
【スペシャル講師】

地下鉄ご利用の場合
【東山線・名城線】
「栄」駅下車　西改札口より三越方面　　サカエチカ6番出口　徒歩5分
【名城線】
「矢場町」駅下車　北改札口より6番出口　徒歩3分
■お車ご利用の場合
名古屋高速　白川出口　東新町出口からお越しいただくと便利です。

トラウマ、依存症、そして回復

栄ガスホール (栄ガスビル５F)
名古屋市中区栄３丁目１５－３３

2016年 12月 3日(土) 12：00～ 16：30
(開場11：30～ )

【会場アクセス】

『依存症と‘トラウマ’との関係・・・ご存知ですか？』

虐待、犯罪や事故、いじめ、セクハラ、大規模自然災害など、様々な出来事が心に及
ぼす影響は広く知られているところです。長い期間そのできごとにとらわれ、否定的
な影響を生み出す心的外傷…「トラウマ」。このトラウマが依存症の発生の背景にも
関係していることはご存知でしょうか？
私たちワンネスグループの調査でも、利用者の半数近くが、過去何らかの虐待経験が
あったと回答しています（2015年 9月調べ）。トラウマにつながる様々な出来事が自
身の生きづらさをも生み出し、それら苦しい感情から自身を守りたいと、アルコール・
薬物・ギャンブルなどの対象に依存していくケース、依存にまでつながらないものの
生きづらさの苦しみを訴えるケースに、私たちスタッフは多く接してきました。
単に依存対象を止めるだけでは解決できないトラウマの問題。言い方を換えれば、ト
ラウマのケアの延長線上に依存症の回復や予防があるのではないでしょうか。

『‘心の傷’の癒しが、依存症問題の解決にもつながる。
　　　　　　国内外において第一線で活躍される講師にご講演いただきます。』

今回のフォーラムでは、トラウマケアに関するプロフェッショナルである２名の講師
をお招きし、依存症の背景にもなると考えられるトラウマについて考える機会と致し
ます。
お一人目は、アメリカ国内で、アディクションを抱える受刑者の治療や刑事司法にお
ける治療プログラムの開発にあたっている、リチャード・グレイ博士に依存症・トラ
ウマ治療モデル「ブルックリンプログラム」についてご講演頂きます。
そして、お二人目は、福井大学子どものこころの発達研究センター発達支援研究室に
おいて、子どもの発達に関する診療・研究・教育を行う友田明美教授に「児童虐待に
よる脳への傷と回復へのアプローチ」についてご講演頂きます。
　また、セレニティパークジャパン名古屋が東海地方各県で行っております、依存症
関連問題解決についての取り組みをご報告致します。

無料
※ただし資料代として
￥1,000頂きます。

よろしくお願いいたします。

リチャード・グレイ博士 友田 明美 氏
【スペシャル講師】

※内容は変更になる場合がございます。ご了承ください。

対談　リチャード・グレイ博士 × 友田 明美 氏 × 矢澤祐史(ワンネスグループ代表理事)

講演　友田　明美 氏 （福井大学こどものこころの発達研究センター 教授）
講演　リチャード・グレイ博士（『ブルックリンプログラム』開発者）

ワンネスグループ / セレニティパークジャパンの取り組み　

内容予定

一般財団法人ワンネスグループ

主催

セレニティパークジャパン名古屋フォーラム

矢澤 祐史

依存症・トラウマ治療モデル
「ブルックリンプログラム」開発者

福井大学子どものこころの発達研究
センター 教授

一般財団法人ワンネスグループ代表
理事/コロンボプランICCE国際理事
/国際アルコールドラッグインタベ
ンショニスト協会日本支部代表／日
本アディクションインタベンショニ
スト協会　代表

三宅 隆之
一般財団法人ワンネスグループ副代
表/一般社団法人セレニティパーク
ジャパン代表/日本アディクション
インタベンショニスト協会執行役員
/精神保健福祉士

後援 (順不同・敬称略 )

愛知県教育委員会 / 名古屋市教育委員会 / 愛知県社会福祉協議会 / 名古屋市社
会福祉協議会/愛知県臨床心理士会/愛知県精神保健福祉士協会/中日新聞社 /
朝日新聞社/読売新聞社/毎日新聞社/産経新聞社

名古屋市愛知県法務省

tel. 052-734-2437

このフォーラムのお問い合わせは
セレニティパークジャパン名古屋

栄ガスビル
栄ガスホール
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検索依存で困ったら　ワンネス



ワンネスグループは、奈良、名古屋、沖縄など各地で依存症（ギャンブル・アルコール・薬物など）回
復支援施設を運営。依存症者ご本人やご家族への支援を提供しています。そして、ご本人を回復へ導く
ための家族介入（インタベンション）や、触法行為をきっかけとした介入（ダイバージョン）の提供か
ら依存症者の社会復帰支援事業（飲食店、農園）も加えて、いわば「入口から出口まで」を包括的にサポー
トしています。さらに、依存症の予防教育や早期発見・早期対処・再発防止を目的としたセミナーや講
演会を開催。ICCE、NADAI、IGCCB（いずれも下記で紹介）などの海外における依存症関連問題対策を
行う団体とも密接に連携を行っています。
セレニティパークジャパン名古屋はワンネスグループの東海地区拠点として、地域の各機関との連携を
基に、ご本人やご家族へ相談支援を提供しています。
また、東海地区、北陸地区において「依存症を知るセミナー」を開催しているほか、愛知県と三重県で
は家族会「ワンネスファミリーグループ」を開催するなど、地域福祉の一助となる活動を行っています。
そして、刑の一部執行猶予制度のスタートに伴い、法務省保護観察所の自立準備ホームに登録。依存症
を背景に持つと思われる刑事施設等出所者の、再犯防止にも取り組んでいます。
その他、名古屋市内において飲食店「麺屋 拳玉」を運営し、依存症からの回復者の雇用創生にも取り組
んでいます。

IGCCB 

、

トラウマ、依存症、そして回復

刑務所内での覚せい剤離脱教育講師／内閣府におけるプ
レゼンテーションも実施。薬物・ギャンブル・アルコー
ル依存症回復支援施設、「社）GARDEN( 奈良 )、「社）セ
レニティパークジャパン ( 奈良 )」、「社）セレニティパー
クジャパン沖縄」代表理事、家族支援・介入相談センター
「ファミリーインタベンションセンター」創設者。介入(イ
ンタベンション ) の手法で、病気を否認する依存症本人
を回復に繋げる活動を行う。
アルコール依存症の父親のもとで育ち、自らも 10 代で、
薬物依存症、ギャンブル依存症になる。20 代で回復に目
覚め、依存症施設職員を務める一方で、最新の支援プロ
グラムを求め渡米。その中で培った経験から、「一人ひと
りのクライアントにあわせた個別支援プログラム」をモッ
トーに、回復への介入 ( インタベンション ) から解毒、
そして社会復帰に至るまでの包括的な依存症解決プラン
を、クライアントに提示する支援に取り組んでいる。さ
らに、依存症者の家族や子どもに対するカウンセリング、
セミナー、執筆活動、小学校から大学まで幅広く講演活
動などを行い、内閣府において依存症関連のプレゼンテー
ションも行う。
依存症の解決を図るカウンセラー育成も手掛けており、
また、回復者の雇用創出部門、高齢者福祉事業も立ち上げ、
それら事業体を総称する「ONENESS　GROUP」代表。

1974 年生まれ。ラジオ局ディレクター、司法書士事務所勤
務を経て、2011 年ワンネスグループで勤務。ギャンブルや
アルコール依存症からの回復を通して得た経験をもとに、
当事者や家族の支援を行うほか、全国各地で依存症につい
ての理解を深める講演を行う。IR（カジノを含む統合型リ
ゾート）法案の議論が高まる中、　問題ギャンブルについて
の予防教育や啓発活動を行っている海外団体との連携を深
め、それらの知見をもとに国内関係者に対して具体的な提
言を行っている。IGCCB(国際問題ギャンブルカウンセラー
認定委員会 ) の日本導入プロセス責任者として、国内にお
ける専門トレーニングの開発にも力を入れている。
NCPG（全米問題ギャンブル協議会）会員、IGCCB（国際
問題ギャンブルカウンセラー認定委員会）日本代表

アメリカ・オハイオ州ユニオン研究所にて博士号（心理学）
を取得。ニューヨーク・ブルックリン地区の保護観察官
として経験を積み、1993 年からは薬物依存症の専門家と
してアディクションを抱える受刑者の治療や刑事司法に
おける治療プログラムの開発にあたる。専門は刑事司法。
その中で、神経言語プログラミングや様々な心理療法を
組み合わせた独自の依存症・トラウマ治療モデルである
ブルックリンプログラムを編み出す。2004年より 2013年
までフェアリーディキンソン大学刑事司法学部助教授を
務め、2013年からはNLP研究認知プロジェクトのリサー
チディレクターに就任。過去には複数の大学で客員教授
を務め、現在では各地でセミナーやワークショップの開
催なども行っている。著書には「元型の探求」「将来を変
容させるブルックリンモデルファシリテーターマニュア
ル」「アディクションについて　心理学、神経科学および
NLPに基づく研究ノート」など、著書・共著多数。

リチャード・グレイ博士

福井大学子どものこころの発達研究センター教授､医
学博士｡28年間にわたって､子どもの発達 (小児発達学 )
に関する臨床研究に従事｡福井大学附属病院子どもの
こころ診療部長､五大学連合大学院小児発達学研究科
福井校教授･生理学研究所多次元共同脳科学推進セン
ター客員教授を兼任｡2009 ～ 2011 年､日米科学技術協
力事業｢脳研究｣分野グループ共同研究･日本側代表者｡
著書には「新版 いやされない傷－児童虐待と傷ついて
いく脳」などがある。

友田 明美 氏

福井大学子どものこころの発達研究センター 教授
福井大学附属病院子どものこころの診療部　診療部長

一般財団法人ワンネスグループ

依存症・トラウマ治療モデル　「ブルックリンプログラム」開発者

コロンボ・プランは、アジア太平洋地域の経済協力や生活水準の向上を目的に 1951 年に発足した政府
間組織で、事務局をスリランカのコロンボに置いています。日本は 1954 年に加盟し、1987 年には、加
盟が閣議決定された 10月 6日が、政府により「国際協力の日」と定められました。
国際アディクション専門職認定教育センター (ICCE) は 2009 年にコロンボ・プラン内部の薬物諮問プ
ログラム (DAP) に研修・資格認定部門として設立されました。当センターは、アメリカ国務省の国際
麻薬・法執行局 (INL)の運営するグローバル・イニシアチブ (世界規模の取り組み )にも加わっています。
また、全米アルコール・薬物カウンセラー協会 (NAADAC)の全面的な協力を受けています。
ICCE は、先進国の差芯の知見やエビデンスに基づく研究成果をアジア太平洋地域に導入し、効果的な
共通化された治療プログラムを開発しています、同時に、カウンセラー認定システムにより、域内の
各地でこのプログラムに基づいて治療サービスを提供する人材の育成に努めています。ワンネスグルー
プ代表の矢澤祐史は日本人初のリカバリーコーチ資格を取得。ICCE の理事に就任し、日本国内での展
開にも寄与しています。2015 年 3 月ならびに 9 月に ICCE のトレーナーが来日し、ワンネスグループ
スタッフをはじめ対人援助職関係者が、カリキュラムを受講しました。

IGCCB は、問題、病的賭博者とその家族に、治療サービスを提供するカウンセラーに対して、資質・能
力を認定するためのプラグラムを運営しています。IGCCB は、米国内および国際的広く認められている
唯一の認定資格です。IGCCB の認定プログラムは、ギャンブル依存症に特化しつつ病気の治療を包括的
にカバーしたものとして、世界を見渡しても他に例を見ないものです。
また、IGCCB は、国際的な連帯にも積極的で、シンガポールやアイスランドなどの諸国でも、プログラ
ムの移植が進められています。会長のロリーン・ルーグル博士は、日本でも賭博性の高い娯楽が盛んで、
カジノ合法化の論議も始まっている現状をよくご存じで、なおかつ、言語の壁などの悪条件に対して格
段の配慮を差し伸べてくれています。ワンネスグループは IGCCB の認定プロセスを国内で導入する日本
の窓口として依存症業界に貢献しています。

「依存症」からの回復には、よく「底つき体験が必要」といわれます。「底つき体験」とは、「依存症」
の苦しみが限界に達し、本人自らが「依存対象をやめる以外道はない」と思える体験をすることで、
治療のスタートラインに立つためのターニングポイントといわれています。しかし、自然経過を待つ
だけでは、「底つき体験」をする前に、自死、あるいは中毒死という最悪の結果に至ることも少なくあ
りません。かといって、自ら進んで回復施設や医療機関に行く「依存症者」はほとんどいません。家
族が周囲がどんなに忠告しても、「依存症」の自覚がなく、まして薬物、アルコール、ギャンブルから
離れられない状況では、話に耳を貸すことすらままならないでしょう。「インタベンション」は、
言ってみれば、そうした「依存症者」に「今が回復に足を向けるターニングポイント ( 底つき ) だ」と
認識させるカンフル剤のようなものです。専門のインタベンショニストを養成する全米規模の国際団
体のトレーニングを日本でも受講可能になりました。

日本アディクションインタベンショニスト協会URL　http://jaai.oneness-g.com

ワンネスグループ／SPJ名古屋について

ワンネスグループ／セレニティパークジャパン名古屋

セレニティパークジャパン名古屋フォーラム

ICCE について

sos@oneness-g.com
依存症SOSメール相談

0120 -111- 351
依存症相談ダイヤル《月～金　受付時間10：00～ 17：00》
全国どこからでも相談無料‼


