
神奈川県立精神医療センター依存症診療科
西　村　康　平

（聞き手　山内俊一）

　ネット依存症についてご教示ください。
　・やめさせる方法
　・不登校になったら
　・治療法
 ＜千葉県開業医＞

ネット依存症

　山内　西村先生、ネット依存症はイ
メージ的には非常にわかりやすいので
すが、いざ提示しようとなるとボーダ
ーラインを設定するのは難しいものも
ある印象です。例えば私どもの周りに
も、朝から夜中まで、会社の仕事で一
日中ネットを見ているとか、あるいは
会社からしょっちゅうコールがかかっ
てくるということで、片時もネットや
スマホを手放せない、１分おきに見る
とか、そんな方もいらっしゃいます。
これは依存症ではないのでしょうか。
　西村　例えば、大酒飲みの方でもそ
うですけれども、お酒をいっぱい飲ん
でいるからといって、別に肝臓も悪く
なっていない、社会的に欠勤が増えて
いるわけでもない、家族関係も壊れて

いない方だと、結局は特に個人とか社
会的な被害がないので、依存症とはな
かなか言えないと思うのです。それと
同様にネットやゲーム、ICD-11からゲ
ーム障害というのが診断として付け加
えられるのですが、何かネットによっ
て、例えば昼夜逆転がある、欠勤が増
えてしまう、食生活が不規則になって
しまう、家族関係が悪くなってしまう、
精神症状が重くなってしまうというよ
うなことが起きて、そこでネットをう
まくコントロールできていないと、結
局依存症と診断をつけざるを得ないと
思います。
　山内　依存症は基本的には当初は好
きだったものが自分でどんどんのめり
込んでいってしまったものと考えても

よいのでしょうね。
　西村　最初はそうですね。ご本人は
好きと感じていて、楽しんでやってい
たかもしれないのですが、気づけばだ
んだん不利益ばかりが問題になってい
ってしまう、そういうものは依存症だ
と考えてもいいと思います。
　山内　ネット依存症となっています
が、ネットといっても、ユーチューブ、
ツイッター、LINE、ゲームなど、今
はいろいろなものがあります。おおむ
ねそれぞれでの大きな違いはないとみ
てよいのでしょうか。
　西村　そうですね。そこに課金が加
わってくると買い物やギャンブル、一
方でネットサーフィンだけだったり、
ユーチューブだったら動画など、幅広
いと思うのですが、表面上は特に大き
な違いというのはないと思います。
　山内　症状ですが、軽症という言葉
を使っていいのかわかりませんが、軽
いものから重いものまで、ピンキリが
あると思うのですが、このあたりのと
らえ方はどうなっていますか。
　西村　体の疾患と違ってなかなか数
値で測れるものではないのですが、健
康被害や家族関係、あとは社会生活へ
の影響だったり、重症度は測っていく
べきだと思います。
　山内　家庭生活や社会生活が送れな
くなってくると重症とみてよいのです
ね。
　西村　そうですね。

　山内　逆にいうと、家庭生活、社会
生活が何とかこなせていれば、これは
まだ脈がある状況と考えてよいでしょ
うか。
　西村　そうなってくると、まだうま
くコントロールできている状態と考え
ざるを得ないです。
　山内　逆にどんどん重くなってきま
すと、例えばうつ病とか本当の精神病
に進むことはあるのでしょうか。
　西村　もともとうつ病や、ADHD、
不安障害を合併している方ももちろん
いますし、ネットやゲームに没頭して
いくと、だんだん社会的にも孤立して
いったり、昼夜逆転が影響して、抑う
つ症状だったり、不安だったり、イラ
イラなどがどんどん強くなって、精神
症状が悪化していく方も多いと考えま
す。
　山内　この手のものは夜一人でやっ
ているイメージも強いのですが、特に
夜やっているからこういう依存症が出
やすいとか、そういったものではない
のでしょうね。
　西村　夜だからと特筆することはな
いと思います。
　山内　ということで、質問は治療と
いうことです。これは非常に難しいだ
ろうと思うのですが、まずやめさせる
方法について、具体的にどういったこ
とを行っているのでしょうか。
　西村　依存症の専門家たちの中でも
意見が分かれるかもしれないのですが、
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当院、神奈川県立精神医療センターで
は特に依存症の方々は、アルコールだ
ろうが、薬物だろうが、行動嗜癖の買
い物、ギャンブルだろうが、性依存だ
ろうが、そして今回のネットやゲーム
だろうが、表面上の依存している行動
だったり物質は違えど、根本にあるの
は幼少期からの、なかなか自分のこと
を親にいえないという経験です。例え
ば、親が虐待していた、ネグレクトだ
ったり、親が離婚して不在だったり、
自殺してしまったり、自分の例えば悲
しい思い、寂しいとか怒りとか、こう
いう負の感情をなかなか言葉にできな
い。抑圧して我慢するという対処方法
で何とか生き抜いてきた方々が、結局
は人に頼る、というよりは物質だった
り行動は裏切らないので、そういうも
のに頼っていく。そして、自分の抑圧
している気持ちを何とか紛らわせて、
ネットをしている時間はちょっと楽だ
なとか、少しリラックスできる、何か
気が紛れる、自分が出せるな、とどん
どんはまっていくと、結局はそれがコ
ントロールできずに、ネットで何とか
自分の気持ちをやわらげて生き延びて
きたという方が多いと思っています。
　山内　裏切らないという、これはな
かなかいい得て妙なキーワードだと感
じましたが、ここのところをきちんと
汲み取ってあげるということですね。
　西村　そうですね。表面上、ネット
をやめなさいとか、何時間にしなさい

といっても、結局止まらないですし、
止まれば、僕らもそれを応援している
のですが、今申し上げたような自分の
気持ちを抑圧してしまうところに原因
の根本があるので、そこをよく共感し
てあげる、よく理解を示してあげるこ
とがすごく大事になってくると思いま
す。
　山内　だめだ、だめだといっても、
また別のものに行ってしまうことにな
りますね。
　西村　そういうことです。
　山内　そうしますと、自分の感情の
はけ口をそういうものに持っていくと
いうことでは、メリットをうまくつか
むということになるでしょうか。
　西村　そうですね。ネットをやるこ
とのメリットも理解を示してあげる。
周りの大人たちは「ネットをやめろ、
ネットをやめろ」としかいわないかも
しれないですが、そのネットを用いて
何とか生き延びてきた、何とか自分で
対処してきたというところにも理解を
示してあげて、本人がネットのことで
さえ、何でも正直に医療者にいえるよ
うな関係を作っていくこと。そして、
ネットではなくて、小さい頃できなか
った、誰かに頼る、人に頼る、という
ことをまずは医療者との間の中で関係
性を作り、ネットではないものに頼っ
ていく。それが人だということを学ん
でいけると違うと思います。
　山内　結局はネットをやっていると

リラックスしていられるとか、自分を
取り戻せるとでもいうのでしょうか、
そういった感覚が実はある。それを別
の方向に引き出してあげる、受容とい
うものでしょうか。やはりお話をして
引き出していくことになるのでしょう
ね。
　西村　そういうことですね。ご本人
もそれに気づいていないかもしれない
のでまずそこに気づいてもらうこと。
その中で、この主治医はわかってくれ
た、自分の気持ちを理解してくれた、
この人に話してよかった、また何か話
してもいいかな、と思えることがすご
く大事です。何かあったらいつもネッ
トをしていたけれども、次からあの先
生に話してみようとなってくると、だ
んだんネットが必要でなくなってくる
と考えています。
　山内　ネットに頼って何らかのメリ
ットがあるところを医療者が引き受け
てあげることになるのですね。
　西村　そういうことです。
　山内　この質問ですと、不登校、引
きこもりですね、こういったときはど
うしましょうかというのも、今のお話
にだいたい沿ったかたちで理解してよ
いのですね。
　西村　そうですね。不登校でも引き
こもりでも、それに何か本人のメリッ
トがあったり、そういう行動を示す理
由、その裏に何か気持ちがあるはずで
す。そこに目を向けて理解してあげる

こと、わかってあげること、それを話
せる環境をたくさん増やしていくこと
で、結局は不登校だったり引きこもり
をしなくて済むかもしれないですね。
　山内　特に不登校ということではお
子さんと親との関係はやはり大事なも
のなのでしょうね。
　西村　そうですね。思春期であれば、
親の対応が変われば、まだまだ本人が
変わる余地はすごくあるので、親のか
かわり方というのはすごく重要になっ
てくると思いますし、そこへの教育は
医療者の役割として重要だと思います。
　山内　親は過干渉とみてよいのです
か。
　西村　過干渉な親もいますし、逆に
ネグレクトだったり、本人に全然無関
心な親もいるので、適切なかかわり方
というのはなかなか難しいと思うので
す。しかし、そこを親にもアドバイス
し、親の苦労だったり、親のたいへん
さも医療者として理解を示してあげる
ことも重要だと思います。
　山内　最後の質問の治療法ですが、
この場合の治療法はおそらく薬物なり、
あるいは何かほかのものがないかとい
う質問だと思います。まず、薬に関し
てはいかがでしょうか。
　西村　アルコールや薬物依存症もそ
うですが、薬物療法で根本解決にはな
らないものの、もちろん昼夜逆転だっ
たり、ご本人の不安やイライラ、衝動
性を少し緩和してあげることを手助け
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当院、神奈川県立精神医療センターで
は特に依存症の方々は、アルコールだ
ろうが、薬物だろうが、行動嗜癖の買
い物、ギャンブルだろうが、性依存だ
ろうが、そして今回のネットやゲーム
だろうが、表面上の依存している行動
だったり物質は違えど、根本にあるの
は幼少期からの、なかなか自分のこと
を親にいえないという経験です。例え
ば、親が虐待していた、ネグレクトだ
ったり、親が離婚して不在だったり、
自殺してしまったり、自分の例えば悲
しい思い、寂しいとか怒りとか、こう
いう負の感情をなかなか言葉にできな
い。抑圧して我慢するという対処方法
で何とか生き抜いてきた方々が、結局
は人に頼る、というよりは物質だった
り行動は裏切らないので、そういうも
のに頼っていく。そして、自分の抑圧
している気持ちを何とか紛らわせて、
ネットをしている時間はちょっと楽だ
なとか、少しリラックスできる、何か
気が紛れる、自分が出せるな、とどん
どんはまっていくと、結局はそれがコ
ントロールできずに、ネットで何とか
自分の気持ちをやわらげて生き延びて
きたという方が多いと思っています。
　山内　裏切らないという、これはな
かなかいい得て妙なキーワードだと感
じましたが、ここのところをきちんと
汲み取ってあげるということですね。
　西村　そうですね。表面上、ネット
をやめなさいとか、何時間にしなさい

といっても、結局止まらないですし、
止まれば、僕らもそれを応援している
のですが、今申し上げたような自分の
気持ちを抑圧してしまうところに原因
の根本があるので、そこをよく共感し
てあげる、よく理解を示してあげるこ
とがすごく大事になってくると思いま
す。
　山内　だめだ、だめだといっても、
また別のものに行ってしまうことにな
りますね。
　西村　そういうことです。
　山内　そうしますと、自分の感情の
はけ口をそういうものに持っていくと
いうことでは、メリットをうまくつか
むということになるでしょうか。
　西村　そうですね。ネットをやるこ
とのメリットも理解を示してあげる。
周りの大人たちは「ネットをやめろ、
ネットをやめろ」としかいわないかも
しれないですが、そのネットを用いて
何とか生き延びてきた、何とか自分で
対処してきたというところにも理解を
示してあげて、本人がネットのことで
さえ、何でも正直に医療者にいえるよ
うな関係を作っていくこと。そして、
ネットではなくて、小さい頃できなか
った、誰かに頼る、人に頼る、という
ことをまずは医療者との間の中で関係
性を作り、ネットではないものに頼っ
ていく。それが人だということを学ん
でいけると違うと思います。
　山内　結局はネットをやっていると

リラックスしていられるとか、自分を
取り戻せるとでもいうのでしょうか、
そういった感覚が実はある。それを別
の方向に引き出してあげる、受容とい
うものでしょうか。やはりお話をして
引き出していくことになるのでしょう
ね。
　西村　そういうことですね。ご本人
もそれに気づいていないかもしれない
のでまずそこに気づいてもらうこと。
その中で、この主治医はわかってくれ
た、自分の気持ちを理解してくれた、
この人に話してよかった、また何か話
してもいいかな、と思えることがすご
く大事です。何かあったらいつもネッ
トをしていたけれども、次からあの先
生に話してみようとなってくると、だ
んだんネットが必要でなくなってくる
と考えています。
　山内　ネットに頼って何らかのメリ
ットがあるところを医療者が引き受け
てあげることになるのですね。
　西村　そういうことです。
　山内　この質問ですと、不登校、引
きこもりですね、こういったときはど
うしましょうかというのも、今のお話
にだいたい沿ったかたちで理解してよ
いのですね。
　西村　そうですね。不登校でも引き
こもりでも、それに何か本人のメリッ
トがあったり、そういう行動を示す理
由、その裏に何か気持ちがあるはずで
す。そこに目を向けて理解してあげる

こと、わかってあげること、それを話
せる環境をたくさん増やしていくこと
で、結局は不登校だったり引きこもり
をしなくて済むかもしれないですね。
　山内　特に不登校ということではお
子さんと親との関係はやはり大事なも
のなのでしょうね。
　西村　そうですね。思春期であれば、
親の対応が変われば、まだまだ本人が
変わる余地はすごくあるので、親のか
かわり方というのはすごく重要になっ
てくると思いますし、そこへの教育は
医療者の役割として重要だと思います。
　山内　親は過干渉とみてよいのです
か。
　西村　過干渉な親もいますし、逆に
ネグレクトだったり、本人に全然無関
心な親もいるので、適切なかかわり方
というのはなかなか難しいと思うので
す。しかし、そこを親にもアドバイス
し、親の苦労だったり、親のたいへん
さも医療者として理解を示してあげる
ことも重要だと思います。
　山内　最後の質問の治療法ですが、
この場合の治療法はおそらく薬物なり、
あるいは何かほかのものがないかとい
う質問だと思います。まず、薬に関し
てはいかがでしょうか。
　西村　アルコールや薬物依存症もそ
うですが、薬物療法で根本解決にはな
らないものの、もちろん昼夜逆転だっ
たり、ご本人の不安やイライラ、衝動
性を少し緩和してあげることを手助け
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することはできます。しかし根本にな
ってくるのは、先ほど申し上げたよう
に、いかにネットではなくて、自分の
言葉で自分の負の感情を誰かに伝えら
れるか、言葉にできるか、頼れるかと
いうことが重要だと思います。

　山内　ある程度昼夜逆転などは薬で
戻すこともあるかもしれないが、あく
まで安定剤などは限定的な役割とみて
よいのですね。
　西村　はい、そうです。
　山内　ありがとうございました。 国立医薬品食品衛生研究所 客員研究員

小野寺　博志
（聞き手　池田志斈）

　看護師が注射の準備（エア抜き）をしていて、インフルエンザワクチンの薬
液が目に入った場合、洗い流すだけでよいでしょうか。ほかのワクチンで目に
入った場合、気をつける種類（眼科を受診する）はありますでしょうか。
 ＜新潟県開業医＞

目の薬剤などの曝露時の対処方法

　池田　小野寺先生、看護師が注射の
準備をしたときにインフルエンザワク
チンの薬液が目に入ったということで
す。この場合は洗い流すだけでよいの
でしょうかということですが、どうな
のでしょうか。
　小野寺　結論からいいますと、イン
フルエンザワクチンが目に入ったとす
れば、それもエア抜きをしていて飛び
散ったのでしたら、洗い流すだけで大
丈夫だと思います。一般的な応急処置
と同じで水で流していただいて問題な
いと思います。ただし、万が一、時間
がたって自覚症状というか、痛み、か
ゆみ、腫れなど違和感や熱などが出て
きたら眼科を受診するようにお勧めし
ます。
　池田　質問で、ほかのワクチンで目

に入った場合、気をつけるものはある
のでしょうかということですが、ワク
チンといってもたくさんありますよね。
どのようなものに気をつける必要があ
るのでしょうか。
　小野寺　ワクチンの種類は、インフ
ルエンザの予防に使われている季節性
ワクチン、特定の病原菌に対する感染
予防ワクチン、がんなどの治療に使わ
れる治療用ワクチンなど、ワクチン目
的と合わせて多くの種類があります。
　池田　たくさんありますが、具体的
に幾つか教えていただけますか。
　小野寺　皆さんご存じなのは、BCG
やポリオなどの弱毒化生ワクチンとい
われているもので、その病原菌の力を
弱くしているワクチンです。
　池田　生きているということですね。
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