに，その病理を家族員の代表

として提示する人と説明されている．最も弱い立場の家族員が最初に SOS を発信し，

その家族員の発信が治まると，次の発信者が登場するという現象が起こってくる．声

をあげる人が次々と循環していくこともある．

さらに，ある世代で生じた病みは，実はそれ以前の世代にさかのぼって見出すこと

ができ，その病みの部分が確実に次世代へ継承されていくという摂理がある．人は家

庭という最も小さい単位の社会のなかで，初めて社会化という洗礼を受ける．その社

会化の手法が，次に自分自身が次世代を社会化させるときの原型になることは，想像

にかたくない．したがって，依存症へのアプローチとしてわれわれが究極的に目指す

のは，次世代への病理の伝播を阻むこと，次の依存症者をつくらないことである．も

ちろん，原家族の依存症の有無にかかわらず，新しい依存症者をつくらないことでも

ある．

2）	 医学モデルにおける依存症
ここで，医学モデルでとらえた各依存症の定義をあらためて紹介したい．最初に，

DSM-Ⅳ-TR を提示する．物質関連障害のなかの物質使用障害（物質依存と物質乱用）

の定義（操作的記述）を表Ⅰ-3に示す．ICD-10 の記述（依存症候群，表Ⅰ-1参照）

と大きく変わるものではない．なお，依存と乱用の相違については，程度の差という

解釈もできるが，基本的に乱用とは，社会一般的な許容から逸脱した目的や方法で，

自らの意思で薬物を摂取することをいい，精神依存の有無を問わない．乱用とは「行
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