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精神障害者の職業訓練における対象者像の一考察 
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（障害者総合職業センター研究員）   （障害者総合職業センター主任研究員） 

 

１．はじめに 

 従来は精神障害者の就労に際して、発病前より

も負担をかけない単純軽作業に就労させることと

言われていた。しかし、近年になり、精神障害者

の実雇用率への算入も予定されており、多様なサ

ービスの展開が期待されている。現在では精神障

害者の社会復帰として、職場での適応に重点が置

かれたトライアル雇用やジョブ･コーチ支援事業

が実施されている。一方、技能修得に重点をおい

た職業訓練については、各都道府県の職業能力開

発校の中で拠点校を決め、通常の訓練コースの中

で健常者と一緒に訓練を行なっている。また、職

業リハビリテーションセンターにおいては、精神

障害者を受入れる訓練コース（各訓練科及び職域

開発科）を設け、障害状況に応じた訓練が実施さ

れている。このように多様な雇用形態を切り開く

方法の一つとして、職業訓練により技能習得及び

適応能力を向上し、就労を目指す実践が始められ

ている。 

さて、上記の職業訓練が、多様な職業リハビリ

テーションサービスの一つとして機能するには、

その役割に応じた対象者像が明らかにされなけれ

ばならないと考える。しかし、対象者像の把握に

ついては、障害状態の把握が容易でないこと、及

び多様なサービスとの関わりが曖昧であること等

から十分とはいえない。そこで本報告では、職業

リハビリテーションサービスの全体像から、訓練

対象者像の枠組みを検討していくこととする。  

 

２．精神障害の状態に応じた多様な職業リハビリ

テーションサービス 

 障害者職業訓練は、職務遂行上の能力と障害者

の現有能力との隔たり（職業的障害）を、技能付

与を主とした対応によって埋め合わせ、就労に結

びつけることを目的としている。そのために、訓

練対象者については「技能習得力」を中心に考え

られてきた。 

 しかし、精神障害者の場合は、精神活動や機能

に起因した障害概念7)であり、｢見えにくい障害｣

と言われているように障害状態の把握が容易では

ない。さらに、現時点での障害状態はある程度固

定しているとしても、経時的には変動があり得る

ということが、障害状態の把握を掴みにくくして

いる。 

以上のことから、精神障害者の障害状態を把握

するには、職業技能を習得するための「技能習得

力」だけではなく、精神安定度や作業継続性等の

「職業適応力」も充分考慮する必要がある。そこ

で、精神障害の発病後の状態を「技能習得力」の

みならず、「職業適応力」も併せた２方面から検

討し、「見えにくい障害」を具体的な図に表すこ

とを試みた。また、現職業リハビリテーション施

策と個々の障害状態を照合させ、障害状態に応じ

た職業リハビリテーションサービスの全体像を図

１の通りにまとめた。 
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(1) 障害状態の把握 

 左下を医療領域、右上を職業生活領域とした。
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左下から右上への職業自立の移行を促す中央の領

域を職リハ領域とした。中央の職リハ領域につい

ては、縦軸に技能修得力を、横軸に職業適応力を

設けた。 

縦軸の「技能習得力」とは、基礎的学力、職業適

性能力等で把握できる力であり、他の障害者と同

じように考えられる尺度である。横軸の「職業適

応力」と表現した能力は、作業継続できる精神的

安定度と作業遂行のための基礎的能力（体力・耐

性）のことである。 

以上の２軸のそれぞれを３段階（高、中、低）

に分け、各３段階の組み合わせとして９つ（３×

３）の障害状態（第Ⅰ障害状態～第Ⅸ障害状態）

とした。この３段階は、障害状態の枠組みを表す

に当たって便宜的に設定したものであり、職業リ

ハビリテーションサービス全体像との関わりから

訓練対象者像を検討にするには意味があるが、そ

の尺度については今後詳細な検討が必要である。  

 

(2) 障害状態に応じた職業リハビリテーション

サービス 

道脇5)は、現職業リハビリテーションサービス

の制度を狭義の職業訓練と広義の職業訓練に分類

している。 

狭義の職業訓練とは、主として「職業能力開発

促進法」によるものであって、国立、県立といっ

た公共職業能力開発施設で行う訓練である。訓練

期間は訓練科目により６ヶ月から２年間、普通課

程、短期課程、専門課程、専門短期課程の４課程

が設けられ、その訓練課程ごとに訓練内容等を規

定した訓練基準が設けられている。  

広義の職業訓練は、主として「障害者の雇用の

促進等に関する法律」によるもの、及びその他の

職業能力開発訓練が含まれる。これらの多くは地

域障害者職業センター、障害者雇用支援センター

等が実施主体となっている。事業には、職業準備

支援事業（自立支援コース）、ジョブコーチ支援

事業、リワーク事業等が含まれる。  

道脇の分類を参考に、職リハ領域の各障害状態

に応じた職業リハビリテーションサービスを次の

ように考えた。 

・ 第Ⅲ状態：福祉的支援（授産・作業所） 

・ 第Ⅰ・Ⅱ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ・Ⅷ・Ⅸ状態：広義の

職業訓練 

・ 第Ⅳ・Ⅴ・Ⅶ・Ⅷ状態：狭義の職業訓練 

先ず、技能習得力及び職業適応力が共に低い場

合（第Ⅲ状態）は、授産や作業所等の福祉施設で

の対応となる。次に、技能習得力及び職業適応力

が共に高い場合（第Ⅶ状態）と第Ⅲ状態を除いた

部分が、広義の職業訓練としての支援であり、多

様な支援からなっている。目指す職業生活領域も

福祉的就労から一般就労まで幅が広い。最後に、

一般就労を主に目指す支援として狭義の職業訓練

があり、対象者としては技能習得力、職業適応力

とも中以上の分野が相当する。なお、狭義の職業

訓練分野をさらに分類すれば、第Ⅶ状態について

は、一般職業能力開発校が、それ以外は障害者職

業能力開発校が担うと考えられる。また、障害者

職業訓練における障害の重度化に伴って、その対

象者は広義の職業訓練の対象者と重複（第Ⅳ、Ⅴ、

Ⅷ）してきていると考えられる。  

 

３．技能習得力 

 技能習得力は、精神障害者も障害者能力開発校

で必要とされる他の障害と同様の職業適性能力・

学力が必要と考えられる。  

一般職業適性検査については、障害者職業能力

開発校で必要とされている通常の適性能を満たし

ていれば、特に問題はないと思われる（しかし、

精神的不調による欠席等、職業適応力に不足があ

れば、適性能を満たしていても、技能習得は不十

分となる）。また、作業評価で訓練受講科目の入

門編と見なせる評価を受けることにより、その訓

練系での可能性を見ることができる。  

 

４．職業適応力 

 精神障害者の職業適応力は、環境に適応して病

状を安定させ、技能習得の負担や蓄積疲労に耐え

て訓練を継続する等の能力と考える。その職業適

応力を把握する上で必要と思われる項目について、

精神的側面と社会的側面から検討した結果を以下

に説明する。 

(1) 精神的側面 

 精神的側面として、「予後の経過」、「ストレ

ス対処能力」、「早期警告サイン」、「精神安定

度」、及び「作業耐性」をとりあげた。  

 

イ．予後の経過 
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 予後の経過の安定性を見る理由は、職業訓練で

予後の不安定さのための中退者を未然に防ぐた

めである。全国の職業能力開発校に対しアンケー

トを行なった結果3)によると、受入れた精神障害

者の数は合計87名中36名（41％）が修了し、24名

（28%）が就職している。この結果は、一般の訓

練生に比べて再発や疲労、プレッシャーのためか

なり修了・就職率が低かったと考えられる。 

予後の経過の安定性を見るために、エキスパー

トコンセンサスガイドラインの中にあるJoseph
4)

らの分類を参考にした。その分類には、症状の重

症度と再発の頻度から，患者を次の３つのグルー

プに分けている。  

①病状が軽度で，おおむね安定している患者のグ 

ループ 

②病状が中等度で，安定していることが多い患者  

のグループ 

③病状が重度で経過が不安定な患者のグループ 

以上、３つのグループのうち、①と②は狭義と

広義の職業訓練に、③は医療対象に相当すると考

える。狭義の職業訓練対象者の最小限の枠組みは、

②以上の状態が必要と考える。  

②は、「ほとんど処方どおりに薬を服用してい

る」「45歳までに大きな再発が数回あり、ストレ

スが高じた時症状が悪化する期間がある」「再発

から次の再発までの間、多尐の症状が持続する」

という傾向がある。狭義の職業訓練対象者をさら

に明確にするには、詳細な検討が必要と考える。  

 

ロ．ストレス対処能力 

 ストレス対処能力を見る理由は、入校直前は比

較的安定していても、入校後３ヶ月以内に精神的

不調や体調を崩す場合が多く、その主な要因はス

トレスによるためである。 

ストレス・脆弱性仮説や再発の考えからは、狭

義の職業訓練対象者においても、入校後ストレス

が蓄積することにより、不安定になることもあり

うるため、ある程度のストレス対処方法を身につ

けていることが必要である。また、入校後の適応

支援で適切なストレス対処法を向上していくこと

も必要と考える。 

 

ハ．早期警告サインの自覚 

 早期警告サインを見る理由は、調子を崩す兆し

を早めに察知して対処することにより調子を回復

し、訓練を継続できると考えるからである。 

Chistophere
1)によれば、体験するストレスレベル

がストレス対処能力を上回った時再発が起こると

考えられる。そのため、再発や調子を崩す前兆と

して、早期警告サイン（不安・緊張・不眠/抑うつ

・引きこもり・食欲不振/脱抑制・攻撃・不穏/初

期精神病症状・幻聴様症状や妄想的観念）という

概念がある。 

狭義の職業訓練対象者においても、早期警告サ

インを本人が自覚し、ある程度の対処能力を身に

つけていることが必要である。  

 

ニ．精神的安定度 

 精神障害者の支援には、精神安定度の把握が重

要である。そのため、精神安定度を客観的な数値

で捉えることは有益である。  

精神安定度を客観的に捉える方法として、佐藤
6)らが有効と述べている機能の全体的評価尺度

（GAF：Global Assessment of Functioning）が考え

られる。GAFとは、DSM－Ⅳの第Ⅴ軸に導入され

ている心理的、社会的、職業的機能の全体的評価

尺度である。GAFの尺度は、その時の状態を示し

た得点であり、個人間でも変化する。  

蓄積疲労や技能の積み重ねの負担に耐えて、職

業訓練を継続できるための安定度を把握するため

に、GAF 尺度を参考にするのが有効と推測するが、

今後検証が必要な事項である。  

 

(2) 社会的側面 

 社会的側面では、「日常生活維持力」、「家族

の支援体制」、及び「関係機関からの状況把握」

を取り上げた。 

 

イ．日常生活維持力 

毎日定時出勤するために、洗濯掃除、買い物・

身だしなみ・衛生、定時就寝・規則正しい食事等

の習慣や家族や周囲の人との良好な関係、金銭管

理等ができていることが必要になる。  

伊勢 2)によれば、症状の悪化が生活能力の低下

につながり、生活能力の低下が精神症状の悪化に

つながるという悪循環が見られ、その一方では生

活能力の向上が精神症状の改善につながり、この

精神症状の改善がさらに生活能力の改善を呼ぶと
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いう良循環もある。 

職業訓練では、受講継続できる程度の日常生活

維持力が必要である。さらに、技能付与で負担が

かかることを考えると、良循環できる状態が望ま

しい。 

ロ．家族の支援体制 

 家族が本人の病気を理解することで、再発率を

下げることができるため、家族への心理教育が有

効と言われている。そのため、家族がある程度サ

ポートできる体制にあることが望ましい。  

 

ハ．関係支援機関からの状況把握  

安定して訓練を継続できるかなどを判断するた

めには、精神障害者の経歴と生活を総合的に把握

することが必要である。そのために、デイケアや

作業所への通所状況等、関係支援機関からの情報

を得て、社会生活面の総合的把握が大切なことで

ある。 

 

ニ．作業耐性 

 就労を目指すためには、長時間作業する能力が

求められることから、職業訓練においても作業耐

性を考える必要がある。 

今後の精神障害者の雇用政策案では、実雇用率

にあたって、週20時間労働から30時間未満まで0.5

とカウントするとともに、週15時間労働からの雇

用支援策も充実されることが期待されている。そ

のことから、短時間就労（週15時間以上）が可能

な作業耐性が身についているかどうかが、職業訓

練対象者の目安と考える。 

 

６．まとめ 

これまで、職業リハビリテーションサービスと

狭義の職業訓練対象者との対応は曖昧であったの

で、精神障害の状態に応じたサービスとの関係を、

「技能習得力」と「職業適応力」の２軸で検討し、

「見えにくい障害」を以前よりは具体的にするこ

とができた。特に、「職業適応能力」に重点を置

いた視点をいくつかまとめ、対象者像を明確にす

るように努めた。職業リハビリテーションサービ

ス全体像との関わりから、訓練対象者像の枠組み

を具体化したが、技能習得力、職業適応力の尺度

については、便宜的に設定したものであるため、

今後の検討課題である。 

最後に、精神障害者も実雇用率に算定される予

定であり、これから精神障害者が希望を持てる多

様な職業リハビリテーションサービスが拡大展開

していくことと思われる。その多様な職業リハビ

リテーションサービスの中に職業訓練をしっかり

位置付けるために、今後精神障害者の職業訓練を

進めていく過程で、職業訓練対象の精神障害者像

を、さらに明確にしていきたい。  
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