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本日の内容   Today’s contents  

 

 

1. 失楽園仮説の生立ちと概要 

  Emerging of PLT(the Paradise Lost theory) 

 

2.  ＭＩと失楽園仮説 
  MI and the PLT 

 

 



失楽園仮説の生立ち     Emerging of PLT(the Paradise Lost theory) 

 

 

2009 二重洗脳 (Double Brainwashing) (Isomura) 

   韓国語・中国語での翻訳 
    translated to Korean, Chinese 

 

        一般書籍として普及 

   Introduced through Books to ordinary population 

 

2010 Buhler, 2011 Peters : New findings from researches using fMRI 

2013 ?  PLT as a scientific  hypothesis 

 

2004 リセット禁煙のすすめ (How to Reset Your Smoking) (Isomura) 

2007 KTSND (Yoshii, Kano et.al) 

        ⇒ 依存症での認知のゆがみを重視 

              Emphasis on cognitive “distortion” 

 

 

http://www.amazon.co.jp/gp/product/images/4903083047/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=465392&s=books


The Paradise Lost theory is about 
relationship between  
neurological change and  
cognitive distortion.  
 
 
Dependence syndrome (ICD-10) 
“a cluster of behavior, cognitive, and physiological 
phenomena…..that typically include….a higher 
priority given to drug use than to other activities 
and obligations” 



fMRI による知見;  
 
神経学的変化   
           脳内報酬系 (腹側線条体≒側坐核)  

 
     
    1) 薬物報酬  に対する活性亢進   ↑↑ 
    2) 薬物外報酬に対する活性低下 ↓↓ 
                                  (ex. 食べ物, お金), 
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さらに, 
薬物外報酬への報酬系低反応は 
極めて早期に、生涯喫煙本数 10本以内で生じ
ていた。 
 
 



Peters J, et.al . Am J Psychiatry 168:540-549, 2011  



Peters J, et.al . Am J Psychiatry 168:540-549, 2011  

aLess than 1 cigarette per week (score=1), less than 1 cigarette 
per day (score=2), 1-5 cigarettes per day (score=3), 6-10 
cigarettes per day (score=4), 11-20 cigarettes per day (score=5) 
and more than 20 cigarettes per day (score=6). 
 



機会喫煙者 依存症喫煙者 生涯 
喫煙なし 
 

報酬系活性 

薬物外報酬による刺激 

喫煙関連刺激 

Hypothetical anticipatory brain activity curve in 
the course of development of addiction attributing 
to the Paradise Lost theory 



薬物が薬物外報酬に対する報酬系の低反応を引き
起こすと仮定すると、神経学的変化と身体学的変化
の関係に関する新たな考察がえられる。 
 

この仮説に類似した言葉を依存使用患者自身が、他
の通常の楽しみではなく、なぜ薬物を使用し続けるの
か理由を説明するときに口にする。  

 

 
ある喫煙者は自分には他の趣味がないといい、あるアル
コール依存症者はアルコールの入っていない飲み物は楽
しめないと主張する。 
 

彼らはかつて楽しんでいた他の楽しみにはもはや興味を
示そうとしない。 
この種の思考の変化は、依存症に伴う……….と捉えられて
きた。 
 



この種の思考の変化は….  
依存症に伴う 認知のゆがみ と捉えられてきた。(Beck et al., 1993; 
World Health Organization, 2004).  
 
ICD-10によれば, 依存症症候群は次のように定義される。 
 “行動学的、認知的、身体的な一連の現象で…典型的には … 薬物
使用に対する他の活動や義務よりも高い優先度を示す”  
 

喫煙・飲酒・ギャンブルの反復により、報酬系の薬物外報酬に対す
る低反応が生じるのであるから, 依存症により依存症患者は通常
の生活の幸せを感じにくくなる.  
 
この状況が生じると, 結果として生ずる認知のゆがみは強く長く続く

こととなろう。というのはこの変化はしばしば身体的な感覚をともな
うからである。  



この種の変化は依存症にもっとも普遍的で本質的な特徴。 
たとえ依存症者が自分自身を何かほかのことで楽しまそうとしても, 

かつて感じていたほどには、通常の楽しみからは喜びが得られな
い。報酬系が神経学的に弱ってしまったから。 
 

このパターンは聖書の失楽園の挿話にあるアダムとイブを思い起
こさせる。  

例えば, 
ギャンブル依存症患者 
 かつては大当たりしたときに家族にお土産を買っていた (社会的報
酬が家族の笑顔から得られていた)人も、お土産を全く買わなくなっ
てしまう (依存症への移行後、家族からは報酬が感じられなくなっ
てしまう).  



失楽園仮説 -1) 

  依存物質・対象に手を出してしまったために、 

  日常の幸せという楽園を失ってしまった・・・。 

   
リンゴを食べてエデンの園を追われたアダムとイブのように 



Is it difficult to feel happiness 

with weekend reward system? 

At the top of the mountain with a nice view 

The paradise lost state? 

Now,  
we got to  
the top! 

What  
a view! 
The see! 

Need 
a fix… 

Why do you 
need to 
smoke here  
with such a 
nice view?  



The brain’s hypoactivity disables smokers 

from sensing the pleasure of eating.  

Is that why they want to smoke after meal!? 

Why many people 

want to smoke after 

meals? 

Reward circuits 

response. ↑↑ 

Reward circuits have been weakened. 

Unable to be satisfied completely・・・ 

But, in case of smokers・・・ 

 
I’m so happy  
to have such  
tasty dinner! 
 

What’s  

wrong? 
Any  
problem? 

Feel like  
smoking 



薬物外報酬に対する感受性が低下していく一
方で薬物に対する反応は現れ維持される.  

 

 

それはなぜ？  

 

• 依存性薬物は頻度や濃度を濃くすることで、容易に
刺激を強めることができる。 薬物以外の報酬ではそ
れは困難である。 

• 薬物による報酬にはその薬物自身による退薬症状
の緩和という自己再生的な要素がある。 



         失楽園仮説  
1) Given依存症患者では報酬系(腹側線条体)の薬物外
報酬への活性低下が生じているために、喫煙者は 日
常の幸せが感じにくくなっている (失楽園状態). 
2)喫煙者はこの変化に気づいていない以上,  

喫煙者はごく自然にタバコに対する過度の期待（認知
のゆがみ）を抱くようになる  
例えば…自分にはタバコ以外にたいした趣味や楽しみ

がない、禁煙すると楽しみの少ない、不幸せで辛い生
活が待っている.  
認知のゆがみは禁煙開始を困難とするばかりでなく、  
3) 禁煙開始後も再喫煙の原因となる.  

               (磯村 精神医学54(7):662-671, 2012) 
 



思春期(報酬系の活性化)・環境・素因 

喫煙による退薬症状の解消を体験 

報酬系の活性低下 

試し喫煙 

喫煙の常習化と 
報酬系の過敏化 
(依存症の完成) 

日常生活の 
幸せが感じにくい 

(失楽園状態) 

報酬系の活性低下 

頻度の増加 

認知の変化 
タバコの過大評価 

禁煙開始後も認知の変化は残存し再喫煙の原因に 



MI and the Paradise Lost theory  

Takeshi Isomura MD., PhD. 

MINF: Motivational Interviewing 
Network of Faciletators  

 



非喫煙者 

喫煙者  

また吸ったの?!  タバコがどんなに悪
いか本当にわかってるの? どうしてタ
バコ以外のことをやってみないのよ?   
すぐに禁煙しなさい! 

止めれるものならやめたいよ。でも
意志が弱いんだ。君は強いけど私
はちがうの。 君には私の気持ちな

んかわからないよね。自分には本
当にタバコしかないんだから・・・.  

決めつけ, 警告, 命令, レッ
テルはり, 議論…. 

不協和 

喫煙者と非喫煙者との典型的な会話 



非喫煙者 

喫煙者  

また吸ったの?!  タバコがどんなに悪
いか本当にわかってるの? どうしてタ
バコ以外のことをやってみないのよ?   
すぐに禁煙しなさい! 

止めれるものならやめたいよ。でも
意志が弱いんだ。君は強いけど私
はちがうの。 君には私の気持ちな

んかわからないよね。自分には本
当にタバコしかないんだから・・・.  

決めつけ, 警告, 命令, レッ
テルはり, 議論…. 

不協和 

喫煙者と非喫煙者との典型的な会話 



薬物外報酬に対する 
反応が保たれている 

薬物外報酬に 
低反応 

日常のいろいろな場面や活動
が楽しく感じられるよ!  
 

タバコの他にこれといった楽しみが
ないんだ。禁煙すると楽しみの乏
しいきつい生活が待ってる気がし
て心配だ。 

失楽園仮説の視点から見ると, たとえ喫煙者と非喫煙者の話すこと

がちがっていても、どちらの言葉も彼らが脳の中でどう感じているか
的確に表現していると分かる。失楽園仮説により相互理解とパート
ナーシップが促進される。     



依存症患者がくりかえす言葉に耳を傾けてみよう.  

（患者さんから学ぶことができる） 

 

依存症患者の認知は本当に “ゆがんでいる”? 

彼らの報酬系の低反応を考慮すれば, タバコの他に楽
しみがないとか、禁煙すると辛い楽しみの少ない生活
が待っているという考えは、正確なのでは? 

 

 

だとしたら 依存症者の認知がゆがんでいるとみなし、
また彼らにそう伝えるとしたら不協和が生まれるとして
も自然なことだよね。 

 



依存症患者は、自分を不思議に思い、 

失楽園仮説を知りたがっている！？          

薬を再使用してしまう理由を知ることができれば、 
自尊心が少しでも回復できるかもしれない。 
解決につながるかもしれない。 



Yes ! 

薬物外報酬に 
低反応 

本当はタバコ以外の趣味が欲しい。 

タバコの他にこれといった楽しみが
ないんだ。禁煙すると楽しみの乏
しいきつい生活が待ってる気がし
て心配だ。 

なぜタバコ以外の趣味ができない
のか知りたい。 

それはね、少し丁寧に説明すると、ニコ
チンによる作用かもしれないんだ。 
どういうことかというとね・・・ 



臨床家が失楽園仮説を知るメリット 
依存症に対するより良い理解 
不協和・決めつけなどの減少. 
より良い受容(acceptance) とパートナーシップ 
失楽園仮説を教えるという選択肢の獲得 
 

失楽園仮説を患者に教えるメリット  
不協和の低減 是認 自尊心の回復 
変わろうとする動機を引き出す 

タバコに関する考え方をリセットするきっかけとな
る可能性 
⇒ “矛盾を生み出す(develop discrepancy)” 
 



薬物は報酬系を弱らせる. 
では, もし禁煙を開始したらどうなるのだろうか?  
脳は回復する? 

はい!  少なくとも臨床的には. 
 

しかし…. 気を付けて ! 
止まらない回路(sensitization) は残っている. 
 
“一本だけ” でまた毎日になってしまうよ.   
 



失楽園仮説に基づく 
読書療法のテキスト  

詳しくは、 
ゆるーい思春期ネットワーク のＨＰにて 
 

http://www.amazon.com/gp/reader/B006KX7RH0/ref=sib_dp_kd
http://www.amazon.co.jp/gp/product/images/4903083047/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=465392&s=books

