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神経発達症（発達障害）の人と共に働くために神経発達症（発達障害）の人と共に働くために

東京都立中部総合精神保健福祉センター　副所長
　　　　　国立大学法人高知大学客員教授 菅原　誠

　我が国の神経発達症（発達障害）※への施策は、2004
年の発達障害者支援法の成立により大きな転換点を迎え
ました。その後の 2016 年の改正で、「社会的障壁の除去」
という文言が追加されました。これは、神経発達症者が
社会生活を営む上で直面する課題は本人ではなく社会の
責任であるという考え方で、障害は個人の心身、機能の
障害によるものなので医療的・福祉的に対処すればよい
という今までの医学モデルだけではなく、障害は個人で
はなく社会全体にあると捉え、共生を前提に社会環境を
改善することで課題の解決を目指すとした社会モデルが
取り入れられた事を意味します。
※DSM-5（アメリカ精神医学会の診断基準）及び今
後国内でも用いられることになる ICD-11（WHO
の診断基準）では従来の発達障害を神経発達症、知
的障害を知的発達症と呼称しています。今後はこれ
らの新しい呼称に法文を含めて改称されていくこと
になると思われます。本稿ではそれに合わせ「発達
障害」を「神経発達症」と呼称することといたします。

１　障害と病気

　神経発達症は、統合失調症や気分障害などとは異なり、
生来の特徴・特性に基づく生きづらさがベースになって
います。その特徴・特性が生きていく上で有利か不利か
は、その人が属している集団の仕組みや目的によって左
右され、変化します。持っている特徴・特性が社会の仕
組みに合わないと、生きづらさを感じたり、属している
集団に適応できないために、本人もしくは周囲が困惑し
ます。このような場合に、不適応の原因となっている特
徴・特性を「障害である」と捉えます。「障害＝病気」
ではありません。神経発達症の特性は持って生まれたも
のであり、その特性のみでは「病気」とは言い難いです。
しかし、環境が特徴・特性に合わないと、それがストレ
ス要因となり、二次障害としてのうつ病や適応障害、時
にはパニック障害や妄想性障害などの病気が出現するこ
とがあります。これらの病気は治療の対象です。二次障
害の症状はストレスにさらされると誰にでも起きうる症
状ですが、神経発達症者では二次障害を発症するリスク
は一般より高いことが知られています。二次障害に対し
ては薬物療法や、心理療法の導入などが行われます。

２　自閉スペクトラム症（ASD）

　自閉スペクトラム症には３つの大きな特徴がありま
す。①言葉でのコミュニケーションが苦手でその受け取
り方に偏りがある、②相手の気持ちや場の状況を読み取
るのが苦手で社会性（人との関わり方）に偏りがある、
③こだわりが強く臨機応変な対応が苦手で想像力（応用
力）に偏りがある、の 3つです。
　ASDには知的発達症を合併しているケースが少なく
ありません。知的発達症が合併せず、言語発達の遅れが
ない事例の場合、アスペルガー症候群と診断されること
もあります。
　ASDの方は、得られた情報が周囲に期待される解釈
と異なる場合が少なくないため、一緒に働く場合、その
特徴を踏まえた対応が求められます。いくつかの対処例
を示します。
• 文字通り受け取る（例：領収書の宛て名はウエサマで
お願いしますと言われウエサマ様と記載）

　⇒第三者が確認する（暗黙の了解は通じないと周囲が
心得る）

• 一方的に話をして相手の言うことを聞かない
　⇒第三者がストップのサインを送る
• 叱責に過度に反応する
⇒責められることに対して過敏で自尊心が低下するた
め、叱責ではなく対処の教示に徹する

• 暗黙のルール（常識的な社会規範）が理解できない（例：
5分前行動ができない、頻繁に離席する）
⇒ルールを文章化あるいは図示して教える

• 注意されているのに笑っている
⇒注意されていることは理解しているが、その状況で
どう身体表現して良いかわからない

• 集団での共同作業が難しい（こだわりやマイペースの
ため分担できない）
⇒本人の分担をわかりやすく説明する（図示する）

• こだわり（毎日服が同じ、行動を柔軟に変えられない、
確認行為が目立つ）
⇒そのためにどういうデメリットがあるのか、周囲が
戸惑っているのか理解してもらう、なるべく仕事を変
えないことも必要、ミスは少ないが仕事は遅くなる傾
向がある

• 臨機応変の対応ができない
⇒一般的に窓口業務やコールセンター、営業業務は向
かず定型業務が向いている
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• 音や周囲の人の動きが気になって集中できない
⇒聴覚過敏などの知覚過敏を持つ人が多いため、環境
の配慮をする、イヤホンをつけてもらう

３　注意欠如・多動症（AD/HD）

　他の人に比べて「不注意」「多動」「衝動性」が目立ち、
小中学校で指摘されていることが少なくありません。成
長とともに特徴が薄れ、大人になれば問題が目立たなく
なることが多いですが、片付けが苦手、マルチタスクが
苦手、過活動な時期と停滞する時期があるなどの特徴が
就労する上で問題となることがあります。
　ASDと違って一般的な常識は理解しているものの、
自らのスキルを有効活用できない、表現の仕方に課題が
ある場合が多いです。成長過程で自分なりの対処方法を
身に付けていることが多いですが、周囲の人と自分の違
いに気付いたり、失敗体験から、自信を無くして意欲が
低下したり、気分が落ち込んだりしてうつ状態になった
り、引きこもりの原因になることもあります。ミスに対
して注意や叱責を繰り返し受けることで、周りの人の反
応に敏感になり、適切に気持ちを表現できずにキレてし
まい、トラブルを引き起こしてしまう場合もあります。
これらの特徴から、「双極性障害」「社交不安障害」と診
断されていることもあります。
　AD/HDへの就労継続に向けた対応でまず優先される
のは職場や家庭の環境調整です。加えて、本人に対して
自らの特性を理解し、対処法を学ぶための訓練が必要に
なります。例えば中部総合精神保健福祉センターのデイ
ケアではASAPという認知行動療法をベースとした就
労に向けたプログラムを実施しています。
　これらに加えてAD/HDに対して薬物療法が併用され
ることもあります。現在、メチルフェニデート（商品名 :
コンサータ）、アトモキセチン（ストラテラ）、グアンファ
シン（インチュニブ）、リスデキサンフェタミン（ビバ
ンセ）の 4種類の薬が認可されています。このうちコン
サータとビバンセは依存性があるため、処方医・患者と
も登録制です。ビバンセは 6-18 歳にのみ処方可能です。
　働く上でのよくある問題と対処例を示します。
• やりたいことや好きなことだけに集中して取り組む
（それ以外のことは覚えていない）
　⇒毎朝スケジュールの確認をする、休憩を取らせてか
ら次の作業をさせる

• 片付けや整理整頓が苦手
⇒同時に多くの仕事を任せない、整理整頓を日課とし
てスケジュールする

• 約束や時間を守れない
⇒前の仕事等に没頭して時間を忘れてしまうことが多
いので時計や携帯電話のアラーム機能などを活用する

• ケアレスミスが多いが謝れない
⇒定期的に休憩を取らせる、ソフトやアプリを活用す
る、第三者がこまめにチェックする、無理に謝罪は求
めない

• 物事の優先順位が分からない
⇒第三者が進行管理をまめに行う

• 衝動的な発言や行動をしてまわりを驚かせる
⇒行動や発言の前に一呼吸置くスキルを身につけても
らう、相手にそういう発言があるかもしれないことを
事前に説明しておく

４　ニューロダイバーシティ

ニューロダイバーシティという言葉をご存知でしょう
か。「脳や神経の多様性」と訳されます。神経発達症を脳
神経の「個性」と捉え、その個性の強みを最大限発揮でき
る労働環境を創出し、高い創造性や集中力などを最大限に
活かそうとする考え方です。1990 年代頃から欧米の大手
I T 企業などを中心に多くの際立った能力や個性を持つ神
経発達症者が積極的に採用され活躍していますが、日本に
おいては障害者法定雇用率を達成するための社会的責務
としての採用に留まっている企業がまだ多い現状があり
ます。
　海外では、ASDの人の興味ある分野への強いこだわ
りを活かして、通常の機械的チェックでは見逃されるエ
ラーや危険性を見つけ出す役割を任せたり、AD/HDの
人の好奇心旺盛で自由な発想力を活かして、通常では出
てこないようなアイディアを基にした商品開発を任せる
など、ニューロダイバーシティチームがニューロノーマ
ル（「普通」の健常者のみを社会活動の対象とする従来
の概念）チームに比べて 3割も高い成果を挙げたという
報告もあります。
　ニューロダイバーシティとは、わかりやすく言えば、
凸凹の凸の部分に着目して伸ばしていこうとする考え方
です。凹の部分、例えばASDの人に職務能力としての
会話によるコミュニケーション能力は求めず他の人が行
う、AD/HDの人のミスが多いなどについてはそれをカ
バーすべく手厚い人員配置をするなど、人事面でカバー
していく工夫が同時に求められます。一人一人が力を発
揮するために周囲が支援をする。この仕組みが多様性か
ら価値を生んでいくことになります。
　ダイバーシティとは、今まで未開拓の能力を持つ人材
を発掘し育成することで、生産性向上だけでなく、経済
全体の成長につなげることです。我が国では今まで少子
高齢化にともなう労働人口減少への対策と絡めた女性、
外国人、高齢者、身体・知的・精神障害者活躍の話題が
中心でしたが、ここに神経発達症者の持つ特徴や特性の
積極的活用も加えた議論が進んでいくことを期待したい
です。



ハローワークにおける就労定着に向けた支援ハローワークにおける就労定着に向けた支援

墨田公共職業安定所　専門援助第二部門
発達障害者雇用トータルサポータ―　佐藤　文昭

１　ハローワークにおける障害者の窓口　

ハローワークにおける障害者の窓口では、障
害者求人の紹介の他に、就職活動への準備的な
相談や地域の就労支援機関や関係機関との連携・
調整等を行う「就職支援コーディネーター」や
「就職支援ナビゲーター」が配置されています。
全ての障害種別が支援の対象ですが、もちろん
発達障害のある求職者にも力強い味方になって
います。発達障害に特化した取り組みとしては、
「発達障害者雇用トータルサポーター」の支援が
挙げられます。支援範囲は就職前の準備から採
用後の定着支援の段階までと幅広く、各人が必
要とする具体的な支援や配慮をアセスメントし
て、地域の支援機関と連携しながら柔軟に対応
しています。ハローワークの雇用指導部門（障
害者雇用における事業所に対する支援・指導部
門）とも連携し、求人開拓や企業啓発に関わる
こともあります。
以前から同様の位置づけの支援者として「精神
障害者雇用トータルサポーター」が配置されて
いましたが、近年、いわゆる社会人になってか
ら診断される「大人の発達障害」が徐々に認知
され始め、ハローワークにも発達障害の診断を
持つ求職者が増加してきました。そこで数年前
から「発達障害者雇用トータルサポーター」が
別途創設され、現在都内数カ所のハローワーク
に配置されたという経緯があります。加えて学
生時代から発達障害の診断を持つ人の増加にも
対応するため、「新卒応援ハローワーク」（大学
等の学生や卒業後概ね３年以内の方が対象）で
は、特別な支援が必要な学生などに対して、学
校側と連携して早期から関わり、就職準備も含
めた支援を実施しています。

２　就労パスポート　

障害者雇用は「合理的配慮」を提供しやすく
するための雇用の仕組みですが、ただ障害者枠
に応募するだけで、自動的に必要とする配慮が
企業側に伝わるわけではありません。実際には
応募者自身の障害に関する説明能力に大きく依
存する部分があります。診断名の告知だけで自
分に必要な配慮が自然に企業側に伝わると誤解
してしまうと、「障害者雇用なのに思ったよう
な配慮が受けられない」といった期待と実際の
ギャップに戸惑うことにもなりかねません。
そこで活用していただきたいのが「就労パ
スポート」です。自身の障害特性や必要な配
慮についてわかりやすく事業所に伝えるため
のツールとして、厚生労働省が作成した書
式です。もちろん利用は任意ですが、就職活
動の際に企業に提示したり、就職後に職場と
共有して職場定着に活用することができま
す。できれば地域の支援者と一緒に相談しな
がら、第三者の意見を取り入れて作成する
と、より実用的な内容になるでしょう。書式
は厚生労働省のホームページからダウンロー
ドできます（https://www.mhlw.go.jp/stf/
seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/
koyou/shougaishakoyou/06d_00003.html）
ので、ぜひ活用してみてください。

３　精神・発達障害者しごとサポーター
　　養成講座　

受け入れ先の職場の理解も職場定着にとって
欠かせないファクターです。労働局では職場で
共に働く方（受入れ先の上司や同僚など）向け
に、「精神・発達障害者しごとサポーター養成講
座」を開催しています。精神障害や発達障害に
ついての基礎的な理解を深めて、当事者が働き
やすい環境作りを推進してもらうことが目的で
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す。「しごとサポーター」は特別な資格制度など
ではありませんが、同じ職場で「応援してくれ
る同僚」という意味を込めてこのような名称で
呼んでいます。講座内容は精神障害や発達障害
についての一般的な知識や具体的な特性、一緒
に働く上でのコミュニケーションのポイントな
どが含まれています。当事者が安心して働き続
けられるよう、実際に同僚となる側の方々にも
職場定着への協力をお願いしています。

４　「職場の人間関係」と「職場（就労）
　　定着支援」　

職場定着にとって最も重要な要素のひとつは、
「職場の人間関係」であると言ってよいでしょう。
少し前の調査（「平成 25 年度障害者雇用実態調
査」）では、精神障害者の離職における個人的理
由で最も多かったのが「職場の雰囲気・人間関
係」で、こうした要因が（他の障害種別に比べて）
精神障害のある人の短期離職傾向に影響してい
るとも考えられています。発達障害のある方に
は二次障害として精神疾患を併せ持っている場
合も少なくありませんし、実際私の相談の経験
を踏まえても、「職場の人間関係」に躓（つまず）
いて離職されるケースは多いという印象があり
ます。最近では企業側も「職場（就労）定着支援」
（地域の支援者が雇用される現場に訪問等を行う
支援）を提供する支援機関との連携を積極的に
図っていて、安定した職場定着に向けた取り組
みもみられます。同時に支援機関を利用してい
る当事者への評価も高まっています。

５　「役割関係」と「仲間関係」

「職場の人間関係」をよく保つためには何が重
要でしょうか？　何らかのトラブルが発生して
「職場の人間関係」がうまくいっていない場合、
通常そこには多様な原因が複雑に絡み合ってい
ます。実際「職場（就労）定着支援」を行う支
援者は、実にケースバイケースの対応で、知恵
を絞って各現場を支援しています。私の相談経
験を踏まえて、少しだけ私見を述べさせていた
だくと、「職場の人間関係」は 2つの側面に分け
て評価することができます。①職務を中心とし
た「役割関係」と、②情緒的・感情的な交流と

しての「仲間関係」の 2側面です。「役割関係」
では指示や指導などの職務上のやり取りが行わ
れ、雇用契約に基づく実質的な職務遂行を担っ
ています。障害者雇用も雇用である以上は、職
場の「役割関係」を蔑（ないがし）ろにしない
ということが健全な職場関係の前提になります。
この「役割関係」を堅実に維持していくことが
上司・同僚からの信頼に繋がり、「職場の人間関
係」の基軸を支えてくれます。逆にそうした「役
割関係」が適切に維持されていない場合、正式
な雇用契約はあれども実質はいわゆる「お客さ
ん扱い」になってしまう可能性も危惧されます。
「お客さん」は「職場の仲間」と言えるでしょう
か？　ここで言う職場における「仲間関係」とは、
「（障害のあるなしに関わらず）みんなで一緒に
働こう」という受容的で一体的な気持ちの側面
を指しています。こうした受容的な「仲間関係」
が職務上の「役割関係」を裏側から支えています。
このように職務上の冷静なコミュニケーション
と、受容的な同胞感情の 2つの側面に分けて考
えると、各ケースにおける職場定着の課題と工
夫が見えやすくなるというのが、私の提案です。

６　「新しい働き方」としての障害者雇用　

ハローワークで障害者雇用を検討し相談する
方の多くに、過去の就労での挫折体験がありま
す。それが心の傷となって、就労に対する自信
や希望を失いかけている人も少なくありません。
ただし単に（「一般枠は無理だから」と）消去法
だけで障害者雇用を選ぶのと、過去とは違った
「新しい働き方」に挑戦するために障害者雇用を
選ぶのとでは、職場定 着の結果が随分と違って
くる印象があります。うまくいかなかった過去
の働き方を振り返り、今後はどのような配慮が
あれば「役割関係」がうまくこなせるのか、ど
のような工夫があれば「仲間関係」を良好に保
てるのか、など過去の教訓を踏まえた前向きな
働き方を探求する姿勢が、将来就労する自分を
具体的に支えてくれます。
ハローワークでは障害理解や必要な配慮の整
理について、個別の相談に応じています。備え
あれば憂いなし。ハローワークでは、職場定着
のための支援は応募する前から始まっています。
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発達障害と就労準備性～自分らしく働くために～発達障害と就労準備性～自分らしく働くために～
NTTクラルティ株式会社　定着支援コーディネーター

臨床心理士 /公認心理師　大杉　真輝

１　特例子会社とは
　特例子会社とは、障害者雇用を目的として企業が設立
する子会社です。NTTクラルティはNTTを親会社とし
て関係会社 17社から成るグループ子会社であり、2022
年 4 月現在、障害のある社員が 357 名、うち発達障害
の診断を受けた社員が 39名在籍しています。障害者雇
用に特化された子会社のため、就労す る障害者にとって
は、適切な合理的配慮を受けやすいというメリットがあ
ります。

２　弊社の定着支援体制 
　弊社には全社的な安定就労の推進を目的とした、定着
支援コーディネーターが在籍しています。支援職から成
る担当で、社員誰もが利用可能な相談室、上長への助言、
障害の相互理解ミーティング、ジョブコーチ支援、各種
研修や啓発活動等さまざまなメニューを取り揃え、柔軟
な支援を提供しています。さらに精神・発達障害のある
社員に特化した支援として、継続的な定着支援面談を実
施しています。その他、上長・支援機関・医療機関（主
治医・産業医）等と適宜連携し、社員の安定就労を支え
ています。
　しかし、入社されたものの残念ながら職場に適応でき
ず、退社に至ったケースもあります。退社要因の一つと
して挙げられるのは、当事者の就労準備性（＝働くため
の基盤づくり）の課題です。逆に言えば、入社時に十分
な就労準備性を備えている方ほど、安定就労につながる
傾向が見受けられます。

３　就職活動に臨む前に
　では、発達障害のある方が就労準備性を高めるために
できることは何でしょうか。これまでの経験からポイン
トをまとめてみました。
①二次障害からの回復と再発防止
　うつ病や不安症等、発達障害の二次障害で苦しんでい
る方は、まず回復に努めましょう。回復して落ち着きを
取り戻すことで、自身の課題と適切に向き合うための余
力も生まれます。心身の状態が安定してきたところで、
生活リズムの改善やストレス対処等、再発防止策を身に
つけましょう。
②障害受容と自己理解
　障害者雇用での安定就労には障害受容と自己理解、そ
れに伴う自己開示が欠かせない要素となります。一口に
発達障害と言っても、障害特性はひとりひとり違います。
だからこそ自身が働きやすい環境を作るために、自身の
特性について職場の人に説明し、理解してもらう必要が
あります。

　また、発達障害のある方は、かつて学校や職場等にお
いて障害特性を起因とした躓きを経験しているはずで
す。その原因に気づけないまま就職して同じ躓きを繰り
返さないためにも、自身の特性を理解し、対処を身につ
けてから就職活動に臨みましょう。自己対処で限界のあ
る部分に対しては、職場に求める合理的配慮を明確に伝
えられるようになりましょう。就労場面で「察して」は
通用しないのです。
③就労支援機関の利用
　焦りや不安から、すぐにでも就職活動を始めたいとい
う気持ちは理解できます。それでもまずは就労支援機関
等の利用をお勧めします。コミュニケーションや人間関
係で躓きがちな発達障害の方の場合、他者との関わりの
中でこそ自己理解は深まりやすいからです。課題意識を
持って通所し、支援者や他のメンバーからの指摘を前向
きに受け止められれば、客観的に見た自身の姿に気づく
ことができます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　業務習熟は問題ないのにいつもコミュニケーションで
躓く、マルチタスクや臨機応変な対応が苦手で急な予定
の変更にパニックになる…。かつての躓きの原因＝特性
が具体的になれば、それをカバーするための対処も探し
やすくなります。つまり、関係性の中で自己理解を深め、
視野を広げていくことができるのです。さらに特性起因
の躓きを回避できるようになれば、本来の能力を発揮す
る機会も増えていくでしょう。
　就労支援機関等における人間関係の中で、自身の生き
づらさの理由に気づき、同じ問題を繰り返さないための
術を身につけること。それが発達障害のある方の就労準
備性において重要な部分と考えます。

４　安定就労と自己成長
　環境の変化に苦手を感じやすい特性の方には、就職自
体が大きな負荷となり得ます。また、応用力に制約があ
ると、支援機関で身につけたはずの対処が就職先で発揮
できないこともあるでしょう。それでも就労準備性とい
う土台さえあれば、リカバリーは可能です。
　弊社では上長や定着支援コーディネーターが外部支援
機関と連携しながら、社員の適応を支えていきます。上
手くいかない時があっても、助言をもとに工夫を重ねれ
ば、身につけた対処を職場に合わせてブラッシュアップ
できるのです。そして、その試行錯誤の先に安定就労が
見えてきます。さらに、主体的に自らを変えていこうと
いう視点を持ち合わせた社員の多くは、入社後も目覚ま
しい成長を遂げているように見受けられます。
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特例子会社という組織での勤務経験と気づき特例子会社という組織での勤務経験と気づき
NTTクラルティ株式会社

ビジネスサービス部　東京設備センタ　Ｔ．Ｓ

１　初診・入社の経緯
　私は、大学卒業後都内にある不動産融資会社 ( 前職 )
へ新卒採用にて就職しました。配属先は法人営業部とな
り、主に既存顧客のもとへ足を運び、融資提案をするルー
ト営業がメイン業務でした。元々、大学では実学系の学
部で修士号を取得し、ビジネス知識には多少なりとも自
信がありました。しかし、現実は複雑かつ専門的な業務
スキルや顧客との円滑なコミュニケーション能力が必要
でした。また、業務への適応の難しさや直属上長や他部
署の人間との対人関係におけるストレスなどから心身に
不調をきたしてしまった為、親戚から紹介された現在の
医療機関を初めて受診、そこで「広汎性発達障害」と診
断され、主治医の勧めもあり、会社を休職し、休職期間
満了後、退職となりました。なお、現在も同じ病院に通
院中です。
　退職後、約９か月間、就労移行支援事業所へ通所し、
ビジネスマナーやストレスコントロール、障がい理解と
自己受容などの就労訓練を行いました。その後、雇用前
実習、入社試験及び面接を経て、2018 年 3 月 NTT ク
ラルティ株式会社へ入社。現在の部署へ配属となりまし
た。入社後は順調に短時間勤務の契約社員期間をこなし、
晴れて半年後には正社員となることができました。

２　生活・仕事における環境変化
　2018 年 10 月から親元を離れ一人暮らしを始め、生
活環境が変化しました。また、仕事環境も入社時の電子
化業務とは違った専用端末へのデータ投入業務、自分よ
り後に入社した社員の育成やチームとして働く上でのス
ケジュール調整、社内外でのコミュニケーションなどに
おいて環境変化が多く、ストレスを感じることが増えま
した。
　徐々に生活リズムの乱れや、通院・服薬の乱れが見受
けられるようになりました。また、セカンドオピニオン
及び通院スケジュールの調整の難しさ等の理由から通院
先を変更。新しい主治医の診断の下で、広汎性発達障害
の治療薬の服薬を中断し、変化に対するストレス耐性が
段々と低くなってしまいました。結果的には通院先を元
に戻し、2020 年 2月から約 2か月間の病気休暇を取得
することとなりました。病気休暇中は主治医の指示どお
り服薬・休養をし、生活リズムを整えたことで回復に至
りました。

３　障がい理解と自己受容
　振り返ってみると、上記期間から本当の意味で自身の
障がいに対する受容と自己理解ができるようになったと
感じます。恥ずかしながら、NTTクラルティ入社当初は、
診断を受けている「広汎性発達障害」という障がいを他
人事のように考えていた一面がありました。就労移行支
援事業所で自身の障がいについて学び理解していました
が、自分なら大丈夫だろうという楽観的な甘えもありま
した。約 2か月間の休職期間に家族や会社の上長、先輩、
同僚、後輩、関係者の方々に多大な迷惑や心配をかけて
しまい、今振り返ってみても大変心苦しい経験です。
　しかし、そうした期間を経て生活リズムを安定させる
為に、日々の生活行動の記録、業務スケジュールは周囲
と相談し調整、多様な価値観を受容し客観的に他者と接
するなど、自身の心身健康維持の為に必要な気づきが得
られ、復職後少しずつ実践することができました。現在
は、月に一度の通院と毎朝夕の服薬を遵守し、業務や対
人関係における困りごとは自己発信かつ速やかに上長や
定着支援担当へ相談し、心身ともに安定した日々を過ご
しています。

４　復職後の心境変化
　現在の仕事をしていて達成感を覚えるときは、自身
がチームリーダーとして担当している業務においてメ
ンバー同士のコミュニケーションが円滑であり、かつ業
務スケジュールが計画通りに進んでいるときです。以前
の自分は、一人で計画を立て、実行、仕事を自己完結し
てしまう傾向がありました。現在では上長やチームメン
バーと定期的に意識合わせの機会を主体的に設定しなが
ら、こまめにコミュニケーションを図り、スケジュール
を修正および共有しています。自身も含め、メンバーの
特性に考慮したスケジュールや業務量を意識し「一人で
も多くの社員が自身の力を最大限に発揮できる」職場づ
くりを目指しています。反対に、苦労している点は、様々
な特性をもった社員との対人関係でのストレスコント
ロールです。
　現在は、モチベーションコントロールやアンガーマネ
ジメントなどセルフマネジメントスキル向上を目的とし
た社内外研修の受講や、休日にはマインドフルネス、リー
ダーシップに関する自己啓発本の読書を通じて、自己管
理能力の向上を目指し、日々を過ごしております。
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令和４年度「精神保健医療予算」の概要令和４年度「精神保健医療予算」の概要
―総額427億円――総額 427億円―

新規事業の概要

医療・福祉事業所内メンタルヘルスセルフケア等スキル向上支援事業
　事業所におけるメンタルヘルスケアの取組を促進し、従事者の心身の負担を軽減するため、管理・
監督者等向けにオンライン研修を実施する。

〇 障害者医療費助成
　障害者の保健の向上及び福祉の増進を図るた
め、医療費の一部を助成する。

１　措置患者医療費公費負担 13 億 4千万円

２　精神通院医療費助成　  376 億 2千万円

３　小児精神患者医療費助成  6 千万円

４　支払事務委託等　　　 9 億 5千万円

〇 精神科救急医療
　精神障害者に対し、救急医療体制の確保を行
う。

１　救急医療体制 8 億 7千万円

２　二次救急医療体制　　　　 3 億 8千万円

３　初期救急医療体制　　　　　　 8 千万円

４　精神科救急医療情報センター　 6 千万円

〇 精神障害者の退院促進
　入院患者及び精神科病院等に対して退院促進
に向けた働きかけ、地域定着体制整備の調整を
行う。
 2 億円

〇 相談支援体制等の充実
　障害者の自立と社会参加を促進するため、相
談体制・地域生活支援等の充実を図る。

１　発達障害者支援　　　 1 千 1百万円
２　高次脳機能障害支援 １億 2千 7百万円
３　ペアレントメンター養成・派遣事業　
 1 千 2百万円
４　発達障害専門医療機関ネットワーク構築事業　

1千 3百万円
５　保健所精神保健福祉事業等 3 億 2千万円
６　夜間こころの電話相談 2 千 7百万円
７　都営交通乗車証発行事業 2 千 6百万円
８　地域医療体制整備　　　　　 5 千万円
９　災害時こころのケア体制整備事業 7 百万円
10　災害時精神科医療体制整備事業 8 百万円
11　難治性精神疾患地域支援体制整備事業 
 8 百万円
12　措置入院者退院後支援体制整備事業
 1 千 1百万円
13　精神障害計画相談支援従事者等養成研修事業
 2 百万円
14　依存症対策の推進　 1 千 2百万円
15　てんかん地域診療連携体制整備事業
　 5 百万円
16　医療・福祉事業所内メンタルヘルス
　　セルフケア等スキル向上支援事業 
 2 千 5百万円

〇 障害者関係各センターの運営等
１　発達障害者支援センター　　 5 千万円

２　総合精神保健福祉センター等 4 億 3千万円
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