
チック・トゥレット症を知っていますか？

～正しい理解と支援のために～

トゥレット症の医学的な解説

金生由紀子

NPO法人日本トゥレット協会

東京大学大学院医学系研究科こころの発達医学分野

東京大学医学部附属病院こころの発達診療部

東京大学医学部附属病院子ども・AYA世代と家族こころのケアセンター



チックとは

 急に起こる
 すばやい
 繰り返す

 なめらかではない
（ひきつるような）

運動または発声

通常の運動や発声と性質が異なっていて、
気づかれやすい
目の運動チックを例にとると、目をパチパチッとさせる、
目をギューッとつぶる、目をクルッと回す、
ギロッと白目をむくなど



チックの種類

単純チック
• 持続時間が短い
• 明らかに無目的

複雑チック
• 持続時間がやや

長い

• 目的があるように
見える

運動チック 単純運動チック
まばたき、首ふり、
肩すくめなど

複雑運動チック
跳ねる、触る、地団太
を踏むなど

音声チック 単純音声チック
咳払い、鼻鳴らし、
「ア」や「ウ」という
発声など

複雑音声チック
状況に合わない言葉、
汚言症、反響言語など



チックの特徴：半随意と前駆衝動

チックは、不随意運動（自分の意思とは関係なく、

身体が勝手に動いてしまうこと）とされてきたが、

一時的または部分的であればしばしば随意的な

抑制が可能である。

⇒半随意（不随意と随意の中間）と言える

チックに先立って、ムズムズやチクチクする感覚や

チックを出さずにはいられないというような感覚が

起こることがある。

⇒この感覚を前駆衝動と呼ぶ



チックの特徴：変動性

チックは自然の経過として、身体の部位、種類、

頻度が変動したり、軽快や増悪を繰り返したりする

チックは心理的及び身体的状態によっても変動する

ことがしばしばある

チックが多くなりやすい場合

• 不安や緊張の大きな変化（増加、減少共に）、興奮

• 疲労、月経前

チックが少なくなりやすい場合

• 安定した緊張度、作業への集中

• 睡眠



チック症の診断分類

チック症は、チックの持続期間及び種類から分けられる
【持続期間】
• 1年未満 → 暫定的チック症
• 1年以上 → 持続性（慢性）チック症

【種類】
運動チックのみ 音声チックのみ 多彩な運動チック

及び音声チック

持続性（慢性） 持続性（慢性） トゥレット症
運動チック症 音声チック症

子どもの1,000人に
3～8人



ジル・ド・ラ・トゥレットとトゥレット症

フランス人医師ジル・ド・ラ・トゥレットが３つの
症状で特徴づけられる9名の症例を報告
 非協調性運動

運動チック（時に全身に及ぶ）
 エコラリア（反響言語）

耳にした言葉を繰り返してしまう
 コプロラリア（汚言症）

社会的に不適切な言葉を発してしまう

現在のトゥレット症の診断基準には
エコラリアとコプロラリアは含まれず、
それらのない場合が多いが、それらに
通じる特徴（強迫性と衝動性）は、
トゥレット症に幅広く認められる

してはいけないと
思えば思うほど
してしまう

刺激につられてしてしまう



トゥレット症の併存症

トゥレット症は精神疾患をしばしば併存する
（２つ以上の疾患の併存が過半数との報告もある）

 高率に併存する疾患
 強迫症（OCD）：思考や行動を繰り返さずにはいられず、生活

の支障や苦痛を生じる⇒典型的なOCDでは不安を解消する

ために行動（強迫行為）を繰り返すが、トゥレット症に併存する
OCDでは“まさにぴったり”という感覚を求めて行う

 注意欠如・多動症（ADHD）

 思考や行動の繰り返しが特徴的な疾患
 小児期発症流暢症（吃音）
 抜毛症
 自閉スペクトラム症（ASD） など

 不安症
 気分障害
 睡眠障害
 “怒り発作”



ICD-11におけるトゥレット症
08神経系の疾患

運動障害

チック症
06精神、行動又は
神経発達の疾患

神経発達症

強迫関連症

一次性チックまたは
チック症

トゥレット
症候群



発達障害であるトゥレット症

発達障害者支援法における
発達障害

 脳機能の発達の障害
 症状が通常低年齢で発現

DSM-5による神経発達症群

発達期に発症する一群の疾患

トゥレット症はどちらにも含まれる

 発達障害の基本的な特徴

 チックが軽快しても密接に関連
する併存症を含めると長期間
持続

 典型的な発達障害との相違

 チックは成長の途中で生じる
運動症状で、それ以前に認め
られない

 チックは長期的には軽快する
ことが多い

本人や家族が発達障害と受け入れ難いことがある

治療開始時には
病気として

付き合う姿勢ができてきたら
発達障害として



ライフステージとトゥレット症

チックの経過
 幼児期から学童期

に発症することが
多い

 思春期の開始後に
ピークを迎えること
が多い

 成人期までに軽快
に転ずることが多
い

こころの発達
 9・10歳の発達の

節目を超えて
自分を省みたり
自分と他人を
比較して考えた
りするようになる

⇒以前よりもチック
を意識する可能性

生活の広がり
 思春期には同年

齢の仲間との活
動がより盛んに

⇒チックに関連して
仲間関係で悩む
可能性

 上級学校への
進学や就労など
でより広い世界に

⇒チックと向き合わ
なくてはならなくなる
可能性• これらの組み合わせでトゥレット症が

どう影響するかが異なる
• 同時に、社会の理解も関連する



トゥレット症の治療・支援の考え方

 トゥレット症には神経生物学的基盤がある
 大脳基底核（運動調節をはじめとして、認知機能、感情、

動機づけ、学習などにかかわる）と大脳皮質を含む回路
 ドーパミンをはじめとする神経伝達物質

が関与

 チックは親の育て方や本人の性格に問題があって
起こるわけではない

 本人、家族をはじめとする周囲の人々、さらには社会
がトゥレット症を適切に理解して、本人らしさを生かして
いけるように包括的に対応する



トゥレット症の治療・支援の構成
家族ガイダンスや心理教育及び環境調整

 本人、周囲の人々（家族に加えて、園・学校や職場などで関わる
人々）の理解を促す

薬物療法
 一定のエビデンス

がある

 正式に承認された
治療薬のある国も
あるが、日本では
保険適用の薬は
ない

• 抗精神病薬
• αアドレナリン受容

体作動薬（ADHD治
療薬の一種など）

認知行動療法
 ハビットリバーサル（チッ

クが出そうと気づいたら
同時にできない行動を
することでチックのコント
ロールを目指す）を中心
とするチックのための包
括的行動的介入（CBIT）
のエビデンスが蓄積され
てきている

 他の治療技法も検討さ
れている

脳深部刺激
治療（DBS）

 成人後もチック
による身体
損傷や生活の
支障が持続す
る難治例に対
して検討される



トゥレット症のより良い治療・支援へ

 トゥレット症は心理的要因が根本的な原因ではない
が、チックが起こるのではないか（さらに、チックの
ためにいじめられるのではないか、人に迷惑をかけ
るのではないかなど）と心配することによって症状が
引き出されたり、悪化したりすることは少なくない

 治療・支援方法の開発やそれを支える研究も重要
であるが、トゥレット症のある人が安心して暮らせる
社会になること自体が、とても大きな治療・支援と
考えられる



ご清聴ありがとうございました
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