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はじめに

　発達障害の大人の支援が始まったのは、支援法が施行され、全国に発

達障害者支援センターが作られた2005年のことです。それまでは、発

達障害は青年期までの疾患であり、大人の問題ではないとされてきまし

た。しかし、子どもの頃に発達の凸凹を見過ごされて大人になった人たち

は、成育環境において特性に合った理解や対処を得られず、失敗経験を

積み重ねて現在に至っています。結果として多くの当事者が、大人になっ

てからも自尊心の低下などにより、二次的に発症する併存症などの様々

な問題を抱え、社会適応を難しくさせているのが現状です。また、昨今の

厳しい雇用情勢の中、職を失ったり、仕事に就けなかったりすることも、

社会不適応を起こす要因となっています。2010年12月には、発達障

害は、自立支援法の対象となりましたが、就労や生活全般にわたる成人

へのサポートはまだまだ不足しています。

　このような状況の中で、発達障害と診断される大人は年々増加してい

ます。大人の当事者がよりよい社会生活をおくるためには、当事者同士

がつながり、情報を共有していく必要があります。

　今回はその第一歩として、大人の当事者の生活実態調査を行い、発達

障害とうまくつき合うための生活ガイドブックを作成しました。当事者・家

族・支援者のみなさんに活用していただければ幸いです。
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 人口の10％～20％程度が該当するといわれる発達障害。2005年に

発達障害者支援法が施行され、2010年には正式に自立支援法の対象

となりました。
     

発達障害の定義…
　「発達障害」は、「自閉症、アスペルガー症候群、その他の広汎性発達

障害(PDD）、学習障害(LD)、注意欠陥多動性障害(ADHD)その他これ

に類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現す

るもの」と、発達障害者支援法第二条において定義されています。

第1部
発達障害の基礎知識

【参考】概念図／内山登記夫の図からさらに姜昌勲が改変
　　　説　明／厚生労働省HPより

各障害の定義

発達障害とは

　広汎性発達障害（PDD：pervasive developmental disorders）

とは、自閉症、アスペルガー症候群のほか、レット障害、小児期崩壊性障

害、特定不能の広汎性発達障害をふくむ総称です。人口の約１～２％が

該当し、周辺の人まで含めると１０％にまで及ぶといわれています。

●広汎性発達障害とは

　自閉症は、次の３つの特徴をもつ障害で、３歳までには何らかの症状が

みられます。

（１） 社会性の障害

（２） コミュニケーションの障害

（３） 限定した常同的な興味、行動および活動

　最近では、症状が軽くても自閉症と同質の障害のある場合、自閉症ス

ペクトラムと呼ばれることがあります（スペクトラムとは「連続体」の意味）。

●自閉症とは

　対人関係の障害があり、限定した常同的な興味、行動および活動をす

るという特徴は、自閉症と共通した障害です。アスペルガー症候群

（Asperger syndrome）は、明らかな認知の発達、言語発達の遅れを

伴いません。

●アスペルガー症候群とは

　学習障害はLDと略されることもあり、Learning Disordersまたは

Learning Disabilitiesの略語とされています。全般的な知的発達に遅

れはないのに、聞く、話す、読む、書く、計算する、推論するなどの特定の

能力を学んだり、行ったりすることに著しい困難がある状態をいいます。

人口の約５～１０％が該当するといわれています。

●学習障害（LD）とは
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２００5年（平成１7年4月）
「発達障害者支援法」施行
　この発達障害者支援法ができたことによって、それまで知られていなかった大人の
発達障害への支援が始まり、各都道府県に発達障害者支援センター（相談窓口）が作
られました。　　　　　
　　　　　　　　　

 この法律において「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達
障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその
症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。　

発達障害の定義（第２条より）

２０１0年（平成２２年１２月）
「障害者自立支援法」の改正
　障害者の範囲が見直され、それまで正式には障害者福祉サービスの対象ではな
かった発達障害が自立支援法の対象になることが明確化されました。　　　　　
　　　　　　　　　

　この法律において「障害者」とは、身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者、
知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち十八歳以上である者及び精神保健及び精
神障害者福祉に関する法律第五条に規定する精神障害者(発達障害者支援法（平成十
六年法律代百六十七号）第二条第二項に規定する発達障害者を含み、知的障害者福祉
法にいう知的障害者を除く。以下、「精神障害者」という。）のうち十八歳以上である者を
いう。

２０１1年（平成２３年８月）
「障害者基本法」の改正
　障害者の定義が見直され、発達障害が障害者基本法の対象になることが明文化さ
れました。　　　　　
　　　　　　　　　

２）障害者の定義の見直し（第２条関係）
・身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の心身の機能の障害がある
者であって、障害及び社会的障壁（障害がある者にとって障壁となるような事物・制度・
慣行・観念その他一切のもの）により継続的に日常生活、社会生活に相当な制限を受ける
状態にあるもの。

法律での位置づけ

　注意欠陥多動性障害（AD／HD：Attention-Deficit/Hyperactivity 

Disorder）は、ADHDと表記されることもあります。注意持続の欠如も

しくは、その子どもの年齢や発達レベルに見合わない多動性や衝動性、あ

るいはその両方が特徴です。この３つの症状は通常７歳以前に現れます。

（１） 多動性

 （おしゃべりが止まらなかったり、じっとしていられなかったりする）

（２） 注意力散漫

 （うっかりして同じ間違いを繰り返してしてしまうことがある）

（３） 衝動性

 （約束や決まり事を守れないことや、ついついしてしまう行動が特徴的）

　また、多動性は大人の診断基準には含まれていません。人口の約３～

５％が該当するといわれています。

●注意欠陥多動性障害（AD／HD）とは

　上記の３つのタイプのほかにも、トゥレット症候群のように「まばたき・

顔しかめ・首振りのような運動性チック」症状や、「咳払い・鼻すすり・叫び

声のような音声チック」を主症状とするタイプのものも、発達障害の定義

にふくまれています。

●その他の発達障害

【参考】発達障害情報・支援センター ＨＰ
「発達障害のいま」杉山登志郎　他

発達凸凹とは…
　認知（知覚・理解・記憶・推論・問題解決などの知的活動）の高い部分と低

い部分の差が大きい人のこと。発達凸凹に適応障害が加わることによっ

て、狭義の発達障害となります。大人の発達障害では、発達凸凹に適応障

害が加わることにより二次的に発症する精神疾患の問題が大きいですが、

特性に合う環境があれば上手く適応し、能力を発揮することができます。
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　最近になって発達障害という言葉がメディア等でもよく聞かれるよう

になり、子どもだけでなく、大人も発達障害に気づく機会が多くなってき

ています。たび重なる失敗から、自分で自分の特性に気づく人もいます

が、家族や友人、職場の人など、周囲の人から発達障害の指摘を受ける

人も増えています。またうつ病など、他の精神疾患で治療を受けている

時に、発達障害の疑いを指摘されるケースも増えています。

第2部
大人の発達障害の
現状について

「大人の発達障害の生活実態調査アンケート」より
（調査内容についてはP14をごらんください）

診断

診断を
得ていない

8%
他の

精神疾患の
受診過程

8%

（回答者数139人）

気づきの
きっかけ

自身で
発達障害を
疑った
55%

他者から
指摘を受けた
29%

行ったことが
ない
12%

（回答者数146人）

診断を受けたことが
あるか

現在
通院中である
62%

行ったこと
がある
26%

　発達障害と気付いた時、まず診断をどうするかということを考える人

が多いと思います。すぐにでも診断を受けたいという人もいれば、障害

などと診断されてしまったら、どう生きて行けばよいかわからないという

人もいます。大人の発達障害と診断されるようになったのはここ数年の

ことですから、実際にすぐに診断を受けたいと思っても、精神科や心療内

科で発達障害を診断できる病院や医師はまだ非常に少なく、都道府県内

に数か所しかないというのが現状です。数少ない病院には人が殺到し、

初診が数か月待ちということもよくある話です。

臨床診断(発達障害)
　精神科等の受診を行い、何らかの診断を受けている人は104名

(71%)であった。その中での発達障害の割合は以下の通りである。

　自閉症スペクトラム障害は広汎性発達障害、アスペルガー症候群、アスペルガー障害、自閉症

などの回答に該当した人を足したものである。

疑　診　

12人

5人

2人

4人

1人

0人

0人

合　計　

29人

43人

25人

22人

5人

2人

1人

確　診　

23 人

34 人

21 人

15 人

3 人

2 人

1 人

AD/HD

自閉症スペクトラム障害

 アスペルガー症候群

 広汎性発達障害

LD

知的障害

発達性協調運動障害
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　また子どもの頃から周囲との関わりに違和感をおぼえたり、現在の生

活に支障を感じていたりするものの、診断を受けるほどではないと考え

る人もおり、発達障害の特性があるからといって、必ずしもすぐに診断を

受けなければならないというわけではありません。診断基準が明確では

ないため、自分がそうだと思って病院に行っても診断されないこともあ

ります。発達障害は薬を飲めば完治するというものではありませんから、

診断を受けるかどうかということは、二次障害の有無や生活の困難性な

ど、いろいろな状況を考えながら周囲と相談して決めてもいいかもしれ

ません。ただし、二次的に生じる精神疾患があるということに気づいた時

には無理に自分で対処しようとせず、医療機関に相談することが大切で

す。そのまま放置しておくことで、状態がさらに悪化し、回復までにかな

りの期間を要するまでに至ってしまうことも珍しくありません。

理解
　 発 達 障 害 をどう理 解 す れば い い の でしょうか 。発 達 障 害 は

Developmental Disorderと訳されます。この「障害」が、Disability

ではなく、Disorderであるということが理解や支援をより難しくしてい

ます。どういうことかというと、ある部分で全くできないとか、能力がない

ということではなくて、できるときとできないときがある、やり方が他の

人と異なる、ものすごく頑張ればできるようになることもある、というこ

とがあり、しかもそれは環境や本人の特性の強さなどの様々な要因に

よって変わっていきます。また同じ診断名であっても、具体的に「どこが」

「どれぐらい」できないのかということが人によって全く違うということも

あり、この「わかりにくさ」が余計に適応を困難にしているのです。

診断は受けなかった・
わからないと言われた

10%

疑いがあると
言われた

13%

（回答者114人）

精神疾患の診断

確定診断を
受けた
77% 0 20 40 60 80 100

（複数回答可／現在通院中＋行ったことがある112人）

現在受けている治療

薬物治療

カウンセリング

その他

0 10 20 30 40 50 60 70 80

（複数回答可／回答者122人）

診断を得られた時の気持ち

ほっとした

嬉しかった

理解が出来なかった

納得した

不安になった

困惑した

絶望的になった

特に何も思わなかった

その他
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　では、発達障害と診断されるとどうなるのでしょうか。診断されても別

の人間になるわけでもなく、突然生活が劇的に変わるわけでもありませ

んが、自分が今まで悩んできたことや、失敗の理由が分かってほっとした、

自分はどういう人間なのかということがわかり、とりあえず納得した、と

いう声が多く聞かれます。また逆に、障害と言われて不安になった、絶望

したという人もいて、最悪の場合には自死を選ぶ危険性もあり、診断を

勧める場合には、それを前向きに捉えられるような働きかけも併せて行

うことが必要です。もちろん、特性の理解と適切なサポートは大事ですが、

まずは本人の気持ちに寄り添うサポートがあることが重要といえます。

受容
　また診断された後には、どう受容していくかということが課題になって

きます。自分の特性を理解し、受け入れた上で周囲と折り合いをつけて

生きていくということはそう簡単なことではありません。特に大人になっ

てから診断された場合は、周りが理解してくれていても、これまでの失敗

経験から自分自身への信頼感を築くことができておらず、自己肯定感が

非常に低いことが特性の受容をさらに難しくしています。また、できない

部分を隠そうとしたり、無理に克服したりしようとすることで、余計にスト

レスがかかってしまうことがあります。生活の工夫やスキル、訓練を行う

ことで生活が多少改善したとしても、それだけではできない自分、ありの

ままの自分を受け入れ、肯定して生きていくということは難しく、発達障

害の受容には何年もかかるのが普通です。

0 5 10 15 20 25 30 35

（複数回答可／回答者125人）

発達障害の診断の後押し

他者の後押しは無かった
書籍等での自己調査

家族
友人

ピアサポート（自助グループ）
医者

カウンセラー
就労支援機関

その他（職場の同僚等）

（回答者65人）

どのように
変化したか

前向きに
なった
52%

否定的に
なった
20%

その他
28%

（回答者115人）

診断の捉え方の
その後の変化

変化
しなかった
39%

変化した
44%

わからない
17%

0 10 20 30 40 50 60 70 80

（複数回答可／回答者104人）

診断を受けて変化はあったか

就労での利益

就労での不利益

特性を知ることによる改善

治療による改善

周囲の理解

周囲の無理解

その他
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　最近になって、発達凸凹という言葉が使われるようになってきました。

診断されるかされないか･･･のところにいる人は発達凸凹のある人とい

うことになります。発達凸凹のある人にとって、コミュニケーションが希

薄でストレスの多い今の社会というのは、余裕のあった数十年前と比べ

ると、周囲の助けが上手に得られにくく、適応障害を起こしやすい社会環

境であるといえます。不適応の状態が続くことによって二次障害が起き

れば、発達障害として医療や福祉のサポートを受けることが必要になっ

てくるでしょう。また、産業構造の変化や、長引く不況の影響で雇用側に

も余裕がなく、なんでもできて即戦力になるような人材が求められたり、

作業が中心の仕事であってもコミュニケーション能力が重視されていま

す。そのような中で、発達凸凹のある人が仕事を続けていくことは大変

難しく、メンタルヘルスの側面から考えても、診断や障害者手帳の枠にと

らわれない、幅を広げた何らかの支援や対策を考えることが必要になっ

てきています。

社会
　アンケートでは、「同じミスを何度も繰り返す。」や「上司や同僚とのコ

ミュニケーションが上手くいかない。」など発達障害の特性が職場や生活

の場面で困難として表れていましたが、ほとんどの人が「職場に貢献した

いという気持ちがある。」と答えています。これは職場に貢献したいとい

う本人の気持ちがうまく生かされていないと考えられるため、職場環境

を含めて人材の有効的な活用を会社側も検討する必要があると考えら

れます。

　自分の発達障害や二次的に生じる併存症に気づき、適切な治療やサ

ポートを受けられ、対処できるようになると、生活は改善してきます。理

解が得られれば周囲との関係も良くなり、生きづらさは軽減しますが、安

定して仕事や子育てなどの社会生活を続けていくということになると、

まだまだ非常に厳しい状況です。今後は発達の凸凹がある人を理解し、

多様性の一つとして受け入れられる職場や生活の場を増やしていかなけ

ればなりません。そうなれば、発達障害があっても凸凹な能力の良い部

分を生かし、社会に貢献できる人もたくさん出てくるのではないかと思

われます。

（広野 ゆい）

生活保護
8%

職業訓練生
4%
自営業等

9%

一般従業員
（正社員）
11%

派遣社員・
契約社員、嘱託
18%

（回答者数144人）
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パート・
アルバイト
23%

学生
12%

仕事は
していない

14%

9回
1%

8回
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（回答者数107人）

転職の回数

１０回以上
22%
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3回
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4回
12%5回
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7%

0 10 20 30 40 50 60 70 80
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その他
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保健福祉手帳

職場に
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（回答者数128人）
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●併存症

　発達障害を抱える大人の困難を調べるため、ＤＤＡＣでは発達障害のピアサ

ポートに繋がっている当事者を対象にアンケート調査を実施した。
　　　

　　　調査方法／自記式質問紙、及びウェブ・アンケートフォーム
　　　調査期間／2012年1月～2月
　　　回収数／147件（自記式質問紙106件、ウェブ・アンケートフォーム41件）
　　　

性別　
 アンケートに回答した者は男性47%(69名)、女性53%(77名)であり、男女約

半数程度であった。
　　　

年齢

●大人の発達障害の生活実態アンケート調査概要

「大人の発達障害の生活実態調査アンケート」分析編

自閉症スペクトラム障害

割合　 

(56.3%)

(23.4%)

(54.7%)

(9.4%)

(12.5%)

(64.1%)

(32.8%)

(26.6%)

(35.9%)

(45.3%)

(1.6%)

度数 

36人

15人

35人

6人

8人

41人

21人

17人

23人

29人

1人

割合　 

(53.2%)

(22.1%)

(45.5%)

(7.8%)

(10.4%)

(53.2%)

(37.7%)

(29.9%)

(40.3%)

(39.0%)

(2.6%)

度数 

41人

17人

35人

6人

8人

41人

29人

23人

31人

30人

2人

AD/HD

睡眠の問題

うつ症状－抑うつ気分

社会恐怖

線維筋痛症

自傷行為

フラッシュバック体験

過食・無茶食いの問題

アルコールの問題

インターネット・ゲーム依存

買い物依存

ギャンブルの問題
＊AD/HDはASRS-J-6でポジティブ判定の者、自閉症スペクトラム障害はAQ-J-10(カットオフ７)で
ポジティブ判定の者。ASRS-6-JとAQ-J-10については後段参照

　睡眠の問題、社会恐怖、フラッシュバック体験、インターネット・ゲーム依存が４

割以上の者でみられ、うつ症状や過食・無茶食い障害のエピソードも高かった。発

達障害の当事者は他の精神障害を併存していることが示唆された。発達障害の特

性だけによって困難が生じているのではなく、他の精神障害を併存する形での困

難がみられる。発達障害の特性への対処だけではなく、うつ病や睡眠の問題と

いった併存症の対処も発達障害への対処と同等に必要とされる。

　AD/HDと自閉症スペクトラム障害を持つ者が他の精神障害を持つ可能性を調

べた。ここでは各精神障害のエピソードに該当するものを選んでもらった。

●転職回数

　転職回数を比較したところ、AD/HDの者の方が転職を繰り返していることが

わかった。     

　　  　　　　　　AD/HD　8.0回(平均)

　　  　　　　　　自閉症スペクトラム障害　1.2回(平均)

 転職が多いということはAD/HDの特性にその原因の多くがあると考えられる。

自閉症スペクトラム障害の方が就労を困難にさせるという要因に関しては、この

アンケートではあまり有効ではない。AD/HDと自閉症スペクトラム障害の就労

率は56.9％、61.8％と大きく異ならなかった。

井出 草平
日本学術振興会特別研究員(大阪大学保健センター)
大阪大学非常勤講師

い　 で  　そう へい

10 代

1 人

20 代

24 人

30 代

64 人

40 代

36 人

50 代

21 人

60 代

1 人
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　「同じミスを何度も繰り返す。」「計画して期限までに仕事を終わらせることが出

来ない。」「予定や仕事のやり方が急に変わるとついていけない。」「大事な予定を

忘れてしまうなど、時間の管理が苦手である。」「足の踏み場もないほど部屋が散

らかっている。」などAD/HDの特性が強く現れた項目に困難が集中していた。こ

のような特性はメチルフェニデート(コンサータ)の投薬によって大きく改善するこ

とが報告されており、成人へのメチルフェニデートの投薬が早く認可されることが

望まれる。また、AD/HDの特性に合わせた対処法やコツの共有も重要であり、複

合的なアプローチで生活上の困難を減らしていくことが必要であることが明らか

となった。

81.0%

85.0%

71.4%

86.4%

86.4%

72.7%

生活上の困難（ADHD）

ない 困っていない あまり困っていない やや困っている 困っている

同じミスを何度も繰り返す。

計画して期限までに仕事を終わらせることが出来ない。

予定や仕事のやり方が急に変わるとついていけない。

大事な予定を忘れてしまうなど、時間の管理が苦手である。

足の踏み場もないほど部屋が散らかっている。

金銭的に困窮している。

0% 50% 100%

　AD/HDの臨床診断を受けた人の職場や家庭における困難を調べた。AD/HD

と自閉症スペクトラム障害を併存しているケースは自閉症スペクトラム障害とし

て集計した＊１。AD/HD単独の臨床診断を受けている21名の集計結果である。

「困っている」「やや困っている」と答えた者の割合が７割以上のものを以下に示し

た。

＊１ AD/HDと広汎性発達障害が併存した場合には、広汎性発達障害と診断するという現在の診断基準であ
るDSM-IVの方針に従った。

●ADHDの生活の困難

　「同じミスを何度も繰り返す。」「計画して期限までに仕事を終わらせることが出

来ない。」の２つはAD/HDの特性として現れるものだが、自閉症スペクトラム障

害の者にも同様の生活上の困難が見られた。また、自閉症スペクトラム障害の特

性が現れたものとしては「上司や同僚とのコミュニケーションが上手くいかな

い。」という仕事場での人間関係、「予定や仕事のやり方が急に変わるとついてい

けない。」という予定が狂うことによってパフォーマンスを発揮できないという困

難が見受けられた。

　また、「結婚や子育ては自分には難しいかもしれないと思う。」という質問に回

答した自閉症スペクトラム障害の診断を持つ55名のうち、54名が結婚や子育て

は難しいと考えており、７割以上がそのことについて困っていると述べている。自

閉症スペクトラム障害を持つ親の子育てサポートを行っている機関は現在のとこ

ろ無いが、このようにニーズが存在しているため、今後は支援をしていく必要があ

ると考えられる。

80.7%

73.2%

73.2%

80.7%

74.5%

生活上の困難（自閉症スペクトラム障害）

ない 困っていない あまり困っていない やや困っている 困っている

同じミスを何度も繰り返す。

計画して期限までに仕事を終わらせることが出来ない。

上司や同僚とのコミュニケーションが上手くいかない。

予定や仕事のやり方が急に変わるとついていけない。

結婚や子育ては自分には難しいかもしれないと思う。

0% 50% 100%

　次に自閉症スペクトラム障害(広汎性発達障害やアスペルガー症候群等)の臨

床診断を受けた57名の職場や家庭における困難を集計した。自閉症スペクトラ

ム障害 とAD/HDの併存ケースは自閉症スペクトラム障害として集計をしている。

「困っている」「やや困っている」と答えた者の割合が７割以上のものを以下に示し

た。

●自閉症スペクトラム障害の生活の困難
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臨床診断と
スクリーニングの比較

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

スクリーニング ,
44.2% スクリーニング ,

40.1%

臨床診断 ,
24.5%

臨床診断 ,
43.5%

ADHD 自閉症スペクトラム

　臨床診断の聞き取りは精神科受診をしている者に限られる。ピアサポート・グ

ループには精神科受診をしていない者も多くいるため、潜在的な発達障害と併存

症の存在を調べた。スクリーニングに使用したのは次の２つのツールである。

ASRS-J-6＊3 
　WHOによって作成された成人のAD/HDのスクリーニング・ツール。６項目から構成
されている。ASRS-6のカットオフ得点は4点であり、その場合、感度(Sensit iv i ty)
は 0.69、特異性(Specificity) 0.995となる＊4。このツールでポジティブとなった
者はAD/HDの構造化面接で7割程度がポジティブとなる。また、本来はネガティブで
あるが、このツールでのポジティブと結果が出るのは0.5%(=1-0.995)でありスク
リーニングで取りこぼすことはまずない。

AQJ-10-J＊5 
　バーロン＝コーエンらによって作られた自閉症のスクリーニング・ツール。バーロン＝
コーエンらのオリジナル版の50項目のAQを10項目に短縮したものを使用した。質問
項目数は少ないが、感度・特異性ともフル項目のAQと遜色はない。カットオフは７点で
あり、感度(Sensitivity)は 0.76、特異性(Specificity) 0.90となる。

　AD/HDでは臨床診断よりもスクリーニングの方が多く出ている。ASRSポジ

ティブで精神科未受診の者は6名おり、ASRSポジティブでAD/HDの診断を受

けていない者は52名いる。

従って、実際の臨床診断より、

AD/HDに該当する者は多

く存在すると考えられる。

　一方で、自閉症スペクトラ

ム障害では、スクリーニング

より臨床診断の方が多く、現

在の診断基準からは過診断

が行われている可能性を示

唆している。

●臨床診断と症状エピソードの比較

.691

.021

.000

.263

.134

.001

.040

.095

.041

.311

.330

自尊感情と併存症エピソード ( 現在状態 ) 関連

睡眠の問題

うつ症状－抑うつ気分

社会恐怖

線維筋痛症

自傷行為

フラッシュバック体験

過食・無茶食いの問題

アルコールの問題

インターネット・ゲーム依存

買い物依存

ギャンブルの問題
*Mann-Whitney 検定 (値はp値, n=147)

　本調査では、併存症と自尊感情の関連を調べた。自尊感情とは「自分自身の存

在や生を基本的に価値あるものとして評価する指標」である＊2。1％水準で強く

関連が認められたのは社会恐怖のエピソードである。5％水準では、うつ症状、フ

ラッシュバック体験、過食・無茶食いの問題、インターネット・ゲーム依存であった。

また、10％水準ではアルコールの問題も関連が見られた。

　自尊感情の低下によって精神症状が現れたのか、精神症状によって自尊感情の

低下が見られたのかという因果の向きは不明であるが、関連があることは確認で

きた。これらの精神症状のなかで特に注目されることは、過食やインターネット・

ゲーム、アルコールなどの依存症との関連が指摘されていることである。

　発達障害があることが原因で自尊感情が低下し、その結果として依存症がある

場合、適切な診断・治療によりそれらの依存症からの回復が望める可能性があると

考えられる。

●自尊感情との関連

＊2 自尊感情は１～４の４件法、10問で構成。得点は単純加算する。高得点ほど自身への高評価・尊重をして
いることを示す。山本真理子・松井豊・山成由紀子，1982,認知された自己の諸側面の構造『教育心理学研
究』30:64-8．

＊3 世界保健機構，成人期のADHD（注意欠陥多動性障害）自己記入式スクリーニング（ASRS-v1.1）．
＊4 Kessler, R.C. et al. (2005). The World Health Organization Adult ADHD Self-Report Scale 
(ASRS): A Short Screening Scale for Use in the General Population. Psychological Medicine, 35, 
245-256.
＊5 Kurita, H. et al. (2005) "Autism-Spectrum Quotient?Japanese version and its short forms for 
screening normally intelligent personswith pervasive developmental disorders," Psychiatry and 
Clinical Neurosciences 59, 490-496.
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第3部
発達障害と併存症
（二次障害）
発達障害と発達凸凹

　大人になってから発達障害の診断を受ける場合、周囲の理解や適切な

サポートを得られなかったなどの成育環境によって、自尊心の低下を招

き、二次的に発症する精神疾患を併存していることが多く、それが適切な

診断や治療をより難しくしています。発達障害と診断され、もともとある

発達凸凹の特性を理解し、適切な投薬治療や周囲のサポートを得られる

ことで二次障害が大幅に軽減することも多いのですが、発達障害の診断

と併存症の治療が同時に受けられる医療機関は大変少なく、今後の課題

といえます。

併存症に気づくことの重要性

　うつ病は気分の落ち込みが起こり、日常生活を送る際に深刻な支障が

生じやすい精神障害です。抑うつ気分や意欲の減退が主症状ですが、食

欲の問題、睡眠の問題などが現れ、様々な身体症状も現れます。抑うつ

状態は本人が自分で気づくことが難しいことも特徴です。また、不安障

害など他の精神障害と併存することが指摘されています。

●うつ病

発達障害をもつ人の併存症には、このようなものがあります。

　うつ病(大うつ病性障害)の症状は下記の９つがあげられます。

1. 抑うつ気分

2. 意欲の減退

3. 食欲の増減(体重の増減)

4. 睡眠の問題(不眠症・過眠症等)

5. 動きが鈍くなる

 (考えることができなくなったり、動作が鈍くなる)

6. 疲れやすく、気力が減退する

7. 自罰感・他罰感・無価値感を持つ

8. 集中力や決断力が減退する

9. 自殺念慮・自殺企図

　大うつ病性障害だけではなく、うつ病には慢性うつ病性障害という診

断名もあります。慢性うつ病性障害は、抑うつ気分や意欲の減退が２年

以上の長期間続くもので、食欲の増減、睡眠の問題、易疲労感、気力の減

退、自尊感情の低下、集中力や決断力の減退、幸福感の喪失がみられる

ものを指します。

　症状の多様性についても留意が必要です。従来は「食欲がなく、体重

が減る」「不眠」「自責の念が強い」といったものがうつ病の特徴であると

考えられてきましたが、現在では、「食欲の増加、体重の増加」「過眠」「他

人の批判する」などもうつ病の症状だと捉えられています。従来のうつ

病とは異なる症状でも、うつ病であるということを認識して、治療を受け

る必要があります。

　また、うつ病では自殺への対応が重要になります。大うつ病性障害の

26～34％が自殺を真剣に考えたことがあり、7～14％が自殺を計画し

たことがあり、9～18％が自殺を試みたと調査結果が出ています。うつ

病の治療の一つの目標は自殺を予防することにあると言ってよいでしょう。

　うつ病の治療は、抗うつ薬による薬物治療と併せて、認知行動療法が

有効とされています。
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　躁うつ病の正式な診断名は双極性障害といい、躁状態とうつ状態とい

う、2種類の「病相」を繰り返す病気です。

　躁状態の時には、全能感にあふれ、衝動的な行為をします。たとえば、

大金を賭け事に使ったり、土地や高価なものを購入するなどの行為をし

て、後々取り返しのつかない状態になるので、躁状態の抑制が非常に重

要です。また、躁状態だけを繰り返している場合でも、いずれうつが出て

くることが多いので、双極性障害に含めます。一方、うつ状態だけの場合

はうつ病と呼ばれます。

　これらの病相が1回で終わることは少なく、予防療法をせずに放ってお

くと、多くの場合再発するため、気分安定化薬を服薬して予防を行う必要

があります。うつ病の治療に使用する抗うつ薬と躁うつ病の治療に使う

気分安定化薬は別の薬であるため、うつ病と躁うつ病の見極めは非常に

重要です。

　はっきりした躁状態がある場合は、双極Ⅰ型と呼ばれ、軽躁状態とうつ

状態を繰り返す場合は、双極Ⅱ型障害と呼ばれます。軽躁状態は、気分が

高揚して活動的になるものの、自分も周囲も特に困らず、むしろ調子が

良い状態です。本人にも、調子の良い状態と感じられるので、双極Ⅱ型障

害は、単なるうつ病と見なされがちです。また、双極Ⅱ型障害の特徴は、

本人の気分の状態を一定期間、観察しないと分からないことが多いため、

精神科の診察だけでは見逃されやすいことが指摘されています。双極Ⅱ

型障害の診断には、家族や周囲の人たちの協力が必要になります。

●躁うつ病

　注目を浴びる行動に不安を感じる病気を社交不安障害（SAD）といい

ます。社交不安障害の人は「人前で何かをすることによって、悪い評価を

されるのではないか･･･」「周囲から注目を浴びるようなことをして、恥ず

かしい思いをしてしまうのではないか･･･」などと思ってしまいます。こ

のように、他人に悪い評価を受けることや、人目を浴びる行動への不安に

よって、強い苦痛を感じたり、さまざまな身体症状が現れ、しだいにそう

した場面を避けるようになり、日常生活に支障をきたします。この病気は

性格の問題ではなく、精神療法や薬物療法によって症状が改善すること

のある疾患といえます。日本国内に推定で約3 0 0万人以上の患者さん

がいるといわれており、現代社会では多くの患者さんを抱える一般的な

病気です。

●社交不安障害（SAD）

　パニック障害は、ある日突然、めまい、心悸亢進、呼吸困難といった自

律神経の嵐のような症状とともに激しい不安が発作的に起こる病気です。

内科的な検査では身体的にはどこにも異常は発見されません。ですから、

一般医からは自律神経失調症、と診断されていることが多くみられます。

パニック障害は100人に1人ぐらいの割合で起こるものです。

　パニック障害には、パニック症状が起こることを恐れて外出ができなく

なる広場恐怖がしばしば伴います。パニック障害を伴った広場恐怖を持

つ場合は、社会参加が困難になりますので、治療をすることが望ましいと

考えられます。パニック症状の予防や治療には薬物療法、心理療法が効

果的です。

●パニック障害
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　OCD（Obsessive Compulsive Disorder）は、かつては「強迫神

経症」と呼ばれていた心の病気です。現在は「強迫性障害」と呼ばれてい

ます。この病気のおもな症状は、不要な考えが心の中に繰り返し起こる

「強迫観念」と、それを打ち消すために行われるさまざまな「強迫行為」で

す。本人もイメージを打ち消すためにさまざまな行為を行わなくてはな

りません。そのために多くの時間やエネルギーを費やし、時には日常生

活を行うのにも支障が出てしまいます。

　本人もおかしなことだと自覚しているのに強迫観念から逃れられず、

強迫行為をやめることができません。また、どんなに繰り返し強迫行為を

行っても、不安や不快感を消し去ることができないところに、この病気の

つらさがあります。代表的な症状には、手がばい菌などに汚染されてい

ると感じて、何度も手を洗わずにはいられない「洗浄強迫」などがありま

す。

《強迫性障害の症状》

1． 何度も手洗いや掃除をしてしまう

2． 鍵をかけたか、ガスの栓を閉めたか、何度も同じことを確認してし

まう

3． 馬鹿げていると分かっていても頭の中にくり返し起こってきて振

り払うことのできない考えに悩まされる

4． 毎日の活動をやり終えるのに長い時間や大変な労力を必要とする

5． 順序正しいことや左右対称であることにとらわれすぎてしまう

●強迫性障害（強迫神経症）

　統合失調症の発病危険率は0 .82％といわれ、男性でも女性でも

120人に1人くらいは生涯のうちに統合失調症にかかる可能性があると

いわれています。統合失調症の症状は多彩です。特徴的な症状としては

「誰かが自分を監視している」「誰かに操られている」などの妄想、「聞こ

えないはずの声が聴こえる」「誰かが命令する」といった幻聴があげられ

ます。そのため思考が混乱してしまい、「意味不明な会話をする」「落ち

着きのない行動をとる」「感情が不安定になる」といった症状も現れます。

これらを陽性症状といいます。　　

 ほかの顕著な例としては、何をするにも意欲がわかず、これが引き金と

なって家に閉じこもったり、人とのコミュニケーションがとれなくなったり

するなどの陰性症状がみられることもあります。男性では20代前半、女

性では20代後半にもっとも頻繁に発病します。しかし幻覚や妄想は、本

人にとって全くの現実と感じられるため、発病を自覚できないことがあり

ます。本人より先に家族や友人が異変に気づくことも多いようです。統合

失調症の正確な原因は、まだはっきり分かっていませんが、その人の生

まれ持った性質、ストレスを引き起こすような環境要件などが絡み合って

発病します。脳の機能に障害が起こり、働きが阻害され発症する病気で

あることも明らかにされつつあります。

　また、高機能の広汎性発達障害(アスペルガー症候群など)と統合失調

症はよく似た症状であるため誤診が問題になっています。

●統合失調症
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　睡眠障害には、不眠症や過眠症、睡眠時に現れるさまざまな異常現象

（夢遊病、ねぼけ、夜驚、悪夢）などが含まれます。

●不眠症は、眠りたいという意思があるにもかかわらず、睡眠時間が短く、

眠りが浅くなり、身体や精神に不調をきたします。大きく４つの症状に分

けられ、寝つきが悪い入眠困難、何度も目が覚める中途覚醒、眠りが浅く

疲れがとれない熟眠困難、朝早く目が覚める早朝覚醒といった症状が起

こります。不眠が続くと不眠への恐怖が生じ、無意味な緊張や睡眠する

際の環境への過剰なこだわりが、さらなる不眠の原因を生む悪循環に陥

りやすくなります。不眠症には症状によって治療薬が異なりますので、症

状に合わせた投薬を行う必要性があります。

●過眠症は、夜間に十分睡眠をとっているはずなのに、日中に強い眠気

が出現し、居眠りしてしまうなど、病的な眠気が特徴的です。このような

症状によって、学業不振や就業困難などの影響があるだけでなく、生活

習慣病を悪化させます。ナルコレプシー、睡眠時無呼吸症候群、反復性

過眠症などがあります。

●睡眠障害

　摂食障害は、心理的な原因による食行動の異常であり、主に拒食症

（神経性無食欲症）と過食症（神経性大食症）、特定不能の摂食障害があ

ります。

●神経性無食欲症（拒食症）は、極端な食事制限をし、どんなに痩せてい

ても自分が異常だとは認めず、治療を拒否する傾向があります。

●神経性大食症（過食症）は、過食行動を頻繁にくり返します。過食直後

に嘔吐あるいは下剤を乱用する排出行動が見られます。無気力、抑うつ

的治療を求め、自分が異常だと自覚しています。

　過食と拒食は正反対の病態のように見えますが、全く別の疾患ではな

く、相互に移行したり重複したりを繰り返します。

　また、むちゃ食い障害（Binge Eating Disorder）というのは、むちゃ

食いエピソードを繰り返しますが、神経性大食症に特徴的な嘔吐、下剤使

用などの代償行為の定期的使用をしないタイプで、過食後に自己嫌悪感

や罪悪感を持ったり、抑うつ的になることなどの特徴があります。

●摂食障害

　人格傾向により社会生活が困難を引き起こすものです。パーソナリ

ティ障害は、反社会性、境界性、回避性、強迫性、統合失調型などのタイ

プがあります。人格傾向は幼児期から見られることもありますが、人格形

成の途上で不安定になることはよくあることであり、未成年へのパーソ

ナリティ障害の診断は慎重になる必要があります。改善には社会経験を

積むことや支援を受けることか非常に重要ですが、近年は薬物療法によ

る改善も報告されています。思考や知覚の歪み、怒りといった症状には

抗精神病薬、衝動制御には気分安定化薬が有効であるとされています。

●パーソナリティ障害
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　薬物療法では2012年3月現在、成人の発達障害に使える薬はない、とされて

います。かつて、成人のADHDに対して使用していた薬がありましたが、不適切な

使用が問題となり、制限されてしまいました。子どもに対しての薬はありますが、

成人に対する薬としては、アメリカで使用されているものが日本でも使えるよう、

現在治験が行われています。

　発達障害を診る医師はまだまだ少ない状況です。その理由は、発達障害の診断

が非常にややこしく、成育歴の調査も必要なため、診ることができない。あるいは

診たくないともいえますが･･･。先天的に持っている発達障害が大人になるにつ

れ、さまざまに修飾されてしまい、それを解きほぐすのは非常に困難だからです。

しかし、将来的にはすべての精神科医が発達障害を診られるようにならないとい

けないでしょう。

　また、医師だけでなく、臨床心理士との協働も考えていかないといけません。一

次救急として最初の相談業務を臨床心理士が行い、その後、精神科医につなげて

いくなど、医療連携による患者さんのフォローが今後の課題だと思わ

れます。

　

　発達障害の当事者にお願いしたいのは、とにかく一人で悩まないこと

です。いろいろなところに相談に行かれるなど、一歩踏み出してください。誰かと

話をするだけで気持ちが楽になり、視野も広がってくるでしょう。発達障害者支援

法ができ、特別支援教育も普及してくるなかで、少しずつですが発達障害の人た

ちが生きやすい世の中になってきていると思います。私は精神科医として「助け

てあげる」という意識はなく、患者さんが一人で歩いていけるように、交差点で交

通整理をするおまわりさんのような役割であると思っています。

自分の持ち場を忘れず、患者さんを社会的に支える

システムを提案していきたいものです。

医療の現場から～病院とのつきあい方～

姜 昌勲（きょうこころのクリニック院長 精神科医）

　私のクリニックには発達障害の方がよく来られます。発達障害の診断を求めて

来られる場合もあれば、うつ病などの二次障害を発症され、そのことの治療を求

めて来られるなど、理由はさまざまです。共通しているのは、受診した時点で、とて

も困っておられるということです。

　発達障害の病名を診断することは容易ではありません。病気というより特性と

とらえることもできるし、「この数値を超えたらこの病気である」という明確な基準

もありません。最近では診断基準を統一しようという流れにはなっていますが･･･。

　では、なにをもって診断するのかというと、困ったことの“程度と頻度”です。「忘

れ物が多い」「複数のことが同時にできない」などは、誰にでもあることですが、問

題は、忘れ物という困った状態がどの程度で、どれくらいの頻度で起こり、実生活

に影響を及ぼしているかという点です。

 そのような症状に加えて、患者さんが日常生活をどのように過ごされているかも

お聞きします。客観的な情報を知りたいので、ご家族や関係機関の協力が

求められます。診断にあたっては幼少時の成育歴の確認が不可欠なので、や

はりご家族からお聞きすることになります。客観的なデータ、たとえば通知簿など

があればとても参考になります。とくに小学校の通知簿は子どものようすをきち

んと書かれていることが多く、持参いただくと助かります。

　発達障害の治療には、大きく分けて精神療法と薬物療法の２つがあります。精

神療法では患者さんのお話を聞いて、なにか具体的なアドバイスをさせてもらう

こともあれば（＝問題解決）、お話を聞くこと自体が治療になることもあります。私

はどちらかというと、問題解決に焦点をあてています。つまり、問題の原因を考え

て、どうすればいいのかを一緒に考えるのです。

　その際、言いたいことをメモにして持ってきていただくと理解が早く、一緒に考

える時間を有効に使うことができます。私の患者さんで、診察の10分前にメール

で近況を送ってくださる方がいます。事前にそのような情報をいただくと、効率よ

く診察ができ、よりよいアドバイスにつながるように思います。

きょう  まさ のり
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　紛失して困るモノは必ず身に着
ける（サイフやかぎなど）。予定は
すべて一冊の手帳にまとめ、メモと
ペンを常に持ち歩いている。仕事
上でのミスがないように必ず同僚
か上司にチェックしてもらう。　
※これらは効を奏している。

　マニュアルは、自分が作る。仕事
は無理しない。マイペースは守る。

工夫している
　こと

悩んでいる
　こと

　期限がある支払いや書類提出は、確認した
らすぐ支援者に伝えて期限を守るように何度
も声かけをしてもらっている。金銭管理が苦
手なので、支援者に家計簿をつけてもらって
いる。役所など大切な話をするときは、なるべ
く知人につきそってもらう（話を捉え間違う時
が多いため）。

　すぐに忘れるので、メモはすぐとるようにしている。
　仕事の時はちゃんと出来るのに、プライベートにな
ると忘れたり、掃除が出来なかったり、面倒になった
りしてしまうので、仕事で全部エネルギーを使わな
いようにしている。
　燃え尽き症候群になりやすいので、疲れていなく
ても余裕を持って休みをとるようにしている。

　私は状況や環境の変化にとても弱く、適
応が大変だが、職場の理解や協力があり、
なんとか仕事をこなしている。新しいことを
たくさん一度に教えこまない、その時々で
指示をもらうなどの配慮によって、体が自然
に動くようになったかも。このような反復練
習によってなんとか適応できている。

　スケジュール帳、携帯のカレン
ダー、アラーム機能、情報や物の
一元化（手帳・ノート・スケジュール
帳を１冊に、いつも同じ鞄）、片付
けや掃除の衝動が起きたときには
すぐやめずに続ける。物や本が捨
てられないのでリサイクルショッ
プに出す。苦手なことを引き受け
ない。他人に頼む。苦手であるこ
とを伝える。

付録
当事者の声

「大人の発達障害の生活実態調査アンケート」

自由記述より

　特性は聴覚・嗅覚に過敏があるので、イ
ヤフォンで音楽を聴く。テレビは観ない。
人ごみのなかでは好きな匂いのクリーム
を手に塗って嗅いで歩く。同時進行や他
人の気持ちに過敏すぎるので、料理は一
品しか作らない。旦那が落ち込んで帰宅
する際はどこかで時間を潰して冷静に
なってから帰宅してもらうなど。

　日々の生活において集中力を養うよう
にした。気合いを入れ、眉間にしわを寄せ、
何かをする時に（お酒以外）コーヒーや
ハーブティーを飲んだり、気合いを入れ、
全力で取り組むことで、少しずつ集中力、
注意力が出てきた。やはり仕事やバイト
で身に着くと思う。人間関係はかなり努力
をしたが、ニガ手な人と一緒になることが
多いので、現在は一人で動ける仕事をし
ている。

　大抵のことでみそっかすなのに、時々
ふつうの人にできないことができたりす
るので、周りに感じ悪い印象を与えがち
で困っている。いろいろヒドいクセがあ
ることについては「発達障害」のラベル
のおかげで一応説明がついた。とりあえ
ず月に手取り15万円以上の仕事に就き
たいけど、難しいなあ…（今、一般の人で
も難しいですよね）

　周りの人達は私に障害があること
が分からず、「普通なのに」「他の障
害のある子とは違う」などと言われ、
なかなか理解してくれない。

　自分の主張したいことが
思うように相手に伝えられず、
悔しい思いをしている。
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　見えない障害も障害だと思ってもらえればいい。専用席に座る
ことも認めてほしい。巷にあふれる本の通りの障害ではないとい
うこと（KYとか想像力ないとか）を広めてほしい。相談機関を増や
してほしい。働ける場とかデイサービス？のようなものが欲しい
（精神向けはあるが、精神と発達障害者は違うので居づらい）

　私はたまたま就職できたが、多く
の発達障がい者は就労できずに困っ
ているので、何らかの支援が必要。ピ
アサポートリーダーを増やすべき。全
国の自助グループの検索システムの
構築もあれば。

　障害者は、無料か少ない
負担で英会話学校とかPC
スクールetcに行ける制度
がほしい。

　医療機関に「発達障害
科」を設けてほしい。発達
障害を専門とする医師を増
やしてほしい。

　英語能力や職務上の専門知識につ
いて深めて研修したいのに、非正規雇
用なので研修がないのが悩み。

　時間の感覚がずれていたりするの
で、約束時間が守れなかったりします。
出かける前は、とても嫌。段取りが悪
いので自分でもイライラします。

　発達障害の理解が広まっていな
いので、精神障害者手帳の活用範
囲が非常に狭い。それならば、発達
障害者手帳を新設してはどうか。

　ヘルパー派遣を
もっとわかりやすく
してほしい。

　仕事しながら家事はすべてで
きないので、ヘルパーなど公的
サービスを受けたい。

　もっと多くの相談機関や
専門の相談者（少ないと相
性が悪いとき困るので）、常
設サロン（というかカフェな
ど）＆図書室があれば。

　地方部における発達障害に対する支援や
理解が大変遅れているので、地方における
発達障害支援体制を充実させてほしい。軽
度の発達障害傾向を有する者に対する就
労支援を拡充してほしい（就職してもすぐ
に解雇されてしまう人が周りに多数いる。
多くは自立をあきらめニート化している）。

　片付けが出来ない事で周りに非難さ
れるのが辛い。わざと散らかしている
訳でもないのに自然と散らかってしま
う。物をよくなくすので、だらしないと
思われる。友達が出来にくい、気がきか
ない。先を考えるとひどく不安･･･。

　カフェインの過剰摂取が止められず、
体調に変調をきたすほど飲んでしまう。
気分の浮き沈みが激しい。疲れやすく、
体調を壊しやすい。よく物を壊したりな
ど、お金がないのにお金がかかる。
ぼーっとしてしまうことが多い。

「大人の発達障害の生活実態調査アンケート」

自由記述より

　地域の中に親や支援者の他に頼れ
る人がいない。人と人とが日常的に
出会う場がなくなってきているのも
発達障害の生きづらさだと思う。

　全ての企業・職場に、発達障害（その他の障
害）の受け入れと潤滑な業務遂行のためのカ
ウンセリング、見守りなどを義務付けて欲しい。

支援して
ほしいこと
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～手帳と年金について～
 発達障害は当初、障害者自立支援法の対象になっていませんでしたが、

平成22年12月の法改正で、精神障害に含まれることが明記されました。

実際には、発達障害で障害者手帳を申請する場合、精神の手帳か療育手

帳のどちらで対応するかは、現在のところ各都道府県によって対応が異

なっており、2種類の手帳を取得することもあります。また障害年金の基

準は、障害者手帳の基準とは異なり、審査も別の機関で行われます。

情報コーナー
障害者福祉制度の利用

◆自立支援医療費制度

　申請時に、利用する医療機関と薬局を指定し、それら医療機関と薬局でのみ、1割の自己負
担となる。受給者証の有効期限は1年間。自立支援医療費制度を同時に申請する場合、診断書
は共通のもので申請が可能。

◆療育手帳

　法律での制度ではなく、都道府県の制度になる。1973年通知の「療育手帳制度について」
に基づき各都道府県が判定している。判定基準やサポートなどはバラツキがあり、手帳の名称
も統一されていない。
　等級はＡ（重度）、Ｂ（その他）の２種類だが、多くの自治体は、おおむね３～４段階の等級と基
準で判定している。地域によって知能指数の上限値が異なったり、設定している知能指数の上
限値を上回った場合でも、社会適応能力、専門医の診断結果などを総合的に判定し交付する場
合があるなど、その取組みはまちまち。市区町村の担当窓口、申請時の必要書類、申請後の調
査・判定機関による判定なども地域によって異なる。

◆年金制度

【障害年金について】

1、障害年金には３級、２級、１級があり、障害者手帳の基準とは異なる。
2、障害年金の認定基準（大まかなものとして）
・１級：日常生活の用を廃した状態（ベッドの周りの生活）
・２級：日常生活に著しい制限がある状態、（外へ出るのが困難）
・３級：労働に著しい制限がある状態、（働きに制限がある状態）※厚生年金のみ

【留意点】

・20歳になったら国民年金に加入すること。納付期間が不足していると申請できない。
・特例制度を活用する。障害年金の手続き上、診断書等を取っておく。
　（障害年金の納付要件：初診日以前３分の２以上、初診日以前１年間）
・認定は概ね診断書で判断される。

【参考】年金額は障害基礎年金2級で年額約80万円+加算額。

●自立支援医療費制度

●療育手帳

●年金制度

◆精神障害者保健福祉手帳

【申請方法】（申請から約1～３か月程度かかる）

1、市区町村の担当窓口にて、障害者手帳申請書と診断書の様式をもらう。
2、担当医師に診断書を記入してもらう（※作成日が申請日から3か月以内。診断書作成日は初
診日から6か月を経過している必要あり）。
3、市区町村の担当窓口に必要書類を提出する。
4、診断書に基づいて審査が行われ、障害等級の決定後に手帳が交付される。

【手帳が交付された場合のメリット】（※内容は地域によって異なる）

・障害者枠での雇用・自立支援法に基づく福祉サービスの利用。
・税金の減額・免除、市営交通機関運賃の割引・公共施設等の利用料の減免。
・市営住宅への入居優先・生活保護の障害者加算（1級および2級）。
・携帯電話の利用料金割引・NHK受信料の減免etc．

【留意点】

・申請は本人が行うことが原則だが、本人の意思に基づき、家族が手続きを代行することも可
　能。更新が2年ごとに必要で、有効期限の3か月前から申請できる。

●精神障害者保健福祉手帳
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ＤＤＡＣとは

【発達障害全般の相談】

● 発達障害者支援センター
各都道府県及び各政令指定都市に設置。平成17年「発達障害者
支援法」により設置が義務付けられる。
発達障害情報・支援センター（http://www.rehab.go.jp/ddis/）
では、各支援センターの情報掲載にとどまらず、広く発達障害に関
して情報収集・分析および普及啓発活動を行っている。

【こころの相談】

● 精神保健福祉センター（こころの健康総合センター等）
各都道府県及び各政令指定都市に設置。「精神保健及び精神障害
者福祉に関する法律」により設置が義務付けられる。

● 保健所での精神保健相談等
全国４９５か所に設置。精神保健相談、訪問活動、家族教育プログ
ラムなどの福祉的機能をもつ。

【仕事探しの相談】

● 地域障害者職業センター
各都道府県と５つの支所に設置。障害者職業カウンセラーを配置。
職業評価、職業指導、職業準備支援、職場適応指導等を行う。

● 障害者職業・生活支援センター
全国２０６か所に設置。障害者の身近な地域において、就業面及び
生活面における一体的な支援を行う。　

● 自立支援法に基づく福祉施策（窓口: 市町村窓口）
○就労移行支援では、一般企業等での就労を希望する障害者に対
し、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練や支援
を行う。
○就労継続支援A型・就労継続支援B型では一般企業などでの就
労が困難な障害者に対して就労の機会や生産活動の機会を提供
し、訓練を行う。
○地域活動支援センターは市町村が実施する地域生活支援事業
のひとつとして、社会との交流等を行う。

● 地域若者サポートステーション
http://www.neet-support.net/
全国１１０か所に設置。厚生労働省が平成18年より実施する、地
域ネットワークを活用した若者の職業的自立支援事業。仕事や就
職に関する相談を、専任の常駐カウンセラーや臨床心理士が個別
に応じる。

【職場での悩み相談】

● 労働基準監督署
厚生労働省が各都道府県に数か所ずつ設置。労働条件及び労働
者の保護に関する監督、労働者に対する労働条件等の相談業務を
行う。

生活に役立つ相談窓口情報
● 総合労働相談コーナー
厚生労働省が全国各地に設置。労働条件、いじめ･嫌がらせ、募集・
採用など、労働問題に関するあらゆる分野についての労働者、事
業主からの相談を、専門の相談員が面談あるいは電話で受けつけ
ている。
《厚生労働省　総合労働相談コーナーのご案内》
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/s
oudan.html　

【金銭面の相談】

● 社会福祉協議会
http://www.shakyo.or.jp/index.htm
社会福祉法に基づいて設置された民間組織。市区町村にある社会
福祉協議会では、障害によって判断能力に不安のある人を対象に、
福祉サービスの利用援助や日常的な金銭の管理等を行なう自立
支援事業を実施している。

● 消費生活センター
商品やサービスなど消費生活全般に関する苦情や問合せなど、消
費者からの相談を専門の相談員が受付ける。各自治体が設置する
ほか、消費者ホットライン（0570-064-370）では電話相談に応
じる。

● 法テラス
http://www.houterasu.or.jp/index.html
法テラスは「司法制度改革」の三本柱のひとつで全国どこでも法
的トラブルを解決するための情報やサービスを受けられる。国民
向けの法的支援を行う中心的な機関として設立され、正式名称は
「日本司法支援センター」。借金・お金のトラブルなど、法的な悩み
について相談ができる。
法テラスサポートダイヤル　０５７０-０７８３７４

【家庭の悩み相談】

● 配偶者暴力相談支援センター
http://www.gender.go.jp/e-vaw/index.html
内閣府の男女共同参画局が、都道府県が設置する婦人相談所など
に開設。配偶者からの暴力防止及び被害者保護を目的に、相談や
相談機関の紹介、カウンセリング、緊急時における安全確保、その
他援助を行う。
ＤＶ相談ナビ（全国共通ダイヤル0570-0-55210）

● 児童相談所
厚生労働省が各都道府県及び政令指定都市・中核市に設置。18歳
未満の児童に生じる問題に対して相談を受け付ける。また、全国共
通ダイヤル（0570-064-000）を開設。虐待に関する相談を受け
付ける。

● 人権相談
http://www.moj.go.jp/JINKEN/index_soudan.html
法務省が設置。女性・障害者・高齢者・子ども・外国人・インターネット
など、様々な人権問題についての電話相談の窓口がある。
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