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⼤⿇の「使⽤罪」創設で取り締まり強化を検討 若者にまん
延で危うい現状 厚労省、有識者会議で議論開始
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若者を中⼼に⼤⿇がまん延していることを受け、厚⽣労働省は、薬物対策を話し合う有識
者による検討会をつくり、２０⽇に初会合を開いた。⼤⿇は覚醒剤など深刻な薬物の乱⽤に
結び付く「ゲートウエー（⼊り⼝）ドラッグ」と位置付けられており、⼤⿇取締法に「使⽤
罪」を創設することを含めて検討する。今夏をめどに結論をまとめる。

企画特集
第18回東京新聞健康フォーラム
各分野の専⾨家や村上佳菜⼦さんと
これからの感染症対策を考える。

 ニュースランキング
3⽇間

もっと⾒る 

1週間

1カ⽉

「野戦病院のよう」 313⼈感
染、国内最⼤規模のクラスタ

◆検挙⼈数は６年連続で増加

1

⼾⽥中央総合病院で何が起

きているのか＜新型コロナ＞
社会 埼⽟ 主要ニュース 新型コロ
ナ

同省によると、⼤⿇取締法違反で検挙された⼈は２０１４年から６年連続で増加し、特に

タレントのラブリさんを書類送

若年層の乱⽤が⽬⽴つ。⼤⿇成分を凝縮した「⼤⿇ワックス」など⼈体への影響が⾼い製品
が流通しており、対策が求められている。

ー

検

2

宿泊先で知⼈⼥性にわいせ

つ疑い
社会

海外の⼀部で⼤⿇を使⽤した医薬品の販売が始まっていることも踏まえ、薬物対策全体の
⾒直しを検討する。
同法は１９４８年に制定され所持や栽培を禁⽌するが、⼤⿇草を栽培する農家が⼤⿇成分
を吸引する可能性があるとして、使⽤は禁⽌としなかったとされる。

＜新型コロナ＞東京都内で新た

3

に1471⼈の感染確認

累計患

者数が９万⼈超え
社会 東京 主要ニュース 新型コロ
ナ

https://www.tokyo-np.co.jp/article/81066

1/5

2021/1/22

⼤⿇の「使⽤罪」創設で取り締まり強化を検討 若者にまん延で危うい現状

厚労省、有識者会議で議論開始︓東京新聞 TOKYO …

検討会の委員は法学や薬学、医学の専⾨家ら１２⼈で構成する。
【関連記事】⼤学⽣と⼤⿇

＜新型コロナ＞「⾃宅で次々死

4

その害を⽢くみるな

【関連記事】相次ぐ運動部員の⼤⿇問題

「たった１回」が⼈⽣狂わせる

NZ国⺠投票

神奈川県担当者

「そうなるかも」と危機感
神奈川 主要ニュース 新型コロナ

警視庁、国⼠舘

⼤で講義
【関連記事】⼤⿇合法化に反対、安楽死は賛成多数

ぬのか…」

＜新型コロナ＞東京都で新たに

5

1274⼈の感染確認

重症者数

は過去最多の160⼈
社会 東京 主要ニュース 新型コロ
ナ

警視庁が押収した⼤⿇草や乾燥⼤⿇など

◆「海外では合法で、抵抗感なし」と３０代男性
厚労省の有識者会議が⼤⿇取締法の「使⽤罪」の検討を始めた背景には、若者を中⼼に⼤
⿇の乱⽤が広がり、⼤⿇の使⽤を容認する空気さえ⽣まれている危うい実態がある。
⼤⿇の使⽤経験がある都内の３０代のアルバイト男性は取材に「⼤⿇はリラックスのため

イベント・出版情報

に使う。海外では合法だし、違法薬物という抵抗感はない。有名⼈もやっているし、ファッ

第78回全国舞踊コンクール

ション感覚で始める若い１０〜２０代も多いのでは」と悪びれることなく語った。

申し込みは2⽉1⽇（⽉）まで。

◆⼤⿇吸引の動画が「ユーチューブ」で多数公開
インターネットの動画投稿サイト「ユーチューブ」上には、⼤⿇吸引の動画が数多く公開

⽇本で最も歴史のある舞踊コンクール。

⾹りの器

ック汐留美術館で開催

されている。緑の乾燥⼤⿇を「グラインダー」と呼ばれる粉砕機で粉々にし、たばこのよう

渡辺省亭

に紙で巻いて吸う「ジョイント」や、ガラス製の「ボング」という器具を使って「⼤⿇ワッ

館で開催

クス」の煙を⼀気に吸い込む動画が並ぶ。
これらの動画は、嗜好⽤の⼤⿇の使⽤が合法化されている⽶カリフォルニア州やカナダ国

⾼砂コレクション展

1⽉9⽇（⼟）〜3⽉21⽇（⽇） パナソニ

欧⽶を魅了した花⿃画

3⽉27⽇〜5⽉23⽇ 東京藝術⼤学⼤学美術

古代エジプト展
4⽉16⽇〜6⽉27⽇ Bunkamura ザ・ミュ
ージアムで開催

内に住んでいる⽇本⼈らが投稿したものとみられる。数カ⽉〜２年以内に公開されたものが
多く、⼤⿇栽培⽅法や逮捕されたときの対処法を指南する動画まであった。

ニュース深掘り講座〜オンライン〜
論説委員、記者がニュースを徹底解説。
1/16、2/13、3/13、全3回

＜東京新聞の本＞
海沼実の唱歌・童謡
海沼実

読み聞かせ２

著

＜東京新聞の本＞
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漢字は⽣きている

クイズ120問

国語学者・早稲⽥⼤学教授

笹原宏之

著

＜東京新聞の本＞
⼒⽯徹のモデルになった男
天才空⼿家 ⼭崎照朝
森合正範

著



続・思春期コロシアム



受け師の道

百折不撓の棋⼠・⽊村⼀基

PRイチオシ情報
都電サポーターズ紹介ページ開設
サポーターズの取り組みをはじめとして
様々な⾓度から、魅⼒を発信します︕

新聞広告読者審査員募集
東京新聞・東京中⽇スポーツ広告賞
ご応募はこちらから

シャンシャンが家にくる⽇
「野菜（⼤⿇の隠語）」などのキーワードで出てくる⼤⿇売買が疑われるツイッターの書き込み＝⼀部画像処理

◆ＳＮＳでは「野菜」などの隠語で取引
さらに、ネットの会員制交流サイト（ＳＮＳ）では、⼤⿇は「野菜」などの隠語で呼ばれ
１グラム５０００〜７０００円で取引されており、簡単に⼊⼿することができてしまうとい
う。

動物園にいけなくても
紙⾯をつなぎ合わせると…

⼤学、どう決める︖
のびのびと、じっくりと。新たな⼤学との
出会いはこちらから

こどもブックワールド
新しい絵本との出会いはここから。絵本の
プレゼントもあります

２０２０年の犯罪⽩書によると、⼤⿇取締法違反の検挙⼈数は６年連続で増加し、１９年
は４５７０⼈と過去最多を更新。２０代が１９５０⼈、３０代が１０６８⼈で全体の半数以
上を占める。
ネット上で⼤⿇の「無害説」が流れていることや、海外の⼀部で合法化していることが⼤
⿇に⼿を出す⼼理的ハードルを下げているとみられる。

◆⼤⿇は記憶や知覚の障害を引き起こす

東京くらしの伝⾔板
あなたの想いが新聞紙⾯に載る個⼈広告欄
の詳細はこちら

⾖︕⾖︕料理コンテスト
⾃慢のアイデア⾖料理がたくさん︕
レシピ集を公開中︕

東京新聞 映画試写会
気になるあの映画を⼀⾜早く。ご応募はこ
ちらから

こうした空気に対し、厚労省は、⼤⿇摂取は記憶障害や知覚の変容を引き起こすと指摘。
海外に⽐べ⽇本国内は違法薬物の⽣涯経験率が圧倒的に低く、合法化する国などとは状況が
異なると強調する。
取り締まる側は「使⽤罪創設」の動きを評価している。この罪ができると、⼤⿇の所持や
栽培容疑での捜査で使われてきた尿検査がより効⼒を発揮するという。捜査関係者は「これ
までは尿検査で陽性反応が出るだけでは、⼤⿇を持っていないと⽴件できないこともあっ
た。取り締まる上でメリットがある」と話す。（佐藤⼤、奥村圭吾）
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関連記事ピックアップ

「復興は国の責務」の⽂
⾔が消える 被災した福
島の将来像 有識者会…
(2021年1⽉18⽇)

交通違反と３百件超誤摘
発、埼⽟ ミニバイク右
折で埼⽟県警
(2021年1⽉20⽇)

俳優 滝藤賢⼀さん 家族6 国内のコロナ感染状況や
⼈ 2LDKで暮らしていま 対策議論 緊急事態宣⾔
す︕
の発令控え、厚労省
(2021年1⽉6⽇)

東海⼤野球部の安藤監督
が辞任へ 部員が⼤⿇使
⽤、⾸都リーグ辞退
(2020年12⽉25⽇)

「⽼眼鏡は今すぐ捨てて
ください︕」話題の⽬の
サプリを知らなきゃマ…
AD（あい楽）

予期せぬ妊娠、⽣後5⽇
で息⼦を託した⺟親 特別
養⼦縁組が⽀えた「ご…
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農家と直結の厳選⽶専⾨店︕⾷卓にはこだわりのお⽶を︕森⽥屋⽶店【47CLUB】
★JAL国際線のおやつで有名︕おつまみにも最適 どらいなっとう【47CLUB】

社会の新着

記事⼀覧

東京で新型コロナ変異種の市中感染か

英国

滞在歴のない10歳未満⼥児

国内で最多の１０８⼈が死亡



コロナ感染５

０３５⼈

厚⽣労働省は２２⽇、東京都の１０歳未満の⼥児

国内で２２⽇、新型コロナウイルス感染症の死者

が英国で拡⼤している新型コロナウイルスの変異種

１０８⼈が報告され、１９⽇の１０４⼈を上回り過

に感染した...

去最多を更...

01⽉22⽇ 

01⽉22⽇ 

時短応じない店に警察官も訪問

埼⽟県職員

に同⾏を検討

コロナ感染の30代⼥性が⾃宅療養中に⾃殺
か

埼⽟県の⼤野元裕知事は２２⽇の新型コロナウイ
ルス対策本部会議で、営業時間の短縮要請に応じな

「娘が学校で居場所なくなるかも」と⽣

前、夫に語る
新型コロナウイルスに感染した東京都内の３０代

い飲⾷店に...

の⼥性が、⾃宅で療養中に亡くなっていたことが捜

01⽉22⽇ 

査...
01⽉22⽇ 

コロナのしわ寄せか、⽬⽴つ⼥性の⾃殺

2

020年は増加に転じる
２０２０年の⾃殺者が２万９１９⼈に上ったこと

益⼦町と英国に記念碑

焼き物交流１００年

事業
益⼦焼を広めた⼈間国宝、浜⽥庄司の渡英で始ま

が２２⽇、警察庁の⾃殺統計（速報値）で分かっ

った栃⽊県益⼦町と英セントアイブスの国際交流１

た。新型コロ...

００年のモ...

01⽉22⽇ 

01⽉22⽇
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