


 ◆児童・青年期症例の診療を◆ 

一般精神科医に広げる試み 
 

   □１．はじめに 

     □児童・青年期診療 ～現状と課題～ 

     □専門医と一般医 ～連携のあり方～ 

   □２．症例呈示 

     □症例1 □症例2 □症例3  □症例4 

   □３．診療・研修ｼｽﾃﾑ 

     □実態調査  

             □診療・研修システム（試験運用中） 

埼玉医科大学病院 神経精神科・心療内科 

埼玉医科大学国際医療センター 精神科救命救急科 

松岡孝裕 



■ 埼玉医科大学 神経精神科 ～沿革～ 

■S51年～ ★開設 

埼玉医科大学 神経精神科センター 

      4フロア 237床 

 6F 閉鎖男子   5F 閉鎖女子 

 4F 閉鎖混合   3F 開放混合 

神経精神科センター 毛呂病院 

■H18年～ ﾀﾞｳﾝｻｲｼﾞﾝｸﾞ→★ｽｰﾊﾟｰ救急 

埼玉医科大学病院 神経精神科・心療内科 

          2フロア 78床 ※平成27年03月時点  

 4F 急性閉鎖混合 34床 (個室･保護室18床) 

 3F 急性閉鎖混合 44床 (個室・保護室12床) 

■H18年～ ★こどものこころｸﾘﾆｯｸ 

かわごえｸﾘﾆｯｸ内に開設。専門診療を展開。 

児童・青年期 

専門 

■H19年～ ★国際医療センター開設 

救命救急科 
救命救急科が移転。精神科救命救急科開設 
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■当科の診療活動   
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国際医ｾ 
救命救急科 

 

自殺企図者 

こころのケア 

 

3.5km 

かわごえ 

ｸﾘﾆｯｸ  
児童・青年期 

性同一性障害 

 

20km＜ 

非常勤 
毛呂病院 

 

精神科 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 
 隣接 

常勤・非常勤 

★法人内施設群と横断的に連携しつつ活動。 

★児童・青年期専門医外来が「飽和」・・という問題点 



■児童・青年期診療 実状と問題点 

１．児童・青年期を専門とする精神科医は、世界的にも不
足しているといわれているが、我が国においても、★日本
児童青年精神医学会認定医は219名（2015年調べ）であり、
その絶対数が不足していると考えられている。 

２．一方、一般精神科医の側でも種々の懸念（所要時間、
手順に不慣れ等）から診療を躊躇する場合が少なくない。
このため、専門医に依頼が集中してしまし、受診まで数ヶ
月待ちという状況すら生まれている。 

３．このような状況が長期化すると、いずれ専門医では対
応しきれなくなり、システムは機能不全に陥るであろう。 

４．これはちょうど、救急医療システムにおいて搬送が3次

医療機関に集中しすぎると、やがてシステムそのものが機
能不全に陥るのと似ている。 



５．救急医療においては、3次と1次・2次の医療機関はどの
ように支えあっているだろうか？ 

3次医療機関 

2次医療機関 

1次医療機関 

依頼者 

（市民、救急隊ほか） 

■児童青年期診療 実状と問題点 

６．3次側は1次・2次側の協力なくして存続しえない一方で、
1次・2次側は手に負えない事例について3次の受け入れ保
証が欠かせないと考えるであろう。 



７．これを置き換えると、一般精神科医も児童・青年期診療
に参画する一方で、手に負えない事例については円滑に専
門医に相談・依頼できる仕組みが欠かせないことになろう。 

（対応医（仮称）） 

専門医 

一般精神科医 

児童・青年期事例 

 

■児童青年期診療 実状と問題点 



■児童青年期診療 実状と問題点 

本日は児童・青年期の４症例を示したのち、この領域（特に
★ASD/ADHD）の診療を一般精神科医に広める当科内の
試みとその実状につき報告してみたい。 

当科における★児童・青年期専
門医外来の診断分類をみてみる
と、 ★ ①F4（不登校他）が最多
で、次いで★ ②F8（ASD他） ★ 

③F9（ADHD他）が突出してい, 

た。①は心理士と密接に連携し
た心理療法の比重が高くなるた
め、専門医の側ではむしろ、②、
③に一般精神科医が参画するこ
とを期待している実状があった。 

①F4 

②F8 
③F9 



◆児童・青年期診療を◆ 

一般精神科医に広げる試み 
 

■症例呈示  

 

  ■症例1 青年期ADHD(不注意優勢型） 

    「どうしても・・パンを焦がしてしまって」 

  ■症例2 児童期ADHD（混合型） 

    「嫌がらせが・・止まらない」 

  ■症例3 児童期ASD＋ ADHD（混合型） 

       「受験期だけでも・・お薬でなんとか」  

  ■症例4 青年期ASD＋ ADHD (不注意優勢型） 

       「頭からタオルケット・・ガタガタ震えて」  

 

 



◆児童・青年期診療を◆ 

一般精神科医に広げる試み 
 

■症例呈示  

    

 

 

  □症例2 児童期ADHD（混合型） 

      「嫌がらせが・・止まらない」 

    □症例3 児童期ASD（高機能）＋ ADHD（混合型） 

      「受験期だけでも・・お薬でなんとか」 

    □症例4 青年期ASD＋ ADHD (不注意優勢型） 

      「頭からタオルケット・・ガタガタ震えて」  

■症例1 青年期ADHD(不注意優勢型） 

    「どうしても・・パンを焦がしてしまって」 



【主  訴】 本人：「どうしても・・パンを焦がしてしまって」 

【家族歴】  

両親：父、母とも健在 

同胞：兄、本人 

同居：父、母、本人、兄 

 ※遺伝負因：兄が「精神遅滞」 

【既往歴】  

特記事項なし 

【生活歴】  

A県で生育。地元の小中学校・高校卒後、洋菓子専門学
校に進み、卒後、パン屋に就職。 

■症例１ どうしても・・パンを焦がしてしまって 

【症  例】 18歳 女性 



【現病歴】  

・小学校時より、★不注意症状が目立ち始め（忘れ物の多さ、
片付けができない）、中学・高校と年齢が上がるに連れ、い
よいよ整理整頓が不得手に。忘れ物・探し物が家庭および
学校で日常的にみられていた。 

・しかし不適応を来たすことはなく高校から専門学校に進み、
卒後、パン屋に就職した 

・ところが、ここで窯番として働くようになってから、不注意症
状が問題化。 ★毎日のようにパンを焦がしてしまうため、日
常的に叱責を受けるようになった。 

・X年05月、B病院精神科を経て当科初診となった。 

・正常分娩、3000gで出生。3歳時までの健診では目立った
指摘事項はなかった。 

■症例１ どうしても・・パンを焦がしてしまって 



【初診後の経過】  初診時後、各種症状評価を実施・・ 

【ASRS】 パートA  ★ 4項目該当 

【 ADHD-RS 】 13（84%ile）: IA:13（★ 94%ile）, HI:0（1%ile） 

■症例１ どうしても・・パンを焦がしてしまって 



■a. 細やかな注意ができず、ケアレスミスをしやすい。 

■b. 注意を持続することが困難。 

□c. 上の空や注意散漫で、話をきちんと聞けないように見
える。 

■■d. 指示に従えず、宿題などの課題が果たせない。 

■■■e. 課題や活動を整理することができない。 

■f. 精神的努力の持続が必要な課題を嫌う。 

■g. 課題や活動に必要なものを忘れがちである。 

■h. 外部からの刺激で注意散漫となりやすい。 

■■■i. 日々の活動を忘れがちである。 

■症例１ どうしても・・パンを焦がしてしまって 

■Ａ１：以下の不注意症状が６つ（17歳以上では5つ）以上
あり、6ヶ月以上にわたって持続している。  

≪ ■ ADHD診断基準（１） DSM-V Ａ１≫ 



□a. 着席中に、手足をもじもじしたり、そわそわした動きを
する。 

□b. 着席が期待されている場面で離席する。 

□c. 不適切な状況で走り回ったりよじ登ったりする。 

□d. 静かに遊んだり余暇を過ごすことができない。 

□e. 衝動に駆られて突き動かされるような感じがして、
じっとしていることができない。 

□f . しゃべりすぎる。 

□g. 質問が終わる前にうっかり答え始める。 

□h. 順番待ちが苦手である。 

□i. 他の人の邪魔をしたり、割り込んだりする。 

■症例１ どうしても・・パンを焦がしてしまって 

□Ａ２：以下の多動性/衝動性の症状が６つ（17歳以上では
5つ）以上あり、6ヶ月以上にわたって持続している。  

≪ ■ ADHD診断基準（１） DSM-V Ａ２≫ 



■症例１ どうしても・・パンを焦がしてしまって 

≪ ■ ADHD診断基準（１） DSM-V B,C,D,E≫ 

■D:これらの症状が、社会的、学業的、または職業的機能
をそこなわせているまたはその質を低下させているという
明確な証拠がある。 

■C:不注意または多動性/衝動性の症状のうちいくつかが
２つ以上の状況(例：家庭、学校、職場、友人や親戚といる
とき：その他の活動中）において存在する。 

■B:不注意または多動性/衝動性の症状のうちいくつかが
12歳になる前から存在していた。 



【初診後の経過】  初診時後、各種症状評定を実施・・ 

【ASRS】：パートA  ★ 4項目該当 

【 ADHD-RS 】 計13（84%ile）：IA：13（★ 94%ile）, H/I ：0（1%ile） 

・★Atomoxetine(ATX)開始。00→10→20→35→50mgと増

量したところ、嘔気が出現したが、ﾓｻﾌﾟﾘﾄﾞ併用にて服薬継
続可能。ATXさらに漸増。75→100mgと増量したところ・・ 

・ 「全然、怒られなくなりました」と順調。自己を肯定的にとら
えられるようになり、職場の話でも笑顔がでるようになった。 

「 何か視界がはっきりしたような・・」 

「パンも・・全然焦がさなくなりました」 

・ 初診後、Y年以上・・現在も順調に勤務を継続中である。 

・ 

■症例１ どうしても・・パンを焦がしてしまって 

【診断】 ★＃１ ADHD（不注意優勢型） 
成人期まで気づかれず、未治療のまま経過した事例と思われた。 



◆児童・青年期診療を◆ 

一般精神科医に広げる試み 
 

■症例呈示  

 

  □症例1 青年期ADHD(不注意優勢型） 

    「どうしても・・パンを焦がしてしまって」 

 

 

  □症例3 児童期ASD＋ ADHD（混合型） 

      「受験期だけでも・・お薬でなんとか」 

    □症例4 青年期ASD＋ ADHD (不注意優勢型） 

      「頭からタオルケット・・ガタガタ震えて」  

■症例2 児童期ADHD（混合型） 

      「嫌がらせが・・止まらない」 



【主  訴】 両親：「★他児童とトラブルがちで・・」、「看過でき
ない★暴力行為もみられて・・」 

【家族歴】  

両親：父：2歳時離別、母：健在 

同胞：姉、姉、本人 

同居：母、姉、姉、本人 

※遺伝負因：特記事項なし 

【既往歴】 特記事項なし 

【生活史】 A県で出生生育。2歳時に両親が離婚し、母に

ひきとられ養育されていた。地元の小学校に入学。初診
時5年生（3学期）であった。  

【症  例】 12歳 男性 

 

■症例２ 嫌がらせが・・止まらない  



【現病歴（１）】 

《 ■ ２．小学校低学年～》  

・小学1年、 ★不注意症状とともに★多動/衝動症状が出現。

忘れ物が多いうえ、授業中も話を聞けず、離席も目立って
いた。 

《■１．乳幼児期～》 

・出生時体重3486。普通分娩。3歳までの健診で特に指摘は

なかったが、保育園では迎えに行ってもなかなか★帰りたが
らないことがあった。 

・小学2年になって、少し離席が減ってきたが、 ★興味を抱く
と許可なくしゃべってしまう一方で、 ★興味がないと「手悪
さ」をしたり、寝てしまったりしていた。 

・テストも最後まで続けられず、途中でやめてしまい★白紙
でだしてしまったりするため、成績はふるわなかった。 

■症例２ 嫌がらせが・・止まらない   



《 ■ ３．小学校中学年～》  

・小学3年より、下級生の物をとりあげる等、 ★相手の嫌が
ることをあえてする行為が目立ち始め、 ★他児童とトラブル
となっては学校で問題視されるようになった。 

・小学4年以降、他児童とのトラブルはさらに増え、小学5年
時には、 ★看過し難い暴力行為（紙飛行機を握りつぶされ
たことへの報復として相手の頭を足で踏みつける）が出現。 

・このため、地域の「さわやか相談室」を経由して、X年03月、 

★当科初診となった。 

【現病歴（２）】 

・家庭でも、 宿題はなかなか★やろうとしない一方で、ゲー

ムを始めると★きりあげられず、母に叱責されることも多
かったよう。 

■症例２ 嫌がらせが・・止まらない   



【初診時所見】  

【方針】 ①薬物療法、②環境調整、③家族療法的ｱﾌﾟﾛｰﾁ 

 初診時、視線は合わず、感情表出は乏しい。問いかける
と、母の方をみたり、黙ってしまったりする一方で、そっけな
く応答したりもする。体動は多くじっとしていられぬ様子であ
るが、母が目配りを欠かさぬこともあって、診察場面では席
を立って移動してしまうことはなかった。 

【診断】 ★＃１ 注意欠陥・多動性障害（ADHD）（混合型） 

＃２ 自閉スペクトラム症 疑い 

不注意症状の一方で、多動/衝動症状も目立っており、忘れ

物・無くし物、とりかかり・きりあげの悪さの一方で、他児童と
のトラブルのみならず、看過し難い暴力行為が出現するに
至っている。 

■症例２ 嫌がらせが・・止まらない   



【初診後の経過（１）】  
初診後の各種症状評定・検査の結果は以下のようであった。 

・やはり、★ADHD（混合型）が存在。知的には平均域であり、
学業成績の不振は多分に不注意・多動/衝動症状により修

飾されてのことと考えられた。また併存する自閉スペクトラム
症的傾向が、多動/衝動症状ともあいまって、他児童とのトラ
ブルを助長している可能性が考えられた。 

◆ADHD-RS：  

計27（86-87%ile）:  IA：17（89%ile）, H/I：10（86%ile）  

◆AQ-J： 計23*:  社：5*, 注：5*, 細：2, コ:8**, 想：3 

◆WISC-IV： FIQ=102  

(言語理解=99, 知覚統合=100, ﾜｰｷﾝｸﾞﾒﾓﾘｰ=118, 処理速度=94) 

■症例２ 嫌がらせが・・止まらない   



・ADHD症状に焦点をあて、 ★Methylphenidate 徐放剤(以
下、OROS-MPH)の投与を計画したが、同剤による有害事象

の可能性を勘案し、事前に①脳波異常の有無、②身体的成
長の度合 を評価することとした。 

【脳波】 基礎律動、約9Hzのα波が後頭部優位に中等量
出現。左右差なく開眼刺激により良く抑制される。 ★てん
かん性の突発波は安静時、睡眠中を通じて認められず 

★ OROS-MPHの投与、可能と判断し18mgから開始とした。 

【身体的成長の度合】  12歳時点  ★ 160cm 43kg 
（予測身長：18歳時 178cm(90%ile)→12歳時 160cm(90%ile)） 

  ①身長(★ 90%ile)と十分（※遺伝的予測身長と同等） 

  ②体重(★ 50%ile)と身長に比し軽めながら標準域 

【初診後の経過（２）】  

■症例２ 嫌がらせが・・止まらない   



【初診後の経過（３）】  

・X年05月  ★ OROS-MPH 18mgから投与開始。消化器症
状の出現は特になく、服用可能であったが、多動/衝動症状

への効果はみられず。依然としてﾄｲﾚに行こうとする同級生
を邪魔して怪我をさせる等、 ★暴力行為がみられていた。 

・X年06月  ★ OROS-MPH 27mgに増量するも、多動/衝動

症状への効果はみられず、中学は★特別支援教室・・との
話も。 

・また、不注意症状にも部分的に改善みられ、 ★テストで最
後まで回答できた結果、95点をとったりも。ただし、依然として
宿題をやろうとはしないままであった。 

・X年07～11月  ★ OROS-MPH 36mg→45mgと増量したと
ころ、ようやく多動/衝動症状への効果が見られ始め、他児
童との★トラブルがみられなくなった。 

■症例２ 嫌がらせが・・止まらない   



【初診後の経過（４）】  

・X+1年04月 中学校入学。普通学級で始めてみて、問題あ
れば特別支援教室利用を考えることとなった。 

・テニス部に所属し友人もできるなか、次第にいきいきと通学
するようになり、 ★多動/衝動症状は目立たなくなった。 

・このため、通院は継続しつつも、 ★ OROS-MPHはしばし休
薬とすることとなったが、引き続き慎重に経過を観察中である。 

・ただし、 ★不注意症状は依然残存。学習へのとりかかりが
不良な一方、遊びの切り上げに難あり。 

■症例２ 嫌がらせが・・止まらない   

・そのため、帰宅後の予定を「構造化」し、 ★ ①学習→終
了確認→②遊びと定め、 ★うまくできたときに評価（こま

めに）することとした。これにより、学習習慣もある程度定
着。怠薬がちとなっても、症状増悪はみられず。 



◆児童・青年期診療を◆ 

一般精神科医に広げる試み 
 

■症例呈示  

 

  □症例1 青年期ADHD(不注意優勢型） 

    「どうしても・・パンを焦がしてしまって」 

  □症例2 児童期ADHD（混合型） 

    「嫌がらせが・・止まらない」 
 

 

  □症例4 青年期ASD＋ ADHD (不注意優勢型） 

      「頭からタオルケット・・ガタガタ震えて」  

■症例3 児童期ASD＋ ADHD（混合型） 

    「受験期だけでも・・お薬でなんとか」 



【主  訴】 両親：「空気が読めず孤立しがち」 

「切替ができない」、「最後までできない」 

【家族歴】  

両親：父、母とも健在。薬剤師。 

同胞：本人、弟 

同居：父、母、本人、弟  

※遺伝負因： 母方従兄弟 発達障害疑い 

【既往歴】 特記事項なし 

【生活歴】 A県で生育。地元の小学校に進むも、震災後
の土壌汚染のためB県に移転したのに伴い、本人も小1よ
りB県の小学校に転入。 

■症例３ 受験期だけでも・・お薬でなんとか 

【症  例】 6歳 男性 

 



【現病歴（１）】 

《 ■ ２．小学校～》  

・小学校入学に前後して近医受診。 

《■１．乳幼児期～》 

・出生時体重3582g。普通分娩。3歳時までの健診では特に
指摘事項なかったが、5歳頃より自閉症的な特性（視線が合

わない、一人遊びばかり、こだわりが強い、予定外の時に
「パニック」等）に気づかれ始めた 

■症例３ 受験期だけでも・・お薬でなんとか 

自閉症的特性の一方で、不注意・多動/衝動症状もみられ
ており、自閉スペクトラム症でありADHD併存と診断され
たが、知的には高機能（★WISC-III: FIQ=124, VIQ=132, 

PIQ=111）であった。 

両親（薬剤師）の強い希望もあり、療育訓練を中心に加
療することとなり、薬物療法は待機となっていた。 



《 ■ ３．震災 A県からB県へ》  

・ところが、小1の3学期に震災が発生。土壌汚染のため移転
を余儀なくされ、B県に転入してきた。 

・しかしながら、B県の学校は規模も大きく、本人はなかなか

適応できず。図書館で★図巻・辞書を読みふける日々。同じ
発達障害の女児1名のほかは★友人もできず。その一方で、
★不注意・多動/衝動症状は依然目立っていた。 

・療育訓練はB県でも継続していたが、やはり医療機関の関
与が必要と考えられたため・・  

・X年05月（小2）、当科初診となった。 

■症例３ 受験期だけでも・・お薬でなんとか 

【現病歴（２）】 



■症例３ 受験期だけでも・・お薬でなんとか 

【初診時所見】  

・ 初診時、視線はあわず、軽く会釈する程度。一旦は診察
椅子に着座するも、すぐにくるくると回り始め、やがて処置
ベッドに移動してしまい、ごろん・・と横になって読書を始め
てしまう。診察終了時、母が切り上げを促すとあからさまに
不機嫌となってしまう。 

★自閉スペクトラム症的特性の一方で、 ★不注意・多動/

衝動症状も目立っている。学校では適応できていないが、
不登校には至らず。療育訓練にも通えている状態。      



A: 複数の状況で社会的コミュニケーションおよび対人的相
互反応における持続的な欠陥があり、現時点または病歴
によって以下により明らかになる． 

≪■Autism Spectrum Disorder(ASD)の診断基準  A:≫  

■１． 相互の対人的-情緒的関係の欠落 
■２． 対人的相互反応で非言語的コミュニケーション行動
を用いることの欠陥 
■３．人間関係を発展させ、維持し、それを理解することの
欠陥 
 

■症例３ 受験期だけでも・・お薬でなんとか 



B: 行動、興味、または活動の限定された反復的な様式で、
現在または病歴によって、以下の少なくとも2つにより明ら
かになる． 

■１．常同的または反復的な身体の運動、物の使用、また
は会話 
■２．同一性への固執、習慣への頑ななこだわり、または
言語的、非言語的な儀式的行動様式   
■３．強度または対象において異常なほど、きわめて限定
され執着する興味 
□４．感覚情報に対する過敏さまたは鈍感さ 

≪■Autism Spectrum Disorder(ASD)の診断基準  B:≫  

■症例３ 受験期だけでも・・お薬でなんとか 



■C: 症状は発達早期に存在していなければならない（しか
し社会的要求が能力の限界を超えるまでは症状は完全に
は明らかにならないかもしれないし、その後の生活で学ん
だ対応の仕方によって隠されている場合もある）． 

■D:その症状は、社会的、職業的、または他の重要な領域
における現在の機能に臨床的に意味のある障害を引き起
こしている． 

■症例３ 受験期だけでも・・お薬でなんとか 

≪■Autism Spectrum Disorder(ASD)の診断基準  C,D:≫  



■症例３ 受験期だけでも・・お薬でなんとか 

【初診時所見】  

【方針】  薬物療法は両親の強い希望もあり待機とする。 

①療育訓練に加え、②環境調整、③家族療法的アプローチを 

・ 初診時、視線はあわず、軽く会釈する程度。一旦は診察
椅子に着座するも、すぐにくるくると回り始め、やがて処置
ベッドに移動してしまい、ごろん・・と横になって読書を始め
てしまう。診察終了時、母が切り上げを促すとあからさまに
不機嫌となってしまう。 

【診断】 ★＃１ 自閉スペクトラム症（ASD） 

 ★＃２ 注意欠陥・多動性障害（ADHD）（混合型）疑い 

★自閉スペクトラム症的特性の一方で、 ★不注意・多動/

衝動症状も目立っている。学校では適応できていないが、
不登校には至らず。療育訓練にも通えている状態。          



【初診後の経過（１）】  

・ 初診後、①療育訓練の一方で、②環境調整、③家族療法
的アプローチも継続。X+1年（小３）になると★男児の友達も
でき、学校にも少しずつ馴染めるようになっていった。 

・しかし、 ★自閉症的傾向や不注意・多動/衝動症状が消退
したわけではなく、 ★知的に高機能なため級内で「物知り」と
して一定の’RESPECT’が得られているためと思われた。 

・それでも小5までは、大きな問題をみることなく経過していた。 

やはり、種々の場面で孤立しがちな一方で★片づけもでき
ず、1時間目の教科書の上に二時間目の・・さらにその上
に給食のお盆を・・という状況。 ★とりかかりや切り上げも
不得手で、家ではPCを15分でﾛｸﾞｵﾌするよう設定・・それで
ようやく宿題にとりかかれる・・という状況であった。 

■症例３ 受験期だけでも・・お薬でなんとか  



【初診後の経過（２）】  

・ 小6（12）になり、家族・本人とも★受験を考えるようになっ
たのに伴い、あらためて方針を見直す必要に迫られた。 

・実は種々の試験は受けてはいるものの、注意障害のため
★結果にひどくむらがあったり、試験後半の教科は解くのを
やめてしまったり、時には★寝てしまったりしていた。 

・このため、 ★受験の間だけでも薬物療法を行う方向で方針
を修正することとなった。 

例）算数・理科が偏差値70なのに、国語が25（寝てしまって）
で平均偏差値が40～50になってしまったり） 

■症例２ 受験期だけでも・・お薬でなんとか  



【初診後の経過（３）】  

・あらためて、症状評定を試みたところ以下の如くであった。 

・併存するADHD症状に焦点をあて、 ★ ATX 20mg（約
0.3mg/kg ※体重70kg）から投与を開始するも、この段階で
は吐気の一方で効果は得られなかった。 

・そこで、 ★ ATX40mg（約0.6mg/kg）に増量することとしたが、
ここで剤型が問題に。小ぶりの錠剤のmosaprideは服用でき
たものの、ATXカプセルは毎回服用が難航していたという。 

・そのため、 ★ ATX水溶液に変更することとし、10ml

（=40mg 約0.6mg/kg）の投与を開始した。 

◆ADHD-RS：  

 計31（90%ile）: IA:19（94%ile）, H/I:12（88%ile）  

■症例３ 受験期だけでも・・お薬でなんとか  

◆AQ-J： 計28**: 社:3, 注:6** ,細:7* ,コ:6** ,想:6** 



【初診後の経過（４）】  

・ATXを水溶液に変更したところ、服用は「格段に楽に」なり、 

アドヒアランスも安定。学習成績も改善がみられた。 

・過集中による際立った高得点もないかわりに、後半寝てし
まったりすることがなくなり、結果、 ★平均偏差値も上昇、教
科間の★ムラもなくなってきた。 

・当面、受験終了までは、ATX水溶液を使用する方針である。 

★偏差値（投与前）：  

 例） 平均：40～50 算数:70、理科:70、社会：30、国語：25 

■症例３ 受験期だけでも・・お薬でなんとか  

★偏差値（投与後）： 

 例） 平均：60～65 算数:65、理科:65、社会：60、国語：60 

・回答所要時間も短縮したのみならず、 ★行動全般も早くな
り、色々のことが間に合うようになってきた。 



◆児童・青年期診療を◆ 

一般精神科医に広げる試み 
 

■症例呈示  

 

  □症例1 青年期ADHD(不注意優勢型） 

    「どうしても・・パンを焦がしてしまって」 

  □症例2 児童期ADHD（混合型） 

    「嫌がらせが・・止まらない」 

    □症例3 児童期ASD＋ ADHD（混合型） 

       「受験期だけでも・・お薬でなんとか」  

■症例4 青年期ASD＋ ADHD (不注意優勢型） 

    「頭からタオルケット・・ガタガタ震えて」  

 



【主  訴】 両親：「自分を傷つける」、「学校にも行けていな
い」、 「家族とも話さない」 

【家族歴】  

両親：父、母とも健在 

同胞：兄、本人 

同居：父、母、本人、兄 ※遺伝負因：兄：「自閉症」 

【既往歴】 特記事項なし 

【生育歴】 A県で生育。地元の小中学校卒後、高校に進
学。初診時1年生。（兄が自閉症であり、母がそちらの対
応に追われるなかで育った）。 

■症例４ 頭からタオルケット・・ガタガタ震えて 

【症  例】 16歳 女性 



【現病歴（１）】 

《 ■ ２．小学校》  

入学後、 学業には支障なく成績も中の上。しかし、周囲と
馴染めず孤立しがち。悪気なく怒らせてしまうため、次第に
いじめにあうようになっていった。 

《 ■ ３．中学校》  

成績はさらに上位となり、部活関係の友人も何人かできた。
しかし、周囲からのいじめはむしろ激しくなり、母が学校に呼
ばれる事態となったりも。次第に自傷行為（手足関節切創）
が出現するようになった。 

《■１．乳幼児期》 

出生時体重2662g。普通分娩（予定日－16日）。発達上の問
題には気づかれていなかった（始歩：1歳、始語：1歳、2語
文：2歳）。 

■症例４ 頭からタオルケット・・ガタガタ震えて 



《 ■ ４．高等学校》  

・ 入学後、友人もできず孤立するなか1学期はなんとか出
席した。ところが、2学期になると「人が怖い」、「親が怖い」、
「友人も怖い」等と言いだし、まず不登校となった。 

・ 自宅にこもる生活が始まったが、X年09月中は食事だけ
は家族と一緒にとっていた。ところがX年10月になると、終日

自室にこもって出てこなくなり、食事も家族が寝静まってから、
1人でありあわせの物をとるようになっていった。 

・ 生活リズムも①昼夜逆転、②食事も不規則。③家族との
会話も拒み、④部屋で自傷行為という状態が遷延するた
め・・ 
・ X年12月03日、当科初診となった。 

■症例４ 頭からタオルケット・・ガタガタ震えて 

【現病歴（２）】 



■症例４ 頭からタオルケット・・ガタガタ震えて 

【初診時所見】 150cm 45.2kg BMI= 20 

 →★昏迷状態。疏通とれず。。 

  （病的体験の有無は確認困難） 

【薬物療法】  Quetiapine25~50mg/day 

            

・ 初診時、①車椅子で入室、②頭からﾀｵﾙｹｯﾄで全身を覆
い、③多量の発汗とともに、③がたがたと全身を震わせて
いた。種々の問いかけには、ﾀｵﾙｹｯﾄごしに頷き、首振り等
で応答することもあるが、大部分反応なし。 

【診断と鑑別】 ★自閉スペクトラム症（ASD)疑い 

・ 向精神薬服用歴（－）、血清CK：正常。炎症反応（－）。 

     →薬剤性・器質性は否定的。 

     →ただし、統合失調症圏 との鑑別を要す 



■症例４ 第1期 亜昏迷→疏通回復 

１） X年12月～2ヶ月  QTP 25→ ★ 100↑mg/day 

＜病院＞亜昏迷。①車椅子、②全身ﾀｵﾙｹｯﾄ、③発汗、④振戦。 

      状況により④過呼吸。 

＜自宅＞拒食（+）、拒薬（+）、自傷行為（+） 

２） X+1年01月～半年 QTP 100→ ★ 600↑mg/day 

＜病院＞亜昏迷。①車椅子、②全身ﾀｵﾙｹｯﾄ、③発汗↓④振戦↓ 

＜自宅＞拒食↓、拒薬↓、自傷行為↓ 

→★入院？ しかし ”ASD” だったら・・ 

＜非自発性入院→身体拘束＞・・強行すると＜外傷体験＞に？ 

→ ★入院回避・・も膠着。 

  「何か方法はないのですか？」と、ご両親も焦燥・・ 

→ しかし、疏通すらとれず。非言語的交流の試みも不調に。 

《 ■第1期：X年12月～約半年》 



抜粋：＜小中学校といじめ被害に。が、父母は自閉症の兄の対応
に追われ多忙・・。「話せない、話してはいけない」から、いつしか、
「助けてくれない・・」となり、「私なんか・・」と自己否定的な思い込
みを深め、被害的になっていった・・等等＞ 

 

■症例４ 第1期 亜昏迷→疏通回復 

《 ■第1期：X年12月～（約半年）》 

３） X+1年06月末 ＜ムカデ事件＞ ★疏通性が回復 

自室にムカデが出た。「助けて・・」とか細い声が。父母がかけつけム
カデを退治。本人をさすっていると拒否なくされるがまま。そこから・・ 

→これまでの★想いを2日に渡り吐露。 

→父母もこれに対応。最後は号泣しながら母と抱擁。 

 この後より家では★疏通性が回復。 

【★第１期（半 年）】   亜昏迷→→★疏通回復 

 薬剤：QTP   家族療法 



■症例１ ○○○ ■症例４ 第2期 疏通回復→家庭内適応 

《 ■第2期：X+1年07月～（約1年半）》 

１） X+1年07月～約1年 QTP 600→ ★ 200↓mg/day 

＜病院＞  ★①独歩、②ﾊﾟｰｶｰﾌｰﾄﾞ、③ﾏｽｸ。 

    ★発語（－）、＜頷き＞、＜首振り＞で意思表示。 

＜自宅＞ ゲームに夢中。 母：無理につきあわせてしまう 

２） X+2年06月～約6ヶ月  QTP 200→ ★ 50↓mg/day 

＜病院＞ ★①独歩、②ﾊﾟｰｶｰﾌｰﾄﾞ、③ﾏｽｸ。 

    ★発語（＋） 、「大丈夫です」「できてます」等と。 

＜自宅＞ 家事手伝い↑  母：接点↑→→衝突も↑ 

→家族療法： 例） ①期待の適正化、②肯定的評価を↑ 

   当面はｹﾞｰﾑに夢中で良い・・と考える。 

→精神療法： 支持的精神療法（治療同盟形成） 

→家族療法： 継続 （母の情緒改善にも傾注しつつ） 



■症例４ 第2期 疏通回復→家庭内適応 

◆AQ-J（主観） 計33** 

①社会的ｽｷﾙ： 9** 

②注意の切替： 7* 

③細部への注意： 3 

④ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ： 6* 

⑤想像力：  8* 

→X+2年11月  ★自閉スペクトラム症・・枠組みを共有。 

＜ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの工夫（例）＞ 

   ①ｻｲﾝを決めておく、②ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ活用・・等。 

＜衝突時の対処（例）＞、 

   ①ﾘｾｯﾄﾙｰﾑ退避、②頓服服用・・等 

      →★ようやく・・家庭内適応 

【★第2期（1年半）】 衝突頻回→ →★家庭内適応 

 薬剤：QTP   精神療法 家族療法 



■症例４ 第3期 家庭内適応→外出訓練 

１） X+2年12月～   ・・＋ ★ APZ 03mg /day ↑  

①外出できる、②用を足せる、③防御（帽子、ﾌｰﾄﾞ、ﾏｽｸ）をはずせる
に挑戦。以下のように①～③を進めていくことができた。 

《 ■第3期：X+2年12月～（約1年半）》 

X+2年12月～ 歯科受診 帽子（＋）、    ﾌｰﾄﾞ（＋）、    ﾏｽｸ（＋）  

X+3年03月～ 予防接種 帽子（＋）、    ﾌｰﾄﾞ（＋）、    ﾏｽｸ（＋）  

X+3年06月～ 電車乗車 帽子（＋）、★ﾌｰﾄﾞ（－）、    ﾏｽｸ（＋）  

X+3年07月～ 外食  帽子（＋）、★ﾌｰﾄﾞ（－）、★ﾏｽｸ（－）  

X+3年11月～ ｺﾝﾋﾞﾆ会計 帽子（＋）、★ﾌｰﾄﾞ（－）、★ﾏｽｸ（－）  

【★第3期（1年半）】 家庭内適応→→★外出訓練 

 薬剤：・・＋APZ  精神療法 行動療法 家族療法 



１） X+4年05月～ ・・+ ★ ATX 05mg～  

 ①失敗を減らす、②ひいては・・自尊心を回復 に取り組み中。 

■症例４ 第4期 外出訓練→就労支援センター？ 

◆ADHD-RS（主観） 

計15（86～87%ile) 

①不注意：11（91%ile） 

②多動/衝動：04（50~75%ile） 

◆ADHD-RS（客観）  

計04（25～50%ile） 

①不注意：04（50~75%ile） 

②多動/衝動： 00 

【★第4期（2M～ ）】 外出訓練→→★就労支援？ 

 薬剤：・・＋ATX 精神療法 行動療法 家族療法 

→X+4年05月  ★ADHD様症状（不注意優勢）・・枠組みを共有。 

X+4年11月◆WAIS-III 計FIQ=100,VIQ=109、PIQ=88 

１） X+4年12月～ ・・+ ★ ATX 05mg～  

  ★グループホーム入所 併設作業所で就業も。。 



【★第3期（1年半）】 家庭内適応→→★外出訓練 

 薬剤：・・＋APZ  精神療法 行動療法 家族療法 

【★第2期（1年半）】 衝突頻回→ →★家庭内適応 

 薬剤：QTP   精神療法 家族療法 

【★第１期（半 年）】   亜昏迷→→★疏通回復 

 薬剤：QTP   家族療法 

【★第4期（2M～ ）】 外出訓練→→★就労支援     

   薬剤：・・＋ATMX 精神療法 行動療法 家族療法 

■症例４ まとめ 

一般外来で難渋した代表例を呈示。要所要所、専門医
にｺﾝｻﾙﾄしつつ・・一般外来で上記までは来たところ・・
→ ★今後も慎重に治療を進めて行きたい 



◆児童・青年期診療を◆ 

一般精神科医に広げる試み 
 

■症例呈示  

 

  ■症例1 青年期ADHD(不注意優勢型） 

    「どうしても・・パンを焦がしてしまって」 

  ■症例2 児童期ADHD（混合型） 

    「嫌がらせが・・止まらない」 

  ■症例3 児童期ASD＋ ADHD（混合型） 

       「受験期だけでも・・お薬でなんとか」  

  ■症例4 青年期ASD＋ ADHD (不注意優勢型） 

       「頭からタオルケット・・ガタガタ震えて」  

 

 



 ◆児童・青年期症例の診療を◆ 

一般精神科医に広げる試み 
 

   □１．はじめに 

     □児童・青年期診療 ～現状と課題～ 

     □専門医と一般医 ～連携のあり方～ 

   □２．症例呈示 

     □症例1 □症例2 □症例3  □症例4 

   □３．診療・研修ｼｽﾃﾑ 

     □実態調査  

             □診療・研修システム（試験運用中） 

埼玉医科大学病院 神経精神科・心療内科 

埼玉医科大学国際医療センター 精神科救命救急科 

松岡孝裕 



■一般外来 ASD,ADHD群 ≪実数≫  2014.6．時点 

★一般外来ながら・・ ASD,ADHD群が 

15%以上になってきている 

■ 一般外来（医長分）における、 ASD,ADHD群 

★総診察数： 538/月 

（週平均：  136/週） 

★ F8,F9群： 94/月 

（例数：  56/月） 

★専門〔児・青〕： 39/月 



■一般外来 ASD,ADHD群 ≪性別・年齢≫ 

★  ASD,ADHD群、男女比６：４、平均年齢20代中盤 

N=56 ■ASD,ADHD群 性別・年齢 



■一般外来 ASD群  ≪AQ-J ≫ 

★やはり,①社会的ｽｷﾙ,②ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ,③想像力で差が・・ 

■ ASD群のAQ-Jスコア N=56 



■一般外来 ADHD群  ≪性別・年齢≫  2015.11.時点  

N=114(医長分)  

男女比：   7：3 

年代比：   20代、30代の男性が優勢 

平均年齢：  有意差なし 



■一般外来 ADHD群 ≪治療薬 使用状況≫   2015.11. 

平均年齢 

24歳 

13歳 

13歳 

N=114(医長分)  



■一般外来 ASD,ADHD群 ≪連携実績≫○○小児科・内科医院 

２．年代 

３．診断 

１．連携実績 



 ◆児童・青年期症例の診療を◆ 

一般精神科医に広げる試み 
 

   □１．はじめに 

     □児童・青年期診療 ～現状と課題～ 

     □専門医と一般医 ～連携のあり方～ 

   □２．症例呈示 

     □症例1 □症例2 □症例3  □症例4 

   □３．診療・研修ｼｽﾃﾑ 

     □実態調査  

             □診療・研修システム（試験運用中） 

埼玉医科大学病院 神経精神科・心療内科 

埼玉医科大学国際医療センター 精神科救命救急科 

松岡孝裕 



■一般精神科医の側の懸念 

松岡孝裕、横山富士男、太田敏男ほか： 一般精神科医が日常診療で自閉ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑ症を診るということ．
臨床精神医学．44（1）： 109-119．2015 



■一般精神科医が通常外来で行えるASD/ADHD診療 

松岡孝裕、横山富士男、太田敏男ほか： 一般精神科医が日常診療で自閉ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑ症を診るということ．
臨床精神医学．44（1）： 109-119．2015 



■通常外来でのASD/ADHD診療の流れ 

松岡孝裕、横山富士男、太田敏男ほか： 一般精神科医が日常診療で自閉ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑ症を診るということ．
臨床精神医学．44（1）： 109-119．2015 



■ASD/ADHDの二次障害と心理社会的アプローチ 

自尊感情欠如 

自尊 

感情 

回復 

松岡孝裕、横山富士男、太田敏男ほか： 一般精神科医が日常診療で自閉ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑ症を診るということ．
臨床精神医学．44（1）： 109-119．2015 ※一部改変 



■一般精神科医のASD/ADHD診療参入の流れ 

松岡孝裕、横山富士男、太田敏男ほか： 一般精神科医が日常診療で自閉ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑ症を診るということ．
臨床精神医学．44（1）： 109-119．2015 



■児・青 戸惑いがちな点  診断 ≪AQ-J（成人用）≫ 

松岡孝裕、横山富士男、太田敏男ほか： 一般精神科医が日常診療で自閉ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑ症を診るということ．
臨床精神医学．44（1）： 109-119．2015 

※社会人・大学生対照値は以下を参考値とした：若林明雄、
東條吉邦、Baron-Cohen Sほか：自閉スペクトラム指数
（AQ)日本語版の標準化 高機能臨床群と健常成人による
検討. 心理学研究1：78-84．2004 



■児・青 戸惑いがちな点  診断  ≪AQ-J（児童用）≫ 

※こども対照値は以下を参考値とした：若林明雄、内山
登起夫、東條吉邦ほか：自閉スペクトラム指数（AQ)児童
用・日本語版の標準化 高機能自閉症・アルペルガー障
害児と定型発達児による検討. 心理学研究77：534-540．
2007 





■児・青 戸惑いがちな点  診断  ≪ADHD-RS≫ 



例）18歳 男子 

評価者：母 

計：28→95%ile 

IA：26→99%ile 

HI：02→50%ile 

本来は・・ 

18歳以下 

客観評価用 

だが・・ 

 
19歳以上でも 

主観/客観・・ 

さかのぼって 

評価・・ 

→参考値として 

役立つよう。 

 



成人期、ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ用 

として正式なものだが・・ 

ADHD-RSのように 

%ile判定はできない。 

赤枠内に４つ以上 

該当の場合、成人期 

ADHDの症状を 

有している可能性高い 



■児・青 戸惑いがちな点 治療 ≪薬物の用法≫ 

24h 

 ng/ml 

■OROS-MPH  

★1× 

24h 

 ng/ml 

   ■ATX  

★2× 

ストラテラ錠 添付文書より コンサータ錠 添付文書より 



■Atomoxetine(ATX） 

≪用    法≫ 

①0.5mg/kg→②0.8mg/kg→③1.2mg/kg    →→④1.8mg/kg 

                           ★例：児童 20kg 

≪計算値≫ 

①10mg →→②16mg   →→③24mg   →→→→④36mg 

■児・青 戸惑いがちな点 治療 ≪薬物の用量≫ 

≪★錠剤の場合（例） ≫ 2×朝・夕 

①5+5mg錠→②10+5mg錠→③10+(10+5mg)錠→④25+10mg錠 

≪★水溶液の場合（例）≫ 2×朝・夕 

①2.5ml →→②4ml  →→→③6ml   →→→→→④9ml 

水溶液Yml＝錠剤Xmg/4 



■児・青 戸惑いがちな点 治療 ≪薬物の用量≫ 

→推奨： ★脳波測定 てんかん性突発波の有無を確認 

→推奨： ★身体的成長の度合を評価 

■Methyphenidate徐放剤 （OROS-MPH） ※要登録 

≪用    法≫ 推奨： ～１.0mg/kg 

                           ★例：児童 35kg 

≪計算値≫ 推奨： ～35mg 

≪★錠剤の場合≫  1×朝  

①18mg錠→②27mg錠→③ ★ 36mg 

    ・・・（推奨、ここまで）・・・ 

④45mg（18+27mg錠）・・54mg（27mg+27mg） （慎重に） 



■児・青 戸惑いがちな点 治療 ≪成長の度合を評価≫ 

松岡孝裕、横山富士男、太田敏男ほか： 一般精神科医が日常診療で自閉ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑ症を診るということ．
臨床精神医学．44（1）： 109-119．2015 



１．児童・青年期をとりまく実状、専門医の絶対数が不足し
ている実状を概観し、一般精神科医がこの領域に参画す
ることの意義を述べた 

２．児童・青年期のなかでもF8,F9圏の事例がF4に次いで
多く（当科調べ）、専門医の側では★F8,F9圏の診療に一般
精神科医が参画することを期待している実状があった。 

３．児童・青年期のASD/ADHDの4症例を呈示、一般精神
科にできる範囲での診療の実際を紹介した。 

４．その上で、当科にて試験運用中の一般精神科医が順
次、この領域の診療に参画していくシステムを紹介した。 

５．当科に特異的な点も多々あり、一般化はできないが、こ
の問題を考えるうえで一助となれば幸いである。 

■本日のまとめ 




