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背景 
 

リカバリーは、behavioral health care において、まず最初に向

かうべき目標（ゴール）となってきています。2010 年８月、

behavioral health 領域のリーダーたち（メンタルヘルスの当事

者たち、物質依存の当事者たち、サムサで構成されていまし

た）は、「リカバリー」に関する、共通の（common）、統一され

た「実用的な定義の開発」を探求するために顔を合わせまし

た。これより以前は、SAMHSA では、精神疾患と物質依存

のリカバリーにおいて、それぞれ別の定義を持っていました。

（他の政府機関ではまた別の定義があり…）これら異なった

定義の存在が、私たちが「治療」や「リカバリーを支えるサービ

ス」に関しての「健康保険の適用範囲」の拡大のために働き

かける時に、議論を複雑にしていました。 

 

努力を積み重ね、多くの利害関係者との相談をする中で、

サムサは、リカバリーの「実用的な定義」と、「リカバリーを案内

する原則」を開発するに至りました。標準的な、統一された

「実用的な定義」は、全てのアメリカ人がリカバリーの機会をよ

り前進させるのに役に立ちます。当事者、家族、資金提供

者、サービス提供者、その他の方たちにとっては、「リカバリー」

という考え方を明確にする助けになります。 
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定義 
精神疾患および/または薬物依存からのリカバリーに関する、

実用的な定義 

  

変化の工程（プロセス）。 

 それを通して人 （individuals） は、 

 ① 自分の「健康（health）」と「活き活きさ（wellness）」を改善 

 ② 自分の生活（人生）を自分で方向づける（selfdirected） 

 ③ 自分の全ての可能性（full potential）に到達するよう努力をする

(strive) 

 ことを行う 

（ ⇒ ①②③が行われる 「変化の工程（プロセス）」 がリカバリー ） 

 

 

サムサは、 

「the Recovery Support Strategic Initiative （リカバリーを支える戦

略構想）」を通じて、 

リカバリーのある生活を支える 「４つの主要な側面」 を描きました。 

 

Ⅰ) 健康 （Health） 

 病気や症状を克服または管理（例えば、依存がある場合は、断酒、

違法薬物を止めること、処方箋なしでの処方薬物を止めること）を 

すること。またすべての当事者にとって、身体的および感情的な「いい

感じの状態（well-being）」をサポートしてくれる情報に基づいた健康

的な選択を行うこと。 

Ⅱ) 家 （Home） 

 生活をするのに、安定していて安全な場所 

Ⅲ) 目的 （Purpose） 

 意味のある日常的な活動（例えば、仕事、学校、ボランティア活動、

家事、或いは創造的な取り組み） 

 社会参加をするための自立、所得そして資源。 

Ⅳ) 仲間 （Community） 

 サポートや、友情や、愛情や、希望を与えてくれる人との結びつきと、

社会的なつながり（ソーシャルネットワーク） 
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10 GUIDING PRINCIPLES OF 

RECOVERY  

リカバリーの案内をする１０の原則 

 

 

① Hope  

  希望 

② Person-Driven  

  人間主導・人駆動 

③ Many Pathways  

  いくつもの道がある 

④ Holistic 

  全体論的（一部だけをみるのではない） 

⑤ Peer Support  

  ピアサポート 

⑥ Relational  

  関係付けられている 

⑦ Culture  

  文化 

⑧ Addresses Trauma  

  トラウマ対処 

⑨ Strengths / Responsibility  

  能力・強み / 応答する力 

⑩ Respect 

  尊重すること・重要視すること 

   （ナメてかからない、バカにしない） 
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① リカバリーは、 「希望」 から出現する 

 

 

「リカバリーは現実である」 という信念は、 

よりよい未来に対する、本質的で必須であり、やる気を起こさせるメッ

セージを提供します。それは、「人々は内部からの困難さ・外部からの

困難さ、直面することとなる障壁や障害物を乗り越える能力があり、

それを克服する」 というメッセージです。 

 

「希望」 は、仲間（ピア）・家族・サービス提供者・協力者（味方・同

盟）・その他の人たちによって、内在化され（習得され）、育てられま

す。 

 

「希望」 は、「リカバリーを進めていく工程（ the recovery process ）」

における触媒（きっかけ・刺激を与えるもの）です。 
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② リカバリーは、 「人」 によって導かれる 

 

自分で決めること、自分で方向性を示すことがリカバリーの基盤となり

ます。それぞれの人が、自分の人生の目標を明確に設定し、そこに向

かうその人固有の道をデザインします。 

 

個々人は、自分のリカバリーや回復力（レジリエンス）を支援してくれる

サービスやサポートの選択を主導し、管理し、実行することによって、

自分の自律性と独立性を最大限、最適化します。 

 

そうすることによって、当事者は権限を得ます（empowered）。そして、

情報に基づいた意思決定をし、リカバリーを開始し、自分の強みを積

み重ね、自分の生活におけるコントロールを獲得・或いは再獲得する

ための資源を供給されます。 

 

 

※訳注（System‐Driven Approaches  VS Person‐Driven Approaches） 

システム主導ではなく、人主導（駆動）ということ 
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③ リカバリーは、 「多くの経路」 で現れる 

 

個々人は、みんなそれぞれに個性的で、他の人とは違ったニーズ、能

力（強み）、好み、目標、文化、そして背景（…トラウマの体験を含む

背景）を持っています。そして、それらによって「リカバリーの経路」は影

響を受け、決定されます。リカバリーは、幾つもの素質、強み、才能、

対処の能力、資源、その人であることの価値（内在的価値；inherent 

value）の上に成り立ちます。 

 

「リカバリーを実現させる経路」 は、とても個人的なものです。そこには、

専門職による臨床的な治療、薬物療法、家族からのサポートや学校

でのサポート、信仰に基づく方法（Faith-based Approach）、ピアサポ

ート、その他のいろんな方法が入っているかも知れません。 

 

リカバリーは直線的に進むのではありません。「継続的な成長」と、後

退（挫折）することがありうる「機能の改善」という性格があります。「後

退（挫折）」というのは、（避けられないものというわけではないものの）自

然なことですし、「リカバリーの工程（プロセス）」の一部ですので、「後退

（挫折）」は、全ての個人や家族にとって、回復力（レジリエンス）を育て

るのに、必須のこととなります。 

 

アルコール、違法薬物、処方されていない薬を断つことが、依存のある

人にとっては、ゴール（目標）となります。タバコ、処方されていない薬、

違法薬物を使うことは誰にとっても安全なものではありません。 

 

支援的な環境を創ることが、リカバリーの経路を開くという場合もありま

す。これは、 自分の道筋を定めるための、法的または発達における

「能力」を持っていないかも知れない子どもたちに、特によく当てはまり

ます。 
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④ リカバリーは 「全体論的（holistic）」 

 

リカバリーは、精神・体・心・共同体を含む、「個人の全ての生命・人

生（an individual’s whole life）」に関わっています。 

 

これには、次のような対処方法が含まれます。 

セルフケアの実践、家族、住宅の供給、雇用、交通、教育、精神障

害と物質使用障害の臨床的な治療、サービスとサポート、プライマリ・

ヘルス・ケア（primary healthcare）、歯科医療、補完的および代替的

サービス、信仰、精神性（spirituality）、創造性、ソーシャルネットワー

ク、コミュニティへの参加。 

 

利用可能な一連の 「サービスとサポート」 は、統合され、一つのもの

として動くように調和されている必要があります。 
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⑤ リカバリーは、 

「ピア」 と 「協力者」 によって支えられる 

 

相互の支援と相互の援助グループ（…体験的な「知識やスキル」の共

有も含む）は、リカバリーにおいて非常に重要な役割を果たします。

（…それは、社会的な学習（social learning）と同様です） 

 

「ピア」 は他の仲間を励まし、他の仲間への関わりを作ります。そして、

お互いに次のものを提供しあうようにします。つまり、帰属感、協力関

係、大切な役割、そしてコミュニティーという「重要な感覚」をお互いに

提供しあうのです。他の人を助け、コミュニティに貢献することを通して、

人は自分自身を助けます。 

 

「ピア」 によるサポートとサービスは、彼ら自身の「リカバリー」と「活き活

きさ」の旅路に沿って、人を支援するための重要なリソースを提供しま

す。 

 

「専門職たち」 もまた、 

「リカバリーの工程（プロセス）」において重要な役割を果たすことが出

来ます。それは、当事者が選択したリカバリーの道筋に則て、その個人

を支援する「臨床的な治療」や、「他のサービス」を提供することです。 

 

「ピア」 や 「協力者たち」 は多くの当事者たちに重要な役割を果た

しますが、子供と若者にたいしての役割は少し異なる場合があります。

家族に対しての「ピアサポート」が、behavioral health に問題のある子

供たちにとって非常に重要であり、またリカバリーに取り組んでいる若者

を支援するときにも重要な役割を果たすことがあり得ます。 
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⑥ リカバリーは、 「人とのつながり」 と  

「ソーシャルネットワーク」 を通じて、支えられる 

 

「リカバリーの工程（プロセス）」における重要な要因は、 

「人が持つリカバリーの能力」 を信じている人の存在と関与です。その

人たちは、希望、サポート、勇気づけを提供します。またその人たちは、

「変革」のための戦術と資源を提案してもくれます（指し示してもくれま

す）。 

  

家族、ピア、サービス提供者、信仰のグループ、仲間たち（コミュニティ

メンバー）、その他の協力者たちは、きわめて重要なサポートネットワー

クを形成します。 

 

これらの 「人とのつながり（relationships）」 を通して、人々は不健康

なおよび/または満たされない人生の役割を捨て去って、そして新しい

役割（例：パートナー、介護者、友人、学生、従業員）に取り組みま

す。そして、その新しい役割は、帰属意識、人間性、エンパワーメント、

自律性（autonomy）、社会包摂（social inclusion）、そして地域社会

への参加への意識をより大きなものにしてくれます。 
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⑦ リカバリーは、 

「文化」 に基づいており、影響を受けている 

 

 

多様な表現における「文化と文化的背景」（…価値観、伝統、信念

なども含む）が、その人の「人生」と「リカバリーへの道筋（…その人固有

の）」を決める時の鍵です。 

 

支援サービスは、 

（…個々人の固有のニーズを満たすよう「個人的な」ものになっている

のと同じように） 

「文化的に」も、根拠があり、調整され、敏感（sensitive）で、形が合

っていて、要求に適うのに十分なものでなければなりません。 
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⑧ リカバリーは、 

「トラウマに対処」 することで支えられる 

 

トラウマの体験（例えば、肉体的または性的虐待、家庭内暴力、戦

争、災害、その他など）は、多くの場合、アルコールや薬物の使用、メ

ンタルヘルスの問題、およびそれに関連する問題を引き起こすもの、あ

るいは何らかの関連を持つものになります。 

 

支援サービスとサポートには、トラウマについての情報が必要です。それ

は、選択・エンパワーメント・協働を促進するのと同時に、（肉体的・感

情的な）安全と信頼を育みます。 
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⑨ リカバリーには、個人、家族、仲間（コミュニ

ティ）の 「強み」 と 「応答する力」 が必要 

 

個人、家族、仲間（コミュニティ）には、強み（ストレングス）と資源（リソ

ース）があり、それがリカバリーの基盤として役に立ちます。 

 

加えて、個人には自分自身のセルフケアとリカバリーの旅路をいくため

の、 「応答する力」（personal responsibility） があります。 

誰でも、望むような形でサポートをされなければなりません。 

（Individuals should be supported in speaking for themselves.） 

 

家族やその他の重要人物には、自分が愛する人（…特に子どもや若

い当事者）をサポートする 責任（responsibilities） があります。 

コミュニティには、差別に対処する機会と資源を提供し、社会包摂

（social inclusion）とリカバリーを促進していく 責任（responsibilities） 

があります。 

 

リカバリーに取り組む人は、 社会的責任（social responsibility） も

持っています。自分たちの強み、ニーズ（needs）、欲求（wants）、欲

望（desires）、願望（aspirations）に関することについて、連帯して話

すために、ピア（対等な仲間）の中に入っていく能力を持っている必要

があります。 
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⑩ リカバリーは、 「尊重・重要視すること」

（respect） に基礎をおいている 

 

コミュニティ・システム・社会の「受け入れ」と、「感謝の気持ち」（メンタ

ルヘルスと物質使用の問題（権利の保護や差別の撤廃も含む）に影

響を受けた人々への「感謝の気持ち」）が、リカバリーの達成においては

必要不可欠です。 

 

リカバリーに向けて策を講じるには大きな勇気が必要かもしれないと、

認める必要があります。 

 

「自己受容」をすること、「ポジティブで有意義な自己像の感覚」を発

達させること、そして「自分自身への信頼」を取り戻すことが、特に重

要です。 
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SAMHSA は、 

健康改革の文脈の中、研究、実践、リカバリーに取り組んでいる個人

の経験を描くことで、 

「リカバリーの理解」を前進させていく努力を先導し、 

また、確実に重要なリカバリーへのサポートとサービスを利用できるよう

にし、それらを必要とするすべての人がアクセスできるようにすることを保

証していきます。 

 

 

リカバリーに関する追加の情報に関しましては、 

SAMHSA のリカバリーサポートイニシアチブ 

http://www.samhsa.gov/recovery 

をご覧ください。 

 

 

PEP12-RECDEF First printed 2012 

 

 

-------------訳注------------ 

The Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA) is the 

agency within the U.S. Department of Health and Human Services that leads public 

health efforts to advance the behavioral health of the nation. SAMHSA's mission is to 

reduce the impact of substance abuse and mental illness on America's communities. 

（https://www.samhsa.gov/about-us） 

 

薬物依存精神保健サービス部（SAMHSA）は、 

アメリカ連邦保健省内の機関であり、国民の行動の健康を促進するための 

公衆衛生の取り組みを主導しています。  

SAMHSA の使命は、 

アメリカのコミュニティにおける、薬物乱用と精神疾患の影響を減らすことです。 

----------------------------- 

  

https://www.samhsa.gov/about-us
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Appendix – A 

http://www.samhsa.gov/recovery 

 

Recovery and  

Recovery Support 
リカバリーとリカバリーのサポート 

 

 

「リカバリー志向」のケアとリカバリーサポートのシステムは、 

精神障害および物質使用障害を持つ人々が 

自分の状態をうまく管理するのに役立ちます。 

 

________________________________________ 

 

リカバリーとは、 

人（people）が、 

《「健康（health）」と「活き活きさ（wellness）」を改善させ》、《自律的

な生活を送り》、《自分の全ての可能性（full potential）に到達するよ

う努力をする(strive)》ときの、 

「変化の過程（a process of change）」です。 

 

リカバリーをサポートする４つの主な側面があります 

 

• 健康（Health） 

  病気や症状を克服または管理し、 

  身体的および感情的な「いい感じの状態（well-being）」を 

  サポートしてくれる情報に基づいた健康的な選択を行うこと 

 

• 家（Home） 

  暮らすのに、安定した安全な場所を持っていること 

 

• 目的（Purpose） 

  有意義な日常活動を行っていることと、 

  社会に参加するための自立、収入、資源を持っていること 

 

• 仲間（Community） 

  サポート、友情、愛、そして希望を与えてくれる人との 

  関係とソーシャルネットワークを持っていること 
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希望…「今ある困難と状態は克服されうる」 という信念が、リカバリー

の基盤です。 

 

「リカバリーの工程（the process of recovery）」 はとても個人的な 

ものであり、沢山の道筋で起こります 

 

リカバリーは、挫折を伴う可能性のある、「継続的な成長」と「健康

（health）と活き活きさ（wellness）の改善」によって特徴付けられます。

挫折は、自然に起きる人生の一部分なので、「レジリエンス（回復力）」

がリカバリーの「鍵になる概念」になります。 

 

 

・・・ 

 

 

「リカバリーの工程（the process of recovery）」 は、「人との関係」や

「ソーシャルネットワーク」を通してサポートされます。これには、愛する人

のリカバリーの擁護者になる「家族」が含まれることがよくあります。 

 

当事者の家族は、家族のストレス（Family stress）、罪悪感、恥、怒

り、恐怖、不安、喪失感、悲しみ、孤立感の増加を引き起こしていく

ような逆境を経験するかも知れません。リカバリーにおける 「回復力

（レジリエンス）の概念」 は、家族自身の「健康（health）」と「活き活き

さ（wellness）」を促進してくれる「意図的な（計画的な）サポート」への

アクセスを必要とする家族にとっても、とても重要です。 

 

ピア（仲間）や友人のサポートもまた、リカバリーに取り組んでいる当事

者（本人）を関与させ、サポートするために重要です。 

 

 

・・・ 

 

 

  



SAMHSA’s WORKING DEFINITION OF RECOVERY 
https://store.samhsa.gov/product/SAMHSA-s-Working-Definition-of-Recovery/PEP12-RECDEF 

- 18 - 

 

 

 

リカバリーのためのサービスとサポートは、柔軟でなければなりません。 

 

成人のために機能すると思われるサービスとサポートは、若者や高齢

者のためのものとは非常に異なる場合があります。たとえば、青年に対

するソーシャルサポート・ピアメンター・リカバリーコーチングの本質は、成

人や高齢者向けのものとは異なります。 

 

リカバリーをサポートするには、メンタルヘルスと依存症のサービスが 

必要です。 

 

● 多様な人々やグループの、健康に関する信条 

  （health beliefs）、習慣/風習（practices）、文化的および 

  言語的ニーズに機敏に応え、尊重する 

● サービス提供時には、「多様性」に積極的に対応する 

● アクセスと結果においての「健康格差（Health Disparities）」を 

  減らすように努める 

 

 

・・・ 

 

 

SAMHSA は、精神の当事者、物質依存の当事者、その家族たちと

共に、連携を促進するための「リカバリーのサポートシステム」を確立し

ました。それは、behavioral health のシステムを導き、個人・プログラ

ム・組織（system-level）へのアプローチを促進します。 

それは、 

 ① 健康（health）と回復力（resilience）を育むもの 

    （そこには、「behavioral health のニーズがある個人が健康で 

    あることを助けること」、「症状管理を助けること」、 

   「禁欲を達成して維持することを助けること」が含まれています） 

 ② リカバリーをサポートするための住宅供給を増やすもの 

 ③ 雇用、教育、その他の人生の目標に対する障壁を下げるもの 

 ④ 彼らが選んだ地域(community)）で暮らすのに必要な社会的 

    支援を保証/確保するもの 

です。 

  

 

・・・ 
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SAMHSA は、以下のことを示します 

 ① behavioral health は健康（health）に不可欠です 

 ② 予防は機能します 

   （https://www.samhsa.gov/find-help/prevention） 

 ③ 治療は効果があります 

   （https://www.samhsa.gov/find-help/treatment） 

 ④ 人々は精神障害や物質使用障害から回復します 

 

 

・・・ 

 

 

 

 

 

関連するリンク 

• NIDA  (National Institute on Drug Abuse) 

         https://www.drugabuse.gov/ 

        NIMH  (National Institute of Mental Heaith) 

         https://www.nimh.nih.gov/index.shtml 

 

 

 

 

最終更新：2020 年４月２３日 

  

https://www.samhsa.gov/find-help/prevention
https://www.samhsa.gov/find-help/treatment
https://www.drugabuse.gov/
https://www.nimh.nih.gov/index.shtml
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Appendix – B 

Catalyst Figure @ Neteru Masukawa 2020 

for making「SAMHSA's Working Definition of 

Recovery」Activate  
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