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研究成果の概要（和文）：本研究は、AD/HD へのライフサイクル全般で、本人の特性や生活ス

タイルに応じた包括的な心理社会的治療の指針となるような実践研究である。早期支援のため

のニーズ把握を簡易な質問紙(SDQ)などで行い、関係機関と連携しながら、年齢や生活場面に

応じたペアレントトレーニングや SST を実践するとともに、実施機関を増やすことができた。

二次障害がでやすい思春期においては、脳生理学的検査も併用し、学校での支援モデル作りを

推し進めるとともに、新たなソーシャルスキル尺度を開発した。

研究成果の概要（英文）：This research is a practical research based on personal

characteristics and life style to make a comprehensive psychosocial treatment guideline

in Japan. We practiced parent training and SST depending on the aspects of ages and life,

and increased agency to do them cooperating with relevant organizations, understanding

the needs of the early support by a questionnaire (SDQ). Secondary disorder in easy to

adolescence in the cerebral electrophysiological tests are also used to support model

making schools promote together. Then we also developed a new social skill scale.
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１．研究開始当初の背景

(1)2005 年発達障害者支援法、2007 年特別支

援教育が開始し、AD/HD は｢成人まで続く脳機

能の障害｣として、ライフサイクルに応じた

連携に基づく治療・支援の必要性が強調され

ている。
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(2)医療・保健・福祉・労働・保育・教育間

での連携は十分とは言い難く、その原因とし

て本人特性把握の難しさと共有できる治療

手技の乏しさが背景にあると思われる。

(3)研究代表者は、米国 UCLA で実施されてい

る AD/HD へのペアレントトレーニング（PT）

とソーシャルスキルトレーニング（SST）の

日本語版を開発、実践し、2005 年から 2007

年度までの基盤（C）研究「AD/HD 児への統合

的心理社会的治療の開発に関する研究―ペ

アレントトレーニングとソーシャルスキル

トレーニングの日常場面での展開―」におい

て、その有効性を実証するとともに、より日

常生活場面に即した形でのプログラムの変

容にも力を注いできた。

(4)上記の実践の中で、幼児期の早期支援や

思春期の併存障害にも対応できる包括的な

心理社会的治療の必要性が明らかになった。

２．研究の目的

(1)奈良教育大学特別支援教育研究センター

と奈良県立医科大学精神医学教室児童思春

期グループとの臨床および研究の連携体制

を軸に、地域の教育委員会や保健センターな

どの協力も得ながら、AD/HD の診断・評価の

精度を高めたうえで個々のニーズに応じた

統合的な心理社会的治療計画をたて、子ども

の生活場面で実践する。

(2)上記治療の効果判定を行い、そしてその

結果を元にさらなる長期的な支援計画を作

成することでモデル的な心理社会的治療を

構築する。

３．研究の方法

早期支援と思春期支援の 2つのモデルを展開

していく。

(1) 早期支援モデル

① A 市における幼稚園、保育園４、５歳児

対象の SDQ によるスクリーニング調査

② AD/HD 疑い群に対する多面的評価に基づ

く初期支援計画の作成

③ 保健センターや療育機関での PT 幼児版

の開発と実施による親子支援

④ 園や学校での研修、および PT 学校・園版

（ティチャートレーニング：TT）および

SST 学校版の実施による支援体制作り

⑤ ③④の治療効果判定に基づく長期的支援

計画の再検討とフォローアップ会議

(2)思春期支援モデル

① 思春期および前思春期に AD/HD を疑って

受診した群への ERP および NIRS 検査（奈良

県立医科大学にて）

② AD/HD 疑い群に対する多面的評価に基づ

く初期治療計画の作成

③ 奈良教育大学特別支援教育研究センター

および奈良県総合リハビリセンターでの思

春期例を含めた PT および SST の実施

④ 学校での研修、および高校での特別支援

教育の実施による支援体制作り

⑤多面的評価と治療効果判定のための本人、

保護者、教師の 3者からみた「ソーシャルス

キル尺度」の開発

⑥ ③④の治療・支援効果判定に基づく長期

的支援計画の検討とフォローアップ会議

４．研究成果：主な研究成果のみ報告する。

（１） 早期支援モデルにおける成果

① 奈良市幼稚園、保育園在籍４－５歳児815

名（全幼保育園児の 24％）への保育士へ

SDQ(StrengthDifficultyQuestionnaire)

を実施し、約 10％の幼児に多動や集中困

難、対人関係の問題などの特別な教育的

ニーズがあることと各下位尺度に性差が

みられることがわかった。また、支援ニ

ーズを把握するためのカットオフ値を以

下の通り設定することが可能であると考



えられた。

【教師版 SDQ4～5 歳児カットオフ値(試案)】

Ⅰ．正常域：情緒の問題男児 0-4、女児 0-4、

行為の問題 0-４、0-2、多動・不注意 0-7、

0-5、仲間関係の問題 0-4、0-3、向社会性 2-10、

4-10

Ⅱ．臨床域：情緒の問題男児 6-10、女児 6-10、

行為の問題 6-10、4-10、多動・不注意 9-10、

8-10、仲間関係の問題 6-10、5-10、向社会性

0、0-2

② これまでのPTに参加した第1期から8期

までの計 49 名において、ADHD－RS 総得

点による行動評価では、親評価で有意に

改善していたが（p<.05）、教師評価で有

意傾向にとどまった。不注意項目では、

親評価では有意傾向、教師評価では不変、

多動―衝動性項目では、親評価で有意に

改善（p<.05）、教師評価で有意傾向であ

った。子どもの心理面の質問紙において

は、「いじめられてもやめてと言える」と

いう項目が有意に改善（p<.01）、「家族と

話すのが好きだ」も改善（p<.05）してい

た。参加メンバー（親）の子どもの障害

受容やかかわりの自信についての質問紙

（家族の自信度）では、著明に改善がみ

られ、「本人の成長を焦らすに見守る」「1

日 1回以上本人をほめる」「自分自身の不

安を減らす」「本人の行動が理解できる」

「本人と一緒にいて楽しい」など多くの

質問項目において１％水準で有意に改善

していた。なお、終了 1 年後の調査にお

いても（対象は 1－6 期までの 35 名）、多

動―衝動も、不注意も効果は持続してお

り、特に家族の自信度は著明改善の効果

が持続していた。対象児の多動、不注意

が家庭にて、多動が学校にて有意に改善

し、参加母親の子どもの障害理解とかか

わりの自信も改善していた。

③ 研究者らがリハビリセンターで実施して

いる SST 第１期から７期までの参加児童

45 名（小学 3～6 年生、ADHD やアスペル

ガー障害など何らかの発達障害の診断が

ついている）について、その治療効果を

SST 前、SST 後、さらに SST 終了半年後（フ

ォロー時）調べたところ、興味ある結果

が得られた。ADHD-RS による行動評価で

は、親評価では不注意、多動とも SST 前

後で有意に改善し、半年後も維持されて

いた。教師評価では、SST 前後では有意

な差がみられなかったが、半年後にはSST

前と比べて有意な改善がみられていた。

子どもの本人評価であるスキル尺度では、

前後に差が見られなかったが、標的スキ

ルに合わせて独自に作成した尺度（10 項

目）では、本人評価でよくなっていた項

目は、「相手の気持ちや場面を読む」「遊

びに誘う」であった。スタッフによる評

価では、本人評価でよくなっている分に

加え、「ほめる」「断る」「怒りをコントロ

ールする」など 8 項目で有意に改善して

いた。これらの事前評価では、子どもの

評価がスタッフより高い傾向がみられて

いた。今後、本人、他者で共通してでき

るようなスキル尺度の開発も必要である

と思われた。また、対人自己効力感は前

後で改善していなかったが、スキルと自

己効力感の間には相関がみられた。

④ 新たに開発して実施した TT 幼児版につ

いて、参加した 8 名にて効果判定を行っ

た。保育者効力感尺度は 8 名全体の平均

得点はセッション前(32.75)よりもセッ

ション後(35.63)の方が有意な傾向で高

くなっており、対象幼児 7名の SDQ の TDS

平均得点はセッション前(19.00)よりも

セッション後(16.29)の方が有意に低く

なり、保育士から見て支援の必要性が軽



減していた。

（２） 思春期支援モデルにおける成果

① 前思春期例を含めた SST 参加児への

ERP(事象関連電位)と NIRS は SST 前後で

のデータは集積中であり、ERP での改善

など興味深い結果が得られてきているが、

研究途上であるため、本報告書への記載

は控えることとする。

② 新たな課題となった自己評価と他者評価

をあわせたソーシャルスキル尺度(56 項

目)を開発し、県内小学校の保護者 1,130

名、教師360名、こども1,335名の計2,885

名への調査の結果、信頼性と妥当性が確

かめられた。保護者版主成分分解実施時

のスクリープロットおよび主成分分解を

実施した際の 2 因子の因子負荷量、およ

びプロマックス回転を行った後の因子負

荷量から、主成分抽出後の 2 因子の累積

成分度は 31.7％であり、教師版でも同様

な結果が得られたことから、この質問紙

の56項目は2因子で解釈するのが妥当で

あることが明らかとなった。
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