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A.依存症とは

習慣

良い習慣 悪い習慣

自分でコントロール出来る事 自分でコントロールできない事

嗜癖（依存化）

依存症



B.依存症の種類



C.各依存症の症状と診断基準

•主症状

コントロール障害･･･脳障害

欲求に負ける･･･対応技術不足

離脱症状

とらわれる･･･頭から離れない

慢性、進行性



国際的な依存症の診断基準

①対象への強烈な欲求・強迫感がある

②禁断症状がある

③依存対象に接する量や時間などのコントロールが出来ない

④依存対象に接する頻度や量が増えていく

⑤依存のために仕事や通常の娯楽などを無視または制限する

⑥心や体に悪いことを知っていてても続けている



依存症は3種類ある

依存症には大きく分けて、次の3種類の依存対象があ
るとされています

•物質への依存（ニコチン、アルコール、薬物、食べ物な
ど）

•プロセスへの依存（ギャンブル、インターネット、セック
ス、買い物、仕事など）

•人間関係への依存（恋愛、カルト宗教、DV、虐待など）



依存と中毒と嗜癖

•依存（dependent)・・・身体的、精神的社会的に自分
の不利益、不都合となっている
にもかかわらず、それを止めら
れずに反復し続けている状態

•耐性、精神依存、身体依存・・・コントロール喪失、強
い渇望



依存と中毒と嗜癖

•中毒・・・「毒に中る」事で一酸化炭素中毒etc・・・「止
められずに続ける」の意味は無い

•嗜癖（addiction)・・・「常用」「はまる」の意味。プロセス
にはまり、やめられなくなる。

ギャンブル、過食、買い物



脳の報酬系

• 「利益」そのものに反応、「利益に予告（期待感）」にも反応

•確実な報酬より、リスクを伴った報酬に強く反応

• 「僅差で外れた」時により大きなスリル、報酬系の反応

•自分で操作すると報酬系の活動が高くなる

•脳に耐性が形成（βエンドルフィン、ドーパミンetc・・・）より強い報酬を
何度でもしていく



快感の源、ドーパミン
•楽しいことをしているとき

•目的を達成したとき

•他人に褒められたとき

•新しい行動を始めようとするとき

•意欲的な、やる気が出た状態になっているとき

•好奇心が働いているとき

•恋愛感情やときめきを感じているとき

•セックスで興奮しているとき

•美味しいものを食べているとき



ドーパミン仮説

•パーキンソン、ムズムズ病の患者にドーパミン投与でギャンブル⬆️で
仮説化された

•衝動的報酬系 〉 思慮的報酬系

より強い





ドーパミンの高揚感、興奮

頻回

脳のシナプス網に ドーパミン放出量の減少

メモリーされる ドーパミン受容体の感受性の低下

酩酊感の減少

より大量の飲酒

快感は永久にメモリーされる



ギャンブル依存症

•ギャンブルという行為にはまっている

•やりたい気持ちを抑えられなくなってしまっている

•自分の意思でコントロール出来なくなっている



日本の比率

２０１０年 ２０１４年

•男性 ９．６％ ８．７％

•女性 １．６％ １．８％

•全人口の４．８％ ５３６万人



歴史

•以前より米国で強迫的ギャンブルの報告

• １９８０年 DSM3 病的賭博・・・Dependence

• ２００７年 厚労省に班が出来・・・行動制御障害

• ２０１３年 DSM5 行動の依存・・・ギャンブル障害（アルコールと類似）

（Addiction）



•韓国 ０．６％

• オーストリア １．０％

•米国 １．６％

• オハイオ州（カジノが多い） ２．６％

•米国の人格障害者の1/4にギャンブル障害

• ギャンブル障害者の1/3にAL・うつ病の合併



ギャンブル依存症になるまでのプロセス

1. 賭博にとらわれている

2. 興奮を得たいがために、掛け金の額を増やす

3. 賭博を抑える、減らす、止めるetc・・・の努力を繰り
返すも失敗する

4. 賭博を減らす、又止めたりするとイライラ、落ち着か
ない

5. 問題や不快な気分を回避する手段としてする



ギャンブル依存症になるまでのプロセス

6. 敗けると別の日にそれを取り戻しに行く
7. のめり込みを隠すために嘘をつく
8. 資金を手に入れるため、借金、窃盗、横領etc・・・

非合法的な事をする
9. 重要な人間関係、仕事、職業etc・・・を危険にさら

すまたは失った

10. 賭博で敗けて起きた絶望的な返済状態を救うため
に他人に金を出すように頼る



九州の通谷メンタルクリニック（森山成彬先生）

• ２０歳前後でギャンブルを開始

• ２８歳頃より借金が始まる

• ３９歳でクリニック初診・・・平均６００万円の借金

１３００万円を使っている

９２％が男性

８％が女性

＊しかし、パチンコやには女性が多い



GAの調査

男性 女性

ギャンブル開始年齢 １８歳 ２４歳

借金を始めた年齢 ２７歳 ３１歳（早く悪化）

GAへの参加年齢 ４３歳



借金

• ２５％は１０００万円〜２０００万円以下

• ６０％は１０００万円以下

• ５８％はパチンコ・スロット

• ８％は競馬

• GAの５０％は債務整理

• Clinicの２５％は債務整理



ギャンブルの方法

• ８２％はパチンコ＆スロット・・・２０兆円産業、トヨタと同一

• Ex マカオ ８兆円 マルハン（企業） ２兆円

英国 ６兆円



店の数とギャンブルマシンの数

• １２０００〜１３０００店

• ４６０万台（日本）

• ７２０万台（世界中）

•今の店には・・・

•託児所

• ATM

•冷蔵庫

•足湯



公営ギャンブル

•中央競馬（農水省） ３兆円

•競艇（国土交通省） １兆円

•競輪・オートレース ８０００〜９０００億円

•宝くじ １兆円

• スポーツ振興くじ（文科省） ３００〜５００億円

•日本全体でギャンブルは２６兆円



ギャンブルになりやすい心理的な背景

•日常生活での充足感・充実感に欠けていた

•自分への肯定感が乏しく、自分はダメな人間との感覚が
あった

•仕事に取り組んでいる自分は本当の自分ではない気がす
る

•何を目標として生きるべきかを見失っていた

•空虚、空白、憂鬱な気分が続いていた



心理的に言うと

①フラストレーション（欲求充足不全）

②セルフエスティーム（自尊感情）

③ アイデンティティー（自己同一性）

特に職業的アイデンティティー

④空虚さや軽い抑うつ感

勝ち、敗け、ドキドキと興奮

勝利の達成感、戦利品のお金（ビギナーズラック）

有能感を得て気分はすっきり爽快になる

自分は凄いと思いはまる



脳の中では何が起きているか

大脳辺縁系の中隔野に快感の中枢

脳内報酬系・・・βエンドルフィン（脳内麻薬）が高い

モルヒネの6.5倍の強度

苦しい行為を続けさせる・・・苦痛を和らげる 幸福

爽快感

ギャンブル中はあまり食べない、空腹感があまりない

終わって帰るとぐったりする



やめるためには勝たなければならない

快→不快→不快→快のサイクルの中で「しばらく敗け続けて
いるのでそろそろ勝てるはず」

「次は絶対に勝てる」etc…の妄想的・幻想的思い



Magicalセオリー（Thinking)

•借金を借金で支払う

•ギャンブルで負けたのでギャンブルで支払う

•金が少ないから負けたとの思い



ギャンブル依存症の治療

①治す薬はない・・・（不安、鬱気分を治療する薬はある）

②お金を借りる事は状況を悪化させる（イネイブリング）

③認知行動療法

④SST



•自然治癒は無い・・・思いやり、正直、謙虚さが大切

•自助グループ（GA）は2/W通うこと

•キュウリとピクルスの脳



認知行動療法とは

•現実の受け止め

•きちんとした診断を確立

•意思の問題ではなく、脳からの病気であることの確認

•専門医や専門心理療法etc…による精神療法

•自助グループへの参加（G.A…ギャンブラーズ・アノニマス）



ギャンブル依存症にならない予防法

①自分の小遣の範囲、楽しみの範囲

②大きく負けても借金までして取り戻そうと考えない（深追い
しない）

③ ストレス発散のレパートリーを拡大させる

④今の仕事、立場、人間関係の不満は・・・こうなりたい自分
を想像し仲間、etc…と話し合い我慢はしない

⑤自分を知り変える努力



遊びと病気の線引き

①精神的なギャンブルへのとらわれの有無

時間、お金があれば・・・ギャンブルを考える

②ギャンブルを自分で打ち止め出来ず、一文無しになるまで、
閉店までする。敗けると取り返そうと深追いする

③サラ金からの借金、家族に嘘をつき、資金繰りが不健全



どんなタイプの人が理性をはずしやすいか

•ストレス（++）

•ストレス回避技術が不十分な人



ギャンブル依存症のチェックリスト
1. ギャンブルの事を考えると落ち着かないことがある

2. お金を持つとギャンブルがしたくなる

3. ギャンブルに行かないとイライラして落ち着かなくなる

4. イライラは不快な気分を解消する手段としてギャンブルをする

5. ギャンブルで敗けたらギャンブルで取り返そうと深追いする

6. 1回のギャンブルで所持金を全て使ってしまい反省した事がある

7. ギャンブルを減らす、又止めようとしたが失敗した

8. ギャンブルは1人でする方が良い

9. ギャンブルをするために家族に嘘をついた事が頻回にある

10. ギャンブルの資金を得る目的で借金をしたことが頻回にある

11. ギャンブルの資金を得る目的で他人の金に手を出したり、財産を勝手に換金
した事がある

12. ギャンブルを止めるように家族に批判された事が頻回にある

5個以上あれば早期に受診したほうが良い



共通している背景



心理と行動パターン

自己否定
感

興味の
限定化

悲観的

希死感

抑うつ感

アクティ
ングアウ
ト衝動性

認知の歪
み

否認

感情の
表出障
害

罪責感
(自責
感）

歪んだ
自尊心

被害感

全能感

劣等感

不信感

孤独感



D

•自己否定感

•自己チェック



自分をよく知る












