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このたび、第 32 回日本嗜癖行動学会 岐阜大会を令和 4 年 10 月 15、16 日の両日にわたり開催さ
せていただくことになりました。前回の熊本大会に引き続き、新型コロナウイルス感染拡大の影響
を鑑み、web 開催の方針で進めておりますが、これはマイナス面ばかりではないと前向きに捉えて
おります。もちろん、夕暮れの長良川慕情や、季節の終わりを告げる落ち鮎、松茸をはじめとする
天然きのこ、富有柿など、秋ならではの岐阜の風物を現地で体験していただけないのは残念ですが、
一方で web 開催だからこそ参加できる方も多いでしょうし、オンデマンド配信も予定していますの
で、当日に予定がある方も余裕のある時にゆっくり視聴していただくことができます。
このように昨今の IT 革命は、地理的制約、時間的制約を飛び越え、従前に比べ、情報の地域差を
縮めることに貢献し、我々の学びにも大きな恩恵をもたらしていますが、一方で情報端末を介して
常に世界と繋がっている現況は、若年層を中心としたゲーム・ネット依存の蔓延はもちろん、時間
と場所を問わず参加できることから、ギャンブル依存の増加にもつながっており、違法薬物に関し
ても一般人の入手が容易となるとともに、巷間にあふれる情報から忌避感が低下していることが危
惧されるなど負の側面も有します。また、依存の代名詞であるアルコールに関してもコロナ禍を一
因として、宅飲みでの消費が増加し、もともと飲酒量の多い人ほど、更に酒量が増える傾向にある
ことが報告されており、
「嗜癖行動」は今こそ大いに語られ、社会が注力すべき事象であることは論
をまちません。
こうした非常に現代的な課題であるにも関わらず、本学会が 31 回という歴史を重ねていることは、
正に先見の明と誇るべきことで、先達が積みあげてきた山に、32 回目として岐阜の地で新たな知見
を付け加え、次代に引き継げることは我々にとって大きな喜びです。
そして、
岐阜大会のテーマは、
“「ハマる」を科学する。溺れる脳の道しるべとして ” と致しました。
このテーマには日頃、依存症臨床に従事し、時に無力感にさいなまれる中で、
「ハマる」という誰に
でも起こりうり、正負両面の要素を持つ現象について様々な視点から探求し、今現在困っている人
たちの一筋の光明となり得たらという我々の思いが込められています。拙文を読まれ、同様の気持
ちを抱かれた方々の一助となれるよう担当者全員で実り多い大会に向け鋭意邁進したいと思います。
最後になりますが、皆様のご参加を心よりお待ちしております。
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Ⅰ．学会概要
テ

ー

マ：
「ハマる」を科学する。溺れる脳（こころ）の道しるべとして

主

催 ： 日本嗜癖行動学会

会

期 ： 2022

会

場 ： WEB（Zoom

大

会

長 ： 天野

年 10 月 15 日（土）・16 日（日）
を使用）

雄平（医療法人杏野会 各務原病院）

大 会 事 務 局 ： 〒 504-0861 岐阜県各務原市東山 1‑60

TEL：058-389-2228（医療法人杏野会 各務原病院 内）
E-mail：jun0914@kakamigahara-hosp.jp
大会事務局長：松田 純

Ⅱ．参加者へのご案内
※本学会に参加される全ての方には守秘義務が課せられます事をご了承ください。
【参加費】

会員：4,000 円

非会員：5,000 円

学生：2,000 円

• 理由の如何にかかわらず、参加登録後の返金には応じられませんので、ご了承ください。
• 参加登録を完了された方には学会が近づきましたら Web 会場ログイン時に使用する ID、
およびパスワードをメールでお知らせします。
• 本学会は Zoom を使用したオンライン学会として開催します。事前にアプリケーションの
ダウンロードとインストールが必要となりますので、各自でご準備をお願いします。

Ⅲ．講師・座長へのご案内
• 担当される講演の 10 分前までに Zoom への参加をお願いします。

Ⅳ．その他ご案内
1．日本嗜癖行動学会への入会について
日本嗜癖行動学会への入会をご希望の方は、下記事務局にお問い合わせください。
〒 106‑0045 東京都港区麻布十番 2‑14‑6 イイダビル 2F
家族機能研究所内 日本嗜癖行動学会事務局（担当：山中）
TEL：03‑5476‑6041 FAX：03‑5476‑6543
E-mail：society@iff.or.jp
※お問い合わせはメールでお願いいたします。
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WEB 開催のご案内
《事前の準備》
1．接続機器の準備
• 本会の WEB 開催は Zoom を使用します。
• Zoom では Windows、Mac、Linux、Android（スマートフォン・タブレット等）、iOS（iPad、
iPhone 等）に対応しております。
• サポートされている利用可能な機器（OS のバージョン等）をご確認ください。
• 詳細は Web 会議システム「Zoom」公式ホームページの
「Zoom ヘルプセンター＞始めに＞デスクトップ」
（※ PC の場合）
「Zoom ヘルプセンター＞始めに＞モバイル」
（※スマートフォン・タブレット等の場合）
をご参照ください。

2．インターネット環境の準備と設定
PC を使用する場合は有線 LAN 接続を強く推奨いたします。

3．付属設備の準備と設定（スピーカー、Web カメラ）
［スピーカー］
• 事前に Zoom のオーディオ設定でスピーカーをテストし、音量を確認してください。
• PC の場合は Zoom の音量の他に、PC 本体の音量設定も確認してください。

4．Web 会議システム「Zoom」のインストールとアカウント取得
• 事前に参加する接続機器に Web 会議システム「Zoom」をインストールしてください（無料）。
• アカウント取得後、マイプロフィールの氏名を事前参加登録時と同様の氏名（漢字）
（例：岐阜 太郎）に変更してください。

《当日の流れ》
1．メールでお送りした ZoomURL よりご参加ください。
※必ず安定したインターネット環境で参加をお願いいたします。
2．開始時間になるとセッションが開始いたします。
3．質問がある場合は Zoom の Q&A 機能を使用してください。

【重要】視聴に関しての注意事項
第 32 回日本嗜癖行動学会に関わる抄録ならびに発表スライドに関して、写真撮影（スクリー
ンショットを含む）・ビデオ撮影・録音は一切禁止いたします。
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日

程

表

10月 15日

10月 16日

ライブ配信（Zoom ウェビナー）
9：30

10：00

9：30 ～ 9：40

大会長挨拶

天野 雄平

9：50 ～ 10：50

講 演 1
インターネット依存・
ゲーム障害への予防的アプローチ
講師：中山

秀紀（医療法人北仁会旭山病院）

座長：天野

雄平（医療法人杏野会各務原病院）

11：00

ライブ配信（Zoom ウェビナー）
9：30

10：00

9：30 ～ 10：30

講 演 6
専門医療機関における
飲酒量低減薬を使った新たな治療の実践
講師：天野

宏一（医療法人杏野会各務原病院）

（共催セミナー

大塚製薬株式会社）

10：40 ～ 12：30
11：00

11：00 ～ 12：00

講

演

2
一般演題

高齢者のアルコール使用障害
講師：和気

12：00

座長：天野

浩三（医療法人和気会 新生会病院）
雄平（医療法人杏野会各務原病院）

1 〜 11
12：00

12：15 ～ 12：45

理

13：00

事

会

13：00

13：00 ～ 14：00

大会長講演・市民公開講座
コロナ禍の嗜癖行動

―常習窃盗者、2,200 人の治療経験から―

〜どう変わり、何をもたらすのか〜

講師：竹村

14：00

道夫（特定医療法人群馬会 赤城高原ホスピタル）
座長：天野 雄平（医療法人杏野会各務原病院）

講師：天野

14：00

14：10 ～ 15：10

講 演 4
性依存症について
講師：大石

15：00

座長：天野

雅之（大石クリニック）
雄平（医療法人杏野会各務原病院）

15：00

15：30 ～ 17：00

講
16：00

13：00 ～ 14：00

講 演 3
窃盗症の精神科臨床

演

5

複雑性 PTSD が ICD-11 に
採用されたことに関する見解
講師：斎藤
座長：天野

16：00

学（家族機能研究所）
雄平（医療法人杏野会各務原病院）

17：00

17：00
17：15 ～ 17：30

オンライン総会および交流会
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座長：松田

14：00 ～

雄平（医療法人杏野会 各務原病院）
純（医療法人杏野会各務原病院）

閉会式

プログラム
第 1 日目 10 月 15 日（土）

大会長挨拶

9 ： 30～9 ： 40

天野 雄平（医療法人杏野会各務原病院

診療部長）

講演 1

9 ： 50～10 ： 50

座長：天野

雄平（医療法人杏野会各務原病院

診療部長）

インターネット依存・ゲーム障害への予防的アプローチ
中山 秀紀（医療法人北仁会旭山病院

11 ： 00～12 ： 00

精神科医長）

講演 2
座長：天野

雄平（医療法人杏野会各務原病院

診療部長）

座長：天野

雄平（医療法人杏野会各務原病院

診療部長）

高齢者のアルコール使用障害
和気 浩三（医療法人和気会

12 ： 15～12 ： 45

理事会

13 ： 00～14 ： 00

講演 3

窃盗症の精神科臨床

新生会病院 院長）

―常習窃盗者、2,200 人の治療経験から―

竹村 道夫（特定医療法人群馬会

14 ： 10～15 ： 10

赤城高原ホスピタル 院長）

講演 4
座長：天野

性依存症について
大石 雅之（大石クリニック

院長）
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雄平（医療法人杏野会各務原病院

診療部長）

15 ： 30～17 ： 00

講演 5
座長：天野

雄平（医療法人杏野会各務原病院

複雑性 PTSD が ICD-11 に採用されたことに関する見解
斎藤 学（家族機能研究所

17 ： 15～17 ： 30

所長）

オンライン総会および交流会
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診療部長）

第 2 日目 10 月 16 日（日）

講演 6 （共催セミナー 大塚製薬株式会社）

9 ： 30～10 ： 30

専門医療機関における飲酒量低減薬を使った新たな治療の実践
天野 宏一（医療法人杏野会各務原病院

10 ： 40～12 ： 30

1

理事長）

一般演題

通って断つ！養南病院アルコール回復支援プログラム
〇神崎 順次 1）、和田 祐己 2）、本田 仁美 2）、小藪 枝里 1）、飯田 高教 3）、馬渕 真衣

3）

1）養南病院 看護師
2）養南病院 精神保健福祉士
3）養南病院 公認心理師

2

八百津町アルコールセミナーを実施して
〇鈴木 万起子、小林 ゆかり、高木 麻友、木澤 美穂、水野 佳奈
八百津町役場 健康福祉課 保健師

3

笠松刑務所における「嗜癖」に関する指導の現状
〇山岡 陽子
笠松刑務所 企画部門（教育） 教育専門官

4

The Conscious “I”
〜「12 のステップが育む心理」の＜本質＞〜
〇渡邉 厚司
一般社団法人福祉コラボちむぐくる とちぎステップ家族相談室 室長［精神保健福祉士・社会福祉士・
作業療法士、修士（福祉心理学・東北福祉大学）］

5

ゲーム・ネット依存症家族会を始めてみえてきたもの
〇山本 彩、前川 恵里
医療法人杏野会 各務原病院 臨床心理士

6

ネットポルノ依存症に関するシステマティックレビュー
〇周 若愚 1）、朱 春牧 1）、森田 展彰

2）

1）筑波大学大学院人間総合科学研究科ヒューマン・ケア科学専攻
2）筑波大学 医学医療系 社会精神保健学
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7

性嗜好障害者の再犯防止への取り組み
〜外来クリニックでの集団療法の実践報告〜
〇木村 武博 1）、片桐 正教 2）、中島 圭太

2）

1）あつた白鳥クリニック 医師
2）あつた白鳥クリニック 臨床心理士、公認心理師

8

ギャンブル障害とギャンブルのオンライン化
〇 古野 悟志、岡田 瞳、岩本 亜希子、髙山 輝大、柴崎 萌未、新田 千枝、遠山 朋海、
松﨑 尊信、西村 光太郎、樋口 進、松下 幸生
独立行政法人国立病院機構 久里浜医療センター

9

久里浜医療センターにおけるギャンブル障害入院患者の特性と転機について
〇 髙山 輝大 1）、岩本 亜希子 2）、古野 悟志 3）、岡田 瞳 4）、柴崎 萌未 5）、新田 千枝 6）、
遠山 朋海 7）、松﨑 尊信 8）、西村 光太郎 9）、樋口 進 10）、松下 幸生 11）
独立行政法人国立病院機構 久里浜医療センター

1 0 ギャンブル外来受診者の 6 カ月予後：ギャンブルに対する認知の歪みと断ギャンブルの意志と
の関連
〇 柴崎 萌未 1）、新田 千枝 2）、古野 悟志 3）、岡田 瞳 4）、岩本 亜希子 5）、髙山 輝大 6）、
松崎 尊信 7）、西村 光太郎 8）、松下 幸生 9）
1）独立行政法人国立病院機構 久里浜医療センター臨床研究部、2）久里浜医療センター臨床研究部、
3）久里浜医療センター心理療法士、4）久里浜医療センター心理療法士、
5）久里浜医療センター精神保健福祉士、6）久里浜医療センター精神保健福祉士、
7）久里浜医療センター精神科、8）久里浜医療センター精神科、9）久里浜医療センター精神科

1 1 岐阜県におけるゲーム、インターネット依存症対策について
〇 松田 純、天野 雄平、川瀬 貴司、土田 侑歩、舩橋 広暉、生駒 佳歩、
清水 悠、天野 宏一
医療法人杏野会各務原病院

13 ： 00～14 ： 00

大会長講演・市民公開講座
座長： 松田

純（医療法人杏野会各務原病院

コロナ禍の嗜癖行動〜どう変わり、何をもたらすのか〜
天野 雄平（医療法人杏野会

14 ： 00～

各務原病院 診療部長）

閉会式
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公認心理師）

講
1

2

3

演

インターネット依存・ゲーム障害への予防的アプローチ
座長：天野

雄平（医療法人杏野会各務原病院 診療部長）

演者：中山

秀紀（医療法人北仁会旭山病院 精神科医長）

高齢者のアルコール使用障害
座長：天野

雄平（医療法人杏野会各務原病院 診療部長）

演者：和気

浩三（医療法人和気会 新生会病院 院長）

窃盗症の精神科臨床
―常習窃盗者、2,200 人の治療経験から―

4

5

6

座長：天野

雄平（医療法人杏野会各務原病院 診療部長）

演者：竹村

道夫（特定医療法人群馬会 赤城高原ホスピタル 院長）

性依存症について
座長：天野

雄平（医療法人杏野会各務原病院 診療部長）

演者：大石

雅之（大石クリニック 院長）

複雑性 PTSD が ICD-11 に採用されたことに関する見解
座長：天野

雄平（医療法人杏野会各務原病院 診療部長）

演者：斎藤

学（家族機能研究所 所長）

専門医療機関における飲酒量低減薬を使った
新たな治療の実践
演者：天野

宏一（医療法人杏野会各務原病院 理事長）

共催：大塚製薬株式会社

大会長講演・市民公開講座
コロナ禍の嗜癖行動
〜どう変わり、何をもたらすのか〜
座長：松田

純（医療法人杏野会各務原病院 公認心理師）

演者：天野

雄平（医療法人杏野会 各務原病院 診療部長）

講 演

1
インターネット依存・ゲーム障害への予防的アプローチ

中山 秀紀
医療法人北仁会旭山病院 精神科医長

本邦において、インターネットやオンラインゲームは 1990 年代後半より一般に流布し
た。2000 年前後よりインターネットやゲームの依存的使用の報告が多くなり、DSM-5（イ
ンターネットゲーム障害）や ICD-11（ゲーム障害）にゲームの問題使用に関する診断基準が
取り上げられている。青少年〜若年成人世代の約 2.5% がゲーム障害に該当したという報告
もある。インターネットやゲームの依存的使用は、膨大な時間の使用や多額の課金、生活
の乱れ、精神状態の悪化、成績低下など様々な悪影響との関連が示唆されている。近年で
は少しずつこれらに対応する医療機関も増えつつあるものの、治療導入、治療、回復に難
渋することも稀ではない。しかしすでに中学生の 70％以上、高校生の 90％以上が自分専用
のスマートフォンを所持しているとされるが、親も子も依存的使用のリスクを良く知らな
いままこれらを使っていることも稀ではない。そして（ゲームもできる）インターネット機
器は生活必需品となっており、また本人が手放したがらないこともあり、酒や薬物のように、
依存的使用の対象となっているインターネットやオンラインゲームを遮断することによっ
て、
回復を望むことも困難な場合も多い。依存性疾患全て同様であるが、
予防的な介入によっ
て罹患者を減らすことも重要と考えられる。当日は、既存の文献や調査からわかっている
インターネットやゲームの依存的使用のリスク因子、予防に有効と考えられる対策・対処、
筆者の行っている中学生に対する予防教育の実際、予防教育の効果の文献的考察などを中
心に述べる。
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歴

北海道札幌市出身
岩手医科大学医学部卒業
同大学院卒業
岩手医科大学神経精神科助教、盛岡市立病院精神科医長を経て
2010 年より久里浜医療センターにて依存症治療に携わる
2020 年より北仁会旭山病院にて依存症治療に携わり現在に至る
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講 演

2
高齢者のアルコール使用障害

和気 浩三
医療法人和気会 新生会病院 院長

我が国は、すでに超高齢社会に突入しており、令和 3 年度版高齢社会白書（内閣府発表）
によると、令和 2 年 10 月 1 日現在、65 歳以上人口は 3,619 万人となり、総人口に占める割
合（高齢化率）も 28.8% となっている。一般的に高齢者の飲酒量・頻度は年齢とともに低下
する。しかし高齢者は体に占める水分比率の低下やアルコール代謝酵素の働きの低下、中
枢神経のアルコールへの感受性亢進といった種々の要因からアルコール血中濃度が上昇し
やすく、少量でも酔いが進みやすい。高齢者はアルコールに非常に脆弱な世代と認識する
必要がある。さらに定年退職や配偶者との死別など、
老年期特有のライフイベントを背景に、
飲酒パターンが変化することも多く、老年期はアルコール使用障害の好発期の一つと捉え
るべきであろう。高齢化は世界的な潮流でもあり、高齢者のアルコール使用障害は、今後
も公衆衛生的な課題として重要性を増し続けると予想される。欧米での調査によると、プ
ライマリーケアを受診する高齢者の 10 〜 15% は問題飲酒者との報告がある一方で、問題飲
酒者である高齢者のわずか 5% しか、プライマリケアで特定されていないとの調査結果もあ
る。さらには一般科に入院している高齢者の最大 30％、精神科に入院している高齢者の最
大 50％はアルコール使用障害を抱えているとの報告もある。高齢者に生じるアルコール問
題は、転倒、失禁、食欲不振など加齢に伴う健康問題（老年症候群）と類似しているため、
プライマリケアなどで高齢者のアルコール使用障害を特定する事が難しく、さらには「治
療しても回復が難しい」
「もう年だから好きに飲ませてあげたら良い」といった高齢者のア
ルコール使用障害に対する年齢差別も加わり、積極的な治療介入がなされていない可能性
が指摘されている。しかし、高齢者は治療ギャップの問題が指摘される反面、これまでの
欧米を中心とした報告では、プライマリケアでの危険な飲酒者への簡易介入の効果が実証
されており、アルコール使用障害への精神科での専門治療においても、高齢者は若年・中
高年層と比べ治療アドヒアランスや断酒率が同等以上であることが知られている。数は少
ないが国内の予後調査でも高い断酒率を示し、認知症併存ケースが高い断酒率を示した報
告もある。当日は演者の勤務する専門医療機関での治療成績を交え、高齢者のアルコール
使用障害について、できる限り実践的なことをお話しさせていただき、今後も進行する高
齢化社会のなかで、高齢者のアルコール使用障害への年齢差別の解消と積極的な介入の一
助となれば幸いである。
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歴

医療法人和気会 新生会病院

院長

平成 5 年 近畿大学医学部卒業
その後、新阿武山病院など、いくつかの精神科病院の勤務を経て
平成 12 年 新生会病院 勤務
平成 19 年 新生会病院 院長

所属学会
日本精神神経学会

精神科専門医及び指導医

日本アルコール関連問題学会

理事

日本アルコール・アディクション医学会
関西アルコール関連問題学会

評議員

会長

役員等
特定非営利活動法人いちごの会

理事

公益社団法人

全日本断酒連盟

顧問

一般社団法人

大阪府断酒会

顧問

大阪府依存症関連機関連携会議アルコール健康障がい対策部会委員
近畿大学医学部精神神経科学教室
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非常勤講師

講 演

3
窃盗症の精神科臨床
―常習窃盗者、2,200 人の治療経験から―
竹村 道夫
特定医療法人群馬会 赤城高原ホスピタル 院長

DSM-5 による窃盗症の診断基準 A 項目は「個人用に用いるためでもなく、またはその金
銭的価値のためでもなく、物を盗もうとする衝動に抵抗できなくなることが繰り返される」
と翻訳されている。検察側意見書では、この文章を文理解釈し、多少でも個人的使用や経済
的節約などの要素や意図があれば窃盗症から除外すべきであるという主張が時折見られる。
一方、筆者が院長として勤務している特定医療法人群馬会赤城高原ホスピタル（群馬県渋
川市）と関連医療施設の京橋メンタルクリニック（東京都中央区）で、筆者らが診療し、あ
るいは相談に関わった症例は、2008 年から 2021 年までの 14 年間で 2,200 例に達した。
上記両医療機関に遠方から受診する患者の中には、初診当日の受診前や受診後に、少額
の万引きや窃盗行為を行う例が少なからずある。これらの重症患者も専門治療を継続する
ことによって窃盗をやめることができる。
DSM-5 の A 項目狭義解釈説に従うと、初診当日の万引患者を含め、筆者らが治療している
ほとんどの患者が窃盗症に含まれず、窃盗症患者は、臨床上、ほとんど実在しないことになる。
筆者は、窃盗の主たる動機が、その物品の用途や経済的価値でなく、衝動制御の問題に
ある、という意味に A 項目の許容範囲を広く論理解釈すべきである、と主張している。A
項目の狭義解釈によって、窃盗症患者を治療から排除すべきではない。
本講演では、患者のプライバシー保護に配慮しながら症例を報告し、窃盗症の精神科臨
床について検討する。以下に多数症例の長期観察から導かれた考察の一部を紹介する。
窃盗症患者の窃盗手口は、9 割が万引きである。
窃盗症患者も万引きした商品を食べたり使用したりする。
窃盗症患者の多くは専門治療前には病識がない。
窃盗症患者の窃盗衝動は、しばしば極めて強烈で圧倒的である。
窃盗症の進行と共に、罪悪感は麻痺し、窃盗行為は自動化してゆく。
多くの重症窃盗症患者では、窃盗衝動に抵抗するような思考や行動は見られない。
重症窃盗症患者の一部は、感情を伴わず、呼吸をするように窃盗する。
窃盗症患者の多くに、食事と体重コントロールの問題が見られる。
多くの窃盗症患者に、
「病的飢餓感」
、
「涸渇恐怖」
、
「ためこみマインド」が見られる。
摂食障害患者の常習万引きは付随症状のようにも見えるが、むしろ、合併しやすい嗜癖
問題と見る方が妥当である。
治療初期の窃盗症患者には虚偽の供述が多い。
治療を継続するうちに窃盗症患者は正直になることが期待できる。
正直になれない窃盗症患者は治療から脱落する。
治療初期の窃盗症患者には、多くの場合、治療者に報告されない窃盗行為がある。
多くの嗜癖問題と同様に、窃盗症も長期治療と長期的回復を目指すべきである。
治療的には、嘘つき患者も許容し、治療を継続させることが重要である。
道徳的叱責を避け、患者を必要以上に追求しない。
うつ病合併や自殺念慮がある患者もいるので、
罪悪感を刺激する質問には注意が必要である。
治療内容としては、患者の自助努力と自浄作用を最大限に利用する。
治療初期から、回復途上の窃盗症患者の体験談を聞かせる。
患者の正直な報告と治療努力を称賛する。
病気を犯罪行為の免罪符とさせず、治療契約書を作成する。
安易な薬物処方を避ける。
摂食障害合併窃盗症患者では、原則的には、窃盗症治療を優先する。
窃盗症患者の入院治療では、管理体制の強化が必須である。
一般精神科臨床では、摂食障害も窃盗症も見逃されていることが多い。
患者が勇気を出して報告した窃盗問題に主治医は関心を持ち続けるべきである。
司法判断待ちの期間は、最適の治療チャンスである。
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歴

1972 年

大阪大学医学部卒業、帝京大学医学部精神科入局

1980 年

同大学医学部付属病院分院 溝口（みぞのくち）病院精神科科長

1990 年

赤城高原ホスピタルを開院。院長に就任。現在に至る

資格
医師、精神保健指定医、精神科専門医。

所属学会
日本精神神経学会、日本嗜癖行動学会、日本アルコール関連問題学会、
2007 年 6 月
2013 年 11 月

第 29 回日本アルコール関連問題学会大会長
第 24 回日本嗜癖行動学会大会長

著書
『彼女たちはなぜ万引きがやめられないのか？―窃盗癖という病』（監修、飛
鳥新社、2013 年）
、
『窃盗症 クレプトマニア―その理解と支援』
（編集、中央法規出版、2018 年）
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講 演

4
性依存症について

大石 雅之
大石クリニック 院長

治療を開始した当時と異なり、現在では私は性依存症という名称は使用するべきではな
いと考えるが、この名称が世間に広がるにつれて、当院の治療も進化し、平成 18 年に治療
開始してから現在まで 2000 例以上の患者を扱うようになった。現在私が考えている性依存
症の種類、治療、特色について述べる。
（A）種類
大きく分類すると司法の問題となりやすいいわゆる性嗜好障害と、司法の問題となりに
くい ICD-11 では強迫的性行動症といわれる 2 つのグループに分類される。
（1）性嗜好障害
当院が治療を開始した当時は、痴漢と盗撮をメインにするグループが治療の現場に存在
した。このグループは今でも最も患者数の多いグループである。このグループの 1 つであ
る小児を対象にわいせつ行為等を行う患者は独自の認知の歪みを持っていたり、再発が多
いことが問題となる。治療経験が進むにつれて、合併症を持つ難治なグループが現れるよ
うになった。1 つは知的障害を持つグループである。知的障害のため、認知行動療法の適応
が困難であった。もう 1 つは発達障害を合併するグループで、集団を苦手としたり再発が
目立つグループである。さらに当院の治療経験が豊かになるにつれて、長期間頻回に刑務
所に入っていたグループが当院に現れるようになった。このグループは社会的問題が大き
いだけでなく、周囲に強い不安を起こすことが特色である。
（2）強迫的性行動症
いわゆる浮気、キャバクラや風俗通いをメインとするグループである。治療開始当時は問題
を頻回に起こすのがこのグループであったが、ICD-11 では衝動性をコントロールできるかどう
かを問題とするようになり、何をもって疾患とするかが明らかになりつつあるグループである。
（B）治療
治療方法も進化してきた。当院で治療を開始した当時は依存症をモデルにしていたため
にリラプス・プリベンションモデルの認知行動療法を行った。しかしながらこの治療法は
今となっては限界を感じさせる。また、当時は依存症をモデルにしていたために自助グルー
プも治療法として挙がっていたが、強迫的性行動症はともかく、性嗜好障害では被害者を
守る視点から今では過去の治療法となった。さらに難治な症例を扱うようになった現在で
は、治療開始当時自分自身が嫌っていた薬物療法を利用するようになった。薬物療法は副
作用等いくつかの問題を認めるが、症例の重症度や本人の希望を考慮すれば非常に高い再
発予防効果を認め、この治療法が世界の標準治療法であることは納得できる。薬の種類は
大きく分けて SSRI と抗男性ホルモンであるが、現在は抗男性ホルモンを中心として使用し
ている。刑務所から出所してくるグループは社会的には嫌われるだけでなく、仕事、住居
等を失っており、就労支援、グループホーム等の支援がなければ治療は困難である。今後
は治療法が徐々に進化していくと予想される。
（C）特色
第一の特色は、性嗜好障害には明らかな被害者が存在することである。私としては被害者
を考慮しない治療法は選ぶべきではないと考える。第二の特色は、性嗜好障害は社会的問題
が大きいために他の依存症のように頻回に問題を起こさなくても、言い換えるなら依存と言
われるレベルでなくても治療が必要となるし、社会の同意無しでは治療は進まないであろう。
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昭和 54 年 3 月：東京慈恵会医科大学卒業
昭和 54 年 4 月：同大学麻酔科にて研修麻酔科標榜医
昭和 56 年 4 月：同大学精神神経科に入局、医学博士、精神保健指定医
平成 3 年 4 月：栃木県立岡本台病院の診療部長を退職し、横浜市中区で大石ク
リニックを開業。
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講 演

5
複雑性 PTSD が ICD-11 に採用されたことに関する見解

斎藤 学
家族機能研究所 所長

ようやく形を現しつつあるICD-11 だが、
その中で現行の精神医学臨床を賑わせているのが、
複雑性 PTSD
（CPTSD、
ここでは C-PTSD とする）
である。ICD-11 は未だ邦訳が出ていないが、
DSM-5（2013）に概ね準じているとは言いながら、独自な見解を打ち出しているところもある。
C-PTSD を独立した臨床単位として PTSD と併記しているところは、その顕著な例である。
PTSD では（1）外傷的事件の再体験、
（2）社会的回避と感覚麻痺、
（3）過覚醒が主要 3 兆候
となるが、C-PTSD に前駆する外傷的事実は本来の PTSD のように「死にかける、重傷を
負う、
性的暴力の被害者になるなど」のような深刻（serious）なものではない。その代わりに、
日常、頻繁に体験させられる否定的体験によって生じる（1）感情調整の不安定（不意に憂う
つになったり、死にたくなったり、怒鳴ったり、泣いたり、自傷行為に走ったりする）
、
（2）
対人関係の不安定（孤立を恐れながら孤立していて、他人に信頼を置けない）
、
（3）自己否定
感など、
「自己組織化の失敗」と呼ばれる状態に焦点が当てられる。
「頻繁に体験させられる否定的体験」としては、持続する不適切養育（maltreatment）
、つま
り親たちからの暴力の支配下にあったり、両親間の不和と暴力を見せつけられていたり、あるい
は親たちにネグレクトされた、学級内で苛められたり、無視されたりしたなど、どれもこれも皆、
嗜癖臨床の中でアダルトチルドレン（AC）
と呼ばれてきた者たちの被害者的履歴そのものである。
今講演では、ICD-11 におけるこの改定に関する筆者の見解と疑問について語りたい。ま
ず思うことは、
今までアディクション・アプローチという世界だけで取り扱って来た問題（の
一部）がようやくこのような形で精神医学に取りこまれたということである。
ICD-11 に採用された C（complex）-PTSD は、この用語の創始者であるジュディス・L・ハー
マンが提唱した（Herman,J.L.: 原著 1992 邦訳（中井久夫）
『心的外傷と回復』みすず書房、
189 頁、
1996）
）と明確に違うものである。PTSD の重要な構成要素である解離体験（意識変化）や感覚の
鈍磨ないし昂進は省かれ、ハーマンの提案の中の最も重要な因子、
「加害者の理想化」という人
間関係上の（従って治療上の）不可欠スポットに全く触れられていない。更に言えば、外傷体験
に晒された子どもにとって必須な特徴である「未来への希望の喪失」に関して触れられていない。
ハーマンと同時期に別の C-PTSD を提唱したベッセル・A・ヴァンデアコーク（van der
Kolk.B.A.）は初期の論文で「C」に Compound（複合的）という名称を与えていた。演者はハー
マンの提案を受容しつつも、現実の臨床の中ではヴァンデアコークの提案こそ適切と考え
てきた。両者の PTSD 理解にさしたる相違はないのだが、2 点だけハーマンの基準には無
くて、Compound に取り入れられた問題がある。その一つは感情調整障害の中にアレキシ
サイミア（感情失読）を取り込んでいること、もう一つは、身体症状（身体化症状と心身症）
を編入していることである。
ICD-11 における PTSD や C-PTSD は、身体症状に全く触れていない。しかし外傷体験には
驚愕とフリージング（凍りつき）はむしろ必発すると考えて良い。そしてこのフリージングこそ
が背外側迷走神経の興奮として不随意かつ突発的に再体験され、これが身体的苦痛と共に否
定的精神状態（抑うつ感、失快楽、希死念慮、疲労感、怒り、絶望感、無力感、など）の主要
な発生源になる。ここに着目することこそ、プロの精神療法家の仕事なのだが、ICD-11 はこの
件に限らず、今日までの臨床家の蓄積を無視した乱暴な括りが多すぎる（例えば「パーソナリ
ティ障害」の記述など）
。
以上、筆者の見解の一部を述べた。詳しくは講演の場で語りたい。
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略

歴

1941 年東京都生まれ。1967 年慶應義塾大学医学部卒。同大助手、フランス政府
給費留学生、国立療養所久里浜病院精神科医長、東京都精神医学総合研究所副
参事研究員（社会病理研究部門主任）などを経て、1995 年 9 月より家族機能研
究所代表。医療法人社団學風会さいとうクリニック理事長（2022 年 4 月まで）
。
医学博士。日本嗜癖行動学会理事長、同学会誌
『アディクションと家族』
編集主幹。
日本家族と子どもセラピスト学会理事長、特定非営利活動法人日本トラウマ・
サバイバーズ・ユニオン（通称・JUST）理事長。日本子ども虐待防止学会名誉
会員。
主な著書に『依存症と家族』
、
『「家族」という名の孤独』
、『アダルト ･ チルドレ
ンと家族』、
『「家族」はこわい』、
『家族の闇をさぐる』、『男の勘ちがい』、
『自分
の居場所の見つけかた』
『家族パラドクス』
、
『
、
「家族神話」があなたをしばる』、
『ヘ
ンでいい。』
（共著）、『すべての罪悪感は無用です』、
『
「愛」という名のやさしい
暴力』（扶桑社）など。最新刊『
「毒親」って言うな！』
（扶桑社）
。
訳書『父−娘

近親姦』、
『シークレット・トラウマ』、『性嗜癖者のパートナー

彼女たちの回復過程』他。
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講 演

6
専門医療機関における飲酒量低減薬を使った
新たな治療の実践
天野 宏一
医療法人杏野会各務原病院 理事長

演者がアルコール依存症の治療に携わるようになって 50 年が経過した。アルコール依存
症を一言で言い表せば「飲酒の自制困難」と言え、従来、その治療は本人に自覚を促し、
「断
酒継続」に向かわせることが原則であった。
そのような中、2018 年に発刊された本邦の新しいガイドラインにおいて減酒が治療の選
択肢の一つとして加えられ、2019 年に減酒薬ナルメフェンが上梓され、実臨床でも減酒が
治療の選択肢として受け入れられつつある。
当院でもナルメフェンの市販前治験に参加し、10 名中 2 名が実薬投与の 6 か月で減酒の
みならず、断酒に至っており、その有効性は実感していたものの、当院のような依存症専
門医療機関の受診者は大量飲酒により社会生活、家庭生活に破綻をきたし、重篤な肝障害
や精神疾患を併存している重症例が多く、どこまで減酒治療が可能なのか半信半疑でもあっ
た。又、集団治療の際に従来の “ 断酒を目指す群 ” と “ 減酒を希望する群 ” との間で齟齬が
生じないかも懸念された。しかし逡巡しつつも、どうしても断酒できない群、断酒を望ま
ない群を含め、
現在までに 200 例を超える患者にナルメフェンを使用してきた。結果として、
懸念は杞憂に終わり、大きな問題はなく、次第に好感触を得た症例が積み重なってきている。
また、最近では身体依存の有無を指標として減酒治療導入の可否判断をする新たな取り
組みも始めた。方法は、はじめに外来で 2 週間、酒を止めてもらい、その可否や実際の離
脱症状の程度から、身体的依存の有無を確認した上で、
『①外来で 2 週間、酒を止めること
ができた群（身体的依存が軽度）については、そのまま断酒を継続する意向があれば、断酒
を続け、まだ完全な断酒までは決意できない場合は、減酒治療に移行』
、
『②外来で 2 週間、
酒を止めることができない群（身体的依存が重度）については、基本的に入院とした上でア
ルコールを抜き、アルコール治療プログラムに参加する。退院後は断酒治療を目指すが、
どうしても断酒が難しい場合は減酒治療を行い、うまくいかなかった場合は再入院として、
改めて断酒を目指す。
』という 2 パターンに類型化した。
当日は、断酒がうまくいかず、まず減酒を試みてから断酒に至った症例と、前述の治療
方針選択で加療している症例を提示した上で更に議論を深めたい。
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略
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昭和 42 年：岐阜県立医科大学（現

岐阜大学）卒業、インターンを経て、

昭和 44 年：医療法人生仁会

須田病院医員

昭和 47 年：岐阜大学医学部

精神神経科

助手

昭和 49 年：岐阜赤十字病院

精神神経科

部長

昭和 55 年に自分の思い描くアルコール依存症治療を実践するため、医療法人杏
野会 各務原病院を設立し、院長、理事長を務め、開院から現在に至るまで一貫
して地域の依存症治療について取り組んでいる。平成 26 年には厚生労働省事業
で、全国 5 か所の依存症治療拠点病院にも指定されている。平成 30 年度「河野
裕明（こうの ひろあき）
」記念賞受賞
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大会長講演・市民公開講座

コロナ禍の嗜癖行動
〜どう変わり、何をもたらすのか〜
天野 雄平
医療法人杏野会 各務原病院 診療部長

新型コロナウイルスの世界的大流行とそれに伴う社会の激変にみまわれてから、もうす
ぐ 3 年になります。この間に「リモートワーク」
、
「ソーシャルディスタンス」など、それ
まで耳慣れなかった言葉が巷間にあふれ、当たり前であった日常生活も大きく変わりまし
た。それと同時に、我々を取り巻く嗜癖行動、例えば、アルコール、ドラッグ、ギャンブル、
ネット・ゲームなどの在り様も大きく変わってきています。
一例をあげれば、コロナ禍での自助グループ活動の停滞や、治療アクセスの阻害、生活
苦や自粛疲れによる心理的ストレスなど多様な影響が絡んでのことと思われますが、アル
コール・ドラッグは元々、危険な使い方をしていた人たちが更にその使用に歯止めが利か
なくなり、全体としての死者、入院者数は増加しており、ギャンブルやネット・ゲームに
関する問題も、オンライン化の進行や生活リズムの変化から、コロナ以前に比べて広がり
を見せ、重篤化しているようです。また、こうした傾向は、弱い立場で、強いストレスに
晒されている集団でより顕著に認められ、依存症の問題が、医療だけでなく、社会全体で
取り組まないといけない課題とされる所以であろうかと思います。
一方で依存症治療に関して、従来にはなかったリモートでの自助グループ活動やオンラ
イン診療、デジタルデバイスを用いた治療など新しい動きも始まってきています。このよ
うな変化は一体、何を意味して、今後、我々に何をもたらすのでしょうか。
第 32 回岐阜大会の市民公開講座では、こうしたコロナ禍の嗜癖行動について、人間の社
会活動との関わりも交えて、専門家の方だけでなく、一般の方にもわかりやすいようにお
話しし、共に考える機会にできたらと考えております。ご質問もお受けしますのでお気軽
におっしゃってください。それでは、皆さんのご参加を心待ちにしております。
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2002 年 3 月

福井医科大学医学部医学科卒業

2002 年 4 月〜 2003 年 4 月
岐阜大学医学部附属病院 総合診療部にてローテート研修
2003 年 5 月〜 2006 年 3 月
公立学校共済組合

東海中央病院

神経・心療内科

2006 年 4 月〜 2012 年 3 月
岐阜大学医学部附属病院 精神神経科
2012 年 4 月〜現在
医療法人杏野会 各務原病院

資格
精神保健指定医、精神保健判定医、日本精神神経学会 専門医・指導医、日本
内科学会 認定内科医・総合内科専門医、指導医、日本医師会認定産業医、公
認心理師、日本総合病院精神神経学会専門医・指導医、日本老年精神神経学
会専門医・指導医、日本認知症学会専門医・指導医、子どものこころ専門医、
日本児童青年精神医学会認定医、日本プライマリケア学会認定医・指導医、
日本骨粗鬆症学会認定医、日本禁煙学会認定指導医、GID 学会認定医
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一

般

演

題

演者：神崎

順次（養南病院 看護師）
鈴木 万起子（八百津町役場 健康福祉課 保健師）
山岡 陽子（笠松刑務所 企画部門（教育） 教育専門官）
渡邉 厚司（一般社団法人福祉コラボちむぐくる とちぎステップ家族相談室 室長
［精神保健福祉士・社会福祉士・作業療法士、
修士（福祉心理学・東北福祉大学）
］
）

山本 彩（医療法人杏野会 各務原病院 臨床心理士）
周 若愚（筑波大学大学院人間総合科学研究科ヒューマン・ケア科学専攻）
木村 武博（あつた白鳥クリニック 医師）
古野 悟志（独立行政法人国立病院機構 久里浜医療センター）
髙山 輝大（独立行政法人国立病院機構 久里浜医療センター）
柴崎 萌未（独立行政法人国立病院機構 久里浜医療センター臨床研究部）
松田 純（医療法人杏野会各務原病院）

一般演題

1

通って断つ！養南病院アルコール回復支援プログラム

〇神崎 順次 1）、和田 祐己 2）、本田 仁美 2）、小藪 枝里 1）、飯田 高教 3）、馬渕 真衣 3）
1）養南病院 看護師
2）養南病院 精神保健福祉士
3）養南病院 公認心理師

当院アルコール依存症治療では、必要に応じて入院による 50 日間のプログラムを実施
している。中には離脱せん妄に対する注意、身体管理を要するケースもあるが、しばらく
の間家庭や仕事から離れての生活を余儀なくされることが、治療の敷居を高めていること
は否めない。実際なんとか飲酒は止めたいが入院はしたくないという思いを抱く通院患者
は多く存在することを外来診療の医師から受け、自施設デイケアにて令和 2 年 8 月より
SMARPP を活用したアルコール回復支援プログラムを開始した。対象は断酒を目的とし
て通院するケースであり、毎週日曜日の午前に実施している。当初より課題は大きく二つ、
まず SMARPP の内容に沿いつつ、いかに治療効果を保つか、もう一点はケースが継続し
て利用できることであった。回数を重ねるに従って、テキストを一通り終えたから通わな
くなったケース、再飲酒に至りドロップアウトのケース、身体面の悪化により入院治療と
なってしまうケース等があった。しかしそうした中でも一定数の継続利用も見受けられ現
在に至っている。そこにはどのような利用者の思いと、プログラム実施による治療効果が
作用しているのかを、プログラムの工夫と変遷、利用者へのアンケートから考察する。
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一般演題

2

八百津町アルコールセミナーを実施して

〇鈴木 万起子、小林 ゆかり、高木麻友、木澤 美穂、水野 佳奈
八百津町役場 健康福祉課 保健師

八百津町は岐阜県の東南部に位置し、木曽川が町の東西を流れ、町の面積の 80% は山林
が占める水と緑豊かなまちであり、
古くは川湊として栄えた歴史がある。人口 10,374 人（令
和 4 年 4 月 1 日現在）
、高齢化率 40.3％であり少子高齢化が進んでいる。
当町では、平成 5 年 12 月頃に町住民が相次いで K 病院にアルコール症治療で受療する
事が契機となり、平成 6 年から住民参加による「アルコールセミナー」
（以下、セミナー。
）
が開始の運びとなった。このセミナーは新型コロナウイルス感染症の影響で令和 2 年 2 月
をもって休止となるまで、偶数月の第 1 金曜日の夜に脈々と続いていた。セミナー開始の
経緯から、アルコール依存症治療者が生活する地域にアルコールの自助グループの発足の
意図があったが、K 病院院長のご助言から慌てずに地域のアルコールへの理解を進めるこ
とが先にあるとした。このセミナーのかけ言葉は「お酒のことでお困りの方はどなたでも」
「お酒の上手な飲み方、付き合い方を知ろう」である。広く一般住民がアルコールついて
知る機会を持ち、アルコールがもたらす健康障害を正しく知ること、適正飲酒の大切さを
知ること、行政や地域の支援者である民生委員・保健推進員（現在は廃止）がアルコール依
存症や心配のある人への関わり方を学ぶことで対応力を身につけることを目標に継続し、
近年には町内医師の参加も得て多職種の関係機関が連携し支援していくことが形となって
きた。また、セミナーに専門医の協力があることで、住民が近くで相談ができるという安
心感があり、精神科専門医受診につながるケースも数少なくない。
地域でアルコールの不適切な取扱いのために健康を害する人が一人でも少なくなるよう
に、アルコール依存症の正しい知識を普及啓発することにより回復途中の人が住みよいま
ちになるよう今後も取り組み続けたい。
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一般演題

3

笠松刑務所における「嗜癖」に関する指導の現状

〇山岡 陽子
笠松刑務所 企画部門（教育） 教育専門官

1．はじめに
笠松刑務所は岐阜県笠松町にある女子刑務所である。令和 4 年 5 月 31 日現在で 304 名
が入所しており、罪名別で見ると、覚醒剤と窃盗で全体の約 7 割を占めている。
2．入所から出所までの指導の流れ
入所後、刑執行開始時の指導（受刑生活開始に当たっての導入であり、収容に伴う精神
的動揺を軽減して心情の安定を図るための指導）が開始される。同指導が終わると、指定
された工場で作業を行いながら、改善更生の意欲を喚起し、社会生活に適応する能力の育
成を図り、個々の受刑者が抱える問題性を除去するために行う改善指導や就労に必要な学
歴や基礎学力の向上のための教科指導を受けることになり、嗜癖に関する指導は主にこの
期間に実施している。最後に、釈放が近くなると釈放前の指導に編入し、円滑な社会復帰
を図るための指導を受けた後、出所という流れになっている。
3．
「嗜癖」に関する指導
当初で実施している指導の中で、
「嗜癖」に関する指導は「薬物依存離脱指導」
・
「アルコー
ル依存回復プログラム」
・
「窃盗防止教育」の三種類が挙げられる。発表の中で課題も含め
て順に紹介したい。
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一般演題

4

The Conscious “I”
〜「12 のステップが育む心理」の＜本質＞〜

〇渡邉 厚司
一般社団法人福祉コラボちむぐくる とちぎステップ家族相談室 室長［精神保健福祉士・社会福祉士・作業
療法士、修士（福祉心理学・東北福祉大学）］

「底つき（ステップ 1 を踏み続けること）
」や「治癒というものがない（回復し成長し続
ける必要がある）
」など、
「12 のステップ」という回復と成長の原理・指針を巡る新しい
生き方が育んだ大切な伴概念が、エビデンスという権力化された記号を纏い規範化するア
ディクション臨床の中で格好の批判対象となったのはここ 10 年程のことではなかろうか。
ここには、論考の前提とする知の形式、別言すると、認識論の違いがある。大別すると、
「三
人称で語る観察者（デカルトに始まる知の形式）
」か「一人称の参加者（ベイトソンに始ま
る知の形式）
」か、との「何れの立場からの論考であるか」である。そして、その立場の
相違を明確にせず各々の論考がなされたことにこそ一義的な＜問題の所在＞があったこと
を確認した。同時に、
「一人称の参加者」という立場からの「12 のステップの効果」を巡
る先行研究が極めて少ないことにも一因があるとの推定をした。以上のことから、研究目
的の第一を、アディクションからの回復と成長を続けるあるオールドタイマーとのダイア
ローグの重ねから、筆者に想起される「12 のステップが育む心理」の＜本質＞とは何なの
かについて述べ考察すること。第二に、
「底つき」と「治癒というものがない」との二つ
の伴概念を巡る依拠する＜認識論の相違の影響＞について述べ考察することとした。その
際、筆者を「一人称の参加者」として明確に位置づけた。
結果の考察に際し、まず、私たちが生き暮らす社会の「地（背景）
」について述べた。そ
こは、
「個人で生き延びろ」との「個人化」と、
「個人の努力や能力によって乗り越えよ」
との「能力主義」を前提とする社会構造にあること（権力による統治）
。そのため、
私たち（図
としての「自己」
）は、
「他者（社会）に依存しない自立・自律した個人」となると同時に、
「他
者（社会）にとって都合の良い個人」になるとの迫害的な要請下にあることを明示した。そ
して、この二つの「社会（他者）からの迫害的な要請」が、一人ひとりの自我に巧妙に取り
込まれ、自己と他者（社会）との対人関係・人間関係に緊張と分断を強いていると整理した。
この緊張と分断を、精神力動の言葉で、
「自我（ego）にとっての客体である自己（self）
」と
「他者にとっての客体である自己（self）
」という「二つの自己像の分断」が起こっていると
言い換えた。同時に、それへの適応・防衛の術として、
「共依存（共依存的・共支配的関係）
」
が推され、
「偽りの自己」が肥大し、自己治療としてのアディクション（心理的苦痛のコン
トロール）が広がりを持っていることを述べた。
そして、ダイアローグのナラティブ分析から、
「12 のステップが育む心理」の＜本質＞
とは、
「自我（ego）にとっての客体である自己（self）
」と「他者にとっての客体である自
己（self）
」という「二つの自己像の分断」に、＜昇華経路＞を与えることであると論じた。
この＜昇華経路＞の萌芽こそが＜わたし（“I”）＞の誕生を告げ、
「二つの自己像が分断した
ままの、不完全で、中途半端であること」に気づき自覚し続け、言語化し続けるとの心理
を育む。換言すると、そうした意味での「昇華」と、
「＜昇華経路＞［＜わたし（“I”）＞の
誕生］
」を開き続けるとの新しい心理を鼓舞することにその＜本質＞があると明示し整理
した。同時に、
「底つき」と「治癒というものがない」との二つの伴概念を巡る依拠する
認識論の相違の影響について述べ考察した。そこで、
「三人称で語る観察者」たる立場から、
エビデンスの有無を発すること自体が論理的態度ではないこと。エビデンスの有無以前に、
伴概念の使い方そのものが誤っていること。まさしく、＜誤用＞であることを明示した。
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ゲーム・ネット依存症家族会を始めてみえてきたもの

〇山本 彩、前川 恵里
医療法人杏野会 各務原病院 臨床心理士

【はじめに】
当院においてはゲーム・ネット依存がみられる若年層の受診が急激に増加傾向にある。
そこで、ゲーム・ネット依存を主訴とする外来受診者の親 38 名に、依存症治療プログラ
ムへのニーズについてアンケートを実施したところ、過半数以上が専門プログラムへの参
加を希望しているという回答を得た。その結果をもとに検討を重ね、当院では 2022 年 4
月より本人および家族のグループワークがそれぞれ開始されることとなった。
【目的と方法】
家族会においては、臨床心理士と看護師でチームをつくり、まず CRAFT（Community
Reinforcement And Family Training）をもとにしたワークと、参加者同士の交流を軸にし
たプログラムを開始した。実施日は、第 2、第 4 木曜日午前に 1 時間 30 分の時間枠を設定
した。ワークを使った心理教育では、本人への適切な関わり方を具体的に学んでいき、家
族の対立や問題をよりよい形にしていくことを目的とした。また、本人を支える立場の家
族が抱える率直な不安や直面する問題などを交流することで、精神的なサポートを試みた。
回数を重ねてプログラムが進んでいく中で、参加者からは、同じ立場の人と話をするこ
とで不安が軽減された、本人とのコミュニケーションが改善されて会話が増えた、実際に
本人の様子が改善されたなどの意見を聞くことができた。また、それと同時に、実施時間
帯の問題などよりよく進めていくためのいくつかの課題も挙げられた。なお、当院ではこ
れまでにアルコール・薬物・ギャンブルの治療プログラムや家族会を実施してきているが、
ゲーム・ネット依存の場合多くは本人と家族の関係が親子となること、また本人が若年層
であるがゆえの特徴もみえてきた。
本発表では、開始後半年が経過した当プログラムについて、参加者に行ったアンケート
もまじえながらこれまでの成果や改善点などを振り返っていくことで、今後の課題を考え
ていきたい。

― 30 ―

一般演題

6

ネットポルノ依存症に関するシステマティックレビュー

〇周 若愚 1）、朱 春牧 1）、森田 展彰 2）
1）筑波大学大学院人間総合科学研究科ヒューマン・ケア科学専攻
2）筑波大学 医学医療系 社会精神保健学

背景と目的
近年、
IT 技術発展により、
ポルノ製品の入手がやすくなり、
ほとんどのポルノ製品使用者がネッ
トからポルノ製品を手に入れる。ネットポルノ大手 Pornhub の登録閲覧数が 147 億から 420 億
に増加した。
そのため、
ネットポルノ製品を使いすぎて問題になり、
治療を求める人が増えている。
現在では、ネットポルノ依存症まだ明確に定義されず、この現象を記述するの用語も多い。ポ
ルノ依存症の定義が混乱するため、本文はネットポルノ依存症に関する概念を整理し、ネットポル
ノ依存症の病因と治療方法を分析し、検討する、将来の研究に理論的基礎を提案することを試す。
方法
本 文 は 7 つ の デ ー タ ベ ー ス で（PubMed,Web of Science, Google Scholar, J-stage, Cinii,
CNKI, Wangfang）
、発表された文献を以下のキーワード（problematic pornography use、
internet pornography use、Use of Pornography、Pornography Use、Online Pornography
Exposure、problematic use of online pornography、Online Porn Addiction）を用い、検索を
行った。検索言語は英語、日本語または中国語とした。
電子的検索により 855 件の文献を得られた。文献選択の基準は①査読ありの学術雑誌で
掲載された文章。② 2000 年以降に発行された文章。重複、重複、新聞報道、2000 年前発
表され、研究対象特定した（宗教団体、性的少数者など）文献を除外した、2 名の評価者（周、
朱）を独立して評価し、173 件の文献を抽出した。
結果
1. ネットポルノ依存症の概念
ネットポルノ依存症が物質使用障害者とギャンブル依存症者の神経メカニズムに類似し、嗜癖
行動の一種の可能性がある。ネットの独特なメリット（より多くの性的パートナー、バーチャル性
的キャラクター）があるため、
ネットポルノと現実の性的行為を区別し、
さらに研究する必要がある。
2. 心理的にポジティブな影響とネガティブな影響
ネットポルノの利用は、人々にポジティブな影響（実現の難しい性的妄想をオンラインで実
現できる）と、ネガティブな影響（家庭内暴力、社会的な攻撃性の増大）を与えることが示さ
れた。最近の研究では、媒介要因（情緒安定、ストレス認知、使用目的など）が注目されている。
3. 生理的の影響
ネットポルノの使用は、使用者の精子機能、脳灰白質、プリファレンスに影響を与え、性機
能障害との関連は未だに明確されていない。このような生理的影響は、ネットポルノの影響が
原因なのか、それとも使用者自身の原因なのか、きちんと明確にする必要があると考えられる。
4. 治療方法
現在、ネットポルノ依存症の治療方法に関するの実証研究は不足しており、特に対照群
を設定した RCT 研究がなく、測定や診断基準が統一されてなく、サンプルサイズも小さい。
結語
ネットポルノ依存の概念はさらに明らかにする必要があり、ネットポルノ依存に関する
研究は心理学実験と脳科学研究を組み合わせて行う必要がある。色々な専門領域の研究者
を連携して研究することが望ましいといえる。
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性嗜好障害者の再犯防止への取り組み
〜外来クリニックでの集団療法の実践報告〜

〇木村 武博 1）、片桐 正教 2）、中島 圭太 2）
1）あつた白鳥クリニック 医師
2）あつた白鳥クリニック 臨床心理士、公認心理師

【背景と目的】
当院は H30 年 10 月に開院し、現在で 5 年目になるクリニックである。場所は名古屋市
の熱田区にあり、主な患者層は依存症の方が多く、中でも性嗜好障害、窃盗症などの触法
絡みの方が多いのが特徴である。このような患者層が多い理由としては、治療を行ってい
る医療機関が少ないこと、医師が弁護士などの司法関係者とのつながりがあることなどが
影響していると考えられる。このような経緯から当院では触法者向けのプログラムとして
集団認知行動療法を R1 年から開始した。
【現状報告】
R1 年 11 月より当院で始まった性的問題行動者の集団療法の参加者属性と、プログラム
内容の一部を報告する。
当院での集団療法は平日に毎週 2 グループと日曜日に月 1 回のフォローアップとして 2
グループを実施している。参加者は触法者のみを対象としておこなっている。グループ開
設時から R4 年 6 月の時点での参加者数は 145 名。うち 5 回以上参加されている方は 116
名（80.0%）
。集団療法の日程上参加が難しく個別で対応を行っている者は 30 名であった。
集団療法に参加している者の内訳は、窃視症が 102 名、窃触症が 19 名、小児性愛が 14 名、
露出症が 6 名、下着窃盗が 3 名、その他が 1 名であった。
【方法：具体的な取り組み】
当院のプログラムでは、再発防止の観点からリラプスプリベンションモデルに基づく介
入を核としている。また、長期的に安定した生活を送るためにグッドライフモデルを取り
入れ、適応的な代替行動を見つけ、実践してもらうことを目指している。プログラムでは、
問題行動の引き金を個々で扱うのではなく、それぞれの関連性を矢印でつなげて表現して
もらっている。このように整理することで問題行動だけでなく、適応的行動も含めた全体
像が視覚的に把握できる点が特徴である。本発表は、この引き金の整理方法を個人が特定
できないよう加筆修正したうえで紹介する。
【結果、今後の課題】
集団療法を行ってみてわかった参加者の印象としては、自身の行動をメカニズムとして客観
的に捉える力がある方が多い傾向がある。また、治療意欲が高く、長い方はプログラム開設当
初から現在も継続的に参加している方が複数おり、ホームワークなども積極的に行っている。
一方、本プログラムがエビデンスに基づいたものを実施しているわけではないため、参加者
の定着率やリラプスの有無にどのような影響を与えているかは明らかではない点が課題である。
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ギャンブル障害とギャンブルのオンライン化

〇古野 悟志、岡田 瞳、岩本 亜希子、髙山 輝大、柴崎 萌未、新田 千枝、遠山 朋海、
松﨑 尊信、西村 光太郎、樋口 進、松下 幸生
独立行政法人国立病院機構 久里浜医療センター

【目的】
ギャンブル障害においては、“ アクセスの良さ ” は、ギャンブル行為へと向かわせる要
因の一つである。従来、我が国の主たるギャンブルの種類として、パチンコやパチスロと
いった、現地に赴く形式が多かった。しかし近年、インターネット使用（特にスマートフォ
ン）によるギャンブルの選択が増加している。主な種類として、競馬・競艇・海外のオン
ラインカジノ・FX などが挙げられる。アクセスという点で、日本中至る所に存在して赴
きやすいという物理的な意味合いから、どこでもすぐにオンラインでギャンブル行為が可
能になるという即時的な意味合いが強まっている。所感ではあるが、オンライン使用の群
の方が、問題の進行が速く、また重篤化しやすい印象がある。一方、もともとオフライン
でギャンブルを行っていた人で、主たるギャンブルの種類を変えず、オンラインのギャン
ブルに移行しない人々も一定数存在する。
そこで本研究では、ギャンブル障害において、オンラインギャンブルを選択しやすい特
性や、ギャンブルのオンライン化が与える影響について、調査・検証する。
【方法】
対象者のエントリー期間は 2021 年 2 月〜 2021 年 9 月。全国の所定の医療機関に初診し、
ギャンブル障害と診断され、調査研究に同意した男女 203 名を対象とする。初診時の聞き
取りによる内容、併存症についてのスクリーニング検査結果などを検証する。心理検査と
して、M.I.N.I.（MINI INTERNATIONAL NEUROPSYCHIATRIC INTERVIEW）日本
語版、SSAGA‐Ⅱ（The Semi-Structured Assessment for the Genetics of Alcoholism-Ⅱ）な
どを使用した。なお本研究は久里浜医療センター倫理委員会の承認を得た。また発表に際
し、個人情報の保護を十分に留意し倫理的配慮を行った。
【結果と考察】
対象者 203 名の平均年齢 37.0 歳。問題を生じた主たるギャンブルが、オフラインのみの
群が 45.6％、オンラインのみの群が 30.0％、オン・オフ両方使用の群が 21.1％（未回答 3 名）
であった。大きな特徴としては、オンラインを選択する方が、借金総額が大きく、年齢が
若い傾向がみられている。当日に結果の詳細を発表する。
＊本研究は厚生労働省科学研究費補助金による研究費を用いて調査、研究される。
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久里浜医療センターにおけるギャンブル障害入院患者の特性と転機について

〇髙山 輝大 1）、岩本 亜希子 2）、古野 悟志 3）、岡田 瞳 4）、柴崎 萌未 5）、新田 千枝 6）、
遠山 朋海 7）、松﨑 尊信 8）、西村 光太郎 9）、樋口 進 10）、松下 幸生 11）
独立行政法人国立病院機構 久里浜医療センター

【目的】
令和 2 年度依存症に関する調査研究事業では、ギャンブル等依存が疑われる者の実態と、
多重債務、貧困、虐待、自殺、犯罪等を含むギャンブル等依存症の関連問題の事態を明ら
かにすることを目的とする調査が行われ、令和 3 年 8 月に「ギャンブル障害およびギャン
ブル関連問題の実態調査」の報告がなされた。
ギャンブル障害における治療は主に外来や入院で行われており、各都道府県の医療機関
は独自にプログラムを整え治療に取り組んでいる。その中で入院に至った患者のデータは
少なく今後検討されるべき領域であると考える。ここでは、その実態調査のデータを参考
に当院入院患者のデータを照らし合わせ、得られた知見を報告する。
【方法】
令和元年度から令和 3 年度の入院患者の『初診時のインテークシート』
『外来カルテ』
『入
院カルテ』のデータを抽出。当院初診し、ギャンブル障害と診断され当院に初回入院となっ
た患者 98 名（男性 91 名、女性 7 名）を対象とした。なお本研究は久里浜医療センター倫理
委員会の承認を得た。また発表に際し、
個人情報の保護を十分に留意し倫理的配慮を行った。
【結果と考察】
令和元年度から令和 3 年度の当院における入院患者は、関東地方を中心に全国各地から
患者を受け入れている現状であった。入院患者の 9 割超は男性。女性の入院は 1 割満たな
い状況であった。男性の平均年齢は 36.9 歳、女性の平均年齢は 43.7 歳。男性・女性合計の
平均年齢は 37.4 歳であった。
初診時の特徴としては、患者の半数は紹介状を持参。全体の 64.5％でクリニックからの
紹介が最も多く、次に病院からの紹介で 27.1％などとなっていた。また、初診時の同伴者
では、
「同伴者なし」がもっとも多く、次に「母親のみ」の同伴者となっていた。退院後
の生活の場所として自宅で生活していく群が最も多いが、その詳細は「一人暮らし」が全
体の 35.7％を占め、
「父親・母親と同居」は 18.4％を占めている状況となっている。仕事に
復帰していく患者は全体の 53.0％、無職等は 47.0％を占めており、退院後の生活において、
居住先の確保、収入源の確保、金銭管理の方法、借金の返済方法など、様々な支援が必要
な患者が数多くいることが確認された。
当日に結果の詳細を発表する。
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ギャンブル外来受診者の 6 カ月予後：ギャンブルに対する認知の歪みと
断ギャンブルの意志との関連

〇柴崎 萌未 1）、新田 千枝 2）、古野 悟志 3）、岡田 瞳 4）、岩本 亜希子 5）、髙山 輝大 6）、
松崎 尊信 7）、西村 光太郎 8）、松下 幸生 9）
1）独立行政法人国立病院機構 久里浜医療センター臨床研究部、2）久里浜医療センター臨床研究部、3）久里
浜医療センター心理療法士、4）久里浜医療センター心理療法士、5）久里浜医療センター精神保健福祉士、
6）久里浜医療センター精神保健福祉士、7）久里浜医療センター精神科、8）久里浜医療センター精神科、
9）久里浜医療センター精神科

【目的】全国の依存症専門医療機関を受診するギャンブル障害の実態や予後は明らかになっ
ていない。本稿では、ギャンブル障害患者の「ギャンブルに対する認知の歪み」に着目し、
本人の治療目標（断ギャンブルの意志）と実際のギャンブル行動との関連について明らかに
することを目的として、6 カ月予後調査を実施した結果を報告する。
【方法】対象：全国 20 箇所のギャンブル外来を受診し、ギャンブル障害と診断され、初回
（初診時）と受診後 6 ヵ月時点の両方の調査に回答した 139 名を分析対象とした。方法：自
記式アンケート（ＷＥＢと紙を併用）
。調査項目：対象者の基本情報、ギャンブル行動（頻
度や費やす金額）や本人の治療目標、ギャンブルに対する認知の歪みを測定する GRCS 尺
度。分析：初回と 6 ヵ月時点（以下、6m）での本人の治療目標の変化で 4 群に分け、GRCS
得点や実際のギャンブル行動（頻度や金額）との関連について比較した。
【結果】1）回答者属性：全症例登録数 202 名（男性 195 名、女性 7 名）
、年齢（男性 36.2 ± 8.7、
女性 39.1 ± 9.8）
、分析対象 139 名（男性 133 名、女性 6 名）
、6m 追跡率 78.7％。2）各群の人
数と割合：①【やめたい×やめたい群】初回 -6m の 2 時点で「全てのギャンブルを辞めた
い」とした者（91 名、65.5%）
。②【やめたい×やりたい群】初回「全てのギャンブルを辞め
たい」から、6m「ギャンブルをしたい（自分にとって問題のあるギャンブルだけ辞めたい /
全てのギャンブルを続けたい）
」へ変化した者（26 名、18.7％）
。③【やりたい×やめたい群】
初回「ギャンブルをしたい」から、6m「全てのギャンブルを辞めたい」へ変化した者（8 名、
5.8%）
。④【やりたい×やりたい群】初回 -6m の 2 時点で「ギャンブルをしたい」とした者
（14 名、10.1%） 3）各群の GRCS 得点の比較：
「やめたい×やめたい」と「やりたい×やり
たい」にて「ギャンブルへの期待」因子のみに有意差が認められた（F=（3,135）=2.88,p<.05）
が、
他に有意差はなかった。4）6m の各群のギャンブル行動：6m 時点で、
「やめたい×やめたい」
69.2％、
「やめたい×やりたい」26.9％、
「やりたい×やめたい」50.0％、
「やりたい×やりたい」
28.6％の人が断ギャンブルを継続していた。
「やめたい×やりたい」の内、
80.8％が自分にとっ
て問題のあるギャンブルだけ辞めたいと回答し、ギャンブルの頻度（72.2％）および費やす金
額（72.2％）が減った。
【考察】断ギャンブルの意志に関わらず、
ギャンブルに対する非合理的な考えは、
受診等ギャ
ンブル問題と向き合うことで低下していくと推察される。
【倫理的配慮】実施にあたり久里浜医療センター倫理委員会の承認を得た。令和 3 年度厚
生労働科学研究費補助金による助成を受けた。本調査にご協力頂きました医療機関の皆様、
患者様に深く御礼申し上げます。
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岐阜県におけるゲーム、インターネット依存症対策について

〇松田 純、天野 雄平、川瀬 貴司、土田 侑歩、舩橋 広暉、生駒 佳歩、清水 悠、
天野 宏一
医療法人杏野会各務原病院

2019 年 5 月にゲーム障害（症）が ICD-11 に収載され、国際的な疾病として認定された。
当院外来でもゲーム、インターネットの問題で受診する患者は年々増加傾向にある。
2021 年、岐阜県依存症対策総合支援事業にて、岐阜県内の行政機関、医療機関、教育機
関、司法機関等を対象に各種依存症に対する治療・支援のアンケート調査を行ったところ、
コロナ禍における学校休業等の影響を受け、ゲーム、インターネット依存の問題が増加し
ており、その対応に苦慮しているとの回答を多数得られた。
また同年、岐阜県ではネット依存対策推進事業開始に伴い、県内の小中学生対象にネッ
ト依存対策キャンプ（ぎふあおぞらキャンプ）が計画され、当院の医師や心理士が参加し、
参加者に対して講義や認知行動療法プログラムを行った。
岐阜県としてゲーム、インターネット依存対策に注力していく流れを鑑み、各務原病院
では 2022 年 4 月よりゲーム、インターネット依存症治療プログラム「KAGAYAKI-i」を
開始した。
「KAGAYAKI-i」とは認知行動療法を基盤とした少人数制のグループミーティ
ング型の治療法で、全 8 回のテーマを設定している。参加者同士が意見交換する中で、自
身のゲーム、インターネットの問題点を振り返り、考え方のクセや、はまる引き金につい
て自覚を促しつつ、本人に適した対処法を探っていくことを目的としている。このプログ
ラムは、患者本人だけでなく、家族教室も同時刻に別室で開催しており、家族が患者への
対応方法を学ぶ場、困りごとを言い合える場として提供している。
今回の一般演題では岐阜県で行っているゲーム、インターネット依存症対策について発
表したい。
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援

・岐阜県
・各務原市
・岐阜県医師会
・各務原市医師会
・岐阜県精神科病院協会
・日本精神科看護協会
・日本精神科看護協会岐阜支部
・岐阜県精神保健福祉士協会
・岐阜県臨床心理士・公認心理師協会
・福井大学医学部同窓会白翁会

― 37 ―

日本嗜癖行動学会会則
名称 1

本会は、日本嗜癖行動学会（The Japanese Society of Studies on Addictive Behaviors）
と称する。

所在 2

本会の事務局を、家族機能研究所（〒 106 港区麻布十番 2‑14‑6 イイダビル 2F、Tel.
03‑5476‑6041、Fax. 03‑5476‑6543）におく。

目的 3

本会は、さまざまな嗜癖的行動の病因、治療および予防に関連した研究分野の進歩発
展をはかることを目的とする。

事業 4

本会は、その目的達成のため、次の事業を行う。
a）学術大会の開催

会員 5

b）その他の事業

治療、予防、福祉援助の専門家で守秘義務を負う者、または本会が認めた学会、公開
講座、研修会等、一定の研修課程を修了した者で、会員 1 名以上の推薦を受けた者は、
会員となることができる。

6

会員は、学術大会に参加し、研究成果を発表できる。

7

本会には、名誉会員をおくことができる。名誉会員は嗜癖的行動の研究部門で指導的
立場にある者の中から、理事会の推薦と総会の承認により選ばれる。

8
役員 9

本会には、賛助会員をおくことができる。
本会には、次の役員をおく。
会長 1 名

10

理事長 1 名

理事若干名

監事 2 名

顧問若干名

会長は、会員の中から理事会で選ばれる。理事長は、理事の互選によって選ばれる。
理事、顧問および監事は、理事会の推薦により、総会の議を経て選ばれる。会長は任
期中、および大会終了後、理事となる。

11

会長は、学術大会および総会を開催する。また、総会の議長となる。

12

理事長は、本会を代表し、理事会の議長となり、会務を統括する。

13

理事、監事および顧問は、理事会を構成し、会務を執行する。理事会は、必要に応じ
委員を委嘱して会務の執行にあたらせることができる。

14

監事は、会計を監査する。

15

役員の任期は、会計年度を単位として、理事長は 2 年、その他の役員は 4 年とする。た
だし会長の任期は、学術大会終了の翌日から、次年度の学術大会の終了日までとする。

会計 16
17

本会の経費は、会費およびその他の収入をもってこれにあてる。
会費は、
1 年 8,000 円（学会誌「アディクションと家族」購読料を含む）とする。ただし、
名誉会員の会費はこれを免除し、賛助会員の会費は、別に定める細則による。

18

担当理事は、決算結果を年 1 回総会に報告し、その承認を得なければならない。

19

本会の会計年度は、毎年 1 月 1 日に始まり、同年 12 月 31 日に終了とする。

付則 20
21

本会則の変更に際しては、総会の承認を得なければならない。
本会則は、平成 12 年 10 月 14 日より施行する。
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令和 4 年度 役員名簿
【理事長】

斎藤
【理

学

（家族機能研究所）

加藤

正

（あらたまこころのクリニック）

石川

達

（東北会病院）

熊谷

雅之

（雁の巣病院）

事】

竹元隆洋

（指宿竹元病院）

西山

（西山クリニック）

仁

中垣内

【監

正和 （ながおか心のクリニック）

香山

雪彦

（介護老人保健施設 ケアフォーラムあづま）

久藤

文雄

（相模原クリニック）

赤木

健利

（桜が丘病院）

竹下

久由

（島根県立湖陵病院）

榎本

稔

（榎本クリニック）

堀井

茂男

（慈圭病院）

山本

亨

（大分友愛病院）

竹村

道夫

（赤城高原ホスピタル）

沼田

真一

（川崎沼田クリニック）

山下

陽三

（渡辺病院）

早苗

麻子

（萌クリニック）

石塚

伸一

（龍谷大学）

天野

雄平

（各務原病院）

小泉

典章

（長野大学）

米山

奈奈子 （秋田大学）

事】

○事務局：家族機能研究所・山中 芙美恵
〒 106‑0045 東京都港区麻布十番 2‑14‑6
TEL：03‑5476‑6041
E‑mail：society@iff.or.jp
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第32回日本嗜癖行動学会 岐阜大会
大会長： 天野 雄平
事務局： 医療法人杏野会 各務原病院 内
〒 504-0861 岐阜県各務原市東山 1-60
TEL 058-389-2228 FAX 058-389-2315
E-mail：jun0914@kakamigahara-hosp.jp
大会事務局長：松田 純
出

版： 株式会社コームラ
〒 501-2517 岐阜県岐阜市三輪ぷりんとぴあ 3
TEL：058-229-5858 FAX：058-229-6001
https://www.kohmura.co.jp/
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