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部屋が片付けられない､忘れ物が多い、
時間が守れない……

侭
｢大人のADHD｣かも
記事監修

中村純先生
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産業医科大学名誉教授
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｢家事の途中で、別のことに気を取られてしまう」

｢外出の準備がいつも間に合わない」

｢ついつい、衝動買いしてしまう」

1つひとつはよくあるエピソードですが、これが

重なって、生活や仕事に支障をきたして困ってし、

る、ということはありませんか。実はそれは性格の

問題ではなく、ADHDという特I性かもしれません。

ADHD(Attention-Deficit/Hyperactivit，

Disorder)は「注意欠如・多動症」と呼ばれてし．

ます。その症状は人によって違い、また環境によっ

てもあらわれ方が異なりますが、主に

不注意…気が散ってしまう

多動性…じっとしていられない

画剛性－．.悪い重いたらす堂行動してしきう

･部屋が片付けられない

．外出の準備がいつも間に合わない

．家事を効率よくこなせない

．金銭の管理が苦手

･約束の時間にいつも間に合わない

,約束を忘れてしまう

．人の話を集中して聞けない

．仕事に必要な物をなくしてしまう、忘れる

．仕事の締め切りに間に合わない

．仕事を最後まで終えることが難しい

．仕事でケアレスミスがよくみられる

家庭で

人間

関係で

職場で

･家事の途中で、別のことに気を取られやすい

．おしゃべりに夢中になって家事を忘れてしまう

．おしゃべりを始めると止まらない

．自分のことばかりしゃべってしまう

．会議中や仕事中に落ち着かず、そわそわする

．貧乏ゆすりや机を指先で叩くなどがやめられない

．衝動買いしてしまう

･言いたいことを我慢してイライラする

．衝動的に、人を傷つけるような発言をしてしまう

．ささいなことでもつい叱責してしまう

家庭で

人間

関係で

職場で

があります。もし、これら

3つの全て、もしくは－部

がみられて、生活にさまざ

まな困難をきたしている状

態ならばADHDの可能性

があります。

家庭で

人間

関係て

・会議中に不用意な発言をしてしまう

職場で、周りに相談せず、独断で重要な事を決めてしま言

可

ｒ
口

30代、輿0代、50代になって 『やっと自分が分か雪た」 と前向きに
両

ADHDは子どもの頃に'悩む症状というイメージがあるかもしれません。しかし、

近年では「大人のADHD」で医療機関を受診する人が増えています。30代、40

代、50代になって初めてADHDとわかり、自分自身を見直すことができた、生活

を改善できたという人も多くいます。

特性を正しく把握して適切に対応することは、あなた自身はもちろん、家族の助

けにもなります。これからの大切な人生において、失敗を減らし、自信をもって仕

事や家庭生活を送っていくためにも、ちょっと考えてみませんか。
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亥 莞 性格？それと鐙病気？犬人鰯ssisi】
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家族が､友人がADHD…？

ADHDは医師のサポートが有用です。
まずは相談を。
ADHDは、「その人の特性が、生活の支障となってし

るか」がポイントです。つまり、ADHDの特性はその

ままでも、暮らし方を見直して、生活する上での支障が

なくなれば、問題はありません。

ADHDは精神神経科や心療内科などの医療機関で相

談することで、状況を好転できる可能性があります．

ADHDの特性をもつ人は、精神的にも辛い状況となり

うつ病など他の精神疾患を併発するなど二次的な問題

につながる可能性もあります。そうならないためにも

もしあなたの身近な人がADHDの症状に悩んでいたら

専門の医師に一度相談してみることを勧めてください。

たいせつな家族・友人が､ADHDの症状があるなら

◆まずは専門の医師への相談を勧め、ADHDと付き合うアドバイスをもらいましょう

◆完壁を求めるのはNG、必要なことだけを選んで伝えましょう

◆密着しすぎはストレスのもと、1人の時間も大切にしてあげましょう

◆もし自分だけで抱えきれなくなったら他の人に助言やサポートを求めましょう
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古くからあるApHD、 悪の原因は脳内に？

r
両

日本ではようやくその存在が広く知られるようになったADHD。実は現代病や

文明病ではありません。100年以上前にイギリスの医師が「脳神経系の原因によ

る病気ではないか」との論文を発表し、それから多くの医師によって研究され、

診断方法も整理されて、今日に至っています。

詳しい原因はまだわかっていませんが、少なくとも脳内の神経伝達物質（神経

細胞の間で情報をやりとりする物質）であるノルアドレナリンやドパミンの働き

がADHDの人では不足気味であることが、知られています。

、

慰､蕊

」
I読者アンケートご協力のお願い】ご回答いただいた方から抽選で200名様にQUOカードやAmazonギフト券をプレゼント！くわしくは裏表紙をごらん下さい＝
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ADHDの治療法とはどんなもの？

医師のアドバイスで自分の中の困難を理解し、
対処方法を身につけていきます

ADHDは本人の努力不足や、ましてや家族のせいで

はありません。周囲からみれば、「努力が足りない｣、

｢反省できない」ようにみえるかもしれませんが、本人

は、精一杯がんばり、人一倍の努力をして日常生活を切

り抜けています。ADHDを「治す」のではなく、「もと

もと持っている特性を活かして豊かに生きる｣、その補

助として医療を利用する……このような考え方で自分の

特性とつきあっていく方法を見つけていくことが可能で

す。

医療機関では、まずは問診で患者さんごとの事情を確

一なかなか片付けられない人は議蕊

ッ

完壁を目指さず、
できることから手をつけてみましょう

講倫,曇

⑳．終わったら○○しよう！と自分を励ます

・イライラ対策に、一人で落ち着く時間をもうける

。どうしてもできないことは、思い切って手放す

認し、その上で、環境調整などの心理社会的治療や薬物

治療を検討するのが一般的です。環境調整とは、例え

ば「約束や期日が守れない」ことに悩む人の場合は、ス

ケジュールをわかりやすい表にして、目につく所に貼含

たり、予定時刻を忘れないようアラームを設定したりし

ます。「忘れ物が多い」ことに悩む人の場合には、必要

なものを玄関やドアの前などの通り道に置くようにしま

す。このような対策をした上で、必要であれば、不注

意、多動性、衝動I性の改善に役立つ薬を使った治療を組

み合わせることもあります。

衝動買いしやすい人は

＊

持ち歩くお金を減らし、
買い物をする日を決めましょ妻

。

／

』ぬ

⑳．高額の品物は､みつけた日には買わず､帰宅して家族と
相談した上で買うかを決める

・クレジットカードは持参しない

・買い物をする際、必ず家族が支払いを行う

l■■L

F 最近では有名人が、 自らADHDだと公表する例も
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日常生活で困ることがある一方で、ADHDの人は飛びぬけた才能を持つ可能性を

秘めています。トーマス・エジソンやアインシュタイン、日本では織田信長や坂本

龍馬がADHDだったと言われています。

最近の芸能人のなかでは、歌手のブリトニー・スピアーズさんや、映画俳優の

ウィル・スミスさん、ミュージシャンのSEKAINOOWARIの深瀬さんなどが

ADHDと公表しています。日常生活の失敗を責めるのではなく、自分の特'性を前向

きに活かす道を、医師の助けを得ながら見つけていきましょう！

ノ



性格?それ鵠病気？夫畑AD胴

｢もしかしてADHDかも?｣と思ったら……

チェックシートでADHDの症状を

確認してみましょう

ADHDは「不注意」「多動性」「衝動性」が生活上支障があると判断される

場合に疑われます。大人のADHDかどうか、まずは以下のチェックシートを

試してみましょう。色がついている部分に4つ以上のチェックがついている

場合、ADHDの症状がある可能性があります。生活に支障が出ていると感じ

た人は精神神経科や心療内科を受診しましょう。
ー

是

成人期のADHDの自己記入式症状チェックリスト(A言Rsvlo1〕

●本チェックリストは、あなたがADHDの症状を持っているかどうかを確かめるためのものです

●医療機関を受診する際に、現在の症状を記録して持っていくと、診察の参考になります。

⑳悪穏脇|ま受蕊離鰻菩罵こ症状を的確に伝えるためのｼーﾄです｡診断結霊を表すもの

、
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それぞれの症状がみられる頻度に最も近い回答欄にチェックをつけてください‐

物事を行うにあたって、難所は乗り越えたのに、詰めが甘くて仕上げる

のが困難だったことが、どのくらいの頻度でありますか。

計画I性を要する作業を行う際に、作業を順序だてるのが困難だったこと

が、どのくらいの頻度でありますか。

約束や、しなければならない用事を忘れたことが、どのくらいの頻度で

ありますか-

じっくりと考える必要のある課題に取り掛かるのを避けたり、遅らせた

りすることが、どのくらいの頻度でありますか

間座っていなければならない時に、手足をそわそわと動かしたり

もぞしたりすることが、どのくらいの頻度でありますか。

まるで何かに駆り立てられるかのように過度に活動的になったり、何か

せずにいられなくなることが、どのくらいの頻度でありますか。

全く
ない

のったl［

ない
時々

邑瀞ついている部分に4つ以上⑳チェックがついている場合＝
ADHDの症積を持っている可能性が考え曇れます。

頻繁
非常Ii
頻繁

合
成人期の-,--:自己記入式症状チェックリストは､世界保健機関(WHO)と成人期ADHD作業グループ(Adler氏､Kessier氏､Spence｢氏ら）の協力により作成されました。

LenardAdler・MD：ニューヨーク大学医学部禰神・神経医学科准教授レナード・アドラー医学博士

RonaldKessler.PhD:ハーバード大学医学部へルスケアポリシー部門教授ロナルド・ケスラー医学博士

ThomasSoencer.MD:八一バード大学医学部禰神医学科准教授トーマス・スペンサー医学博士

ADHD-ASRSScreenerv1.1andADHD-ASRSSymptomChecklistv1.1arecopyrightedbytheWorldHealthOrganization.

ThescalewastranslatedbyToshinobuTakeda,MD,PhD.RyukokuUniversity.

【読者アンケートご協力のお願い】ご回答いただいた方から抽選で200名様にQUOカードやAmazonギフト券をプレゼント！くわしくは狸表紙をごらん下さい



治すこと『だけ」にこだわらず
I快適に生きることを目指す

q
にしこころの診療所
(大野城市下大利）

西健院長

コンサルタントのような存在で

快適に生きる具体策を

大人のADHDは、グレーゾーンが大きく、症状が強く

出る場合もあれば、環境とマッチしていてあまり不自由な

く生活できている患者さんもいます。そのため医療機関で

は、病気ではなく「個I性」と捉えて、今よりもI快適に生き

るためにはどうしたらいいのか？を考えていくことになり

ます。医師は、それをご本人やご家族と一緒に考える経験

豊富なコンサルタントのような存在です。自信をなくして

いた患者さんが、医療機関を受診した後で「ここまでは大

丈夫」と思えることがひとつひとつ増えていけば、それは

ADHDと上手くつきあえている状態と言えるでしょう。ADHDと上手くつきあえている状態と言えるでし

患者から評判者 の 福

福岡県大野城市下大利1-13-1大野城センタービル2F

休診／日･祝TEL/092-585-6868

アクセス/西鉄T大利駅西口から徒歩1分

http://n-kokoro,com/

病気ではなく「個性」

無理してまで、努力する必要はない

患者さんは、子どもの填から-:-:の症状を持ってし

るために、症状のない状態を知りません。ですから、いっ

たんその症状を抑え、ADHD症状で困ることが少ない

新しい世界を知ってもらうために薬を出すこともありま

す。ADHDは、病気ではなく「個性」なのですから、無

理をして治療する必要はないと考えています。しかし、あ

る程度、薬で症状を抑えることで、今より楽に生きること

を見つけるほうが重要です。一人で「迷惑をかけないよう

にしないと」と頑張るよりも、クリニックを受診して、専

門家のアドバイスやサポートを受けてみてもいいのではな

いでしょうか。

の大人のADHD

一人-人ひとりに合わせた治療で
｢生きにくさ」を改善

両

山口さん 渡遷院長

ちひろ心クリニック
福岡市中央区天神2-8-38協和ビル4階休診／木･日･祝(福岡市中央区）
TEL/092-736-1611アクセス／福岡市地下鉄天神駅

渡這干洋院長3番出口より､西鉄グﾗﾝドﾎﾃﾙ方面へ,つ員のビル

山口淳臨床心理士http://www.chihi『･雲kokoro.comノ

誰しも「得手不得手」はある

心に余裕を持つための知識が大事

スが多かったり、ADHDでなくても人は気分に波があります。大人の

)。そういった悩ADHDの治療では、「気分の波をなくそう」とするのでは

周囲から叱責や｜なく、「心の余裕を持つための知識」を持つことを三視し

冒状など二次的なIます°例えば、呼吸法やメモの取り方、タイマーをかける

Kか治らない」と，など、その人が生きやすくなる具体的な方法を心理士と－

－－スが少なくあI緒に考えていきます。ですから、治療は一人ひとりに合わ

多い、「変わって’せたオーダーメイドです。社会生活の中で誰しもが「得手

が多かったなど，不得手」を持っています。しかし、その不得手のために生

)です。初診の時きにくさを感じるようなことがあれば、自分自身の心の整

燕どかけることも理をするためにも気軽に精神科や心療内科を受診してほし

’いと思います。

初診時は、時間をかけて

幼少期のお話もヒントにする

自分は頑張っているつもりなのに、ミスが多かったり、

いつも同じようなことで怒られてしまう。そういった悩

みは大人のADHDに共通するものです。周囲から叱責や

低評価を受け続けて、うつ症状や不安症状など二次的な

障害が起こることが多く、「うつがなかなか治らない」と

いう場合は大人のADHDが隠れているケースが少なくあ

りません。また、小さい頃から忘れ物が多い、「変わって

るね」とよく言われた、怪我をすることが多かったなど

の幼少期のエピソードも診断要素の1つです。初診の時

には、こうした問診や検査などに2時間ほどかけることも

あります。
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堅聾1
就職や進学、結婚など
環境変化は注意のタイミング

ひろメンタルクリニック天神南
(福岡市中央区）

古井博明院長

福岡市中央区渡辺通5-14-12南天神ビル3F

休診／日･祝･月TEL/092-739-0303

アクセス／西鉄福岡駅南口、三越南側出口から徒歩4分

http://www.hiro-mentalclinic.com/了
－

患者さんと一緒に

生活上の具体策を一歩づつ前へ

ADHDの治療では、自分の特性を知って、日々の生活

の中でできる工夫を増やしていくことを重視します。その

ため患者さんには何か具体的な目標を持ってもらい、それ

を達成するにはどうしたらいいかについて、毎回じっくり

と話すようにしています。「こういうときに症状が強く出

やすい」「こうすれば楽になる」など、症状パターンや生

活改善方法がわかれば、それをお薬の治療と組み合わせる

ことで、症状改善にもつなげられます。仕事を辞めたり、

休職しなくても、ADHDは改善できます。気になる症状

があれば、気軽に精神科や心療内科へ行ってみてはいかが

でしょうか。

環境の変化によって

ADHD症状が悪化することも

就職や進学、結婚など生活環境が変わったことで間違

いや周囲との摩擦が増え「自分はもしかしたらADHDか

も」と受診する方が、この1年でとても増えています。環

境によるストレスは誰にでもあります。例えばこれまで自

由になる環境にいたのに、就職してから「指示に従えな

い」「時間を守れない」など、自分が出来ないことが判り、

落ち込み、うつを併発するケースが少なくありません・

ADHDかどうかの診断には、これらの症状に加え、幼児

期のエピソードがとても重要です。そのため当時の通知票

を持ってきてもらったり、ご家族から小さい頃の話を間じ

たりして診断します。

ここにご紹介した他にも、大人のADHDを相談できる病院･クリニックは多数あります。

QLifeの｢ADHD(成人)を相談できる病院検索』(http://www・qIifeweb・jp/adhdaduIt/）ドク夕■■■■■

をぜひご活用ください。

自分を知り、よりよく生きるため
医師を含めた支援体制の活用を

九大学研都市メンタルクリニック
(福岡市西区）

矢野秀郎院長

福岡市演反西都1-1-47休診／木･日･祝

TEL/092-805-7776(予約制）アクセス/JR筑

肥線九大学研都市駅南口より高架線下を東側へ徒歩1分

http://vwyfw.lcyuciai-mental.com/

一
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子育てと家事が両立できずに

受診するケースも

ある30代の専業主婦の方は子育てと家事が両立できず

悩んで受診されました。また、ある会社員の男性は、ミフ

が多いと上司などからの叱責や誹誇中傷が続き、抑うつ状

態になりました。大人のADHDの方が受診される動機と

して多いのが、環境不適応によるうつ状態です。ADHD

症状から「自分が悪い、ダメなんだ」と行き詰まってしま

う方が少なくありません。そうなる前に、医療機関に相談

して自分自身の特性を客観的に見つめ直して頂けたらと思

います。私達医師は、まずはどうしたら生活における支障

を減らすことができるのか、患者さんと一緒に考えていく

ことを大切にしています。

ミスを引きずらず

前向きになれる治療や支援を

大人のAHDHの治療は、お薬や心理検査、カウンセL

ングと並行して、発達障害者の支援センターと連携して行

われることも多いです。支援センターは、就労や生活の具

体的支援を提供してくれたり、困っていることに対する工

夫や対策を立ててくれます。ある患者さんは、こうした

治療や支援を通して、自分自身を受け入れることでミスを

引きずらなくなり、イライラが減ったと語っていました。

大人のADHDは「なぜできないのか」がわからないまま、

つらい思いをしているケースが少なくありません。もし

ADHDの症状に‘悩んでいるならば、まずは気軽に受診を

してほしいです。

【読者アンケートご協力のお願い】ご回答いただいた方から抽選で200名様にQUOカードやAmazonギフト券をプレゼント！くわしくは裏表紙をごらん下さい
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