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・・・ADHDは、見逃され誤診されている 



 

     症例１：３４歳男性 



生活歴 

・幼児期、学童期、不注意と多動傾向がみられ、よく物
をなくし、気が散りやすい子供だった。飽きっぽさとのめり
込みやすさが両方あり、１つのことにのめり込むと周りが
見えなくなることがよくあった。 

・対人関係は比較的良好、友人は多かった。一方、正
義感が強く、リーダー格の相手に対しても屈せずに強く
注意をするため、いじめにあった時期がみられた。成績は
平均程度であったが、試験に向けて計画して勉強するこ
とが出来ず、毎回一夜漬けだった。 

・高校時代、交友関係は問題なかったが、落ち着きのな
さは残存し、３つの部活に所属、どれも中途半端な参加
だった。 

 



• 高校卒業後、家業の自動車修理工場を手伝うために
技術系の専門学校へ進学。複雑な工程を覚えること
や手先の器用さを必要とされることが苦手で、作業は
人の3倍程の時間がかかった。 

• 卒業後、親のつてで技術職として大手の自動車メーカ
ーに勤務、なかなかなじめなじめず。上司から技術力
の低さを指摘されたことに加え、会社がリコールをめぐ
るトラブルが起きたために精神的に混乱状態となり、家
庭内で興奮することがひんぱんになった。 

• 仕事は退職して家業を継いだが、顧客からの依頼品を
損傷してしまったり、職場でボヤ騒ぎを起こしたりとミス
が続き、叱責する家族との関係も悪化し、仕事を辞め
、以降現在まで無職。 

 



現病歴 

・小児期から多動、不注意症状がみられたが、相
談や病院への受診はしていない。３歳ごろ、一人
で家の外を徘徊するエピソードがあり。 

・就職した直後より、情動の不安定さを訴え、自
ら心療内科を受診した。そこでの説明に納得がで
きず、別の精神科病院を受診したところ、「統合
失調症」と診断された。 



 
 

• 抗精神病薬の処方により振戦など副作用が出現、こ
のため服薬を自己中断。その頃勤務先でのトラブル
も重なり、家庭内暴力が増加。 

• 24歳、自宅において激しい怒声を繰り返していたため
、隣人の通報により警察により保護、ある精神科病院
に入院。 

• 入院後は短期間で興奮状態は安定、統合失調症は
否定され、「境界性パーソナリティ障害」と診断が変更
。退院後、作業所への通院をすすめる主治医の対応
に反発、他のクリニックをへて、当院の専門外来を受
診となった。 

 



治療経過 

・初診時本人は、「アイデアが飛躍しすぎる」「話を人にピ
ンポイントで発言できない」「言いたいことをうまくいえずに
、的外れなことを言ってしまう」と訴える。 

・生育歴を含め病歴聴取を詳細に行ったところ、幼少期
から現在に至るまで、一貫して不注意、多動・衝動性の
症状が認められ、ADHDと診断。 

・社会性の回復のため、当院の発達障害のデイケアを
開始。開始当初は、場面でも落ちつかず、周囲の人の
動きを絶えず気にしていた。プログラムの内容や自分の
振る舞いに対する確認行為も頻回に出現。 



 
 

• 本人の訴えに対して、職員が対応出来ない時などに
は、肩や目の痛みなど身体症状を訴えることがしばし
ばだった。 

• 対人折衝能力は高く、友人を作ることは容易にできた
が、その一方で、プログラム中に雑談をする参加者に
対し、すぐに注意をするため雰囲気を壊したり、また話
合いや作業では完璧主義的に遂行しようとし、それを
他者に強要しようとするため、反感を買うこともみられ
た。 

• 過剰な集中を示すこともあり、デイケアでの作業を家
に持ち帰り昼夜を問わず取り組み、睡眠を上手に取れ
ないこともあり。 



 
 • その後、デイケアにおいてADHDのための専門プログ

ラムに参加。 

• 心理教育、認知行動療法を通し、徐々に「やることが
多いと頭が忙しくなる」「睡眠をしっかり取り症状を安
定させる」「衝動的に発言したくなる時は、深呼吸する
」など、自己認知の向上や対処法の獲得が見られた。
ADHDグループという同質で決まった参加者で施行
されるグループにおいては予期しない刺激が少ないた
め、比較的落ち着いて学習が可能であった。 

 

• WAIS-Ⅲ：FIQ 81、VIQ 89、PIQ 75。 



 
 

• この症例では、ADHD特有のエネルギーの高さと対
人折衝能力から、自ら行動拡大、大量の刺激を処理
できずに、結果的に精神症状、身体症状が悪化する
ことを繰り返した。 

• 内面の混乱が訴えや怒りとして表出され、激しい興奮
に至ることもあり一見してBPD様にみえるが、感情的
な混乱や怒りは長時間続くことはなかった。BPDにお
いて、操作性や依存欲求が持続的に見られるものと
は異なっていた。 

• 本症例は、完璧主義思考や自己犠牲的な思考を持
っているため、生活上の支障をきたしやすく、この点に
関する本人の十分な理解が社会復帰のために必要
である。 



Ⅰ．ＡＤＨＤの概念 



 

ADHD・・・・・「注意欠如（欠陥）多動性障害」 

 

ASD・・・・・「自閉症スペクトラム障害」 

  広汎性発達障害（ＰＤＤ）とほぼ同義 

  アスペルガー障害（アスペルガー症候群） 

  自閉性障害（自閉症）など 

 



ADHDの症状 

１．多動 

２．不注意 

３．衝動性、攻撃性 



ASDの症状 

１．対人関係の障害 

２．常同的、強迫的行動 

３．（言語発達の遅れ） 



 

・・・  ＡＤＨＤとＡＳＤは、 

    症状の重なりが大きい。 



症例２：３２歳女性 

 生活歴： 

 ・同胞２名中第２子次女としてA県にて出生。出生時は
異常なく、健診でも異常を指摘されたことはなかった。 

 ・地元の公立小学校に入学したが、授業中は落ち着いて
座っていることができず。授業中やテストでは集中困難で
あり成績はオール１、忘れ物も多く、通信簿でも落ち着き
がないとコメント。 

 ・公立中学校に進学、中学2年生の頃は非行グループと
交流、タバコ、アルコール、シンナーを使用。中学3年生の
頃にいじめに遭い不登校になったが、3年間で卒業。 



• 中学卒業後は通信制高校に進学、高校生活はほと
んど勉強しなかったが3年間で卒業。 

• 専門学校に進学、卒業後は服屋や雑貨屋などでアル
バイト。不注意によるミスが多く、人間関係でも上手く
いかず、長くて１年半、短くて１日と転々と職場を変
えていた。 

• ２８歳以降は仕事をしておらず、現在は単身生活、
生活保護を受給、母が頻繁に様子を見ている。 

• 父は塗装業を自営、職人気質な頑固者であった。母
は家業の手伝いをしていたが、子供の面倒はよくみて
いた。姉は他の精神科に通院中（境界例、統合失調
症などと診断）。 

 



現病歴 

• 小学生のころは明るく元気がよかったが、授業に集中で
きず落ち着きがなかったり、鞄やハンカチなどを置き忘れ
てしまうことがよくあった。映画のDVDを見るときも、落
ち着いてみることができず、途中に何かをしながらだった
。よくしゃべり、先走って人の話にかぶせて話してしまうこ
とも多かった。 

• 仲間外れになりたくないという思いが強く、人に勧められ
れば何でもついて行き、集団行動は苦手だが距離感が
うまくとれず、思っていることを躊躇せずに言ってしまい疎
ましく思われていた。対人面での失敗が続き、思春期頃
からは人と付き合うことに自信がなくなっていた。 

 



• 15歳の時にいじめに遭い、情緒の不安定さがみられ不
登校。 

• 高校を卒業した頃からイライラするとリストカットを繰り返
し、不安感や抑うつ気分を認めたためある診療所を受診
、「不安神経症」と診断され通院。 

• その後もリストカットや過量服薬などを繰り返し、10か所
あまりの精神科の診療所や病院を転々、「統合失調症」
、「境界性人格障害」、「摂食障害」などと診断。 

• 22歳頃よりビール3500ml程度とテキーラ1本を連日
飲酒、大麻も使用した。 

 



• 27歳より漠然とした不安感や抑うつ気分や希死念慮
が増悪したため、うつ病や摂食障害でE病院とF病院
へ計6回の入退院を繰り返す。 

• 向精神薬の投薬により改善はみられず。 

• その後、28歳時に摂食障害による過食嘔吐を繰り返
しG病院に入院した。31歳時に飲酒による問題行動
も目立つようになりアルコール依存症でＧ病院に入院
した。 

• 退院後は同院の外来通院をしていたが、精神症状は
安定せず、32歳時に発達障害を疑われ、当院を紹介
受診。 

 



治療経過 

• 諸検査にて器質的な異常はみられなかった。生育歴を
含めて詳細な病歴聴取を行ったところ、幼少期から現
在に至るまで、一貫して不注意、多動・衝動性症状を
みとめ、症状の出現は広汎であった。 

• これによりADHDと診断、ADHDの症状によって対人
関係が不安定となり、二次的に不安、抑うつ症状が
出現していると考えた。 

• 外来にてアトモキセチンによる薬物治療を開始、徐々
に情動面での安定化がみられ、注意の散漫さは軽減
した。現在はアトモキセチンに少量の抗精神病薬を併
用し経過観察中である。 



 

 

＃ 「発達障害」の流行 



レインマン（1988） 

  チャーリー（トム・クルーズ）は高級車のディーラー、彼のもとに父の
訃報が届く。故郷に帰ったチャーリーは、ほとんどの財産が自閉症の兄レ
イモンド（ダスティン・ホフマン）へ送られることを知る。遺産を手に入れ
ようと、チャーリーは入所している施設から強引にレイモンドを連れ出すが
、奇妙な振舞いをするチャーリーと次第に心を通わすようになる。 



読売新聞データベースにおける 
「発達障害」のヒット件数（1993～2012） 



「就労困難で相談増加  
発達障害、社会の理解を」  

 

  大人の発達障害者が就労の困難に直面している。診断を受け
ないまま社会に出て、職場に適応できなかったり、就職できなか
ったりする例も多い。周囲の配慮があれば能力を発揮できる人も
多く、社会全体で理解を深める必要がある。 

  大阪府で発達障害者の当事者会を主宰する石橋尋志さん（３３）
は、会社での営業成績はトップクラスだった。しかし、書類を書き
間違えたり顧客との約束を忘れたりするミスで「社会人としての自
覚がない」と叱責され続けた。２６歳でＡＤＨＤの診断を受け、「駄
目な人間だと思い込んでいたが、疑問が解けた」と振り返る。  

 

                  （2012年11月8日 読売新聞） 

 



  「つまずくエリート 東大生が悩む発達障害」 

  

  難関をくぐり抜けてきたエリートと思われる東大生。友達づき
あいや集団生活が苦手でも、高校までは優等生としてのプラ
イドで乗り切ることができた。しかし、大学進学後や就職後に
人間関係で苦しむ人がいる。研究室や職場で空気が読めず
浮いてしまう。他人の意見が受け入れられず、教授や上司と
の関係をこじらせる。万能と思われる彼らの多くがなぜこのよ

うにつまずくのか。彼らを悩ますアスペルガー症候群とは？  

           

                 （AERA 2012年6月4日号） 



発達障害の定義 
（「発達障害支援法」 ２００５年） 

・対象疾患 

  自閉症 

  アスペルガー症候群 

  その他の広汎性発達障害 

  学習障害 

  注意欠陥多動性障害 

  その他これと類する脳機能の障害 

・その症状が通常低年齢において発現 

 

     （知的障害とは異なる「障害」として定義） 



平成２４年 文部科学省 

 

通常の学級に在籍する（発達障害の可能性のある）特別な教育的支援を必要とする児童生

徒に関する調査（平成２４年度に追加）
 

 

標本児童生徒数  

５３，８８２人（小学校：３５，８９２人、中学校：１７，９９０人） 

回収率は９７．０％ 

 

 推定値（９５％信頼区間） 

 平成２４年度 平成１４年度 

学習面又は行動面で著しい困難を示す  ６．５％ ６．３％ 

行動面で著しい困難を示す  ３．６％ ２．９％ 

「不注意」又は「多動性－衝動性」を著しく示す ３．１％ ２．５％ 

「対人関係やこだわり等」の問題を著しく示す ※ １．１％ ０．８％ 

※スウェーデンの研究者によって作成された、高機能自閉症に関するスクリーニング質問

紙（ＡＳＳＱ）を参考に作成。 



「通常、幼児期、小児期または青年期に 
初めて診断される障害」（DSM-IV） 

精神遅滞 

学習障害 

運動能力障害 

コミュニケーション障害 

広汎性発達障害 

注意欠陥および破壊的行動障害  

幼児期または小児期早期の哺育、摂食障害 

チック障害  

排泄障害 

幼児期、小児期または青年期の他の障害 



「神経発達症群（神経発達障害群）」 
（DSM-5） 

知的能力障害群 

コミュニケーション症群（障害群） 

自閉スペクトラム症 

 （自閉症スペクトラム障害） 

注意欠如・多動症 

 （注意欠如・多動性障害） 

限局性学習症（障害） 

運動症群（障害群） 



精神科で扱う発達障害 

◇ 知的障害（精神遅滞） 

◇ ASD（自閉症スペクトラム障害） 

◇ ADHD（注意欠如多動性障害） 

◇ 発達障害に併存する二次的障害 

   ：うつ病、不安障害、その他 

◇ （学習障害） 



ＡＤＨＤ：概念の変化① 

  諏訪の教科書「最新精神医学」より 

             （新改訂版１９８４年） 

 

 ・過動症候群：「・・・しばしば軽微な神経学的異常
を伴うことがある。・・・その背景に微細脳損傷、な
いし微細脳機能障害があると想定されるようにな
った」 



ＡＤＨＤ：概念の変化② 

 ・現在のＡＤＨＤの概念は、１９８０年代以降に
成立したもの、今後も大きな変更が行われる
可能性がある。 

 ・従来、医療の対象となっていたのは、児童、
思春期のケースが中心で、成人期の例は視
野に入っていなかった。 



Alexander Crichton (1763-1856) 

  スコットランドの内科医Alexander Crichton 
は、「An inquiry into the nature and origin of 
mental derangement」において、今日の「不
注意優勢型ＡＤＨＤ」の症例を報告（１７９８）。 

 



「一度くらいじっと席についていられるか見せてくれよ」 

パパがフィリップに行儀よくするように言うと、ママは険しい

表情を浮かべた 

しかし落ち着きのないフィリップは、じっとなどしていない 

「フィリップ！ 怒りますよ！」 

ますます手に負えないほど興奮して、とうとう椅子をひっくり

返しそうになる 

フィリップは、声の限りに叫び、テーブル掛けをつかむがつい

に… 椅子から転げ落ちるのを目の当たりにして、ママは

イライラと眉をひそめた 

パパのしかめた顔といったら！ 

フィリップは、恥ずかしさの余り悲しげな顔をしている… 

１９世紀のADHD：「そわそわフィリップ」 （ホフマン １８５４年） 



「スティル病」 

 1902年：ジョージ・スティル（ロンドン・キングスカレッ
ジ病院）「道徳的抑制の異常な欠如」 

・①環境への適切な認知、②道徳意識、③抑制しよう
とする意志の欠如 

・男性＞女性、知的な遅れはない 

・小奇形、チック、非行や虐待行為、爆発的な怒りなど
の衝動行為を伴なう 

・脳炎や脳腫瘍の罹患歴 



ＭＢＤ ① 

１９００年代前半：エコモノ脳炎が大流行、脳炎な
どの回復後に、多動、衝動的で抑制欠如を示
す一群・・・「脳炎後行動障害」「脳外傷症候群」 

１９６０年代・・・多動、不注意さのため、不器用で
学習困難、情動不安定な子供たち：「微細脳損
傷症候群」「微細脳機能障害（ＭＢＤ）」 



ＭＢＤ ② 

・周産期の軽度の脳障害などによって、微細な
神経症状がみられ、行動異常や知覚、認知、
言語などに一定の障害を示すもの。 

・不器用で、運動機能に劣る。 

・落ち着きがなく、不注意、衝動的。 

 

・・・想定された脳損傷は明らかにされず。 



ADHDの登場 

• １９８０年代以降・・・公式の診断基準によって
定義される。 

 「多動反応」（DSM-II） 

 「注意欠陥障害」（DSM-III） 

 「注意欠陥・多動性障害」（DSM-IV）、 

 「多動性障害」（ICD-10） 

 



From Japan 

長井長義（ながいながよし） 

 （１８４５－１９２９）： 

・日本の近代薬学の開祖 

・阿波藩典医の家系 

・ベルリンに留学 

・マオウ（麻黄）からエフェドリンを
抽出 

・エフェドリンからメタンフェタミンを
合成 



Emma Pendleton Bradley Hospital 

  米国初の小児精神科病院として、１９３１年に開
設。病院の名称は、開設者であるGeorge 
Bradleyが、7歳で脳炎に罹患しさまざまな後遺症
を患った娘の名前にちなんで命名。 



Bradley病院における研究 

 ・器質脳症候群（多動性衝動性障害、発達
性多動、多動児症候群）の小児にベンゼドリ
ン（デキストロアンフェタミン）の投与し、攻撃
的行動、衝動行為が減少(1937)。 



モーツァルトはＡＤＨＤ？ 

 ・よく動き回り、神経質に手を動かし、せきこむようにせ
っかちな話し方 

 ・身体を動かす遊びを好み、短気で気持ちが不安定 

 ・好き嫌いを直観的に決めるが、子供のように純粋で
無邪気（ティックとケルナー） 

 ・友人などに宛てた手紙においては、脈絡もなく世界の
大洋や大陸の名前を列挙したり、関係もない物語を
詳細に書き出す 



 ・出世のために頭を下げたり、おべっかを使ったりする気にな
れない 

 ・大司教や興行主に暴言「両肩にクソをたれてやる」「僕のお
尻をなめろ！」 

 ・曲のアイデアを浮かぶと、書き上げるまでは驚くべき集中
力を示す 

 ・金銭管理ができずに浪費、ギャンブル癖 

 ・「凡庸な精神という素質、おもしろみのない冗談、そしてモ
ーツァルトにおいては軽薄な生活が彼らとの交遊関係でみ
られたすべてであった」（カロリーネ・ビヒラー） 

  

 ・・・トゥレット障害という説もあり。 



小 括 

１．成人期の発達障害は、ASD（自閉症スペクトラ
ム障害）あるいはPDD（広汎性発達障害）と
ADHD（注意欠如・多動性障害）に二分される。 

２．ＡＤＨＤの疾患概念は変遷しており、今後も大
きく変化する可能性がある。 



 

 

Ⅱ．ADHDの診断 
 



成人期のＡＤＨＤ 
：診断における課題 

 ・情報不足のため、正しい診断が困難 

 ・他の疾患と誤診されている例が多い 

 

 ・・・ 専門外来を受診したケースを紹介 



症例３ 

 

就労後の不適応により受診した例 



症例：男性 25歳の会社員 

主訴： 

 「物覚えが悪い。忘れるのが不思議なことで
も、簡単に忘れる」 

 「自分の考えを表現できない」 

 「応用がきかない」 

 「複数のことを同時に行うことができない」 

 「場の空気や、人の心情を読み取れない」 



 生活歴：神奈川県出身。有名私大を卒業後
、電機メーカーに勤務。 

 既往歴、家族歴：特記事項なし。 

  

 現病歴：児童期より忘れ物、落し物が多かった
が、学業成績は優秀。小学校の高学年より、
友人が少なくなった。その後も、対人関係が苦
手。就職後は、給与計算などの事務処理を担
当している。 



 現病歴： 
  仕事上、些細なミスを繰り返し、たびたび注
意を受けた。何を優先させていいのかわからなく
なり、混乱しやすい。特に、３人以上との会話
が苦手。メモをとっても、メモの存在を忘れる。
毎日顔を合わせている人の名前を忘れてしまう
。気配りが足りないと指摘される。 

  自ら発達障害ではないかと、専門外来を受診
した。 

 診断と治療： 
  ADHD不注意優勢型と診断 
  薬物療法によって不注意の症状は改善、適
応も良好となっている。 

  



成人期ADHDの診断 



ADHDの診断基準：DSM-IV-TR1 

 ADHDの本質的な特徴は、「不注意」および/または「多動性
-衝動性」の持続的なパターンであり、同等の発達段階で通常
観察されるよりも頻繁に観察され、重症度が高い 

 いくつかの症状は7歳未満で発現する 

 障害は2つ以上の状況（例：家庭、職場、学校）で存在し
なければならない 

 社会的、職業的および/または学業的機能に障害がある 

 症状は他の精神疾患によるものではない 

• DSM-IV-TRでは乳児期、小児期または青年期に最初に診断されることが多い障害に分類されている 



ＤＳＭ－ＩＶからＤＳＭ－５ 

・症状の出現時期：７歳以前→１２歳以前 

・成人における言及：なし→１７歳以上に
おける診断基準を設定 

・ＡＳＤの併存：不可→可 



 小児期と症状が異なった形で発現。 

 主症状の不注意、多動性、衝動性はADHD固有の症状とは言え
ず、多くの精神障害で出現。 

 診断上の困難さ。 

• 小児期と症状が変化し、多様となる 

• 現行の診断基準は症状の進展、変化を反映していない 

• 患者本人が症状や機能障害を誤解したり見過ごしたりしてい
る 

• 併存障害 

 

 1.  Adler et al. CNS Spectr 2008;13(8 Suppl 12):1-5. 

成人期ADHD：診断上の問題 



学業・業務成績不振 
 頻繁に物を置き忘れる、仕事や約束の時間に遅れる 
 能力のわりに学業成績が悪い 、締め切りに遅れる 

情緒不安定 
 感情を爆発させやすい  
 常に失敗をし、やる気をなくしやすい 、自尊心が低い 

 
対人関係の障害 

 傾聴する能力が低い 、気が短い 
 友人関係の構築・維持が困難 、怒ると、口汚い言葉を使う 
 社会的スキルが不十分  
 

社会適応の障害  
 お金の管理が下手、過剰な借金  
 アルコール、物質乱用        

1. Searight RH, et al. Am Fam Physician 2000;62: 2077-2086.        2. Adler L, et al. Psychiatr Clin N Am 2004;27:187-201.        3.  Weiss M, et al. ADHD in Adulthood: A Guide to Current Theory, Diagnosis and Treatment, 
1999. 

成人期ADHDの症状  



米国のNational Co morbidity Survey Replication（全国併存疾患重複調査、NCS-R）では
、併存障害を有する成人期ADHD患者の割合を以下に示す： 

 不安障害47.1％ 

• 社会恐怖(社交不安障害) 29.3％ 

• 特定の恐怖症(単一恐怖) 22.7％ 

• 心的外傷後ストレス症候群(PTSD) 11.9％など 

 気分障害 38.3％ (大うつ病18.6％、双極性障害19.4
％など) 

 衝動制御障害 19.6％ 

 物質使用障害 15.2％ 

成人期ADHDにおける併存障害 



ASDとADHD 

・DSM-IVにおいて、両者は併存しないと定義さ
れていた。 

・DSM-5においては、両疾患の併記が可能と変
化した。 

・実際の臨床例においては、ASDとADHDの両
方の特徴を持つケースが多い。 



Autistic symptoms  
in adults with ADHD 

Iwanami A, Okajima Y, Ota H, Tani M, Yamada T, 
Hashimoto R, Kanai C, Watanabe H, Yamagata A, 
Ono T, Takayama Y, Ikeda A, Kato N 

 

Department of Psychiatry 

Showa University School of Medicine 

Tokyo, Japan 



   Subjects 

• ADHD 

   N=36 (26 males and 10 females) 

    mean age: 31.3 years (SD 6.9), IQ: 111.6 (SD 
6.6) 

   CAADID, DSM-Ⅳ criteria 

• Controls 

   N=24 (18 males and 6 females) 

    mean age: 31.5 years (SD 4.9) , IQ: 109.2 
(8.8) 

 
  * Subjects with other psychiatric disorders were excluded 

from this study with MINI (Mini-International 
Neuropsychiatric Interview). 

 
  



 Results 

 

 
ADHD Controls

total AQ 33.0 (7.0) 15.5 (6.2) p<0.0001

total CAARS 25.9 (8.8) 10.5 (8.0) p<0.0001

Hyperactivity 8.5 (5.0) 4.7 (4.3) p<0.05

Inattention 17.4 (5.3) 5.8 (4.2) p<0.0001



Ⅲ．ＡＤＨＤの臨床像と治療 



本邦では、成人発達障害への医療 

及び、教育上のサービスは不十分 

昭和大学附属烏山病院に 
成人発達障害を対象とした 
専門外来、デイケアを開設。 



プログラム実施日 
DC:6時間  SC: 3時間 集団精神療法（外来）:1.5時間 

曜日 AM PM 

月曜日 パソコン教室 SST 

火曜日 パソコン教室 就労グループ 

水曜日 

SC 水曜クラブA 
(定員10名) 

SC 水曜クラブB 
(定員10名) 

ビジネス講座 ビジネスマナー 

木曜日 
DC 木曜クラブ（定員8名） 

プロジェクトK 健康プログラム 

金曜日 委員会活動 
奉仕活動/ 

コミュニケーションズ 

土曜日 SC土曜クラブ（第2＆４） 

（４グループ定員50名） 

外来 夫婦の会（第４） 

（定員10組） 



 

症例 ４ 
 

 自ら専門外来を受診した女性例 



症例 ２７歳女性 

主訴：「発達障害ではないか？」 

 片づけられない。話が理解できないことがあ
る。複数のことをするときに混乱する。 

既往歴・家族歴：特記事項なし。 

生活歴：大阪府にて生育。国立大学の文学
部大学院を卒業後、現在は県立高校の教
師として勤務。 



 現病歴：  

  児童期、おとなしい子供で友人は少数、成績
は上位。多動はみられないが、不注意で忘れも
のが多く、よくものをなくした。一対多の会話で
、混乱しやすい。 

  就職後、ケアレスミスが多く、優先順位がつけ
られない、先を読んで行動したり、相手のことを
考えて動けない、仕事を先延ばしにしてしまう。 

  → ＡＤＨＤと診断し、投薬を開始 



 治療経過 

 

 ・アトモキセチン２０ｍｇ（分２）から投与を開始。
２～３週ごとに、４０ｍｇ、６０ｍｇと投与量を増
量。副作用は一過性の吐気。一日量６０ｍｇにして
から自覚的に、「落ち着いて考えられるようになった」 

 ・さらに８０ｍｇ、１２０ｍｇと増量、「考えながら混
乱しないで、話をすることができるようになった」「じっく
りメモをとることができる」「パニック状態になくなった」
など不注意の症状が改善、職場への適応も良好とな
る。 



 ①自分自身の行動特性を理解すること 

 ②行動特性を肯定的に受け入れること 

 ③行動特性の是正に立ち向かう気持ちを持たせる
こと 

 ・薬物療法の前提として、疾患に対する本人の理解
が重要。 

 ・自らの特性を理解することで、不得意な状況にお
ける対処行動が可能となる。 

 ・適応レベルの低いケースでは、就労支援、ハロー
ワークを利用した障害者雇用を目指す。 

成人期ADHDの治療指針 



結語 

１．成人期ＡＤＨＤは有病率が高率で、生活上
の機能障害は重大である。 

２．成人期ＡＤＨＤは正しく診断されておらず、
誤った病名がつけられたり、見逃されている例
が多い。 

３．適切な薬物療法によって、精神症状の安定、
生活の質の向上、社会適応の改善が期待さ
れる。 

 



 
 

 

       Ⅳ．ADHDと犯罪 



 

 

      「深川の通り魔事件」 



通り魔 

• 昭和五十六年六月十七日午前十一時三十五分。 

• 現場である森下は、江東区の北部。現在では住宅地、商
業地となっているが、かつてはドヤ街が存在し、多くの日雇
い労働者が暮らしていた。森下の地名の由来は、江戸時
代に酒井左衛門尉の屋敷の木立が生い茂っていたことに
由来するという。 

• 加害者の川俣は、森下にある喫茶店「ロアール」前の路
上にいた。そこに通りかかったのは、近所に住む主婦、Tさ
ん。彼女は、ベビーバギーに長男のKちゃん（１歳）を乗
せ、長女のRちゃん（３歳）の手をひいていた。  



• 簡易宿泊所から出た川俣は、銀座のすし店に電話をか
けた。何としてでも採用の返事をもらわなくてはと思いつ
めていたが、にべもなく断られた。 

• 電話を切ると、被害者の親子が歩いてくるところが見えた
。通行人を殺してしまえとヤケな気持ちになった。 

• 三人が目の前にきたとき、川俣は、持っていた柳刃包丁
で、長男の腹部を突き刺し、さらにTさんの背中と、Rちゃ
んの胸を突き刺して、三人を死亡させた。この犯行の光
景を、小松川の方面から来た都バスの運転手が目撃。
運転手から見た第一印象は、なにかごたついているよう
な、不自然な感じだった。その直後に赤ん坊が乗ったベビ
ーバギーは、投げ飛ばされるようにひっくり返った。 

 

 



• さらに川俣は、約十メートルあまり離れた「三河屋酒
店」前を通行中のIさん（三十三歳）の腹部などを
突き刺し死亡させた。その直後、約十五メートル前方
の「森下診療所」前を通行中の七十一歳の女性の腹
部を突き刺し、重傷を負わせた。 

• 川俣は、約十メートル前方の化粧品店から出てきた
三十九歳の女性と、鉢合わせになった。女性はとっさ
に右手で包丁を払いのけて難を逃れた。 

• その直後、中華料理店「萬來」前を通行中の三十三
歳の女性を人質にして、「萬來」の奥六畳間に引きず
り込んだ。「萬來」は開店前で客はいなかった。 



• 川俣は六畳間にいた店の経営者夫婦と子供に対し、
「てめえら出て行け、出て行かないと殺すぞ」と怒鳴り
つけた。 

• この夫婦と子どもは、裏口から逃げて無事だった。川
俣は、包丁で人質の背中に怪我を負わせ、立てこもっ
た。 

• 店にあがりこんだ川俣は、障子を閉めて立てこもった。
中の様子は外からはわからなかったが、やがて、シャー
、シャーという音が聞こえてきた。それは包丁を研ぐ音
だった。 

 

 



• 川俣は人質の女性に命じて、次のように口述筆記を
させて、警察に渡した。 

• 「電波でひっついている役人の家族をすぐつれて来い。
次に書くすし店の夫婦を、全員つれて来い。銚子の水
産会社の夫婦もつれて来い。半日以内に来なければ
人質を殺す。おれがこういうことをしたのも、みんなひっ
ついている役人が悪いからだ。電波でひっついているか
らだ。人が死んだのも、役人とグルになっておれを苦し
めた、すし店と水産会社が悪いからだ」 

 



• 午後六時五十四分、川俣がちょっと目を離した隙に、
人質がガラス戸を開けて調理場の方へ逃げ出した。こ
れを機に刑事たちが調理場奥の六畳間に突入し、抵抗
する犯人を取り押さえた。 

• 店内から引きずり出された川俣は、ズボンも靴をはかず
に白いブリーフ、白いハイソックス姿に、自殺防止の白
い布をくわえさせられた異様な姿であった。 

• 逮捕の翌朝、深川署の取調室で『お茶を出せ、昼はカ
ツ丼を食わせろ！ 食わせないなら、舌を噛み切って死
んでやる』と粋がった。警官が『あっそう。だったら死ねっ
！』と大声を出すと、真っ青になり、以後は素直に話を
聞くようになった。 

 



生活歴 

• 昭和二十七年二月二十一日、川俣は、茨城県の海沿い
の町で生まれた。故郷の町は、西は利根川、東は太平洋
に挟まれたところにある。利根川を渡ると、千葉県の銚子
市がある。 

• 父親は東京の下町育ちだったが、終戦後、ここで漁師と
して生活。彼は「昔かたぎでうそがつけない」が、酔うと酒
乱の傾向があった。仕事は、しじみ採り専門。地元では「
しじみ掻き」という。 

• 同胞は、兄と姉２人と弟。長姉は幼児のとき死亡。長兄
は働きながら定時制高校を卒業したが、短気なところが
あり、酒の上のトラブルで友人を刺殺し、服役。 

 



• 子供の頃から活発できかん坊。いたずらをして叱られ
たり、けんかをすることも多かった。職員室で呼び出さ
れたり、廊下に立たされる。 

• 小学校時代の成績は中位だったが、落ち着きがなく、
衝動的な面が目立つ。小学校の指導要録には、次の
ような記載がある。 

 「落ち着きなく、注意さんまん」 

 「落ち着きはまったくなし。友達とけんかをよくする」 

 「少しのことでも、なぐったりする。また、おしゃべりがは
げしい」 

 「いつもそわそわしておちつきがない。注意されたことも
なかなか守れない」 

 



• 五年生のときの修学旅行では、いたずらが多いからと
いう理由で、教師の横にねかせられた。 

• 中学生になってもけんかが多く、ささいなことで怒りっ
ぽくなることがよくみられた。 

• 呼びかけても返事をしない同級生を、いきなり殴りつ
けたこともあった。 

• 中学の指導要録には次のような記載がある。 

 「しっかりした態度がなく、礼儀作法、ことばづかいもよ
くない」 

 「態度が粗野、落ち着かない。ときどきかっとすることが
ある」 



• 中学卒業時、教師は高校進学を勧めたが、家計が苦
しいため進学をあきらめた。銚子駅から東京行きの集
団就職列車に乗った。 

• 住み込みで働くことになった店は、築地にあるすし店。
店の場所は築地川の支流に面し、卸売市場からも近
かった。従業員が二十名あまりいる大規模な店舗。 

• 就職してから休日以外は休まずに、真面目に働いてい
た。就職して一年目ごろから粗暴な行動が目立つよう
になった。ある年上の同僚が彼のことを生意気だと言
っていると聞かされたとき、彼はすぐにその同僚を店の
裏に呼び出して、手鉤の柄でいきなり相手の頭を殴り
つけた。 

 



• その後もけんかや粗暴な行為が目立つようになり、他
の同僚とうまくいかないこともみられ、三年あまりで店を
辞めている。 

• 次に就職したのは、新聞広告を見て応募した、江戸川
区小岩にあるすし店。昭和四十五年五月から、半年あ
まり働いた。この店で働いているとき同僚に紹介しても
らい刺青を入れた。 

• その後の彼は、東京周辺のすし店を転々。どこも長続
きせず、短いときは数日で辞めている。すし店以外にも
、電気工事店、運送店、看板店などで働いた。ひと月
あまりで仕事にあきて、自分から辞めることが多かった。 

 



• 犯行時の川俣は、覚醒剤の乱用による幻覚妄
想状態がみられた。一方、川俣は小児期より、
多動、衝動性、不注意の症状が持続してみら
れADHDと診断される。 

• この点は精神鑑定でも見落とされているが、彼
の暴力傾向は、この疾患の症状であった可能
性が大きく、早期にADHDを見い出すことがで
きていれば、このような凄惨な犯行も防げたと
思われる。 

 

症例のまとめ 


