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行動嗜癖の実態と治療

独立行政法人国立病院機構

久里浜医療センター

樋口 進

平成28年度千葉県依存症予防教室講演
千葉市民会館 平成29年1月25日

嗜癖
（Addiction）

行動嗜癖
（Behavioral addiction）

物質依存
（Substance dependence）

行動嗜癖の概念

正常な楽しいはずの活動が、コント

ロールしがたい欲求や衝動によって繰り
返され、その結果、その個人や他者に対
して有害となっている状態。

物質使用は関わらない。

Albrecht et al. Psychosoc Med, 2007.
Grant et al. Am J Drug Alcohol Abuse, 2010.
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ギャンブル依存

インターネット依存

セックス依存

買い物依存

食べ物依存

運動依存

仕事依存

窃盗癖

放火癖

収集癖

抜毛癖

Karim et al. J Psychoactive drugs, 2012.
APA. DSM-5, 2013.

依存・嗜癖の要素

脳内の共通した依存メカニズム

依存・嗜癖に特有の症状

・ 渇望・とらわれ

・ コントロール障害

・ 耐性

・ 禁断症状

・ 気分変容

・ 再発

・ 健康・社会機能障害

再発を繰り返す特有の経過

共通の危険要因

共通の精神科的合併症

共通の治療反応性

Griffiths M. Nature, 1996.
ほか

嗜癖に関係する脳の神経系
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前頭前野の機能不全に関係する
行動制御の障害

Cue刺激に対する依存に共通
した脳内の反応

ドパミンに対する報酬系の低反応
（報酬欠乏状態）

脳の発達 (Casey and Jones, 2010) 

思春期の脳発達は、線条体の方が前頭前野よりも活発である

Prefrontal cortex:
Abstract thinking
Decision making
Response inhibition

Striatum:
Reward processing

Dr. Choiの好意による

a) PC画面にカードを2
枚並べて、1枚を選
ばせる。もし選んだ
カードが赤であれば、
1ユーロもらえる。別
の色なら1ユーロ払
う。

c, d) 気持ちよさを引き
起こす脳の神経の
反応は、依存がひど
いほど小さくなって
いる。

報酬欠乏症に関する実験

Reuter J et al. Nat Neurosci, 2005. 健常者 ギャンブル依存者
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国 研究者 (年) 対象者数 年齢, 代表性 有病率

米国 Welte (2001) 2,638 ≧ 18, 全国 1.9%

米国 Volberg (2002) 2,217 ≧ 18, ネバダ州 3.5%

カナダ Cox (2004) 1,489 ≧ 18, マニトバ州 2.6%

カナダ Ladouceur (2005) 4,603 ≧ 18, ケベック州 0.9%

英国 Sproston (2000) 7,680 ≧ 16, 全国 0.8%

イタリア Biganzoli (2004) 1,093 18-74, 北イタリア 0.4%

オランダ De Bruin (2006) 5,575 ≧ 16, 全国 1.9%

ノルウェー Lund (2006) 5,235 ≧ 15, 全国 0.3%

スウェーデン Volberg (2001) 7,139 ≧ 15, 全国 1.2%
スウェーデン Abbott (2013) 15,000 16-84, 全国 2.0%

様々な国の成人のギャンブル依存（疑い）の
SOGSを使用した有病率の推計値 (1)

国 研究者 (年) 対象者数 年齢, 代表性 有病率

スイス Bondolfi (2008) 2,803 ≧ 18, 全国 1.1%

デンマーク Bonke (2009) 8,153 18-74, 全国 0.5%

ドイツ Meyer (2009) 10,001 16-65, 全国 0.2%

ハンガリー Kun (2012) 2,710 18-64, 全国 1.4%

エストニア Laanso (2009) 2,005 15-74, 全国 3.4%

オーストラリア AIGR (2001) 276,777 ≧ 18, 全国 1.9%

ニュージーランド Volberg (1994) 4,053 ≧ 18, 全国 2.7%

オーストラリア Schofield (2004) 1,029 ≧ 20, クイーンズランド州 1.7%

日本
Higuchi (2008, 
unpublished) 4,123 ≧ 20, 全国 5.0%

日本
Higuchi (2013, 
unpublished) 4,153 ≧ 20, 全国 4.5%

様々な国の成人のギャンブル依存（疑い）の
SOGSを使用した有病率の推計値 (2)
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調査年 男性 女性 合計

2008年 482万人 89万人 571万人

2013年 438万人 98万人 536万人

ギャンブル依存疑い者数の推計値

SOGS: 5点以上の者

中高生のネット依存（疑い）有病率の
ヨーロッパ諸国との比較

（%）

わが国の中高生のネット依存の推計数: 約52万人
ヨーロッパ研究
調査対象者: 約12,000名
平均年齢: 約15歳
参加国: オーストリア, エストニア, フランス, ドイツ, ハンガリー, アイルランド, イタリア, 

ルーマニア, スロベニア, スペイン, スウェーデン
Durkee T et al. Addiction, 2012.
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2008年調査 2013年調査

男性

女性

合計

2008年 2013年
男性 158万人 229万人
女性 117万人 192万人
合計 275万人 421万人

成人におけるネット依存傾向の有病率変化

・ ネット嗜癖の評価には、Internet 
Addiction Test (Young, 1998)を使用し
た。
・ 割合は、それぞれ2008年、2012年の
日本人人口で補正してある。

(%)
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ギャンブル障害
DSM-5の診断基準 (1)

A. 以下のうち4つ以上で示される持続的で反復的な不適応的
ギャンブリング

1) ギャンブリングにとらわれている。
2) 興奮を得たいがために、掛け金の額を増やしてギャンブリング
をしたい欲求。

3) ギャンブリングをするのを抑える、減らす、やめるなどの努力を
繰り返し、成功しなかったことがある。

4) ギャンブリングをするのを減らしたり、またはやめたりすると
落ち着かなくなる、またはいらいらする。

5) 問題から逃避する手段として、または不快な気分を解消する
手段としてギャンブリングをする。

ギャンブル障害
DSM-5の診断基準 (2)

6) ギャンブリングで金をすった後、別の日にそれを取りもどしに
帰ってくることが多い。

7) ギャンブリングへののめり込みを隠すために、家族、治療者、
またはそれ以外の人に嘘をつく。

8) ギャンブリングのために、重要な人間関係、仕事、教育、または
職業上の機会を危険にさらし、または失ったことがある。

9) ギャンブリングによって引き起こされた絶望的な経済状態を
免れるために、他人に金を貸してくれるよう頼る。

B. そのギャンブリングは、躁病エピソードではうまく説明されない。
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Seoul, August 25, 2015 Seoul, August 25, 2015 

ゲーム障害の診断ガイドライン草稿

•ゲームのコントロール障害
・ ゲームの開始や終了、ゲームの程度、ゲーム環境に関する
コントロール障害がある。
・ しばしば渇望やゲームを減らす、または止めたいという主観的
欲求を伴う。

•ゲーム中心の生活
・ 他の興味や楽しみ、日々の活動、責務、自分の健康や身だし
なみよりゲームを優先させる。
・ ゲームが益々生活の中心的役割を果たし、他の活動を隅に
追いやっている。

•問題にも関わらずゲーム継続
・ 問題が起きているにも関わらず、しばしばゲームを続ける。
・ 学業や仕事、対人関係を危うくしていても、しばしばゲーム
を続ける。

はまっているコンテンツ

ゲーム
オンライン ＞オフライン
スマホ、ゲーム機、パソコン
内容は様々

SNS
Twitterが始末が悪い
LINE
FaceBook（少ない）その他

電子掲示板

最も多いのは
上記の複合
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勝負・競争勝負・競争 仲間作り仲間作り テクニックテクニック ファンタジーファンタジー

ストレス対処ストレス対処 現実回避現実回避 レクレーションレクレーション

なぜオンライゲームにはまるのか??

Dr. Demetrovicsの好意による

睡眠障害
・短い睡眠時間
・日中の居眠り
・昼夜逆転

-引きこもり
-日常生活に影響
-体の発育にも影響
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体力低下

• 生理学的検査・体力測定
–身体がかたい（柔軟性の低下）

• 関節が曲がらない。伸びない。

–筋力の低下、持久力の低下
–心肺機能の低下

• 少しの運動、階段の上り下り
でも息切れ、バテる。

ネット依存者の脳は様々な部位で、神経細胞が
死滅していることが示唆されている

黄色の部分は島皮質と呼ばれ、感情、感覚、欲望
に関係する。 Zhou Y et al. Eur J Radiology

ネット依存の期間が長くなればなるほど、脳内の情報伝達に障害がでる

Yuan K et al. PLoS One, 2011
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・遅刻・欠席

・成績低下

・留年・退学

・進学のあきらめ

・将来が閉ざされる

学業などへの影響

若者は、その後の人生が大きく狂う
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週日のネット平均使用時間と「成績が落ちた」
と答えた者の割合

（過去30日の週日1日平均使用時間）

大井田ほか. H26年度厚労科研報告書.

(%)

親の問題と苦悩

様々な家族問題
親と本人の葛藤

一方、親は:
疲弊している
何をどうしたよいかわからない
落胆・絶望している
将来に対する強い不安がある
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治療の基本は、本人が自分
の意思で行動を変えていく
ように援助すること

しかし、達成はなかなか難しい

外来での治療の流れ
（久里浜医療センター）

初診 本人受診

家族のみ

治療不要、他の医療機関受診が適当

治療必要

・家族の対応
・本人の受診等
・家族会への導入などの指導

再診
3回程度

・治療者患者関係の向上
・日常生活パターンの記録と指導
・様々な検査の施行

終診

外来の継続 CBT/CO導入 入院治療

・健康問題の評価
・行動パターンの評価
・家族関係・問題の評価

NIP/NIPCに導入
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ネット依存を治療している医療機関リスト

久里浜医療センターHP
http://www.kurihama-med.jp/2016_net_list.html

海外でも治療が工夫されている
ジュネーブ大学の例

外来新規受診

症状評価など

4週間のデイケア治療
（すべての依存に共通）
・認知行動療法
・アサーション研修
・カウンセリングなど

以後1-2週に1回の通院

Self-Discovery Camp (SDiC)
第1回
日程: 2014年8月16日～24日（日） 8泊9日
場所: 国立中央青少年交流の家（静岡県御殿場市）
参加者: 男子10名

第2回
日程: 2015年8月17日～25日（日） 8泊9日
場所: 国立赤城青少年交流の家（群馬県前橋市）
参加者: 男子12名

第3回
日程: 2016年8月20日～28日（日） 8泊9日
場所: 国立赤城青少年交流の家（群馬県前橋市）
参加者: 男子16名
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回 テーマ 実施日

1 一日の生活を振り返る 8月17日

2 起きていた問題を振り返る 8月18日

3 私のネット使用の良い点・悪い点 8月19日

4 過剰なネット使用に向かわせるもの 8月20日

5 欲求への対処方法 8月21日

6 ネット以外の楽しい活動を見つける 8月22日

7 将来を考え生活を変える目標設定 8月23日

認知行動療法内容

依存の特性からして、1日の中で、
全くネットを使わない時間を作る。
・学校
・家庭なら親も一緒に

ルール作りには子供たちの意向を
尊重する。
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依存が進行した場合

子どもの行動をある程度コントロール可能

スマホ・WiFiの取り上げは有効
取り上げの期間
返す条件
ガラ携への変更
返した後に守れなった時の処置

コントロール困難、激しいバトルの可能性

取り上げ以外の方法

成功しないことが多い
本人が守らない（れない）
うまくいかないので周囲が諦める

本人の意向を取り入れる

子ども行動をコントロール可能なら
-親が主導するのもよい
困難であれば、子どもの意向を取り入れる
少しでも減らす意向があるなら、歓迎
できたらほめる、できなければ再度相談
はまっているネットアプリの話をきくのもよい
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ネットのできる時間を減らす

学校の補修
塾、予備校、家庭教師もあり
アルバイトも歓迎
周囲からの協力も必要

興味がネットから他の活動に移るのがベスト

部活、ガール・ボーイフレンドなど
一番多いのは勉強と進学
友人・先生からの助言は有効
「ほめる」ことがミソ

第三者が入るのが大切

親子関係は悪く、まともな会話ができない
親子の間に入る人が必要
本人の理解者であるべき
相談者の存在で、家族も少し安心する

受診に際して

知恵を絞り、受診につなげる
禁じ手を使っても結果が悪くないこともある
通院が続けば、かならず状況は改善
両親の真剣さが功を奏することも

暴言・暴力

特に両親への暴力は避けるべき
いたずらに、刺激しない
第三者が入るとよくなる
薬物治療が奏功することも

課金

注意すると収まることが多い
お金やカードの管理は注意深く


