
1 

 

発達障害の視点から見たギャンブルなどの依存問題の予備的調査結果 

2020年 3月 

日本自閉症協会/発達障害と依存問題の冊子制作委員会 

 

冊子「発達障害の視点から見たギャンブルなどの依存 ～多様性の理解と適切な支援の

ために～」の発行にあたり、日本自閉症協会内に組織された上記委員会は二つの予備的調査

を 2019年 10月に行った。 

一つは日本自閉症協会の加盟団体（複数）の主に会員に対して行ったもので、ギャンブル

依存に限定せず、こだわりや依存の実情をネット方式で調査し、102名の回答を得た。調査

をこだわりや依存に広げた理由は、収入や生活実態から考え、ギャンブル依存のケースは稀

と予想し*1）、関心の高いゲームやスマホなども対象とすることにより、調査協力者のニーズ

に応えるものとした。どのようなことにこだわりや依存があるのかを主に調べた。 

もう一つは、同委員会委員の協力を得て、あるギャンブル依存回復支援機関利用者を対象

に調査し、28 名の回答を得た。そこの利用者の中にどのくらい発達障害の特性を有する人

がいるのかを主に調べた。 

両予備的調査の目的は、自閉スペクトラム症を含む発達障害児者の依存の問題を調査す

る方法の手がかりと、あわせて、調査のための仮説を立てるためであった。偏った対象によ

る予備的調査であることから、結果の数字を一般化することはできない*2）が、それでも、こ

れまでに発表されていること*3）や経験的に言われていたこととほぼ同様な傾向であった。 

海外の研究者の指摘もあるように、依存症と発達障害（ADHD や ASD 等）のオーバーラッ

プが存在することを、両支援者（医師、親、教師当）が介入するにあたって、心に留めてお

くことが重要であると考える。 

---------------------------------------------------------------------------- 
*1） 2017 年の国の全国調査においても、1 年間に「ギャンブル等依存が疑われる者」の推定値は成⼈の

0.8％、生涯を通じた「ギャンブル等依存が疑われる者」の推定値は 3.6％ 

“ギャンブル障害の疫学調査、⽣物学的評価、医療・福祉・社会的⽀援のありかたについての研究”／国

内のギャンブル等依存に関する疫学調査（全国調査結果の中間とりまとめ）／国⽴病院機構久⾥浜医療セ

ンター院⻑樋⼝進、副院⻑松下幸⽣、平成２９年９⽉２９⽇ 

*2） とくに、発達障害者がギャンブル依存にどの程度なりやすいかどうかは今回のような調査方法から

は分からない。障害そのものが影響しているのか、生活上のストレスの多さなどの結果なのか、調査結果

の解釈は慎重を要する。 

*3）Ⅲ-2 海外の研究等の情報参照 
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Ⅰ 日本自閉症協会会員の予備的調査 

1.調査対象：日本自閉症協会の会員（保護者または本人が回答） 

2.回答数：102名 

3.回答方法：ネットアンケート 

4.調査期間：2019年 9月 24日から 11月 25日 

5.調査結果（数値データ） 

 

回答記入者と対象者との関係 

 

 

 

 

 

 

 

以下はすべて、回答者ではなく対象者の内容 
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物系：ごみ屋敷 13、貯め込み 9、買い物 8、スマホ契約 2 

声 ：大声、奇声 

他害・自傷：髪引き・叩き・引っ掻き・眼突き・噛みつき・頭突き 16、 

つば吐き 3、身体いじり 2 

自慰等：自慰 11、セックス 2、風俗 2 

その他：同じ話、過剰な手洗い、生活パターンの固執、テレビ、書く、物取り、 

行動開始で固まる、ブロック塀に触れながら歩く。、決まったホーム、外観が同じ

電車、同じ道、特定の衣類、泣き声、匂い、等  
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「薬・薬物」は、回答を読むと、違法薬物ではないとは言い切れないが、主には処方薬のこ

とだと思われる。 

独居生活者など、経

済的にも生活能力が

ある人のほうが、当

然、ギャンブルなど

に依存しやすいこと

になる。 

P=0.0191、有意、Fisher 
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この回答者では、生活が崩壊したか崩壊しかねなか

った人は 20％。大半の方は、依存のリスクを抱えな

がら、生活していた。 
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6.調査結果（自由記述） 

こだわりや依存があると回答した人で、自由記述に書かれたものを編者の責任で要約した。 

障害名の略記：ASP-アスペルガー症候群、ASD-自閉症、PDD-広汎性発達障害、 

自閉 S症-自閉スペクトラム症、ADHD-注意欠如多動症 

こだわりや依存の対象や内容の略記：他害行為とは、-髪引き、叩き、引っ掻き、

眼突き、噛みつき、頭突き 

A. 本人が自分について記述したもの 

記載順序：もっとも大変だったときの大変さ順／年齢順 

本人情報：年齢／性別／診断名（推定含む）／こだわりや依存の対象や内容 

内容：もっとも大変だったときの状態／きっかけ／克服方法 

A-1 生活全般に支障が出て、つらくなるほどにとりつかれ、生活が崩壊したか、しかねな

い。 

① 19～22歳／男／ASP,LD／パチンコ・スロット／№4 

⇒お金がなくなり、親に金をせびる／原因はお金の管理を教えてもらえなかったこと。 

② 40 代／男／自閉 S 症／ゲーム、サイト閲覧・投稿、過食、嫌なことがあるとジャンク

フード、貯め込み、ごみ屋敷／№100 

⇒引きこもり、ネット依存、昼夜逆転状態／きっかけは学校で支援者に怒鳴られたこと

や親に虐待されたこと。／著名な先生の本を読んで克服した。 

③ 40 代／男／知的障害,ASP,てんかん／惣菜、買い物、貯め込み、支援員へのこだわり／

№101 

④ 50 代／女／ASP,PDD,ADHD,LD,不安障害,気分障害／サイト閲覧・投稿、ごみ屋敷／№15 

⇒孤立とこだわりが困り 

⑤ 50 代／女／自閉症,ADHD,摂食障害／過食、偏食、肉・魚の生臭さ等がダメ、買い物、 

貯め込み、ごみ屋敷、支払額が多くクレジット払いができない時あり。営業マンに騙さ

れる。片付けられない／№77 

⇒人に騙されたり、いじめやパワハラに合う。差別される。健康ではない。／／克服で

きない。身の丈に合わせ、能力以上の事は止めた方が良いと思う。自分で判断せず、消

費生活相談センタ―・警察・弁護士等に相談するようにしている。 

A-2 かなり頻繁に生じて日々困っているが、生活が崩壊するほどではない。 

① 19～22歳／男／ASP,ADHD,トゥレット／サイト閲覧・投稿、SNS、他害行為、自慰、ごみ
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屋敷／№12 

⇒時間管理が苦手。勉強時間を確保困難。授業の課題取組めず。成績が良くない。 

② 23～29歳／男／ASP,ADHD／ネット買い物、SNS、一般株式投資、薬・薬物、過食、異性

／№88 

⇒困ることは家族のトラブル（生まれてからずっと）／母がネット買い物依存症 

③ 40 代／男／ASP,PDD,ADHD,トゥレット, 依存症／ゲーム、 ネット閲覧・投稿、SNS、過

食、他害行為、 大声・奇声、自慰、セックス、 貯め込み、ごみ屋敷、 運動、異性、

困った人・カリスマ性のある人／№10 

⇒ギャンブルをやめたら、人や物、行為などに依存／きっかけはストレス／克服は自助

グループ等、他の（まともな）ものに依存。 

④ 40 代／男／ASP／（賭け？）スポーツ、サイト閲覧・投稿、過食、大声・奇声、 自慰、

運動／№16 

⇒時間とお金の浪費／きっかけは、他にできることがないため。 

⑤ 40 代／男／PDD／ボートレース、一般株式投資、酒類、大声・奇声／№19 

⇒困っていることは、人と繋がれないことや、時間を守れない相手への怒り。 

⑥ 40 代／男（独居）／知的障害,ASP,てんかん／サイトの閲覧・投稿、薬・薬物、多飲水、

食事のパターン化、買い物、貯め込み／№21 

⇒ユニットバスの内側・外側の雑音の襲撃で困る（2時間かけて毎日ユニットバスを掃

除）。急に痩せ、主治医から一日三食の食事の指示。昼は軽食程度に抑える。 

⑦ 40 代／nonbinary／ASP,PDD,ADHD／ゲーム／№78 

⇒時間感覚を失い、睡眠不足で仕事に支障。／過集中になり食事や団欒の予定が滞り

（家族に迷惑をかけた）／きっかけは、子供の頃から気持ちを落ち着けるために（ゲー

ムを）していたこと。／対策として、ゲーム機がない環境に移ったが、その後うつ病に

なり入院。 

⑧ 40 代／男／PDD／パチンコ・スロット、ボートレース、ゲーム、一般株式投資、大声・

奇声／№89 

⇒給料を使いすぎる。 

⑨ 40 代／男／ASP,PDD／薬、薬物, 多飲水, 過食髪引き、叩き、引っ掻き、眼突き、噛み

つき、頭突き, 大声、奇声, 自慰, セックス, 風俗, 買い物, スマホ契約（新規・機

種変更）, 貯め込み, 運動・エクササイズ異性, 友人と知人との人間関係／№91 

⇒支援者が身近にいないと心配になる。／かつて精神世界に嵌まって身内を振り回し

た。／そのきっかけは近所の悪質な霊能者／克服は、没頭出来るようなこと、好きなも
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のと出会う。 

⑩ 40 代／男／PDD／ごみ屋敷／№102 

⇒（困ったのは）不安障害／／（原因は）医師不信のため／ 

A-3 時々起こるが、注意深く対応すれば何とかなる。 

① 30 代／女／ASP,ADHD,LD／ゲーム、サイト閲覧・投稿、買い物／№6 

⇒困りは寝不足、離人感。切り替えのしにくさ。／／心理的な社会的ストレス、回避行

動。／別のこだわりを作ったり、モチベーションの持てることを見つけて、切り替えに

努めている。 

② 30 代／男／自閉症,ASP,ADHD／SNS、過食、貯め込み、肌をかきむしり／№97 

⇒困っていることは、急なことや、予期していないことが起こると頭が真っ白になり、

普段ありえないミスをすることや、言語ができないことへの苛立ち。普段我慢している

結果として、大したことでないことで怒ってしまう。幼少期に上手く相談できなかった。

／（このことを）完全に克服することは難しいので、長い期間で見るしかない。 

③ 40 代／男／ASP,PDD／サイトの閲覧・投稿、薬・薬物、 喫煙、他害行為、大声・奇声、

自慰、セックス、風俗、買い物、貯め込み、異性、特定の女性／№17 

⇒困りは破産するほどではないが貯金が無くなること。／／きっかけは絵画制作活動

が職業に成らず、画壇の公募展入選が 2回だけだから。／（対策は）意志を強く持ち、

目の前の出来ることを継続し、出来ないことは周囲にサポートしてもらう。 

④ 40 代／男／PDD／ゲーム、他害行為、自慰、アイドル／№92 

⇒困った事は、甘党で、ご飯後に余計な甘いものを買ってしまうこと。女優のファンで、

破産しない程度だが色々なグッズを買い込んでしまうこと。他に用事があるのに、ネッ

トで女性（なりすまし）とメル友になって一日に何度もメールしたこと。／／甘党（に

なった原因）は小さい時に虫歯予防のために甘いものを食べられなかったから。女優の

ファン（になった原因）は、親の方針で許されなかったから。偽恋人（とメル友になっ

た原因）はモテなかったから、それと、親との確執やブラック企業の圧迫があったから。 

⑤ 50 代／男／自閉症／サイト閲覧・投稿、薬・薬物、スマホ契約／№81 

⇒そうなったきっかけは、不安、対人ストレス。／（対策は）運動、趣味でストレスを

減らし、食事を改善すること。 
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B. 保護者が子について記述したもの 

記載順序：もっとも大変だったときの大変さ順／年齢 

本人情報の記載：年齢／性別／診断名（推定含む）／こだわりや依存の対象や内容 

内容：もっとも大変だったときの、本人の困り／周囲の困り／きっかけ／克服方法 

 

B-1 生活全般に支障が出て、つらくなるほどにとりつかれ、生活が崩壊したか、しかねな

い。 

① 15 歳未満／男／自閉症,ASP,ADHD／サイト閲覧・投稿、過食、細く長く食べ続ける、大

声・奇声、自慰、ノート記入(時刻表的、日記)／№30 

⇒（本人の）外出困難／一人で留守番させると冷蔵庫の中のものをほとんど食べてしま

うので心配／学校の先生の休職によるクラス編成替えから不登校になった／ 

② 15～18歳／女／PDD／ゲーム、サイト閲覧・投稿／№51 

⇒／／きっかけは、高校進学時にスマホを持たせ、夜しか使用時間制限をかけなかった

こと。／まだ克服途上。スマホのペアレントコントロールを使用。本人と話し合い、使

用時間以外はリビングに置く。 

③ 19～22歳／男／ASP,PDD,ADHD／ゲーム、サイト閲覧・投稿、大声・奇声、物取り／№84

⇒／本人の欲求が通らないと我慢できない。自分の欲求を通すためなら周りの事はど

うなってもいいということが困る。／きっかけは分からない。／まだ克服出来ていない。

今後、克服出来るようにしていきたい。 

④ 19～22 歳／男／知的障害,自閉症,PDD／サイト閲覧・投稿、多飲水、過食、他害行為、

大声・奇声、自慰／№85 

⇒本人の困りは、予定、バス・電車の乗車、飲食物へのこだわり。予定や要求を次々に

クリアしていかないと気がすまない。飲食で吐き癖。飲み物へのこだわりが強くて外出

先で頻繁に要求。他害行為、特に何かきっかけがあったわけでもなく、襲いかかること

がある。集団生活が苦手で通所先に行きたがらず、家を出るのに時間がかかる。／周囲

が困ることは、場所や時間を考えずに、本人の都合で要求されること。攻撃されること。

／原因は、本人の知能の低さと自閉症のこだわりから来てると思う。／ 

⑤ 23～29歳／女／自閉症,ASP,ADHD／過食、拒食、運動・エクササイズ／№73 

⇒運動へのこだわりで低体重に。強い不安でリストカット等の希死念慮あり。母への過

度な依存。／周囲の困りは、命・健康の心配がある。外出の制限。／原因は、友人関係

がうまくいかず孤独だったからではないか。／専門学校を中退後、早朝アルバイトで安

定して働くようになって、少しずつ回復してきている。 

⑥ 23～29 歳／男／知的障害,自閉症／多飲水、異食・過食・拒食*1、他害行為、 器物損

壊、大声・奇声、つば吐き、貯め込み、常同行動、感覚過敏／№76 
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*1）異食・過食・拒食の詳細：1.ヤクルトと特定の菓子しか食べられない、2. 焼きそば・納豆・

肉まんでは特定の会社の食品しか食べない、3.冷たいご飯が食べられない（療育の場で、パン等

を持参していたら、無理に冷や飯を持参するよう強要されて本人が拒食・大パニックなり、お米

を食べなくなった等、4.適量がわからず特定の物を吐くまで食べる、など。 

⇒自傷・器物損壊。特定の方がいると登校しない、食事できない。鼻に指。二度とプー

ルに入らない。常同行動・こだわり*2／（親は）子と心中したい気持ち／きっかけは、

ある療育で本人が口にできない冷たいご飯を強要されてご飯が食べられなくなったこ

と／対応は、他の療育で「成長と共に食べられる物が増えるので、楽しい雰囲気で食事

をする・強要しない」と言われ、後者を実行。アニメの靴・衣服は、同じものを数足・

数枚購入。サイズが無くなった時、好きなキャラクターのアップリケをつけたり、ボタ

ンを付けたりした。電車のパニックは帰宅できないことや病院へ行けないことにつな

がり困るので時間に余裕を持った。トランポリンを購入。克服できないことも沢山ある。 

*2）常同行動・感覚過敏の詳細：決まったホームの外観が同じ電車しか乗れないと大パニック。

帰れない。同じ道を通らないと大パニック。 

エレベーターに乗れず、最上階まで階段（問題は、扉が開くと違う景色）。 

選挙やスポーツの延長でお気に入りの TV が無くなると大パニック。 

好きなアニメの靴・衣服しか切れない。サイズが無くなり大変だった。暑くても長袖長・寒くて

も半袖半ズボン。お気に入りの素材しか着ない。帽子の顎紐、衣服のタグだめ。 

クルクル回る・部屋の往復等。 

赤ちゃんの泣き声・先生の叱責（他の方に対して）もだめ。 

動物がだめ。匂いに敏感で苦手な匂いで入れない。 

小さい頃、特定の子の坊主頭の感触に魅せられて触り、トラブルに。 

たくさんありすぎて書ききれない。 

⑦ 30 代／男／知的障害,自閉症／異食、他害行為、貯め込み、ブロック塀を触りながら歩

く感触のこだわり、ブロック塀に沿って歩こうとするため道に迷う、そばにいてほしい

人に気を引くために自傷をしたり、問題行動をする／№70 

⇒（本人は）不安解消のための物を集めが不安解消にならず、逆にこだわりがエスカレ

ートする。音楽テープやビニールテープの切れ端などを手放せなくなり、移動の度にそ

れを持ち歩き、移動先の床に全部順番に並べて確認する事を繰り返し、自分で大変にな

ってもやめられない。 

ブロック塀の感触にこだわり、ブロック塀の在る方へしか歩かず、声掛けも耳にはいら

ず、自分でもどこにいるかわからなくなるまで歩く。 

わかってほしくてやる行動が問題行動。言葉が不明瞭で伝わらない。不安になると確認

行動増加、対応がまちまちだと混乱。初めての人の反応を見るお試し行動があり、その

反応によって距離を変える。／本人の行動を周囲は理解しにくい。安心するために始ま

ったことがこだわりに代わり、本人が心安らかに過ごせるための対応が難しい。同じ状

況でも本人の状態で反応や態度が変わり、対応が難しい。30 本以上ためた音楽テープ

のラベルをはがして、本人以外は何の曲が入ったテープかわからない状態の中から、本

人が聞きたい１曲をかけろと要求する。見つかるまで騒ぐ。また、ビニールテープの切

れ端を５０枚以上集め順番に重ねて持ち歩き、部屋を移動するたびに重ねた順番に床

に並べて確認する。時間がかかり授業や次の行動にも影響。床に並べた切れ端は人の足

裏に張り付きやすく、無くなるとパニックになる。／原因は、環境の変化。強い不安感。
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意思の疎通の難しさ。不安を和らげるためのお気に入りの物を持ち歩く行為がこだわ

りになり、長引き、エスカレートし、更なる不安のもとになった／対応は、児童施設に

入所したことで、悪循環に陥っていた生活やこだわりの物から距離を置く事ができ、乱

れた睡眠・食事などの生活リズムが少しずつ改善された。また、支援者間で連携を取り、

本人の成長や理解に合わせ同じ支援対応・声掛けを続けてくれたので本人の不安や混

乱が軽減してきた。ブロック塀を触って歩くようなこだわり行動は時期が来たら自然

に落ち着き、触ることはあっても元の道からはずれずに声掛けで動けるようになった。

人へのこだわりが別に移った。 

⑧ 40 代／男／知的障害,自閉症／多飲水、他害行為／№61 

⇒自分の意思を上手に表現できない。／叩く、つねる、噛む等、他人を攻撃する。／き

っかけは、仕事が気に入らない、本人が思っているよりも（時間が）長すぎる。／対策

は作業所を変更。 

⑨ 40 代／男／知的障害,自閉症／多飲水、他害行為／№87 

⇒／髪引き。多飲水は困っていないが気になる。／きっかけは、自分の嫌いなことを表

わせず爆発。／対策は、本人が嫌な環境（作業所）を変えた。 

B-2 かなり頻繁に生じて日々困っているが、生活が崩壊するほどではない。 

① 15 歳未満／男／自閉症,PDD／ゲーム、サイト閲覧・投稿、大声・奇声、小さい子(男女

問わず)の手／№29 

⇒／／きっかけは、人に興味を持ち始めたとき、「むやみに人を触ってはいけないが握

手ならいい」としたことだと思う。／ 

② 15 歳未満／男／自閉症／大声・奇声、テレビ／№32 

⇒TV への過度な依存／周囲は、次の行動に移ってくれないので困る。／物心がついた

時にはそうなっていた。／療育等により解消。また、一時期テレビを撤去。 

③ 15 歳未満／男／自閉症／／№66 

⇒／オムツの履き心地の違和感でかんしゃくを起こして泣き叫び続ける／きっかけは

不明／電車に乗れないと癇癪を起こし、泣き叫び続ける／最近、共感して「今度乗ろう

ね」と言えば収まるようになってきた。 

④ 15～18歳／女／ASP／競馬／№5 

⇒時間の浪費／注意してもやめない／きっかけは兄の影響。 

⑤ 15～18 歳／女／ASP,ADHD／サイト閲覧・投稿、特定の食べ物を繰り返し食べ、他のメ

ニューが食卓に出されても口にしない。他害行為、大声・奇声／№72 

⇒／家族の財布から現金を抜く。親に内緒でインターネットで買い物。父親のクレジッ
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ト払いのため、家計が脅かされる。／原因、日頃からウソをつくことが多い／ 

⑥ 15～18 歳／男／知的障害,自閉症,ADHD,トゥレット／先生に怒られたり注意されたり

したことを繰り返す、多飲水、他害行為、自慰、異性／№82 

⇒特定の相手を見ると叩く／注意されたことを繰り返すので目が離せない／きっかけ

は先生に注意されたこと。／対応は、無反応で注意もしないで淡々と接していたところ、

本人もこだわらなくなって、その行動が消えた。 

⑦ 19～22歳／男／知的障害,自閉症／ゲーム、サイト閲覧・投稿、小学校の女性教員への

こだわり／№27 

⇒給食を食べない／周囲の困りは、物事を円滑に進められないこと／きっかけは（先生

の？）対象者に寄り添わない応対だと思う。／4か月ぐらいで飽きたようだ。 

⑧ 23～29歳／男／知的障害,自閉症／サイト閲覧・投稿、大声・奇声、つば吐き、近所の

きれいな人／№13 

（その女性に）もっと会いたくなる／周りは、エスカレートしないための調整が大変。

／きっかけは声をかけてもらったのが嬉しかったから。 

⑨ 23～29歳／女／知的障害,自閉症／他害行為、買い物／№24 

⇒眠れないと髪を抜く／買い物に行くと不要なものも買わずにはいられなくなる／き

っかけ不明／ 

⑩ 23～29歳／女／ASP,相貌失認／サイト閲覧・投稿、過食、大声・奇声、ごみ屋敷／№49 

⇒社会に適応しにくい／二次障害の不潔恐怖が強く、日常生活に支障／原因は、親のス

パルタと様々な挫折経験／ 

⑪ 23～29歳／女／ASP,相貌失認／サイト閲覧・投稿、大声・奇声、ごみ屋敷／№50 

⇒社会に適応しにくい／二次障害の不潔恐怖が強く、日常生活に支障／原因は挫折体

験の積み重ね／ 

⑫ 23～29歳／男／ASP／多飲水、大声・奇声／№56 

⇒フラッシュバック／奇声、独語に周囲は困る／原因は学生時代の家族の対応／漢方

薬や安定剤服用も改善せず。 

⑬ 23～29歳／男／ASP,ADHD／ごみ屋敷／№79 

部屋を片付けず、床に食べ物やごみ等が散乱／家族は異臭が心配／散らかったままの

方が落ち着くらしい／現在ヘルパーに入ってもらい、片付け練習中 

⑭ 30 代／男／PDD,LD／ゲーム、不適切な飲食、ごみ屋敷／№58 

⇒／家族の困りは、部屋の清掃／原因は、自室への引きこもり／定期的に掃除をするこ

とを話して試した 
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⑮ 30 代／女／自閉症,ADHD／ごみ屋敷／№71 

⇒／部屋を片付けると、失くしたと文句を言われて困る／原因は特性だと思う／ 

⑯ 40 代／男／PDD／ゲーム／№62 

⇒アトピー悪化で大変／会話が困難／原因は（周囲との）信頼関係／ 

B-3 時々起こるが、注意深く対応すれば何とかなる。 

① 15 歳未満／女／ASP,PDD／ゲーム／№34 

⇒近眼の進行。姿勢の悪化。運動不足で風邪にかかりやすい→体調不良、生活リズムの

狂い。／周囲の困りは、時間通りにものごとが進まない、出かけられずに遅刻すること

／原因は過集中特性。そこまで困る前に手を打った感じがする。／対応では、定期的な

心理士アドバイスと本人同行の相談等、他人を間に入れている。スマートフォン・ＴＶ

ゲームは一時間と初めに決めて約束させた。スマートフォンはフィルタリングで親が

コントロールする。テレビ視聴もハマるので、事前に「何時頃消えるよ」と宣言し、「あ

なたの体のため」と説明、コンセントにタイマーを付けて強制終了するということを続

けたところ自分から消すようになった。過集中には「タイマー」は有効だと思う。 

② 15 歳未満／女／知的障害／他害行為／№39 

⇒／／原因はストレス／対応は愛情 

③ 15 歳未満／男／知的障害,自閉症／他害行為／№59 

⇒／癇癪を起こして、泣くと動かなくなる／原因は思い通りにいかない時／ 

④ 15 歳未満／女／ASP／家で飼っている犬／№60 

飼い犬がいないと不安になる／飼い犬を預ける事が出来ないので困る／原因は、飼い

始めてからどんどん大好きになったから／対策なし。 

⑤ 15～18歳／男／知的障害,自閉症／サイト閲覧・投稿、他害行為、、大声・奇声、自慰、

⇒行動の取り掛かりに固まりなかなか行動できない。異性／№36 

思春期での性的欲求やイライラ、フラッシュバックによる不安で辛そう／本人もどう

することもできず困っている。可哀そう。他人に迷惑をかけたら大変だといつも心配で

気が休まらない。／対応としては、医師や療育の力を借りながら、薬や環境調整でなん

とか対処しているが、（親の）日々の心労が大きく疲労困憊してしまう／原因は、思春

期の体の変化や心の成長とともに、てんかんも発症したので、それがきっかけかもしれ

ない／現在対処中。療育指導を受け早めに対処し、悪化を防ぎながらなんとか過ごす。 

⑥ 15～18歳／男／知的障害,自閉症,PDD／ゲーム、サイト閲覧・投稿、大声・奇声、ごみ

屋敷／№37 

⇒切り替え困難／近所からうるさいと苦情／原因は他にやる事が見つからないこと／ 
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⑦ 19～22歳／男／知的障害,自閉症／ゲーム、サイト閲覧・投稿、偏食／№75 

⇒／偏食、好き嫌で職場の定食などが食べられない。栄養が偏り、将来の自立を考える

と不安／／ 

⑧ 30 代／男／PDD,統合失調症／異性, 宗教団体の勧誘／№54 

⇒本人の困りは、主に職場での対人関係／／／ 

⑨ 30 代／女／PDD／ゲーム／№74 

⇒新しいゲームを欲しがる／金銭面について将来が不安／原因は、小さい時からゲー

ムをするとおとなしいので与えてしまったこと／対応は、家事について説明し、出来る

たびに報酬を払うことにした。その結果、自分で買う事を覚えて、「ゲームを買うため

に働く」に切り替わり、もったいないと言う気持ちがなぜか生まれ、ゲームを買うのも

月に何個など自分で決めるようになっていった。 

B-4 困っていないが気になる。 

① 15 歳未満／男／自閉症,ASP,／ゲーム、サイト閲覧・投稿／№67 

⇒／パソコンやゲームをする時間が長すぎる。／／ 

② 15～18歳／男／自閉症,ASP,ADHD／ゲーム／№47 

⇒イライラで気分転換にゲームをするが、その時はミスが多く余計にイライラ。／キリ

がついたら…と言いつつ、30分、1時間とかかり、家族の生活時間に支障が出る。／／ 

③ 40 代／男／ASP,PDD／ゲーム／№94 

⇒／パソコンゲームやテレビ視聴等に興味が限定され、休暇の過ごし方が偏りがち／

原因は、興味の幅が狭く、障害のためだと思う／ 
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Ⅱ ある依存回復支援機関の利用者を対象にした予備的調査結果 

1.調査対象：ある依存回復支援機関利用者 

2.回答数：28名 

3.回答方法：ネットアンケート 

4.調査期間：2019年 10月 25日から 11月 25日 

5.調査結果 

 

回答記入者と対象者との関係 

 

 

以下はすべて、回答者ではなく対象者の内容 
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依存支援施設利用が

多いのは、この調査の

対象者がそこの利用

者が多いため。 

 

 

     

 

 

 

上の結果は、調査対象が限定されていることか

ら、数値の一般化はすべきではない。しかし、発

達障害者の存在を無視はできないと思われる。

また、そのことは他の依存回復支援機関に通っ

ている発達障害当事者の意見とも一致してい

た。 
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調査対象が、依存回復

支援機関の利用者で

あるため、当然にギャ

ンブルが多い。しかし、

かなり、他の事にも依

存しやすいように思

われる。 
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本人の困り（自由記述 20件の要約） 

借金・金銭 14、失業 1、離婚 1、消費者金融、自己破産、虚言、窃盗、社会的信用、家

族・友人関係、課金する、過食、無職、イライラ・気分、衝動 

● 周囲の困り（自由記述 11件の要約） 

金銭被害・金盗難・借金の肩代わり 9、 

2万/月の小遣いの増額を断られて家出、家族不和 3、離婚 

● そうなったきっかけ（自由記述 20件の要約） 

仕事（残業・仕事の負荷・職場のストレス） 6、居心地の悪さ（恐妻、研究室）、不安

（進路、就職活動、）、発達障害（日常生活の違和感、対人関係、寂しさ）、祖母のパチン

コ、節約・健康のための食費の過度な抑制のイライラ、テスト前や人前での発表のスト

レス、趣味がない、ギャンブルの負けの取り戻し、金銭感覚の欠如、自己認識の低さ、

インターネット等の手軽さ、もともと馬好き、ゲーム（好き、ゲームセンター、スマホ）、

ガールズバー、周囲に相談できない。 

● 克服した経験（自由記述 12件の要約） 

依存回復支援機関 2、就労移行支援事業所の理解者、ランニングでストレス解消、入院

治療、限度を決めた菓子購入、趣味の講演会参加、薬服とカウンセリング、アパートで

の独居、うつ病治療、親が受容、自分の稼ぎによる自立、冷静さ、克服未完 2 

                                   （完） 


