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研究要旨  

職域におけるうつ病については、セルフチェック後の自己学習、効率的な診断チェック

システムの確立、リワークプログラムによる職場復帰への援助、職場復帰に関する評価指

標の開発、睡眠剥奪が労働能力に与える影響などについて、包括的に検討することが必要

である。 

今年度、本研究では、セルフチェック後の自己学習、効率的な診断チェックシステムの

確立については、①ストレス・うつ病教育用ウェブサイトの効果評価、②主要なスクリー

ニング尺度の層化尤度比の算出、を行った。 

リワークプログラムや職場の体制による職場復帰への援助については、③全国における

リワークプログラムの実施状況と利用者に関する調査研究、④リワークプログラムの標準

化ガイドラインの作成と実施のための医療政策的研究、⑤リワークプログラムの効果を評

価するための無作為化比較対象試験介入群と無介入群におけるドロップアウト率の比較、

⑥非介入群の経過、に関する検討を行った、 

職場復帰に関する指標の開発については、⑦職場復帰に関する生物学的指標の開発、⑧

復職前の夜間睡眠と復職後の経過との関連に関する研究を行った。 

また、今年度は、⑨睡眠不足が認知機能・運転技能に与える影響の検討を行った。 

 

研究分担者氏名・所属機関名及び所属研究機関における職名 

五十嵐良雄 メディカルケア虎ノ門     院長 

尾崎紀夫  名古屋大学大学院医学系研究科    教授 

川上憲人  東京大学大学院医学系研究科・精神保健学分野  教授 

田中克俊  北里大学医療系研究科産業精神保健学   教授 

中村 純  産業医科大学医学部精神医学    教授 

 

 

Ａ．研究目的  

【ストレス・うつ病教育用ウェブサイトの

効果評価】 

昨年度に開発したストレス・うつ病教育

のための Web教材（UTSMeD：University 

of Tokyo website for Stress Management 

and Education on Depression、略称「うつ

めど。」）が抑うつ症状およびストレス・う

つ病に関する知識に与える効果を無作為化

比較試験により検討した。 

【主要なスクリーニング尺度の層化尤度比
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の算出】 

主要なうつ病スクリーニング尺度の層化

尤度比を算出し、職場ごとでうつ病スクリ

ーニングのカットオフ点を決定する参考に

できるようにした。 

【全国におけるリワークプログラムの実施

状況と利用者に関する調査研究】 

うつ病等で休職する労働者の増加や休職期

間の長期化、および再休職の問題に対する

復職支援は、社会的にも大きな課題となっ

ている。そのような患者を対象とした復職

リハビリテーションとしてのリワークプロ

グラムは、全国の医療機関に広がりつつあ

る。 

本調査は、医療機関で行われるリワーク

プログラム（以下リワーク）の運営状況と

その利用者の背景を明らかにすることを目

的とした。 

【リワークプログラムの標準化ガイドライ

ンの作成と実施のための医療政策的研究】 

昨年度実施した「リワークプログラムの

標準化に関する研究」においてはプログラ

ムの全体像を明らかにするために、リワー

クプログラム（以下、プログラム）の目的

と実施の手順に関して着目し、実施されて

いるプログラムを分類する方法を確立した。 

今年度の研究においては、全国で実施さ

れているプログラムを調査してその内容を

分析することにより、プログラムが目標と

すべき標準的なレベルを提示して、リワー

クプログラムを医療機関で実施する実際的

なガイドラインを作成することを目的とし

た。 

【リワークプログラムの効果を評価するた

めの無作為化比較対象試験介入群と無介入

群におけるドロップアウト率の比較】 

本年度は、研究の最終年となる予定であ

ったが、登録者数が必要症例数を下回った

ことに加え、効果評価を行う介入開始後 3

カ月時点までに脱落してしまうものが尐な

くなかった。そこで、今後、対象者募集の

方法、研究への導入方法、効果評価の方法、

追跡方法など、研究計画を見直す必要性が

あるかどうかについて検討を行うため、脱

落と関連する要因について検討を行った。 

【非介入群の経過】 

休職中のうつ病患者に対して、通常の

薬物療法、支持的精神療法を施行し、復

職できた患者と復職できなかった患者の

特徴を明らかにすることを目的とした。

さらに、復職後に再発した人の特徴も明

らかにしたいと考えた。本研究は、リワ

ークプログラムを有する施設での治療結

果と比較するための対照群となる治療で

ある。 

【職場復帰に関する生物学的指標の開発】 

某出版会社の従業員を対象に Stress 

and Arousal Check List(SACL)の中のス

トレス項目だけを抽出した s-SACLおよび

SASS でストレス度および社会適応度を評

価し、職場ストレスが血中 BDNF、カテコ

ールアミン代謝産物(血中 MHPG)濃度に影

響を与えるかを検討した。また、性格特

性を NEO-Five factor Inventory で検討

し、血中 BDNF および血中 MHPG との関係

を明らかにする。 

【復職前の夜間睡眠と復職後の経過との関

連に関する研究】 

本研究では、光電脈波センサと3 軸加速

度センサを内蔵する腕時計式の携帯型セン

サを用いて、復職前の労働者の夜間睡眠の

状態を評価し、復職後の経過との関連につ
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いて検討した。 

【睡眠不足が認知機能・運転技能に与える

影響の検討】 

 睡眠リズムの失調は，集中力や記

憶力を障害し，結果として，作業能

率や交通事故を誘発する因子であ

ることが報告されている。さらに，

不眠など睡眠リズムの崩れがうつ

病の誘発因子であることも報告さ

れている。一般人口における不眠の

有病率は 25％にのぼり，慢性的な症

状である場合が多い。睡眠のはく奪

は日中の眠気を生じさせるため，過

度の眠気と交通事故や労働災害と

の関連や，認知機能障害や記憶障害

との関連を考慮して，医療者は不眠

が精神機能に与える影響をより詳

細に理解する必要がある。本研究の

目的は，睡眠不足が運転技能および

認知機能課題に与える影響を前頭

葉の血流変化と共に詳細に検討し，

睡眠不足が患者の社会復帰や日常

生活に与える影響について明確化

することである。 

 

Ｂ．研究方法  

【ストレス・うつ病教育用ウェブサイトの

効果評価】 

１）対象 

参加同意者を無作為に介入群と対照群に

割りつけ各群 600 名を越えたところで募集

を中止した（各群 618 名）。介入群には、演

者らが作成したウェブサイト「うつめど。」

(UTSMeD：University of Tokyo website 

for Stress Management and Education on 

Depression)を学習するように依頼した。１

ヶ月後に両群ともにインターネットによる

追跡調査を実施した。追跡調査にはそれぞ

れ 531 人（86％）、559 人（90％）が回答

した。 

２）方法 

本研究のプライマリアウトカムは抑うつ

症状である。ベースラインおよび追跡調査

では、抑うつ症状を K6 およびベック抑う

つ質問票(BDI-II)で評価した。 

本研究のセカンダリアウトカムはストレ

スおよびうつ病に関する知識と理解であり、

４つの質問について、1 点「全くない」～5

点「十分」で評価）で回答を求めた。 

基本的属性として、性別、年齢（歳）、職

種、婚姻（既婚か否か）、学歴を調査した。 

また追跡調査では、ＨＰを閲覧したかど

うか、およびその満足度を質問した。 

３）解析 

 回答者を、ベースラインの質問への回答

により、「うつ病等受診者」「抑うつあり」

「抑うつなし」の３層に区分し、解析を行

った。 

各アウトカム変数についてその変化量

（追跡時からベースライン時の値を減じた

もの）を計算し、これを指標介入群と対照

群とで比較した[ｔ検定]）。また両群の変化

量の平均と標準偏差から効果量(Cohen’s d)

を計算した。 

【主要なスクリーニング尺度の層化尤度比

の算出】 

１）データの出典 

 主要なうつ病尺度として、本研究では K6、

職業性ストレス簡易調査票のうつ病尺度

（下光他, 1999）および米国疫学研究セン

ターうつ病尺度(CES-D)をとりあげた。K6

についてはわが国における地域の精神障害
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の疫学調査データをもとに実施された K6

の妥当性の検討論文から SSLR の情報を収

集した。職業性ストレス簡易調査票のうつ

病尺度については、大野ら(1999)が報告書

に公表しているうつ病、ストレス性障害患

者の尺度得点分布データと、下光らが 2004

年までに収集しデータベース化している

15,767人の労働者の職業性ストレス簡易調

査データからうつ尺度の尺度得点分布デー

タの提供を受けた。CES-Dの SSLRについて

は、Wadaら(2007)の論文に公表された SSLR

と 95%信頼区間を使用した。 

２）尺度 

 K6はすでに述べたように、６項目、５件

法の抑うつ、不安症状の評価尺度であり、

その合計点の範囲は 0-24点である。職業性

ストレス簡易調査票のうつ病尺度は、心理

的ストレス反応の尺度(17項目)のうちの６

項目（ ゆううつだ、何をするのも面倒だ、

物事に集中できない、気分が晴れない、仕

事が手につかない、悲しいと感じる）に４

件法で回答を求めたもので、得点範囲は 6

～24 点である。男性では 17 点、女性では

18 点以上が「高ストレス」と判定されてい

る。CED-Dは 20項目、４件法の尺度であり、

合計得点は 0～60 点。一般には 16点以上を

「抑うつあり」と判定する。 

３）解析 

 職業性ストレス簡易調査票のうつ病尺度

については、得点を下から５点きざみで区

分し、最初の２つのカテゴリーを合併して、

6～15点、16～19 点、20点以上の３層に区

分した。労働者とうつ病・ストレス性障害

患者との得点分布から得点区分ごとの SSLR

および 95%信頼区間を計算した。 

 ３つの尺度について、仮想的に、①一般

労働者中の気分・不安障害の検査前確率を

2%と仮定した場合の検査後確率、②中程度

リスク集団（システムエンジニアなど）を

想定し、気分・不安障害の検査前確率を 10%

と仮定した場合の検査後確率、③ハイリス

ク集団（慢性疾患有病者など）を想定し、

気分・不安障害の検査前確率を 30%と仮定

した場合の検査後確率を計算した。 

【全国におけるリワークプログラムの実施

状況と利用者に関する調査研究】 

 平成 22 年 10 月 1 日現在における、うつ

病リワーク研究会正会員の所属する医療機

関およびその利用者を対象とした。調査は

以下の調査票により実施した。 

Ⅰ．プログラムの運営状況に関する調査 

 平成 22 年 10 月 25 日に Excel ファイル

の調査票をメール添付にて送付し、平成 22

年 10 月 31 日までに回収した。 

Ⅱ．登録者の利用状況に関する調査 

 平成 22 年 10 月 25 日に郵送にて調査票

を送付し、平成 22 年 11 月 5 日までに回収

した。 

 いずれの調査も、平成 22 年 10 月 1 日～

31 日の 1 か月間のうち、任意の 1 日の登録

者に関して調査した。 

【リワークプログラムの標準化ガイドライ

ンの作成と実施のための医療政策的研究】 

調査はうつ病リワーク研究会に所属する

リワークプログラムを実施している医療機

関 86 施設を対象に実施した。 

 調査票を用い、実施しているプログラム

における、①実施形態 ②目的区分（最大

2つ選択） ③内容 ④グループの構成 ⑤

観察の要素（最大 3 つ記入） ⑥支援方法

（最大 3 つ記入） ⑦週当たり実施時間（導

入期・開始 1 カ月以内、中期・開始 2 カ月
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以降、後期・終了 1 カ月以内のそれぞれの

時期）、についてプログラム毎の記入を各施

設の実施担当者に依頼し、結果を回収した。 

【リワークプログラムの効果を評価するた

めの無作為化比較対象試験介入群と無介入

群におけるドロップアウト率の比較】 

１）対象 

企業の健康管理室および都内クリニック、

病院に FAX を送付し、対象者を募集した。

またホームページを作成し、ホームページ

上でも対象者を募集した。 

研究への導入基準は、①大うつ病性障害、

②ハミルトンうつ病評価尺度 17 項目版

（Hamilton,1960）にて 15 点以下、③現在

休職中であり、復職の意志がある、④症状

が改善しており、プログラムに継続して参

加可能、⑤主治医の許可が得られる、⑥研

究への説明同意が得られている、であった。

双極性障害のもの、アルコール依存症のも

の、アルコール依存症、器質性精神疾患、

パーソナリティ障害のものは除外した。目

標症例数は介入群 90 人、対照群 90 人とし

た。 

２）方法 

①介入 

対象者は３つのリワークプログラム群

（３医療機関で実施されるリワークプログ

ラムのいずれか）、もしくは対照群（産業精

神医学を専門とする医師による個人生活指

導）に、無作為に割りつけられた。各リワ

ークプログラムおよび個人生活指導は、3

カ月から 6 カ月実施された。 

３）評価項目 

評価は介入開始時、介入開始後 3 カ月、

介入修了時、復職時に行った。 

本研究の主要アウトカムは、社会機能

（ Social Adjustment Self-evaluating 

Scale（以下 SASS；Bosc, 1997）とした。

また副次的アウトカムは、抑うつ症状

（Beck Depression Inventory; BDI（Beck, 

1996 ）、ハミルトンうつ病評価尺度

（HAM-D）、職場復帰準備性（職場復帰準

備性評価尺度；秋山ら、2007; 富永ら、

2008）とした。さらに、職場復帰後の予後

の主要アウトカムとして、職場復帰から勤

務を継続できた期間を評価した。また職場

復帰後の予後の副次的アウトカムとして、

職場復帰後のワークパフォーマンスを

WHO-HPQ（Kessler et al., 2003）を用い

て評価した。 

対象者の基本属性として、性別、年齢、

教育歴、婚姻、職階、勤続年数、転職の有

無、過去の休職の有無、研究開始時点にお

ける累積休職期間、診断、初診時年齢を評

価した。また対象者の特徴として、対処、

気質傾向、認知機能を評価した。対処の評

価には、Coping Inventory for Stressful 

Situations(CISS; Endler et al., 1990)、気

質 傾 向 の 評 価 に は 、 Temperament 

Evaluation of Memphis, Pisa, Paris and 

San Diego （TEMPS；Matsumoto et al., 

2005 ）、 お よ び Temperament and 

Character Inventory （TCI ；Cloninger, 

1993）を用いた。認知機能の評価には、

Verbal Fluency Test (以下VFT)、N-Back、

Continuous Performance test（以下 CPT）、

WAIS-III 数唱、WAIS-III 符号、Wisconsin 

Card Sorting Test（以下 WCST）を用いた。 

③解析 

割り付け、人口統計学的特徴、研究導入

時の評価尺度得点について、脱落した群と

しなかった群を比較し、脱落と関連する要
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因を検討した。 

【非介入群の経過】 

産業医科大学病院神経・精神科外来通

院患者の中で DSM-Ⅳで大うつ病性障害の

診断基準を満たし、休職した 36名の患者

のうち復職した 18 名を対象とした。対象

患者に対して、精神症状評価尺度に HAM-D、

BDI、社会適応評価尺度に SASS、認知機能

評価に Verbal Fluency Test、N-back を

用いた。背景情報としては投与している

薬剤とその投与量、家族背景、本人の生

活状況について調査した。復職 6 ケ月の

時点で復職継続していた患者を復職継続

群（10名）、6ケ月以内に再休職した患者

を復職失敗群（8名）と定義しその２群を

復職決定時に差があるのかを比較検討し

た。 

【職場復帰に関する生物学的指標の開発】 

健康な労働者 269 名、男性 210 名、平

均年齢 49±10 歳を対象に Stress and 

Arousal Check List(SACL)の中のストレ

ス項目だけを抽出した s-SACL(stress)、

a-SACL(arousal)、性格傾向を NEO - Five- 

factor- Inventory (NEO-FFI)で外向性、

開放性を検討しさらに SASS を施行した。

また、早朝 8時に採血と行い、血漿中 MHPG

濃度は HPLC-ECD 法、血清中 BDNF は

sandwich ELISA法で測定した。 

【復職前の夜間睡眠と復職後の経過との関

連に関する研究】 

製造業、サービス業、機械製作関連の研

究所に勤務する労働者で、うつ病の診断で

休業し、2009 年 4 月 1 日から２010 年 1 月

31日の期間に復職した労働者を対象とした。 

復職の可否を判断する事前面談の際に、

研究の目的や方法について説明し同意がえ

られた労働者に、夜間睡眠時の運動量およ

び自律神経モニタリングを行うための腕時

計式の携帯型センサ（NEM-T1：東芝製）の

夜間 3日間（連続）の装着を依頼した。 

NEM-T1は，指先に装着する光電脈波センサ

と3 軸加速度センサを内蔵している。（体

動：0.05以上をカウント、脈波間隔：35～

135bpm相当、連続計測時間：40時間、デー

タ記憶容量：112時間分） 

光電脈波は，LED（発光ダイオード）光源

と皮膚からの反射光計測のための光電セン

サを一体化したヘッドを装着する簡便なも

のであり、装着によって睡眠を障害する等

の不利益は生じない。 

NEM-T1で計測できる項目は下記の通りであ

る。 

- 入眠／覚醒時刻、睡眠時間、睡眠効率、

睡眠潜時、中途覚醒回数及び時間 

- 体動頻度 

- 脈波間隔平均 

- LF値、HF値、LF/HF比 

 復職後の経過に関する評価は、復職3ヵ月

後の勤務状況を調査して行った。評価は、

再休職、何らかの就業制限付で就業してい

る制限勤務、ほとんど就業制限のない通常

勤務の3段階で行った。 

統計解析は、復職3ヶ月後の状態と上記

睡眠指標（3日間の平均値）との関連を、

一般化推定方程式による順位logistic回

帰モデルを用いて調べた。 

【睡眠不足が認知機能・運転技能に与える

影響の検討】 

被験者として，運転免許を有し，日常的

に運転を行う健常若年成人19名が参加した。

被験者の平均年齢は29.2 ± 8.1歳であり，男

性10名，女性9名であった。問診や精神科診
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断面接（SCID）により身体疾患や精神障害

を有さないこと確認した。 

 睡眠不足の影響を確認する為に，約 8 時

間臥床した時（睡眠充足条件）と 4 時間未

満の臥床であった時（睡眠不足条件）を比

較した。睡眠充足条件において被験者は，

実験室にて午後 10 時に就寝し，午後 11 時

から翌朝の午前 7 時までの約 8 時間，臥床

した。他方，睡眠不足条件において被験者

は，午前 3 時に就寝し，翌朝の午前 7 時ま

での約 4 時間，臥床した。2 種類の睡眠条

件を与える順序は被験者間でカウンターバ

ランスされ，被験者はランダムに 2 群に割

りつけられた。 

睡眠条件が運転技能を含めた認知機能に

与える影響を確認する為に，各条件におい

て，午前 7 時 30 分から，擬運転装置による

運転業務負荷試験，認知機能試験，近赤外

線分光法（NIRS）を用いた前頭葉機能の計

測を行った。 

運転業務負荷試験としては，追従走行課

題（先行車との車間距離をどれだけ維持で

きるか），車線維持課題（横方向での揺れの

程度），飛び出し課題（ブレーキ反応時間）

の3課題を，また認知機能試験としてはCPT

（持続的注意），WCST（遂行機能），N-Back 

test（ワーキングメモリ）の 3課題を行った。

検査前には各被験者に操作方法を十分に教

示した上で試験を行った。NIRS の計測は，

語流暢性課題を負荷した条件下で行われ，

52 チャンネルのプローブを用いて前頭葉の

血流変化（oxyhaemoglobin  level：oxyHb

量）が測定された。 

 

Ｃ．研究結果 

【ストレス・うつ病教育用ウェブサイトの

効果評価】 

うつ病等受診ありの層では、介入群にお

ける K6 およびBDI-II 得点の減尐は対照群

に比べて有意に大きく(p<0.05)、その効果

量は-0.55 [SE, 0.22]）および 0.56 [SE, 

0.22]）であった。また、ストレス対処の効

力感も介入群で有意に増加していた

（p<0.05, 効果量 0.63 [SE, 0.22]）。抑うつ

あり群ではいずれのアウトカム指標にも有

意な効果は認められなかった(p＞0.05)。抑

うつなし群では、うつ病についての理解、

うつ病になった時の対処の自己効力感が

介入群で対照群よりも有意に増加してい

た(p＜0.05、効果量はそれぞれ 0.21 [SE, 

0.09]および 0.28[SE, 0.09])。全対象者で

は、うつ病になった時の対処の自己効力感

が介入群で対照群よりも有意に増加して

いた(p＜0.05、効果量は 0.15 [SE, 0.06])。 

介入群に対する追跡調査時の回答では、

ＨＰを「かなり」「おおむね」見た者は 102

人（19％）であった。また満足度につい

ては、「とても」「まあまあ」満足が 223

人（42％）であった。うつ病等受診者で

は、他の層にくらべてＨＰを閲覧した程

度が高く、ＨＰへの満足度が有意に高か

った(p<0.05)。 

【主要なスクリーニング尺度の層化尤度比

の算出】 

３つの主要なうつ病尺度の SSLRは、通常使

用されるカットオフ点よりも上の得点を使

用した場合に急激に高くなっていた。最も

高得点の層では SSLR は 12～24 であり、一

般労働者を仮定したスクリーニングではこ

の層の得点者は気分・不安障害を 20～33％

含むと予想された。一方、中程度ハイリス

ク群のスクリーニングでは中得点層の者で
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も気分・不安障害が 20～30％、ハイリスク

群では半数以上にみられると予想された。 

【全国におけるリワークプログラムの実施

状況と利用者に関する調査研究】 

Ⅰ．プログラム運営状況に関する調査 

うつ病リワーク研究会正会員が所属する

施設 88 施設のうち、63 施設から回答を得

た。回収率は、71.6％であった。 

①リワーク施設情報 

医療機関施設情報  

 対象施設のうち 24 件(38.1%)が病院であ

り、39 件(61.9%)が診療所であった。病院

の 精 神 科 病 床 数 の 平 均 は 215.7 床

(SD150.1)であった。そのうちストレスケア

病棟を有する施設は 13 件(54.2%)であり、

ストレスケア病棟の平均病床数は 56.4 床

(SD50.0)であった。リワーク施設としての

年数は、平均 2.5 年(SD1.8)であった。 

リワークを専門としている施設は 46 件

(73.0%)であり、非専門施設は 17 件(27.0%)

であった。リワーク専門施設の開設年数は

平均 2.4 年(SD1.8)、非専門施設は平均 2.8

年(SD1.8)であった。 

診療報酬上の区分 

 リワークを行う診療報酬上の区分は、複

数回答で精神科デイケア 42 件(66.7%)、合

計定員数 1257 人、精神科ショートケア 38

件(60.3%)、合計定員数 777 人であった。精

神科デイナイトケアは 9 件(14.3%)で合計

定員数が 317 人であった。精神科作業療法

は 4 件(6.3%)で合計定員数が 112 人、通院

集団精神療法は 7 件(11.1%)で合計定員数

18 人、自費 1 件(1.6%)で定員数 4 人であっ

た。定員数の総合計は 2488 人であった。 

 精神科デイケア施設のうち、小規模デイ

ケアは18件(42.9%)、大規模は24件(57.1%)

であった。デイケア施設の施設専用面積は、

平均 204.2 ㎡(SD173.7)であり、定員数は平

均 33.6 人(SD19.3)であった。またデイケア

施設の 1 週間の開催日数は、平均 4.6 日

(SD1.0)であった。 

 精神科ショートケア施設のうち、小規模

は 24 件(63.2%)、大規模は 12 件(31.6%)で

あった。施設専用面積は、平均 140.3 ㎡

(SD118.1)であり、定員数は平均 23.6 人

(SD16.4)であった。また、ショートケア施

設の 1 週間の開催日数は、平均 4.6 日

(SD1.6)であった。 

精神科デイナイトケア施設の施設専用面

積は、平均 316.4 ㎡(SD172.2)であり、定員

数は平均 42.4 人(SD20.3)であった。また、

デイナイトケア施設の 1 週間の開催日数は、

平均 4.4 日(SD1.9)であった。 

 精神科作業療法を行う施設の施設専用面

積は、平均 133.3 ㎡(SD100.8)であり、定員

数は平均 33.3 人(SD14.4)で、1 週間の開催

日数は、平均 3.3日(SD2.1)であった。また、

通院集団精神療法を行う施設の施設専用面

積は、平均 16.5 ㎡(SD2.1)であり、1 週間の

開催日数は平均 1.3 回(SD0.6)であった。ま

た、自費によりリワークを行う施設の定員

数は、1 施設のみであり、定員は 7 名であ

った。 

設備・什器について 

 各施設に備えられる設備・什器は、PC は

平均 5.8 台(SD4.2)、プロジェクタースクリ

ーンは平均 1.1 台(SD0.3)、大型テレビ・モ

ニターは平均 1.2 台(SD0.5)であった。 

②リワークに関わるスタッフ情報 

スタッフの資格等 

 回答を得た 63 施設に 343 人のスタッフ

が勤務していた。スタッフの主な資格は、
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臨床心理士が最も多く、101 人(29.4%)であ

った。次いで精神保健福祉士 78 人(22.7%)、

看護師 73 人(21.3%)、作業療法士 36 人

(10.5%)、その他の心理職 15 人(4.4%)、産

業カウンセラー8 人(2.3%)、保健師 6 人

(1.7%)、その他は 24 人(7.0%)であった。 

また、主な資格以外に 67 人(19.5%)が他

の資格を有していた。主な資格以外の副資

格としては、産業カウンセラーが 14 人

(20.9%)と最も多く、次いで精神保健福祉士

13 人(19.4%)、臨床心理士 6 人(9.0%)、看

護師 5 人(7.5%)、保健師 4 人(6.0%)、キャ

リアコンサルタント 3 人(4.5%)、その他の

心理職 2 人(3.0%)、その他 18 人(26.9%)で

あった。 

スタッフの背景  

 性別は、女性 245 人(71.4%)、男性 98 人

(28.6%)であり、平均年齢は 36.0 歳(SD21)

であった。主資格の経験年数は、平均 9.1

年(SD7.9)であり、そのうちリワークの経験

年数は平均 2.0 年(SD1.3)であった。 

スタッフの勤務形態は、常勤が 228 人(66 

.5%)、非常勤が 115 人(33.5%)であった。非

常勤スタッフの勤務時間は、1 週間平均 2.0

日(SD1.2)、12.1 時間(SD9.7)であった。 

企業での就労経験がないスタッフは、237

人(69.1%)、産業保健スタッフ以外で就労経

験がある者は 82 人(23.9%)、産業保健スタ

ッフとして就労経験のある者は 18 人

(5.2%)、産業保健スタッフ・それ以外の両

方の就労経験のある者は 2 人(0.6%)であっ

た。 

③利用の決定・開始条件に関する情報 

利用の決定 

 リワークの利用の決定方法は、主治医に

よる決定が 25 件(39.7%)と最も多く、次い

で会議で決定 19 件(30.2%)、院長などの管

理者が決定が 12 件(19.0%)、その他が 4 件

(6.3%)であった。利用の決定の重要ポイン

トは、病状の安定が 27 件(42.9%)と最も多

く、次いで日中の生活レベル 14 件(22.2%)、

参加へのモチベーション 10 件(15.9%)、睡

眠覚醒リズムの回復 4 件(6.3%)、その他 4

件(6.3%)であった。 

プログラム開始の条件 

 開始条件のうち就労に関して在職者のみ

とする施設は 27 件(42.9%)、失職者も可能

としている施設は 34 件(54.0%)であった。 

 適用疾患を特定の疾患に限定している場

合、限定される疾患は複数回答で気分障害

が最も多く 48 件(76.2%)、次いで適応障害

35 件(55.6%)、不安障害 35 件(55.6%)、神

経症24件(38.1%)、発達障害10件(15.9%)、

摂食障害 5 件(7.9%)、統合失調症 3 件(4.8%)、

その他 5 件(7.9%)であった。 

 また除外疾患として特定の疾患を設けて

いる場合、除外疾患は複数回答で統合失調

症 31 件(49.2%)が最も多く、次いで物質依

存 30 件(47.6%)、人格障害 28 件(44.4%)、

発達障害 21 件(33.3%)、摂食障害 16 件

(25.4%)、気分障害以外 12 件(19.0%)、双極

性障害 6 件(9.5%)、パニック障害 6 件(9.5%)、

その他 4 件(6.3%)であった。 

 回復度（重症度）に関する条件では、医

師の判断が 45 件(71.4%)と最も多く、通所

可否で判断が 4 件(6.3%)、その他の基準に

よる判断が 1 件(1.6％)であった。 

 同一企業内の患者に関しては、条件なし

が 49 件(77.8％)、同時期のリワーク参加を

不可とする施設は 5 件(7.9%)、その他が 7

件(11.1%)であった。 

 主治医の条件としては、条件なし 24 件
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(38.1%)、原則的に主治医を変更とするが

14 件(22.2%)、利用者に意思によるが 13 件

(20.6%)、主治医の変更を必須とするが 11

件(17.5%)、その他 1 件(1.6%)であった。 

 年齢に関する条件では、条件を設定して

いない施設は 59 件(93.7%)、設定している

施設は 4 件(6.3%)であった。また、学生の

受け入れに関しては、受け入れ可とする施

設は 21 件(33.3%)、不可とする施設は 42

件(66.7%)であった。学歴の条件を設定して

いる施設は 1 件（1.6%）であり、中卒以を

条件としていた。受け入れ会議に関しては、

受け入れ会議を必要とする施設は 29 件

(46.0%)、受け入れ会議の条件なしとする施

設は 34 件(54.0%)であった。この他に何等

かの条件を設けている施設は、11 件(17.5%)

であった。 

④リワークの運用に関する情報 

利用に至るまでの情報 

 利用前の見学は、本人のみ見学可とする

施設は 11 件(17.5%)、家族も可能が 42 件

(66.7%)、見学不可 10 件(15.9%)であった。

また、利用前の試験利用を認める施設は 28

件(44.4%)であった。リワーク開始までの待

機期間は、平均 10.4 日(SD20.0)であり、開

始時の 1 週間の最低利用日数は、平均 2.0

日(SD1.0)であった。 

利用規定等  

 利用規定を設けている施設は 59 件

(93.7%)、利用規定なしは 4 件(6.3%)であっ

た。利用にあたり誓約書・同意書の取り交

わしを行う施設は 59 件(93.7%)であった。

参加者の利用の仕方は、ルールを制定して

いる施設は 53 件(84.1%)、本人の希望に任

せている施設は 10 件(15.9%)であった。 

 利用ステップの有無に関しては、段階的

だが開始条件を定めていない施設は 27 件

(42.9%)、段階的で開始条件を明確にしてい

る施設は 20 件(31.7%)、ステップなしは 16

件(25.4%)であった。利用日数の決定は、段

階を設定している施設が 29 件(46.0%)と最

も多く、利用者に一任している施設は 15 件

(23.8%)、その他 15 件(23.8%)であった。 

利用期間の設定に関しては、最長利用期

間を使用開始時に定めていない施設は 43

件 (68.3%)、定めている施設は 20 施設

(31.7%)であった。利用終了の決定条件は、

受入先の条件によるが 20 件(31.7%)、期限

設定によるが 13 件(20.6%)、評価の実施に

よるが 10 件(15.9%)、出席日数・率が 3 件

(4.8%)、その他 7 件(11.1%)であった。 

中止・脱落基準等  

 利用中、施設側の意向として利用の継続

を中止する場合の基準は、症状の悪化 24 件

(38.1%)、他のメンバーへの迷惑行為 18 件

(28.6%)、その他 11 件(17.5%)、特になしは

4 件(6.3%)であった。利用中止の決定者は、

リワーク施設管理医師 33 件(52.4%)、主治

医 17 件(27.0%)、リワークスタッフ 4 件

(6.3%)、その他 4 件(6.3%)であった。中止

する場合の再利用は、再利用ありが 50 件

(79.4%)であった。 

 利用者側の要因により利用継続から脱落

する場合、その判断基準は欠席状況 40 件

(63.5%)が最も多く、モチベーションの低下

9 件(14.3%)、その他 6 件(9.5%)であった。 

他院患者の受入れ 

 現在他院の患者をリワーク利用者として

受け入れている施設は 45 施設(71.4%)であ

り、現在の受け入れ人数は、平均 6.2 人

(SD10.9)であった。他院患者を受けている

45 施設のうち、主治医との連絡の方法は、
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定期的に文書で行うか 20 件(44.4%)と最も

多く、不定期に文書で連絡を取るが 15 件

(33.3%)、その他 4 件(8.9%)、取っていない

が 3 件(6.7%)であった。また、文書で連絡

を取っている 35 施設のうち、主治医との連

絡文書の書式は、リワーク専用文書が 19 件

(54.3%)、診断情報提供所を使用している施

設が 11件(31.4%)、両方を使用が 1件(2.9%)

であった。 

 スタッフによる評価  

 スタッフによる評価を実施している施設

は、59 施設(93.7%)であった。評価の方法

は複数回答で心理テストの利用 49 件

(83.1%)、評価シートの利用 42 件(71.2%)

であった。スタッフによる評価の利用に関

しては、評価結果を利用している施設は 56

件(94.9%)であった。スタッフによる評価結

果の利用を利用する者は、複数回答で主治

医 48 件(85.7%)、患者本人 33 件(58.9%)、

産業医 21 件(37.5%)、産業保健スタッフ 15

件(26.8%)、その他 12 件(21.4%)であった。 

復職時・復職後  

 復職時に勤務先の産業医・産業保健スタ

ッフに対し、連絡・調整を行っている施設

は 45 件(71.4%)であった。その方法につい

ては複数回答で書面にて実施が最も多い

31 件(68.9%)、診察時に実施 23件(51.1%)、

訪問にて実施 9 件(20.0%)であった。また復

職時に人事労務担当者に対し、連絡・調整

を行っている施設は 45 件(71.4%)であった。

その方法については複数回答で診察時に実

施が最も多い 28 件(62.2%)、書面にて実施

が 26件(57.8%)、訪問に実施が 11件(24.4%)

であった。 

 復職後のフォロー体制については、複数

回答で外来にて診察が最も多く 53 件

(84.1%)、復職後フォロープログラムが 22

件(34.9%)、スタッフが定期的に連絡 7 件

(11.1%)、その他 26 件(41.3%)であった。ま

たリワーク終了の後に再休職に至った場合

のリワークの再利用に関しては、56 件

(88.9%)が再利用可としていた。 

記録・ケースカンファレンス等 

 個別記録作成時間の平均は 42.3 分

(SD38.4)であった。また、スタッフミーテ

ィングを行っている施設は 50 件(79.4%)で

あった。その実施頻度は月に平均 4.5 回

(SD5.0)であり、実施時間は 1 回平均 46.6

分(SD25.5)であった。ケースカンファレン

スを行っている施設は 45 件(71.4%)であっ

た。その実施頻度は月に平均 4.3 回(SD5.3)

であり、実施時間は 1 回平均 48.5 分

(SD29.7)であった。ケースカンファレンス

参加者は、医師も参加が 36 件(80.0%)、ス

タッフのみ参加 9 件(20.0%)であった。 

プログラムの工夫  

 プログラムにおいて休職に至るモメント

の自己理解と受容の促しを行っている施設

は 56 件(88.9%)、行っていない 6 件(9.5)で

あった。行っている施設のうち、モメント

の促しの介入者に関しては、複数回答でス

タッフが 54 件(96.4%)、主治医が 32 件

(57.1%)であった。また、本人への結果のフ

ィードバック方法は、複数回答でスタッフ

との面談においてが 45 件(80.4%)、集団で

のプログラムを通じて行うが 43 件(76.8%)、

主治医とのディスカッションが 27 件

(48.2%)、その他 4 件(7.1%)であった。 

利用を終了した利用者との交流を目的と

したプログラムを行っている施設は 35 件

(55.6%)、家族を対象としたプログラムを行

っている施設は 10 件(15.9%)であった。 
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Ⅱ．登録者の利用状況に関する調査 

 平成 22年 10月 1日～31日の 1か月間の

うち、任意の 1 日を選択してもらい、その

日に登録されていたリワーク利用者につい

て調査を実施し 56 施設から 700 人の登録

者の調査票を回収した。 

利用者背景 

利用者の性別は、男性 545 人(77.9%)、女

性 155 人(22.1%)であった。平均年齢は 39.0

歳(SD8.7)であり、最年尐は 18 歳、最年長

は 68 歳であった。婚姻状況は、未婚 376

人(53.7%)、既婚 324 人(46.3%)であった。

就業状況は、在職中 594 人(84.9%)、失職中

106 人(15.1%)であった。 

休職の状態に関しては、本調査における

“休職”の定義は、精神疾患等の理由によ

り、一定期間以上会社を休んでいる状態と

した。また休職期間に関しては、1 か月を

30 日に換算し、利用者から得られる情報を

もとに記入を依頼した。そこで得た休職回

数は、初回 319 人(45.6%)、2 回目 165 人

(23.6%)、3 回目 93 人(13.3%)、4 回目 39

人(5.6%)、5 回目 15 人(2.1%)、6 回目以上

19 人(2.7%)であった。今回の休職期間は平

均 406.1 日(SD377.5/median330)、総休職

期間は 574.0 日(SD465.9/median465)であ

った。 

 リワークの利用状況は、初回利用者が

626 人(89.4%)、再利用者 74 人(10.6%)であ

った。利用予定日数は、1 週間あたり平均

4.1 日(SD1.2)であった。主治医が自院であ

る利用者は 523 人(74.7%)、他院 177 人

(25.3%)であった。 

診断別の利用者数 

 利用者の ICD-10 による診断の内訳は、

F3 気分（感情）障害が 575 人(82.1%)、F4 

神経症性障害、ストレス関連障害および身

体表現性 67 人(9.6%)、F2 統合失調症、統

合失調症型障害および妄想性障害 38 人

(5.4%)、F8 心理的発達の障害 9 人(1.3%)、

F7 精神遅滞[知的障害]4 人(0.6%)、F0 症状

性を含む器質性精神障害 3 人(0.4%)、F6 成

人のパーソナリティおよび行動の障害 3 人

(0.4%)、F1 精神作用物質使用による精神お

よび行動の障害1人(0.1%)であった。また、

DSM-Ⅳtr による双極Ⅱ型の可能性がある

利用者は 155 人(22.1%)であった。 

【リワークプログラムの標準化ガイドライ

ンの作成と実施のための医療政策的研究】 

（1）プログラムの実施形態 

調査対象 86 施設のうち 63 施設より 468

プログラムの回答が得られた。 

それぞれのプログラムに関し、実施して

いる形態から①個人プログラム ②特定の

心理プログラム ③教育プログラム ④集

団プログラム ⑤その他のプログラム、と

した 5 つの区分より最もあてはまる一つを

選択してもらった。しかしながら回答を取

りまとめたところ、運営している一つのプ

ログラムの中に様々な内容を取り入れてい

るプログラムも多く、また実務担当者によ

る各区分に対する選択基準も幅があるため、

同一内容と思われるプログラムが様々な区

分に拡散していた。そのため、改めて研究

担当者が各プログラム内の実施割合や内容

を表 1 に示す選択基準に従い、選択を再度

行って集計用のデータを作成した。 

①個人プログラムは、他の参加者との交

流を主な目的とせず、文字や数字、文章を

扱う机上における作業を実施する中で、主

に集中力・作業能力・実践力の確認や向上

を目的として実施しているプログラムの区
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分とした。その結果、表 2 に示すように 72

プログラムが該当し、全体の 15.4％を占め

た。これは昨年 9 施設で実施した予備調査

より 2.1％増加していた。 

②特定の心理プログラムは、認知行動療

法、SST、対人関係療法、グループカウン

セリング、サイコドラマなどの特定の心理

療法を実施するプログラムの区分と定義し

たが、94 プログラム、20.1％を占め、昨年

度調査より 5.4％増であった。 

③教育プログラムは、疾病理解、症状の

自己理解（セルフモニタリングとコントロ

ール）を主目的として講師がいてテキスト

を使用するような講義形式で実施している

プログラムの区分と定義したところ、56 プ

ログラム、12.0％を占め、昨年度調査より

1.3％減であった。 

④集団プログラムは、協同作業、役割分

担、対人スキル向上などを主な目的として

実施し集団で行う意図が明らかなプログラ

ムの区分とした。96 プログラム（20.5％）

が該当し、昨年度調査と比較すると 7.4％減

であった。 

⑤その他のプログラムは、運動、個人面

談、創造、動機付け等、①～④に該当しな

いプログラムの区分と定義したが、150 プ

ログラム（32.1％）が該当し、昨年度調査

より 1.2％増であった。 

（２）プログラムの目的区分 

プログラムの目的については、8 つの目

的区分（1 症状自己管理、2 コミュニケーシ

ョン、3 自己洞察、4 集中力、5 モチベーシ

ョン、6 リラクセーション、7 基礎体力、8

感情表現）からプログラム毎に 2 つの区分

を選択してもらった。そして、これらの目

的区分がどの程度の頻度で選択されている

かをみるために、目的区分 1 項目あたり 1

ポイント、1 つのプログラムについて合計 2

ポイントを与え、目的区分の選択の頻度を

計算した。なお、1 つのプログラムに目的

が 2 以外の場合は、2 ポイントを満点とし

て記入された目的区分数に応じて案分した

得点を与えた。 

 その結果、目的区分ごとの得点数は、自

己の体調や症状の自己管理を目的とする「1

症状自己理解」の得点が一番高く 192.6 ポ

イントであった。次いでほぼ同ポイントで

コミュニケーションスキルの向上や対人交

流を目的とする「2 コミュニケーション」

が 192.3 ポイント、次いで、セルフモニタ

リングや自己洞察を目的とする「3 自己洞

察」が 157.0 ポイント、作業能率や作業能

力の向上を目的とする「4 集中力」が 124.3

ポイント、リラックス法や心身のバランス

を目的とする「6 リラクセーション」が 88.7

ポイント、運動不足解消や体力向上を目的

とする「7 基礎体力」が 73.0 ポイント、自

主性や動機付けを目的とする「5 モチベー

ション」が 62.3 ポイント、非言語的表現や

情操面を目的とする「8 感情表現」が 45.8

ポイントであった。 

昨年度の調査と比較すると昨年度の調査

時は上位 5 番目に位置していた「5 モチベ

ーション」が 7 番目に変更した以外の順番

は変わらなかったが、上位 2 つの目的区分

「1 症状自己理解」と「2 コミュニケーショ

ン」のポイント全体に占める割合が昨年よ

り 12.3％減尐していた。 

今回の調査では、実施している各プログ

ラムにおいて昨年度調査より幅広い目的を

目指して設定されており、各目的区分間の

差が尐なくなったといえる。 
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 （３）プログラムの実施形態と目的区

分の関連性 

 プログラムの形態と目的の関連性をみる

ために、実施形態毎の目的区分の選択度を

調べた。 

実施形態「①個人プログラム」では、「4

集中力」が一番多く 83.0 ポイントと本目的

区分全体の６割弱を占め、次いで「1 症状

自己管理」が 21.0 ポイント、「3 自己洞察」

と「5 リラクセーション」がともに 16.0 ポ

イントであった。 

実施形態「②特定の心理プログラム」で

は、「1 症状自己管理」が 60.8 ポイント、「2

コミュニケーション」が 53.3 ポイント、「3

自己洞察」が 51.3 ポイントと、この 3 つの

目的区分で約 9 割を占めた。 

実施形態「③教育プログラム」では、「1

症状自己管理」が一番多く 63.8 ポイントと

6 割弱を占めた。次いで「3 自己洞察」が

25.8 ポイント、「2 コミュニケーション」が

10.2 ポイントであった。 

実施形態「④集団プログラム」では、「2

コミュニケーション」が 76.5 ポイントで約

4 割を占め、以下「3 自己洞察」が 44.5 ポ

イント、「1 症状自己管理」が 25.5 ポイン

トと続いた。 

実施形態「⑤その他のプログラム」では、

「6 基礎体力」が 80.0 ポイント、「7 モチベ

ーション」が 70.0 ポイント、「2 コミュニ

ケーション」が 47.5 ポイントであった。本

実施形態には様々な目的を持ったプログラ

ムが含まれているため、目的区分の選択度

が他の実施形態と比較して全体的に拡散し

ていた。 

さらに実施形態と目的区分の関係をみる

ためにそれぞれの実施形態と目的区分のク

ロス集計を行った。 

実施形態「①個人プログラム」では、目

的区分「4 集中力」のみが 22 プログラムで

当該実施形態の 30.6％を占め 、以下「1 症

状自己理解」との組合せが 14 プログラム 

（19.4%）、「5 モチベーション」との組合せ

が 13 プログラム（18.1%）と続いた。 

実施形態「②特定の心理プログラム」で

は、目的区分「1 症状自己理解」と「3 自己

洞察」の組合せが 28 プログラム（29.8%）、

「1 症状自己理解」と「2 コミュニケーショ

ン」の組合せが 19 プログラム（20.2%）、「2

コミュニケーション」と「3 自己洞察」の

組合せが 18 プログラム（19.1%）と多かっ

た。 

実施形態「③教育プログラム」では、目

的区分「1 症状自己理解」と「3 自己洞察」

の組合せが 21 プログラム（37.5%）、「1 症

状自己理解」のみが13プログラム（23.2%）、

「1 症状自己理解」と「2 コミュニケーショ

ン」の組合せが 7 プログラム（12.5%）と

多かった。 

実施形態「④集団プログラム」では、「2

コミュニケーション」と「3 自己洞察」の

組合せが 27 プログラム（28.1%）、「2 コミ

ュニケーション」と「5 モチベーション」

の組合せが 10 プログラム（10.4％）、「2 コ

ミュニケーション」のみと「2 コミュニケ

ーション」と「1 症状自己理解」の組合せ

と「2 コミュニケーション」と「4 集中力」

の組合せの３つがいずれも 8 プログラム 

（8.3%）であった。 

実施形態「⑤その他のプログラム」では、

「6 リラクセーション」と「7 基礎体力」の

組合せが 23 プログラム（15.3%）、「6 リラ

クセーション」のみが 18 プログラム 



15/34 

（12.0％）、「2 コミュニケーション」と「7

基礎体力」の組合せが 15 プログラム

（10.0％）と多かった。 

（４）実施形態ごとのプログラム像 

内容や進行手順をもとに 5 つの実施形態

ごとに共通するプログラムを整理すると表

6 に示すように、それぞれの実施形態毎の

プログラム像が浮かび上がる。 

実施形態①個人プログラムでは、「読書、

資格試験勉強」が一番多く、次いで仕事に

おける実務作業に近い「PC 操作、各種作業」

がともに区分全体の 4 割弱のプログラムで

行われていた。以下、自身の疾患に関する

「休職経過の振り返り、内省」、直接仕事と

は異なる形で頭を使う「クイズ、脳トレ、

漢検、ビジネス能力検定、数独」、疾病理解

を目的とした「疾患関係の読書や資料作成」

が 2 割強のプログラム、新聞等を題材とし

た「作文、要約作成」、クレぺリン検査や百

マス計算などの「計算」と続いた。ただし、

プログラムの行われている実態は、これら

の要素を複数用意しておき、そこから参加

者が選択をする形をとっているものが約 9

割であった。 

実施形態②特定の心理プログラムでは、

「認知行動療法」が約 6 割のプログラムで

実施されており、次いで「SST、アサーシ

ョン」が 3 割強であった。以下、「キャリア

カウンセリング」、「対人関係療法」、認知リ

ハビリテーション」が 2 プログラム、「サイ

コドラマ」、「内観療法」が 1 プログラムで

行われていた。 

実施形態③教育プログラムでは、疾患理

解やセルフケア、ストレスマネジメントな

どの「心理教育」を実施しているプログラ

ムが約 9 割強を占めていた。そのうち約 1

割のプログラムでは生活習慣や栄養指導に

関するテーマも取り入れていた。また心理

教育を含まない生活習慣や栄養指導のみを

講義しているプログラムが３つあった。 

実施形態④集団プログラムでは、疾病理

解やセルフケア、復職関連など心理教育的

な要素をテーマにしたディスカッションが

一番多く該当するプログラムの 6 割強で行

われていた。次いで時事、社会情勢など疾

患とは直接関連のないテーマによるディス

カッションが 2 割弱、プログラムの運営や

企画・立案に関するグループミーティング

が 1 割弱のプログラムで行われていた。 

実施形態⑤その他のプログラムでは、卓

球、ウオーキングや筋トレなどの「軽スポ

ーツ」が 3 割強、「ヨガ・ストレッチ」が 3

割弱で実施され、次いで「呼吸法、筋弛緩

法、自律訓練法」と「絵画、書道、キャン

ドル、革細工、ペーパークラフト等」の創

作活動が 1 割強、「個人面談」、「調理」、「ア

ロマ」、スポーツではない室内向け「ゲーム」、

合唱や合奏、鑑賞などの「音楽」、朝や夕、

プログラム導入時などに行われるミーティ

ング、農作業、「映画鑑賞」、各種測定等の

「健康チェック」、「外出」、「音読、輪読」

と続き、施設ごとに特色あるプログラムが

多岐にわたり行われていた。 

（５）実施形態毎の代表的なプログラムの

抽出 

調査を行ったグループの構成、観察の要

素、支援方法、運用時間を集計するために、

上記のように実施形態毎のプログラムの特

徴を生かしながら、各実施形態における代

表的プログラムを抽出した。 

実施形態「①個人プログラム」と実施形

態「③教育プログラム」、実施形態「④集団
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プログラム」は、それぞれの実施形態にお

けるプログラムで実施している要素は分か

れるが、プログラム自体の基本的な構造は

ほぼ同一のため、それぞれに該当するプロ

グラムすべてを代表的プログラムとした。 

実施形態「②特定の心理プログラム」で

は、認知行動療法を扱っているプログラム

が一番多かったことから、これを代表的な

プログラムとした。 

実施形態「⑤その他のプログラム」では、

上位 3 つの「軽スポーツ」と「ヨガ・スト

レッチ」、「呼吸法、筋弛緩法、自律訓練法」

がともに身体を動かすことによる効果を目

的としている点とそれぞれが同一プログラ

ム内で行われることが多い点から、これら

をまとめて「軽スポーツ・リラクセーショ

ン」として代表的なプログラムとした。 

（６）代表的プログラムの「グループの構

成」 

 実際に運営しているプログラムがどのよ

うな形で運営されているかについて代表的

なプログラムをみると、①個人プログラム

では、該当する 72 プログラムのうち 71 プ

ログラムが個人単位で実施、1 プログラム

が二人一組のペアになって実施していた。 

②特定の心理プログラムの代表的プログ

ラムとした「認知行動療法」では、該当す

る 58 プログラムのうち 15 プログラムが参

加者を限定しないオープン形式で実施し、

28 プログラムが参加者を固定したクロー

ズド形式で実施、3 プログラムがセミクロ

ーズド形式で実施していた。グループの人

数は表 7-1 に示すように、6 名が一番多く

21 プログラムが該当した。次いで 5 名が 18

プログラム、4 名が 14 プログラム、10 名

が 13 プログラムであった。一番尐ない人数

構成は 1～5 名、一番多い構成は 15 名前後

であった。また、1 クールあたりのセッシ

ョン数としては、8 回の設定が 11 プログラ

ムで一番多く、以下 12 回が 7 プログラム、

10 回が 6 プログラム、6 回が 5 プログラム

であった。一番回数の尐ないプログラムは

3 回、一番回数の多いプログラムは 29 回で

あった。 

③教育プログラムでは、該当する 56 プロ

グラムのうち 22 プログラムがオープン形

式で実施し、13 プログラムがクローズド形

式、2 プログラムがセミクローズド形式で

実施していた。また、実施におけるグルー

プの人数としては表 7-3 に示すように、10

名で実施する場合が一番多く 11 プログラ

ムで行われ、5，6，9 名で実施するプログ

ラムが 8 プログラム、4，7，8 名で実施が 7

プログラムで該当した。一番尐ない人数構

成は 2 名、一番多い構成は 30 名であった。 

④集団プログラムでは、該当する 96 プロ

グラムのうちグループを構成する人数とし

ては、6 名で実施する場合が一番多く 17 プ

ログラムで行われ、次いで 4，5，7 名で実

施する場合は 15 プログラム、3 名で実施が

13 プログラム、8 名で実施が 11 プログラム

であった。一番尐ない人数構成は 1～3 名、

一番多い人数構成は 15～20 人であった。②

特定の心理プログラムの「認知行動療法」

と同じくグループを構成する人数について

6 名が一番多いが、これはそれぞれの内容

に共通しているグループワークを運営する

にあたり 6 名が適切な人数であるためと思

われる。またプログラム運営上グループ分

けをする際のグループ数としては、多くと

も 4 グループであり、最も多いグループ数

は 2 グループと 3 グループ、次いで 4 グル
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ープの編成で実施していた。 

⑤その他のプログラムの代表的プログラ

ムとした「軽スポーツ・リラクセーション」

に該当する 84 プログラムのうち、卓球など

複数名で実施する要素を含むものは 32 プ

ログラムあった。またヨガやストレッチな

ど個人単位で実施するプログラムは 52 プ

ログラムであった。 

（７）代表的プログラムの「観察の要素」 

スタッフの参加者に対する観察の要素と

して注目している点について最大 3 点まで

挙げてもらい、代表的プログラムにおいて

その内容を整理してみた。 

①個人プログラムでは、該当する 72 プロ

グラムで 199 の観察要素が挙げられた。最

も多かったものは「集中力の持続や疲労、

眠気の程度」に関するもので 79、次いで「課

題の設定や進め方」が 55、「課題処理能力、

作業遂行能力」が 33 と続いた。 

②特定の心理プログラムの「認知行動療

法」では、該当する 58 プログラムで 169

の観察要素が挙げられた。最も多かったも

のは「プログラムや課題の理解度、取り組

み方」に関するもので 61、次いで「休職の

経過振り返り、自己洞察、内省」が 43、「コ

ミュニケーション、グループ内の相互作用」

が 42 と続いた。 

③教育プログラムでは、該当する 56 プロ

グラムで 152 の観察要素が挙げられた。最

も多い観察要素が「プログラム・疾病の理

解度、負荷の程度、セルフケア」に関する

もので 62、次いで「自己洞察、自己理解」

が 27、「ディスカッション時のコミュニケ

ーション、参加者間の相互作用」が 24 と続

いた。 

④集団プログラムのでは、該当する 96 プ

ログラムで 270 の観察要素が挙げられた。

最も多いものが「コミュニケーション、対

人関係、グループの交流、相互作用、協調

性」に関連する観察要素で 70、「参加態度

（自発性、主体性、リーダーシップ）、自己

表現（自己主張、自己開示、発言内容）」が

58、「自己洞察、自己理解、振り返り」が

42、「役割行動」が 23、「集中力、疲労度、

作業処理能力」が 21 と続いた。 

⑤その他プログラムの代表的プログラム

とした「軽スポーツ・リラクセーション」

では、該当する 84 プログラムで 228 の観

察要素が挙げられた。最も多いものが「上

達度、運動能力、基礎体力」で 50、「コミ

ュニケーション、相互作用、協調性」で 45、

次いで「体調、疲労度、取り組み方、セル

フケア」が 43 と続いた。 

（８）代表的プログラムの「支援方法」 

 実際に運営しているプログラムにおいて

スタッフとして参加者に対し支援している

ポイントを最大 3 つまで挙げてもらった、

代表的プログラムにおける支援方法を整理

すると以下のようであった。 

①個人プログラムでは、該当する 72 プロ

グラムで 159 要素が挙げられた。最も多い

ものは「課題設定や見直し」に関する要素

で 41、次いで「実績や成果の確認、参加者

へのフィードバック(個人対応含む)」が 37、

「体調や疲労の自己管理の促し」が 25、「進

行状況の確認、励まし」が 23、「やり方の

指導」が 10 と続いた。 

②特定の心理プログラムの認知行動療法

では、該当する 58 プログラムで 135 の要

素が挙げられた。最も多い要素は「参加者

に合わせた内容の検討、個人への面談等に

よるフィードバック」で 45、次いで「共有、
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共感、相互作用に向けたグループへの支援」

が 42、「認知行動療法の理解・習得」が 31

と続いた。 

③教育プログラムの心理教育では、該当

する56プログラムで113の要素が挙げられ

た。最も多いものは「テーマや目的の理解

度確認と習得、質疑応答」に関する要素で

64、次いで「個人への面談等によるフィー

ドバック」が 11、「発言の促し、ファシリ

テート」が 9、「共有、共感、相互作用に向

けたグループへの支援」が 8 と続いた。 

④集団プログラムでは、該当する 96 プロ

グラムで 184 の要素が挙げられた。最も多

い要素は「プログラムのスムーズな運営(対

人関係や発言の軌道修正、ファシリテー

ト)」で 42、次いで「個人への面談等による

フィードバック」が 26、「共有、共感、相

互作用に向けたグループへの支援」が 23、

「自由な発言や考えの促し」と「自己の洞

察・分析・理解への支援」がともに 19、「テ

ーマや目的の理解度確認と習得、質疑応答

対応」が 14、「問題点と悩みの掘り下げ、

感情変化時の評価と介入」と「積極的に関

わらない、観察、見守り」がともに 12 と続

いた。 

⑤その他のプログラムの代表的プログラ

ムとした軽スポーツ・リラクセーションで

は、該当する 84 プログラムで 167 の要素

が挙げられた。最も多い要素は「体調や疲

労の自己管理の促し」が 36、次いで「共有、

共感、相互作用に向けたグループへの支援」

が 24、以下「個人への面談等によるフィー

ドバック」が 21、「プログラムの運営、進

行」が 19、｢効果や目的・やり方の説明｣が

17 と続いた。 

（９）代表的プログラムの「運用時間」 

各プログラムの 1 週間あたりの実施時間

について、導入期（開始 1 カ月以内）、中期

（開始 2 カ月目以降）、後期（終了 1 カ月以

内）の 3 つの時期について調査し、代表的

プログラムにおける運用時間を算出した。 

①個人プログラムでは、該当する 72 プロ

グラムのうち導入期には 58 プログラムが

平均 247.5 分実施し、中期には 61 プログラ

ムが平均 250.7 分実施、後期には 56 プログ

ラムが平均 333.3 分実施されていた。 

②特定の心理プログラムの代表的プログ

ラムとした「認知行動療法」では、該当す

る 58 プログラムのうち導入期には 39 プロ

グラムが平均 121.5 分実施し、中期には 47

プログラムが平均 135.2 分実施、後期には

45 プログラムが平均 110.4 分実施されてい

た。 

③教育プログラムでは、該当する 56 プロ

グラムのうち導入期には 42 プログラムが

平均 89.3 分実施され、中期には 41 プログ

ラムが 117.0 分実施、後期には 38 プログラ

ムが平均 105.0 分実施されていた。 

④集団プログラムでは、該当する 96 プロ

グラムのうち導入期には 59 プログラムが

平均 107.9 分実施され、中期には 79 プログ

ラムが平均 117.0 分実施、後期には 78 プロ

グラムが平均 114.9 分実施されていた。 

⑤その他プログラムの代表的プログラム

とした「軽スポーツ・リラクセーション」

では、該当する 84 プログラムのうち導入期

は 71 プログラムが平均 118.8 分実施され、

中期には73プログラムが平均124.2分実施、

後期には64プログラムが平均126.1分実施

されていた。 

（１０）標準化リワークプログラム 

 以上の結果から医療機関で行うべき標準



19/34 

化リワークプログラムは 5 つの実施形態で

基本的には構成されている。 

（１１）医療機関毎のリワークプログラム

の実施の実態 

 ここまではリワークプログラムの内容に

ついて様々な角度からみてきたが、プログ

ラムについて医療機関毎にどのように実施

しているのかを整理する。 

今回の調査では 63 医療機関より 468 プ

ログラムの回答があり、実施プログラム数

の平均は 1 医療機関あたり 7.7 プログラム

となる。、このうち最も多くのプログラムを

行っている医療機関は 20 プログラムであ

り、最も尐ない医療機関は 1 プログラムで

あった。 

実施形態ごとにみると、実施形態「①個

人プログラム」に該当するプログラムを行

っている医療機関は 49 ヶ所（全体の

77.8%）あり、該当する医療機関 1 ヶ所あ

たりの平均プログラム数は 1.5 であった。

実施形態「②特定の心理プログラム」を実

施している医療機関は 55 ヶ所 （87.3%）

であり、該当する医療機関 1 ヶ所あたりの

平均プログラム数は 1.7 であった。実施形

態「③教育プログラム」を実施している医

療機関は 41 ヶ所（65.1%）であり、該当す

る医療機関 1 ヶ所あたりの平均プログラム

数は 1.4 であった。実施形態「④集団プロ

グラム」を実施している医療機関は 50 ヶ所

（79.4%）であり、該当する医療機関 1 ヶ

所あたりの平均プログラム数は 1.9 であっ

た。実施形態「⑤その他のプログラム」を

実施している医療機関は55ヶ所 （87.3%）

であり、該当する医療機関 1 ヶ所あたりの

平均プログラム数は 2.7 となっていた。 

医療機関毎に実施しているプログラムの

実施形態を集計すると、5 区分の実施形態

のうち、5 区分すべてに該当するプログラ

ムを行っている医療機関は 23ヶ所（36.5%）

であり、4 実施区分に該当するプログラム

を実施している医療機関は 26か所（41.3%）

で全体の 7 割以上を占めた。また、3 実施

区分に該当するプログラムの実施医療機関

は 10 か所（15.9%）、2 実施区分に該当する

医療機関は 1 ヶ所（1.6%）、1 実施区分のみ

実施している医療機関は 2 ヶ所（3.2%）で

あった。 

 さらに、診療報酬上の区分と 1 週間あた

りの実施日数により分類した場合を集計す

ると、63 医療機関のうちデイケア（デイナ

イトケア及びショートケア、精神科作業療

法を並行して行っている場合を含む）で実

施日数5日が一番多く32医療機関が該当し、

全体の半数を超えていた。このうち実施形

態の該当数では 5 実施形態に該当している

医療機関が 15 ヶ所で一番多く、次いで 4

実施形態に該当している医療機関が 12 ヶ

所であった。一方、デイケアとショートケ

アにおいて週 3 日以上実施していなければ

5実施形態に該当する医療機関はなかった。

精神科作業療法と通院集団精神療法におい

てはどの実施日においても 5 実施形態に該

当する医療機関はなかった。 

【リワークプログラムの効果を評価するた

めの無作為化比較対象試験介入群と無介入

群におけるドロップアウト率の比較】 

１）対象者の特徴 

2010年11月までに 22人が研究に参加し、

リワークプログラム群に 10 人、対照群に

12 人が無作為に割り付けられた。研究参加

者が研究参加の中止を申し出た場合、また

研究参加の中止を申し出ることがなくても、
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研究参加者との連絡がとれなくなった場合

を研究からの脱落と定義した。研究参加後

3 カ月時点において、22 人のうち 8 人

（36.4％）が研究から脱落しており、効果

評価を行う事ができなかった。 

次に脱落した群（以下、脱落群とする）

と脱落しなかった群（以下、非脱落群）の

特徴を検討した。 

割り付けによる脱落率の違いを検討した

ところ、割付と脱落との間に有意な関連が

あり、介入群の脱落が 10人中 6人（60.0%）、

対照群の脱落が 12 人中 2 人（16.7%）と、

介入群において対照群よりも脱落が多い傾

向が認められた（χ2＝4.43、p=0.04）。脱

落の時期を検討したところ、介入群の脱落

者 6 人のうち、4 人は一度もリワークプロ

グラムを行うことなく脱落していた。一方、

対照群の脱落者は２人とも尐なくとも１回

の介入を受けた後に脱落していた。 

さらに、脱落群と非脱落群における人口

統計学的変数を比較した。年齢、勤続年数、

過去の休職回数、過去の総休職週数、初診

時年齢、教育水準、配偶者の有無、転職経

験、診断に有意な差はなかった。性別のみ

が有意な関連を示した。脱落群では女性が

5 人（62.5%）、非脱落群では 3 人（21.4%）

であり、脱落群における女性の割合が多い

傾向があった（χ2＝3.71、p=0.05）。 

最後に、脱落群と非脱落群における導入

時評価を比較した。HAM-D、BDI、SASS

は脱落群と非脱落群間に有意差は認められ

ず、導入時のうつ症状の重さや社会機能と、

脱落することとの関連は示されなかった。

CISS で評価した対処にも有意な差は認め

られなかった。一方、脱落群と非脱落群に

おいて、気質に有意差が認められた。脱落

群（Mean=30.1、SD=5.1）は、非脱落群

（Mean=24.9、SD=2.9）と比較して発揚気

質 が 高 か っ た （ Z=2.7 、 ｐ =0.006 、

Mann-Whitney U 検定）。 

 また、導入時の神経心理学的検査の結果

は脱落群と非脱落群の間に有意な差は認め

られなかった。 

【非介入群の経過】 

① 復職後 6 ケ月の時点で復職継続率は

55.6%だった。 

② 復職継続群と復職失敗群の復職時 BDI

と HAM-Dに有意差は認めなかった。 

③ 復職継続群と復職失敗群の復職時の

SASS 得点に有意差は認めなかった。 

④ 復職継続群と復職失敗群の復職時の

認知機能検査においては N-back 検査

の 3-back 検査における正答率が復職

継続群の方が高い傾向を示した

（p=0.09）。その他の Verbal Fluency 

Test や N-backの正答率、反応時間に

は差異は認めなかった。 

⑤ 復職継続群と復職失敗群の背景情報

については、復職継続群の方が同居率

は高い傾向を示し（p=0.088）、復職失

敗群は転職回数が、多い傾向を示した

（p=0.058）。 

【職場復帰に関する生物学的指標の開発】 

健康な労働者については、s-SACL は、

6.0±3.4、a-SACL は、5.7±2.3、SASSは

33.7±6.8、血漿中 MHPG濃度は、5.8±4.3 

ng/ml、血中 BDNF 濃度は、4.6±3.1ng/ml

であった。そして、a-SACL 得点と血漿中

MHPG 値には正の相関が認められたが、

a-SACL との間に関連はなかった。また、

SASS 得点と血漿中 MHPG、血中 BDNF 濃度

には正の相関を認めた。さらに血中 BDNF
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と s-SACL との間には負の相関があった。

さらに NEO-FFI の開放性得点と血中 MHPG

濃度および外向性得点と血中 BDNF濃度と

は正の相関が認められた。 

【復職前の夜間睡眠と復職後の経過との関

連に関する研究】 

2011 年 1 月 31 日時点で復職 3 ヶ月後の

フォローが終了した 30 名（男性 23 名、女

性 7 名）を解析対象とした。対象者の平均

年齢(SD)は、38.2 (7.9)であった。 

復職 3カ月後の経過は、8名(26.7%)が再

休業となっていた。15 名(50.0%)が残業制

限等の就業制限を受けながら勤務を継続中

であり、7名(23.3%)が特別な就業制限を受

けない通常勤務を行っていた。 

復職後の経過と休職前の睡眠指標との関

連についての解析の結果、再休業者群の復

職前の就寝時間は制限勤務群および通常勤

務群に対して有意に長く、睡眠効率も再休

業者群が制限勤務群および通常勤務群に対

して有意に低かった。また、LF/HF 比は再

休業者群が制限勤務群および通常勤務群よ

りも有意に高かった。HF値は、再休業者群

に対して通常勤務群が有意に高かった。 

復職後の経過と休職前の就床時間、睡眠

潜時、中途覚醒回数、睡眠中の LF値におい

ては有意な関連は認めなかった。 

【睡眠不足が認知機能・運転技能に与える

影響の検討】 

運転業務負荷試験では，飛び出し課題に

おいて，睡眠充足条件に比べて睡眠不足条

件で，ブレーキ反応時間が有意に延長して

いることを確認した（p < 0.05）。また，認

知機能試験では，CPT において，睡眠充足

条件に比べて睡眠不足条件で，正答率が有

意に低下していることを確認した（p < 

0.05）。その他の運転技能（追従走行技能，

車線維持技能）および認知機能（遂行機能，

作動記憶）については，2 条件間で有意な

差は確認されなかった。 

NIRS の計測では，両側の前頭葉における

言語想起中の oxyHb 量のピークが，睡眠充

足条件に比べて睡眠不足条件で有意に低い

値を示すことを確認した（左側前頭葉: p < 

0.001; 右側前頭葉: p < 0.01）。なお，oxyHb

量のピークについて，左右半球差は確認さ

れなかった。 

 男女差について検討したところ，運転業

務不可試験，認知機能試験，NIRS の計測結

果いずれにおいても，有意な差は確認され

なかった。また，睡眠充足条件と睡眠不足

条件の間のパフォーマンスの差について，

NIRS において計測された言語想起中の

oxyHb 量のピークの低減との関係を検討し

たところ，左右いずれの前頭葉においても

有意な相関関係は確認されなかった。 

  

Ｄ．考察 

【ストレス・うつ病教育用ウェブサイトの

効果評価】 

ウェブサイトを通じたストレスおよびう

つ病に関する学習は、対象者全体としては、

うつ病になった時のどの程度対応できるか

という自己効力感の増加に対して有意な効

果を示した。効果量は0.15と小さかったが、

ウェブサイトが低コストで多数の労働者に

提供できることを考えると有用な結果であ

ると考える。しかし対象者全体では抑うつ

症状の軽減効果は観察されなかった。 

過去１ヶ月間にストレス、うつ病などで

専門家に相談、受診していた者では、K6、

BID-II いずれでも抑うつ症状の有意な軽減
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効果が観察された。効果量は 0.5 以上と中

程度であった。またストレス対処の自己効

力感に対して有意な効果が認められた。ス

トレス、うつ病などで専門家に相談、受診

した者では、自らがストレスやうつ状態で

あるという自覚があるとともに、そのこと

に対する援助希求について目的意識や動機

づけが強いと考えられる。こうした状況に

対してストレス・うつ病に関する情報をウ

ェブサイトから学習することで、ストレス

対処法を理解し、改善することで抑うつ症

状が軽減している可能性がある。ストレ

ス・うつ病による相談・受診者では、他の

対象者に比べてウェブサイトの閲覧の程度

および満足度が高い傾向にあり、このこと

が効果を増強した可能性もある。本研究の

結果はオーストラリア国立大学の抑うつ症

状を持つ地域住民に対する研究と同様の結

果であり(Christensen et al. 2006)、ウェ

ブサイトによるうつ病に関する知識提供が

抑うつの軽減に効果的である可能性を示し

ている。 

 相談・受診していない者ではベースライ

ンでの抑うつ症状の有無にかかわらず、抑

うつ症状の軽減効果は見られなかった。抑

うつ症状のない者では、うつ病についての

理解、うつ病になった時の対処の自己効力

感が、効果量は 0.2 前後と小さいものの、

介入群で対照群よりも有意に増加してい

た。相談・受診していない者でも、ストレ

ス・うつ病に関する情報をウェブサイトか

ら学習することで、うつ病への理解、うつ

病になった時の対処の効力感が増加する可

能性がある。 

ウェブサイトを通じたストレス・うつ病

に関する学習は、ストレス・うつ病などで

専門家に相談・受診した労働者で抑うつ症

状を改善すること、また一般労働者ではう

つ病に関する知識・対処を向上させる可能

性が示された。しかし本研究では介入群の

うちウェブサイトを閲覧した者が５人に１

人にとどまっており、本来の効果が過小評

価されている可能性がある。 

【主要なスクリーニング尺度の層化尤度比

の算出】 

 K6、職業性ストレス簡易調査票のうつ病

尺度および CES-D についての層化尤度比は、

通常の感度と特異度の合計が最大になるカ

ットオフ点にくらべて、より高い得点を使

用した場合に、臨床診断での有用性がある

とされる５を越えて高い値となっていた。

通常のカットオフ点からこの得点までの間

の層では、一般労働者を対象としたスクリ

ーニングを行った場合、陽性者中の気分・

不安障害を持つ者の割合は４～５％にとど

まっており、面接等により多数の者を二次

スクリーニングしなければならなくなる。

より高い得点示した層では、気分・不安障

害を持つ者の割合は 30％以上となり、疾患

を持つ者にであう可能性はかなり高くなる。

二次スクリーニングを実施する資源が限ら

れている場合には、K6であれば 10＋、職業

性ストレス簡易調査票のうつ病尺度では

20+、CES-D では 20+の者にまず二次スクリ

ーニングを行うことが効率的であり推奨で

きる。 

【全国におけるリワークプログラムの実施

状況と利用者に関する調査研究】 

1． リワーク研究会所属の施設と利用者を対

象とし、リワーク（復職支援）プログラ

ムの実施状況を調査したところ、病院の

比率が昨年より 10％程度増加した。 
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2． 63 施設で合計 343 名のスタッフが勤務

していたが、臨床心理士が最も多く全体

の 3 割を占め、精神保健福祉士、看護師

が 2 割強であり、心理士の占める割合が

昨年より増加した点が注目される。 

3． 復職時の勤務先企業の産業医・産業保

健スタッフに対する連絡・調整は 7 割

の施設で行っており、書面が最も多く

7 割、診察時が 5 割、訪問が 2 割を占

めており、いずれも昨年と比較して割

合が増加していた。人事労務担当者に

対しての連絡・調整も 7 割の施設で実

施しており、診察や書面が最も多く

各々6 割であった。 

4． 復職後のフォローは外来診療が最も多

く 8 割であったが、復職後のフォロー

アッププログラムを実施している施設

も 35％にのぼり注目された。 

5． 再休職予防に対するプログラムの工夫

として、休職に至るモメントの自己理

解と受容の促しを実施している施設が

昨年同様 9 割を占めた。利用後に終了

した利用者との交流を目的としたプロ

グラムを行っている施設は 6 割、家族

対象のプログラムを行っている施設は

16％と昨年に比べ増加した。 

6． 今回の調査では、平成 22 年 10 月の任

意の 1 日に登録されていたリワーク利

用者 700 人について個別調査も実施し

た。休職回数は、初回が 46%で 2 回目

以上が 54％であった。今回の休職期間

は平均 406.1 日で総休職期間は 574.0

日であったように、頻回かつ長期間の

休職状態にある利用者が多いことが判

明した。また、DSM-Ⅳtr による双極

Ⅱ型の可能性がある利用者は 22％で

あった。このように診断としても双極

性障害の可能性を持つ利用者が多く、

難治性の気分障害が対象となっている

ことが浮き彫りとなった。 

【リワークプログラムの標準化ガイドライ

ンの作成と実施のための医療政策的研究】 

（１）結果のまとめ 

 今回の研究で現在実際に行われているリ

ワークプログラムを調査し解析した結果、

以下の点が明らかになった。 

1. プログラムの実施形態と目的区分を組

み合わせてみると 5 つの実施形態毎の

目的区分が明確となった。 

2. したがって、実施形態毎の代表的プロ

グラムを抽出するとモデルとなりうる

プログラム像が明らかとなった。 

3. この代表的プログラムに関して、グル

ープの構成、スタッフの観察の要素、

支援方法のポイント、運用時間を集計

すると、より具体的なプログラム像が

浮かび上がった。 

4. 一方、調査を行った医療機関毎の実施

形態によるプログラム実施状況をみる

と 7 割以上の施設で 4 以上の実施形態

でプログラムが行われていた。 

5. そして、4 以上の実施形態をプログラ

ム上で実現するには、デイケアにおき

て尐なくとも週 4 日、できれば週 5 日

でプログラムが提供されていることが

望ましいと考えられた。 

（2）標準的プログラムガイドラインとその

運用について 

 以上のことから標準化リワークプログラ

ムとしては、プログラムをどのような形態

で実施するかの実施形態と、プログラム実

施の目的との間には密接な関係があり、実
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施形態毎の代表的プログラムを提示するこ

とが出来た。そして、代表的プログラムを

実施していくためのグループの構成、スタ

ッフの観察の要素、支援方法のポイント、

運用時間なども示している。 

 しかしながら、5 区分の実施形態を持つ

プログラムを提供していくためにはデイケ

アでも週当たり 4 日以上、すなわち実質的

に 20 時間以上のリハビリテーションでな

ければ実現は困難と考えられるので、通院

集団精神療法、精神科作業療法、ショート

ケアのみで実施されているプログラムにお

いては、本研究で示す標準化リワークプロ

グラムを適応することは困難と考えられる。

したがって、これらの診療報酬区分におけ

るプログラムのあり方は別途検討する必要

があろう。 

【リワークプログラムの効果を評価するた

めの無作為化比較対象試験介入群と無介入

群におけるドロップアウト率の比較】 

研究参加者 22人のうち、3 割以上にあた

る 8 人が脱落していた。特に介入群におい

ては、割り付けられた 10人の半数以上にあ

たる 6 人が脱落していた。一方、対照群に

おける脱落率は 12人中 2人であり、介入群

と対照群における脱落率は有意に異なって

いた。脱落した 6 人のうち 4 人がリワーク

プログラム導入前に脱落していることから、

リワークプログラムのネガティブな効果に

よる脱落ではなく、参加者が研究事務局に

アクセスしてから、研究に導入し、リワー

クプログラムを開始するまでの手順がやや

煩雑であることが、脱落と関連している可

能性が示唆された。今後、脱落を減尐させ

るため、研究導入時の手続きを簡便にして

いく工夫が必要だと考えられる。 

脱落と人口統計学的特徴との関係を検討

したところ、性別のみが脱落と有意な関連

を示しており、女性において脱落する割合

が有意に多かった。平成 20年の雇用労働調

査によれば、本研究の参加者の平均年齢で

ある 35 歳から 39 歳における離職率は、男

性では 8.2%であるのと比較して、女性では

14.5%と高い（厚生労働省、2008）。女性に

おける離職傾向の高さが、リワークプログ

ラム、そして本研究参加への動機づけの低

さと関連している可能性はある。また、医

療機関におけるリワークプログラムの参加

者は一般的に男性がほとんどであり、一般

的な参加者として男性が想定されているこ

と多い。こうしたことも、女性における脱

落率の高さと関連している可能性がある。 

導入時の評価と脱落との関連では、症状

の重症度、社会機能の高さ、対処方法につ

いては脱落群と非脱落群に有意な差は見ら

れないが、TEMPS および TCI で評価した気

質について、有意な差が認められた。脱落

群は、非脱落群と比較して、有意に TEMPS

で評価した発揚気質が高い傾向があり、TCI

で評価した損害回避傾向が低い傾向があっ

た。発揚気質の高さ、損害回避傾向の低さ

は、ともに行動的であること、新しい事柄

に気軽に挑戦することと関連すると考えら

れる。そのため、本研究への参加にこだわ

ることなく、別の期間で行っているリワー

クプログラムに参加する、あるいは、復職

にこだわることなく、退職して別の職場へ

の再就職を目指す、といった理由での脱落

が多かった可能性がある。また、自分自身

で介入を行う医療機関を選択することがで

きないという RCT の構造自体が、発揚気質

が高い対象者にはなじまないという問題も
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あるかもしれない。 

今後、導入手続きを簡便にする、研究参

加者であっても、できるだけ通常のリワー

クプログラムと同様の医療サービスが受け

られるように配慮するなどの工夫を行う事

により、研究導入後の動機づけを高く維持

することができるのではないかと考えられ

た。 

脱落率の高さは、研究の信頼性を損なう

重大な課題である。リワークプログラムの

効果を適切に検討するためには、本研究の

研究導入時、および研究導入後の手続きを

見直す必要があると考えられた。 

【非介入群の経過】 

復職時の精神症状や社会適応度からは、

その後の継続の可能性は予測できない可

能性があるが、本人の生活状況や過去の

転職回数、認知機能の観点からその後の

継続率を予測できる可能性がある。 

【職場復帰に関する生物学的指標の開発】 

研究の結果から仕事の心理的負荷は血

漿 BDNF濃度を減尐させること、十分量の

血漿 BDNF濃度は社会適応を維持するのに

必要であることが明らかになった。また、

血漿 MHPG濃度が高いほど、開放性が高く、

社会適応度も高かった。 

【復職前の夜間睡眠と復職後の経過との関

連に関する研究】 

休職前の中途覚醒時間が長いこと、睡眠

効率が低いこと、睡眠中の LF/HF 比が高い

ことが、復職後の再休業率の高さと関連す

ることが示唆された。また、復職前の睡眠

中の HF値が高いことは、復職 3ヵ月後に就

業制限のない通常勤務を行うことの予測因

子であることが示唆された。再休業群で中

途覚醒時間が長くなり、睡眠効率が低下し

ていたことは、これらを生じさせる何らか

の睡眠の質的な問題を抱えたまま復職した

可能性が示唆される。また、睡眠中の交感

神経活動の高さと復職後の再休業率も有意

に関連しており、さらに睡眠中の副交感神

経活動の高さと復職後の回復の早さが関連

していたことは、やはり復職前の睡眠の質

が、復職後の重要な予測因子であることを

伺わせる。これらのことから、復職後の再

休業を防ぎ、通常勤務に復する可能性を高

めるためには、復職前の睡眠状態にも注意

し、リワーク活動の中で、適宜睡眠に対す

る必要な介入（リラクセーションや睡眠時

間制限法などの睡眠の認知行動療法も含め

て）を行う必要性があると考えられた。 

【睡眠不足が認知機能・運転技能に与える

影響の検討】 

本研究によって，ひと晩だけの睡眠はく奪

であっても，睡眠充足時と比べて，急ブレ

ーキ操作に関わる運転技能を有意に障害し，

持続的注意力の低下を引き起こすことが明

らかとなった。さらにその影響は，脳血流

量の変化という生理指標においても確認さ

れた。ブレーキ反応の遅延や持続的注意力

の低下は交通事故や労働災害の増加につな

がる可能性があると考えられる。医療関係

者は不眠に対して，十分な配慮をするべき

である。 

 

Ｅ．結論 

【ストレス・うつ病教育用ウェブサイトの

効果評価】 

ウェブサイトを通じたストレス・うつ病

に関する学習は一定以上のうつ状態にある

労働者ではその症状を改善し、一般労働者

ではうつ病に関する知識を向上させる可能
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性が示された。 

【主要なスクリーニング尺度の層化尤度比

の算出】 

二次スクリーニングを実施する資源が限

られている場合には、K6であれば 10＋、職

業性ストレス簡易調査票のうつ病尺度では

20+、CES-D では 20+の者にまず二次スクリ

ーニングを行うことが効率的である。 

【全国におけるリワークプログラムの実施

状況と利用者に関する調査研究】 

プログラムに関してはプログラム内容の

充実やフォローアッププログラムの実施が

増加する等が示された。また、企業との連

携が徐々に充実して生きていることも判明

した。 

 利用者に対する大規模な調査を行ったが、

休職回数が多く、また、休職期間も長い利

用者がプログラムを利用している現実が明

らかとなり、双極性障害を疑う症例も 2 割

を超えていることも示され、今後の課題が

残されていると考える。 

【リワークプログラムの標準化ガイドライ

ンの作成と実施のための医療政策的研究】 

 プログラムの実施形態と目的区分の組み

合わせにより、実施形態ごとの代表的なプ

ログラムを抽出し、また、プログラムの運

用面での指針を作成し、標準化リワークプ

ログラムを作成した。なお、デイケアにお

いてはこの標準化プログラムを実施するに

は時間的にデイケアでのみ適用できると考

えられた。 

【リワークプログラムの効果を評価するた

めの無作為化比較対象試験介入群と無介入

群におけるドロップアウト率の比較】 

 2008 年 10 月から 2010 年 11 月までに 22

人が研究に参加したが、そのうち 8 人が研

究から脱落した。介入群において有意に高

い脱落率が認められたが、その半数以上が

リワークプログラムへの導入以前に脱落し

ていた。このことから、脱落はリワークプ

ログラムそのものの影響によって起こった

のではなく、研究への導入手続きの過程に

影響された可能性が高いと考えられた。ま

た、脱落は症状の重症度や社会機能とは関

連はなかったものの、性別、気質と関連が

あり、女性、高い発揚気質、低い損害回避

傾向が、脱落しやすさと有意に関連してい

た。 

 今後、リワークプログラムへの導入前の

脱落を尐なくするよう、研究導入手続きを

見直していく必要があると考えられた。 

【非介入群の経過】 

本研究はまだ症例数が尐なく今後とも

研究を継続する必要がある。 

【職場復帰に関する生物学的指標の開発】 

血中 BDNF, MHPG濃度が職場ストレスの

生物学的指標になりうる可能性も考えら

れる。外向性という性格傾向はうつ病を

発症しにくく、社会適応能力が高い可能

性が考えられた。 

【復職前の夜間睡眠と復職後の経過との関

連に関する研究】 

復職前の睡眠の質は、復職後の経過の有

意な予測因子であることが示唆された。リ

ワーク活動においては、睡眠に対する注意

と適切な介入が必要である。 

【睡眠不足が認知機能・運転技能に与える

影響の検討】 

うつ病治療に用いられる向精神病薬の中

には，睡眠状態に影響を与えることが報告

されているものも存在する。本研究の結果

から，不眠によって，運転を含めた日常業
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務の遂行など患者の社会復帰が妨げられ兼

ねず，労働災害に結びつく危険性もあるこ

とが示唆された。うつ病治療においては，

その開始時から，復職支援も視野に入れて，

効果と安全性の双方を考慮した薬物療法を

実施することが肝要であると考えられる。 

 

Ｆ．健康危険情報 

該当なし 
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