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研究要旨
わが国では精神疾患による休職者の復職および復職後の再休職防止を目的とした復職支援プログ

ラム（以下リワークプログラム）が全国の医療機関で実施されており、その効果についても検証さ
れつつある。しかし既存のリワークプログラムは参加期間が長く、中小企業やそこに勤務する労働
者が利用しにくいという課題があり、短期間で実施できるリワークプログラムへの社会的要請が高
い。そこで短期型リワークプログラムを実施し、既存型リワークプログラムとアウトカムを比較す
るとともに、医療経済的な評価を行うことを目的とする研究を実施する。本報告では研究のプロト
コルを紹介するとともに、現時点における進捗状況および課題を報告する。

研究デザインはランダム割付けを伴わない前向きコホート研究とし、参加プログラムは対象者の
希望で決定する。評価については、介入開始３カ月／６カ月後時点に、社会機能、復職準備性、精
神症状等を評価し、復職後に１カ月に１回、就労継続状況、ワークパフォーマンス、健康関連 QOL
を評価する。費用については、直接費用（医療費と薬剤費）および間接費用（労働生産性損失：ab-
senteeism と presenteeism の総計）を算出する。解析では、両群におけるアウトカムに差がある
かどうかを検討するとともに、医療経済的評価として費用効用分析、費用効果分析、費用便益分析
を実施する。

進捗状況としては、２０１６年３月時点で１０人が研究に導入され、５人が短期型、５人が既存型プロ
グラムを選択した。短期型を選択する人はプログラム開始時点の精神症状が軽症、過去の休職回数
が少ない、休職開始からプログラム開始までの期間が長い、残休職期間が短い傾向があり、短期型
を選択する患者と既存型を選択する患者には背景要因に違いがある可能性が示された。両群の比較
を行う際には、背景要因を統計的に統制する必要がある。

今後、対象者の募集を継続するとともに、来年度以降に中間解析を実施し報告する予定である。

Ａ．研究目的
我が国において、精神疾患による休職者は

年々増加している（労働安全衛生調査，２０１３）。
また精神疾患による休職者の職場復帰後の予後
をフォローアップした研究では、復職後に再休
職する事例が少なくないことが複数の研究で報
告されている（Endo et al., 2013）。復職後に再

休職を繰り返すことは、患者の生産性や生活の
質に大きな影響を及ぼすことが報告されている
ことを考慮すると（Lerner et al., 2008）、精神
疾患による休職者が復職後に再発することな
く、就労を継続できることを目的とした支援が
必要である。

こうした背景から、我が国では精神疾患によ
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る休職者の復職および復職後の再休職防止を目
的とした復職支援プログラム（以下リワークプ
ログラムとする）が２０００年頃より開始された。
現在ではリワークプログラムは全国に広がり、
リワークプログラムを実施している施設が入会
できるうつ病リワーク研究会には全国で１９０以
上の医療機関が入会している（うつ病リワーク
研究会、平成２７年２月時点）。

また、最近ではリワークプログラムの効果に
ついての報告も行われており、全国のリワーク
プログラムを利用した群（リワークプログラム
利用群）と、背景要因を統制するためにリワー
クプログラムを利用する条件付き確率（傾向ス
コア）でマッチングした通常治療群を比較した
コホート研究では、リワークプログラム利用群
が有意に長く就労を継続していることが報告さ
れている（大木 et al., 2013）。また対象者をリ
ワークプログラム利用群と個人生活指導群に無
作為に割り付け、介入開始から６か月間の社会
機能、抑うつ症状、非機能的認知の変化を比較
した研究では、リワーク利用群において、個人
生活指導群よりも有意に非機能的認知が改善す
ることが報告されている（酒井，２０１４）。

しかしうつ病リワーク研究会によれば、リ
ワーク参加期間は平均２５０．４日，標準偏差１７５．４、
中央値２１１．０日とされており、これは特に中小
企業においては許容できる休務期間を超える。
また医療費の削減や労働生産性損失の削減と
いった医療経済的な側面からも、より短期間で
実施されるリワークプログラムへの社会的な要
請は高いと考えられる。一方で、短期型のプロ
グラムであっても、既存型と同等の一定の就労
継続効果があることが当然ながら期待される。

そこで本研究では、①短期型リワークプログ
ラムと既存型リワークプログラムを実施し、プ
ログラム前後および復職後のアウトカムを比較
すること、②短期型リワークプログラムの医療
経済的な評価を行うこと、③復職後の職場にお

けるフォローアップ体制の探索的な検討を目的
とする。本研究の仮説は以下のとおりである。
①短期型リワークプログラムはプログラム前後
の社会機能の変化、および復職後の就労継続に
おいて、既存型リワークプログラムと同等の効
果を有する。②短期型リワークプログラムは既
存型リワークプログラムよりも医療経済的に優
位である。

Ｂ．方法
１）対象

本研究は品川駅前メンタルクリニックにおい
て実施する。対象の選択基準は、調査実施機関
で実施する短期型および既存型のリワークプロ
グラムの利用を希望する患者のうち、ICD-10
の気分障害 Ｆ３）の診断基準を満たすものと
する。除外基準は ICD-10 の統合失調症（Ｆ２）、
脳器質性精神疾患（Ｆ０）、物質依存性障害（Ｆ
１）の診断基準を満たすものとする。目標症例
数は、各群１５人とする。
２）研究デザイン

本研究はランダム割り付けを伴わない前向き
比較対照試験である。どちらのプログラムに参
加するかは対象者の希望で決定する。

評価者の盲検化は行わないが、期待によるバ
イアスを避けるため、評価者はリワークプログ
ラムの実施や研究に関わらない独立したリサー
チアシスタントが担当する。
３）介入内容

品川駅前メンタルクリニックにおける既存型
リワークプログラムと短期型リワークプログラ
ムのコおよび内容は表１のように整理されてい
る（有馬、２０１５）。

既存型のリワークプログラムが内省モデルに
基づいて行われるのに対し、短期型リワークプ
ログラムは行動モデルに基づいて行われる。プ
ログラム内容の特徴としては、既存型のリワー
クプログラムと比較して心理教育・演習の割合
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が少なく、ジョブトレーニングの割合が多い。
またプログラムにおいて達成すべき目標設定
も、既存型リワークプログラムと比較して少な
い。また短期型プログラムは３カ月から６カ月
程度しか休職することができないという社会的
ニーズに対応することができる。一方、既存型
プログラムは最低１年間の休職期間が残ってい
ることが望ましい。

各プログラムはそれぞれ担当の精神保健福祉
士や心理士が配置され、週５日のプログラムを
実施している。

介入期間は対象者の状態により個人差がある
が、短期型プログラムについては４カ月から６
カ月、既存型プログラムについては８カ月から
１２カ月程度となることが想定されている。
４）評価項目
①介入前後の変化に関する評価

プログラム開始時点、開始３／６カ月後、復
職決定時に以下の評価を実施する。
•社会機能：Social Adaptation Self-evaluation

Scale（Bosc et al., 1997）
•復職準備性：復職準備性評価尺度（酒井 et

al., 2012）
•精神症状：ハミルトンうつ病評価尺度
（Hamilton, 1960）、Beck Depression Index-
II（Beck et al., 1996）

•作業能力：内田クレペリン作業能力検査
•リワーク評価表 自己分析・再発予防項目
•非機能的態度：Dysfunctional Attitude Scale

-24（Power, 1995）
•公共スティグマ：Perceived discrimination

devaluation scale（Link et al., 2004）
•健康関連（EQ-5D-5L ; （Herdman et al.,

2011）
②復職後のフォローアップ評価

復職後は、１カ月に１回、以下の項目につい
て調査を行う。
•就労継続状況（精神疾患による再休職があっ

た場合、再休職発生日および再復職辞令交付
日を調査する）

•ワークパフォーマンス（WHO-HPQ ; Kessler
et al., 2003）

•健康関連 QOL（EQ-5D-5L）
③費用

短期型プログラムおよび既存型プログラムの
医療経済的評価を行うため、精神疾患の治療に
かかる直接費用（医療費と薬剤費）および間接
費用（労働生産性損失）の算出を行う。

医療費と薬剤費についてはレセプトデータを
利用して算出する方法と、医療サービス利用調
査票を利用して算出する方法の双方を合わせて
行う。

労働生産性損失については、分析の始点から
１年間／２年間の勤務日数（absenteeism）お
よびワークパフォーマンス（presenteeism）か
ら算出する。
④共変量

リワークのプロセスに影響を与える可能性の
ある要因として、性、年齢、教育歴、婚姻状況、
職位、職種、事業所規模、転職経験、精神科的
診断（ICD-10）、罹病期間、初発年齢、過去の
休職回数、過去の休職期間、今回休職期間等に
ついて調査を行う。

５）解析
①プログラムの効果に関する検討

短期型リワークプログラム群と既存型リワー
クプログラム群の間に、介入開始から３か月後
および６か月後までの主要評価項目および副次
的評価項目の変化に差があるかどうかについて
線形混合モデルで検討する。

短期型リワークプログラム群と既存型リワー
クプログラム群の間に、復職までの期間に差が
見られるかについて生存分析で検討する。

短期型リワークプログラム群と既存型リワー
クプログラム群の間に、復職後の勤務継続期間
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に差が見られるかどうかについて生存分析で検
討する。

短期型リワークプログラム群と既存型リワー
クプログラム群の間に、復職後のワークパ
フォーマンスの差があるかどうかを分散分析で
検討する。

短期型と既存型リワークプログラム群の間に
介入開始から１年間／２年間の勤務日数および
ワークパフォーマンスに差があるかについて分
散分析で検討する。
②医療経済的評価に関する分析
（ア）費用効用分析

分析の立場を公的医療支払者の立場とすると
き、それぞれのプログラムにおける費用を分析
期間の医療費と傷病手当金の総計、効用を EQ
-5D-5L から算出した質調整生存年（QALY）
とし、費用効用比（医療費／QALY）を算出す
る。

また分析の立場を限定された社会の立場とす
るときは、費用を分析期間における医療費と傷
病手当金の総計に労働生産性損失の推計も加え
た総計とし、費用効用比（医療費＋労働生産性
損失／ＱＡＬＹ）を算出する。労働生産性損失
は対象者の年齢の平均賃金から推計する。
（イ）費用効果分析

分析の立場を公的医療支払者の立場とすると
き、費用を分析期間の医療費と傷病手当金の総
計とし、効果を分析期間の総勤務日数としたう
えで費用効果比（医療費の総計／総勤務日数＝
１日勤務できることにかかる費用）を、それぞ
れのプログラムについて算出する。
（ウ）費用便益分析

分析の立場は限定された社会の立場となる。
費用便益分析では、費用（分析期間における医
療費と傷病手当金の総計）と便益（分析期間の
労働生産性損失の節約。対象者の年齢の平均賃
金から推計する）の差を、それぞれのプログラ
ムについて算出する。

なお全ての医療経済的分析において、分析期
間を、休職期間を始点とする１年および２年間
とする分析と、介入開始を始点とする１年およ
び２年間とする分析の双方を行う。

統計解析は STATA 12.0（Stata Corporation,
College Station, TX, USA）および SPSS for
Windows 21.0（IBM, Armonk, NY, USA）を用
いて行う。

６）倫理的配慮
本研究は実施に先立ち NTT 東日本関東病院

の倫理委員会により審査され、承認された。ま
た全ての被験者から文書による同意を得てい
る。

Ｃ．結果
現時点における進捗状況は以下の通りであ

る。２０１５年１１月より対象者のリクルートを開始
し、２０１６年３月の時点で１０人が研究に導入され
た。このうち５人が短期型プログラムを選択し、
５人が既存型プログラムを選択した。

各プログラムを選択した対象者の特徴を表２
にまとめた。

平均年齢は短期型プログラムを選択した人が
４２．８歳（SD＝９．７）、既存型プログラムを選択
した人が３８．４歳（SD＝１１．２）であった。性別
は短期型を選択した人が５人とも男性であった
のに対し、既存型を選択した５人のうち、１人
が女性であった。教育歴は短期型を選択した人
が５人とも大学卒であったのに対し、既存型を
選択した人のうち、２人が高校卒業であった。

職位は短期型、既存型とも５人中１人が管理
職であった。既存型プログラム１０人の対象者の
全てが従業員１０００人以上の大企業に勤務してい
た。

ICD-10 診断では、短期型、既存型とも５人
中４人がＦ３２であり、１人がＦ３３であった。

休職回数の平均は短期型が１．６回（SD＝０．５）、
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既存型が２．２回（SD＝１．１）であった。また過
去の総休職期間の平均は短期型が８．０カ月（SD
＝８．６）、既存型が７．２ヶ月（SD＝６．２）であっ
た。短期型プログラムと既存型プログラムにお
いて今回の休職開始からの日数は短期型が２９９
日（SD＝２３１．０）、既存型が１３０日（SD＝５２．３）
であった。今回、会社の規定によって休職満了
となるまでに残された休職期間の平均は、短期
型が１８カ月（SD＝７．８）、既存型が２７．８カ月（SD
＝９．５）であり、有意ではないが既存型を選択
した対象者は残休職期間が長い傾向があった。

プログラム開始時の状態に関する評価を比較
すると、ハミルトンうつ病評価尺度により評価
されたうつ病症状の重症度対象者の特徴に有意
な差（t＝２．７５，p＜０．０５）が認められ、短期型
プログラムを選択した人は、既存型プログラム
を選択した人よりも抑うつ症状が軽症であっ
た。復職準備性評価尺度、SASS、BDI につい
ては有意な差は認められなかった。

Ｄ．考察
対象者導入開始からの４カ月で１０人が導入さ

れ、対象者導入のペースは順調である。
平成２８年２月時点における対象者の特徴を検

討したところ、短期型プログラムを選択する患
者は、①プログラム開始時点の症状が軽症であ
る、②過去の休職回数が少ない、③今回の休職
開始からプログラム開始までの期間が長い、④
残休職期間が短い、という特徴を持つ可能性が
示唆された。未だ１０人の対象者しか導入されて
いない段階であるため、この傾向が今度も維持
されるかどうかについては不明であるが、現段
階では短期型リワークプログラムを選択する人
は、既存型リワークプログラムを選択する人に
対して、相対的に症状がより改善した時点で、
最終的な復職準備としてプログラムを利用する
傾向がある可能性が考えられた。一方で、既存
型のリワークプログラムを選択する人は、短期

型リワークプログラムを選択する人と比較し
て、休職開始後まだ症状が改善しきっていない
段階であっても早めにリワークプログラムを利
用しようとする人が多いこと、またこれには過
去の休職体験の多さも関わっている可能性があ
ると考えられた。

このように対象者の特徴が異なる可能性があ
るため、２つのプログラムの効果もしくは医療
経済的な評価について、単純に比較することは
できない。両群の比較を行う際には、短期型プ
ログラムを選択する条件付き確率（傾向スコア）
を利用するなどの方法で背景要因を統制する必
要があると考えられる。

Ｅ．結論
短期型リワークマニュアルの効果を検討する

ための前向きコホート研究を実施しており、そ
の詳細なプロトコルおよび進捗状況を述べた。
結果については、来年度以降に中間解析を行い、
公表する。

Ｆ．健康危機情報
該当なし。

Ｇ．研究発表
１．論文発表

なし
２．学会発表

なし

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況
１．特許取得

なし
２．実用新案登録

なし
３．その他

なし
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表２ 短期型リワークプログラムと既存型リワークプログラムの参加者の特徴

短期型 既存型

平均（Ｎ） SD（％） 平均（Ｎ） SD（％）

年齢 ４２．８ ９．７ ３８．４ １１．２

性別 男性 ５ １００％ ４ ８０％

女性 ０ ０％ １ ２０％

学歴 大卒以上 ５ １００％ ３ ６０％

高校卒業 ０ ０％ ２ ４０％

配偶者有無 あり ３ ６０％ ２ ４０％

なし ２ ４０％ ３ ６０％

事業所規模 １０００人以上 ５ １００％ ５ １００％

職位 管理職 １ ２０％ １ ２０％

非管理職 ４ ８０％ ４ ８０％

診断（ICD10） Ｆ３２ ４ ８０％ ４ ８０％

Ｆ３３ １ ２０％ １ ２０％

初診年齢 ３２．４ ９．５ ３３．２ １３．５

過去の休職回数 １．６ ０．５ ２．２ １．１

過去の総休職期間（月） ８ ８．６ ７．２ ６．２

今回休職開始からの日数 ２９９ ２３１．０ １３０ ５２．３

HAM-D ３．８ ２．５ ７．３ ０．５

復職準備性評価 ６５．５ ９．７ ５７．５ ６．４

SASS ３２．２ ３．８ ２６．０ ６．５

BDI ９．７ １０．８ １５．８ ５．６

表１ 品川駅前メンタルクリニックにおける２つのリワークプログラムの特徴

短期型プログラム 既存型プログラム

コンセプト 行動モデル 内省モデル

プログラム内容 ジョブトレーニング（３０％） ジョブトレーニング（１０％）

心理教育・演習（６０％） 心理教育・演習（８０％）

エクササイズ（１０％） エクササイズ（１０％）

目標設定 ８項目 １４項目

（評価項目）

社会的ニーズ ３～６か月しか １年は休める

休めない
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