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日本ではギャンブルは禁止のはず…

刑法185条

「賭博をした者は、50 万円以下の罰金又は科料に処す
る。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどま
るときは、この限りでない」

刑法186条

①「常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処す
る。」

②「賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った
者は、3月以上5年以下の懲役に処する。」

しかし、公営ギャンブル（競馬・競輪・競艇・オートレース・
宝くじ）や、（ギャンブル性のある）パチンコパチスロが合法
的に存在しているし、オンラインカジノなど非合法なものも…



依存症と依存物

依存しやすいもの（物質
や行為など）：依存物

依存症

アルコール

ギャンブル

覚せい剤 その他



依存しやすいものの特徴①
～依存物は快楽をもたらす～

ある物質を使用する、もしくはその行
為をすることによって「快楽（快感・
ハイになる・楽しい・ほっとする・安
心する・刺激的である他…）」を感じ
るものは、依存する可能性があります。

一方で、それを使用すると、もしくは
その行為をすることによって「不快」、
もしくは「快楽も不快も感じないも
の」は、依存する可能性がほとんどあ
りません。

ただし、ある物質もしくは行為をすることによって快楽を
感じるか、不快に感じるかはかなり個人差があります.
また当初は不快に感じていたけど、やっているうちに快楽
を感じるというものもあります。



人によって快楽のポイントは異なる



依存するものの特徴②

 ある物質を使用する、もしくはその行為をす
ることによって、「快楽（快感・楽しい・
ほっとする・安心する…）」を感じるもので
あっても、飽きてしまうものや続けられない
ものは依存する可能性はあまりありません。

 しかし「快楽（快感・楽しい・ほっとする・
安心する…）」を感じるもので、ほとんど毎
日やっても飽きないもの、もしくは長く続け
られるもの（ギャンブルの場合金銭的limitが
あるものの、それを振り切ってしまうのが障
害）は依存する可能性があります。

ただし違法ドラックのように、１～２回するだけ
（もしくはごく短期間で）であっというまに依存に
なるものもあります。

依存しにくい
もの

依存しやす
いもの



依存物（依存しやすい物質や行為）
のまとめ

「快楽」（快感・楽しい・ほっとする・安心する
…）」を感じるものを、

「やりすぎてしまう」（飽きずにつづけてしまう、
飽きにくいもの）と依存症になってしまう可能性
があります。

ギャンブルへの興味、面白さ

ギャンブルの継続性



表 ICD-11による依存物（またはその類似物）の分類

ICD-11

物質使用障害に分類されている依存物質
• アルコール(6C40.2)
• 大麻(6C41.2)
• 合成カンナビノイド(6C42.2)麻薬類(6C43.2)
• 鎮静剤・催眠剤・抗不安剤(6C44.2)

• コカイン(6C45.2)
• 覚せい剤(6C46.2)
• 合成カチノン(6C47.2)
• 幻覚剤(6C49.2)
• ニコチン(6C4A.2)
• 揮発性吸入薬(6C4B.2)

• MDMA類(6C4C.2)
• 解離性麻酔薬(6C4D.2)
• その他の・多剤・未知の/不特定の物質による

依存（嗜癖）行為に分類されている行為
• ギャンブル(6C50)
• ゲーム(6C51)
衝動制御の障害に分類されている行為
• 放火(6C70)
• 窃盗(6C71)
• 衝動的な性的行為(6C73)
• 攻撃的衝動(6C73)
身体に焦点を当てた反復行動障害
• 抜毛(6B25.0)

• ICD-11については、筆者が和訳したものです。
• 合成カンナビノイド・合成カチノンは一部危険ドラックの成分として知られています。
• MDMA:3,4-メチレンジオキシメタンフェタミンなどの合成麻薬（某芸能人の逮捕で有名な違法薬剤です）

過去に流行して大問題に
なったもの

流行はしていないけど社会
への悪影響が大きいもの

依存物全てをとりあげる
ときりがないので…？



ギャンブル好きの人にとっての
ギャンブルのやりやすい（良い？）特徴

とても手軽
に快楽を得られる

導入は比較的格安に
に快楽を得られる

ケガせずに快楽を得
られる

疲れていても

雨の日でも

休日でも



楽しめるもの（快楽を得
られるもの）を飽きずに
続けれる！依存物最高！



依存しやすいものは、やりすぎると依存症を発症す
る可能性があります
～しかしどのくらいがやりすぎなのかわからない



依存症になるとどうなるのですか？
精神依存の２つの症状

① 正の強化：楽しいから依存物や依存
行為をやり続ける。（依存症でなく
ても正の強化はあります）

② 負の強化：依存物や依存活動をやり
すぎて依存症になると、依存物や依
存行為を止めると不快になり、それ
らが止められなくなる。（依存症特
有の症状）



依存症の悪循環（「正の強化」と「負の強化」）
～依存の対象の種類が変わっても同じ

依存物をしていない時
に「不快」になる
「負の強化」

ストレス解消や楽
しみのためにに依
存物をする
「正の強化」

やりすぎて
依存症にな
ると

うつ状態

ストレス

いらいら

普通の気分

精神状態の悪化
精神疾患
発達症 その他いろいろ



一般的な断酒・断薬・断ギャンブル時
のそれらへの欲求の推移

欲求が高い

欲求が低い 時間の経過

断酒・断ギャンブル・
断薬の開始

離脱期

実際の欲求は平坦ではない

退院時期？

スリップ



依存症とは何ですか？

依存物（依存しやすい物質や行為）を使いすぎる
ことによって、依存症になると

 依存物を使っていないと不快になってきます。

 その不快さを解消するために、さらに依存物を
使うようになります（依存物を使用することに
よって得られる快楽によって不快さを解消しよ
うとします）。

 依存物を断つことによって、依存症から確実に
回復します。

 依存症になると、この不快さを解消するために、
様々な悪影響が出現しても依存物を使用するよ
うになります→この状態が依存症です。



米国精神医学会作成のDSM-5によるギャンブ
ル障害の診断基準（過去1年間で4項目以上満たす場合）

① 興奮を得難いために、掛け金を増やしたい欲求（耐性）

② 賭博回数を減らしたり、止めたりすると落ち着かなくなる（離脱）

③ 賭博を減らす、やめるなど努力を繰り返したが、成功しなかったことが
ある（コントロール障害）

④ 賭博にとらわれている（強迫的欲求）

⑤ 問題からの逃避手段として、または不快な気分の解消手段として賭博を
する（不快感情回避）

⑥ 賭博による損失金を別の日に賭博をして取り戻そうとする（負け追い）

⑦ 賭博へののめり込み（借金の事実など）を隠すため、噓をつく（嘘/罪
悪感）

⑧ 賭博のため、重要な人間関係や社会参加の機会を危険に陥らせたり、
失ったりした（社会機能障害）

⑨ 賭博による破産の危機を逃れるために、尚も借金をしようとする（経済
的破綻）



South Oaks Gambling Screen (SOGS) その１

 ギャンブルで負けたとき、負けた分を取り返そうとして別の日にま
たギャンブルをしたか？ ⓪しない ⓪2回に1回はする ①たい
ていそうする ①いつもそうする

 実際はギャンブルで負けたときも、勝っていると嘘をついたことが
あるか？⓪ない ①半分はそうする ①たいていそうする

 自分は賭け事やギャンブルの問題があると思ったことがあるか ⓪
ない ①ある ①以前はあったが今はない

 自分がしようと思った以上にギャンブルをしたことがあるか ①あ
る ⓪ない

 ギャンブルのやめに人から非難を受けたことがあるか ①ある ⓪
ない

 ギャンブルのやり方やその結果生じた事柄に対して、悪いなと感じ
たことがあるか ①ある ⓪ない

 ギャンブルを止めようと思っても、不可能だと感じたことがあるか
①ある ⓪ない



South Oaks Gambling Screen (SOGS) その２

ギャンブルの証拠となる券や資金など、家族の目に触れぬよう
隠したことがあるか ①ある ⓪ない

ギャンブルが原因となる金の使い方に関して家族と口論になっ
たことがあるか ①ある ⓪ない

借りた金をギャンブルに使ってしまい、返せなくなったことが
あるか ①ある ⓪ない

ギャンブルのために仕事や学業をさぼつたことがあるか
①ある ⓪ない

ギャンブルに使う金はどのようにして作ったか、またどのよう
にして借金をしたか。該当するものすべてにチェックをいれる
こと ①生活費 ①配偶者 ①親類・知人 ①銀行・ローン会
社・信用組合 ①クレジットカード ①闇金融・サラ金 ①株
券・債権・保険を換金 ①自分または家族の財産を売却 ①当
座預金口座（不正な小切手など）

①１点 ⓪０点の合計得点で計算、最後の設問はあてはまる項
目すべてを合計する。０点：ギャンブル問題なし



ギャンブルによくある認知のゆがみ

多くの人が、長期的にギャンブルに勝ちつづけることは困
難であるはずだが、特に負けが込むと「次こそは勝つは
ず」、「今までの負けを取り返せるはず」と強く考えやす
くなる（損失回避欲求）⇒負け追い。

賭博をコントロールできると思う（必ず勝てる方法を知っ
ている）

負けより勝ちのほうが多いと思う（勝ちを過大に考え、負
けを過少に考える）

迷信や偶然を信じる（勝負の前に特定の行為をすれば勝て
る、特定の絵柄がでると10回転以内に当たるなど）

などなど

心理療法等で認知のゆがみの修正



ギャンブル障害にありがちな嘘

ギャンブルをしたことや、ギャンブルでの負けについて、
周囲の人に話さない。

今までギャンブルによる問題を起こしているので、ギャン
ブルをすると怒られる（または周囲に冷たい目で見られ
る）

ギャンブルでの負けは恥ずかしい（勝ちを過大に捉え、負
けを過少に捉えることとも関連）

ギャンブル以外の理由をつけて金を借りようとする

つじつまを合わせるために、嘘で塗り固めることになる。

嘘は次のギャンブル行動につながりうる（嘘が通ることに
よって、ギャンブル行動が正当化される）。

心理療法等で行動変容をめざす



ギャンブル障害とうつ・自殺

依存症（嗜癖）自体、負の強化などからうつ状態
を伴いやすい。

特にギャンブルの場合、特に借金や他者の目がか
らみやすいので（アルコールやたばこの依存だと、
ギャンブルよりも比較的自分のみの問題で収束す
るが…）、自殺につながることも少なくない。

借金問題など目安をつける。
うつに対する治療・自殺リスクが高いと
きは閉鎖病棟入院も



イネイブリング

本人のギャンブル問題（借金など）の解決を、家
族が手助けしてしまうことが、実際には本人の
ギャンブル行動を維持させ、悪化させてしまうこ
とにつながること。

例えば母が、借金を支払う

妻が金融会社の対応をする

母が、ギャンブルの言い訳づくりに協力するなど

家族教育など
本人の問題は本人に解決させる



専門治療施設におけるアルコール
依存症治療の例

入院治療
離脱症状の治療
身体合併症の治療
断酒に向けての教育
認知行動療法
個人面談

退院後の治療
外来治療
・カウンセリング
・薬物治療

自助グループへの参加

治療目標

問題の直面化

誤った認知の修正

断酒の決意を促す

治療目標
断酒継続の援助



• 断ギャンブルを目的としている～断ギャンブルをすること
によって心身ともに健康を保つことが最終的な目標（ただ
し患者がするかどうかは本人が選択すること）。

• 本人の治療意志を尊重し、強制的な治療はしない～入院の
場合には自由・任意入院を原則。

• 入院では開放病棟での治療が原則～認知症・精神症状が顕
著な場合はその限りではない。

• 外来では、デイケア参加や通常の外来診療など。自助グ
ループ参加も励行

いわゆる久里浜式での
ギャンブル障害の治療の原則

依存症者が自己責任能
力のある「大人」であ

るという前提

本人の治療意思を尊重



旭山病院におけるアルコール専門入院治療

外来 1期治療 2期治療

• ギャンブルの場合特にな
し（アルコールの場合だ
と離脱症状の治療など）

• 原則として開放病棟で治療
• 依存症専門病棟
• 1期治療と合わせて3か月程度
• 勉強会
• 認知行動療法
• 作業療法・運動療法
• 自助グループ見学（現在はweb

参加のみ）
• 薬剤指導・栄養指導
• 個人面談
• 必要に応じて内科治療継続
• 必要に応じて合併症の薬物療法
• 退院後利用できる施設などの紹
介・見学



ギャンブル障害の主な心理療法

自助グループ（GAなど）

依存症からの回復を目的とした
グループホーム入居

主にセラピストと行う治療

 認知行動療法

 動機づけ面接法

 対処スキルトレーニング法

 パラダイム発展モデル

 変化のステージモデル

 マトリックスモデル

いずれも
グループ療法
が中心



ギャンブル障害の認知行動療法（できれば
グループ療法で）

前半部分では、主にギャンブル障害特有の認知のゆ
がみを検証する。

（例）いままでのギャンブル歴・損得、ギャンブル
の悪影響の検証、ギャンブルの良い点・悪い点の検
証・ギャンブル行動の引き金の同定など。

後半部分では、今後ギャンブルに頼らない生活を検
証する。

ギャンブル障害者は、仕事後や休日はギャンブル漬
けの生活のことが多いが、ギャンブルなしにどう過
ごすか？

ギャンブル行動をしたくなったときの対処

自助グループの参加など



ギャンブル刺激の制御のヒント

ギャンブル刺激の制御の初期に重要なことは、お金へのア
クセスを制限すること。その日に必要な金額だけを持ち歩
く（緊急用にお金が必要なことは稀）

クレジットカードの解約（もしくは家族に渡す）

銀行カードの解約

給与の管理を家族に任せる

 1日に必要なお金を持ち歩く

口座から引き落としできる金額を制限する

親戚や友人に自分にお金を貸さないように依頼する

お金を扱う仕事を避ける

予期しない臨時収入がある場合、事前にお金と扱いについ
て計画する


