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子どもの
注意欠如・多動症（ADHD）の
診断・治療ガイドライン
ADHD の診断・治療指針に関する研究会

第 4 版ガイドライン作成の経緯
「 注 意 欠 如・多 動 症 ―ADHD― の 診 断・治 療 ガ イド ライン」は 2003 年 の 初 版 出 版 以 来，
2006 年に改訂版，2008 年に第 3 版と，時代の要請に応じて改訂を重ね，本書は 8 年ぶりに第
4 版として刊行するものである。この第 4 版ガイドラインが成立した経緯は以下のとおりである。
「注意欠如・多動症―ADHD―の診断・治療ガイドライン」の初版（第 1 版）は，1999 年に始まっ
た厚生労働省精神 ･ 神経疾患研究委託費による ADHD の診断 ･ 治療ガイドライン作成を目指した研
究班（主任研究者：上林靖子）の研究成果であり，内容の調整と文章の推敲を経て，2003 年に上
林靖子，齊藤万比古，北道子の編集による『注意欠陥／多動性障害―AD/HD―の診断 ･ 治療ガイ
ドライン』
（以下，上林版ガイドライン）として，じほうから出版された。この上林版ガイドライ
ンは，わが国最初の系統立った子どもの ADHD の診断 ･ 治療指針として非常に注目されたが，
ADHD 診療が徐々に普及しはじめると，よりいっそう臨床的かつ実用的な診断 ･ 治療のための実践
ガイドラインを求める声が高まった。そうした要望に応える形で，上林班の研究を引き継いで
2002 年に発足した ADHD の診断・治療ガイドラインの臨床応用に関する総合的評価と実証研究の
ための研究班（主任研究者：齊藤万比古）が上林版ガイドラインをさらに実用性の高いガイドライ
ンとして改訂することに取り組み，2006 年にはじほうより『改訂版 注意欠陥／多動性障害―AD/
HD―の診断 ･ 治療ガイドライン』
（以下，改訂版ガイドライン）が出版された。ここまでの 2 冊の
ガイドラインは正式な適応薬をもたない時代のわが国の ADHD 診療の指針として作成されたもの
である。
2007 年後半にわが国の ADHD 診療に重大な影響を与える出来事が生じた。すなわち，リタリン
の乱用および違法取引の社会問題化により，2007 年末でナルコレプシー以外の疾患に対するリタ
リンの処方が明確に禁止されることになったこと，そして同じく 2007 年 12 月にはメチルフェニデー
ト徐放錠（商品名：コンサータ）が 6 歳から 18 歳までの子どもにおける ADHD を適応疾患として
薬価収載されたことの 2 つの出来事である。正式な適応薬が登場したことにより，当然ながら「注
意欠如・多動症―ADHD―の診断・治療ガイドライン」は再改訂を求められることになり，2008
年 11 月にはコンサータを中心とした薬物療法のアルゴリズム（案）などを含む『第 3 版

注意欠

如・多動性障害―ADHD―の診断・治療ガイドライン』
（以下，第 3 版ガイドライン）が出版され
ている。
第 3 版ガイドラインの出版後，2009 年 6 月には選択的ノルアドレナリン再取り込み阻害薬（SNRI）
に属する抗 ADHD 薬であるアトモキセチン（商品名：ストラテラ）が薬価収載された。前述の「ア
ルゴリズム（案）」は正式な適応薬がコンサータのみという条件下で，まもなく適応薬としてスト
(3)
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域での高い専門性をもつ各著者が執筆した諸章で構成されており，この「子どもの注意欠如・多動
症の診断・治療ガイドライン」の内容をより発展させて理解するための第 4 版ガイドラインのテキ
ストにあたる。さらに付録として，いくつかの自記式評価シートと DSM-5 に準じた半構造化臨床
面接用フォーム，さらには心理教育用のパンフレット集，適応薬の添付文書などが掲載されている。
これらはガイドラインに基づく診療を支援し，実際に診療で使える資材として利用されることを前
提としたものである。

本ガイドラインの目的
本ガイドラインは，18 歳未満の ADHD の子ども（以下，ADHD 児）の診療にあたる一線の
医師やコメディカル・スタッフなど医療分野の専門家，さらには教育機関や児童福祉機関など
医療以外の分野の専門家を対象に，治療・支援者の誰もが ADHD 児に出会った際に適切に診
断・評価を行うことができ，その結果に基づいて推奨される治療・支援法を選択し実施できる
ような臨床指針を示すために作成されたものである。内容はあくまで医療的観点に焦点を当て
ているが，医療以外の支援者にも評価と支援の指針を提供するとともに，医療が行えること，
そして行い難いことを知ることで医療機関との連携の具体的手掛かりを得られる資材となるこ
とも期待している。また，「心理社会的治療」の諸章は一線の医療機関が必ずしも備えている
わけではない治療機能を示したものであり，医療以外の専門機関がそれらの機能や技法の専門
性を確立する際の指針となることも目指している。
このようなガイドラインの主目的に加えて，本ガイドラインおよびそれに続く本文の各章は，
ADHD 児をもち，医学的治療を検討中である親や，すでに子どもが治療中である親への情報提供
という目的もあわせもっている。

診断・評価ガイドライン ❶
ADHD の疾患概念は不注意，多動性，衝動性の 3 種の主症状によって定義され，基本的には
生来的・体質的な脳機能障害を背景とした精神疾患を意味している。わが国では発達障害者支
援法の対象疾患の一つと位置づけられており，本ガイドラインにおいても ADHD を発達障害
と位置づける。
ADHD はこれまで世界保健機構（WHO）の作成した ICD-10 や APA 作成の DSM- Ⅳに基づいて
国際的には発達障害として扱われてこなかったことはよく知られた事実である。しかし，わが国の
発達障害者支援法（2005 年 4 月施行）は第二条で，この法が対象とする発達障害とは「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に類する脳
機能の障害」であると定義している。しかし，国際的医学概念とわが国の発達障碍者支援法の間で
生じていた ADHD をめぐる乖離状況は，2013 年に公表された DSM-5 が神経発達症群という疾患群
概念に自閉スペクトラム症（ASD）や限局性学習症などとともに ADHD を含めたことで解決の方
向が見えてきた。今後，ICD-11 にて，この DSM-5 の考え方をどこまで取り入れた修正が行われる
かが注目されるところである。なお，神経発達症群の定義のなかに，神経発達症群に含まれる各疾
患は他の神経発達症群疾患を併存することが珍しくないという一項があるため，参考のため以下に
(5)

g03-20̲chuiketsujo̲SRI̲03.indd 5

2016/09/12 10:16

子どもの注意欠如・多動症（ADHD）の診断・治療ガイドライン

治療・支援ガイドライン ❶
ADHD の治療・支援はあくまで ADHD の確定診断を前提に行われるべきもので，とりわけ
薬物療法ではこの基準に厳密であることが求められる。診断確定後にはさらに成育歴，家族歴，
そして症状の発現後から現在までの現病歴を詳細に検討し，個々の子どもの特有な育ちの経過，
母子を中心とする親子関係の質と量，幼児保育・教育の段階から現在までの家庭外の環境の質
と量，そしてそこでの適応状況，両親のパーソナリティ傾向などの評価結果を治療・支援に活
かすという姿勢が求められる。治療・支援対象である ADHD 児の全体像を見るという観点を
治療・支援の場で治療・支援者は忘れてはならない。
ADHD の治療・支援は，14 項目の診断・評価ガイドラインで推奨した標準的な診断・評価手順
に従って得た ADHD の確定診断を必須条件としたうえで，ADHD 児自身の特性のみならず，家族
の特徴，養育環境の状況，ライフイベント，保育園，幼稚園，小学校，中学校，高校といったその
子どもが所属する家庭外の場での適応状況や問題点などを総合的に捉え，個々の臨床像と環境の特
徴に応じて計画されたものでなければならないということをここでは強調している。

治療・支援ガイドライン ❷
ADHD の治療・支援は環境調整に始まる多様な心理社会的治療から開始すべきであり，本ガ
イドラインはまず薬物療法ありきの治療姿勢を推奨しない。あくまで薬物療法は心理社会的治
療が効果不十分であることを確認したうえで，あわせて実施すべき選択肢である。これはプラ
イマリ・ケアにおいても例外ではなく，いきなり薬物療法開始という姿勢は当事者や親をはじ
めとする家族の不信を招きやすいことを心得ておかねばならない。
図 7 に示したように ADHD との診断が本ガイドラインの診断・評価ガイドラインに準拠した方
法で確定したら，ADHD に固有な治療・支援に入っていくことになる。ADHD 固有の治療・支援
の第 1 段階は環境調整【➡第 3 章 2-

】とその他の心理社会的治療【➡第 3 章 2】に取り組むとき

であり，必ず必要十分な期間が確保されなければならない。そのうえで，効果判定を行い，効果が
不十分と見なされたら薬物療法【➡第 3 章 1】を心理社会的治療に重ねて併施する第 2 段階へと入っ
ていく。薬物療法が必要になるケースでも，薬物療法だけで ADHD 治療の目標が達成されること
はまれであり，同時に施行する心理社会的治療との相互作用，あるいは相乗効果によって治療目標
に到達することができる。第 2 段階の治療・支援が一定期間続いたところで効果判定を行い，もし
効果が不十分であれば心理社会的治療と薬物療法双方の適切性を評価し，それぞれの修正を行って
新たな治療の組み合わせを確立するのが第 3 段階である。第 3 段階の治療・支援を一定期間続け，
効果が不十分であればさらに第 3 段階の心理社会的治療と薬物療法の修正を検討することになる。
これが第 4 段階であるといった具合に，効果が得られる治療システムを確立するまで段階を重ねて
いくことになる。

(21)
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第 1 章 ADHD とはどのような疾患か

1

ADHD 概念の形成史に
ついて

ADHD という疾患概念は，最近になって突然現れた疾患概念ではない。通常の水準を超えるほ
ど多動で落ち着きのない衝動的な子どもが存在することに小児神経学および児童精神医学の領域は
以前から注目してきたのである。
本ガイドラインの第 1 版が発刊された 2003 年には「近年，わが国の児童精神科領域で急速に受診
者数が伸びた疾患の一つ」と表現した注意欠如・多動症（以下，ADHD）は，DSM‑5 でいう自閉
スペクトラム症（以下，ASD）とともに，いまや児童精神科領域の主要な対象疾患の一つとなっ
ている。これは本ガイドラインの普及ぶりをある程度証明しているのであるが，それ以上に，第 3
版ガイドラインの発刊の前後に抗 ADHD 薬として 2 種類の薬剤が薬価収載され，適用薬として公
的に承認されたことに後押しされた現象であることを忘れてはならない。そのような中立的な観点
から見れば，臨床医や関連する領域で ADHD 児の評価と支援にあたる専門家はすべからく，
ADHD 概念の発展史を理解し，この疾患の本質をわきまえた適切な診断・評価の下に治療・支援
を提供する責任を負っており，過剰診断に対しても過小診断に対しても冷静な自己点検に努めるべ
きである。
通常ではありえないほど不注意な，あるいは多動で衝動的な子どもの存在を，人類はすでにかな
り以前から気づいていたのではないかと思われる。そうした子どもに関する記録のうち最も古い年
代のものの一つとして，現在比較的容易に目にすることのできるのが 19 世紀半ばドイツ人医師の
Hoﬀmann H によって製作された教訓的絵本「ぼうぼうあたま（Der Struwwelpeter）
」に含まれる
「行儀の悪いフィリップ」の物語である。ここに描かれている食事のたびにテーブルクロスを引っ
張ったり，身体を動かしたりしてお皿をひっくり返してしまうフィリップは多動で衝動的な
ADHD 児の典型的な姿そのものである。フィリップだけではなく，この絵本に収載されている他
の話に登場する子どものなかにも，ADHD の特性を見出すことのできる子どもが何人か見つかる。
例えば，髪の毛の手入れをしない「ぼうぼうあたま」のペーターは ADHD の子どもの不注意さや，
まとめることの苦手さと関連した状態像を表しているようにも感じられる。また「うわの空のハン
スの話（Die Geschichte von Hans Guck-in-die-Luft）
」は，空ばかり見てぼんやりしているハンス
がある日川に落ちるというストーリーであるが，不注意な ADHD 児が単に注意が逸れやすいだけ
でなく，空想に没頭し，文字通り「うわの空」となりがちでもあるといった特性を描いたと思えて
ならない。
医学的疾患単位としての ADHD につながる疾患概念を初めて世に示した医学的論文は，1902 年
に英国の Still が Lancet の第 1 巻に発表した，攻撃的で反抗的になりやすい 43 例の子どもについて
の 3 本の講義記録である。ここで現在の ADHD に通じる子どもの状態像は「モラルの統制不全
（dedefective moral contorol）
」と表現されており，Hoﬀman の絵本の物語が示している文脈と同じ
ように，「非道徳的な行動」に概念の中心が置かれている。また Still は，そのような子どもの病因
3
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第 2 章 ADHD の診断・評価

ADHD の評価に用いる
各種評価尺度

2
1

質問紙法による ADHD 症状の評価

1）はじめに
受診された方が面接で示す，医師への心的距離感（緊張，不安の度合い）や話しかけへの反応，
質問の返答の仕方や内容（意味の捉え方，話の展開，広がり方），その子の心情への近づき（やす
さ，にくさ）
，非言語的に伝わってくる雰囲気などのインフォーマルな評価と，構造面接による
フォーマルな評価，さらに関係者からの客観的情報をもとに，われわれは ADHD の診断が妥当か
どうかを検討する。そのなかである程度一貫した指標で行動を判断する評価尺度は，ADHD の診
断を補完する視点として，一定の価値があると思われる。

2）評価尺度のいろいろ
現在わが国で ADHD に特化したもので使用できる評価尺度は，DSM‑ Ⅳ ‑TR に準拠した 18 項目
1）

2）

のスケールからなる ADHD Rating Scale‑ Ⅳ （ADHD‑RS‑ Ⅳ日本語版）と Conners 3 ，そして成
3）

人に用いられる Conners Adult ADHD Rating Scale（CAARS） である。
（1）ADHD

Rating

Scale‑ Ⅳ（日本語版は ADHD‑RS）

DuPaul GJ らにより開発された ADHD Rating Scale‑ Ⅳは，ADHD のスクリーニング，診断，治
療成績の評価に使用可能なスケールである。
尺度を構成する 18 項目の内容は，DSM‑ Ⅳの ADHD の診断基準に準拠して，不注意の領域と多
動性─衝動性の 2 つの領域の項目を交互に編成し，それぞれを〈ない，もしくはほとんどない〉
〈と
きどきある〉〈しばしばある〉〈非常にしばしばある〉の 4 件法で評価する。最近 6 カ月の家庭での
様子を評価する家庭版と，同時期の学校での様子を評価する学校版の 2 種類があり，それぞれにつ
いて 5 歳から 18 歳までを，5〜7 歳，8〜10 歳，11〜13 歳，14〜18 歳に分けて，さらに男女別のカッ
トオフ値を算出している。
DuPaul GJ らは，全米各地の地理的，人種的背景を反映する大規模な標本（n=2,000）を収集し，
探索的因子分析と検証的因子分析を実施し，症状の 2 面的モデルに即応していることを確認し，さ
らに再テスト法による信頼性，観察者間一致率，サブスケールの内部一貫性，基準関連妥当性，判
別的妥当性などの調査を実施している。わが国では 2008 年に翻訳出版され，日本 ADHD 学会評価
スケール作成委員会（旧・日本 AD/HD 研究会評価スケール作成委員会）の全面的協力を得て実施
4）

1）

した調査をもとに，内部一貫性，信頼性を検証した うえで，日本版のスコアシートを作成した 。
利点としては，診察場面で捉えられないことが明らかになる，薬物や関与の有効性の有無がわか
49
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第 3 章 ADHD の治療・支援

1
1

薬物療法

エビデンスに基づく ADHD の薬物療法

1）メチルフェニデート徐放錠による ADHD 治療のエビデンス
（1）中核症状への有効性
メチルフェニデート徐放錠は，浸透圧を用いた薬剤放出システムを用い，薬物コーティング部分
の溶解には速やかな血中濃度の上昇，その後，血中濃度が緩やかに持続的に上昇し，そのために効
果の急性耐性獲得を回避して，安定した効果が 12 時間持続するように製剤設計されている。
メチルフェニデート徐放錠の pivotal study では，プラセボに比べてメチルフェニデート速放錠，
メチルフェニデート徐放錠は，Clinical Global Impression（CGI）で中等度以上の改善を示す反応
率，保護者評価（良い，非常に良いの割合）
，教師評価（良い，非常に良いの割合）のいずれにお
いても有意な改善を示している。平均投与量は，メチルフェニデート速放錠が 0.9mg/kg，メチル
1）

フェニデート徐放錠が 1.1mg/kg であった 。
2）

メチルフェニデート徐放錠の至適用量を確認する非盲検試験 が 6〜12 歳の児童を対象に実施さ
れており，その結果，36mg/ 日を最頻投与量として 18〜54mg/ 日まで広く分布している。また，
Findling らは，ADHD の児童を対象に二重盲検比較試験を行ったが，メチルフェニデート徐放錠
を 18mg/ 日より投与し，忍容性があり有効性のスコア ADHD‑RS の変化が 25％以上となるまで増
3）

量したところ，最頻投与量はこの試験の最大投与量である 54mg/ 日，続いて 36mg/ 日であった 。
これらの試験の結果は，メチルフェニデート徐放錠の至適用量が 18〜54mg/ 日まで幅広く分布し
ており，適切な臨床評価のもと投与量を個別に決定する必要があることを示している。
病型によって，メチルフェニデート徐放錠の用量反応性が異なることを示唆する研究もある。
Stein らは，ADHD の児童・青年 47 人（5〜16 歳）を対象としたメチルフェニデート徐放錠のプラ
セボ対照無作為化二重盲検交差比較試験（各投与群は１週間投与）を行い，ADHD の病型別にメ
4）

チルフェニデート徐放錠の投与量と ADHD 症状の改善について検討した 。その結果，混合型にお
いては 54mg/ 日まで直線的な用量反応相関が認められた。一方，不注意優勢型においては 18mg/
日で十分な効果が得られ，用量依存性は認められなかった。
さらに寛解率を指標として，メチルフェニデート徐放錠の効果に用量反応性があるかを検討した
研究もある。Steele らは，CGI あるいは ADHD‑RS スコアにより定義された寛解を達成した割合を
5）

調べたところ，用量依存的に寛解率が増加することを示した 。また，Medori らは，ADHD 成人
401 人（18〜63 歳）を対象に，固定用量におけるメチルフェニデート徐放錠のプラセボ対照無作為
化二重盲検試験を実施したところ，Conners Adult ADHD Rating Scale（CAARS）総得点，不注
211
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資料
Ⅰ 診断・評価編

4

子どもの ADHD 臨床面接フォーム
情報提供者：

（続柄：

）

聴取・記入者：

■■ 基本情報聴取用フォーム ■■
診療録番号：
氏名：

（ふりがな：

）

性別： 男 ・ 女
生年月日：

（年齢：

）

住所：
電話番号：

● 就学状況（該当する回答を○で囲み，学年等を記入する。幼稚園と保育園は年少組，年中組，年長組を記載する）
1）保育園（
4）中学校（

組）
年）

2）幼稚園（
5）高校（

7）特別支援学級（小・中
9）通級指導学級利用（なし

年）
あり）

組）

3）小学校（

年）

年）

6）障害児通園施設（就学まで）

8）特別支援学校（小・中・高

年）

10）その他（具体的に：

）

Ⅰ．主訴
1．現在，最も心配していること，気にかかっていること，あるいは困っていることは何ですか。
⇒（

）

・上記主訴のカテゴリー化（複数に○をつけることは可能。最も困っているものに◎をつけること）
主訴のカテゴリー
1）集中力のなさ・不注意
2）落ち着きのなさ・多動
3）衝動性の高さ
4）他者への迷惑行為
5）学習困難
6）その他（具体的に：

どこでの問題か
幼稚園，保育園，学
家庭内
校，学童保育など

）
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