
職場のメンタルヘルス【実践編】
問題（困難）事例への対応

神奈川産業保健総合支援センター 相談員
伊藤裕康
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現場で困ること

• あの人はおそらく発達障害。けどその先に進まない。
• 発達障害として配慮しているつもりだが、状況は全く
改善されない

• 上司や担当者が疲れ果てている
• 厳しく言っていいのか、分からない
• 復職先・異動先がない。
• 労災が怖い
• 現場が混乱している



＜相談者(上司)が来ました＞
「うちの部下への対応に困っています。
ネットで見ると発達障害の傾向に当てはまる
ようですが、どうすればいいですか？」

検討事例１

・とにかく仕事にならない
・トラブルを起こす
・けど、体調は悪くなさそう
・本人(部下)に自覚なし

Q.面談で上司から何を聞き出す？



相談対応のポイント

•問題は何か

•ゴールは何か

→この設定を間違えると、いつまでも解決
しない



60分で世界を救うなら、

問題の定義に55分を費やし、

残りの5分で解決するだろう

If I had only one hour to save the world,
I would spend fifty-five minutes defining the problem, 

and only five minutes finding the solution.
Albert Einstein



よくある問題とゴール

＜問題＞

• 本人はあまり困っていないので、前に進まない。

（もしくは、別のことで困っている様子）

＜ゴール＞

• 発達障害かどうかが分かる
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障害はない 障害がある

業務に

支障はない A B

業務に

支障がある C D

Q 「問題」はどれでしょうか？

ヒント
場所は会社です

事
例
性
の
有
無

障害の有無



病気はない 病気がある

業務に

支障はない A B

業務に

支障がある C D

A 答え

障害はない 障害がある

業務に

支障はない 問題はない

業務に

支障がある 問題がある

ヒント
会社なので…

事
例
性
の
有
無

障害の有無



会社は働く場所
である

高尾総司 「健康管理は社員自身にやらせなさい」
-労務管理によるメンタルヘルス対策の極意-



労働契約法

• 第5条（労働者の安全への配慮）

使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体
等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必
要な配慮をするものとする。

• 第6条（労働契約の成立）

労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使
用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働
者及び使用者が合意することによって成立する。



最低限のルールを明確にして守らせる

• 安全が守られているか（A）

• 勤怠が守られているか（K）

• パフォーマンスが十分か（P)

出勤時に事故
を起こした

機械に巻き込まれ
そうで危ない

月曜午前は
度々休む

仕事は多くないはず
なのに毎日残業

仕事が遅いし
ミスが多い

体調が不安定で
任せられない

会社としての問題を聴取！



まずは上司が評価

Forms例
https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=1iSPThfT9UKQocXoGHkVsA2k3NfCdulPqOX
9BS0dmyBUREFUTDRWWTlJNFI2T0Q3TlJRTVhUTzNZRy4u&sharetoken=tINQUWdenzBURi8imOnS

https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=1iSPThfT9UKQocXoGHkVsA2k3NfCdulPqOX9BS0dmyBUREFUTDRWWTlJNFI2T0Q3TlJRTVhUTzNZRy4u&sharetoken=tINQUWdenzBURi8imOnS


業務遂行能力

• A 安全が守られているか

• K 勤怠が守られているか

• P パフォーマンスが十分か

もちろん、本人の業務だけでなく、同僚の業務への

影響も「事実」として記録(イエローカード)。

目安は最低「約８割」

8割を下回ると
「本人」も
「同僚」も
疲弊する



「STOP要件」を明確にしておく

就業中なら1ヶ月プランが効果的！
・1ヶ月プラン
1ヶ月後までに◯◯が出来るようになるために、これ
から2週間は△△を、1か月後は□□をすることにし
ましょう。（上司・人事含&文書に残して共有）

・STOP要件
「これは働ける状態ではない（休むべき）」という最

低限のラインの要件・約束を設定(AKP)



Point

今日は、「(発達)障害かどうか」
については、あえて話しません。

知れば知るほど、「障害」から
視点が離れられないからです。



その精神科診断は必要か 2019年9月17日 日経メディカル
北里大学医学部精神科学主任教授 宮岡等

・・・
最近、大人になってから自閉スペクトラム症を疑われ

た患者の診察を依頼されることが多い。
職場環境を含めた生活環境を詳細に尋ね、最も自覚的

な苦悩が少なく、仕事も適切にできる環境を探すことが
治療の中心となる。
幼小児期の状況から診断がついたとしても、現在の治

療や対応に対して、診断自体の持つ意義は大きくない。
・・・

＊参考
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ＡＤＡ「障害を持つアメリカ人法」
Americans with Disabilities Act of 1990

① Essential Function
本質的な職務遂行（能力に合わせた雇用）



① Essential Functionとは

× 本来の業務が出来ないので、お茶汲みを

○ その部門に求められる業務の一部を担う

× 能力は高いが障害者雇用のため昇給なし

○ 能力に合わせて賃金を払う



言われた仕事をする

論文が学会誌に
掲載される

<最低Line>
業務A
2本/年

Specific

限定的

難易度調整

Measurable

数値化

<課の平均>
業務A

平均3本/年

会社の理念,
部のMission,
年度方針に
基づいた業

務

2023/3/E
まで

Attainable

達成可能
Relevant

関係ある
Time frame

期限

スケーリングのポイント（目標設定）

SMARTの法則



まず上司が再適応の目標設定

Forms例
https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=1iSPThfT9UKQocXoGHkVsA2k3NfCdulPqOX9
BS0dmyBUMFI2TDVBNjhIQVZPVUVDNUNIMVNCUjNPRC4u&sharetoken=ILRfPFxoEYjmfgyzu4Te

https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=1iSPThfT9UKQocXoGHkVsA2k3NfCdulPqOX9BS0dmyBUMFI2TDVBNjhIQVZPVUVDNUNIMVNCUjNPRC4u&sharetoken=ILRfPFxoEYjmfgyzu4Te


ＡＤＡ「障害を持つアメリカ人法」
Americans with Disabilities Act of 1990

① Essential Function
本質的な職務遂行（能力に合わせた雇用）

→SMARTで目標を明確にする



ＡＤＡ「障害を持つアメリカ人法」
Americans with Disabilities Act of 1990

① Essential Function
本質的な職務遂行（能力に合わせた雇用）

→SMARTで目標を明確にする

② Reasonable Accommodation
合理的な配慮



ＡＤＡ「障害を持つアメリカ人法」
Americans with Disabilities Act of 1990

[1]「障害」、すなわち
・ 一つあるいはそれ以上の主要な生活活動(one or more major life activities)を
・ 実質的に制限する(substantially limits)
・ 身体的あるいは精神的損傷(a physical or mental impairment)

をもつ人であって、かつ

[2]「適格性」を有する人、すなわち

職務の本質的機能(essential functions of the job)の遂行を
合理的配慮が提供されたならば、あるいはなくとも

※ただし、配慮することが使用者にとって過度の負担(undue hardship)となる場合を除く
できる人に対し、

[3]障害を理由に「差別」してはならない。アメリカにおける「合理的配慮」について 厚生労働省資料
https://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/06/dl/s0627-8b.pdf

https://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/04/s0402-4e.html


ＡＤＡ「障害を持つアメリカ人法」
Americans with Disabilities Act of 1990

① Essential Function
本質的な職務遂行（能力に合わせた雇用）

→SMARTで目標を明確にする

② Reasonable Accommodation
合理的な配慮

→本質的な職務遂行のための配慮をする



「②合理的な配慮」とは

車いすの人がコンビニのレジ打ちをする場合

• レジや台との高さの調整

• 職場やトイレへの移動手段確保

発達障害の人の場合

• スケジュールを明確にする

• ルールを明確にする など

自らが主体となって＆結果が出せるように



発達障害の合理的配慮指針詳細

✔ 指示相談の担当者一本化

✔ 指示は一つずつ出し、マニュアル・スケジュール
で明確に

✔ 出退勤時刻や休暇への配慮

✔ 感覚過敏への配慮

✔ 他の労働者へ説明

厚生労働省 H28合理的配慮指針



「過度な負担」について
合理的配慮指針

✔言いなりになる必要はない

✔Bump(追い出す)の義務はない

✔新たなポスト新設義務もない

労働者が求める特定の配慮を
提供すべき義務はない

既にその職務に就いている人を
追い出してまで、異動先を確保
する義務はない

その人に向いた職務を無理に作る
義務はない



一見出来ているように見える

＜目の見えない人が、横断歩道を渡る＞
何もなくても、渡れるかもしれない。
→音響信号機や点字ブロックをつくって改善
周囲は、枠から出ないように支援

＜発達障害の人が、仕事をする＞
レールがなくても、働けるかもしれない
→ルール・時間割と作業標準をつくって改善
職場は、レールから出ないように支援



福祉の専門家

・発達障害支援センター（横浜市、川崎市、相模原市、神奈川県）

・神奈川障害者職業センター

・障害者就労相談センター（各所）

横浜市 発達障害 支援センター 神奈川 障害者職業センター

職業能力評価
ジョブコーチ
リワーク 障害者でなくともOK！
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あなただったらどうしますか？

栄養不良と戦うためにセーブ・ザ・チルドレンから派遣された
（ベトナム）。予算も人員もわずかである。ベトナムの子供の栄
養不良には貧困、水の浄化、公衆衛生のシステムなど様々な問題
が絡んでいた。半年間で何らかの結果を出すように求められた。

チップ・ハース＆ダン・ハース（C. Heath & D. Heath）著,スイッチ！「変われない」を変える方法, 2010



あなただったらどうしますか？

栄養不良と戦うためにセーブ・ザ・チルドレンから派遣された
（ベトナム）。予算も人員もわずかである。ベトナムの子供の栄
養不良には貧困、水の浄化、公衆衛生のシステムなど様々な問題
が絡んでいた。半年間で何らかの結果を出すように求められた。

チップ・ハース＆ダン・ハース（C. Heath & D. Heath）著,スイッチ！「変われない」を変える方法, 2010

① 「村の常識を理解する」
② 「家庭がごくごく貧乏なのに、普通の子供より体格が良くて健康な子

供達を探した」⇒「どうやっているのか見に行きましょう」（ブライ
ト・スポット）

③ 一日４食ｖｓ２食、積極的に食べさせる、田んぼの小さなエビやカニ、
サツマイモの葉を米に混ぜる

④ 料理グループを作って、一緒に実践料理する。



ブライト・スポット： 栄養問題改善

栄養不良の児童への半年間の取り組みで、６５％の子供の
栄養状態が改善し、その後も維持された。

• 村の栄養モデルを手本にしようとベトナム各地から、こ
の“生きた大学”にやってきて、“卒業”して広めた

• “よそのものは嫌い”という問題を解決：自分たちの中に
良いものを見出す

• 非対称性： 問題の大きさ ｖｓ 小さな解決策

ポジティブとネガティブの非対称性

• 一見、悪は善より強い／問題への注目

• 小さな解決策を積み上げる。小さなことから始まる！

チップ・ハース＆ダン・ハース（C. Heath & D. Heath）著,スイッチ！「変われない」を変える方法, 2010



「問題解決｣型アプローチの限界

解決
（望ましい姿）

解決＝望ましい姿 ｖｓ （≠問題が解決した状態）
望ましい姿とは、必ずしも「問題が解決した状態」ではない

問題

原因

対策

• 解決に時間がかかったり、苦痛を伴ったり、複雑化することがある
しばしば → 原因が特定できない、原因が複数ある、原因に人の
要素が絡んでいる

• 原因が分かっても、解決策が出てくるとは限らない

• 原因を取り除いても、状態が良くなるとも限らない



解決志向型アプローチSolution Focused Approach

問題志向 解決志向

問題点

(problem-focused)
見ているもの

解決像

(solution-focused)

過去 時間軸 現在・未来

専門家 解決する人 本人

何が悪かったか 話題の中心
何が良かったか

どうなったらいいか

責任回避

無力感
副産物

自律性

自己効力感



ＳＦＡの基本的な流れの７つの要素

（⓪ ネガティブ感情の吐き出し）

① OKメッセージ： 肯定的にとらえる。

② プラットホーム： どういう方向に行きたいか？

③ フューチャー・パーフェクト（FP）： 理想的な未来像

④ ソリューション・リソース： 過去に合った似た成功体験

⑤ スケーリング：最悪が「０」、FPが「１０」なら今はどこ？

⑥ スモールステップ： １ポイント上げるには？できる感

⑦ フォローアップ： OKメッセージで意欲を引き出す

青木安輝、解決志向(ｿﾘｭｰｼｮﾝﾌｫｰｶｽ：SFA)の実践マネジメント、２００６年（改変）



＜相談者が来ました＞
「うちに困った部下がいるんです。
ネットで見ると発達障害の傾向に当てはまる
ようですが、どうすればいいですか？」

検討事例１

・とにかく仕事にならない
・トラブルを起こす
・けど、体調は悪くなさそう
・本人(部下)に自覚なし

人間関係トラブルを起こす
→人の気持ちについて

考えさせる？

電話対応が出来ない
→何回もしていたら
慣れて覚える？

皆と同じことが出来ない
→怒らず・指摘せず、
ひたすら優しく接する？

問題の解決

過去の成功体験は？
→Xの研究はTOPクラス

覚えるのが早かったのは？
→パソコンのプログラム

何の仕事が出来ている？
→資格試験は比較的得意

解決の構築



質 問

あなたは、どのようにして自分の隠れた才能や強みを

見つけたらいいと思いますか？

・ そのことにあこがれている Yearnings

・ 自発的にやりたくなること Spontaneous Reaction

・ 人より早くマスターできる Rapid Learning

・ それが楽しい、やることで満足度が高い
Satisfaction



強みを鍛えて一流に
■そもそもプロになれるとも思っていなかった

――昌子選手は、高校生の時にFWからセンターバックへコンバートされたそうですね。
そうなんですよ！ 当時はすごく嫌でしたよ（笑）。ある日、練習でFWの列に並んで
いたら、監督に「お前はディフェンスのところに並べ！」といきなり言われて……。
突然、「センターバックをやるか、一生走るか。どっちや？」と聞かれたんです
（笑）。仕方なくセンターバックを選んで、嫌々やっていましたね。

――当時、センターバックで日の丸を背負う選手になると想像していましたか？
全く想像していなかったですね。そもそもプロになれるとも思っていなかっ
た。・・・・

――昌子選手のようにFWからセンターバックに転向するケースは少なくありません。
共通して通用する部分があるのでしょうか？
どうなんでしょう。僕の場合は、おそらくスピードと守備範囲の広さを評価されたん
だと思います。

SOCCER KING 2017.07.21

速く伸びた分野 → 周りが見抜いて鍛えた



ニューロダイバーシティとは？
• ニューロダイバーシティは、「ASDやADHDのような非定型発達は、人間のゲノ
ムの自然で正常な変異である」という発想に基づく。

• 「ニューロダイバース」な人（非定型的な発達者）の多くは平均を超える能力を
備えている。研究からは、自閉症や失読症などの特性は、パターン認識、記憶、
数学分野の特殊な能力と表裏一体である可能性が示されている。

• このようなニューロダイバースな人材を取り込むために人事プロセスを改革する
動きが、いわゆる有名企業に広がりつつある。独SAPや米ヒューレット・パッ
カード・エンタープライズ（HPE）、マイクロソフトといったデジタル分野の企
業が先駆的に取り組み、製造業や金融業などでも初期および試行段階の取り組み
が進められている。軍などの国家組織も自閉症をもつ人材が備えるパターン認識
能力に注目している。

• SAPとHPEでは、ニューロダイバースな人材が参加したチームでめざましいイノ
ベーションを実現した事例が報告されている。一例としてSAPでは、技術的なソ
リューションの開発により、推定4000万ドルのコスト削減効果が得られた。

元・引きこもり人材は、デジタル社会の貴重な人財――デジタルハーツHD玉塚元一社長に聞く
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今までと違った結果を求めるならば！

“Repeating the same behavior and 

expecting different results is insane”

Albert Einstein

違った結果を求めるのなら、

違った「行動」「行為」が必要



If You Want To Go Fast, Go Alone. 
If You Want To Go Far, Go Together.

アフリカの諺
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