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研究要旨
本研究では、精神障害者の就労移行状況における課題の把握（１．中小企業との連携強化方法の

提示、２．地域における諸機関との連携の標準化、３．疾病・服薬の運転技能への影響の検討、４．
文献レビュー、５．再休職状況の把握、６．短期間のリワークプログラムモデルの開発）、うつ病
患者をふくむ精神障害者に対する復職体制の構築（７．リワークプログラム利用群の長期予後、８．
リワークプログラムの費用と効果に関する医療経済的研究、９．リワークマニュアルの有効性の検
証、１０．リワーク施設職員の研修体制および評価に関する研究、１１．リワークプログラムの多様化
に対応したプログラムのモデル化、１２．発達障害の特徴を有する対人関係障害者へのリワーク支援
の系統化）、精神障害の就労支援（１３．医療機関から精神保健福祉士等がアウトリーチを行うこと
の有効性についての検討）を目的としている。このうち、７．リワークプログラム利用群の長期予
後については、平成２６年度までで分析を終えているので、今年度はその他の研究課題について報告
する。

１．中小企業との連携強化方法の提示については、①中小企業において、一次予防のために、社
員研修会で使用できる分かりやすい資料の出版 ②復職後のフォローアップツールの改訂、③社会
保険労務士を対象とする中小企業における包括的なメンタルヘルス対応に関する講演会の有効性の
確認を行った。

２．地域における諸機関との連携の標準化については、他院との連携方法、治療機関と企業との
連携方法、モデル文書の作成について、実態調査および問題点の抽出を行った。

連携を適切に行うには治療機関側に担当者（リワークコーディネーター）を置くことが効果的と
考えられる。また、連携に関連する費用の経済的評価が必要と考えられる。

３．疾病・服薬の運転技能への影響の検討では、治療中で社会復帰準備期にあるうつ病患者の運
転技能を検討し、健常者との比較を試みた。向精神薬は慢性投与下ではその影響は小さいことが示
唆され、運転適性判断においては、一律の規定ではなく、複合的要因に配慮した総合的な判断が必
要である。

４．文献レビューについては、①復職支援に関する介入研究は数が少なく、また研究が行われて
いる地域が、限局、偏在している、②対象が男性、精神科施設での介入、２４ヵ月以上の追跡調査が
介入の有効性に関連している可能がある。

５．再休職状況の把握については、業務内外ストレスシート、上司や職場の対応調査シートの改
訂案が作成された。業務内外ストレスシートについては、項目を集約できる可能性について検討す
る必要がある。
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Ａ．研究目的
今年度の本研究の各課題の目的は、以下であ

る。
【中小企業との連携強化方法の提示】
①中小企業において、一次予防のために、社員
研修会で使用できる分かりやすい資料の出版
②復職後のフォローアップツールの改訂
③社会保険労務士を対象とする中小企業におけ

る包括的なメンタルヘルス対応に関する講演会
の有効性の確認

【地域における諸機関との連携の標準化】
①治療機関と他院主治医との連携
②治療機関と企業との連携
に関する実態調査
③連携時のモデル文書の作成

６．短期間のリワークプログラムモデルの開発については、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。

８．リワークプログラムの費用と効果に関する医療経済的研究では、間接費用、すなわち労働生
産性の損失については、欠勤等により発生する労働生産性の損失である absenteeism は復職時よ
り比較的少なく、１年を通して変化は見られなかった。就労下において発生する罹病による労働生
産性の損失である presenteeism については、１年間の追跡の結果、有意な改善が見られていた。

９．リワーク指導マニュアルの RCT では、復職決定時における活動性の維持は、復職継続率を
高める可能性がある。リワークマニュアルの有効性に関しては次年度検討する予定となっている。

１０．リワーク施設職員の研修体制および評価に関する研究については、「基礎コース」「専門コー
ス」研修を実施した。各施設におけるプログラムの質の担保が確認できるような内部評価項目の検
討を行い、外部評価を行うための方策の検討も実施した。

１１．リワークプログラムの多様化に対応したプログラムのモデル化については、９施設の調査を
実施した。実地調査からは、経済面、人材面、研究面、医療面での問題や課題が明らかになった。

１２．発達障害の特徴を有する対人関係障害者へのリワーク支援の系統化については、「能力発達
のばらつきへのリワーク支援の手引き」第２０版が作成され、次年度に有用性の検証を行うことが可
能になった。

１３．医療機関から精神保健福祉士等がアウトリーチを行うことの有効性についての検討について
は、研究参加機関は５つの医療機関、１３の地域就労支援機関の合計１４機関（うち１機関は脱落）で
あった。１３機関のフィデリティ得点、対象者の性別、平均年齢、GAF 得点は、過去の援助付き雇
用に関する研究における対象者の数値と比較し、統計的な有意差はなかった。

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精神医学 教授
酒井 佳永 跡見学園女子大学文学部臨床心理学科 准教授
堀 輝 産業医科大学医学部精神医学 助教授
山口 創生 国立精神・神経センター精神保健研究所社会復帰相談部 室長
山内 慶太 應義塾大学看護医療学部・大学院健康マネジメント研究科 教授
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【疾病・服薬の運転技能への影響の検討】
社会復帰準備期にあるうつ病患者の運転技能

を検討し、健常者との比較

【文献レビュー】
①復職支援プログラムに関する論文の検討
②介入内容や効果についてのエビデンスの統合
③介入の有効性への関与要因の検討

【再休職状況の把握】
昨年度作成された資料の改訂

【短期間のリワークプログラムモデルの開発】
①短期型リワークプログラムと既存型リワーク
プログラムのアウトカムの比較
②短期型リワークプログラムの医療経済的な評
価
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

【リワークプログラムの費用と効果に関する医
療経済的研究】

①復職後の労働生産性の経時的変化の明確化
②復職後の労働生産性に関わる要因の検討

【リワーク指導マニュアルの RCT】
①リワークマニュアルを用いた指導の有効性の
RCT
②通常治療下における復職継続に関連する要因
の検討

【リワーク施設職員の研修体制および評価に関
する研究】

①実地研修を組み込んだ研修プログラムの作成
②リワーク施設び内部評価、外部評価のあり方
の検討

【リワークプログラムの多様化に対応したプロ
グラムのモデル化】
モデルプログラムとなりうるプログラムを実

施しているリワーク施設への実地調査

【発達障害の特徴を有する対人関係障害者への
リワーク支援の系統化】

「能力発達のばらつきへのリワーク支援の手
引き」の作成

【医療機関から精神保健福祉士等がアウトリー
チを行うことの有効性についての検討】

１）援助付き雇用型支援における ES と CMer
のサービス提供量とサービス内容の検証、
特にアウトリーチ型サービスの提供時間と
就労アウトカムの関連の検証

２）援助付き雇用型支援における就職や就職継
続に影響する個人要因の検証

３）援助付き雇用型支援におけるコストの検証

Ｂ．研究方法
【中小企業との連携強化方法の提示】
①一次予防資料の出版

集団認知行動療法の理論を背景としたメンタ
ルヘルス一次予防のスライド、スライドに関す
る説明、一次予防研修の稟議書の作成方法など
を、すべて収めた書籍を執筆し、刊行した。
②復職後のフォローアップツールの改訂

社会保険労務士からの聞き取りに基づいて資
料の改訂を行った。
③社会保険労務士へのセミナーの有効性確認

社会保険労務士を対象とする、中小企業にお
けるメンタルヘルス管理についてのセミナーを
行い、セミナーの前後で、メンタルヘルス管理
に関する自信などについて、アンケート調査を
行った。

【地域における諸機関との連携の標準化】
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うつ病リワーク研究会に所属する医療機関
に、調査票を用いた調査を行った。

【疾病・服薬の運転技能への影響の検討】
対象

運転免許を有し、運転歴のあるうつ病患者６８
名（４１．６±７．１才、男女比６２：６）と年齢と性
をマッチさせた健常者６７名であり、精神科診断
面接（SCID）により精神疾患の有無を確認した。
方法

運転業務を模した課題として、運転シミュ
レータを用いて、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、十分な練習の上
で施行した。また認知機能試験としては、Con-
tinuous Performance Test（CPT：持続的注
意）、Wisconsin Card Sorting Test（WCST：
遂行機能）、Trail Making Test（TMT：遂行
機能、処理速度、視覚的注意）の３課題を行っ
た。症状評価として、ハミルトンうつ病評価尺
度（HAMD）、ベック抑うつ質問票（BDI）、
自記式社会適応度評価尺度（SASS）、Stanford
眠気尺度（SSS）を行い、その他、教育年数、
運転歴、運転頻度、年間走行距離、処方薬を確
認した。

【文献レビュー】
１．選定基準
１）精神疾患を有して休職している企業社員を
対象としている
２）復職までの期間の短縮または復職後の就労
継続を支援するための非薬物的介入を実施して
いる
３）通常治療群もしくは通常処遇群を設定して
いる
４）アウトカムとして復職までの期間または復
職後の就労継続を評価している

５）研究デザインが無作為割付試験または準実
験デザインである
６）日本語あるいは英語で書かれている研究で
ある
２．選定手順

選定基準に合致したキーワードを用いて、５
つの学術データベース（Medline、Cochrane、
Web of science、PsychoInfo、医中誌：最終ア
クセス日時２０１３年２月１９日）で、関連する研究
を検索し、検索された論文をスクリーニングし、
全文を入手して、最終的な対象研究を選定した。
３．データの抽出と研究の質の評価

対象となった論文の研究の質の評価には、
EPOC check list を使用し、２名の著者（SY、
AN）がそれぞれ独立に論文を評価した。評価
した後、それぞれの結果を共に照合し、最終的
な評価結果を決定した。
４．エビデンスの統合

選定した論文のうち、介入効果があった論文
と介入効果がなかった論文の２群に分け、抽出
したデータを統計的処理に基づいて解析し、エ
ビデンスを統合した。

【再休職状況の把握】
リワーク、産業精神保健、発達障害の専門家

からの情報収集に基づいて、業務内外ストレス
シート、上司の対応調査シートの改訂を行った。

【短期間のリワークプログラムモデルの開発】
１）対象

ICD-10 の気分障害 Ｆ３）の診断基準を満
たすもの
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。
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
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リワークプログラムと短期型リワークプログラ
ム

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（Ham-

ilton, 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。
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カ月後
および６カ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
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。
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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。

【リワークプログラムの費用と効果に関する医
療経済的研究】

１）対象
うつ病リワーク研究会の１６都道府県２６の正会

員施設にてリクルートを行った。対象者の組入
基準は、①気分障害、②今回の復職にあたって
の休職期間が１０ヶ月以上、③２０歳以上の全てに
該当する者とした。
２）調査方法と調査項目

調査は、復職時のベースライン調査、復職１、
６、１２カ月後の復職後調査の計４回実施する。
労働生産性および就労状況や治療状況などに関
する自記式質問紙調査票を郵送により送付回収
する。

主要評価項目は、HPQ（WHO Health and
Work Performance Questionnaire short form
日本語版）による、presenteeism、absenteeism

である。副次的評価として、CES-D（center for
epidemilogic studies depression scale）による
うつ病自己評価尺度、BSDS（Bipolar Spectrum
Diagnostic Scale）による双極性障害のスクリー
ニング、 EQ5-D による QOL 評価を実施する。

また対象者の性別、年齢、婚姻状況、教育歴
等の基本属性をはじめ、休職歴や試し出勤状況
等の復職時状況、勤続年数、業種、職種、職階、
企業規模、産業医体制、転職経験等の就労環境、
診断名、リワークプログラム利用状況、治療期
間、受診間隔、保健種類、医療費、自立支援医
療利用状況、服薬内容、リワークプログラムに
対する満足度（CSQ-8）などの治療関連状況
の情報も併せて調査する。
３）研究期間

本研究は、平成２６～２８年度の３年間にわたり
実施する。組入は、平成２６年１０月より開始し、
平成２８年３月まで行う。
４）解析方法

復職後の労働生産性の回復の検討として、
HPQ の評価方法に従い、absenteeism と pre-
senteeism の復職後の経時的変化を、One factor
repeated measures ANOVA または Friedman
test により検討する。

復職後の労働生産性の損失等により発生して
いる間接費用については、社会的立場に基づき
検討する。復職後１、６、１２カ月後の各時点の
直近４週間に発生した労働生産性の損失により
発生したコストを、対象者全例について個別に
推計し、その経時的変化を検討する。

直接費用には医療費、また再休職や失職をし
ている場合は、傷病手当金等の休業補償給付ま
たは求職者給付等を含める。間接費用は、absen-
teeism および presenteeism、失職した場合は
非就業費用を含める。
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【リワーク指導マニュアルの RCT】
１）対象患者の選択基準
（ア）気分障害により休職中
（イ）リワークチェックリスト項目１～９の平

均が１．５を超えている
（ウ）職場の定める休職満了退職となる日まで

の期間が６ヶ月以上
（エ）復職の希望を表明している

介入内容
（ア）介入群：主治医による通常治療に加え、

主治医とは異なる治療スタッフがリワー
クマニュアルに基づいた指導を行う。リ
ワークマニュアルは復職の手順を１１のス
テップに分け、患者の状態に応じて進行
していく。ステップによっては、配布資
料を用いる、同居者や職場への働きかけ
を行うという内容も含む。

（イ）対象群：主治医による通常治療を行う
対象者の割り付け：公正な第三者がコント

ローラーとなり、対象者を無作為に割り付ける。
２）評価
（ア）介入開始前調査：人口統計学的、臨床的、

職業的基本情報、うつ症状（ハミルトン
うつ病評価尺度（HAM-D）、Beck de-
pression inventory（BDI））、社会機能
及び復職準備性（Social Adaptation Self
-evaluation Scale（SASS）、復職準備性
尺度）

（イ）介入開始後調査（３カ月、６カ月後）：
復職状況、うつ症状（HAM-D, BDI）、
社会機能及び復職準備性（SASS、復職
準備性尺度）

（ウ）復職時調査：うつ症状（HAM-D、BDI）、
社会機能および復職準備性（SASS、復
職準備性尺度）

（エ）復職後フォローアップ調査（３カ月、６
カ月、１年、１年６カ月、２年、３年、

５年）：復職後の勤務状況（調査時点に
おける勤務状況、前回調査からの再休
職・軽減勤務措置の有無及び期間）、
WHO The Health and Work Perform-
ance Questionnaire（HPQ）

［通常治療下における復職継続に関連する要因
の検討］
産業医科大学病院神経・精神科、メンタルヘ

ルスセンターに通院中の休職中のうつ病勤労者
を７４人が対象となった。研究期間中にそのうち、
５４人が復職した。復職決定時に背景情報（性別、
年齢、休職回数、転職回数、入院回数、婚姻歴）、
精神症状評価（ハミルトンのうつ病評価尺度）、
社会適応度評価尺度（Social Adaptation Self-
evaluation Scale）、認知機能評価（Wechsler
Adult Intelligence Scale, Continues Perform-
ance Task, N-back task, verbal fluency test）、
社会復帰準備性尺度を用いた。職場復帰準備性
尺度の活動性の項目の平均値より活動性が高い
対象者を活動性（＋）群（N=30）、そうでない
対象者を活動性（－）群（N=24）と定義し、
その後の復職継続率を比較した。

本研究は、産業医科大学倫理委員会の承認を
受けており、対象者からは口頭および書面にて
同意を得た。

【リワーク施設職員の研修体制および評価に関
する研究】
平成２７年５月９日、同年７月４日、同年１０月

１７日、同年１１月４日、平成２８年１月２３日の計５
回リワーク研究会に所属する計４施設の担当者
が会合を持ち、検討を行った。

【リワークプログラムの多様化に対応したプロ
グラムのモデル化】
前年度の研究から実地調査を行うのに値する

と思われた全国の１４施設のうち６施設、および
ワーキングチームメンバー所属の医療機関３施
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設に、対象の焦点化の理由と方法、プログラム
内容、構成、施設背景における必然性を説明す
る要素、アウトカムなどに関して実地調査を
行った。

【発達障害の特徴を有する対人関係障害者への
リワーク支援の系統化】

①昨年度行われたリワークプログラムスタッフ
および発達障害の専門家からの情報収集に基づ
いて、分担研究者が、手引きの原案を作成した。
②原案の改訂

発達障害の専門家からのフィードバックに基
づいて、２０回、原案の改訂を行った。

【医療機関から精神保健福祉士等がアウトリー
チを行うことの有効性についての検討】

１．研究デザイン
ナチュラルコース・コホート研究

２．研究参加機関と対象者
これまでに日本版援助付き雇用フィデリティ

調査を受けたことのある機関のうち、本研究の
参加に承諾を得た機関を対象とした。

本研究の対象者のリクルートには４の導入基
準を定めた；１）ICD-10 のＦ２（統合失調症
圏）の診断がある者、２）年齢２０歳以上６０歳未
満の者、３）研究協力機関の就労支援を新規で
受ける利用者、４）書面での同意を得られる者。
３．手順

平成２６年１２月１日から平成２７年１１月３０日まで
の間に、各研究参加機関の担当スタッフが導入
基準に合う者全てに説明を行い、文書による同
意書を得た。
４．アウトカム

本研究は、以下の包括的なアウトカム指標を
用いた。
１）Global Assessment of Functioning（GAF）
２）Life Assessment Scale for the Mentally Ill

（LASMI）

３）Motivation for competitive employment
scale for persons with severe mental ill-
ness（MOCES）

４）Medical Outcome Study 8-Item Short-
Form Health Survey（SF-8）

５）心理的ウェルビーイング尺度：短縮版
６）ストレングス志向性尺度：利用評価版
５．コストおよびプロセスデータ
１）クライエントサービス受給指票

クライエントサービス受給指票（Client Serv-
ice Receipt Inventory）は、精神障害者個人に
費やさる社会的コストの計算のために開発され
た面接調査ツールである。CSRI で収集される
情報には、福祉サービスの利用回数／時間、所
得保障額、労働で得た収入などが含まれる。
２）サービスコード票

研究対象者を支援するスタッフの支援内容と
支援投入時間量をモニタリングするために、
サービスコード票を用いた調査を実施した。こ
の指標は、平成２３年度から平成２５年度にかけて
実施された厚労科研「地域生活中心」を推進す
る、地域精神科医療モデル作りとその効果検証
に関する研究にて作成された調査票を改訂した
ものである。
３）フィデリティ評価

各研究参加機関において、支援の質の評価と
して、日本版個別援助付き雇用フィデリティ評
価を実施した。各研究参加機関における対象者
のリクルート前に、調査員が研究参加機関を訪
問し、フィデリティ尺度を用いたインタビュー
や記録の閲覧を通して、フィデリティ調査を実
施した。すべての調査員は実際のフィデリティ
調査の前に研修を受け、評価ガイドに沿って調
査を実施した。
６．統計解析

本報告は、ベースライン調査の結果を示した。
そのため、複雑な統計解析を行わず、対象者の
属性や尺度の平均値や標準偏差等を算出した。
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また、フィデリティ調査の結果も示した。

Ｃ．研究結果
【中小企業との連携強化方法の提示】
①一次予防資料の出版

昨年度作成されていた、一次予防資料のスラ
イドに基づいて、書籍を刊行した。
②復職後のフォローアップツールの改訂

昨年度作成されていた資料を改訂し、本人が
体調を自己申告するシートと企業側が業務状況
を評価するシートが改訂された。
③社会保険労務士へのセミナーの有効性確認

社会保険労務士を対象とする、中小企業にお
けるメンタルヘルス管理についてのセミナーを
行い、セミナーの前後でアンケート調査を行っ
たところ、いずれの項目についても、有意水準
０．１％でセミナーの効果が確認された。

【地域における諸機関との連携の標準化】
１）他院からの受け入れについて
プログラムの受け入れ時点で、自院への主治医
変更が「原則必須ではない」と回答したのは９０
施設と６８．７％を占め、「原則必須」と回答した
のは４１施設（３１．３％）であった。
２）他院との連携について
プログラムの受け入れ時点で、自院への主治医
変更が「原則必須ではない」と回答した９０施設
のうち、他院と連 携 し て い る の は７６施 設

（８４．４％）、連携していないのは１４施設（１５．６％）
であった。
ア 書面による連携
書面による連携の有無について、プログラムの
受け入れ時点で、自院への主治医変更が「原則
必須ではない」と回答した９０施設のうち、「書
面連携あり」と回答したのは７４施設（９８．７％）、

「書面連携なし」と回答したのは１施設（１．３％）
であった。
イ 診察・面談による連携

診察・面談による連携の有無について、プログ
ラムの受け入れ時点で、自院への主治医変更が

「原則必須ではない」と回答した９０施設のうち、
「診察・面談による連携あり」と回答したのは
１８施設（２４．０％）、「診察・面談による連携なし」
と回答したのは５４施設（７２．０％）であった。
３）企業との連携
ア 書面による連携
書面による連携の有無について、「書面連携あ
り」と回答したのは８４施設（８２．４％）、「書面連
携なし」と回答したのは１８施設（１７．６％）であっ
た。
イ 診察・面談による連携
診察・面談による連携の有無について、「診察・
面談による連携あり」と回答したのは９５施設
（９１．３％）、「診察・面談による連携なし」と回
答したのは９施設（８．７％）であった。
ウ ケース会議による連携
ケース会議による連携の有無について、「ケー
ス会議による連携あり」と回答したのは２４施設
（２５．３％）、「ケース会議による連携なし」と回
答したのは７１施設（７４．７％）であった。
４）モデル文書の作成
他院主治医との連携におけるモデル帳票と活用
方法の一覧、企業との連携におけるモデル帳票
と活用方法の一覧が得られた。

【疾病・服薬の運転技能への影響の検討】
うつ病患者群の多くが寛解しており、処方内

容は、抗うつ薬単剤率６４％、ベンゾジアゼピン
併用率６１％、抗精神病薬併用率３３％であった。
また、うつ病患者群は健常者群に比し、教育歴、
運転頻度、 年間走行距離、BDI が有意に低く、
SASS が有意に高い結果であった。

運転課題においては、３課題のいずれについ
ても両群で有意差はなかった。背景情報を考慮
した共分散分析を行った所、追従走行課題のば
らつきには年間走行距離が有意に影響していた
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（p＜０．０５）。認知機能は、WCST のセットの
維持困難がうつ病患者群で有意に低下していた
が（p＜０．０１）、その他の認知課題については、
両群で統計学的有意差は認められなかった。

うつ病患者群について、運転技能と背景情報、
症状評価尺度、認知機能の関係を調べるため、
相関分析を行ったところ、車線維持課題と年間
走行距離（ρ＝－０．３０， p＜０．０５）、追従走行
課題と年間走行距離（ρ＝－０．３３， p＜０．０１）、
SASS（ρ＝－０．３３， p＜０．０１）および TMT-
A（ρ＝０．３２， p＜０．０５）、飛 び 出 し 課 題 と
CPT（r＝－０．３１， p＜０．０５）および TMT-B
（ρ＝０．３４， p＜０．０１）において有意な関連
を認めた。さらに、これら変数がうつ病患者群
の運転技能を予測するかを検討するために重回
帰分析を行ったところ、追従走行課題に対して
年間走行距離が有意な影響を与えていたが（p
＜０．０１）、寄与率は低くかった。

追従走行課題のばらつきの要因を検討したと
ころ、処方薬の偏りはなく、SASS（p＜０．０１）、
年間走行距離（p＜０．０５）、CPT（p＝０．０６）、
TMT-A（p＝０．０６）が関与する可能性が示唆
された。

【文献レビュー】
RCT１１本，CBA３本が本研究の対象となった。
選定した論文１４本のうち、介入効果のあった論
文は４本であった。介入効果のあった論文では、
男性参加者の比率が有意に高く、精神科施設で
の介入が多く、追跡期間が２４ヵ月以上の論文が
多かった。また、介入効果のあった論文におい
て、気分障害を対象とし、介入内容に作業療法
を含んでいる傾向がみられた。

【再休職状況の把握】
業務内外ストレスシート、上司や職場の対応

調査シートの改訂案が得られた。

【短期間のリワークプログラムモデルの開発】
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。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。また、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。

【リワークプログラムの費用と効果に関する医
療経済的研究】

１）組入状況
組入期間は平成２８年３月までであり、平成２８

年１月現在、２６医療機関より１９４人の対象者の
同意を得て調査を行っている。
２）復職後１年間の経時的変化

平成２８年１月現在、復職１年後調査まで終了
した対象者１５人について、中間解析を行った。

就労状況については、軽減勤務が復職後１カ
月後に２０％見られたが、６カ月，１２カ月後にお
いては６．７％であった。また１年後においては、
就労制限と通常勤務は各 ４々６．７％と同割合で
あった。企業が期待する１週間の就労時間の平
均は、１カ月後３７．８時間、６カ月後３９．１時間、
１２カ月後４１．８時間であった。

１年間の労働生産性の経時的変化について、
HPQ により算出した各時点の直近４週間の状
況は、absenteeism および presenteeism のそ
れぞれの絶対値を Friedman tes によって検討
した結果、absenteeism は有意な変化はみられ
なかった（p＝０．１２８）。presenteeism について
は、有意に改善の傾向が見られた（p＝０．０１１）。

１年間の臨床的症状の変化を Friedman test
によって検討した結果は、CES-D による抑う
つ症状においては、cut-off の値の１６点を切っ
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たまま、有意な変化は見られなかった（p＝
０．２９９）。また BSDS による双極性症状も、cut
off 値１１点を切ったまま、有意な変化は見られ
なかった（p＝０．９２２）。

【リワーク指導マニュアルの RCT】
①リワーク指導マニュアルの有効性の検証

現在１１例の登録が完了している。
②通常治療下における復職継続に関連する要因

の検討
復職決定時における、活動性（＋）群の方が、

活動性（－）群と比較して有意に復職継続率が
高かった。また、Cox ハザード回帰分析におい
て、ハザード比は３．２８だった。

【リワーク施設職員の研修体制および評価に関
する研究】

１．研修事業内容
ｉ．研修日程
今年度は「基礎コース」と「専門コース」の研
修内容を作成し、平成２８年３月２０日に「基礎コー
ス」を、平成２８年３月２０日、２１日に「専門コー
ス」を開催した。
ⅱ．研修内容
「基礎コース」では、リワークプログラムのス
タッフとしての資質、基本的な知識を身に付け
ることを目指し、「専門コース」では、事例や
プログラムの実例を多く盛り込み、リワークプ
ログラムの実践の場で活用できる知識、技術に
ついて学ぶことを目指し、各研修内容を作成し
た。
ⅲ．研修認定
リワーク研修を修了した者については、受講認
定を賦与し、リワーク施設内の医師１名、コメ
ディカルスタッフ１名の計２名の認定者が所属
することが、リワーク施設として認定される条
件とすることとした。本年度は、各研修の参加
者を募集する際に、今後、認定制度の導入を行

う予定があることについて周知した。なお、受
講者に対しては、認定制度が開始したときに用
いることができる「受講証」を発行した。
２．内部評価および外部評価
前年度選定した項目をもとに、内部評価に関す
るチェックリストを作成する方向で準備を進め
ている。内部評価、外部評価ともに、精神科デ
イケアとリワークプログラムとの違いについて
明らかにするために、リワーク実施各施設に対
してリワークプログラム独自の項目、要素につ
いて、ヒアリングするアンケートを実施する方
向で検討を進めた。外部評価に関しては、体制
を構築するための情報収集を行った。

【リワークプログラムの多様化に対応したプロ
グラムのモデル化】
実地調査を行った施設での調査結果および実

地調査をしたスタッフの所感が資料としてまと
められた。

【発達障害の特徴を有する対人関係障害者への
リワーク支援の系統化】
手引き第２０版が作成された。①はじめに、②

対象、③評価と目標の設定、④一般のプログラ
ムへの参加、⑤個別面談の活用、⑥支援の要点、
⑦診断についてのリワークプログラムの立場、
⑧職場での処遇に関する助言、⑨職場とのその
他の協働、⑩この手引きやリワークプログラム
にできること、できないこと、という構成になっ
ている。手引きでは「発達障害」についての、
安易な過剰診断を戒めながら、支援策や本人が
できる工夫について関係者になるべく具体的に
理解できることを目指している。

【医療機関から精神保健福祉士等がアウトリー
チを行うことの有効性についての検討】

１．対象者のエントリー状況
本研究に参加した機関は、これまで日本版個
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別援助付き雇用フィデリティ調査を受けた２５機
関のうち１４機関（１機関は後に調査への参加が
不可能となった）であり、リクルート期間中、
５２名から、本研究の参加同意を得た。また、平
成２８年３月１日時点で、４９名の追跡を実施して
いる。
２．研究参加機関の属性

参加機関の７０％（n＝９）が関東および関西
であり、約半数（n＝６）の機関が東京２３区お
よび政令指定都市に位置した。４機関が医療機
関であり、９機関が地域事業所であった。４医
療機関のうち、３機関がデイケアで就労サービ
スを提供しており、１機関がクリニック内の相
談室で就労支援を展開していた。他方、９地域
事業所のうち、８つが総合支援法下の就労移行
支援事業所であった。１３機関が所在する市町村
の人口の平均値は７０１，３０７人（SD＝５７４，６２７人）
であった。また、都道府県における失業率の平
均値は３．７５％（SD＝０．５７％）であった。

フィデリティ調査の結果について、１３機関の
GOI の平均値は７．１５（SD＝１．７２）であった。
フィデリティ尺度の合計得点の平均値は、９０．２３
（SD＝１２．１８）であった。また、下位尺度（ス
タッフ、組織、サービス）の平均値は、それぞ
れ９．５４（SD＝２．４７）、２６．５４（SD＝４．５４）、５４．１５
（SD＝８．２７）であった（表２）。
３．研究対象者の属性

研究対象者５２名のうち、約７割（n＝３７）が
男性であり、平均年齢は３６．９８歳（SD＝８．５１）
であった。約半数（n＝２５）の最終学歴が高等
学校であり、約１／４（n＝１２）の最終学歴が大
学であった。また、対象者の多くが未婚者（n
＝４３）あるいは離婚経験者（n＝６）であった。
さらに約７割（n＝３７）が家族等と同居してい
た（表３）。
４．アウトカム尺度の得点

表４は初回（ベースライン）調査における各
アウトカム尺度の得点を示している。GAF 得

点平均値は４９．４０（SD＝１１．９６）であり、LASMI
総合得点の平均値は５７．４５（SD＝２３．９３）であっ
た。また、モチベーション尺度は１１８．３８（SD
＝１５．２１）であった。SF-8、心理的ウェルビー
イング総合得点、ストレングス尺度（SS-user）
の平均値については、それぞれ１８．７３（SD＝
５．７７）、９６．６３（SD＝１１．８６）、２２．７３（SD＝３．７５）
であった。

Ｄ．考察
【中小企業との連携強化方法の提示】

①一次予防資料の作成
これまでに発表されている資料は、すべてメ

ンタルヘルスの専門用語が使用されており、中
小企業の社員の一次予防研修資料として適切で
あるかについて、疑問がある。今回刊行された
資料は、中小企業の一次予防資料として有力な
選択肢となる可能性があり、今後、理解度や効
果について検証を行う必要がある。
②復職後のフォローアップツールの改訂

中小企業のメンタルヘルスについては、社会
保険労務士が大きな役割を担っていると考えら
れる。今回社会保険労務士からの聞き取りに基
づいて資料が改訂されたことには、大きな意義
があると考えられる。今後、これらの資料の有
用性について、検証を進める必要がある。
③社会保険労務士へのセミナーの有効性確認

今年度行われた社会保険労務士を対象とする
セミナーについて、有効性が確認されたことは、
大きな意義を持つと考えられる。一次、二次、
三次予防の資料を整理し、社会保険労務士等へ
の普及を進めることによって、我が国の中小企
業におけるメンタルヘルス施策が、大きく進む
可能性がある。

【地域における諸機関との連携の標準化】
（１）治療機関と他院主治医との連携

ほとんどの治療機関においては、主治医施設
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と治療機関が異なる場合には連携が必要である
と感じていることが分かった。書面による連携
は「リワーク開始前」「リワーク参加中」「復職
前／復職時」の時期を中心に行われていること
が分かった。「診察・面談」による連携を実施
している施設は１／４程度であり、主治医医変更
を「原則必須としていない」９０施設の２０．０％に
留まる。
（２）治療機関と企業との連携

企業との連携は８割の治療機関が行ってい
た。個人情報の扱われ方の難しさが障壁となっ
ているとの意見がある。「書面による連携」が
８４施設、「診察・面談による連携」が９５施設、
「ケース会議による連携」が２４施設であった。
企業側担当は「書面」においては「産業医」が
中心であるのに対し、「診察・面談」「ケース会
議」では「上司」や「人事労務担当」が担当と
なる傾向があった。

【疾病・服薬の運転技能への影響の検討】
うつ病患者の運転技能はばらつきがあるもの

の、健常者に比して有意な低下は確認されず、
向精神薬の慢性投与は、運転技能に強く影響し
ない可能性が示唆された。これは、一律に規定
されている、法律の厳罰化や添付文書記載に、
議論の余地があることを示しており、証左に基
づいた検討を行う上で、その基礎資料を提供し
た点で、社会的行政的な意義が大きいと考えら
れる。

また、病状が安定したうつ病患者の場合、運
転課題のばらつきには診断の有無ではなく、病
状や服薬上の指導が影響していると考えられる
年間走行距離の少なさが影響していた。今後は、
精神障害者全般での検討が必要である。

先行研究は、うつ病患者群の運転技能が健常
統制群と比較し有意に低下していることを報告
しているが、本研究の対象が、より病状が安定
している群であることが影響した可能性があ

る。先行研究では、残遺症状の影響が示唆され
ているが、これは、ばらつきに影響した社会適
応度と重なる可能性があり、評価の簡便性から、
臨床上ある程度有用となるかもしれない。

うつ病患者の運転技能には、背景情報、症状
評価尺度、認知機能の一部に弱い相関関係を認
めたり、ばらつきに影響したが、運転技能を十
分に予測する指標とはなり得ず、運転適性判断
においては、複合的要因に配慮した総合的な判
断が必要である。

【文献レビュー】
本研究の対象として確認された論文は１４本に

過ぎず、ヨーロッパ諸国と日本からしか報告が
なく、１１本はオランダで研究が行われていた。
つまり、この分野における研究は、数がきわめ
て限られていると同時に、研究が行われている
地域が非常に、限局、偏在している。今回レ
ビューの対象とされた論文は数が少なく、エビ
デンスのレベルも高いとは言えない。介入の有
効性についても、報告していていた論文が４本
と、少数である。こういった限界を前提として、
介入の有効性について関連しているかもしれな
い要因をあげれば、対象が男性であること、精
神科施設での介入であること、介入終了後に２４
カ月以上追跡して調査していることがあげられ
た。また、気分障害を対象としていることや、
作業療法を含む介入であることも介入効果の有
効性に寄与する可能性が示唆された。

【再休職状況の把握】
ストレス要因については、起こる可能性があ

るものは、非常に多岐にわたる。しかし、将来
再休職状況を把握する調査を行う場合には、あ
まりにも多岐にわたる調査項目では、かえって
回答の信頼性が低下するおそれがある。そのた
めには、「精神障害の労災認定基準 平成２３年
１２月」の項目の集約化を進める必要性が議論の
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中で指摘された。今回改訂された資料について
さらに検討を加える必要があると思われる。

業務内外ストレスシートは、「上司や職場の
対応」に関する項目も含んでいる。これらの中
には、「違法行為の強要」「退職の強要」といっ
た、違法行為に属する行われることがあっては
ならない項目、「研修、会議への参加の強要」「早
期退職制度の対象になる」など、避けることが
望ましいが、違法とまでは言えない項目、「ノ
ルマの未達成」「新規事業の担当」など、通常
の業務状況でも発生しうるものに分類される。
これらを勘案して、調査シートをさらに改訂し
た方がよいかもしれない。

上司や職場の対応調査シートについては、「手
続きの説明」「情報伝達時の本人の承認の確認」
のように行うことが常時望ましいと思われるも
の、「上司の怒り、説教」というように常時望
ましくないと思われるもののほか、「仕事以外
の話し」「配置転換」のように、好ましい結果
に結びつくかどうかは、状況によると思われる
ものがある。この調査シートによって、上司や
職場が常にとった方がよい行動、常にとらない
方がよい行動、状況によって使い分ける必要が
ある行動が明らかにできればと考えている。

【短期間のリワークプログラムモデルの開発】
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。

【リワークプログラムの費用と効果に関する医
療経済的研究】

１）就労状況
就労状況については、復職直後は就業時間の

短縮などの軽減勤務が見られていたが、６カ月
以降、軽減勤務はほとんど見られていない。し
かし、６，１２カ月後においても、約４割に残業
や出張等の就労制限が見られ、多くの事業場で
復職後１年にわたって復職者への配慮を継続し
て実施している傾向が見られた。

２）臨床的症状の経時的変化
抑うつ症状や双極性障害の症状については、

いずれも復職１カ月後時点にカットオフ値を
切っており、臨床的症状は、その後１年を通し
て安定していたと言える。

３）労働生産性の経時的変化
absenteeism については、１年を通して有意
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な差は見られなかった。これは、上述の臨床的
症状の安定によるものと示唆された。また、統
計学的有意差はないものの、absenteeism は
徐々に改善の傾向が見られている。実際の労働
時間も、復職６カ月後には、事業場が期待する
就労時間と同時間の労働時間（中央値０．０）で
あり、復職１２カ月後においては、残業の傾向（中
央値－１０．０）が見られていた。

Adler らの調査が実施した１８カ月にわたる追
跡調査では、臨床的症状の回復が見られたもの
の、業務遂行能力は調査期間を通して悪い状態
のままであり、臨床的症状の回復と業務遂行能
力の回復には、時間のずれがあると見られた。
それに対して本研究では、復職後１年間で pre-
senteeism の有意な改善が見られており、リ
ワークプログラムによる労働生産性の早期回復
の可能性が示唆された。

【リワーク指導マニュアルの RCT】
①リワーク指導マニュアルの有効性の検証

現在症例蓄積中である。当施設においては順
調に症例蓄積中である。
②通常治療下における復職継続に関連する要因

の検討
復職決定時にはある程度の活動性を保つことが
復職後の継続には必要なのかもしれない。おそ
らく、わが国ではうつ病治療に休養を重視する
姿勢があり、うつ状態の際には体力面の低下等
が背景にあるのかもしれない。また運動療法自
体がうつ状態の改善効果や再発予防効果に寄与
する可能性も示唆されているので、活動性は重
要な因子となりうる。

【リワーク施設職員の研修体制および評価に関
する研究】
本年度は、研修事業内の「基礎コース」と「専

門コース」の講師を選定し、各コースの研修会
を実施した。今後、今回のアンケート結果をも

とに再度研修内容の精査を行い、認定制度にふ
さわしい研修内容の充実を図るとともに、地方
都市での開催も視野に入れ、今回担当した講師
以外の方でも同じ内容のプログラムを担当でき
るよう、資料作成について工夫を重ねていく必
要がある。また、内部評価、外部評価の項目選
定に関しては、精神科デイケアとリワークプロ
グラムとの違いについて明らかにするために、
リワーク実施各施設に対してリワークプログラ
ム独自の項目、要素について、ヒアリングする
アンケートを実施し、その内容を参考にして、
内部評価のチェックリストを作成する。外部評
価に関しては、本年度実施した情報収集の内容
をもとにして、体制構築を行っていく予定であ
る。

【リワークプログラムの多様化に対応したプロ
グラムのモデル化】

Ⅰ．独自のプログラムについて
多様なプログラムが実施されていることが判

明した。標準化プログラムではカバーしきれな
かったニーズが存在していたことの表れであ
り、復職時に求められる内容が変化してきてい
るようで、体力面の強化や作業姿勢を意識した
プログラムなどがみられた。疾患や性別に着目
して、うつ病・うつ状態だけではなく、双極性
障害や発達障害を中心としたものがあったり、
女性への支援に特化したプログラムが見られた
りした。今後のリワークプログラム内容の検討
および普及に参考となる。
Ⅱ．実地調査で明らかとなった問題点

本研究による実地調査は、訪問という形を取
り、調査担当者の所感として多く問題点を明ら
かにした。以下にいくつかの視点からまとめて
みる。
•経済面：集患に苦労したり、設備に多大な費
用を投じなければならないなど、独自プログラ
ムの運営には経営的な負担を伴うことも明らか
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となった。非常に狭いスペースの中でプログラ
ムを実施している施設もあり、経済面での裏付
けが必要であると考えられた。
•人材面：院長など医師の主導で開始されたプ
ログラムが多く、いずれも熱意と先進性を感じ
させるプログラムであった。しかし、多忙な医
師がプログラムの運営に深く関わることは実際
には困難であり、現実には非常勤スタッフがプ
ログラムの中核を担っている施設が多く、引き
継ぎも十分に行われておらず、統合的な運営が
できていないのではないかという不安を感じさ
せた。さらに深刻な問題は、調査させてもらっ
た施設のスタッフがそのような状況に対し疑問
を持っていなかったというところである。常勤
が全くいないという施設もあり、上記の経済的
な問題と同時に人材育成も喫緊の課題であると
分かった。
•研究面：さまざまなプログラムは各々に魅力
的であるが、エビデンスとなるようなデータを
収集している施設はほとんどなかった。人材不
足の中、データを取る余裕がないことも予想さ
れるが、研究方法自体を十分に理解していない
可能性も考えられる。今後のうつ病リワーク研
究会などのバックアップが期待される。
•医療面：本研究を通じて観察された最も深刻
な事態としては、復職準備性の評価や、再休職
予防などのリワークプログラムの本質とも思わ
れることが現場で軽視されていることであっ
た。医療リワークであるならば、一定の段階を
経て進み、ある程度の枠組が存在し、心理教育・
疾病教育、職場との連携、各種の評価、効果の
測定などが行われているのであるが、それらが
ほとんどなされていない施設もあった。再休職
が予想される場合の積極的な介入などもなく、
突然復帰すると言ったら復帰させてしまってい
る施設もあった。少ないながらも独自性がある
と思うものについて実際に見学に行ってみた
が、基本的な医療リワークが全くできていない

施設もあり、独自プログラムを実施する以前の
基本的な課題があるのではないかと思われた施
設も存在した。

【発達障害の特徴を有する対人関係障害者への
リワーク支援の系統化】
発達障害の特性は、連続的な分布をなしてい

ると言われ、診断基準は満たさないが、若干発
達障害的な特性を持っている人が存在すると考
えられる。特性の程度が軽度であれば、その人
なりの暮らし方を学びトラブルを生じないまま
生涯を終える場合もあるが、ぎりぎりの適応を
保っていた人の中には、就職や配置転換といっ
た環境の変化のために、適応困難が顕在化し、
不安、うつ、対人関係ストレスなどが生じる場
合がある。リワークプログラムは、症状が難治
であったり、職場適応に困難がある人が参加す
ることが多く、現在、医療施設で行われている
リワークプログラムの参加者にはある程度の割
合で、こういった人が含まれている。発達障害
的な特性を持った人への支援は、うつ病、双極
性障害といった「疾病」を持った人への支援と、
考え方や対応に異なる点があり、リワークプロ
グラムのスタッフが戸惑うことも多い。今回、
発達障害的な特性を持つ人への、リワークプロ
グラムにおける支援や職場への助言をより円滑
に行うことを目的に、手引きの作成を試みた。
発達障害の特性の程度には個人差があり、リ
ワークプログラムの支援力にもプログラムによ
る差がある。主治医、産業医や産業保健スタッ
フの発達障害への理解にも差があり、職場復帰
に関する児童精神医学の専門家による具体的な
助言が得られることは、あまりないであろう。
このように困難と限界があふれている中で、こ
の手引きだけで、すべての問題が解決するなど
ということは想定できない。ただ、現在ほとん
ど手がつけられていないこの分野における取り
組みを、少しでも前に進めるための資料として
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手引きを作成した。次年度に有用性について検
討する。

【医療機関から精神保健福祉士等がアウトリー
チを行うことの有効性についての検討】
本研究は、統合失調症の利用者を対象として、

就労支援における効果的なサービス要素や就労
アウトカムに影響する個人要因を検証すること
を目的とする。本稿では、進捗状況を報告する
とともにベースライン調査の結果を報告した。

進捗について、本年度は研究プロトコルで規
定した５０名のエントリー目標を達成し（５２名か
ら同意所得）、現在４９名を追跡中である。今後
は、現在の対象者について、アウトカムの追跡
調査だけではなく、サービス提供量やコストに
関するデータの収集を平行して実施する。また、
本年度において、研究参加機関のフィデリティ
調査についても完了した。

本報告においては、追跡調査の結果がそろっ
ていないため、過去の研究と今回の調査結果を
比較し、研究参加機関および研究対象者の特性
を考察する。フィデリティ得点について、下平
らが実施した過去の調査では１７機関の平均得点
が８６．２（SD＝１０．４）であり、本研究（n＝１３，
９０．２３， SD＝１２．１８）の結果と大きな違いはな
いと考えられる（Cohen’s d＝０．３６［９５％CIs：
－０．３７ to １．０９］）。ただし、本研究で使用した
フィデリティ尺度は、下平らの調査で使用した
尺度から項目の微調整を図ったものであるた
め、直接の比較は不可能である。

対象者の基本属性やアウトカムについては、
過去の援助付き雇用に関する無作為化比較試験
の対象者と比較する。地域事業所の利用者を対
象とした Oshima らの研究（n＝３７）では対象
者の約７５％が男性（n＝２８）となっており、平
均年齢は約４０歳となっていた（論文内に対象者
全体の平均値の記載なし）。また、精神科病院
および精神科クリニックの外来患者を対象とし

た佐藤らの研究（n＝９４）では、男性の割合は
約６０％（n＝５８）であり、平均年齢は３４．６６（SD
＝６．８６）であった。また、佐藤らの研究では、
GAF についても調査しており、その平均値は
５２．０９（SD＝９．９８）であった。これらの変数に
ついて、過去の２つの研究と本研究と間で Co-
hen’s d を算出したが、どの変数についても Co-
hen’s d は０．３５以下であり、有意な差を示す値
はなかった。これらの検証から、本研究におけ
る研究対象者は、就労支援を受ける利用者／患
者像から大幅に異なる利用者／患者ではなく、
ある程度の代表性があると推測される。

Ｅ．結論
【中小企業との連携強化方法の提示】
①一次予防資料の出版

昨年度作成されていた一次予防研修に関する
資料に基づいて、書籍が刊行された。
②復職後のフォローアップツールの改訂

４名の社会保険労務士からの聞き取りに基づ
いて資料が改訂された。
③社会保険労務士へのセミナーの有効性確認

社会保険労務士を対象とするセミナーの有効
性が確認された。一次、二次、三次予防の資料
について、社会保険労務士等への普及を進める
ことによって、我が国の中小企業におけるメン
タルヘルス施策が、大きく進む可能性がある。

【地域における諸機関との連携の標準化】
今年度の研究を基に今後の研究のテーマとして
以下を計画している。これにより事業場と医療
機関の連携に関する全体像を明らかにするとと
もに、より具体的で実務的な方法論を確立する
ことを目指す。
•今調査から、自院でリワークプログラムを実
施し、他院から参加者を受け入れている施設に
おいては、非常に高い割合で他院との連携を必
要と感じていることが分かった。
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•連携のタイミングとしては「リワーク開始前」
「リワーク参加中」「復職前／復職時」に行わ
れていることが多いことが分かった。
•タイミングによって連携する適切な自院・他
院担当者や、タイミングによって提供・収集す
る必要がある情報の項目を精査する必要性があ
る。
•こうした連携による支援を今後確立的なもの
にしていくためにも、経済的な対価を得て、連
携できるリワーク・コーディネーターのような
スタッフを確保することが必要である。

高い割合で連携を行っているが多くの時間を
費やし書面を作成し、診察・面談やケース会議
を行っているが無報酬で行っている割合が非常
に高い。連携の必要性は感じているが陣容など
により十分な対応ができていない部分がある。

【疾病・服薬の運転技能への影響の検討】
社会復帰準備期のうつ病患者の運転技能は、

健常者と比し低下していなかった。運転適性判
断では、社会適応度はある程度参考になる可能
性があるが、認知機能や症状評価は十分な予測
指標とはならず、一律の規程ではなく、複合的
要因に配慮した総合的な判断が必要である。

【文献レビュー】
①復職支援に関する介入研究は数が少なく、ま
た研究が行われている地域が、限局、偏在して
いる
②対象が男性、精神科施設での介入、２４カ月以
上の追跡調査が介入の有効性に関連している可
能がある。

【再休職状況の把握】
業務内外ストレスシート、上司や職場の対応

調査シートの改訂案が作成された。業務内外ス
トレスシートについては、項目を集約できる可
能性について検討する必要がある。

【短期間のリワークプログラムモデルの開発】
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。

【リワークプログラムの費用と効果に関する医
療経済的研究】

リワークプログラムを利用した気分障害による
長期休職者を対象に、復職後１年間にわたり調
査を実施した。現時点（平成２８年１月）は、組
入期間中であり、すでに調査が終了した対象者
は１５人のみである。その１５人について中間解析
を行ったところ、復職時点で臨床的症状は見ら
れない程度に回復しており、１年間を通してそ
の症状は安定していた。また、労働生産性につ
いては、復職時点で absenteeism は比較的安
定し１年を通して変化は見られなかった。ｐre-
senteeism については、有意に改善が見られて
いた。

【リワーク指導マニュアルの RCT】
リワークマニュアルの有効性に関しては次年

度検討する予定となっている。
復職決定時における活動性の維持は、復職継

続率を高める可能性がある。リワークマニュア
ルにおいても活動性の評価及び介入があり有効
である。

【リワーク施設職員の研修体制および評価に関
する研究】
本年度は、研修事業内の「基礎コース」と「専

門コース」を開催した。参加者募集の際、研修
認定の導入について周知を行い、「専門コース」
を受講した参加者に対して、研修認定が導入さ
れたときに使用することができる「受講証」を
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発行した。内部評価に関しては、昨年度に引き
続き、リワークプログラムの質の担保を目指し
た内部評価項目の検討を行い、外部評価に関し
ては、体制構築に向けた情報収集を行った。

【リワークプログラムの多様化に対応したプロ
グラムのモデル化】
本研究を通じて、独自に工夫されたプログラ

ムが誕生した背景などが明らかになった。プロ
グラムの内容は、今後のリワークプログラムの
開発・普及に参考となるものであった。

一方、実地調査からは、経済面、人材面、研
究面、医療面での問題や課題が明らかになった。
最終年度となる３年度目は本研究で明らかに
なった問題点に焦点をあてて、リワークプログ
ラムの標準化を更に深化させ、リワークプログ
ラムを安定して続けていくためのガイドライン
となる書籍の発行を目指す。

【発達障害の特徴を有する対人関係障害者への
リワーク支援の系統化】

「能力発達のばらつきへのリワーク支援の手
引き」第２０版が作成され、次年度に有用性の検
証を行うことが可能になった。

【医療機関から精神保健福祉士等がアウトリー
チを行うことの有効性についての検討】
来年度は、１２カ後の追跡調査を実施するため

に、就労アウトカムと臨床アウトカムの推移を
検証可能となる。これらの検証の過程で、就労
に関連する個人要因を実証できると推測され
る。また、サービスコード票データの分析から、
援助付き雇用型支援のサービス提供量、特に
サービス種別（例：アウトリーチサービス、集
団プログラム等）ごとのサービス提供量（全体
および月別）を把握可能となる。これらの分析
から、効果的な支援要素や就労者の多い事業所
のサービス提供量とその内容等を検証可能とな

る。さらに、援助付き雇用型就労支援に費やさ
れる社会的コストについてもデータ分析を進め
る予定である。

Ｆ．健康危険情報
該当なし
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