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認知症

統合失調症、統合失調症型障害
及び妄想性障害

神経症性障害、ストレス関連障害
及び身体表現性障害

98．698．6
（３．3）（３．3）
52．4
（１．8）

１5０．2
（5．１）

98．6
（３．3）

2,901

２12．0
（7．2）

207．０
（7．1）

５84．1
（２0．0）

1012．3
（３4．7）

607．6
（２０．8）

65．0
（2．3）

１62．0
（5．6）

107．0
（３．7）

2,878

２08．9
（7．3）

325．０
（11．3）

５65．0
（19．6）

929．0
（３2．3）

539．0
（18．7）

20年 23年17年

2,６７５
４２．６
（１．６）

２６５．７
（９．9）

１４７．０
（５．５）

１１０．８
（４．１）

５７９．６
（２１．５）

８96．２
（３３．３）

５５８．１
（２０．７）

9１．０
（３．４）

　注：疾患名については調査時点のものである。
資料：厚生労働省「患者調査」より厚生労働省社会・援護局
　　　障害保健福祉部で作成

■図表１―７ 種類別障害者数の推移（精神
障害者・外来）

認知症

4.0

53.9

9.0

4.5

12.7

2．2

1．7

12.1
2．2 3．7

19．5

5．6

11．2

7．2

32.0

18．6

神経症性障害、ストレス関連障害
及び身体表現性障害

統合失調症、統合失調症型障害
及び妄想性障害

資料：厚生労働省「患者調査」（平成23年）より
　　　厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部で作成

■図表１―８ 精神障害者の疾患別構成割合平成１７年度からの６年間の外来患者数の傾
向を疾患別に見ると、アルツハイマー病は２
倍以上の伸びを示している。

（３）精神障害者の入院・外来の構成割合
精神疾患の疾患別に入院・外来の構成割合
を見ると、入院では「統合失調症、統合失調
症型障害及び妄想性障害」が半数以上を占め
ているのに対し、外来では「気分（感情）障
害（躁うつ病を含む）」や「神経症性障害、
ストレス関連障害及び身体表現性障害」の割
合が高くなっている。

４．障害の発生年齢及び原因

（１）身体障害の発生時の年齢
在宅の身体障害者（１８歳以上）について、
障害の発生時の年齢分布を見ると、４０歳代以
降の発生が６割強を占めており、６５歳以上の
発生に限っても２４％程度ある。
障害種類別で見ると、視覚障害、聴覚・言
語障害、肢体不自由ともに３割から４割程度
が４０歳までに生じているのに対し、内部障害
では４０歳以前の発生は１３％程度に過ぎず、大
半が４０歳以上で生じている。これは、内部障
害では中高齢期に生じた心臓や腎臓等の臓器
の疾病に起因する障害が多いことによる。
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者
の
状
況
（
基
本
的
統
計
よ
り
）

13.5 5.0 14.5 28.5 12.4 4.515.36.3

11.96.7 5.5 28.6 15.5 4.818.19.0

6.75.4 13.3 38.5 6.2 3.620.95.3

0.20.21.81.8 0.21.8

8.9 43.6 6.6 2.734.4

1.8

5.1 5.1 11.3 38.2 7.8 3.524.34.7

資料：厚生労働省「身体障害児・者実態調査」（平成18年）

（２）身体障害の原因
在宅の身体障害者（１８歳以上）について、
障害の原因を見ると、疾病や事故の割合が高
いが、不明や不詳も多い。疾病の中では、感

染症や中毒性疾患以外の疾患の割合が高く、
生活習慣病や原因不明の疾患等によっても障
害が発生している。また、事故の中では労働
災害が交通事故を若干上回っている。

総数
事故 疾病

出生時
の損傷 加齢 その他 不明 不詳交通

事故
労働
災害

その他
の事故

戦傷病
・戦災 小計 感染症 中毒性

疾患
その他
の疾患 小計

総数
３，４８３ １０６ １１３ １００ ２１ ３４１ ５８ ８ ６５６ ７２２ ７９ １６６ ３５６ ４４６ １，３７２
（１００．０） （３．０） （３．２） （２．９） （０．６） （９．８） （１．７） （０．２）（１８．８）（２０．７） （２．３） （４．８）（１０．２）（１２．８）（３９．４）

視覚
障害

３１０ １１ ２ ８ ３ ２５ ４ １ ５６ ６１ １４ ７ ４１ ５８ １０５
（１００．０） （３．５） （０．６） （２．６） （１．０） （８．１） （１．３） （０．３）（１８．１）（１９．７） （４．５） （２．０）（１３．２）（１８．７）（３３．９）

聴覚・
言語障害

３４３ ６ ３ ６ ２ １７ ３ － ４７ ５１ ７ ２９ ２９ ５１ １６０
（１００．０） （１．７） （０．９） （１．７） （０．６） （５．０） （０．９） （－）（１３．７）（１４．９） （２．０） （８．５） （８．５）（１５．０）（４６．７）

肢体
不自由

１，７６０ ８９ ９６ ８６ １４ ２８４ ３６ ２ ３５６ ３９４ ５３ ７０ １４５ １６３ ６５１
（１００．０） （５．１） （５．５） （４．９） （０．８）（１６．１） （２．０） （０．１）（２０．２）（２２．４） （３．０） （４．０） （８．２） （９．３）（３７．０）

内部
障害

１，０７０ １ １１ １ ２ １５ １５ ６ １９６ ２１６ ６ ６０ １４２ １７４ ４５７
（１００．０） （０．１） （１．０） （０．１） （０．２） （１．４） （１．４） （０．６）（１８．３）（２０．２） （０．６） （５．６）（１３．３）（１６．３）（４２．７）

総数
事故 疾病

出生時
の損傷 その他 不明 不詳交通

事故
その他
の事故 小計 感染症 中毒性

疾患
その他
の疾患 小計

総数
９３，１００ １，２００ １，５００ ２，７００ １，５００ ３００ ７，４００ ９，２００ １７，９００ １６，７００ ３２，２００ １４，２００
（１００．０） （１．３） （１．６） （２．９） （１．６） （０．３） （７．９） （９．９）（１９．２）（１７．９）（３４．６）（１５．３）

視覚
障害

４，９００ － － － ３００ － ３００ ６００ ６００ １，２００ １，５００ ９００
（１００．０） （－） （－） （－） （６．１） （－） （６．１）（１２．２）（１２．２）（２４．５）（３０．６）（１８．４）

聴覚・
言語障害

１７，３００ － － － － － ６００ ６００ １，５００ ９００ ９，６００ ４，６００
（１００．０） （－） （－） （－） （－） （－） （３．５） （３．５） （８．７） （５．２）（５５．５）（２６．６）

肢体
不自由

５０，１００ １，２００ １，５００ ２，７００ ９００ － ４，９００ ５，８００ １４，２００ １０，２００ １１，８００ ５，３００
（１００．０） （２．４） （３．０） （５．４） （１．８） （－） （９．８）（１１．６）（２８．３）（２０．４）（２３．６）（１０．６）

内部
障害

２０，７００ － － － ３００ ３００ １，５００ ２，１００ １，５００ ４，３００ ９，３００ ３，４００
（１００．０） （－） （－） （－） （１．４） （１．４） （７．２）（１０．１） （７．２）（２０．８）（４４．９）（１６．４）

■図表１―９ 障害発生時の年齢階級（身体障害者・在宅）

■図表１―１０ 障害の種類別・障害の原因別にみた身体障害児・者数
単位：千人（％）身体障害者（１８歳以上）（在宅）

身体障害児（１８歳未満）（在宅） 単位：人（％）

（注）（ ）内は構成比 資料：厚生労働省「身体障害児・者実態調査」（平成１８年）
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単位：％

全体

統合失調症 14.9

8.4 20.9 38.2 20.1 10.6

41.3 36.2 5.6

0.6

1.3

統合失調症以外
資料：厚生労働省「精神障害者
　　　社会復帰サービスニー
　　　ズ等調査」（平成15年）0 2010 4030 6050 8070 10090

1.8

不詳60歳以上40～59歳20～39歳10～19歳0～9歳

11.2 29.8 37.3 13.8 6.3
1.6

また、在宅の身体障害児（１８歳未満）では、
不明が最も多く、以下出生時の損傷、その
他、不詳、疾病、事故の順になっている。

（３）精神障害の発生時の年齢
外来の精神障害者の精神科初診時の年齢を
見ると、２０歳未満が４１．０％を占め、４０歳以上
は２０．１％となっている。
疾患別に精神科初診時の年齢を見ると、統
合失調症では２０歳未満が５６．２％を占め、４０歳

以上は６．２％に過ぎないことから、在学中の
発病などにより、就職経験もなく社会生活へ
の適応に困難を有する者も多いことがうかが
われる。これに対して、統合失調症以外のう
つ病等の疾患では２０歳未満が２９．３％に止まる
一方、４０歳以上が３０．７％を占めており、社会
生活上の実績を築き上げてきた後に社会生活
への適応に困難を生じている者が多いことが
うかがわれる。

調査の概要

○精神障害者社会復帰サービスニーズ等調査（厚生労働省）
平成１５年度に厚生労働省が社団法人日本精神科病院協会に委託して実施した調査。精神
障害者の立場から各種サービスの把握を目的として、医療機関の外来・入院患者、精神障
害者社会復帰施設の入所者を対象に実施した抽出調査。

■図表１―１１ 障害発生時の年齢階級
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