の乱用は,
あなたとあなたの周うの
社会をαttEします!
覚 せい剤 ・
麻案 ・
大麻などの
築物舌L用の憩ろしさを
理解 し、みんなで乱 用を
防止 しましょう。

厚生労働省 ・
都道府県
後援 【
(財)麻薬 覚せい剤乱用防止センター

覚 せ い 斉Jや麻 案 、大 麻 な どの薬 物 の
舌L用は、あなたの健康 、あなたの周 りの
社会 に計 り知 れない書悪 をもたらしま軌

用 は健康 に悪い影響を及 ￨ぎします。そ して、
薬物 の舌し
薬物依存 になると、不安 、被害妄想などの症状 が現れま
す。幻覚や妄想 によ つて殺人 、放火などの重大犯罪 を引
き起こす こともあります。
また、薬物 を入手するため に、借金を した り、窃盗 、
詐欺、売春などの犯罪を平気で犯すようにな ります。

薬物乱用 の背景
ます。
夕
台めてしヽ
ほわのちよつとした好奇 いから安易￨]劉′ヽ
業物舌開 曽 の多くよ、
次のようなことがあります。
この背景として、

● 薬物 による弊害の恐 ろしさが十分に理解されていないこと。
ひとたび乱用を始 めると自分
ため、
② 薬物 は精神依存性が強 しヽ
の意志ではなかなかやめられなくなってしまうこと。
O薬

る暴力団や外国人密
取引 による利益を資金源 としてしヽ
4/2の
大量に供給 していること。
売組織な どが言葉たくみに勧 め、

薬物乱用 とは、社会的常識、特に医学的
常識を逸脱 して、麻薬や覚せい剤などの
薬物を使 うことです。た とえ、 ] 回 使用

とは2

しただけでも乱用にあた ります。

乱用 される危 険 のある主な薬物

● 覚せい剤

ロインなど)● コカイン
● 大麻 ( マリフアナ) ● あへん系麻業(ヘ

全身の 幻 覚や ま 想が 現 れ る。
幻 覚や 妄想 が 現れ 、中 知 覚 を 変化 させ るが 、皮膚が鳥肌立ち、
にお 大量 に摂取すると全身
と種撃
恐
慌
状
態
(いわ
ゆるパ
強烈な痛み
にな
りやす
毒性精神病
ニ
こ
大 厘 撃 を起 こす ほか 、死
そわれる
(遅
菜症状)。
ック)をヨき起こす
い。使 用 をや め て も再
燃 (フラツシ ユバ ツク)と もあ る。乱 用 を続 け 望に損取すると死に至る。 に至る。
記憶障 (写真はヘ ロイン)
掌習障書、
す る こ とが あ る。大 量 ると、
人格変化を起 こす。
に摂取すると死に至る。書 、

● MDMA

ラッグ毬慢
●違法ド
協) ● 有機招削(シンナーなど)

知覚を変化させ幻覚が
現 れ る ことが ある。大
量 に摂取すると高体温
にな り、
死に至る。

吐き気 、
無気力とな
頭痛 、
精神 への 憶結不安定、
幻覚や妄想が現れて、
悪影響や意識 障害な ど り、
麻 葵物精神病になり、大窒
が起きる恐れがあ り、
案や 覚せ い剤と同様の に摂取すると呼吸困難
死に至る。
危険性が 旨摘されている。とな り、

別の呼び名で
菜物 は、
る
呼ばれてしヽ
場合があります。

エ
覚せい剤
大麻
ハ
MDMA(錠削型台崩麻実)エ
ヘロイン
ペ
ロカイン
コ
ー
ア
シンナ
‑ 1 ‑

シャブ
ス、
スピー ド、
アイス、
テョコ、
クサ、
ジョイント
ツバ、
グラス、
ー
×」、「
バツ(「
クスタシ 、
罰」)
ー、
ジャンク
チヤイナホワイ ト、
ーク、
スノウ、
クラツク
ンパン

怒饉 纂物醜用はいけ懇いのが◎

記憶力低下 、幻覚 、妄想、
認細障書

ック
フラッシユ′｀
をおこす。

歯がぼろぼろになる。
失明する。
視力の低下 ・

rRFFが異常 に高くなる。

肝臓の一部が死ぬ。

静脈 に炎症を起 こす。

生殖器の委縮

強い疲労感 や倦怠感、
脱力感 におそわれる。

るえ、しびれ、
手足のるヽ
麻痺

依存性 が強 い。

成長期 の青 少年 には、
背 がのびない 、筋 肉 が
おとろえる、体 重 が減
るな どの 症状 が現 在 、
脳や からだの発育 をさ
またげる大きな原因 と
なります。

脳
、
溺 し
憂鬱、睡眠障害 、
記憶障
卒中 、けいれ ん 、
害になる。
向血圧 になる。心臓の機
心開発作
能不全 、

BTBの 機能不全
悪性の高体温 による筋肉
の著しい障害

精神隠書 :大麻精神病
妄想など)
(幻覚 ・

腎臓と心臓血管の損傷

生殖機能への悪影響
肺ガンの誘発
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薬物の 依存性
薬物乱用の最も恐ろしい特徴 は、

"と

耐性

"

◆封S動砿
杉
猪盤漏覧島。
替開番諸崎
それまでの量では効きめが
使用を繰り返しているうちに、
今 うすれてしヽく。
剛
に
Ⅲ
"に
一回だけと思つて始めた人も、
よつて使用
薬物の 依存性 と 耐性
どうしようもない悪循環に陥ります。
する量や回数がどんどん増えていき、
もはやそうなると自分の意志だけで￨よ
止めることはできません。

薬物依存の悪循瞬
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幻覚 、
薬物 の乱用 により、
殺人などの
妄想が現れ、
重大犯罪を引き起 こす。

薬物 を入手するための金
欲 しさに恐喝事件 や窃盗
事件を起こす。
密売 や乱用 の勧誘 など、
巳すようになる。
巳罪をぢ
あ

薬 物 にお ぼれ 、人 間 関
係 の破壊 により、友人 、
家族 から孤立する。
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以下は乱用 とその周辺行為に関する主な罰則です。
営利を目的 とする販売などは、さらに厳 しい罰則規定があります。
手伝 つただけでも犯罪の共犯やほう助にあたり処罰の対象にな ります。

覚 せい剤
●輸入 製造 …
●所持 譲渡 顧受 使用

1年以上の有期懲役

……
………
…」 0年 以下の懲役

大麻
フ年以下の懲役
5 年以下の懲役

●亀入 臨出 栽培
●所持 部遺 ・
酪受

大麻の不正載培は、法律で禁止されています。また、そのために
大麻の種子を所持しため、
提供したりすることは 処罰対最となります

MDMA
…
…………… … … 打 年以■ 1 0 年以下の感役
●輔入 製造 …
・
・
使用 … … … 7 年 以下の懲役
●所持 題渡 醸受 ・

違法ドラッグ(「
指定案物」)
●製造、略末、販売 授 与、飯亮 授 与の目的での貯蔵 陳 列
5年 以下の懲役、も しくは500万 円以下のコ金またはこれをい科

平成 21年 中の薬物事犯の検挙状況
麻案 向精神楽
取締法事犯

あへん法事犯
28人
6%

429人
3%

口覚せい剤取締法
事犯
全薬物事犯
H大 麻取締法事犯

lS,417人

P麻 薬及び向精神乗
取締法事犯
,あ へん法事犯
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覚 せい剤事犯 の検挙者 と再犯者数 の 推移 (過去 10年 )
人)
〈

あ∞

ift覚 せい剤事犯検挙者 ―

うち再犯者
600%

「

580%
566●●
540%

15000
520%
1e m

500%
480%

5)000
460%
440%

0

( 年)

大麻事犯 の検挙者数 の 推移 ( 過去 1 0 年 )
■r i 検 挙者総数 ロ ロ うち2 0 歳代以下

(人)

20歳

代以下比率
700%

3500
680%

680●●

3000

66銃

663%
2500

2000

64勇

̲

645%

=工

…・

礼

野

野2

23■

射汁

660%

6401●

1,873
620%

1″
500

600%

10∞

S80%

S00

560%

0
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薬 物 乱 用 者 の 告 白

相 談 事 例

後悔 の 日々 (30歳代 ・男性 )
覚せい市!事件で逮棚 されるのは、今回で 3度 Hで す.
私は、昨年の夏 に懲役を終 え、しばらくは党せい市￨とlt松の生活を送ってい まし
た。仕J'も毎 日頑張 っていましたし 家 族 とだってうまくいっていました。年末、
「
R父が亡 くなりま した。私 はそれがシ ョックでたまりませんで した,悲 しくて、落
たか ったのです。
ち込んで、どうにもなりませんで した。私 は、その辛 さから71Lれ
そんな時に、党せ い芹1を使ったときの、頭の 中がス ッキリする、あの何とも言え
ない 「
朱快感」が頭をよぎったのです。服役中、あれだけ 「もう比せい剤 はしないJ
と哲ったはず なのに、欲 しくてたまらな くなったのです。私 は衝動 を抑 えられず、
みました。州1子
昔の党せい剤仲間に連絡 をとって、「1回 分欲 しいんだけどJと '改
は、電話を終 えて何時間もしないうちに、私のところに比せい剤 と注射器を用けて
くれま した。
私 は、覚せい斉!を子にすると、いて もたって もい られなくなり、部屋に戻ってllL
を しめ、党せい市Jを注射 しました。すると、ふわっと体が,とくなり 元 気 が出てき
ました。それと同Ⅲ
Ⅲに、今 まで頭の中にあった悲 しみや辛 さは吹っ飛び、前向きな
気持ちになれたのです。しか しそれは長 く続 かず、党せい市Jの効果が切れてくると
逆 に不安や孤独感 がlPし寄せてきて、党せい斉1を使 う前よりも 11竹 もの精村rりな
辛 さがやってきました。
私 は、それか ら逃れたくて ま た‖問に連絡 して、覚せい所1を買い ました。やっ
と子 さから的
4放 される、そう思って覚せ い剤を注均
寸しました。ですが、1年
放 される
のは ltだ けで 覚 せい剤の効果が切れると じ 々とした気持ちにな りました。 こ
こからは もう悪循喋で した。精神的な子 さから逃れるために、党せい斉1を買って使
う。一1瞬
Hゴ ま た辛くなる。また
辛 さから解放 されても、覚せい斉1の効果が切れイ
逃れ た くて党せい剤を買う。気が付いたら、給料のほとん どを覚せい市!につ ぎ込ん
でいました。
覚せい斉1を使用 し続けると、猫疑心が‖て くるのです。職場の 人も、「あいつ ま
た覚せい片!やってんじゃないのJと い う眠米 しで、自分を見ている気がするのです。
私 は、居づ らくなって仕事を辞めてしまいました。家に帰 って、家族が何気ない会
話 を していて も、「自分の ことを忠 く言 ってい るJよ うに聞 こ えて くるのです。
るい、家 は娘を連れて出て行って しまいま
段 々 イライラしてきて、家族 に暴力をも、
した。
私 は、独 りぼっちになりました。だか ら家には誰 もいないはずなのに、「
壁の 中
か らHrかに見 られてい るJ、そんな気が してな りませんで した。私は、ゴルフクラ
ブで家の壁を壊 しました。窓や鏡 に映る自分を見て、それが自分に見えなくて、敵
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僣 察)に 見張 られているような気が して、家中の窓 ガラスを割 りました。挙げ句
の果ては、「
テ レビに裕聴器が仕tllけられていて、自分の電話のや りとりをすべて
Hrかに問かれているJと 思って、夜通 しテレビを分解 したこともありました。気が
付 くと、私の家の中はメチャクチャになっていたのです。
こうして荒れ果てた家 に独 りで居 たところ、麻葉取締部の人たちが捜索 に来て 、
私 は党せい剤取締法違反で逮捕 されました。拘置所 に入って、麻業取締官の取 り調
べ を受け、ようやく 「自分は覚せい斉1で狂っていたJと いうことに気 が付 きました。
いは、「1回 分欲 しいんだけど」 と仲間に覚せい剤を注文 したこと
そもそものFHB遊
だったのです。あれ さえなければ、私 はこうはならなかったのではないか、妻 と娘
も出て行かずにすんだんのではないか、そう考えると、党せい斉いこ支配 された 「自
分の心の弱 さJに 腹 が立ってきます。今は、そんな自分が してきたことを、ただ後
す るだけの行日です。
4w‐
子供 も失 つて (30歳代 ・男性 )
ー
私 は、暴走族への憧れから、16歳の時にメンバ になりました。
その頃 から、暴走族仲間 と一緒 にシンナーを使用す るようになり、17歳の頃 に窃
ー
ー
絡事件 を起 こして少年院に入るまで、月 1回 位のペ スでシンナ を手 に人れては
使 い続けていました。
少年院を出た後は、暴走族を脱 けて会社に勤めるようになり、真面 日に生活 して
に知 り合った人達との付 き合いは続けていました。
いたのですが、暴走族 に居 たH寺
28歳の頃、昔の暴走族仲間の家 に遊びに行ったところ、そ こに居 た仲間の 1人 が、
私の 日の前で、ビニール袋入 りの白い結品を取 り出 して、その結晶をガラスで出来
たパ イプの中に入れ、 ライターの火でパ イプを矢りながら結品が溶 けて出た白い TI
覚せい剤Jで した。
を吸い始めま した。その白い結晶の正体は 「
私 もその覚せい剤の煙 を吸わせてもらったところ、心臓が激 しく ドキ ドキしたか
と思 うと、元気が出て体が曜 くなり、 とてもいい気分になりました。
以後、その覚せい剤の快感 が忘れられず、その快感で仕事の疲れを癒 したいとい
う考えか ら、覚せい斉!を使っている友人や、その友人か ら紹介 してもらった外国人
の密売人などか ら、覚せい剤を入手 しては使用す るようになりました。
私 が覚せい剤を使 い始めてから2年 ほど経って、私は妻と知 り合い交際するよう
になったのですが、 2人 の伸 が深 まった頃のある間、私 は妻 に党せい剤を使用 して
いることを待白 しました。すると妻 も、昔はシンナーなどの業物を使用 していたこ
とを私に打ち明けました。
一
私の頭の 中には、妻 となら 緒 に覚せい剤を使用 しても大文夫だろうとい った考
えが浮 かび、私 は妻 に一結 に覚せい剤を使 うことを勧めました。 こうして、 2人 で
一緒 に覚せい剤を使用す るようになり、結婚 した後 も止めることはありませんで し
た。初めの頃 は月 1回 位のペ ースで密売人から覚せい剤を買い、2人 で使用 してい
たのですが、日を追 うごとにペー スは上がっていき、そのうち月3 FI位は覚せ い剤
を買っては夫婦で使用す るようになっていきました。
しか し、覚せい剤の影響か らか、そのうち私は幻党や妄想に悩 ませ られるように
なり、覚せい剤を使用 していることを伏せて精神科の病院 に通いました。
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そんな私 たち夫婦 の問 に子供 がで き、妻は妊娠 をきっかけに覚せ い剤 を一度 は止
めま した。子供 に覚 せい剤 の影響 がHlるか も しれない と思 ったか らです。 しか し、
私 は父親 になるという実感 が持 てず、相変わ らず 1人 で覚 せい剤を使 い続 けて い ま
した。そ して無事子供 が生 まれると、また私達夫婦で覚せ い剤を使 い始 め、育児 に
よる疲れ を口実 に して 、よリー層覚 せい斉いこのめ りこんでい きました。そ して 、私
達夫婦は、麻薬取締官 に逮捕 されたのです。
私達 が逮捕 されたことで子供 は施設 に預けられ ました。そ して 、私 も妻 も執行猶
予の判決 を受 けて社会に戻 ってきたのです が、私達が共に覚せい剤に湖れていたこ
とを問題視 されて、子供は施設に預けられたままになって しまいました。
覚 せい剤 を使用 していた頃は思 い もよらなか ったのです が 、当時、妻 は子供 を母
乳 で育 てていたので、母乳 を通 じて子供に党 せい斉1を与 えていたのではないか と思
うとブッと しました。私達 の あさはか な行動 により、ひ ょっとしたら子供 の将来 に
大 きな影響が出るか もしれないと思 うと、悔やんで もくやみ きれ ません。で も、過
ぎた時間は戻せ ません。管 さんもこんな私達の ようにな らない よう気 をつ けて くだ
さヽヽ
。
大麻 舌1月の 代償 (30歳代 ・男性 )
私 は、如歳の頃、友達に勧め られて初めて大麻 とい うもの を使用 しました。幼 い
頃 か ら友逮 を作 ることが苦手で、内向的 な性格 で したので 、仲間とのつ きあいを維
大
持す るために ‖ i間か ら誘われ るまま、ず るず ると大麻 を使用 していま した。 「
麻 を使用 して も身体 には悪影響 がない し、煙 キ の方 が健康 に良 くないんだJと い う
友逮 の言葉に、私 は次第 に悪 いことを しているという大麻 へ の抵抗感 がな くなって
い きました。
私 は、仕事の ス トレスや悩み を忘れ るため とい う言 い訳 を しなが ら、いつの まに
か 、ひ とりの ときにも大麻 を使 うようになって しまいました。
もちろん最初 は、私が大麻 に依存す ることなど考 えたこともなかったのです が、
一 人暮 らしを始めたの をきっかけに、イ ンターネ ッ トで大麻 に関す るさまざまな情
報 を検索す るようになり、私の周 りには大麻 の情報 があふれ るようにな りま した。
私は、大麻 が身近 にないと不安 に思 うようになり、また 、高 いお金 を払 って友達 か
ら大麻 を入手す るよりも自分で栽培 した方 が瞥客 にも捕 まらないだ ろうと思 い、大
麻 の栽培 に関す る情報 をイ ンター ネッ トで集めま した。今、逮捕 されて考 えてみれ
ば、 この時の大麻 に対す る強 い執着心 こそが、依存 の始 まりだったと思います。
その後、私は、何回か失敗 を繰 り返す うちに、大麻栽培に対す る思 いは次第 にエ
スカレー トし、果 てには、大がか りな大麻殺堵 を考えるようにな りま した。気がつ
くと、大麻 の種子 を 1粒 何千円、何万円も払 ってインター ネッ トで購入 し、 さらに、
栽培 キ ッ トや蛍光灯 を買 い、部屋 の改造に数十万円もかけ、小遣 い をすべ て使 って
しまうまでになっていました。家族 との連絡や友達 との付 き合い も断ち、大麻 を育
て ることに夢 Ⅲになり、部屋 の 中も散 らか り放題、せ っか く就職 した会社 もわず か
数 ヵ月で無断欠勤 のため解雇 され、生活はどん底に落ちました。
こん な状況になって も、まだ、大麻 にffl着
し続け、収稚 した大麻 を自室で吸煙 じ
なが ら新 しい就職 口 を探す努力 もせず、 こんな くだらないことにお金をつ ぎ込 んだ
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ため 、大切 な貯金 も底 をつ き、残 る道は栽培 した大麻 を他人に売 って生活 してい く
以外 にな くなって しまいました。
友達 か らZllめられ、好奇心 で始めた大麻乱用者 のひ とりにす ぎなかった私がとう
とう密売人 となり、 インターネッ トの指示板 にあたか も大麻通 を装 って大麻売買 の
広告 を掲載 し、何 の罪悪感 もな く他人 に売 りさば き、不法なllX入を得 ていたこと、
結局、大麻乱 用 の行 き着 く果 てはこんな生活で した。
ー
現在、私 は身柄 を拘束 され、何 もない狭 い コ ンク リ トの部屋 で過去の過ちを回
想す る機会 を与 えられました。長期間の大麻 の乱用 で失 った ものは、人のつなが り、
信頼 など、私 にとってお金では取 り戻す ことがで きない大 きなものであった ことを
この狭 い部屋 で痛感 しています。 もうこ度 と後戻 りす ることはで きません。 この大
一
きな自分自身へ の代偵 はこれか ら 生かけて精算 し、取 り戻 していこうと思って い
ます。
・
覚 せい剤 よ りも大切 なも の (20歳代 女性 )
私 は、今回初めて覚 せい剤 の事件 で逮捕 されました。
10代の頃、私 は両親 に反抗 ばか り し、ほ とんど家には帰 らず夜通 し、出歩 いてい
W寺、私 の周 りには、不良 と呼ばれるような人が多く、警客 に補導 される
ました。!イ
ことが何度 もありました。当時付 き合 っていた彼氏 が覚 せい斉1を打 ってお り、私 も
覚 せい剤 に興味 を持 ちました。私 は、その彼氏 に頼んで覚せ い斉Jを打 って もらった
一
のが きっかけで覚 せい剤 を使 うようにな りま した。覚 せい斉1を打つ と気分 が 気 に
高揚 し、夜通 し、寝ず に遊び回って もFr4れることは ありませんで した。最初 は、彼
氏 と一緒 に覚せい剤 を打 っていましたが、いつ しか 、自分で も覚 せい剤 を買って判
つ ようにな りま した。
この まま覚せ い斉1を打 ち続けた ら体がボ ロボ ロになって廃人になって しまうとい
う恐1布心 もありま したが、党せ い剤 を打 たないと体 がダル く何 もで きな くな り、覚
せい剤 な しでは普通 の生活ができなくなっていました。
私には、連れ子 がお り彼氏 もいます。彼氏 とは、結婚 も考 えてお り、3人 で暮 ら
しています。私 は生活保護を受けてお り、自由 に使 うことので きるお金はほとんど
あ りませんので、彼氏に悪 いと思 いつつ も、覚 せい剤欲 しさに自分の体 を売 ってお
金 を作 っていました。
そんな生活を続けていたところ逮捕 され ました。
逮捕 された数 日間は、覚 せい剤 の効果 が切れて、体が重 く、 ぐった り していてイ
ライラしていたので 、取調官 の方に鳥声を浴 びせていました。 しか し、取調官 の方
は、そんな私に対 して、怒ったりせず親身になって私 の話 を聞 いて くれ ました。ま
た、家族や友人 も商i会に来 て くれ ました。今回逮捕 され、家族や友人の暖 か さを知
りま した。
また、私 が逮捕 されても、私 と結婚を したいと言 って くれた彼氏 の言葉 で 、私 は、
本気 で覚 せい剤 を止めようと思いました。 これ からの人生は、こんな私 を見捨 てず
にいて くれ た家族、友 人、彼氏、そ して、何 よりも子供に償 って生 きて行 こ うと決
心 しました。
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○相談事例 1

相談概要】
【
内縁 の 大 か ら相談があった もの 。

相談内容】
【
私 の 内縁 の妻 が覚 せい剤を使 っているのではないかと思 い、相談に来ました。
彼女は、以前、覚 せい剤で捕 まったことがあるらしく、腕や膝辺 りには、その当
時 の注射痕 が今で も残 ってい ます。現在は、当時の覚 せい剤仲間 と縁 を切 り、連絡
も取 って いないと言 ってお り、その言葉 を私は信 じていました。 しか し、彼女 と一
緒 に住むようにな り、彼女 の不害な行動 を目するようになりました。
週末 の夜 になると、彼女は、子供 を寝かせ 「
友達 のところに行って くる」 と言 っ
て、車でど こかへ 出掛 けて行 き、私 は、仕事 の都合で、 いつ も彼女 の帰 りを待 たず
に先に寝 ていました。翌判起 きて も彼女は帰宅 してお らず、ク方頃、帰 って きて 、
その まま寝て しまうのです。家事 と子育 てで 、たまには息抜 きが したいのだろうと
ただす こと もしませんで した。 しか し、最近 では、週末以
思 い、私 は、彼女にFHgぃ
外 も週 の 半分は夜中か ら出掛けて行 くようにな りました。 また、一結 に住むように
なった当初よりも、少 し痩 せて、頬 が痩けてきた ように感 じます し、急 に怒 った り、
意味不明な ことを言 ったりすることもあります。
私 は 、また、覚せい剤 に手 を染めているのではないか と彼女 を疑 うこともありま
したが 、信 じたいとい う気持ちが強 く、彼女に覚せい剤の ことを確認す ることは じ
ませんで した。 しば らく、彼女 の様子を見ていましたが 、不寄 な行動はエスカレー
トし、ある日、私 は彼女の留守 中に、彼女の 地の 中を覗 いてみ ました。す ると、見
慣れない1‖
者 があ り、恐 る恐 る中身を見 ると、注射器 と白色の粉末 が入ったポ リ袋
が入 っていました。私は、頭の 中が真っ白 にな り、心臓がlLまりそうになりました。
このコ
寺、私は、彼女が再び光せ い斉いこ手を染めていることを確信 しました。
私 は彼女 との結婚 を考 えてお り、彼女の連れ子 の面倒 も私が見て行 こ うと思 って
います。
です か ら、彼女には二度 と覚 せい斉巾こ手を染めてほ しくないのです。 しか し、私
一人の では、
力
彼女 を救 うことがで きません。私 は、何 をすれば いいのか 、本や イ
ンター ネッ トで調べ 、専門病院や自助 グル ープなどがあることを知 りました。
彼女 には子供 もいます し、私は、本気 で彼女 に覚せい剤を止めて欲 しいと思 って
お ります。彼女が迷1甫されることはとて も辛 いことです が、来物 の専門機関である
あなた方の手で逮捕 して もらい、覚せい剤 を止め させて ください。

結果】
【
内縁 の 妻 が隠 し持 って いた 自色粉末 について 、それ を現認 した内縁 の夫 か ら参
考人調書 を作成 し、 これ を端縮 として、校疑者 を逮捕 した。現在では、被疑者 も
ル ープに通 い、完全に覚せ い剤 と縁 を切 ろうと努力 している。
反省 を し、自l l j グ
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○相談事例 2

相談概要】
【
被疑者 の夫 か ら 被 疑者 (41歳女性)の 党せい剤使用 について相談 があったもの。

相談内容】
【
私 の妻 は過去 2回 党せい剤の 事件 で逮捕 されてお り、 2年 程Rlには、妻の実父が
麻業取締部 に妻の覚 せい剤使用 を相談 して妻を逮捕 してもらい ました。
家
午年出所 して きました。出所後 は妻 も反省 し 「
その後、妻は刑務所 に服役 し、日
族に迷惑 をか けて本当に中 し訳ない。今度 こそ覚 せい剤 とは縁 を切 りますJと 泣 い
てあや まったので 、私 たち も家族であたたか く出迎 え何 とか妻 を吏正 させ ようと、
息子や妻 の両親 とも話 し合 い、妻の父親が経営す る会社 の経理 を させ、生活 も乱れ
ないように家族で注意 しあっていました。
しか し、年 が明けて しば らく したころか ら、妻が、
一
金がない」 と言 いだ し、経理 の計算 を深夜遅 くまで 心不舌Mこやる
夜 中に 「
日の焦点 が定 まらず、 日つ きが悪 く、顔 が痩せ こける
す ぐに感情的にな り怒 り出す
甫まる直前とまったく同 じ様子 が見 られるよう
とぃったような、前回覚 せい斉1です
になったのです。
また、息 子の 目の 前で、いつ も持 ち歩 いているバ ッグ を必死 になって隠 し、「あ
んたには関係ない」 といってわめき出す こと もありました。
家族 のHLもが、妻 が覚 せい剤 を持 っているの を見 た り、使 っているの を見たわけ
ではないのですが、前回lllまった時 もそうだった し、妻 が覚 せい剤 を再び使 い出 し
取締部 に相談 して 、もう
たのは間 違 いないと判断 し、家族 で話 し合 った結果、llA来
一度逮捕 して もらってで も妻を覚 せい剤 と切 り離 し、もう一度家族全員でや り直そ
うとい うことにな り、私 が代表 して麻業取締剤Wこ相談 にやってきたのです。
家族 として も、もう3度 日ではあります が、妻であり子であり親 で もある妻 を見
一
捨 てることはで きません。 もう 度妻 に更工のチ ャ ンスをう えて、で きれば平穂に
家族全員 で暮 らしたいと順 っているのです。 そのために も妻 を逮捕 して もらいたい
と思います。

結果】
【
被疑者 の家族 か らの相談 を受け、内偵捜 査 を実施 した結果、紋疑者に対す る覚せ
い剤使用 の疑 いが濃厚 となったことか ら、裁判官 か ら被疑者 に対す る捜索差押許可
状等 を取得 し強制捜奈 を実施 した。
捜索 においては覚 せい剤 使 用器具などの発見 には至 らなかった ものの 、被疑者
の両腕 などに注射痕 が確認 され、被疑者 が任意提出 した尿か ら鑑定 の結果党せい剤
甫した。
を検出 したことから、被疑者を通常選す
被疑者 は取 り調べ に対 し、事実関係 を認 めたうえで、
もう逮捕 され るのは 3回 日で家族 に中 し訳 がたたない
もう罪 を使 って出所 して も家族 は待っていて くれ ないだ/9う
と申 し立て、泣 き崩れた。
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奮
040204■ 502
千葉市こころの健康センタ ー
0350204505
な
東京都張務課
ー 全 033∞ 2757S
東京 都立 中合8紹合精 神保 健福祉 センタ
ー 0042 376 Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
東京 都立 多摩結合 精神保 健稿社 セ ンタ
な
東京都立精神保健綱社 センタr
E04521o4972
神奈川県豪務課
ー
な
神奈"県 矯紳保健福祉センタ
ー
な
センタ
線浜市こころの健康相談
ー
を
川崎市精神保健福祉 センタ
ー
004ユ
相模原市橋神保健福祉 センタ

静岡県精神保健福祉センター
静阿市 こころの健康センター
浜松市橋神保健福祉センター

長崎県裏務行政室
ー
長崎ことも 女 性 障 害者支援センタ

沖縄県薬務衡生課
ー
沖縄県立揺合精神保健福祉 センタ

登0542860245
な0542850434
な0534572709
な0529546305
な0520確 5377
を0524332005
を0592匁 2310
40592235241
な077ワ 0360S
な077567範 Ⅲ
0
な0754144700
な075641 1810
な0753140355
な06∞ 41 9070
な066601 231ヽ
40669228520
る0722586646
な0783623279
な073勾 24030
な0786726500
な0ア422卸 101
な0ね 4433131
な070441 2∝ 3
な0734355194
な0657267203
な065721 3031
な0●ψ 22525,
な0 6 ワ 0 2 4 9 0 5
な066ク 07341
00362723839
な0666031273
な0625133221
な032384105ヽ
な0322457731
な0339333016
な06352734的
な0●36212233
な0666250610
00673023301
な0076045565
な0的 0122393
な039011 3880
な0386230683
な038621 4066
る0026433287
な0 0 2 範 2 る 0 0
な0乾 テ0ア範 容
な0錦 5223729
な0052257032
な0052,35060
な0056241111
t100S a44 6132
00060302勢
2
80060596401
800チ 536■Ⅲ l
O∞ 7541乾 お
00036267060
な0035275663
00002662604
る0002550017
00006662215
48008638 1443

●全国を得￨●
所
●各省F道府県を療暑

ー
を洒ヽすなを使用しています
口″(ンフレットよ ク リ ンロ,主 (口毎に海 田,効 風尊0日 遠り強進毎に同する法確)に とづく彗■方■の切態
ングを使用し り 'イ クルに口な して水着とりMで コなされています
また 締
に言呼口を与えるafり 受とを抑え 用 紙リワ,イ クルにも題した大■ EIイ
0ワ サイクル担Iの 表示 :無ヘリウイクル可
夕(ンフレットは ク リー ン購入とに基づく基=方 ■にお す0「 印刷 に係る判拘 こ4に したがい 帥 月0ほ へのリサイクルにお した,ttHい ラング]の 翔 いて「留 しています

