令和3年10月23日(土)

令和3年度(2021年度)こころの健康づくり講演会

本日の内容

新型コロナウイルスで増える依存症
～ただのやりすぎ？趣味？それとも病気なのかを考える～

• 依存症 ≓ 嗜癖 = アディクションとは
アルコール・薬物依存症
ギャンブル依存症
ゲーム症(Gaming Disorder)
• コロナ禍のメンタルヘルス
• 回復に必要なこと
当事者の回復 と 家族の回復
令和3年10月23日(土)於 熊本市中央公民館 7F
医療法人横田会向陽台病院 比江島誠人

ホール
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向陽台病院
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向陽台病院の概要
熊本県北部に位置/昭和38年開設
精神科・心療内科・児童精神科標榜 198床
精神科救急病棟
56床
児童・思春期病棟
31床
精神一般病棟
111床
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令和3年10月23日(土)

病棟の構造
3F

児童思春期病棟(31床)
依存症≓嗜癖=アディクションとは

2F

救急(28床)

1F

救急(28床)
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アディクションとは

「アディクショ
ン」 ASK(アル
コール薬物問題
全国市民協会)編

アディクションの種類
 物質アディクション：「気分を変えてくれる物
質」へののめりこみ
 プロセスアディクション：「高揚感を与えてく
れる行動プロセス」へののめりこみ
 人間関係へのアディクション：互いに傷つけあ
いながらも離れられなかったり，相手を自分の
思い通り行動させようと必死になったり，自分
を犠牲にして誰かのために奔走する，など
 自傷行為や暴力，虐待も，「これではいけない
」と自分で感じていながら，そこから抜け出す
ことが難しい

 「害があるのにとめられない」
不健康な習慣へののめりこみ
 心の痛みの自己治療
 酔いの世界にひたることによっ
て，自分がかかえているつらさ
から逃れたり，心の痛みを麻痺
させる
 何かに夢中になることで，空し
さや孤独を埋める
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「アディクション」 ASK(アルコール薬物問題全国市民協会)編より
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The ICD-10 Classification of Mental
and Behavioural Disorders (WHO)
F1

ICD-10を用いた
物質使用障害の診断
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精神作用物質使用による精神および行動の障害

F10.F11.F12.F13.F14.F15.F16.F17.F18.F19.-

アルコール使用による精神および行動の障害
アヘン類使用による精神および行動の障害
大麻類使用による精神および行動の障害
鎮静剤あるいは睡眠剤使用による精神および行動の障害
コカイン使用による精神および行動の障害
カフェインを含む他の精神刺激剤使用による精神および行動の障害
幻覚剤使用による精神および行動の障害
タバコ使用による精神および行動の障害
揮発性溶剤使用による精神および行動の障害
多剤使用および他の精神作用物質使用による精神および行動の障害
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ICD-10 F1精神作用物質使用による精神および行動の障害

ICD-10

F1X.1 有害な使用 Harmful use

健康に害を及ぼす精神作用物質使用パターン．その障害は身体的なもの(自らの注
射によって肝炎になる場合のように)であったり，精神的なもの(たとえば，大量飲
酒後の二次的なうつ病性障害のエピソード)であったりする．

F1X.0
F1X.1
F1X.2
F1X.3
F1X.4
F1X.5
F1X.6
F1X.7

急性中毒(含 複雑酩酊，病的酩酊，バッド・トリップ)
有害な使用
依存症候群
離脱状態
せん妄をともなう離脱状態
精神病性障害(含 アルコール幻覚症，アルコール性嫉妬)
健忘症候群(含 コルサコフ症候群)
残遺性障害および遅発性の精神病性障害
(含 フラッシュバック，認知症)
F1X.8 他の精神および行動の障害
F1X.9 特定不能の精神および行動の障害

診断ガイドライン
診断には，使用者の精神的あるいは身体的な健康に実際に害が起きていることが
必要である．
有害な使用パターンはしばしば他人から批判され，またしばしばさまざまな種類
の社会的に不運な結果に結びつく．物質使用パターンや物質が，他人あるいはその
文化から容認されないものであっても，あるいは逮捕や夫婦関係の破綻のような社
会的に不幸な結果に結びついたものであっても，それだけでは有害な使用の証拠と
はならない．
急性中毒(F1X.0)，あるいは「二日酔い」だけでは，有害な使用とコードするに
必要な健康への害の十分な証拠とならない．
有害な使用という診断は，依存症候群(F1X.2)，精神病性障害(F1X.5)，あるい
は薬物とアルコールに関連した他の特定の障害がある場合は下すべきではない．
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ICD-10

F1X.2 依存症候群 Dependence syndrome

ICD-10

診断ガイドライン
依存の確定診断は，通常過去1年間のある期間，次の項目のうち3つ以上がとも
に存在した場合にのみくだすべきである．
(a)物質を摂取したいという強い願望あるいは強迫感．
(b)物質使用の開始，終了，あるいは使用量に関して，その物質摂取行動を統制す
ることが困難．
(c)物質使用を中止もしくは減量したときの生理学的離脱状態(F1X.3とF1X.4を
参照)．その物質に特徴的な離脱症候群の出現や，離脱症状を軽減するか避ける意
図で同じ物質(もしくは近縁の物質)を使用することが証拠となる．
(d)はじめはより少量で得られたその精神作用物質の効果を得るために，使用量を
ふやさなければならないような耐性の証拠．
(e)精神作用物質使用のために，それにかわる楽しみや興味を次第に無視するよう
になり，その物質を摂取せざるを得ない時間や，その効果からの回復に要する時
間が延長する．
(f)明らかに有害な結果が起きているにもかかわらず，いぜんとして物質を使用す
る．たとえば過度の飲酒による肝臓障害，薬物に関連した認知障害などの害．使
用者がその害の性質と大きさに実際気づいていることを(予測にしろ)確定するよ
う努力しなければならない．
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ある物質あるいはある種の物質使用が，その人
にとって以前にはより大きな価値をもっていた他
の行動より，はるかに優先するようになる一群の
生理的，行動的，認知的現象．依存症候群の中心
となる記述的特徴は，精神作用物質(医学的に処方
されたものであってもなくても)，アルコールある
いはタバコを使用したいという欲望(しばしば強く，
時に抵抗できない)である．ある期間物質を禁断し
たあと再使用すると，非依存者よりも早くこの症
候群の他の特徴が再出現するという証拠がある．
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ICD-10

F1X.2 依存症候群 Dependence syndrome

16

F1X.2 依存症候群 Dependence syndrome

①物質を摂取したいという強い欲望、強迫感

診断ガイドライン
1年間に次のうち3つがあてはまる→“依存症”と診断

→使いたい気持ちが起こると止められないこと

(a)精神依存：渇望，病的飲酒欲求

•
•
•
•
•
•

(b) コントロール不能：節酒がうまくいかない
(c) 身体依存：離脱症状
(d) 耐性：量が増えた
(e) 物質中心の生活

隠れて飲酒する。
見つからないようにあちこちに酒を隠しておく。
酒が切れたら夜中でも買いに行く。
酒を取り上げられると興奮、暴れる。
ウソをついて酒代を手に入れる。
ウソをついて飲酒する。盗んででも飲酒する。

(f)負の強化への抵抗：「わかっちゃいるけどやめられない」
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②開始、終了、使用量のコントロール不能
→開始、終了、量のコントロールができない
・連続飲酒、飲み始めると止まらない、起きている
間は飲み続ける。
・記憶をなくすまで飲む(ブラックアウト)。
・朝から飲酒する。
・休みの日は朝から飲酒する(初期)。
・数日間飲み続けて、しばらく止める(山型飲酒)。
・「量を減らして飲む」と言うが結局できない
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③離脱(禁断)症状を認める。
飲酒を中止したり、飲む量が減った時に出現。
・精神的な面
イライラ、不眠、飲酒すると落ち着く。
・身体の面
手が震える、ひどい寝汗、下痢、動悸、
食事が取れない、気分不良、幻覚、けいれん
＊これらの症状は酒を飲むと治る
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⑤物質使用に変わる楽しみ、興味が減少し、
摂取時間、回復時間が延長する。

④耐性を認める
→酔うまでの酒の量が増えていくこと
酒にだんだん強くなること。

→アルコール中心の生活となり、それ以外
の生活が無くなる。
・仕事に行かなくなる
・約束を守らない
・酒以外のことに興味を失う
・酒中心の生活
・寝て、起きたら酒という生活になる
・起きている間は飲酒中心の生活。

・酒の量が段々増えていく。
・酔うまでの酒の量が増えている。
・以前より量を増やさないと酔わない。
・元々酒は飲めなかったのに、最近は酒に強
くなった。
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⑥明らかな有害な結果が起きているのに
物質使用を続ける。

F10.- アルコール使用による精神および行動の障害

→自分でもおかしいと気付いているが止まらない。
・自分でも酒が原因でうまくいかないことを気付いて
いる。
・酒を減らす、止めると本人が宣言する。
・実際、短期間は止めることはある。
・しかし、しばらくすると同じ飲み方に戻っており同
じ失敗をくり返す。
・自分でも止めようと思っているが止められない。
・体が悪くなっているのに酒を止められない。
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アルコールと健康被害
ー予防のための基礎知識ー

F10.- アルコール使用による精神および行動の障害

アルコールによる健康被害
• Ｊカーブ効果とは
• 少量のお酒を飲んでいる人の死亡
率が、全く飲まない人や大量に飲
む人に比べて最も低いという右図
の様なデータが相次いで発表され
たことに基づく。
• ただし、少量とはどの位の量を指
すのか、明確にはなっていない。
Holmanらの報告では、全死亡率
を最も低下させた飲酒量は、男性
で1.0〜1.9単位/日、女性で0〜
0.9単位/日であった。

•急性中毒
•依存症候群
•精神病状態
•離脱症状
•Wernicke's encephalopathy
•Korsakoff's syndrome

全
死
亡
率

？
１日の飲酒量
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F12.-大麻類使用による精神および行動の障害

F12.-大麻類使用による精神および行動の障害

•急性中毒(bad trip)
•大麻精神病
•世界的にgateway drugとして乱用さ
れている
•欧州には自己使用を罰しない国もある
•日本では若者を中心に蔓延，芸能人・
ミュージシャンの乱用も多く，しばし
ば有名人が逮捕される
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未成年者における薬物問題
F13.- 鎮静剤あるいは睡眠剤使用による精神および行動の障害

大麻

睡眠導入剤

29
2003年2月6日付 日本経済新聞
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F13.-鎮静剤あるいは睡眠剤使用による精神および行
動の障害

F15.- カフェインを含む他の精神刺激剤使用による
精神および行動の障害

•耐性
•離脱症状が強い時には，意識障害や幻覚
妄想状態になることもある
•密売されている
•Drug storeで簡単に入手できる物もある
•日本はベンゾジアゼピン系薬物の最大の
消費国

メタンフェタミン

31

MDMA

32

コーヒー
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F15.- カフェインを含む他の精神刺激剤使用による
精神および行動の障害

•メタンフェタミンは日本で発明された
•最近は欧米にも広がっている
•幻覚妄想状態
•人格変化
•フラッシュバック

ＭＤＭＡ欲しさに強盗 京都で中２少年逮捕

33

33

京都府警伏見署は５日、ナイフを持って酒店に押し入り現金約１０万円を奪ったとして、強盗の疑いで京
都市伏見区の市立中学２年の男子生徒（１４）を逮捕した。
同署によると、男子生徒は「（錠剤型麻薬）ＭＤＭＡを買う金が欲しくてやった」などと供述。友人らと
日常的にＭＤＭＡを乱用していたと認めており、入手先なども追及する。
調べでは、男子生徒は１月３１日午後１０時４５分ごろ、伏見区向島善阿弥町の酒店に押し入り、経営者
の男性（５２）にナイフを突きつけて「刺すぞ」などと脅し、現金約１０万円を奪った疑い。
男子生徒は３日、バイクの無免許運転の現行犯で逮捕され、取り調べ中に強盗を自供したという。（共同
34
通信）
[2月5日12時40分更新]
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F17.-タバコ使用による精神および行動の障害

F17.-タバコ使用による精神および行動の障害

•離脱症状は大きい
•保険診療での治療が可能
•ニコチン置換療法(ニコチンガム，ニコ
チンパッチ)も選択肢
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DSM-5 312.31(F63.0) ギャンブル障害
A.臨床的に意味のある機能障害または苦痛を引き起こすに至る持続的かつ反復性の
問題賭博行動で，その人が過去12か月間に以下のうち4つ(またはそれ以上)を示し
ている．
(1)興奮を得たいがために，掛け金の額を増やして賭博をする欲求
(2)賭博をするのを中断したり，または中止したりすると落ち着かなくなる，また
はいらだつ
(3)賭博をするのを制限する，減らす，または中止するなどの努力を繰り返し成功
しなかったことがある．
(4)しばしば賭博に心を奪われている(例：過去の賭博体験を再体験すること，ハン
ディをつけること，または次の賭けの計画を立てること，賭博をするための金銭を
得る方法を考えること，を絶えず考えている)．
(5)苦痛の気分(例：無気力，罪悪感，不安，抑うつ)のときに，賭博をすることが多
い
(6)賭博で金をすった後，別の日にそれを取り戻しに帰ってくることが多い(失った
金を“深追いする”) ．
(7)賭博へののめり込みを隠すために，嘘をつく．
(8)賭博のために，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)賭博によって引き起こされた絶望的な経済状況を免れるために，他人に金を出
してくれるよう頼む．
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B.その賭博行動は，躁病エピソードではうまく説明されない．
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ゲーム障害
WHOが認定

ゲームの頻度や
プレイ時間などの
コントロールができない
日常生活や他の関心ごとより
ゲームを優先させる
人間関係や健康状態に
問題が起きても
ゲームをやめられない

１年以上続く

または

重症な場合
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ゲーム画像を見たときのネット（ゲーム）
依存患者の脳の反応
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依存対象を連想させるきっかけ
（キュー）に対する脳の反応
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コロナ禍のメンタルヘルス
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令和3年10月23日(土)
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回復に必要なこと
当事者の回復 と

家族の回復

令和2年度依存症に関する調査研究事業「ギャンブル障害および
ギャンブル関連問題の実態調査報告書 令和3年8月
(久里浜医療センター)」
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Support-Model for Drug Abusers
薬物乱用者

教育

アルコール依存症という病気における家族の進行と回復

家族

初期介入

治療

Therapy (集団/個別)
(精神科医療機関)

非行としてのケア

児童相談所
家庭裁判所

グループホーム(DARC)

自助グループ(NA)

家族相談

Family Therapy
(精神保健福祉センター・保健所)

DARC 家族会

回復

自助グループ(Nar-Anon)
65
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アルコール依存症の進行と回復

医療機関のできること
•診断
•初期介入＝外来プログラム
•家族カウンセリング
•入院プログラム
医療機関が依存症に対してとるスタンスは様々
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家族に知って頂きたいこと(回復の順序)

入院後の生活改善

規則的な生活
感情の安定
安定した対人関係
家族関係の改善
就労・就学
経済的な自立
趣味

61%
62%
51%
49%
44%
38%
30%

1.

アルコール・薬物依存症の場合は，まず断酒・断薬する．
摂食障害の場合は体重を増やす．脳萎縮の改善を図る．
ギャンブル・買い物はとりあえずやめる．
金銭管理を専門家(法律家)に委ねる．
人間関係の場合は，ひとまず相手から離れる．
シェルターへ避難する．

2.

本来の自分を取り戻す．
セルフケア，ライフスキルを高める．
(コミュニケーション技術を学ぶ)

3.

過去を整理して傷を癒す．

「アディクション」 ASK(アルコール薬物問題全国市民協会)編より引用・改変
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FRAMES法
1.Feedback:問題を評価しフィードバックする。診断
を根拠とともに伝える。
2.Responsibility and Advice:病気になった責任はな
いが治療へ努力する責任はあることを確認、どこに焦
点を当てるか助言する。
3.Menu:複数の改善方法を提示する。完全に止められ
ないまでも減らすことができそうか一緒に検討する。
4.Empathy:問題解決に伴う困難の共感。解決には苦痛
が伴うことを共感，つらさを減らす方法を一緒に考え
る。
5.Self-efficacy:自己効力感を支持し、きっとできる
と励ます。
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令和3年10月23日(土)

認知行動療法
動機づけ面接法
5つの原則ＧＲＡＣＥ（恩恵）
G：ズレを大きくする
R：抵抗をやり過ごす
A：議論を避ける
C：やればできる
E：共感を表す

(Generate a Gap)
(Roll with Resistance)
(Avoid Argumentation)
(Can Do)
(Express Empathy)
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向陽台病院 依存症プログラム

ミーティング

本人向け
月曜日 AM ミーティング
水曜日 PM 学習会(SMARPP-24)
1クール12週間
うち1回は熊本DARC講師
いずれも入院中・外来通院ともに中参加可能
家族向け
家族心理教育
家族教室
依存症家族教室
熊本市こころの健康センター(精神保健福祉センター)
熊本県精神保健福祉センター
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熊本県精神保健福祉センターでの相談業務
“依存症専門相談”の守備範囲
・第3金曜日午後
・薬物，アルコール，ギャンブル等へののめり込み(アディクション)問題

ほとんどが家族からの相談，悩みの整理を手伝う。
①家族からIP(Identified Client)の状況を聴取
入り口はアディクション
薬物・アルコール依存，ギャンブル・多重債務
ネット・ゲーム依存，過食症
病的窃盗(クレプトマニア)
などなど
生育歴・発達，精神症状の有無をチェック
セカンドオピニオン的な役割を求められることも
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熊本県精神保健福祉センターでの相談業務
“依存症専門相談”の守備範囲

熊本県精神保健福祉センターでの相談業務
“依存症専門相談”の守備範囲

・第3金曜日午後
・薬物，アルコール，ギャンブル等へののめり込み(アディクション)問題

ほとんどが家族からの相談，悩みの整理を手伝う。

・第3金曜日午後
・薬物，アルコール，ギャンブル等へののめり込み(アディクション)問題

ほとんどが家族からの相談，悩みの整理を手伝う。

②家族自身の健康は？家庭に子どもはいるか？
家族相談の継続，家族教室，自助グループ案内で良いか？
診断がつくほどの精神症状があれば家族自身の受診へ。
身体的に安全か？経済的困窮は？
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③これまで関わった機関は？
安易な批判はしない。「後医は名医」を肝に銘じること。
④これから必要な機関は？情報は文書で渡す。
リーフレット(NA，ナラノン，断酒会，GA，NABA)
医療機関の連絡先
センターのパンフレット・案内チラシ
『ご家族の薬物問題でお困りの方へ』(厚生労働省)
回復のためのミニガイド①-⑳(ASK) 参考図書 等
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熊本県精神保健福祉センターでの相談業務
“依存症専門相談”の守備範囲

熊本県精神保健福祉センターでの相談業務
“依存症専門相談”の守備範囲

・第1・3木曜日午後
・薬物，アルコール，ギャンブル等へののめり込み(アディクション)問題

ほとんどが家族からの相談，悩みの整理を手伝う。

・第1・3木曜日午後
・薬物，アルコール，ギャンブル等へののめり込み(アディクション)問題

ほとんどが家族からの相談，悩みの整理を手伝う。

⑤本人が相談へ来た場合
家族同席で挨拶，別々に面接する(時間は必要)
comorbidityに留意した聴き取りを心がける

⑥フォローアップ
継続的な医療が必要であれば専門医療機関か常勤先宛の
診療情報提供書を作成，許可を得て記録のコピーを添付

(多軸診断(DSM-IV)，ディメンション診断(DSM-5)を念頭に)

同席でフィードバックする。

⑦行政や他機関との関係継続
支援機関どうしの疎通・信頼関係
関わってくれたスタッフとの絆を大切に
→燃え尽きない，sustainableな支援を目指す
診療スタイルからライフスタイルへ
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知っておきたいサポート機関(まとめ)
医療・保健・福祉機関
病院，医院，診療所(内科・救急・精神科)
地域生活支援センター
グループホーム
共同作業所
行政機関
県庁，薬務科 市役所 財務局
消費生活支援センター
福祉事務所
精神保健福祉センター
保健所
児童相談所，一時保護所
児童養護施設
乳児院
児童自立支援施設
婦人相談所
婦人寮
母子寮
女性センター(男女共同参画センター等)
社会福祉協議会
民生委員・児童委員，主任児童委員

83

教育機関
教育委員会
小学校，中学校，高校
保健主事会
教職員組合
全国養護教諭連絡協議会
PTA
薬剤師会
学校薬剤師会
司法機関
警察
少年サポートセンター
家庭裁判所
少年鑑別所
保護観察所
少年院
医療少年院
刑務所
医療刑務所
矯正研修所

自助組織
断酒会，アメシスト
AA
アラノン
マック
NA
ナラノン
ダルク
GA
ギャマノン
ワンデーポート
マック・ダルク後援会
法律関係
法テラス
弁護士
司法書士
行政書士

ご静聴ありがとうございました．
ひえじま しげと
比江島 誠人
医療法人横田会向陽台病院
〒861-0142 熊本市北区植木町鐙田1025
TEL 096-272-7211 FAX 096-273-2355

koyodai.or.jp
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