
　大家　処置を行うことが多いです。
　山内　ちなみに、本題から少し外れ
ますが、最近多発性腎囊胞の治療は進
んでいるのでしょうか。
　大家　サイズの増大を抑える新しい
薬ができました。サイズの増大を抑え
ると同時に、腎機能不全になるまでの
時間を延ばす薬が出てきましたので、
患者さんにとっては光明だと思ってい
ます。
　山内　ただし、今でもそちらのほう

は予後は良くない状況は相変わらず続
いているのですね。
　大家　ただ、医療は日進月歩で、以
前よりは改善していると思います。す
ごくおなかが張って苦しんでいた患者
さんも、塞栓療法もできてサイズを小
さくすることもできますし、新しい薬
も出てきたので、時代は少しずつ変わ
りつつあるという印象を受けています。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

　池脇　金生先生、大人の発達障害と
は、大学や高校を卒業して社会に出て、
そこで会社になじめないで行き場を失
う。それでクリニックに来るのが一つ
の典型的な発達障害が見つかるきっか
けとうかがったのですけれども、これ
が小児になりますと、どういうことで
見つかるのでしょうか。
　金生　小児というと、大人の場合の
ように、自分から病院に行くことはあ
まりないわけです。ですから、気がつ
くのは周りの大人になるかと思います。
親御さんということもありますし、幼
稚園、保育園の先生とか、あるいは健
診を受けたときの保健師さんとか、専
門医のところに来る前に、風邪でかか
っている小児科の先生が「変だな」と
思うとか、小学校や中学校になると学
校の先生とか、いろいろな大人が気が
つくことがほとんどだと思います。

　池脇　そういう意味では、発達障害
なのか、あるいは個性のある子どもさ
んなのか、なかなか難しいところです
ね。
　金生　発達障害の定義というか、概
念としては、脳機能の発達の障害であ
るということと、症状が低年齢、小さ
いときに発現するということで、ざっ
くり決められているので、非常に幅広
いものなのです。大抵の診断基準、一
部は違うのですけれども、ほとんどの
診断基準には、それによって苦痛であ
ったりとか、社会的に不適応を起こし
てくるということが入っているのです。
そうすると、多少そういう症状があっ
ても困らない人は障害ではなくて、発
達障害につながる発達特性となるので、
非常に難しいところがあると思います。
　池脇　幅が広い疾患概念ということ
で、実際に発達障害の中にも幾つかの

小児の発達障害における薬物療法

東京大学大学院医学系研究科こころの発達医学分野准教授
金　生　由起子

（聞き手　池脇克則）

　小児の発達障害における薬物療法の適応についてご教示ください。
＜埼玉県開業医＞
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ものが含まれているのですね。
　金生　そうですね。代表的なのは自
閉症を中心とする自閉スペクトラム症
です。自閉スペクトラム症とは変な 
名前かもしれませんけれども、最近、
日本精神神経学会がautism spectrum 
dis orderをそう訳すことにしたのです
ね。あと、注意欠如多動性障害、すな
わちADHD、この２つが非常に代表的
かと思います。従来、自閉症とかアス
ペルガー症候群といわれたものをまと
めて自閉スペクトラム症としたのです。
あと、学習障害、さらに、最近のアメ
リカ精神医学会の定義では、チック症
とか、著しく不器用な発達性協調運動
症も発達障害に含むといわれています。
　池脇　注意欠陥多動性障害は、言葉
そのものが症状を表していてわかりや
すいのですけれども、それ以外のもの
に関してはなかなか難しいような気が
します。例えば自閉症、アスペルガー
を含むものとして、自閉スペクトラム
症はどういう特徴があるのでしょうか。
　金生　大きな柱としては対人コミュ
ニケーションの障害が一つです。人と
のかかわり合いとか、相手の気持ちと
か空気を読むということが苦手です。
もう一つは、非常にこだわりやすかっ
たり、感覚過敏だったり、同じことを
繰り返したり、興味の幅が狭かったり
することです。そういう人とのかかわ
りとこだわり的なもの、その２つが症
状の柱になります。

　池脇　知的障害はあったりなかった
りなのでしょうか。
　金生　アメリカの精神医学会でまと
めた発達障害に該当するようなものは、
あったりなかったり、どちらも含めて
いるのです。ただ、日本の法律に発達
障害者支援法というのがありまして、
それは知的障害は除いているのです。
もともと知的障害の人はきちんと支援
されていたけれども、支援されていな
かった発達障害の人を入れようとした
法律なのですね。医学的に考えるとき
には、知的障害があってもなくてもと
思うのですが、法律的には、知的障害
だけの人は今まで保障されていたとい
う位置づけですね。
　池脇　大きく分けて、今３つぐらい
疾患をおっしゃいましたけれども、疾
患の頻度はどうでしょうか。
　金生　だんだん認識されるに従って
頻度が上がってきているのではないか
とされています。例えば、自閉スペク
トラム症だと１％か、もっとではない
かとか、ADHDは日本では２％か３％、
海外ではもっと多いといわれています。
チック症に関しては、全部を発達障害
としていいかどうか疑問にされている
のですが、例えばTourette症候群とい
う重症のチック症だけでも１％弱とい
われています。意外と発達障害は多い
のです。
　池脇　多いですね。それぞれが１％
から数％、全部合わせると、けっこう

な割合ですね。
　金生　けっこう重なっている人もい
るのです。それでも、少なくとも数％
以上だと思います。
　池脇　薬物療法の適応についてはい
かがでしょうか。ただ、病気だからす
ぐ薬というよりは、何か包括的なとい
うか、もっと大きな考え方があるよう
な気がするのですが。
　金生　もちろんそうです。発達障害
全体にそうですし、特に子どもの場合
は本人の発達を促したり、行動的な問
題を起こさないようにしたり、自信を
持って生活できるようにしていくこと
が大切で、本人の精神的なことに対す
る働きかけとか、生活する力をつける
ような働きかけもそれを目指していま
す。あと、かなり大事なのは、周りの
理解を促すことです。さっき「発見す
る大人」と申しましたけれども、親御
さんであるとか、通っている学校とか
幼稚園、保育園の先生とか、そういう
方たちに理解を促します。最終的には
本人もそうなのですが、特に年齢が低
いときは周りの方にわかってもらうた
め、心理教育とかガイダンスなどがす
ごく大事になってきて、そういうもの
が全体にうまくいくための薬物療法と
いう位置づけなのです。
　池脇　決して本人が怠けてなってい
るわけではなくて、これはある程度生
まれ持った何かの障害で出ているのに、
「あなたが悪いんだ、なんでそうなる

んだ」と言ったら、これは悪循環にし
かならないですよね。
　金生　そうですね。ただ、わかって
あげたうえで、それをよくする薬があ
ったほうがいい。例えば、注意が散り
やすいのをわかってあげて、本人が注
意が散らないようなセッティングをし
てあげたりとか。なかなか注意が持続
しなかったのをいちいち叱るのではな
くて、ちょっとできたら褒めてあげる。
そういうことをするのだけれども、な
かなかうまくいかないときに、薬で少
し注意力が上がったら、それは意味が
あるかなと、そういう全体の中での薬
という位置づけだと思います。
　池脇　そういう意味で薬物療法、小
児に対しての薬の保険適用もなかなか
難しい気がするのですけれども、幾つ
かの薬は保険で承認されていると聞い
ています。具体的にはどういった薬な
のでしょうか。
　金生　正式に承認されているもので
代表的というか、ほとんど中心になっ
ているのはADHDに対する薬です。一
つは、商品名コンサータといって、塩
酸メチルフェニデートの徐放剤という
か、朝のんだら夕方まで効くという薬
と、もう一つは商品名がストラテラ、ア
トモキセチンというノルアドレナリン
系に作用する薬です。子どものADHD
だけではなくて、現在は成人のADHD
の薬としても正式に認可されています。
　そのほか、抗精神病薬、統合失調症
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ものが含まれているのですね。
　金生　そうですね。代表的なのは自
閉症を中心とする自閉スペクトラム症
です。自閉スペクトラム症とは変な 
名前かもしれませんけれども、最近、
日本精神神経学会がautism spectrum 
dis orderをそう訳すことにしたのです
ね。あと、注意欠如多動性障害、すな
わちADHD、この２つが非常に代表的
かと思います。従来、自閉症とかアス
ペルガー症候群といわれたものをまと
めて自閉スペクトラム症としたのです。
あと、学習障害、さらに、最近のアメ
リカ精神医学会の定義では、チック症
とか、著しく不器用な発達性協調運動
症も発達障害に含むといわれています。
　池脇　注意欠陥多動性障害は、言葉
そのものが症状を表していてわかりや
すいのですけれども、それ以外のもの
に関してはなかなか難しいような気が
します。例えば自閉症、アスペルガー
を含むものとして、自閉スペクトラム
症はどういう特徴があるのでしょうか。
　金生　大きな柱としては対人コミュ
ニケーションの障害が一つです。人と
のかかわり合いとか、相手の気持ちと
か空気を読むということが苦手です。
もう一つは、非常にこだわりやすかっ
たり、感覚過敏だったり、同じことを
繰り返したり、興味の幅が狭かったり
することです。そういう人とのかかわ
りとこだわり的なもの、その２つが症
状の柱になります。

　池脇　知的障害はあったりなかった
りなのでしょうか。
　金生　アメリカの精神医学会でまと
めた発達障害に該当するようなものは、
あったりなかったり、どちらも含めて
いるのです。ただ、日本の法律に発達
障害者支援法というのがありまして、
それは知的障害は除いているのです。
もともと知的障害の人はきちんと支援
されていたけれども、支援されていな
かった発達障害の人を入れようとした
法律なのですね。医学的に考えるとき
には、知的障害があってもなくてもと
思うのですが、法律的には、知的障害
だけの人は今まで保障されていたとい
う位置づけですね。
　池脇　大きく分けて、今３つぐらい
疾患をおっしゃいましたけれども、疾
患の頻度はどうでしょうか。
　金生　だんだん認識されるに従って
頻度が上がってきているのではないか
とされています。例えば、自閉スペク
トラム症だと１％か、もっとではない
かとか、ADHDは日本では２％か３％、
海外ではもっと多いといわれています。
チック症に関しては、全部を発達障害
としていいかどうか疑問にされている
のですが、例えばTourette症候群とい
う重症のチック症だけでも１％弱とい
われています。意外と発達障害は多い
のです。
　池脇　多いですね。それぞれが１％
から数％、全部合わせると、けっこう

な割合ですね。
　金生　けっこう重なっている人もい
るのです。それでも、少なくとも数％
以上だと思います。
　池脇　薬物療法の適応についてはい
かがでしょうか。ただ、病気だからす
ぐ薬というよりは、何か包括的なとい
うか、もっと大きな考え方があるよう
な気がするのですが。
　金生　もちろんそうです。発達障害
全体にそうですし、特に子どもの場合
は本人の発達を促したり、行動的な問
題を起こさないようにしたり、自信を
持って生活できるようにしていくこと
が大切で、本人の精神的なことに対す
る働きかけとか、生活する力をつける
ような働きかけもそれを目指していま
す。あと、かなり大事なのは、周りの
理解を促すことです。さっき「発見す
る大人」と申しましたけれども、親御
さんであるとか、通っている学校とか
幼稚園、保育園の先生とか、そういう
方たちに理解を促します。最終的には
本人もそうなのですが、特に年齢が低
いときは周りの方にわかってもらうた
め、心理教育とかガイダンスなどがす
ごく大事になってきて、そういうもの
が全体にうまくいくための薬物療法と
いう位置づけなのです。
　池脇　決して本人が怠けてなってい
るわけではなくて、これはある程度生
まれ持った何かの障害で出ているのに、
「あなたが悪いんだ、なんでそうなる

んだ」と言ったら、これは悪循環にし
かならないですよね。
　金生　そうですね。ただ、わかって
あげたうえで、それをよくする薬があ
ったほうがいい。例えば、注意が散り
やすいのをわかってあげて、本人が注
意が散らないようなセッティングをし
てあげたりとか。なかなか注意が持続
しなかったのをいちいち叱るのではな
くて、ちょっとできたら褒めてあげる。
そういうことをするのだけれども、な
かなかうまくいかないときに、薬で少
し注意力が上がったら、それは意味が
あるかなと、そういう全体の中での薬
という位置づけだと思います。
　池脇　そういう意味で薬物療法、小
児に対しての薬の保険適用もなかなか
難しい気がするのですけれども、幾つ
かの薬は保険で承認されていると聞い
ています。具体的にはどういった薬な
のでしょうか。
　金生　正式に承認されているもので
代表的というか、ほとんど中心になっ
ているのはADHDに対する薬です。一
つは、商品名コンサータといって、塩
酸メチルフェニデートの徐放剤という
か、朝のんだら夕方まで効くという薬
と、もう一つは商品名がストラテラ、ア
トモキセチンというノルアドレナリン
系に作用する薬です。子どものADHD
だけではなくて、現在は成人のADHD
の薬としても正式に認可されています。
　そのほか、抗精神病薬、統合失調症
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に基本的には認可されているわけです
けれども、その薬が発達障害のイライ
ラとか情緒不安定にも効くし、チック
症にもいいとされていることがしばし
ばあるのです。
　ただ、その中で正式に認可されてい
るのは商品名オーラップ、一般名はピ
モジドというもので、これは何十年か
前に認可されている薬ですが、その後、
全然こういう薬が認可されていないの
です。今、抗精神病薬ではアメリカの
FDAで自閉症のイライラに対して正
式に認可されている薬でリスペリドン
とアリピプラゾールがあるので、こう
いうものを日本でもきちんと使えるよ
うにしなくてはと治験が進んでいると
聞いていますが、詳しくはわかりませ
ん。
　池脇　抗てんかん薬のバルプロ酸が
使われているという話を聞いたことが
あるのですけれども、どうでしょうか。
　金生　バルプロ酸というのは、mood 
stabilizer（ムードスタビライザー）と
いうか、気分安定薬として、躁うつの
薬でもあるのですが、イライラする衝
動を抑えるのによいのです。例えば
ADHDにしても、自閉症にしても、イ

ライラが強かったときに、抗精神病薬
を使う場合もあるのですけれども、抗
精神病薬を使い過ぎて、ぼうっとなっ
たりとか、錐体外路症状とか、いろい
ろな問題が起きるのであれば、むしろ
イライラに対して気分安定薬を重ねる
ことがあります。その際に、抗てんか
ん薬として使い慣れているというと変
ですけれども、そういうバルプロ酸を
重ねることもあります。
　池脇　最近は抗うつで使うSSRIとか
SNRI、これもそういったうつの症状
がある場合に使うこともあるのでしょ
うか。
　金生　なくはないですけれども、発
達障害に限らず、子どものうつに対し
てはSSRIの効果は比較的少ないわりに
副作用が強いのです。むしろ子どもの
強迫にはある程度有効性があるので、
強迫とか強迫に近いこだわりに使われ
ることはあります。
　池脇　治験も含めて承認を得る過程
なのでしょうけれども、今のところは
ADHDに関しては幾つかの薬が承認さ
れているということですね。
　金生　はい、そのとおりです。
　池脇　ありがとうございました。

　山内　工藤先生、大人ですと、鼻づ
まりというのはあまり深刻感はないの
ですが、乳児、赤ちゃんの場合にはち
ょっと問題が出てくるようですね。
　工藤　赤ちゃんは口呼吸ができませ
んので、鼻で息をしています。ですか
ら、鼻がつまるとミルクが飲めなくな
り、授乳障害が起こってしまうので、
その辺が大人とは随分違うところです。
　山内　たいへんな違いですね。これ
は生存にかかわりますね。ただ赤ちゃ
んでは鼻は比較的つまりやすい印象も
ありますが、なぜなのでしょうか。
　工藤　大人と比べますと、赤ちゃん
の鼻腔はもともと狭いのです。余裕が
あまりなくて、そのうえ、生理的な鼻
水のような分泌物もありますし、少々
の鼻水でも、鼻腔が狭いためにすぐつ
まってしまう問題点があります。
　山内　何かがフッと入ってしまった

りということもあるのですね。
　工藤　そういったこともありますね。
　山内　そういったものも含めて、鼻
閉の原因となるものを少し分けてご教
示願えますか。
　工藤　まず鼻水ですけれども、鼻水
がなぜ起こるか。いわゆる風邪、ウイ
ルスによる風邪を引きやすいこともあ
りますし、またそれに細菌感染が起こ
って、鼻炎、副鼻腔炎を起こしたりす
ることがあります。それから、赤ちゃ
んでも、１歳に近づきますと、アレル
ギー性鼻炎と似たような病態が起こっ
てきたりしますので、よけいに鼻水が
出たりとか、鼻粘膜が腫れたりという
ことが起こり、鼻づまりが起こりやす
くなります。
　山内　そのあたりは大人でもあるの
ですが、赤ちゃんの場合、さらに深刻
といいますか、いろいろな奇形や腫瘍

乳児の鼻閉治療と対策

千葉県立保健医療大学健康科学部教授
工　藤　典　代

（聞き手　山内俊一）

　乳児の鼻閉の治療・対策をご教示ください。
＜埼玉県開業医＞
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