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アメリカを揺さぶるオピオイド危機③ 

新型コロナ感染症 vs. オピオイド依存症 
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処方鎮痛剤が引き金となって依存症が広まったオピオイド問

題については以前のコラム1でも書いたが、これは 2000 年代に

入ってからアメリカの公衆衛生上の最大の問題となった。以来

50万人以上がオピオイドの過剰摂取で死亡した。2017年10月

には、トランプ大統領は「公衆衛生上の非常事態」を宣言した。

オピオイド対策として 2017、2018 会計年度で合計約 100 億ド

ルの予算が割り当てられた2。現在 200〜300 万人の依存症者

がいると言われている3。 

しかし 2020 年に入って間も無くオピオイド問題は、最大の公

衆衛生問題の座を新型コロナ感染症問題に譲り渡すことになる。

新型コロナ感染の拡大を受けて、3 月 13 日に「国家非常事態」

が宣言された。6 月 10 日現在で死者約 11 万人、感染者は約

200万人にのぼっている4。3月末に発表した経済対策は約 2兆

ドル（GDPの約 10％）の規模となった。 

新型コロナ問題が継続する中で、オピオイド問題はメディアで

も取り上げられる機会が減ってしまった。しかし多くの専門家が、

新型コロナの影響で、オピオイド問題は悪化している可能性が高

いことを指摘している。オハイオ州フランクリン郡を例にとると、4

月のオピオイド関連死亡者数は 62人で、1月と比べると 50％増

加した。その他の多くの地域でも同様の傾向が報告されている5。 

オピオイド依存症の敵「ソーシャルディスタンシング」 

新型コロナ感染症がオピオイド問題に与える影響は、その政

治的争点としての優先順位を下げる、ということがまず挙げられ

る。しかし、最も深刻な問題は新型コロナによるソーシャルディス

タンシングである。 

オピオイド依存症を治療するためのクリニックやリハビリ施設で

の治療プログラムやグループセッションなどが、感染拡大への懸

念のために縮小または無期限中止となっているという問題が各

地で起こっている。 

治療のための医療行為が止まっているという問題だけではな

い。治療に必要な人とのつながりが薄くなってしまっていることが

重要である。 

依存症は「孤独が原因の病気」と言われ、それによる死は「絶

望死」と言われる6。オピオイド問題を抑制するためには、社会的

サポート、人とのつながりが重要になる。治療に通えない代わり

に電話やビデオ面談でのカウンセリングなどがなされているが、

それが対面の面談と同様の効果を持つとは考えにくい。ニューヨ

ークタイムズ紙のジャン・ホフマンは、新型コロナはオピオイドに限

らず様々な依存症の「全国的な再発の引き金」になるとしている

7。 

また新型コロナの関係で、オピオイドの過剰摂取が死亡に至る

率も高くなると指摘されている。 

以前は複数人でオピオイド使用を行なっていたのが、ソーシャ

ルディスタンシングの関係で、個人で使用を行うようになる。その

結果、過剰摂取で意識を失っても救急 911 番に電話する人が

おらず医療的処置ができず死に至ってしまう。 

また新型コロナの関係で国境が封鎖されており陸・空からの

密輸量は減っており、これはオピオイド問題解決のために朗報に

なると思われるが、実際にはそうではない。密売人は、フェンタニ

ルなど少量で強力な効果を生むものを混ぜたものを製造し、そ

れを、それまでと同じペースで摂取することで死亡するリスクが

上がる。 

さらに、ホームレスなどへの清潔な注射針を提供するボラン

ティア活動も多くのところで中止してしまっており、HIV や C 型肝

炎の広がりも心配されているという。 

根っこは同じ問題 

よく、「新型コロナは、国の政治・社会・文化のあり様をレントゲ

ンのように映し出した」といわれる。しかしアメリカではオピオイド問

題がその役割をすでに果たしていた。 

コラムのタイトルを「新型コロナ感染症 vs. オピオイド依存症」

と書いたが、オピオイド問題と新型コロナ問題はいわゆる「ゼロ・サ

ム」の関係ではない。両者が深刻化する構造は類似点が多い。

それには、医療保険の問題や医療提供者の問題をはじめ、経
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済格差問題や人種間格差問題なども複雑に絡み合い、それに

対応できない政治システムの問題も含まれる。 

新型コロナの問題は、ワクチンや治療薬か開゙発され普及すれ

は「゙収束」するたろ゙う。しかし新型コロナやオヒオ゚イト依゙存症を深

刻化させた構造を大きく変化させるための特効薬はない。 

新型コロナが、オピオイド依存症を生み出す「アメリカ社会の

闇」をより濃くしていると思われる状況の中で、その構造的原因

を理解し、時間をかけて紐解いていくための知的スタミナがアメリ

カ人にあるのかを、11 月に行われる選挙に向けて注目していき

たい。 
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