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１１１１．．．．全体全体全体全体のののの概要概要概要概要    

    

    

はじめにはじめにはじめにはじめに    

 

本レビューの目的は、自閉症幼児の処遇と治療に関する研究文献を精査して、最も効果的な処遇

モデルを見いだすことである。本レビューは、オーストラリア保健・高齢化省の委嘱を受け、シ

ドニー大学のジャクリーン・ロバーツ及びメルボルン大学のマーゴット・プライアが、デイビッ

ド・トレンバスの援助を受けて作成した。 

 

自閉症自閉症自閉症自閉症スペクトラムスペクトラムスペクトラムスペクトラム障害障害障害障害のののの定義定義定義定義    

 

自閉症は生涯にわたる原因不明の神経学的障害である。自閉症の診断基準は、社会的相互作用の

障害、コミュニケーションの障害、思考と行動における柔軟性の欠如、という三つ組の障害に基

づいている。 

自閉性障害のスペクトラムの中には、自閉性障害、アスペルガー症候群、レット症候群、小児崩

壊性障害、特定不能な広汎性発達障害（PDD-NOS）（非定型自閉症とも言われる）が含まれる。

IQが正常域にある自閉症者は、高機能自閉症（HFA）と呼ばれる。 

 

自閉症スペクトラム障害（以下、本レビューでは単に「自閉症（autism）」と呼ぶ）の診断は、

生育歴、フォーマルなアセスメントおよび行動観察に基づいてなされる。その結果として、自閉

症のアセスメント及び診断には、専門家によってある程度のずれが生じる。従来報告された自閉

症の発生率は、1 万人につき 4 人未満から、1 万人につき 100 人以上まで開きがある。このばら

つきの原因としては、自閉症の定義を厳格に捉えるか否かの違い、専門家の間でも自閉症診断の

技量に差があること、などが考えられる。しかしながらオーストラリア政府諸機関によって報告

された確定診断数（正確に診断された子どもの数）の増加及び福祉ニーズの恒常的な増加は、人

口の全般的な成長ペースを上回っている。 

 

自閉症自閉症自閉症自閉症スペクトラムスペクトラムスペクトラムスペクトラム障害児障害児障害児障害児へのへのへのへの様様様様々々々々なななな治療法治療法治療法治療法のののの概観概観概観概観    

 

現在、数多くの治療法が自閉症児に対して用いられている。それらの大部分は、次の諸点につい

てさらなる研究が必要である。(a)どのタイプの子どもたちに対して最も効果があるのか、(b)それ

らの治療法の利用を促す最も効果的な方略、(c)その治療法を受けることによって子どもの全般的

な適応機能が促進される度合い。以下は、このレビューで確認された各治療法の研究エビデンス

の概要である。 
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１１１１．．．．生物学的生物学的生物学的生物学的介入介入介入介入    

 

薬物薬物薬物薬物療法療法療法療法    

現在のところ、自閉症の中核的特性に対する医学的治療法は存在しない。ただし自閉症の諸症状

や、不安や ADHDなどの自閉症に併発する障害を治療するため、及び並行して進められる他の介

入から子どもが利益を得られる可能性を高めるために、薬物療法を用いる試みは行われている。 

以下の薬物は、自閉症者に対して一定の有効性が実証されている。ただしその効果及び副作用は

注意深くモニターする必要がある。神経弛緩薬(Neuroleptics)／抗精神病薬（Antipsychotics）、

リスペリドン (Risperidone)、選択的セロトニン再取り込み阻害剤（SSRIs）、抗鬱剤

(Antidepressants)、興奮剤（Stimulants）、抗けいれん剤。 

以下の薬物は自閉症児や青年期の自閉症者に対して効果がないか、有害であることが実証されて

いる。ナルトレキソン、セクレチン、副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)。 

 

２２２２．．．．補完補完補完補完代替代替代替代替医療医療医療医療    

 

ここには食餌療法（カゼイン・グルテン除去ダイエット）、抗イースト療法、キレーション、セク

レチン、三種混合ワクチンの不接種、ビタミン B6 などのビタミン剤及び栄養サプリメントが含

まれる。これらの療法の有効性を支持するエビデンスはわずかであり、多くのエビデンスがセク

レチンや三種混合ワクチンの不接種などについて、効果がないことを示している。これらの療法

の中には、潜在的リスクが顕著なものもある。 

 

３３３３．．．．精神力動的精神力動的精神力動的精神力動的介入介入介入介入    

 

精神力動的介入は、自閉症は情緒的な損傷の結果であり、たいていは両親、特に母親との緊密な

絆（愛着）を形成できなかったために生じる、との前提に立つ。精神力動的介入は今日ではほと

んど用いられない。なぜなら自閉症は情緒的障害ではなく、発達的かつ認知的な障害であるとの

知見を支持する強力なエビデンスがあり、精神力動的療法の有効性を支持する実証的エビデンス

がほとんどないからである。 

 

４４４４．．．．教育的教育的教育的教育的介入介入介入介入    

 

（（（（１１１１））））行動行動行動行動的介入的介入的介入的介入    

 

行動的介入は、学習理論に基づくオペラント学習技術を主要な介入アプローチとする療法である

（Francis,2005）。応用行動分析（ABA）は、標的行動を増加、減少、維持、般化させるために、

オペラント学習技術を系統的かつ測定可能な方法で適用するアプローチである。ディスクリー

ト・トライアル・トレーニング（discrete trial training, DTT）は ABAプログラムでしばしば用

いられる教育方法であり、教えようとするスキルを小さく不連続な(discrete)ステップに分解し、

それらを少しずつ教えていくことを特徴とする。 
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ロヴァースロヴァースロヴァースロヴァース・・・・プログラムプログラムプログラムプログラム    

集中的行動介入（intensive behavioral intervention, IBI）あるいは早期集中行動介入（early 

intensive behavioral intervention, EIBI）は、集中的かつ包括的な行動療法を指す一般的名称で

ある。あるプログラムがどの程度集中的かは、子どもが一週間に受ける治療の時間数の多さや、

訓練、カリキュラム、評価、プランニング、コーディネーションがどの程度集中的か、に係って

いる。 

ロヴァース・プログラム、別名「幼児自閉症プロジェクト（Young Autism Project）」は、著名で

広く模倣されている先駆的な集中的行動介入プログラムである。このプログラムは、治療の前期

段階においてディスクリート・トライアル・トレーニングを集中的かつ広範囲に用いるところに

特徴がある。 

 

現代型応用行動分析現代型応用行動分析現代型応用行動分析現代型応用行動分析    

近年改良を加えられた行動療法は、しばしば「現代型 ABAプログラム（contemporary ABA 

Program)」と呼ばれる。例えば、現在その多くは、健常の子どもの発達、特に社会性やコミュニ

ケーションの発達に関する知見を取り入れている。また視覚的情報の処理能力が比較的強く、聴

覚情報の処理の弱さを補うことができる、といった自閉症の特性を考慮に入れている。現代型

ABAプログラムには、ピボタル・レスポンス・トレーニング（Pivotal Response Training, PRT）、

自然言語パラダイム（Natural Language Paradigm, NLP）、機会利用型指導法（Incidental 

Teaching）などがある。 

 

行動療法が自閉症児に改善をもたらすこと、それが実証的研究によってよく確かめられているこ

と、に関しては広汎な合意がある。行動療法は有効性に関する厳密な科学的審査を受けているが、

行動療法以外の治療法で、同じレベルの科学的審査を受けているものはほとんどない。しかしな

がら行動療法の特定のアプローチに関しては、まだ議論が続いているし、方法論上の懸念や、研

究結果をどう解釈するかに関する意見の対立がある。議論が続いているのは、(a)行動療法によっ

て自閉症児を回復に導くことができる、という主張の是非、(b)一部の療育プロバイダーが他の一

切の方法を排除して ABA及び DTTのみを用いることを推奨していることの是非、(c)治療の集中

度がすべての子どもと家族に適しているとはいえないのではないか、という懸念、に関してであ

る。 

 

（（（（２２２２））））発達発達発達発達的介入的介入的介入的介入    

 

発達的ないし関係的介入（Developmental or relationship based interventions）は、他者と積極

的で意味のある関係を築く子どもの能力に焦点を当てている。これらのプログラムの目標は、注

意力や他者との関わり、多様な感情、論理的な思考などを促進することにある。発達的療法は、

ノーマライズ療法（normalized intervention）とも呼ばれる。今のところ、発達的療法が自閉症

児にとって有効であるということを示すエビデンスはほとんど存在しない。発達的療法に関する

諸研究は、予備実験の段階であったり、評価の独立性を欠いていたり、方法論上の欠陥によって

知見が限定されていたりする。これらの療法の有効性を確認するには、さらなるリサーチが必要

である。これらの療育プログラムの個々の側面、例えば社会性、コミュニケーション、認知、子
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育てなどへの効果についての研究は、肯定的な結果を示している。 

 

「発達的対人関係・語用論モデル（the Developmental Social-Pragmatic Model）」は自発的なコ

ミュニケーションを重視し、子どもの興味や関心を尊重し、たとえ実用的なものでなくても、子

どもがすでに持っているコミュニケーションの手段を出発点とする。また日常の活動や出来事を

題材にして、子どものコミュニケーション能力を育てる。DSPモデルと現代型 ABAとの違いは、

前者が通常の言語発達の道筋を重視し、ディスクリート・トライアルで子どもの反応を引き出す

ことをあまり重視しないところにある。DSPモデルは、他者との自然なやりとりにうまく参加で

きることを評価のポイントとし、日常生活のなかでコミュニケーション能力を高めることを、よ

り強調する。 

 

フロアフロアフロアフロア････タイムタイムタイムタイム（（（（DIRDIRDIRDIR））））    

フロア･タイム（Floor Time）あるいは「発達、個人差、関係性モデル（Developmental 

Individual-Difference Relationship-Based Model）」（DIR）は、自閉症児その他の発達障害児に

対する発達的な早期療育法である。このプログラムでは、刺激の少ない環境で子ども主導の関わ

り活動を行う。このアプローチの提唱者によれば、大人が子どものリードに従う関わり遊びを通

じて、子どもの外界へ関わりたいという気持ちを育てることができる。 

 

反応的教育反応的教育反応的教育反応的教育法法法法（（（（RTRTRTRT））））    

反応的教育法は、現代の児童発達理論に依拠する、親介在型のプログラムである。親がより反応

的に子どもと関われるようになるよう、親を援助する。 

 

対人関係発達対人関係発達対人関係発達対人関係発達指導指導指導指導法法法法（（（（RDIRDIRDIRDI））））    

対人関係発達指導法（Relationship Development Intervention）は健常児の社会性発達プロセス

に依拠したアプローチである。RDI の目標は、自閉症児が他者との関わりにもっと動機付けと関

心を持つようにすることにある。そのために RDI は，子どもが他者との関わりをもっと楽しみ、

もっと関わりが上手になるように、様々な活動やコーチングを行う。 

 

（（（（３３３３））））療育的療育的療育的療育的介入介入介入介入    

    

コミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションにににに関関関関するするするする援助法援助法援助法援助法    

自閉症児に対しては、コミュニケーションに関する様々な援助法が広く用いられている。これら

は単独で用いられることもあれば、包括的なプログラムの一部に組み込まれることもある。これ

らの援助法に関するリサーチがいくつかあり、そのあるものは肯定的、あるものは否定的な結果

を示している。いくつかのコミュニケーション援助法に関して、肯定的な結果が報告されている

が、大規模で包括的な、よく統制された研究はまだ存在しない。 

 

視覚的援助法視覚的援助法視覚的援助法視覚的援助法    

視覚的援助法（visual strategies and visually cued instruction）は子どもの表出的及び受容的な

コミュニケーションを容易にするため、そして子どもの学習や情報処理を助け、子どもに物理的
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社会的な環境を生き抜く能力を身に付けさせるために、広く用いられている。 

 

手話手話手話手話    

手話（Manual Signing）は長い間、自閉症児と意思疎通を図るために用いられてきた。しかしな

がら、手話を教えられることによって、子どもたちがどのような追加的メリットを得ているのか

を評価するには、さらなるリサーチが必要である。またどのタイプの子どもたちが手話の使用に

よってメリットを得やすいのか、に関するリサーチもまだ不足している。 

 

絵絵絵絵カードカードカードカード交換式交換式交換式交換式コミュニケーションシステムコミュニケーションシステムコミュニケーションシステムコミュニケーションシステム（（（（PECSPECSPECSPECS））））    

絵カード交換式コミュニケーションシステム（PECS）は、ほしい物を示す絵、シンボル、写真、

あるいは実物をやりとりすることで、他者と意思疎通を図ることを教えるプログラムである。

PECS の目的には、子どもの行動を引き出す刺激となる物を見つけること、及び複数の絵カード

を組み合わせて簡単な質問に答えることを教えること、が含まれる。PECS は高度に構造化され

たプログラムで、機能的なコミュニケーションを達成するため、刺激、反応、報酬という行動原

則を利用している。 

 

ソーシャルソーシャルソーシャルソーシャル・・・・ストーリーストーリーストーリーストーリー    

ソーシャル・ストーリーは、自閉症児に社会的状況を説明したり、自閉症児が社会的手がかりに

適切に反応することを学習することを助ける目的で、キャロル・グレイ（Gray & Grand,1993）

によって開発された。 

 

会話補助会話補助会話補助会話補助装置装置装置装置    

会話補助装置（Speech Generating Devices, SGDｓ）は、自閉症児の表出的及び受容的コミュニ

ケーションを補助するために、特に自閉症児の理解を助け、シンボル学習を促進し、大人や他の

子どもとの交流を増加させ、欲求やニーズを他者に伝えるために用いられている。 

 

ファシリテーファシリテーファシリテーファシリテーティッドティッドティッドティッド・・・・コミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーション（（（（FCFCFCFC））））    

FCの提唱者は、自閉症は主として運動障害であって、自発的な運動が困難であり、それが言語の

表出を阻んでいる、と主張する。そこで FC は手を取って指さしの形を作ってやり、手を添えて

何かを指ささせる。今のところ、FCが自閉症児に安定した、役に立つ、あるいは自発的なコミュ

ニケーションをもたらす、というエビデンスはない。 

 

機能的機能的機能的機能的コミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーション訓練訓練訓練訓練（（（（FCTFCTFCTFCT））））    

FCT は、自閉症児の問題行動に含まれている「メッセージ」を、拡大代替コミュニケーション

（Augmentative and Alternative Communication, AAC）によって伝えることを、行動的に訓練

する。FCTは自閉症児に一つかそれ以上の機能的なメッセージを伝えることを教え、それによっ

て問題行動に代わる積極的な行動を可能にする。FCTは今日、自閉症児の問題行動に対処するた

めの選択肢の一つと考えられている。 

 

（（（（４４４４））））感覚運動感覚運動感覚運動感覚運動的介入的介入的介入的介入    
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自閉症には特有の感覚上の問題がある、という理解が広まると共に、それらの感覚上の問題が自

閉症者にもたらすインパクトを緩和するために環境を調整する介入に対する関心も高まっている。

自閉症の感覚上の特性とはいかなるもので、どの程度の広がりを持つのか、それらに対処するた

めにどのような介入が有効なのか、に関しては、まだ十分な研究がなされていない。 

 

聴覚統合訓練聴覚統合訓練聴覚統合訓練聴覚統合訓練(AIT)(AIT)(AIT)(AIT)    

聴覚統合訓練（Auditory integration training）は自閉症者に聴覚の歪みや過敏性、感覚処理過程

の異常があり、それらが自閉症者に不快と混乱をもたらしているとの仮説に立ち、それらに対処

することを目的とする。目下のところ、聴覚統合訓練は実験的なものと見なされるべきであり、

その有効性を支持する研究エビデンスはほとんど存在しない。 

 

感覚統合感覚統合感覚統合感覚統合    

感覚統合療法（Sensory Integration Therapy）は、内耳前庭、触覚、体内感覚受容器（proprioceptor）

などに刺激を与えることで、脳の感覚処理能力を改善させることを目的とする。今日の研究は、

感覚統合が自閉症、発達遅滞、精神遅滞にとって有効な療法であることを支持していない。また

子どもの行動やスキルの改善を示した数少ない研究は、感覚統合がそれらの改善をもたらす独立

変数であることを示すに至っていない。 

 

（（（（５５５５））））複合的複合的複合的複合的介入介入介入介入    

 

サーツモデルサーツモデルサーツモデルサーツモデル    

サーツモデルは、対人コミュニケーション、情動コントロール、交流型支援（Transactional 

Support）に焦点を当てる。このプログラムのねらいは、個々の子どもの問題に合わせた高度に

個別化されたアプローチによって、自閉症児の中核的障害に直に働きかけることである。サーツ

は一つの療育法と言うよりは、サービス提供の一つのモデルであり、まだ独立した研究によって

その効果を確かめられていない。 

 

TEACCHTEACCHTEACCHTEACCH    

TEACCH(Treatment and Education of Autistic and related Communication Handicapped 

Children)は視覚的情報、構造、予測性を提供することによって、自閉症者を子どもから成人まで

サポートすることを目指した「生涯（whole life）」アプローチである。少数の研究が、TEACCH

プログラムを受けた子どもたちに改善がもたらされたことを示している。しかしながら今後さら

に、このプログラムの短期的及び長期的な効果を測定するために、独立した研究者による、より

大規模で系統立った、統制群を用意した研究が行なわれる必要がある。 

 

LEAPLEAPLEAPLEAP（Learning Experiences-An Alternative Program for Preschoolers and Parents） 

LEAP は自閉症児と健常児の両方のための包括的なプリスクール事業である。LEAP はプリスク

ールにおける統合保育と、親のための行動スキルトレーニングから成る。このプログラムは行動

分析の側面も持つが、主として発達論的アプローチである。現在、長期的な結果に関する評価が
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行なわれているが、効果を確かめるためには、独立した研究者による評価が必要である。 

 

（（（（６６６６））））そのそのそのその他他他他のののの介入介入介入介入    

    

その他の介入には、武蔵野東学園／生活療法、オプションメソッド、音楽療法、SPELL、キャン

ベル、ミラー法などがある。これらのプログラムの結果を評価する研究エビデンスは、ほとんど

存在しない。 

 

（（（（７７７７））））家族家族家族家族支援支援支援支援    

 

自閉症児の家族を支援するために、数多くのプログラムが開発されている。これらの支援には、

親に自閉症の性質や自閉症児の学習スタイルについて教えること、子どもの学習を助けるために、

親を教育し、援助の方略を教えること、家族が自分たちのサポートネットワークを打ち立てる援

助をすること、他のサービスやサポートプログラムに関する情報を提供すること、などがある。

家族支援プログラムでは、セラピストや専門家は、子どもに直接関わるのではなく、親や兄弟、

その他の重要な他者に関わる。家族支援プログラムに関する少数の研究は、自閉症児とその家族

の両方によい結果を生んだことを示している。しかしながら、これらの結果を再現し、拡張して

いくために、さらなる研究、特に大規模な統制された研究が必要である。家庭支援教育プログラ

ムのうち、ヘルプ！プログラムと「アーリーバード」プログラムは、いずれもイギリスにおいて

全英自閉症協会が開発し、運営している。 

 

家族向家族向家族向家族向けけけけプラスプラスプラスプラス思考的思考的思考的思考的行動支援行動支援行動支援行動支援（（（（FamilyFamilyFamilyFamily----centred Positive Behavior Supcentred Positive Behavior Supcentred Positive Behavior Supcentred Positive Behavior Support,port,port,port,    PBSPBSPBSPBS））））    

家族向け PBSは、子どもの問題行動に対処するため、親と専門家が系統的かつ共同的なスタンス

で取り組む。家族向け PBS のプログラムには、(a)問題行動に取って代わるスキルを教え、増加

させるための方略、(b)問題の発生を未然に防ぐための方略、(c)問題が発生した時にそれに対処す

るための方略、(d)改善の度合いをモニターするための方略、が含まれる。 

 

ヘイネンプログラムヘイネンプログラムヘイネンプログラムヘイネンプログラム（（（（モアモアモアモア・・・・ザンザンザンザン・・・・ワーズワーズワーズワーズ））））    

「モア・ザン・ワーズ（More than Words）」はプリスクール期の自閉症児の親を対象とする集中

的トレーニングプログラムである。このプログラムは、社会・語用論・発達モデルの理論枠組み

に立脚し、行動主義的プログラムと自然主義的子ども中心プログラムとの折衷を強調する。すな

わち ABAプログラムに見られるように、様々な行動を小さなステップに分解するし、自然主義的

アプローチのように、言語を機能的に用いる機会を重視する。治療結果の予備的研究は、このプ

ログラムが子どもと家族に、一定の改善をもたらしたことを示している。このプログラムをより

包括的に評価するためには、さらなる研究が必要である。 

 

効果的効果的効果的効果的ななななプログラムプログラムプログラムプログラムのののの共通共通共通共通項項項項    

 

研究文献をレビューした結果、効果的なプログラムは、その哲学的志向が異なるにも関わらず、
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共通の構成要素を持つ傾向があることがわかった。すなわち効果的なプログラムは、 

 ・注意、コンプライアンス、模倣、言語、社会的スキルに焦点を当てた、自閉症に特化したカ

リキュラムを提供している。 

 ・高度に支援的な教育環境に対する子供のニーズに応えている。 

 ・新たに獲得したスキルの般化を促進するための特別な方略を有している。 

 ・予測可能性や定まった日課に対する子供のニーズに配慮している。 

 ・問題行動に対処するため、機能的なコミュニケーションを育てようとしている。 

 ・プリスクールから学校への移行を援助している。 

 ・家族は療育に関わる専門家によって支援され、かつ専門家と対等な立場で協力し合う。 

 

研究文献で繰り返し確かめられているのは、特定の療育プログラムに対する反応は、子どもによ

って違う、ということである。従って、どの自閉症児とその家族にも適合するような、万能のプ

ログラムは存在しない、ということを確認することが重要である。しかしながら、個々の子ども

の長所と短所に適合し、家族環境をも考慮に入れたものである限り、早期の集中的な、家族指向

の療育プログラムが、顕著な短期的及び長期的な改善をもたらす、ということを示唆するエビデ

ンスが存在する。 

 

様様様様々々々々なななな介入介入介入介入のののの費用便益費用便益費用便益費用便益    

 

目下のところ、治療プログラムの費用便益を療育費用、療育期間、療育による短期的な利益及び

長期的な利益の面で分析した研究は報告されていない。報告されているのは、特定の療育プログ

ラムの目的、対象年齢、療育期間、療育費用、その療育がどのように費用を賄われるのか、など

に関する叙述に過ぎない。オーストラリアにおいてサービス提供者が提示した療育費用に関する

情報は、表６に記載されている（訳注：表は省略した）。 

 

 

 


