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内科系疾患の背景にゲー ム依存が
隠れている可能性がある

スマートフォンの普及により、ゲー ム依存もしくはネット依存は
成人でも陥りやすく、以前よりも深刻化している。本年5月に正式
決定される国際疾病分類(ICD-11)の最新草稿に、ゲー ム依存の
定義が収載された。ゲー ム依存が疾病として認められる可能性が高
くなった今、実地医家においても現状を知っておく必要がある。

早くからゲー ム依存とネット依存の治療と研究に取り組まれてき
た、久里浜医療センタ ー病院長の樋口 進氏に、ゲー ム依存の治療
の実際について伺った。

［ゲー ム依存とは ］
プロ ードバンドインタ ー ネットの

普及により、 2003年からオンライ

ンゲーム（ネットゲーム）を始める

人が劇的に増えた。

久里浜医療センタ ー （図1)では

2011年7月にネット依存専門外来

を設立。 ネット依存の診断や治療に

先駆的に取り組んできた同センタ ー

の樋口氏は、「2003年ごろから、 ゲ

ー ム依存の問題 が顕在化した。 10

代の子どもを中心にオンラインゲー

ムにのめり込み学校に通えなくなっ

てしまう例も少なくなかった」 と話

す。

ゲー ムについては、 1970年代に

ィンベー ダーゲームの社会現象が起

こり、 その後、 第一次TVゲームブ
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ームが来る。 しかし、 それらオフラ

インのゲームにおいては、 ゲーム依

存はさほど間題にならなかった。 な

ぜならば、 オフラインのゲームには

終わりが存在しているからで、 ユー

ザー自身がゲームを終了させること

ができた。 しかし、 オンラインゲ

ー ムの多くはゴー ルがなく、 さら

に、 時間とお金が必要になる。「オ

ンラインゲームの人気のジャンル

は、 MMORPG(マッシプリ ー ・ マ

ルチプレー ヤ ー・ オンライン ・ ロ ー

ル ・ プレイング ・ ゲーム）やFPS(フ

ァ ーストパー ソン ・ シュ ー ティング

ゲーム）などである。 MMORPGは

多人数同時参加籾オンラインRPG

という意味で、 複数の仲間とチーム

を組み 敵を倒し、 新しい惟界を冒険

していくゲーム。 FPSは本 人視点

のシュ ー ティングゲームで、 世界的

独立行政法人国立病院機構
久里浜医療センタ ー

病院長樋口 進氏

に人気なのが、架空の戦場を舞台に、

実在する銃や武器を使用して敵チー

ムと戦い、 勝敗成績やランキングを

競い合う戦争ゲームである。

オンラインゲームの多くは、 課金

をすることで他の参加者よりも有利

にゲームを進めることができて、 利

用頻度を上げることでキャラクタ ー

を強くすることができるなど、 中毒

性が高い。 ゲーム制作会社も定期的

にゲームの内容を変え、 飽きさせな

いように工夫しているため、 ユー ザ

ーはゲームにハマりやすく、 そうな

ると抜け出せにくくなる。 さらに、

ゲーム依存の問題はスマートフォン

の登場により、 10-20 代の若い枇

代から全年齢に波及し、 以前よりも

深刻化している」。

ゲーム自体に中毒性があるのはも

ちろんだが、 オンラインゲームに没
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■ 図1 独立行政法人国立病院機構久里浜医療センタ ー

所在地：神奈川県横須賀市野比5-3-1

1963年に日本で初めてアルコ ール依存症専門病棟を設立し 、 現在では4カ病棟でアルコ ー ル
依存症の治療を行っている。 1989年にはWHOから日本で唯一のアルコ ー ル関連問題の施設と
して指定。 2011年7月に、 日本初のネット依存専門外来を設立。 院内は緑豊かで、 病棟の目前
には海岸が広がるなど 、 自然に恵まれた環境にある。

頭してしまう背景を探ることが重要

であると樋口氏は強調する。「ゲー

ム依存に陥る人は、 職場・学校・家

族など、 現実世界で何らかのトラブ

ルを抱えているケ ー スが多い。また、

社会的な背景として、 将米に希望を

持てない、 日常生活に充足感を得ら

れないからゲームに逃げ込んでしま

うと訴える人も少なくない。 ゲーム

に関わらず、 依存に陥ってしまう人

に共通することとして、 苦しくつら

い生活を送っているという背景があ

ることも知っておくことが重要であ

る」。

患者属性は、 平均年齢は18.5歳、

未成年者が70%。 男女比は8 : 1 

で男性に多いという。「実態調壺を

行うと、 ゲーム依存は男性が圧倒的

に多く、 女性はネット依存、 中でも

SNSにのめりこむことが多い。 SNS

依存に関しては現時点でそれほど間

題になっていないが、 重症化するケ
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ー スもあるため侮れない。 男性もも

ちろんSNSをするが、 当院ではゲ

ーム依存で受診する男性が圧倒的に

多い。 しかし、 前述の通り、 SNS依

存を含む、 ネット依存にも注意が必

要である」。

ゲーム依存はオフラインゲームの

依存とオンラインゲームの依存に大

きく分類されるが、 本稿ではオンラ

インゲームを主にゲーム依存として

いる。「オンラインゲームはネット

依存に含まれる場合もあり複雑化し

ているが、 当院を受診するゲーム依

存のほとんどの人はオンラインゲー

ムを起因としている」。

ゲー ム依存とネット依存

ゲーム依存とはもともとネット依

存の代表的な疾患として論じられて

きたが、 近年ではゲーム依存として

独立して語られることが多くなって

いると樋口氏は説明する。「ネット

依存は今では集合的な概念になって

いて、 その中にオンラインゲーム、

SNS、 動画、 ショ ッピングなどの依

存がある。 現時点ではゲーム依存だ

けにエビデンスの蓄積がある」。

ゲーム依存には正式な病名はない

が、 2013年にアメリカ精神医学会

の診断基準の最新第5版(DSM- 5) 

にインタ ーネットゲーム障害という

基準が示された。「しかしこれは予

備的な提案であり、 正式な病名でな

いことに注意すべきである」と樋口

氏は述べ、 しかし碁準が示されたこ

とで研究が急速に進んだと評価す

る。

「われわれが診療の基準として

使用しているのが、 世界保健機関

(WHO)の作成 した国際疾病分類

であることは読者の先生方もご存じ

だと思う。 本年5月に新たな国際疾

病分類(ICD -11)が発表されるが、

"Gaming disorder ( ゲ ー ム 障害 ）
”

が正式に疾病として認定される予定

であるJ。 今回の収載に関しては樋

D氏の提言が大きく、 依存を専門と

する医師としても疾病認定が必要で

あったという。「現状では、 ゲーム

依存もしくはネット依存は
“

その他

の習慣及び衝動の障害
’

と診断せざ

るを得ず、 病名がなければ、 治療も

研究も前に進まないし、 本格的な対

策も立てられない」。 しかし樋口氏

は、 現時点ではあくまで最新の草稿

に収載されているということに留意
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