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推薦のことば
矢﨑義雄

　近年社会問題化している発達障害に関して，大規模な疫学研究や診
療・就労支援ボランティアを行ってきた著者による，最新の研究成果の
紹介と支援現場の生の声の集大成．障害の有無を問わず，各自が本来持
つ力をなるべく発揮して就労することで幸福感と生産性の向上を目指す
姿勢は，著者が医学部で教授を務める国際医療福祉大学の「共に生きる
社会」の実現という理念にも合致した取り組みで，現状の課題と今後の
方向性を示しており，社会問題として障害者の支援者・医療従事者に限
らず広く読んでいただきたい．
（やざき・よしお，国立国際医療研究センター名誉総長・元東京大学医
学部長）  ［2018.03］
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はじめに

発達障害をもちながら働くということ

　「発達障害」ということばが一般の方にも認知されはじめて久しいですが，
それがどういうものだと考えられてきたのか（疾患概念の変遷）や，障害を
もつ方の現状，特に「発達障害を持ちながら働く」ということについて，社
会に十分理解されているとは言えないのが現状ではないでしょうか．
　国際的に広く用いられる米国精神医学会の診断基準である「DSM-5 精神
疾患の診断・統計マニュアル」（第 5版）には，「社会から求められる要求水
準が閾値に達しないと臨床症状は来さない」という発達障害の定義がありま
す．つまり，その人自身の問題というよりは，その人のありかたと社会が要
求するものとの間にある苦しみということであり，この点で，通常病気と言
われるものとはきわめて異質で，わかりにくいものであることは間違いあり
ません．
　発達障害をもつ方はどんな苦しみを抱えているか，つまり発達障害の臨床
像には多様性があるため，一概には言えない部分もあります．しかし，著者
らの経験上，周囲に理解者がいること，生きやすい環境を整えること（環境
調整），そして当事者が自分の特性を意識したうえで適応的行動をとれるよ
うなスキル（技術）を習得することによって，いわゆる「障害者雇用枠」で
はなくふつうの就労も可能な例は多数あります．「障害」と名はついていま
すが，環境によっては健常者と変わりない生活や社会参加が可能であること
は，この本の最初に申し上げたいことです．

うつ病に隠れていた「職場の発達障害」

　筆者は，働く方の健康（産業保健）やメンタルヘルスを専門に，大学の医
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学部（公衆衛生学領域）で研究教育活動に従事しながら，企業で働く方の同
意を得て長期間追跡し，健康に影響を与える諸因子を明らかにしようとする
「職域コホート研究」という研究を行ってきました．それと同時に，産業
医・企業内診療所長（一般内科）・大学校医（心療内科）・臨床医（精神科）
として，適応障害やうつ病の患者さんを多く診てきました．
　典型的なうつ病の場合─「典型」といっても，教科書に載っているよう
な典型例は実際には少数なのですが─，十分な休養と投薬によって抑うつ
気分をはじめとしていろいろな症状が改善し，回復後には「あの時はどうし
てあんな状態だったのだろう」としみじみと述懐されるとともに，ていねい
にお礼を言ってくださる方が多いように思います．典型的なうつ病になる方
は，まじめで礼儀正しい方であることが多いです．後で述べるように，これ
は発達障害がベースにある方の反応とは対照的であることが多いのです．
　うつ病は，自殺の危険もある疾患なので，医療が危機的な状態に介入して
状況を変える役割の重要性はあるのですが，「医者が治している」というよ
り患者さん自身が「適切な休息」によって回復されている部分が大きいもの
です．ていねいにお礼を言われるのは，こちらも恐縮しつつも，診療してい
てよかったと感じる嬉しい時間のひとこまです．
　ところが，職場でうつになって休職される方がたの中には，上でみたよう
な教科書的な治癒の過程を経ないで，休職中は調子がよくなっても復職する
とすぐにまた不適応症状をきたして休職を繰り返してしまう方がいます．同
じうつ病でもどうしてここまで反応性が異なり，職場で事例化（問題化）し
てしまうのか，疑問に感じていた時期がありました．
　このような場合，ご本人も大変苦しんでいるのですが，その方の職場の上
司や同僚の方がたも対応に苦慮したり，業務をカバーする必要性から疲弊し
たりしていることも多く，産業医や産業保健師などの産業保健スタッフも，
その対応に追われて苦労させられることが多いようです．この場合，ご本
人・ご家族のご苦労とはもちろん比較はできませんが，職場関係者も大変な
思いをしていることが多いにもかかわらず，症状がよくなったときにご本人
から職場関係者や医療関係者への感謝のことばを聞くことは，なぜか少ない
傾向が見受けられます（あくまで一般論としてであって，医師に信頼を寄せ
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てくれ，きちんとあいさつもされる当事者の方も複数おられますので，念の
ため）．
　その後，筆者は，同じ研究室（慶應義塾大学医学部公衆衛生学）で博士号
を取得後に精神科医になった先輩の影響もあって精神科専門医研修を受け，
発達障害について深く学ぶうちに，こうした「典型的でないうつ病」の背景
には，程度の差はあっても「発達障害の傾向が隠れている」ことが多いこと
に気づいてゆきました．その背景となる因子に目を向けずに，抑うつや意欲
低下，不眠といった症状だけをみて治療していてはうまくいかないことを，
経験から学んでいったのです．

「発達障害は増えてゆく」のか

　発達障害を構成する主要な因子のひとつである自閉症については，米国精
神医学会の診断基準が 2013 年に改訂された際に疾患概念が大きく変わり，
「自閉スペクトラム症（Autism Spectrum Disorder：ASD）という，正常な
状態からの「連続的なとらえかた」をするようになりました．
　「発達障害傾向は，正常と異常の境い目なしに連続的に分布する（スペク
トラムをなす）」という英国の児童精神科医ウィング（Wing）の仮説が世界
的に標準的な考え方になったわけですが，日本でも自閉症傾向が連続的に分
布することを筆者らが大規模コホート研究で実証しています（その結果は，
発達障害関係のトップジャーナル（当該領域を代表する研究専門誌）のひと
つである『オーティズム（Autism）』誌に 2017 年に公表しています［1］）．
つまり，発達障害とは「ふつうの」「正常の」一般の方にとっても決して無
縁の話ではないことがわかってきたのです．
　発達障害はもって生まれた性質・特性であり，遺伝的にその傾向を強くも
つ方が急に増えるということはありえません．近年患者数が増えているのは，
「発達障害」という疾患の概念が広く知られるようになったために，いまま
で診断されずにきた方が医療機関で正式に診断されるケースが増えているこ
とに加え，産業構造の変化によって単純作業が減り，職場で要求される対人
スキル等の水準が高くなっていることが大きく寄与していると考えられます．
　前者の要因は，ある意味での診断「ブーム」が過ぎれば適切な水準に落ち
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着くと考えられますが，一方で，後者のような産業構造の変化は，職場の IT
化や人工知能の進歩・浸透によって今後ますます顕著となり，職場での社会
的要求水準が高まっていく流れは当面続くと予想されます．
　近年の「働き方改革」によって，各人が生産性を上げていくことが社会的
要請というか「圧力」になりつつあります．そこで，優れた能力をもってい
ながら発達障害の特性のため職場不適応を起こして二次性のメンタル疾患に
かかり，多くの関係者を巻きこみながら最終的に退社に追い込まれ，働ける
能力があるにもかかわらず社会参加できずに福祉の世話になる事態は，個人
としても社会としても避けるべき課題です．本書がその解決に少しでも役立
てば，著者冥利に尽きます．

本書の構成と「プレゼンティーズム」という視点

　本書では，まず第 1章で，発達障害に関する医学的な解説（概念の説明や
診断基準の変遷，治療法など）と，現代の日本において何が問題となってい
るのかを概説します．
　そして第 2章で，発達障害者の当事者が発案し，支援者団体がクラウドフ
ァンディングによって実施した 400 名以上の発達障害当事者のアンケートの
解析結果から，当事者らの現状をまず，ありのままにみていただきたいと思
います（このアンケート解析には筆者および鈴木知子氏が無償で協力しまし
た）．
　続いて第 3章では，筆者らが健常者 2000 名以上（職域コホート）に対し
て行ってきた健常者の「発達障害傾向調査」の結果，そしてある特定の「自
閉症特性」については，仕事の障害ではなく，むしろ仕事の生産性を高める
方向に役立っているという，発達障害の当事者にとって希望のもてるような
研究結果など，最新の研究成果を紹介しようと思います．こうしたレベルで
の自閉症特性を検討することで，適切な介入を考案し周囲のサポート体制を
整えることにより，仕事の生産性や社会適応度を高められる可能性がありま
す．
　また続く第 4章では，近年，学校や職場での生産性を評価する指標として
注目を集めている「プレゼンティーズム指標」である「WHO-HPQ」（ハー
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バード大学医学部のロン・ケスラー（Ronald C. Kessler）教授が世界保健機
関（WHO）のために作成し，公式日本語版を宮木が作成・妥当性検証）を
活用した発達障害関係のエビデンス（実証）を紹介し，発達障害者と就労に
関する議論の一助としたいと思います．
　「プレゼンティーズム」とは，簡単にいうと，心身不調のまま勤務するこ
とによる生産性の損失のことです．対語である「アブセンティーズム」（疾
患により休業を生じる事態）のように，勤怠情報ではっきり数値化されるも
のではないので目立ちませんが，生産性や経済に及ぼすインパクトが大きい
ことがわかり，近年注目を集めています．適切な就労支援によって社会全体
のみえない損失「プレゼンティーズム」を減らすことで，社会全体の生産性
が向上すると考えられます．
　こうした現在得られている客観的なデータを提示したうえで，第Ⅱ部の第
5章から第 9章では，さまざまな立場で発達障害者の就労をサポートしてい
る方々へのインタビューを収録しました．
　具体的には，神奈川県を中心に発達障害者の就労支援事業をされていて今
回の大規模当事者アンケートの解析を依頼してくれた「ペガサス」代表の木
村志義さん，その現場で当事者と直接関わっている担当者の井上哲郎さん，
荒井夕貴さんに，実際の就労支援現場の様子やご苦労，工夫されていること
などを伺いました（第 5章，第 7章）．
　東京都自閉症協会の今井忠理事長からは，当事者の元上司という立場や，
さまざまな当事者を支援してきたご経験から，きわめて示唆に富む話を聞く
ことができました（第 6章）．
　また東京都内で障害者の一般就労を目指す「就労移行支援事業」から「就
労継続支援A型（雇用契約あり）」，「就労継続支援 B型（雇用契約なし）」
まで，幅広い障害者支援を行っている社会福祉法人「豊芯会」の近藤友克理
事には，統合失調症の方が中心だった利用者が数年前から発達障害の方も増
えはじめ，現場レベルでも異なる対応を迫られている現状や，発達障害の方
にとってわかりやすい業務指示の工夫が統合失調症の 6割くらいの方に役立
っていることなどを伺いました（第 9章）．
　診療現場からは著者が開発した「発達障害の 2軸評価ツール」を活用いた
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だいている東京都内のリワーク施設の吉田健一先生に，現場での課題や今後
の展望について対談いただきました（第 8章）．このツールについては，その
章のコラムでご紹介しますが，「自閉症傾向」と「注意欠如・多動症（ADHD）
傾向」の特性を，国際的に確立された質問紙で点数化し，グラフの上で視覚
化し，発達障害者ご自身の特性を把握してもらうとともに，就労支援者や就
労先の関係者に特性を知ってもらう手助けとなるものとして開発しました．

「働けること」とウェル・ビーイング

　WHOには，「メンタルヘルス」の定義として，「精神的健康とは生産性が
高い状態で働くことができ，コミュニティに貢献できる良い状態（ウェル・
ビーイングwell-being つまり「幸福な状態」とも訳せます）」とされていま
す．障害の有無にかかわらず，その方のもつ能力を生かし，働ける方は働い
て主体的に社会参加できる社会を作ることは，現代の「生きづらさ」を減じ，
個人の幸福とともに社会全体の生産性向上にも寄与しうる取り組みにほかな
りません．
　医学的なエビデンスをもとに，職場の生産性の観点を交え，多数のデータ
や現場の声を紹介している本書が，社会問題となりつつある発達障害者の現
状とその就労を考えるうえで，いささかなりとも参考になれば幸いです．


