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ギャンブル障害 （ギャンブル依存） とは
～ 正しい理解とその対応 ～

１．アディクション（嗜癖行動）とは
『アディクション』 とは、物や習慣への耽溺を意味し、日本語では、一般には 『嗜癖行

動』 と訳されている。従来、アルコールや麻薬等、物質への依存を意味する言葉として用
いられていたが、その後その意味は拡大し、ギャンブルや仕事への依存、暴力や虐待、さ

らには特殊な対人関係等、“やめたくてもやめれない”という共通の特徴を持つ行動障害

全般を指すようになった。言い換えると、意志の力や精神力では、行動をコントロー

ル出来なくなる病気であり、したがって、意志の力や精神力でコントロールしよう

と考えている限り治らない病気であるとも言える。

アディクションを大別すると、①物質への嗜癖、②行為過程（プロセス）への嗜癖、

③人間関係への嗜癖、の 3つに分類され、それぞれに下記に示したものが含まれるが、い
ずれも独立したものではなく、一人で複数のアディクションを持っていたり、一つの嗜癖

行動がなりを潜めたとたん、別の嗜癖が表面化するといったことも多い。

物 質 嗜 癖 － アルコール依存症、薬物依存症

行為過程嗜癖 － ギャンブル障害、仕事依存、買い物依存、

摂食障害（過食と自己誘発嘔吐症）、子ども虐待、DV など

人間関係嗜癖 － 共依存、AC（アダルト・チルドレン）など

“意志の力や精神力ではコントロール出来ない”理由については、次の 3 つの側面から
理解することが必要である。一つは“脳の病気”であること、次に “習慣の病気”である

こと、そして三つ目が、“生き方に関する病気”であることである。

◆ 脳の病気 ＝ アディクションのメカニズム

アルコール、薬物の使用、ギャンブル、買い物、暴

力や力による支配などの行為には、｢気持ちが良い」、｢ス

トレス解消になる｣、｢目の前の嫌なことから一時的に

解放される」などといった、快感 が伴う。

薬物やアルコールについては、”脳内報酬系“（A10
神経系）という神経回路を活発化させ、習慣的な使用

によって、この回路に異常を来すことが分かっている。

ギャンブル障害のような行為過程嗜癖の脳内報酬系そ

のものへの影響についてはまだ解明されてはいないが、

脳内報酬系関連への影響を示唆する研究結果もいくつ

か出てきている。

長崎県病院企業団
長崎県精神医療センター 院 長
大塚俊弘 [ 14 May 2021 ]
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【嗜癖行動に共通した行動パターン】

自己評価が低く 他人の評価が 結果を出そうとして、
自信が持てない 過度に気になる その行動に没頭する

結局、無理が 限界がきても、
たたって 他人からの評価が
つぶれる 下がるのが怖くて

やめれない

自信喪失

潔く、

「自己コントロールは出来ません」

と 認めなさい!!
そして、

素直に他人の援助を
受けましょう!!

少しかみ砕いて言うと、脳の回路の一部が機能不全を起こし、ちょっとした脳の刺激

によっても、｢その物質を使いたい｣、｢その行為をまたやりたい｣ という欲動が起きる、

いわば ”脳が自動的に物質や行為を求める“ 状態。もはや個人の意志力や精神力

などでのコントロールは不可能となった ”脳の病気“という理解が必要である。

自身の脳が全くコントロール出来ない状態になるので“脳がハイジャックされた状

態”と理解すると分かりやすい。

したがって、推奨される療養態度は、“壊れた脳の回路にスイッチを入れないよ

うにする”、言い換えると、脳神経に過度の刺激を与えないよう、仕事や学業等に没頭
することなく、過度な作業や労働を避けて、余裕のある生活を維持することである。

なお、脳内報酬系は、嗜癖行動が出来ない環境下にある時は、活動を停止すると考え

られている。依存症患者は入院中や収監中には、酒や薬を使いたいとか、ギャンブルを

やりたいとは全く思わないが、退院、出所すると使用欲求が再燃し出すのである。

※）「依存（dependence）」という用語に関して、WHO は“脳への薬理作用が背景にあるもの”

と定義しており、したがって、国際的には「ギャンブル依存症」という呼び方は通用しない。

◆ アディクションにはまりやすい人の行動パターン （生き方の問題）

嗜癖行動にはまる人は、共通して、しばしば次のような行動パターンを繰り返す。

これは、ものの見方や、振る舞い方、生き方に関する考え方が窮屈で独りよがり
なために陥ってしまう行動パターンであり、生き方そのものを見直すことが重要になる。

真の回復とは、単に物質使用や問題行動をやめることではなく、今までの行動パター

ンから脱却して“新しい生き方を見つけること”となる。したがって、“深く反省して、
一生懸命頑張れば、問題行動なんかやめれるはず”という考えは間違いである。

どんな屈強な意志力や精神力をもってしても、
どんなに心を入れ替え、反省しても、
どんなに精神を鍛え直しても、 依存症は決して治らない。

目指すべき新しい生き方とは、

自分の弱い部分も含めて自分のありのままの姿を認め、
他人の評価を過度に気にすることなく、
自分自身に正直に生きていくこと となる。

ということであるが、

・簡単に出来るだろうか？

→ 変なプライドが

邪魔するのでは？

・世間は許してくれるか？
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×

★ 繰り返される暴力（暴力嗜癖）への

対応法は次の 3つしかない

① 避 難

② 第三者の介入、

③ 公権力や専門家の介入

× 避けるべきこと

・本人： 「自分さえしっかりしていれば良いのだから、深く反省し、強い意志力

や精神力を持って頑張って行こう。」という姿勢。

「周囲からの信用を回復しよう」と、自分の評価が上がることばかりに

没頭して、自分一人で涙ぐましい努力を続けるという姿勢。

・周囲の人々： 「深く反省して、強い意志力を持って頑張れば大丈夫」等の

誤った知識や誤解にに基づく助言･指導。

「そんなことやってたら、世の中から信用されない」「ここで、頑

張って世間を見返してやろう」等、他人の評価を過度に意識す

るような働きかけ

… 上記のような姿勢・態度の人、周囲に上記のような人しかいない人たちが、

繰り返し薬物事件を繰り返しているのを、ニュースやワイドショーで

よく目にする。

◎ 推奨される姿勢や働きかけ

・本人： 「自分の意志力や精神力だけでは、ギャンブルをやめ続けることは、
できないことが分かりました。今は、やめているけれど、
明日は急に使いたくなるかもしれない。弱い自分がいるということも
自覚できてますし、一人では難しいので、仲間や専門家の助けを
借りながら、”今日一日、ギャンブルはしない”ということを
続けていきます。」

・周囲の人々： 「涙ぐましい努力しても出来ないものは、仕方ないじゃない。
それはあなたの努力不足や

個人的なあなたのせいだけではない。
自分一人では難しいことなのだから、

誰かに手伝ってもらうと良いのでは？」

◆ アディクションの出現頻度が高い社会層
劣悪な養育環境と低い教育歴の社会層にも多いが、一方で、社会的地位が高い層に

おける出現率も極めて高い。

医師、弁護士、教師、会社役員等、社会的地位が高い人々は、総じてストレスが多く、

孤独でかつ周囲に問題を指摘する人が少なく、しかも経済力があるため、アルコール依

存、ギャンブル障害、虐待／暴力といった

嗜癖行動を繰り返すことが容易であり、

その分、依存が形成される確率は高く

なる。

また、このような人々は、本質的に

仕事依存症であるという側面もある。

「あんなに立派な人に限ってまさか」

ではなく、「あんなに立派な人だから

もしかして･･･」という見方が必要。

あの時は、考えも
甘く、結果として皆さんの期待を裏切る

行為をしまった。心を入れ替えて、弱い自分を
鍛え直し、今は、活動に集中できているので、

もう、大丈夫です。頑張るので、
見ていてください!!
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２．ギャンブル障害の現状

◆ ギャンブル障害の診断基準 （米国精神医学会作成「DSM-5 精神疾患の分類と診断の手引き」）
① 興奮を得たいがために、賭け金の額を増やして賭博をする欲求

② 賭博をするのを中断したり、または中止したりすると落ち着かなくなる、

またはいらだつ

③ 賭博をするのを制限する、減らす、または中止するなどの努力を繰り返し

成功しなかったことがある

④ しばしば賭博に心を奪われている

⑤ 苦痛の気分の時に、賭博をすることが多い

⑥ 賭博で金をすった後、別の日にそれを取り戻しに帰ってくることが多い

⑦ 賭博へののめり込みを隠すために嘘をつく

⑧ 賭博のために、重要な人間関係、仕事、教育、または

職業上の機会を危険にさらし、または失ったことがある

⑨ 賭博によって引き起こされた絶望的な経済状況をのがれる

ために、他人に金を出してくれるよう頼む

※）自己診断用質問票（SOGS）

軽 症：4～ 5項目
中等症：6～ 7項目
重 症：8～ 9項目
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◆ ギャンブルのタイプと依存の危険性

最も依存性が高いのは電子ゲーム機（Electronic gaming machine : EGM）。

EGM＞ ルーレット、ネットポーカー

＞ スポーツ賭博、スクラッチカード ＞ 宝くじ

EGMの依存性が高い理由は、以下の 2つ。

① ニアミス効果：負けているにもかかわらず、勝った時のように脳の快感や報酬

に関わる部分（腹側線状体や島皮質）を活性化させて、ギャンブルを続け

たいと思わせる効果。ギャンブルをコントロールできるかのような感覚を

もたらし“制御妄想”を形成する。

② 勝ちに見える負け（Loss disguised as a win）：画像や音響によって、負けている
にもかかわらず、勝ったかのような感覚を抱かせることによって認知の歪

みをもたらす。意思決定力を弱めて、合理的な選択をできなくしてしまう。

◆ ギャンブル障害と環境因子

・ギャンブルへのアクセス、ギャンブル場の位置や種類、賞金の大きさ、

もう少しで当たる錯覚（ニアミス）の機会などが、ギャンブル行動を維持させる

・幼少期の逆境体験（虐待、トラウマ体験等）は、ギャンブル障害患者の多くにみられ、

経験の深刻さはギャンブル問題の深刻さや早いギャンブル開始年齢と関連する。

・幼少期にギャンブル場に行くことは、成長後のギャンブル行動に影響がある。

◆ ギャンブル障害の有病率 （松下ら，2017.）

SOGSが 5点以上［生涯］： 3.6%（男性 6.7%、女性 0.6%）
SOGSが 5点以上［過去 1年］： 0.8%（男性 1.5%、女性 0.1%）
DSM-5診断［過去 1年］： 0.6%（男性 1.0%、女性 0.2%）

［調査対象者･回答者 4,685人／ 10,000人、個別訪問面接聴取法による］

※）諸外国との比較

・SOGSが 5点以上［生涯］：
フランス 1.2%、ドイツ 0.2%、オランダ 1.9%、イタリア 0.4%、スイス 1.1%、
カナダ 0.9%

・SOGSが 5点以上［過去 1年］：
イギリス 0.8%、スイス 0.5%、スウェーデン 0.6%、アメリカ 1.9%

日本の場合、ギャンブル障害が疑われる人の 8 割は、パチンコ・パチスロが
中心。

町のどこにでもパチンコ店があるという特殊な環境要因から、『今までに一度

はパチンコにはまったことがある』人が多く、そのうち一定割合は自然に回復

していくけれど、残りの人たちが抜けられずに深刻な状態にはまっていくのだ

と推測される。
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大人の世界

子どもの世界

世代境界

大人の世界

子どもの世界

世代境界世代境界

大人の世界

お酒、愛人、
暴力、ｷﾞｬﾝﾌﾞﾙ

３．アディクションと機能不全家庭

◆ 健全な家族システムと世代境界

『世代境界』
寝る時間や食べ物から会話の内容まで、いろいろな事柄に関して、大人の世

界と幼い子ども（7～ 8歳程度まで）の世界がはっきりと区別されていること。
子どもたちにとっては若干窮屈なところあるが、その分無条件に親に依存し、

甘えていいことが保証されている。

親とは違う世界に生きていれば、必要以上に親と争ったり、親の期待に応え

ようとし過ぎたり、といったことは生じない。

《健全な家族システム》
家族内トラブルの中で、子供への

影響が最も強いと云われているのが

親の“嗜癖行動(アディクション)”。
それには、アルコール問題やギャ

ンブル、異性問題、夫婦間暴力など

が含まれる。

両親のいさかいが絶えないように

なると、

《不健全な家族システム》 ・子どもは

夫婦のいさかいに巻き込まれ
夫婦の絆は希薄に、

母親と子どもの結びつきは密に

なる。

母から子へは「あなたが頼りよ」

というメッセージが強まる。

子は、「母を守ろう」「どうした

ら両親が仲良くなるか」「親を

喜ばすには何をすべきか」など

夫婦関係を回復させることなく、 と、かばったり、気を使ったり

形だけの 不適切な夫婦関係を する。

ただただ維持することは、
非常に危険 小さい頃から親に充分甘えたり、のびのび遊ぶ機会

が与えられず、いつも自分のことは後回しになる。

《健全な家族システム》 ★むしろ、
両親が離別し、
世代境界を復活
させた方が
幼い子どもにとっては
（7～ 8歳程度まで）
生きやすいことも多い。
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【自分を大切にできなかった女性】

暗夜行路をカタルシス ﾌﾞｰｽｶﾌﾞｰｽｶ & & ﾌﾞｰｽｺﾌﾞｰｽｺ

・・・当時私の 人生の目標は 「最低な女」 になること
だったので、H のイロになることは目標達成のステップだっ
た。H とは食事とつまらないセックスを重ね、セックスが終
わると1万円前後の札を渡された。
需要と供給は成り立っていたが、私の心はバランスを崩し

ていった。「最低な女」になればなるほど心の奥底は苦しく
て狂いそうになる。息苦しい現実から逃げる為に、私は手
首を切った。・・・切る瞬間は頭に鳥肌が立ち、切った後は
腰が抜けて座り込む。私はてっとり早い現実逃避の手段とし
て繰り返していた。H との関係は切れたが、手首の傷が癒え
ると､私はテレクラで客をとってウリを始めた。「最低の女」
への目標を捨てきれなかったし、自分のカラダが金になる
ことに味をしめていた。

見ず知らずの男とセックスすることに抵抗はなかった｡自
分に存在価値はないと思っている私に､客にもらう金だけが
「生きる価値」 であり、セックスする時間が 「生を実感する

時間」だった。

依存者回復支援

ﾏｶﾞｼﾞﾝ

GOOD Vol.1
(2002，長崎ダルク
ふぁにー
ふぁくとりー)

から

● 不健全な家族システムの中で、子どもたちが示す対処行動パターン

・自分のことはまずは後回し。

・不安な状況を避けるために片隅で息を潜めて生活する。

・親の世話役になったり、

「良い子」になることで認めてもらおうと苦しい努力をする。

・「悪い子」を演じることで、両親の問題を見えなくする。

このような対処行動パターンのみが身に付いた状況で大人の社会（思春期）に入る。

自分のことは後回しにして、他人のために苦しい努力をしても、

周囲はちっとも評価してくれない現実に直面し、

不適応を起こす

＝ AC（Adult Child（ren）of dysfunctional family（families））
アダルト・チャイルド（チルドレン）

“機能不全家庭で育った子どもたちが大人になった時”の意

対人関係が上手くいかない、安心して人に頼れない、人を信用できない、

貪るように愛情を求める、自分を好きになれない･大切にできない、等々。

★ 次のようなメッセージを使う時には、十分な注意を!!
自己評価が低い子どもたちに、

他人の評価を過度に意識させるようなアプローチは禁忌とさえ言える。

“自分自身を大切にしよう”→ 現に自分を大切にできていない子どもは、

「自分を大切にできない自分はダメな奴だ」

と言う気持ちを強めてしまう。

“命を大切にしよう”→ 追い詰められて死ぬしかないと思っている子どもは、

「死にたいと思っている自分はダメな奴だ」

と言う気持ちを強めてしまう。
◎ 推奨されるメッセージは

“長い人生の中では、自分を大切にできなくなったり、
死にたくなるほど追い詰められることもあります。

その時は一人で抱え込まずに誰かに相談をしましょう!!”
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棚上げにしたままでは

許さない

◆ 共依存とイネイブリング
★ 『共依存』＝ 自分を必要としてくれる相手との関係に

依存してしまうこと

アルコール依存症、薬物依存症、ギャンブル障害、暴力／虐待など、アディクシ

ョンにはまった人の妻や夫、あるいは親が陥いりやすい夫婦・親子関係パターン。

“相手をどうにかすることで頭が一杯”になり、

“相手に必要とされること”でしか自分の存在価値を見出せなくなっている。

行動パターン としては、

・相手の問題行動を何とかしようと、

監視したり、責めたりする、行動を変えることを誓わせる

・心配してあれこれ世話をやく

・失敗の尻拭いをする 共依存にはまった人の考え方：

・世間体を繕う 「私がいないとこの人は

・責任の肩代わりをする ますますダメになる !!」
など

結果として嗜癖者の回復を妨げ、

病気の進行に手を貸してしまう。回復のための秘訣 としては

「自分の幸せのために自分らしく生きる」 という姿勢を大切にすること。

★ 『ｲﾈｲﾌﾞﾘﾝｸﾞ（ enabling）』＝ 結果として

相手の問題行動継続を可能にしてしまうこと。

例えば、ギャンブル障害の子どもに対して、親が“本人のギャンブルをコントロ

ールしようと色々と世話をやく”という行動パターンをとり続けると、本人が自分

の問題に気付く機会を奪い、結果として病気の進行を助けることになる。このよう

な行動パターンをとり続ける人を 『ｲﾈｲﾌﾞﾗｰ (相手の問題行動継続を可能にしている人)』 と呼ぶ。

アルコール・薬物依存、ギャンブル、暴力・虐待といったアディクションは、

愛情をも養分にして進行し、悪循環が永遠と続く（下記“ウォーカーの暴力サイ

クル”参照）、やっかいな病気であるとも言える

まず、愛情という養分を断って進行をくい止める ことが第一となる。具体的に

は、「先取りして尻ぬぐいをすることなく、本人が行った行為に対しては本人に責

任をとらせる」といった姿勢が必要となる。

● ウォーカーの暴力サイクル （ウォーカー, 1984）
（夫婦間暴力の家庭によく見られるパターンだが、
「暴力」を他の嗜癖行動に置き換えることもできる）

緊張を解放するための 夫から妻に対する

夫婦間の緊張増大 暴力 愛による償い

問題が棚上げになったままでの 問題が棚上げになった

やり直しの誓い ままでの許し

＝ 介入のポイント
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異常な事態に対する

正常な反応

４．辛い体験が人に及ぼす影響とその対応

◆ トラウマ （心的外傷、 psychic trauma ） とは
“個人に、自我が対応できないほどの強い刺激的あるいは

打撃的な体験が与えられること”（新版精神医学事典, 弘文堂, 1993）

・恐怖、不安、恥、あるいは身体的苦痛などの情動反応を起こすような体験。

・客観的な現実よりも、心的現実といわれる個人の主観的体験が重要。

すなわち、その人が「どう感じ」「どのように打撃を受けているか」。

★ トラウマを引き起こす出来事の特性

① 予測不能 ④ 対象喪失が起こる（大切なものを失う）

② コントロール不能 ⑤ 暴力的

③ 出来事自体が残虐 ⑥ 結果に対して主観的に自分に責任があると感じられる

・心的外傷体験は、自我や自尊心を傷つけるため、自信や希望が失われ、

その結果として、新たな外傷に対する傷つきやすさを増大する。

→ 打たれ強くなるのではなく、打たれ弱くなる!!
★ 自尊心 self esteem

“是認された役割の達成、共通の価値観の共有を介して得られる連帯感、

安定感に基盤づけられた自己価値、肯定的自己評価”（新版精神医学事典, 弘文堂, 1993）

所属している集団や社会の中での

“自分が意味ある役割を果たしている”という実感

“他人のために自分が役立つ”という体験

涙ぐましい努力や特殊な才能が無くても

◆ トラウマ体験後によくみられる

精神症状･行動障害

① 不安・緊張 些細なことで不安になったり、いつもストレスを感じ緊張がとれ
ない、あるいは落ち着かないといった症状が続く。

② 不 眠 心配事のため、あるいは落ち着かなくて眠れない日が続く。

③ 社会活動能力の低下 元気ではつらつとは出来なくなり、集中力が落ちる等、

仕事や家事、外出、その他の日々の活動における能力が低下する。

→ やる気の無さ等ではなく症状なんです!!
④ 抑うつ 気分が重く憂うつになり、自信を失い、自分は役に立たない人間だとか、

生きる意味がない等と感じたりする。

⑤ 幸福感の喪失 幸せだと感じられなくなり、将来に希望がもてなくなり、
何事も悲観的に考える。

⑥ 対人関係困難 周りの人に親しみを感じなくなったり、うまくつき合えなくな
り、周囲から孤立しがちになる。

→ 性格の問題等ではなく症状なんです!!

自信と喜びをもたらし

これが健康な自尊心を

形成し、傷ついた自尊

心を回復させる。
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◆ ACE研究（フェリッティ、アンダら，1998）
ACE：Adverse Childhood Experiences（幼少期逆境体験）
米国の疾病予防管理センター（CDC）で行われた、18 歳以前の逆境的体験と後の健康

上のリスクとの関連性を調査した 2万人規模の疫学調査。
ACEスコアが高い人には、アルコール･薬物乱用、自殺未遂、うつ病、不安障害、肥満、

糖尿病、自己免疫疾患などが多いことが判明。社会的、情動的、認知的な問題を抱える可

能性が高まる。その結果、喫煙、暴飲暴食、薬物依存等の危険な行動が多くなり、それが

病気に罹患したり事故で障害をもつ可能性を高め、犯罪の原因にもなる。

★ ACE調査
18歳になる前に以下の経験をしていたか？
「はい」の数の合計があなたの ACEスコア。

① 親か同居している大人から頻繁に、または日常的に罵倒、侮辱、悪口、屈辱を受け

ていたか？ もしくは危害が及ぶかもしれないという恐怖が与えられていたか？

② 親か同居している大人から頻繁に、または日常的に押されたり、つかまれたり、叩
かれたり、何かを投げつけられていたか？ もしくは跡が残ったり傷ついたりする
ほど強く殴られたことはあるか？

③ 大人か、少なくとも 5歳以上年長の人間から性的に触られたり撫でられたりしたか、
無理やり相手の身体に触らせられたことがあるか？ もしくは触られそうになった
り、不適切に触られたり、性的に虐待されたことがあるか？

④ 頻繁に、または日常的に、家族の誰からも愛されていない、あるいは自分が大事で
特別な存在だと思われていないと感じていたか？ もしくは家族が互いに関心がな
い、親しみを感じていない、助け合っていないと感じていたか？

⑤ 頻繁に、または日常的に､食事が十分でない、汚れた服を着なければならない、自
分を守ってくれる人がいないと感じていたか？ もしくは親のアルコールか薬物依
存により面倒を見てもらえなかったり、必要なときに病院へ連れて行ってもらえな
かったりしたと感じていたか？

⑥ 離婚や別居、その他の理由によって実の親と別れた経験があるか？

⑦ 母親（継母）は頻繁に、または日常的につかまれたり、叩かれたり、物を投げつけ
られたりしていたか？ 時々、頻繁に、または日常的に蹴られたり、噛みつかれた
り、拳や物で殴られたりしていたか？ もしくは繰り返し数分間にわたって殴られ
たり、銃やナイフで脅かされていたか？

⑧ 酒癖が悪い人、アルコール依存症者、または薬物を乱用している人と同居していた
か？

⑨ 家族にうつ病の人、精神疾患を抱えた人、自殺未遂を起こした人がいたか？

（⑩ 家族に刑務所に収監された人がいたか？）

※）幼少期に安全でない環境で生活していると、警戒モードを発する脳の扁桃体と記憶を

留め警戒モードを調節する海馬の相互機能の不全、ノルアドレナリン神経系の慢性的

亢進、視床下部～下垂体～副腎のストレス反応の変化といったことが生じる。常に脳

の警戒モードが高い状態だと、些細な出来事に過剰に反応したり、緊張や不安が高ま

り、大事な場面で不適切な対応となったりするため、“本番に弱い”、“社会的信頼を

受けにくい”、“親密な人間関係を構築しづらい”といった事態を生じやすい。そのた

めに、自信や自己肯定感を築きにくくなる。また、ストレス反応による各種ホルモン

の過度な放出そのものは、神経に炎症を起こし傷つけるため、自己免疫疾患その他の

内科的疾患の罹患リスクも高める。

本人の能力の問題や努力不足、精神力が弱いのではなく、
脳の警戒モードが高いだけ。

その特性をよく理解して、工夫をしていけば、
脳の警戒モードは解けていくもの。
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◆ トラウマ体験後に罹患しやすい精神科疾患

★ 複雑型 PTSD（Complex PTSD）（ハーマン，1992）

児童虐待、性的虐待、いじめ等の長期反復性の慢性的なストレスの場合、災害や

事故や犯罪などの単一の強い急性ストレスとは異なる以下のような症状を示すため、

従来からの PTSDとは区別すべきということで提唱された概念。
・「パーソナリティ障害」に近い、より複雑な症状

些細なことで“キレる”などの、情動不安定、衝動性、頻回の自殺企図、

不安定な対人関係や、人を信じられず、社会的に引きこもるなど。

・心因性健忘（いわゆる記憶喪失）など、解離症状と呼ばれる多彩な症状

★ 適応障害（短期抑うつ反応、遷延性抑うつ反応、混合性不安抑うつ反応）

うつ病の診断基準を満たすほど持続時間が長くなかったり、症状が軽度だったり

する反応性のうつ状態。頻度的には、最も多い。

② う つ 病
以下に示した症状が、毎日 2 週間以上持続します。つらい状況

が続いたり、ストレスの強い体験をした時、『セロトニン』（不安

などを減少させる作用がある）、『ノルアドレナリン』（集中力や積

極性などを高めたり､痛みを感じなくするなどの作用がある）とい

う脳内ホルモン（神経伝達物質）を使い果たし、そのために生じ

る病気です。“脳のバッテリー切れ、エネルギー切れ”といった状
態ですから、頑張りたくても頑張れない状態で、決して“気合い

が足りない”とか“怠け”といったものではありません。

● よく眠れない

● 食欲がわかない ご飯が美味しくなくなった

● 疲れやすくやる気が出ない

● 気分が晴れない 憂うつである

● 集中できない 判断力が落ちている

● 楽しいはずの活動が楽しめない

《良くなった状態》充分な休養をとりながら、『セロトニン』『ノルアドレナリン』

を増やす抗うつ剤を服用することで良くなります。

“脳の
バッテリー

切れ”

《うつ状態》

① PTSD （心的外傷後ストレス障害）
以下に示した症状が、1 ヶ月以上にわたり持続します。あまりにも衝撃的な体験を

したため、脳が“戦闘モード”“警戒モード”になったまま“平時モード”に戻らず、

日常生活に支障を来していると理解するとよいでしょう。災害や事故、犯罪や事件、

から 6ヶ月以上たって症状が現れる『遅発性』のものもあります。
治療法は、抗うつ剤等による薬物療法および認知行動療法と呼ばれる精神療法です。

● フラッシュバック： 思い出したくもないのに災害や事故の体験が無理矢理

思い出させられて、不安や恐怖心が出現する。

○ 回避傾向： 災害や事故を思い出させるような状況や活動を避ける傾向に

なる。場合によっては外出できなくなることもある。

○ 現実感の麻痺： 感覚が麻痺したような、現実感がわかない状態。

● 不 眠： 寝付きが悪い、夜中に悪夢を見て飛び起きるなど。

● 怒りっぽさ・イライラ・気分の落ち込み。

（※）● ノルアドレナリン（“怒りのホルモン”）の影響

○ エンドルフィン（脳内麻薬物質）の影響
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★安全神話
人は誰も、誠実に善良

に努力していれば報われ

るという人生の公正さへ

の無意識の願望を抱いて

おり、そのため理不尽な

体験をした人に対して

「そのような目に遭うの

は本人に落ち度があった

に違いない」と考えがち

である。

「自分は誠実で善良だ

からあのような目には遭

わないで済むのだ」と言

い聞かせて不安を払拭し

ている。

３） トラウマがもたらすその他の事象

① トラウマの再演 re-enactment リイナクトメント（バン･デア･コーク, 1996）
被虐待児の中には、トラウマを生じた出来事を再演するように、暴力、破壊、犯罪、ギャ

ンブル､薬物乱用､売春､ DV 男性との交際など、危険な人間関係やその他の危険な行動を自
ら反復する者が極めて多いが、このような行動に至るメカニズムを説明した仮説。

“トラウマ体験に暴露されると脳内エンドルフィン（脳内麻薬）が分泌されるが、長期反

復性の慢性的なトラウマ体験者は、慢性的エンドルフィン分泌状態となっている。安全な環

境においてそのレベルが下がると禁断症状としてのイライラが生じるため、わざとエンドル

フィンの分泌をあげようとする。”

② 学習後無力状態（セリグマン, 1975）
犬に非偶発的な電気ショックを与え続けていくと、逃げ道が準備されていても逃げよ

うとしなくなる。理不尽な暴力を浴びせられ続けると､「何をしても状況は変わらない｣
と将来に悲観的になり、抑うつ的となってその状況から逃れるという行動を起こそうと
しなくなる。
被害者の表情と機敏さを奪い、これが加害者にとっては“フテブテしい落ち着き”と

受け取られて、さらに暴力が加えられるという悪循環。

◆ 社会による評価の影響（傍観者の心理）
社会からどのような目をもって迎えられるかはトラウマ

体験者の回復過程に大きな影響をおよぼす。「ひどい目に

遭うのは、その人自身に問題があるからだ」という

誤った社会通念や神話が、被害者に

再度のトラウマを与える。

③ 不安障害
突然に、動悸、呼吸困難、めまい感などが出現し、「死ぬんじゃないか」と感じる強

い不安発作を繰り返す パニック障害 と、日常の些細な出来事が必要以上に心配にな
り、過度の不安や緊張が数ヶ月持続し、動悸、息切れ、発汗、めまい、胸や腹部の
不快感、手足のしびれ、身体の火照りなど、自律神経関連の様々な身体症状を伴う

全般性不安障害、特定の場所や出来事に対する強い恐怖感が持続する 恐怖性障害（恐
怖症） の 3つのタイプがあります。いずれも、過度の不安や恐怖が持続するため、
外出が出来ないなど日常生活に大きな支障をきたします。
治療法は、抗うつ剤や抗不安剤による薬物療法に、認知療法、行動療法、認知行動

療法などの精神療法を組み合わせることが一般的です。

④ ｱﾙｺｰﾙ依存症、ｶﾌｪｲﾝ依存症

自分の意志の力では、使用量をントロールできなくなる病気。つらい体験を無理し

て忘れようとして、多量のお酒やお茶、コーヒーなどを飲み続けていると、依存が形

成される危険が高まります。

●レイプされたのは
その人にスキがあったから

●本人に問題があるからいじめられる

●親が悪いから子供が病気になる

●家族の対応が悪いから自殺者が出る

●日頃の行いが悪いからバチが当たる
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★ 被災者役割（ラファエル, 1986）

「被災者」は弱く、無力・無能であり、「支援者」は強く力がある。したがって、

被災者は欲しかろうと欲しくなかろうと与えられた援助は感謝して喜んで受けるべ

きであり、決して苦情は言うべきではない、という古来からある間違った通念。

★ 患者役割（パーソンズ, 1974）

「患者」は、自分が病気であることを受け入れ、できるだけ早く良くなりたいと

望んでいる義務があるという通念。

支援者は、被支援者に対して、
このような役割を強いることがないよう

常に注意をしておく必要がある。

◆ 支援者に求められる基本的姿勢

１） 判断を交えない態度（ non-judgmental attitude ）
被支援者の考えに解釈や判断をせずに 「私が何をすればあなたの役に立つのでし
ょうか？」と率直に問いかける姿勢。
支援を必要としている人の置かれている状況は極めて多様であり、支援の必要度は時

間的経過と共に常に変化するものである。加えて、本人の価値観や周囲の環境によって

も支援内容は大きく変わってくる。

特に、力のない幼少期より自己決定することを許されない状況下での生活を強いられ

た者にとっては、自らが望まない支援の提案は、無力感や失望を増強し、二次的な被害

を与える可能性があるので注意を要する。虐待を加える大人の多くが子どもに対して「あ

なたのためにやっているのだ」と正当化しながら体罰を与えたり、子どもが望まないこ

とを強要しており、そのような体験を持つ人にとって、「あなたのためにやっている」

と言われながら受ける望まない支援が、どれほどのダメージを与えるかについて、リア

リティをもってイメージしておくことが大切である。

２） 生活支援と情報提供を中心とした支援
被支援者が抱えている衣食住、職業、家事、コミュニティー活動、学業、経済状態等、

日常生活上の諸問題への直接的な支援、被支援者が自ら行動するために必要な社会資源

や制度、相談窓口、その他当面の生活の上で必要とされる情報を提供することが重要。

３） 自分が今できる手伝いがあればやる
家事の手伝い、用事の代行、専門機関までの付き添い、話し相手等々。

実際に役に立つのは、①、③ への支援。

しかしながら実際は、もっぱら臨床心理

士や精神科医師といった専門家に任され、

①、③に関する生活支援の提供の優先順位

が低くなる事態が見受けられる。

例えば、いじめにあった被害児童･生徒に

対して、スクールカウンセラーによる支援

はなされるが、進学や学業面での特別の教

育支援がなされているか？

もちろん“こころのケア”（心理･精神療

法的支援）も重要ではあるが、そのタイミ

ングは、被支援者の精神的健康の状態やご

本人が感じる必要性などによって変わってくる。こころの問題に関しては、カウンセリ

ング等よりむしろ、誰にでも起きる心理的反応に関する正しい情報を早期から提供する

ことが優先される。

★ トラウマ体験者が直面する問題

① 情報の問題

社会資源や制度、相談窓口、その他

当面の生活の上で必要とされる情報

② こころの問題

心理的反応・精神保健

③ 生活・経済上の問題

衣食住、職業、家事、コミュニティ
ー活動、学業、経済状態等、日常生
活そのものに関する問題
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【主なトラウマ症状】

・回避（関連した状況や
考えることを避ける）

サボっている
逃げている

ように見える

・過覚醒（イライラ、攻
撃的、興奮）

わがまま
反抗的な態度

のように見える

・否定的な認知･感情

考えすぎ
弱気になっている

ように見える

◆ トラウマケアの実際
specific… ① トラウマに特化したケア

１） ３段階のトラウマケア responsive … ② トラウマに対応したケア

トラウマケアは、PTSD等の症
状が出現している人だけが対象と informed ………… ③ 一般的なトラウマの

となるものではない。 理解と基本的対応（Bloom SL,野坂祐子改変，2019）
認知行動療法等、2）に示した

治療方法は、あくまでも右上図の①に該当し、専門的な

治療を必要とするのは一部の人たちである。衝撃的な体験

をした結果一定のリスクがある人々は、専門的な知識を有

する者によるフォローが必要となるがこれが ② に該当。

より多くの人々にとって必要なケアが③で、トラウマ・
インフォームド・ケア（Trauma-Informed Care, TIC）と呼
ばれる。本人を含む全ての人を対象とするもので、彼らが、

トラウマの影響、再演等についての正しい知識を持って、

トラウマ体験者に対して、二次的な負の影響を最小化する

ような援助や関わりが行えるようにすることであり、組織

や地域全体で実践すべき、誰でもが出来るケアである。

２） 主な治療方法

① 薬物療法

薬物療法は、心的外傷に対する最も有効な治療法として確立されてきている。

強い不安や恐怖、怒りの爆発、不眠、抑うつ等の精神症状に対し、確実かつ速やか

な効果が得られる。また、心理療法と比べ効果が一律で、安価、多くの一般精神科医

が対応可能。 ・抗うつ薬（選択的セロトニン再取込阻害剤、セロトニン拮抗・再取込阻害剤、三環系抗うつ剤剤）

・アドレリンα 2 受容体作動薬（ノルアドレナリンの放出を抑える）
・気分安定薬（本来はてんかん治療薬であるものを含む）
・抗精神病薬 など

② 認知行動療法

今日の心的外傷に対する心理療法の中心は認知行動療法。心的外傷を受けた被害者

の多くは、「また同じような目に遭うにちがいない」「自分は何をしても結局元にもど

ってしまう」「この世のすべてが自分の敵だ」「ひどい目に遭うのは自分が悪いからだ」

といった非適応的思考パターンに陥っていることが多い。このような思いこみを修正

し、より適応性の高い考え方と行動を身につけていくように支援していく治療法。

（a）イメージ暴露法

心的外傷体験を想起させ、同時にその時の感覚や感情を賦活し再体験を繰り返す

ことで馴化を図る方法。実際に感じたことや考えたことを 45 分程度陳述してもら
い、10 分ごとに「主観的不快／不安指数」をチェックする。また、陳述内容は録
音し、ホームワークとして自宅で聴いてもらう

（b）実生活内暴露法

回避の対象となっている状況への直接暴露を行うことで馴化を図る方法。

（c）認知再構成法

物の見方を変える 3つの質問方法
１「そう考えられる証拠が何かあるのだろうか」

２「別の視点から考えてみよう」

３「仮にその考えが正しいとしたら、どうなるのだろうか」

心理的問題ではなく、

身体･脳の反応なのです!!
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（d）EMDR（Eye Movement Desensitization and Reprocessing、眼球運動による脱感作と再処理）

心的外傷体験を想起しつつ、治療者が患者の目の前で左右に動かす指を追視する

（脱感作）。

目の前 30 ～ 50cm の距離を保ち、40 ～ 50cm の幅で左右に 1 秒に 2 往復程度動
かす。次に望ましい認知を思い描きながら同様の眼球運動を行う（再処理）。

☆★ TF-CBT（Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy、トラウマフォーカスト認知行動療法）

米国で開発された認知行動療法を中心にアタッチメント療法や家族療法等の要素

が組み込まれている子どものトラウマに焦点化した治療プログラム。欧米のいくつ

かのガイドラインにおいて、子どものトラウマ治療の第一選択とされている。

12 セッションで構成され、心理教育に始まって、家族の対処技法の訓練、子ど
も自身のトラウマ体験の表現、実生活での工夫や親子合同セッションなどを通じて、

子どもが本来持っている発達力を取り戻し、その他必要なスキルを習得させる。

③ 心理教育

患者や家族に対し、疾患や障害に関する適切な知識や情報を提供し、対処技法が向

上するよう援助するとともに、彼らの自尊心や自信の回復と本来有している対処能力

の強化（エンパワメント）を目指す心理･精神療法。

知識提供を行う「教育的セッション」のみの狭義の心理教育に対して、認知や行動

の変容やエンパワメントを目指す「認知行動療法的セッション」を組み合わせた心理

教育プログラムもあり、その代表が家族心理教育である。

※）認知行動療法を組み合わせた 家族心理教育
「教育的セッション」：

病気の本態や疫学、治療法や家族の対応方法等に関する情報を、わかりや

すく整理した形で伝える。教育用のテキストや VTR 等の資料を用いること
が多い。

「認知行動療法的セッション」：

日常生活上遭遇する様々な問題についての具体的対処に焦点を絞り、参加

者に主体的にアイデアを出してもらい、それを実行できるように援助する。

参加メンバーの相互援助作用を期待し、集団療法という形で行われることが

多い。

1 つのグループは 10 人以内、1 回のセッションは 2 時間程度、2 週から 4
週に 1回の割合で行われることが一般的。

④ 解決志向アプローチ（Solution-focused approach）
アルコール･薬物依存症、子ども虐待、家庭内暴力、少年非行、犯罪や貧困等、深

刻化した困難なケースや、抵抗の強い家族にも有効な家族支援技法。

問題を解明し不適切な家族相互作用を変化させるのではなく、日常生活における数

少ない成功例を探し出し強化することで、家族をエンパワーしながら、その家族に合

った有効な解決法を構築することを目的とする。

基本的技法としては、問題が生じていない例外をさがし、例外を取り巻く行動を繰

り返すよう強化し、解決策を発見するものである。

特異的技法としては、次のようなものがある。

○“ミラクル・クエスチョン”：

「奇跡が起きて問題が解決してしまった」と想像させることで目標設定や

解決発見への糸口を見つけようとする技法

○“コーピング・クエスチョン”：

極めて困難な状況に遭遇したクライエントに対して、「あなたはそのこと

に、どうやって対処しているのか」と質問することで、彼らの対処行動を

肯定的に評価しエンパワーしようとする技法
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２）自助グループの治療的影響

同じ病気や問題を持つ者同士が集まり、互いに助け合いながら、問題を克服し回復し

て行くことを目的とした集団を“自助グループ”と呼ぶ。

傷ついた自尊心や自己肯定感は、専門家によるカウンセリングや精神療法によって回

復するものではない。その人が所属している集団や社会の中で“自分が意味ある役割を

果たしている”という実感を得たり、“他人のために自分が役立つ”という体験を繰り

返すしかない。しかも、涙ぐるしい努力や特殊な能力によってではなく、その人の体験

そのものが他人の役に立つという環境が望ましい。それが可能となるのが、セルフヘル

プ活動である。

集団独自の持つ治療的因子について、アメリカの精神科医ヤーロム博士は、次の 11
項目にまとめている。

① 希望をもたらすこと： 自分より回復していたり、成熟している他のメンバーを

目の当たりにすることで希望を持つことが容易になる。

② 普 遍 性 ： 自分と同じような問題を抱えている人が他にも大勢いて、悩みは

分かち合えるのであることがわかっただけで安堵出来るもの。

③ 情報の伝達： 教訓的な話やメンバー同士の助言等がきちんと伝わっていく。

④ 愛他主義（オルトルイズム）： 他人のために自分が役立つという体験（自分の

体験談が、それを聞く他のメンバーの役に立っているという実感が得ら

れる）は 自信と喜びをもたらし、自尊心を回復させる。

⑤ 社会適応技術の発達： 互いのメンバーが教え合いながら対処技法を身につけ

ていける。

⑥ 模倣行動： 他のメンバーの考え方ややり方を真似したり取り入れることで良い

方向に変わったり、自分と同じ問題を持つ他メンバーに対するアドバイ

スを自分のものに出来たりする。

⑦ カタルシス(感情の換気作用)： 同じ悩みを持つ人々と心の内面を分かち合い

自分の感情をさらけ出し、そしてグループの中で自分が受け入れられる

という体験をすると、心からホッと出来て、心が洗われたような気持ち

になれる。

⑧ 初期家族関係の修正的繰り返し： 幼い時の家族関係が上手く行かなかった

結果、身についた行動パターンや考え方は、自然と他のメンバーとの

関係の中に顔を出してくるもの。こういった行動パターンや考え方を

グループの中で繰り返し修正していくことで、少しずつ回復出来る。

⑨ 実存的因子： 「実存的」とは哲学用語で“抽象的認識を排し現実存在を重視

する”といった意味。同じ悩みを持つ者同士の中では、厳しい現実や

自分たちの限界を素直さと勇気を持って直面し、あるがままに受け入れ

ることが学べる。メンバー同士の親密な出会いは、厳しい現実に直面し

てもなお、“今、共にある”という実感を与えてくれる。

⑩ 凝 集 性： メンバーが他のメンバーに対して魅力を抱いていると、互いに集

まり、受け入れサポートし合いながら意味のある関係へと発展する。

グループの中で安心感や一体感が体験できる。

⑪ 対人学習： グループ内や治療場面でのメンバー同士の対人関係の中で、人との

付き合い方や対処方法を学べる。グループが社会の縮図といった性格を

持つ。
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５．ギャンブル障害への対応の基本 ＝ アディクションアプローチ

◆ アディクションアプローチの特徴

【考え方の基本】

○ 主体性／当事者性の尊重

「暴力振るわない時の自分（あの人）は良い人」×

→「暴力振るう自分も自分」○

「私がどうにかして治してあげる」×

→「悪いけど私には治すことはできない」○

○ 無力性／制御不能性の承認 ★★★

「こんどこそ暴力は振るわない」×

→「自分の力では暴力をコントロールできない。他の力を借りよう」○

「自分の力でこの人を何とかしよう」×

→「自分の力だけでは援助しきれない。他人の力を借りよう」○

○ 可塑性への信頼

「ダメな自分を変えようと涙ぐましい努力をしたが何も変わらない」×

→「ダメな自分を認めたら、生き方や振る舞い方は変わった」○

「あの人はここが変わらないからダメだ」×

→「変わらないところはあるが、変わるところも必ずある」○

★ ひたすら反省をして、自らの力で問題行動をコントロールしようという
姿勢は無効。 自己コントロール不能であることを自覚するという意味
合いの反省と、 そのための対処技能の習得を目指す以外方法はない。

【具体的な心構え】

○ 神経生物学的異常を伴う場合が多く、意志・精神力とは無関係と考えてよい。

○ 機能不全家庭で育ち、自尊心が極めて低く、自分を大切に出来ない者が多いので、

「自分を大切にしよう」というメッセージはタブーですらある。

むしろ「それで OK」というメッセージが重要で、「人の評価を気にしない、頑張
らないで良い生き方」の発見が目的となる。

○ 自助的支援システムが有効であることを知っておく。

○ チームアプローチに心がける。

○ 家族、周囲の人物は、イネイブリングをしない。

専門家は「私には治せない」と明言する。

○ 家族愛が問題を悪化させることがあることを常に念頭に置く。

○ 本人の問題への直面化につながる対応をする。司法化は重要。

○ 問題を改善するというより、問題を持ちながら生きやすくする工夫を考える。

【支援プログラム３点セット】

① 自助グループ／自助的リハビリ施設

② 家族支援プログラム

③ 専門的治療プログラム（認知行動療法的アプローチ）

・基本は、集団認知行動療法。

・ギャンブル障害の場合、金銭管理および借金･多重債務対応（債務整理）が
必要な場合が多いので、司法書士や弁護士等の法律専門家との連携が重要。
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６．相談機関等

◆ 相談機関

相 談 窓 口 電話番号 窓口開設時間

長崎こども･女性･障害者支援 （095）846-5115
センター（精神保健福祉課）

西彼保健所（地域保健課） （095）856-5159
県央保健所（地域保健課） （0957）26-3306

9：00～ 17：45
県南保健所（地域保健課） （0957）62-3289

月曜～金曜（祝日除く）
県北保健所（地域保健課） （0950）57-3933
五島保健所（地域保健課） （0959）72-3125
上五島保健所（地域保健課） （0959）42-1121
壱岐保健所（地域保健課） （0920）47-0260
対馬保健所（地域保健課） （0920）52-0166
長崎市保健所（地域保健課） （095）829-1153 9：00～ 17：00 月曜～金曜（祝日除く）

佐世保市障がい福祉課 （0956）24-1111 8：30～ 17：00 月曜～金曜（祝日除く）

医 療 機 関 身近な精神科等の医療機関については、最寄りの保健所か長崎こど

も･女性･障害者支援ｾﾝﾀｰ（精神保健福祉課）にお問い合わせ下さい。

◆ 回復・治療施設

★ グラフ・ながさき

ギャンブル障害の当事者が運営する入所型の民間リハビリ施設。

グラフとは、ギャンブリング（Gambling ＝ ギャンブル行為）の G、リカバリー
（Recovery ＝ 回復）の R、アブスティナンス（Abstinence ＝ しらふ）の A、ファー
ム（Farm）の Fを組み合わせた造語。
プログラムの主体は、グループミーティングやワークショップで、ギャンブルに依

存した自身の生き方を見つめなおす。海水浴、ピクニック、食事会など楽しいプログ

ラムも行われている。

運営母体は、NPO法人ちゅーりっぷ会･長崎ダルク

★ グラフ・ながさき
〒 211-0044 長崎市魚の町 7-24眼鏡橋ビル 2階 TEL 095-800-2923

HP http://grafnagasaki.net/
facebook. https://www.facebook.com/graf.nagasaki/

◆ 自助グループ

★ GA（Gamblers Anonymous、ギャンブラーズ・アノニマス）
『無名のギャンブラーたち』という意味。

1957 年、米国においてアルコール依存症の自助グループ AA（アルコホリックス･
アノニマス）からの分離という形で生まれ、日本では、1989 年に横浜において最初
の GAグループが誕生、現在全国に 200弱のグループがある。

GA には、AA から 導入した『12 のステップ』という独自の回復プログラムがあ
り、これに基づいたミーティングが行われている。GA は組織を持たない開かれた共
同体で、会長や役員はなく、名前も職業も肩書も一切語る必要がない。各メンバーが

平等な立場で必要な役割を果たしながら、自主的な運営がなさてれおり、会費もなく

活動資金はメンバーの献金と出版物の売上金でまかなっている。

県内では、長崎市、佐世保市、諌早市、大村市でミーティングが開催されている。

問い合わせは、上記相談機関、または、グラフ･ながさき。
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◆「グラフ･ながさき」利用者の声
NPO法人ちゅーりっぷ会･長崎ダルク
ニュースレター

『ウェイクアップ ジャーナル Vol.2』より抜粋
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◆ AAの『12のステップ』
アルコール依存症の自助グループ AA（Alcoholics Anonymous、アルコホリックス･アノ

ニマス）において実践されている回復プログラム。

1. われわれはアルコールに対して無力であり、生きていくことがどうにもならなく
なったことを認めた。

2. われわれは自分より偉大な力が、われわれを正気に戻してくれると信じるように
なった。

3. われわれの意志と生命の方向を変え、自分で理解している神、ハイヤー・パワー
の配慮の下に置く決心をした。

4. 探し求め、恐れることなく、生きてきたことの棚卸表を作った。
5. 神に対し、自分自身に対し、いま一人の人間に対し、自分の誤りの正確な本質を
認めた。

6. これらの性格上の欠点をすべて取り除くことを、神にゆだねる心の準備が完全に
出来た。

7. 自分の短所を変えて下さい、と謙虚に神に求めた。
8. われわれが傷つけた全ての人の表を作り、そのすべての人たちに埋め合せをする
気持ちになった。

9. その人たち、または他の人びとを傷つけない限り、機会あるたびに直接埋め合せ
をした。

10. 自分の生き方の棚卸しを実行し続け、誤った時は直ちに認めた。
11. 自分で理解している神との意識的触れ合いを深めるために、神の意志を知り、
それだけを行っていく力を、祈りと黙想によって求めた。

12. これらのステップを経た結果、霊的に目覚め、この話をアルコール中毒者に伝え、
また自分のあらゆることに、この原理を実践するように努力した。


