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研究要旨：
リワークプログラム利用者の復職後の予後の実態を明らかにすることを目的として、１１都道府県
１３医療機関の２１０人を対象に、２年間に渡る前方視的調査を実施した。調査対象への組入の基準
は、休職２回以上または１回目であっても１８０日以上の休職期間を経て復職したリワークプログ
ラム利用者とし、失職者は除外とした。調査は本人を対象に復職後３ヶ月ごとに計８回、データ
ベースプラットフォームを利用したメール配信によるアンケート調査を実施した。またリワーク
プログラムを実施する施設に対象者の主治医がいる場合に限り、情報の補完を目的として復職後
に同主治医に対し、郵送によるアンケート調査を計５回実施した。
リワークプログラム終了者２１５人のうち、復職後のフォローアップ調査が可能であったのは２１０
人（９７．７％）であった。フォローアップ期間の平均は６７４．７日（SD１３０．５）であった。復職後、
再休職や失職に至ったのは５６人（２６．７％）であり、Kaplan-Meier 法による就労継続推定値は、
１年後８６．０％（SE２．４）、２年後７１．５％（SE３．２）であった。またCox 比例ハザードモデルを用
いて多変量解析を行ったところ、再休職のリスク要因は総休職期間（ハザード比１．０１８ p＝０．００３
９５％CI１．００６-１．０２９）であった。再休職や失職に至った５６人のその後の再復職・再就職状況を追
跡したところ、フォローアップ期間中に再復職および再就職できたのは２０人（３５．７％）であった。
それらの予後を含めた対象者全体のフォローアップ期間中の就労割合は８９．５％であった。
本研究は、web上のシステムを利用するなどの工夫により、対象者のアンケート回答の手間
を省き、高いフォローアップ率を確保することができた。また、これまでの後ろ向き調査では追
跡することができなかった、主治医が他施設である利用者や、転院により追跡することができな
かった利用者に対しても調査が可能となり、現実に即した予後の実態を明らかにすることができ
たと考えられる。

Ａ．研究目的
近年、リワークプログラム利用者の復職後の
予後に関する調査研究の報告が徐々に見られる

ようになってきている。しかし、これまでの調
査１―４）は、いずれも既存の診療録等を遡及的に調
査した後方視的研究であったことから、転院や
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治療が終了したケース、また主治医がリワーク
プログラム（以下、プログラム）を実施する施
設外にいる場合は、その予後が把握できない等
の限界があった。また、それら調査のほとんど
が１施設を対象とした研究であるため、地域性
や医療機関の個別性に起因するバイアスの問題
があり、また復職後の再休職や失職までの追跡
調査であるために、その後の再復職や再就職状
況等の実態が明らかになっていないなどの課題
があった。
そこで、複数の医療機関のプログラム利用者
本人および主治医を対象に調査を実施すること
により、より実態に即した利用者の復職後の就
労状況を明らかにすることを目的として調査を
行った。

Ｂ．研究方法
１．対象者
うつ病リワーク研究会正会員の１７施設に本調
査への協力を依頼し、対象者の募集を行った。
調査対象への組入の基準は、精神疾患を理由と
した休職を２回以上または１回目であっても
１８０日以上の休職を経験しているプログラム利
用者とした。同基準は、過去に実施したプログ
ラム利用者の実態調査の平均的な休職歴を参考
としている。また失職者については対象より除
外した。組入期間は２０１０年９月１日から２０１１年
２月２８日の６ヶ月間とし、２０１３年１２月３１日まで
フォローアップ調査を実施した。

２．調査方法
調査は対象者本人に、復職後３ヶ月ごとに計
８回（３、６、９、１２、１５、１８、２１、２４ヶ月後）、
web上のデータベースプラットフォームを利
用したメール配信によるアンケートを実施し
た。同プラットフォームから携帯電話や PCの
メールアドレスにアンケートフォームへの
URLを送付し、対象者はそこからweb上のア

ンケートフォームを開き、回答する。そこで、
直近３ヶ月間の就労状況等を入力し、web上
から返信する。必須項目に回答がない場合は返
信できないシステムを構築し、欠損値をなくす
工夫をした。また研究者への質問や連絡は、ア
ンケート上の連絡通信欄および研究者への直接
メールにて、いつでも連絡をとれる体制を整え
た。なお、同システムによるアンケートの回答
が不可能または希望しない対象者には、郵送に
よるアンケート調査を実施した。
アンケート調査配信後、１０日を経過しても回
答の返信がない場合、催促メールとアンケート
の再配信を１回のみ行った。また、１回の回答
ごとに謝礼として図書カード（５００円分）を送
付した。その際、謝礼に同封する礼状には、全
８回の調査のうち、何回目の調査であるかを明
記し、調査スケジュールを対象者本人にも把握
してもらうようにした。またそれらの郵送物は、
同居の家族等へうつ病であることなどを知られ
たくない対象者に配慮するために“親展”とし、
すべての郵送物の封筒や差出人は、“うつ病”
や“リワーク”といった文字の記載のないもの
を使用した。また謝礼の送付やメールの問合せ
には、即日送付および即日回答を心がけた。
また、プログラムを実施する施設に対象者の
主治医がいる場合に限り、情報の補完を目的と
して、復職後計５回（３、６、１２、１８、２４ヶ月
後）、同主治医に対し郵送によるアンケート調
査を実施した。その際、当該施設内に窓口とな
る担当スタッフを決めてもらい、アンケート未
回答の際は、担当者にメールまたは郵送にて複
数回の催促を行った。
なお、本研究の実施にあたり、データ管理を
行うために外部委員会を設置し、対象者本人や
施設の主治医との連絡や対応を含め、調査に関
わる全てのデータは同委員会にて管理した。
本研究における用語の定義は以下の通りとし
ている。「休職」および「再休職」は、精神疾
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患を理由に主治医が診断書を発行し、実質的な
形で一定期間連続して勤務を休んでいる状態。
「復職」および「再復職」は、正式復職やリハ
ビリ勤務等を問わず、事業場の指示により実質
的な形で勤務を開始した状態、とした。

３．統計・分析方法
第１に、復職日を起点に精神疾患による再休
職・失職・自殺をイベントとし、Kaplan-Meier
法を用いた就労継続推定値を検討した。また再
休職のリスク因子の検討を目的に、Cox 比例ハ
ザードモデルによる解析を実施した。
第２に、再休職や失職に至った対象者のその
後の再復職・再就職状況を追跡し、それらの予
後を含めた対象者全体のフォローアップ期間中
の就労割合を算出した。その際、それぞれのフォ
ローアップ期間が異なるため、各対象者の観察
期間の重みを加味した加重平均を算出した。
統計解析には、SPSS20.0 for Mac を用い、両
側５％を有意とみなした。

４．倫理的配慮
本研究は、うつ病リワーク研究会倫理委員会
の承認（２０１０年８月）を得て実施した。対象者
本人への説明同意は、各施設のスタッフが書面
にて実施し、同意を得た。

Ｃ．研究結果
１．対象者の組入
対象者組入のフロー図を図１に示す。１７施設
のプログラム利用者６２５人に本研究への協力を
依頼したところ、除外基準に該当する１８５人お
よび研究参加を拒否する１６８人除き、１６施設２７２
人が組入基準該当者となった。そのうち５７人
（２１．０％）がプログラムの途中で中止・脱落に
至っている。
プログラム途中の中止・脱落までの期間は、
平均２５４．５日（SD２５３．２）、利用実日数は平均

１００．０日（SD１２８．８）であった。５７人の中止・
脱落の理由は、医療機関の決定による中止が２４
人（４２．１％）、対象者本人の事由によるものが
３３人（５７．９％）であった。医療機関の決定によ
る中止では、症状の悪化によるものが１７人
（２９．８％）、迷惑行為によるものが２人（３．５％）、
その他の理由が５人（８．８％）であった。対象
者本人の事由による脱落では、休職期間満了に
よるものが７人（１２．３％）、自主的な退職など
によるものが１７人（２９．８％）、本人の希望によ
るものが９人（１５．８％）であった。なお、経済
的理由による脱落はなかった。上記のように、
休職期間満了や自主的退職等、在籍企業からの
退職を理由とする脱落が４２．１％を占めていた。
最終的にプログラムを終了した２１５人のうち、
アンケート未回答により、フォローアップ調査
が実施できなかった５人を除く、１１都道府県１３
医療機関の２１０人を対象にフォローアップ調査
を実施した。

２．対象者
対象施設は、さっぽろ駅前クリニック（北海
道）、NTT東日本関東病院（東京）、メディカ
ルケア虎ノ門（東京）、品川駅前メンタルクリ
ニック（東京）、三木メンタルクリニック（神
奈川）、仁大クリニック（愛知）、ささがわ通り
心・身クリニック（三重）、京都駅前メンタル
クリニック（京都）、さくらクリニック（大阪）、
草津病院（広島）、河野医院（福岡）、西脇病院
（長崎）、桜ヶ丘病院（熊本）の１１都道府県１３
施設である。
１３施設のプログラムの実績は平均７．１年（SD

３．２）、定員数平均３３．１人（SD１６．９）、１週間の
開催日数は平均５．２日（SD０．６）であった。ま
た、標準化リワークプログラムにて大別された
５つのプログラム区分（個人プログラム、特定
の心理プログラム、教育プログラム、集団プロ
グラム、他のいずれにも該当しないプログラム）
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のうち、平均４．０（SD１．０）の区分を実施して
おり、それら区分に該当する１週間あたりの構
成プログラム数は１０．５（SD６．７）であった。
対象者２１０人の属性を表１に示す。復職時の
平均年齢は４０．６歳（SD７．６）であり、男性が１７２
人（８１．９％）を占めていた。また、初発初診時
から復職までの治療期間は平均５．１年（SD４．４）
であり、休職回数は平均２．３回（SD１．３）、総休
職期間は３７．１月（SD２０．１）であった。

３．プログラムの利用状況と復職時の事業場の
対応
対象者が復職までにプログラムを利用した期
間は、平均２５０．４日（SD１７５．４）、利用実日数は
平均１２２．７日（SD９２．９）であった。
復職時の事業場の対応は、リハビリ出勤制度
を利用した者が１０７人（５１．０％）であり、平均
リハビリ出勤期間は５３．６日（SD４２．４）であっ
た。また、復職時に事業場担当者とプログラム
スタッフの事前面談等の連携を実施した者は、
４４人（２１．０％）であった。

４．フォローアップ状況
図１に示すように、プログラムを終了した２１５
人のうち、アンケート未回答により追跡不能で
あった５人を除き、復職後のフォローアップ調
査を実施できたのは２１０人であり、フォローアッ
プは９７．７％が可能であった。２１０人のフォロー
アップ期間の平均は、６７４．７日（SD１３０．５）で
あった。その内訳は、２年間（７３０日）フォロー
アップできた者は１５３人（７２．９％）、途中から非
回答となり、２年間追跡できなかった者が２５人
（１１．９％）、途中にメールアドレスの変更によ
り消息不明となり、２年間追跡できなかった者
は１８人（８．６％）、調査期間の終了により、２年
間の追跡に至らなかった者が１２人（５．７％）、死
亡による追跡不能が２人（１．０％）であった。
対象者本人へのフォローアップ調査におい

て、メール配信によるアンケートにより回答し
た者は１９５人（９２．９％）、郵送を希望した者は１５
人（７．１％）であった。また、対象者本人の回
答率は７４．３％（１２３５／１６６３回）、リワークプロ
グラムを実施する施設内の主治医の回答率は
７８．１％（８０４／１０２９回）であった。

５．復職後の就労継続
復職後の就労継続状況をKaplan-Meier 法に
より検討した。起点を復職日とし、イベントを
精神疾患を理由とする再休職、失職、自殺とし
た。その結果、再休職、失職、自殺に至ったに
は５６人（２６．７％）であり、就労継続推定値は１
年後８６．０％（SE２．４）、２年後７１．５％（SE３．２）
であった（図２）。
再休職の関連因子の検討を、Cox 比例ハザー
ドモデルにより検討した。その際、共変量は、
主に属性から以下の項目を取り入れた。人口統
計学的属性として、性別、復職時年齢（１０代ご
とにカテゴリー化）、教育歴。病歴として、診
断名、治療期間、休職回数、総休職期間、プロ
グラムを利用した今回の休職期間。プログラム
関連として、医療機関の別、主治医体制（院外
が院内か）、参加期間。事業場関連として、リ
ハビリ出勤の有無、リハビリ出勤日数（ない場
合は０とした）、復職時の医療機関スタッフと
の連携の有無、企業規模、職種、産業医体制、
産業保健スタッフ体制。
これらをまず単変量により検討し、有意差の
あった３つの共変量（教育歴、休職回数、総休
職期間）に年齢と性別を加え調整し、多変量解
析（変数増加法ステップワイズ尤度比）を行っ
た。なお、多変量解析の実施にあたっては、共
変量同士に相関間関係がないことを確認してい
る。相関関係が予測された休職回数と総休職期
間の間にも相関関係は見られなかった（r＝
０．３２８）。多変量解析の結果、再休職の有意な関
連因子であったのは、総休職期間（ハザード比
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ハザード比１．０１８ p＝０．００３ ９５％CI １．００６-
１．０２９）のみであった。（表２）

６．復職後フォローアップ期間中の就労割合
図１に示す通り、復職後、就労を継続できな
かった５６人の内訳は、再休職４７人（８３．９％）、
失職７人（１２．５％）、入院１人（１．８％）、自殺
１人（１．８％）であった。これら５６人の予後を
追跡したところ、フォローアップ終了時の状況
は、休職中のままが２０人（３５．７％）、再休職の
後に再復職や再就労した者が２０人（３５．７％）、
失職中が１４人（２５．０％）、入院中が１人（１．８％）、
自殺１人（１．８％）であった。
これら再休職者や失職者の予後（再復職・再
就職状況）を含め、フォローアップ期間中の対
象者全員の就労割合を算出した。フォローアッ
プ期間の平均は６７４．７日（SD１３０．５、medeian
７３０、minimum９０、maximum７３０）であり、そ
れぞれのフォローアップ期間が均一でないた
め、各フォローアップ期間の重みを加味した加
重平均を算出した結果、復職後の就労割合は
８９．５％であった。

７．復職後３ヶ月ごとの状況
対象者本人に対しては、復職後３ヶ月おきに
計８回調査を実施している。同調査では就労状
況の他に、直近３ヶ月間の状況の調査を実施し
た。いずれも対象者本人の主観的な評価となる
が、体調不良を理由とする休暇取得状況（身体
的・精神的問わず）、服薬状況、睡眠不良の頻
度、セルフモニタリングの状況、飲酒状況、仕
事量、残業状況、仕事の質や内容、上司との関
係、仕事の人間関係のストレス、仕事以外のス
トレスなどであり、それらの結果を図３－１５に
示した。
再休職や休暇の取得状況については、１年経
過後より徐々に減少する傾向がみられた。服薬
状況は、２年後の調査終了時点においても半数

以上が服薬治療を継続していた。睡眠不良の頻
度は、２年間を通して大きな変化は見られな
かった。セルフモニタリングは、徐々に行わな
くなる傾向にあった。飲酒の程度は、服薬治療
継続中のケースが多数のため、飲酒をしない状
態が続いていると思われた。
業務関連の事項では、仕事量は約半数は２年
間を通して適度な量を保っていた。２年後にお
いても約半数が残業のない状況にあり、残業や
出張等の就業制限が長期間おこなわれている可
能性が考えられた。仕事の質や内容は、１年経
過前後にストレスフルな状況になるが、徐々に
改善する傾向が見られた。上司との関係は概ね
良好だが、徐々に相談や報告ができない状況が
増加している傾向が見られた。
ストレスについては、復職後２年間を通して、
約半数が仕事とプライベートの両方で何らかの
ストレスを感じていた。

Ｄ．考察
１．調査方法について
web上のデータベースプラットフォームを
利用した、携帯電話メールや PCメールへのア
ンケートフォームの配信により、対象者の回答
の手間を省くことが可能となった。また、主治
医に対しても情報の補完を目的に調査を行うこ
とにより、高いフォローアップ率を確保するこ
とができた。
また、これまでの後ろ向き調査では追跡する
ことができなかった、主治医がリワークプログ
ラム施設外の利用者や、転院等により追跡する
ことができなかった利用者に対しても調査が可
能となったこと、そして調査票フォームのシス
テム上の工夫で欠損値をゼロとすることが可能
となり、現実に即した予後の実態が明らかに
なったと考えられる。
通常、インターネットを利用した調査では、
年齢層によるバイアスが見られる。しかし本研
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究では、このようなシステムによるアンケート
の回答ができない、または希望しない者には郵
送によるアンケートの選択も可能とした。そし
て本研究の対象者の平均年齢は４０歳前後であ
り、過去のプログラム利用者を対象とした調査
との間に年齢の差は見られないことから、年齢
層によるセレクションバイアスの可能性は低い
と考えられた。
また、組入時点で本調査への参加拒否は

３８．２％であった。本調査は、復職後２年間、最
大８回調査を実施し、各回答ごとに謝礼を郵送
した。本研究の研究協力者においても、自宅へ
の郵送により家族等に知られる事を理由に謝礼
を辞退する者や、自宅ではなく、通院中の医療
機関での謝礼の受け取りを希望する者があるな
ど、疾患に対するスティグマが見られ、精神疾
患を対象とした調査の難しさと限界があった。

２．復職後の就労継続性
復職後の就労継続推定値は、過去の同じ組入
基準で実施した研究と同様に良好であり、プロ
グラム利用者の良好な就労継続性が示唆され
た。また、再休職や失職に至った者の予後を追
跡することにより、フォローアップ期間中の就
労割合を検討することが可能となり、約２年間
（平均６７４．７日 SD１３０．５）の就労割合は８９．５％
であった。再休職や失職に至った５６人のうち、
フォローアップ期間中に再復職および再就職で
きたのは２０人（３５．７％）であったが、再休職や
失職に至る時期がフォローアップ期間の後半で
あった対象者が大半であったため、その予後に
関しては、さらに長期的なフォローアップが必
要であると考えられた。

３．復職後の再休職
総休職期間の長さが、再休職のリスク要因で
あることが示された。総休職期間と同様に疾患
の重症度を示すと思われた治療歴や休職回数に

おいては、統計学的有意差はみられなかった。
休職期間については、それぞれの対象者に与え
られた休職可能な期間の条件が異なり、それは
疾患の重症度とは無関係であることが考えられ
るため、それらの背景を含めた検討が今後にお
いて必要であると思われた。

Ｅ．結論
本研究は、多施設のプログラム利用者および
その主治医を対象に、２年間にわたり復職後の
就労の実態を前方視的に調査した。web上の
システムを利用するなどの工夫により、アン
ケート回答の手間を省き、高いフォローアップ
率を確保することができた。また、これまでの
後ろ向き調査では追跡することができなかった
主治医が他施設の利用者や、転院により追跡す
ることができなかった利用者に対しても調査が
可能となり、現実に即した予後の実態を明らか
にすることができた。そこから明らかになった
復職後の就労継続性は良好であり、プログラム
の有用性が示唆された。
今後は、構成する個々のプログラムの予後へ
の影響（効果）等、プログラムの質の向上のた
めの更なる検証が必要であると考える。
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図1 対象者のフロー図

就労継続等 (n=154)

（*自殺以外の死亡(n=1)含む）

再復職、再就労

(n=20)

・休職中 (n=20)

・失職 (n=14)
・自殺 (n=1)   ・入院(n=1)

精神疾患による再休職等 (n=56)
・再休職 (n=47) ・入院 (n=1)

・失職 (n=7) ・自殺 (n=1)

 

(n=210)

n %
性別 男性 172 81.9

女性 38 18.1
年齢  (才, mean ± SD)
教育歴 （年, mean ± SD）
職種 専門的・技術的職業従事者 98 46.7

事務従事者 87 41.4
その他 25 11.9

主病名 (ICD-10) F31 双極性感情障害 60 28.6
F32 うつ病エピソード 61 29.0

F33 反復性うつ病性障害 58 27.6
F34 持続性気分[感情]障害 10 4.8

その他 21 10.0
治療期間（初発初診～復職） （年, mean ± SD）
休職回数 （回, mean ± SD）
総休職期間 （月, mean ± SD）
主治医 自院（リワーク施設内） 177 84.3

他院（リワーク施設外） 33 15.7
事業場規模 100人以下 8 3.8

101～300人 14 6.7
301～1000人 34 16.2
1001人以上 154 73.3

産業医体制 いる 180 85.7
いない・不明 30 14.3

産業保健スタッフ体制 いる 127 60.5

いない・不明 83 39.5

(40.6 ± 7.6)
(15.5 ±1.6)

(5.1 ± 4.4)
(2.3 ± 1.3)

(37.1 ± 20.1)

表1 対象者の属性
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(n=210)

Hazard ratio 95%CI Hazard ratio 95%CI

性別 男性[ref]／女性 0.795 1.095 0.553-2.170

復職時年齢 20代 [ref] 0.934 1

30代 0.618 1.317 0.446-3.892

40代 0.525 1.407 0.491-4.034

50代 0.576 1.409 0.424-4.680

教育歴 （年） 0.044 * 0.853 0.731-0.995

診断名(ICD-10) F31双極性感情障害 [ref] 0.531 1

F32うつ病エピソード 0.091 0.540 0.264-1.104

F33反復性うつ病性障害 0.501 0.801 0.420-1.529

F34持続性気分[感情]障害 0.518 0.619 0.145-2.648

その他 0.643 0.643 0.241-1.715

治療期間（初発初診～RP開始） （年） 0.100 1.040 0.993-1.090

休職回数 （回） 0.016 * 1.238 1.040-1.475

総休職期間 （月） 0.004 ** 1.017 1.005-1.028 0.003 ** 1.018 1.006-1.029

今回の休職期間 （日） 0.179 1.001 1.000-1.001

主治医 自院[ref]／他院 0.277 0.625 0.268-1.458

参加期間 （日） 0.595 1.000 0.998-1.001

リハビリ出勤 あり[ref]／なし 0.572 1.163 0.689-1.965

リハビリ出勤日数 （日） 0.967 1.000 0.994-1.006

復職時の医療機関スタッフとの連携 あり[ref]／なし 0.424 1.323 0.667-2.625

企業規模 100人以下[ref] 0.829 1

101～300人 0.454 2.310 0.258-20.672

301～1000人 0.365 2.587 0.331-20.217

1001人以上 0.439 2.187 0.301-15.902

職種 専門的・技術的職業従事者[ref] 0.142 1

事務従事者 0.918 0.972 0.569-1.660

その他 0.050 0.238 0.057-0.998

産業医 いる[ref]／いない・不明 0.518 0.770 0.349-1.701

産業保健スタッフ いる[ref]／いない・不明 0.468 0.817 0.473-1.411

multivariate analysis

p

プログラム
関連

事業場
関連

病歴

univariate analysis

p

人口
統計学的

属性

表2 Cox比例ハザードモデルによる再休職関連因子の検討
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