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研究要旨：
うつ状態を呈する精神疾患で休職した労働者に対し、復職と再休職予防を目的とした治療プロ

グラムであるリワークプログラム（以下、プログラム）を実施している医療機関（以下、治療機
関）において、関連する諸機関との連携は欠かせないものである。特に主治医が治療機関でない
場合の他院主治医と治療機関の連携は、プログラムへの受入から終了までの各段階において適宜
求められる。また、プログラム利用者の所属する企業との連携についても、スムーズに職場復帰
をするためには相互に必要な情報を取り交わすことが必要となる。

そこで、本研究では連携の実態調査として「治療機関と他院主治医との連携（研究１）」と「治
療機関と企業との連携（研究２）」に関するアンケート調査を実施した。連携の手段として「書
面」「診察・面談」の２つの方法（企業との連携については「ケース会議」の方法も追加）に関
して、実際の連携がどのように行われているのかを、『いつ、だれが、だれに、どこで、どんな
内容を、いくらで』おこなっているかに関して、具体的内容とその方法や労力について回答いた
だいた。また、連携時に使用している各種帳票を提出していただきモデル文書（研究３）を作成
した。
「治療機関と他院主治医との連携（研究１）」では、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（６８．７％）であり、そのうち他院と連携
しているのは７６施設（８４．４％）であった。連携している理由としては「必要性を感じているため」
が７３施設（９６．１％）であった。書面による他院との連携については７４施設（９８．７％）が実施して
いた。連携する時期としてはリワーク開始前から参加中、復職前後までいずれの時期でも行われ
ていた。治療機関側担当者は担当スタッフを中心に医師が加わり、他院側担当者は殆どが主治医
であった。診察・面談による他院との連携については１８施設（２４．０％）が実施していた。自院で
連携する場合は、リワーク開始前にリワーク担当医が他院主治医と本人同席で行いプログラム参
加の適性や現症について連携する率が高く、他院で連携する場合はリワーク参加中に自院担当ス
タッフが他院主治医に本人同席で出欠席の状況などについて連携する率が高かった。書面と診
察・面談いずれの連携も１時間前後の時間を費やしているが、ほとんどが無報酬で行っていた。
「治療機関と企業との連携（研究２）」では、１０５施設（８０．８％）が連携していた。書面による

企業との連携は８４施設（８２．４％）で行っていた。復職前・復職時に治療機関側スタッフと人事労
務担当者が本人の特性や復職時の配慮事項について１時間以上かけて無報酬で文書を作成し連携
する率が高かった。診察・面談による企業との連携は９５施設（９１．３％）で行っており、復職前・
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復職時に主治医が人事労務担当者や上司に４０分ほど治療経過や職務内容について連携する率が高
かった。費用は約半数が無報酬であった。ケース会議による企業との連携は２４施設（２５．３％）で
行っており、復職前・復職時に担当スタッフを中心に職場で約１時間無報酬で上司に対し治療経
過や職場環境などについて連携する率が高かった。

モデル文書（研究３）の作成では、治療機関で実際に使用している帳票を２４施設から提出を受
け４８種の文書を基にリワーク開始から復職前後を４期に分け、各期で他院主治医や企業と連携す
る際の書式を作成した。

治療機関では必要性を感じ各時期において主治医や企業と、様々な手法で連携を工夫して行っ
ていることが明らかになった。また、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ことも判明した。ただし連携の多くが無報酬で
行われており、連携しない理由のマンパワー不足や時間が無いといった理由とも関連するが連携
に関連する費用の経済的評価が必要と考えられる。

研究協力者：林俊秀（うつ病リワーク研究会、メディカルケア虎ノ門）
大木洋子（メディカルケア虎ノ門、慶應義塾大学大学院）
森田哲也（株式会社リコー）
萩原健司（メディカルケア虎ノ門）
牧宏一（さくら・ら心療内科）
横山正幹（さっぽろ駅前クリニック）
古野洋一（うつ病リワーク研究会）

１．研究目的
うつ状態を呈する精神疾患で休職した労働者

に対し、職場復帰と再休職予防を目的としたリ
ハビリテーションであるリワークプログラム
（以下、プログラム）を実施する医療機関（以
下、治療機関）は全国で２００施設を超えるほど
になった。原則としては主治医とリワーク施設
である治療機関が同一医療機関であることが望
ましいが、過半数の治療機関は様々な理由から
主治医を他院とする利用者を受け入れている実
情がある。そのような場合には、プログラム運
営上、またプログラムの成果を出すために参加
開始から終了までの間、利用者の状態等につい
て主治医と治療機関側で情報交換が必要とな
る。

また、休職者が復職をするときには所属先事

業場との間で病状の回復状態について情報のや
り取りの必要性が生まれてくる。その際は産業
医や産業保健スタッフなどの医療専門職ばかり
でなく、人事労務担当者や上司などが連携先と
なることもある。

本研究でこれらの連携を検討するにあたり、
それぞれの機関とどのように連携を取っている
かの実態を明らかにするため初年度では、リ
ワーク研究会基礎調査における各連携の実
態１）～６）、連携を行う利用者は事例性の高い利用
者である可能性が高いと考え、実際に連携を
行った事例に関する調査、の２つの研究を実施
した。２年度目の今年度では、実態調査として
「治療機関と他院主治医との連携（研究１）」
と「治療機関と企業との連携（研究２）」に関
する実態調査を実施した。連携の手段として「書
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面」「診察・面談」の２つの方法（企業との連
携については「ケース会議」の方法も追加）に
関して、実際の連携がどのように行われている
のかを、『いつ、だれが、だれに、どこで、ど
んな内容を、いくらで』おこなっているかに関
して、具体的内容とその方法や労力について回
答いただいた。また、連携時に使用している各
種帳票を提出していただきモデル文書（研究３）
を作成した。

２．研究１ 治療施設と他院主治医と
の連携

（１）研究方法
うつ病リワーク研究会に所属する医療機関を

対象とした。１９４施設に別添資料に示す調査票
を送付し、１３６施設から回答が得られ、回収率
としては７０．１％であった。

（２）調査内容
調査内容は、Ⅰ．回答者について、Ⅱ．他院

からの受入について、Ⅲ．連携について、Ⅳ．他
院との連携の実際、の４つの大項目で構成され
ている。

Ⅱにおいては、他院から自院が実施している
プログラムに受け入れる際の主治医変更を必須
としているか否か、必須としない場合はその理
由を回答してもらった。Ⅲにおいては、他院か
ら自院が実施しているプログラムに参加してい
る患者がいる場合に、他院との連携を行ってい
るか否か、またそれぞれの理由を回答しても
らった。Ⅳにおいては、「書面」「診察・面談」
の２つの方法に関して、実際の連携がどのよう
に行われているのかを、『いつ、だれが、だれ
に、どこで、どんな内容を、いくらで』おこなっ
ているか、具体的内容とその方法、労力を回答
いただいた。なお、「書面」「診察・面談」のい
ずれの連携方法についても、複数の方法がある
ことが予測されたため、最大３つの連携方法が

記載できるように回答欄を設け、頻度の高い順
に連携方法を記載いただいた。なお、本調査に
おいて連携とは「他院主治医で、自院が実施す
るプログラムに参加予定／参加中／参加後の患
者の、情報共有や協働支援のこと」と定義した。

なお、各時期における定義は以下の通りであ
る。

•リワーク開始前…プログラムへの参加検
討段階から参加するまでの期間

•リワーク開始時…プログラムに参加後概
ね２週間の期間

•リワーク参加中…プログラムへの参加か
ら終了するまでの期間（リハビリ出勤中
は含まず）

•復職前／復職時…概ね復職１ヶ月前から
の復職に向けた具体的内容を話合う時期
（リハビリ出勤中含）

•復職後（フォローアップ期）…復職後、
概ね１年間の期間

•その他…上記にある時期以外で連携をし
ている期間

（３）調査結果
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（表１）。

主治医変更を原則必須としている４１施設にお
いて、プログラム終了後の主治医変更について
「特に規定はない」と回答したのは２３施設
（５６．１％）、「原則プログラム終了後も自院主治
医のままでフォローする」と回答したのは１２施
設（２９．３％）、「原則リワークプログラム終了後
は元の主治医に変更してもらう」と回答したの
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は６施設（１４．６％）であった（表２）。

自院への主治医変更を必須としない、または
一時的なもの（プログラム参加中のみや、その
他一時的に主治医を変更するなど）としている
理由を回答（複数回答）いただいたところ、最
も多く選択された理由は「主治医変更を望まな
い患者が多いため」で５４施設（６１．４％）、次い
で「集患の関係で他院からの紹介が減るため」
が３５施設（３９．８％）、「本来、主治医変更は適切
ではないと考えているため」が２１施設（２３．９％）、

「その他」が２０施設（２２．７％）であった（表３）。

２）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（表４）。

他院と連携している理由（複数回答）として、
最も多く選択された理由は「必要を感じている
ため」で７３施設（９６．１％）、次いで「患者から
要望があるため」が２５施設（３２．９％）、「他院か
ら要望があるため」が１９施設（２５．０％）、「その
他」が２施設（２．６％）であった（表５）。

他院と連携していない、または難しくしてい
る要因（複数回答）として、最も多く選択され
た要因は「マンパワー不足」「時間がない」で
各５施設（３８．５％）、次いで「他院側が連携を
望まないため」「個人情報の取り扱いに苦慮す
るため」が各４施設（３０．８％）、「連携の方法・
手段が分からないため」「その他」が各３施設

（２３．１％）、「診療報酬で請求できないため」「患
者自身が行うものであると考えているため」が
各２施設（１５．４％）、「患者が連携を望まないた
め」が１施設（７．７％）、「連携しても効果がな

いと考えているため」と回答した施設はなかっ
た（表６）。

３）他院との連携の実際
「書面」「診察・面談」の２つの方法に関して、

実際の連携がどのように行われているのかを、
『いつ、だれが、だれに、どこで、どんな内容
を、いくらで』おこなっているか、具体的内容
とその方法、労力を集計した。なお、「書面」「診
察・面談」のいずれの連携方法についても、複
数の方法があることも予測されたため、最大３
つの連携方法が記載できるように回答欄を設
け、「最も多い連携」「２番目に多い連携」「３
番目に多い連携」として連携頻度の高い連携方
法を順に回答していただいた。

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（表７）。

書面による連携について、連携の時期を見た
ところ「最も多い連携」時期としては、「①リ
ワーク開始前」が２９施設（３９．７％）で最も多く、
次いで「③リワーク参加中」が２２施設（３０．１％）、
「②リワーク開始時」１５施設（２０．５％）であっ
た（表８）。「２番目に多い連携」時期としては、

「③リワーク参加中」が最も多く２７施設（５０．９％）
であった（表９）。「３番目に多い連携」時期と
しては、「④復職前／復職時」が最も多く１９施
設（５２．８％）であった（表１０）。

連携の時期により特徴的な連携方法が見られ
るため、「最も多い連携」時期における「①リ
ワーク開始前」と「②リワーク開始時」、「２番
目に多い連携」時期における「③リワーク参加
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中」、「３番目に多い連携」時期における「④復
職前／復職時」を代表的な書面による連携方法
として以下にまとめる。

（ア）「最も多い連携」時期における「①リワー
ク開始前

�

」の書面による連携方法
•自院側担当としては、リワーク担当医師が最

も多く２１施設（７２．４％）であった（表４１）。
•自院側担当スタッフの職種としては、精神保

健福祉士と臨床心理士がともに９施設
（８１．８％）で最も多かった（表４４）。

•他院側担当としては、主治医が２８施設（１００％）
であった（表４７）。

•本人の同意については、２７施設（９６．４％）が
同意を得ていた（表５０）。

•書面作成に係る所要時間としては、平均３２．１
分（SD３５．９）であった（表５３）。

•自院からの情報提供については、１９施設
（７０．４％）が情報提供していた（表５６）。

•自院からの情報提供の内容としては、「リワー
クプログラム参加の適・不適」が最も多く１７
施設（８９．５％）であり、次いで「本人の特性」
が６施設（３１．６％）であった（表５９）。

•他院からの情報提供については、２９施設
（１００％）が得ていた（表６２）。

•他院からの情報提供の内容としては、「現症」
と「病名」と「治療経過」が最も多く２８施設
（９６．６％）であった。次いで「治療内容」が
２７施設（９３．１％）、「服用薬」が２５施設（８６．２％）
であった（表６５）。

•徴収費用としては、２１施設（７５．９％）が無報
酬、７施設（２５．０％）が保険診療項目で請求
していた（表６８）。

書面による「リワーク開始前」の連携の
代表的な例としては、「自院側担当として
主治医が他院主治医に対し、リワークプロ

グラムの適・不適を中心に無報酬で情報提
供する書面を約３０分作成に費やし、他院か
らは『現症』『病名』『治療経過』の情報を
得る」となった。

（イ）「最も多い連携」時期における「②リワー
ク開始時

�

」の書面による連携方法
•自院側担当としては、担当スタッフが最も多

く１０施設（６６．７％）であった（表７１）。
•自院側担当スタッフの職種としては、精神保

健福祉士と臨床心理士がともに８施設
（６６．７％）で最も多かった（表７４）。

•他院側担当としては、主治医が１５施設（１００％）
であった（表７７）。

•本人の同意については、１３施設（１００．０％）
が同意を得ていた（表８０）。

•書面作成に係る所要時間としては、平均３７．５
分（SD３９．１）であった（表８３）。

•自院からの情報提供については、１５施設
（１００．０％）が情報提供していた（表８６）。

•自院からの情報提供の内容としては、「プロ
グラム参加の適・不適」が最も多く１０施設

（６６．７％）であり、次いで「生活リズム」「出
欠席の状況」「日中の居眠り／眠気の有無」「対
人関係能力」が５施設（３３．３％）であった（表
８９）。

•他院からの情報提供については、１２施設
（８０．０％）が得ていた（表９２）。

•他院からの情報提供の内容としては、「病名」
が最も多く１２施設（１００．０％）であった。次
いで「現症」「服用薬」「治療経過」が１１施設
（９１．７％）であった（表９５）。

•徴収費用としては、１１施設（７８．６％）が無報
酬で、３施設（２１．４％）が保険診療項目で請
求した（表９８）。
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書面による「リワーク開始時」の連携の
代表的な例としては、「精神保健福祉士や
臨床心理士の自院担当スタッフが他院主治
医に対し４０分ほど時間をかけてプログラム
の参加の適・不適を中心とする情報提供の
書面を無報酬で作成し、他院からは『現症』
『服用薬』『治療経過』について情報を得
ている」となった。

（ウ）「二番目に多い連携」時期における「③
リワーク参加中

�

」の書面による連携方法
•自院側担当としては、担当スタッフが２５施設

（９６．２％）であった（表１０２）。
•自院側担当スタッフの職種としては、精神保

健福祉士が最も多く２０施設（７４．１％）、次い
で臨床心理士が１９施設（７０．４％）であった（表
１０５）。

•他院側担当としては、主治医２２施設（８８．０％）
であった（表１０８）。

•本人の同意については、２３施設（９２．０％）が
同意を得ていた（表１１１）。

•書面作成に係る所要時間としては、平均６９．２
分（SD５０．５）であった（表１１４）。

•自院からの情報提供については、２６施設
（１００．０％）が情報提供していた（表１１７）。

•自院からの情報提供の内容としては、「生活
リズム」「出欠席の状況」「対人関係能力」が
最も多く２３施設（９２．０％）であり、次いで「日
中の居眠り／眠気の有無」が２２施設（８８．０％）
であった（表１２０）。

•他院からの情報提供については、得ている施
設と得ていない施設が同数の１２施設（５０．０％）
であった（表１２３）。

•他院からの情報提供の内容としては、「現症」
と「治療経過」が最も多く７施設（７０．０％）
であった。次いで「病名」が６施設（６０．０％）
であった（表１２６）。

•徴収費用としては、２１施設（９５．５％）が無報
酬で、１施設（４．５％）が保険診療項目で請
求していた（表１２９）。

書面による「リワーク参加中」の連携の
代表的な例としては、「精神保健福祉士を
中心とする自院スタッフが他院主治医に対
し約７０分『生活リズム』『出欠席の状況』『対
人関係能力』の情報提供について書面を無
報酬で作成し、他院からは『現症』『治療
経過』について情報を得ている」となった。

（エ）「３番目に多い連携」時期における「④
復職前／復職時」の書面による連携方法
•自院側担当としては、担当スタッフが１６施設

（８８．９％）であった（表１３３）。
•自院側担当スタッフの職種としては、臨床心

理士が最も多く１４施設（８２．４％）、次いで精
神保健福祉士が１０施設（５８．８％）、看護師が
９施設（５２．９％）であった（表１３６）。

•他院側担当としては、主治医１２施設（９２．３％）
であった（表１３９）。

•本人の同意については、１５施設（９３．８％）が
同意を得ていた（表１４２）。

•作成に係る所要時間としては、平均７３．９分
（SD６６．５）であった（表１４５）。

•自院からの情報提供については、１８施設
（１００．０％）が情報提供していた（表１４８）。

•自院からの情報提供の内容としては、「出欠
席の状況」が最も多く１５施設（９３．８％）であ
り、次いで「生活リズム」「作業能力の回復
度合」「対人関係能力」が１４施設（８７．５％）
であった（表１５１）。

•他院からの情報提供については、得ている施
設が８施設（５３．３％）であった（表１５４）。

•他院からの情報提供の内容としては、「治療
経過」と「主治医が考える復職可能の状態」
が最も多く５施設（６２．５％）であった（表１５７）。
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•徴収費用としては、１２施設（７５．０％）が無報
酬で、４施設（２５．０％）が保険診療項目で請
求していた（表１６０）。

書面による「復職前／復職時」の連携の
代表的な例としては、「臨床心理士を中心
とする自院スタッフが他院主治医に対し約
７０分をかけて『出欠席の状況』『生活リズ
ム』『作業能力の回復度合』『対人関係能力』
の情報提供について書面を無報酬で作成
し、他院からは『治療経過』『主治医が考
える復職可能の状態』について情報を得て
いる」となった。

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（表２２１）。

診察・面談による連携について、連携を行う
場所による違いが方法の違いに大きく関係する
ため、自院で実施する場合と他院で実施する場
合に分けて分析した。また、全体的に診察・面
談による連携を実施している治療機関は少ない
ため、「最も多い連携」方法を代表的な診察・
面談の連携方法としてまとめる。

（ア）「自院で連携」する場合の診察・面談に
よる連携方法
•連携の時期に関し、「①リワーク開始前」が

６施設（５４．５％）で最も多かった（表２６１）。
•自院側担当としては、リワーク担当医師が７

施設（６３．６％）であった（表２６４）。
•自院側担当スタッフの職種としては、精神保

健福祉士が６施設（７５．０％）で最も多かった

（表２６７）。
•他 院 側 担 当 と し て は、主 治 医 が６施 設

（６０．０％）であった（表２７０）。
•本人の同意については、１１施設（１００．０％）

が同意を得ていた（表２７３）。
•本人の同席については、「同席する」が６施

設（５４．５％）であった（表２７６）。
•診察・面談の所要時間としては、平均３６．４分

（SD２３．０）であった（表２７９）。
•自院からの情報提供については、８施設

（８０．０％）が情報提供していた（表２８２）。
•自院からの情報提供の内容としては、「プロ

グラム参加の適・不適」が最も多く７施設
（８７．５％）であった（表２８５）。

•他院からの情報提供については、９施設
（９０．０％）が得ていた（表２８８）。

•他院からの情報提供の内容としては、「現症」
「治療経過」が最も多く７施設（７７．８％）で
あった。次いで「病名」「服用薬」「検査結果」

「治療内容」が６施設（６６．７％）であった（表
２９１）。

•徴収費用としては、７施設（７０．０％）が無報
酬で、３施設（３０％）が保険診療項目で請求
していた（表２９４）。

診察・面談による「自院」の連携の代表
的な例としては、「リワーク開始前にリワー
ク担当医師が他院主治医に対し約４０分『プ
ログラム参加の適・不適』の情報提供につ
いて診察・面談を無報酬で行い、他院から
は『現症』『治療経過』について情報を得
ている」となった。

（イ）「他院で連携」する場合の診察・面談に
よる連携方法
•連携の時期に関し、「③リワーク参加中」が

７施設（７７．８％）で最も多かった（表２７７）。
•自院側担当としては、担当スタッフが９施設
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（１００．０％）であった（表３００）。
•自院側担当スタッフの職種としては、作業療

法士が６施設（６６．７％）で最も多く、次いで
臨床心理士と心理士がともに４施設（４４．４％）
であった（表３０３）。

•他 院 側 担 当 と し て は、主 治 医 が９施 設
（１００．０％）であった（表３０６）。

•本人の同意については、９施設（１００．０％）
が同意を得ていた（表３０９）。

•本人の同席については、「同席する」が５施
設（５５．６％）であった（表３１２）。

•診察・面談の所要時間としては、平均３０．０分
（SD１８．５）であった（表３１５）。

•自院からの情報提供については、９施設
（１００．０％）が情報提供していた（表３１８）。

•自院からの情報提供の内容としては、「出欠
席の状況」「作業能力の回復度合」「本人の特
性」が最も多く７施設（７７．８％）であった（表
３２１）。

•他院からの情報提供については、８施設
（８８．９％）が得ていた（表３２４）。

•他院からの情報提供の内容としては、「現症」
「治療経過」「主治医が考える復職可能の状
態」が最も多く５施設（６２．５％）であった（表
３２７）。

•請求費用としては、７施設（７７．８％）が無報
酬で、２施設（２２．２％）が保険診療項目で請
求していた（表３３０）。

診察・面談による「他院」の連携の代表
的な例としては、「リワーク参加中に作業
療法士を中心とする担当スタッフが他院主
治医に対し３０分『出欠席の状況』『作業能
力の回復度合』『本人の特性』の情報提供
について診察・面談を無報酬で行い、他院
からは『現症』『治療経過』『主治医が考え
る復職可能の状態』について情報を得てい
る」となった。

３．研究２ 治療機関と企業との連携
（１）研究方法

うつ病リワーク研究会に所属する医療機関を
対象とした。１９４施設に添付資料に示す調査票
を送付し、１３６施設から回答が得られ、回収率
としては７０．１％であった。

（２）調査内容
調査内容は、Ⅰ．企業との連携の有無、Ⅱ．

書面、診察・面談、ケース会議それぞれにおけ
る連携の実際の２つの大項目で構成されてい
る。Ⅱについては、各方法において、時期、医
療機関側担当と職種、企業側担当、本人同意の
有無、本人の同席、場所、所要時間、医療機関
側からの情報提供、職場から得られる情報、費
用、について回答を得た。また時期による連携
内容の違いに着目し、時期を軸にした集計も
行った。本調査において連携とは「復職に必要
な患者情報を企業・医療機関双方で共有するこ
と、あるいは、協働していくこと」と定義した。

なお、各時期における定義は以下の通り。

•リワーク開始前…プログラムへの参加検
討段階から参加するまでの期間

•リワーク開始時…プログラムに参加後概
ね２週間の期間

•リワーク参加中…プログラムへの参加か
ら終了するまでの期間（リハビリ出勤中
は含まず）

•復職前／復職時…概ね復職１ヶ月前から
の復職に向けた具体的内容を話合う時期
（リハビリ出勤中含）

•復職後（フォローアップ期）…復職後、
概ね１年間の期間

•その他…上記にある時期以外で連携をし
ている期間
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（３）調査結果
企業との連携の有無について
企業との連携については、１０５施設（８０．８％）

が連携していた（表３３３）。
「連携していない」と回答した２５施設（１９．２％）

の治療機関は、連携していない理由として「マ
ンパワー不足」が１５施設（６２．５％）で最も多く、
次いで「時間がない」１３施設（５４．２％）、「患者
自身が行うものであると考えている」９施設
（３７．５％）、「個人情報が心配である」６施設
（２５．０％）、「連携の方法・手段が分からない」
５施設（２０．８％）であった（表３３４）。

１）企業との連携の実際
「書面」「診察・面談」「ケース会議」の３つ

の方法に関して、実際の連携がどのように行わ
れているのかを、『いつ、だれが、だれに、ど
こで、どんな内容を、いくらで』おこなってい
るか、具体的内容とその方法、労力を集計した。
なお、「書面」「診察・面談」「ケース会議」の
いずれの連携方法についても、複数の方法があ
ることも予測されたため、最大３つの連携方法
が記載できるように回答箇所を設け、「最も多
い連携」「２番目に多い連携」「３番目に多い連
携」として連携頻度の高い連携方法を順に回答
していただいた。

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（表３３５）。

書面による連携について、連携の時期を見た
ところ「最も多い連携」時期としては、「④復
職前／復職時」が３６施設（４３．４％）で最も多く、
次いで「③リワーク参加中」が１９施設（２２．９％）、
「②リワーク開始時」１６施設（１９．３％）であっ

た（表３３６）。「２番目に多い連携」時期として
は、「③リワーク参加中」が最も多く３３施設
（６２．３％）であった（表３３７）。「３番目に多い
連携」時期としては、「④復職前／復職時」が
最も多く１６施設（６６．７％）であった（表３３８）。

連携の時期により特徴的な連携方法が見られ
るため、「最も多い連携」時期における「②リ
ワーク開始時」、「２番目に多い連携」時期にお
ける「③リワーク参加中」、「３番目に多い連携」
時期における「④復職前／復職時」を代表的な
書面による連携方法として以下にまとめる。

（ア）「最も多い連携」時期における「②リワー
ク開始時

�

」の書面による連携方法
•治療機関側担当としては、担当スタッフが最

も多く１１施設（６８．８％）であった（表３６６）。
•治療機関側担当スタッフの職種としては、精

神保健福祉士と臨床心理士がともに９施設
（６９．２％）で最も多かった（表３６９）。

•企 業 側 担 当 と し て は、産 業 医 が７施 設
（４３．８％）であった（表３７２）。

•本人の同意については、１５施設（１００．０％）
が同意を得ていた（表３７５）。

•書面作成に係る所要時間としては、平均３９．６
分（SD６０．４）であった（表３７８）。

•治療機関からの情報提供の内容としては、「治
療内容」が最も多く６施設（４０．０％）でああっ
た（表３８１）。

•職場からの情報提供については、１３施設
（８６．７％）が得ていた（表３８４）。

•職場からの情報提供の内容としては、「職種」
が最も多く１１施設（８４．６％）であり、次いで

「職務内容」が１０施設（７６．９％）であった（表
３８７）。

•徴収費用としては、１０施設（７６．９％）が無報
酬であった（表３９０）。
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書面による「リワーク開始時」の連携の
代表的な例としては、「担当スタッフが産
業医に対し約４０分『治療内容』の情報提供
について書面の作成を無報酬で行い、職場
からは『職種』『職務内容』について情報
を得ている」となった。

（イ）「二番目に多い連携」時期における「③
リワーク参加中

�

」の書面による連携方法
•治療機関側担当としては、担当スタッフが２７

施設（８１．８％）であった（表３９４）。
•治療機関側担当スタッフの職種としては、精

神保健福祉士が最も多く１６施設（５５．２％）、
次いで臨床心理士が１５施設（５１．７％）であっ
た（表３９７）。

•企業側担当としては、産業医１３施設（４０．６％）
であった（表４００）。

•本人の同意については、３１施設（９６．９％）が
同意を得ていた（表４０３）。

•書面作成に係る所要時間としては、平均４９．５
分（SD４２．１）であった（表４０６）。

•治療機関からの情報提供の内容としては、「今
後の見通し」が最も多く２０施設（６４．５％）で
あり、「本人の特性」が１９施設（６１．３％）、「治
療経過」が１８施設（５８．１％）であった（表４０９）。

•職場からの情報提供については、１５施設
（５１．７％）が得ていた（表４１２）。

•職場からの情報提供の内容としては、「職務
内容」と「担当窓口の確認」が最も多く１０施
設（６６．７％）であった。次いで「仕事ぶり」
が９施設（６０．０％）であった（表４１５）。

•徴収費用としては、２０施設（６６．７％）が無報
酬であった。自費は５施設あり、費用は平均
２５３４．０円（SD８２１．９）であった（表４１８）。

書面による「リワーク参加中」の連携の
代表的な例としては、「担当スタッフが産

業医に対し約５０分『今後の見通し』『本人
の特性』『治療経過』の情報提供について
書面の作成を無報酬で行い、職場からは『職
務内容』『担当窓口の確認』について情報
を得ている」となった。

（ウ）「３番目に多い連携」時期における「④
復職前／復職時」の書面による連携方法
•治療機関側担当としては、担当スタッフが１３

施設（８６．７％）であった（表４２２）。
•治療機関側担当スタッフの職種としては、臨

床心理士が最も多く９施設（６４．３％）、次い
で看護師が８施設（５７．１％）であった（表４２５）。

•企業側担当としては、人事労務担当者が５施
設（３１．３％）で最も多く、次いで産業医と上
司が４施設（２５．０％）であった（表４２８）。

•本人の同意については、１６施設（１００．０％）
が同意を得ていた（表４３１）。

•作成に係る所要時間としては、平均９６．０分
（SD５５．７）であった（表４３４）。

•治療機関からの情報提供の内容としては、「本
人の特性」が最も多く１２施設（７５．０％）であ
り、次いで「業務への影響」「配慮事項」が
１１施設（６８．８％）であった（表４３７）。

•職場からの情報提供については、得ている施
設が８施設（６１．５％）であった（表４４０）。

•職場からの情報提供の内容としては、「復職
時配慮事項」が最も多く６施設（７５．０％）で
あり、「復職後配慮事項」と「窓口担当の確
認」が５施設（６２．５％）と続いた（表４４３）。

•徴収費用としては、９施設（６０．０％）が無報
酬であった。４施設（２６．７％）が自費として
平均３６０５．０円（SD２，７２５．９）を請求していた
（表４４６）。

書面による「復職前／復職時」の連携の
代表的な例としては、「担当スタッフが人
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事労務担当者に対し約１００分『本人の特性』
『業務への影響』『配慮事項』の情報提供
について書面の作成を無報酬で行い、職場
からは『復職時配慮事項』について情報を
得ている」となった。

イ 診察・面談による連携
診察・面談の定義として通常診察場面やそれ

以外の時間を使って個別に行われる面談と設定
した。

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（表５０１）。

診察・面談による連携について、連携の時期
を見たところ「最も多い連携」時期としては、
「④復職前／復職時」が４２施設（４４．２％）で最
も多く、次いで「③リワーク参加中」が３５施設
（３６．８％）であった（表５０２）。「２番目に多い
連携」時期としては、「③リワーク参加中」が
最も多く３１施設（５５．４％）であった（表５０３）。
「３番目に多い連携」時期としては、「④復職
前／復職時」が最も多く１２施設（５０．０％）であっ
た（表５０４）。

連携の時期により特徴的な連携方法が見られ
るため、「最も多い連携」時期における「④復
職前／復職時」と「２番目に多い連携」時期に
おける「③リワーク参加中」を代表的な診察・
面談による連携方法として以下にまとめる。

（ア）「最も多い連携」時期における「④復職
前／復職時」診察・面談による連携方法
•治療機関側担当としては、主治医が２９施設

（６９．０％）、担当スタッフが２８施設（６６．７％）
であった（表５９５）。

•治療機関側担当スタッフの職種としては、精

神保健福祉士が最も多く２２施設（７３．３％）、
次いで臨床心理士が２０施設（６６．７％）であっ
た（表５９８）。

•企業側担当としては、人事労務担当者と上司
がともに３７施設（８８．１％）で最も多かった（表
６０１）。

•本人の同意については、４２施設（１００．０％）
が同意を得ていた（表６０４）。

•本人の同席については、同席するが２３施設
（５４．８％）で最も多く、ケースバイケースが
１９施設（４５．２％）と続いた（表６０７）。

•診察・面談の場所については、医療機関側が
３９施設（９２．９％）だった（表６１０）。

•診察・面談に係る所要時間としては、平均
４４．１分（SD２１．２）であった（表６１３）。

•治療機関からの情報提供の内容としては、「治
療経過」が最も多く３８施設（９０．５％）であり、
次いで「配慮事項」が３７施設（８８．１％）、「今
後の見通し」が３５施設（８３．３％）であった（表
６１６）。

•職場からの情報提供の内容としては、「職務
内容」が最も多く３５施設（８３．３％）であり、
「職場環境」と「復職後配慮内容」が３３施設
（７８．６％）と続いた（表６１９）。

•徴収費用としては、２２施設（５３．７％）が無報
酬 で あ り、保 険 診 療 項 目 と し て１４施 設

（３４．１％）が請求していた。４施設（２６．７％）
が自費として平均５８８８．０円（SD２４８１．７）を
請求していた（表６２２）。

診察・面談による「復職前／復職時」の
連携の代表的な例としては、「主治医と担
当スタッフが人事労務担当者と上司に対し
約４０分『治療経過』『配慮事項』『今後の見
通し』の情報提供について医療機関で診
察・面談を主に無報酬で行い、職場からは

『職務内容』『職場環境』『復職後配慮内容』
について情報を得ている」となった。
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（イ）「２番目に多い連携」時期における「③
リワーク参加中

�

」の診察・面談による連携方法
•治療機関側担当としては、担当スタッフが２７

施設（８７．１％）であった（表５６６）。
•治療機関側担当スタッフの職種としては、臨

床心理士が最も多く１７施設（６３．０％）、次い
で精神保健福祉士が１４施設（５１．９％）であっ
た（表５６９）。

•企業側担当としては、上司２５施設（８３．３％）
が最も多く、次いで人事労務担当者２１施設

（７０．０％）、産業保健スタッフ１９施設（６３．３％）
であった（表５７２）。

•本人の同意については、２７施設（１００．０％）
が同意を得ていた（表５７５）。

•本人の同席については、ケースバイケースが
１５施設（５０％）、同席するが１２施設（４０％）
だった（表５７８）。

•診察・面談の場所については、医療機関側が
２７施設（９０％）だった（表５８１）。

•診察・面談に係る所要時間としては、平均
５１．４分（SD１６．３）であった（表５８４）。

•治療機関からの情報提供の内容としては、「今
後の見通し」が最も多く２９施設（１００．０％）
であり、「治療経過」が２６施設（８９．７％）、「本
人の特性」が２１施設（７２．４％）、であった（表
５８７）。

•職場からの情報提供の内容としては、「職場
環境」が最も多く２８施設（９３．３％）であり、

「職務内容」が２７施設（９０．０％）、「対人交流」
が２６施設（８６．７％）と続いた（表５９０）。

•徴収費用としては、１９施設（６３．３％）が無報
酬であり、保険診療項目は８施設（２６．７％）
だった。自費は３施設であった（表５９３）。

診察・面談による「リワーク参加中」の
連携の代表的な例としては、「担当スタッ
フが上司に対し約５０分『今後の見通し』『治
療経過』『本人の特性』の情報提供につい

て医療機関で診察・面談を無報酬で行い、
職場からは『職場環境』『職務内容』につ
いて情報を得ている」となった。

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（表６８５）。

ケース会議による連携について、連携の時期
を見たところ「最も多い連携」時期としては、
「④復職前／復職時」が１２施設（５２．５％）で最
も多く、次いで「③リワーク参加中」が１０施設
（４３．５％）であった（表６８６）。「２番目に多い
連携」時期としては、「③リワーク参加中」が
最も多く７施設（５３．８％）であり、次いで「復
職前・復職時」が６施設（４６．２％）だった（表
６８７）。「３番目に多い連携」時期としては、２
施設のみの回答だった（表６８８）。

連携の時期により特徴的な連携方法が見られ
るため、「最も多い連携」時期における「③リ
ワーク参加中」と「④復職前／復職時」を代表
的なケース会議による連携方法として以下にま
とめる。

（ア）「最も多い連携」時期における「③リワー
ク参加中

�

」のケース会議による連携方法
•治療機関側担当としては、担当スタッフが１０

施設（１００．０％）であり、主治医は２施設
（２０．０％）であった（表６８９）。

•治療機関側担当スタッフの職種としては、精
神保健福祉士と臨床心理士が最も多く７施設
（７０．０％）、次 い で 作 業 療 法 士 が４施 設
（４０．０％）であった（表６９２）。

•企業側担当としては、人事労務担当者が８施
設（８０．０％）で最も多く、次いで上司７施設
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（７０．０％）、産業保健スタッフ６施設（６０．０％）
であった（表６９５）。

•本人の同意については、１０施設（１００．０％）
が同意を得ていた（表６９８）。

•本人の同席については、ケースバイケースが
６施 設（６６．７％）、同 席 し な い が２施 設
（２２．２％）だった（表７０１）。

•ケース会議の場所については、医療機関が６
施設（６０．０％）で職場が３施設（３０．０％）だっ
た（表７０４）。

•ケース会議に係る所要時間としては、平均
６３．０分（SD２２．１）であった（表７０７）。

•治療機関からの情報提供の内容としては、「治
療経過」と「本人の特性」が最も多く１０施設
（１００．０％）であり、「今後の見通し」が９施
設（９０．０％）であった（表７１０）。

•職場からの情報提供の内容としては、「職務
内容」「仕事ぶり」「対人交流」が最も多く１０
施設（１００．０％）であり、「職場環境」が９施
設（９０．０％）であった（表７１３）。

•徴収費用としては、９施設（９０．０％）が無報
酬であり、保険診療項目は１施設（１０．０％）
だった（表７１６）。

ケース会議による「リワーク参加中」の
連携の代表的な例としては、「担当スタッ
フが人事労務担当者に対し約６０分『治療経
過』『本人の特性』の情報提供についてケー
ス会議を医療機関で無報酬で行い、職場か
らは『職務内容』『仕事ぶり』『対人交流』
について情報を得ている」となった。

（イ）「最も多い連携」時期における「④復職
前／復職時」のケース会議による連携方法
•治療機関側担当としては、担当スタッフが１１

施設（９１．７％）、主治医が７施設（５８．３％）
であった（表７１９）。

•治療機関側担当スタッフの職種としては、精

神保健福祉士が最も多く８施設（６６．７％）、
次いで臨床心理士が７施設（５８．３％）であっ
た（表７２２）。

•企業側担当としては、上司が１２施設（１００．０％）
で最も多く、次いで人事労務担当者が１０施設
（８３．３％）だった（表７２５）。

•本人の同意については、１２施設（１００．０％）
が同意を得ていた（表７２８）。

•本人の同席については、同席するが７施設
（５８．３％）で最も多く、ケースバイケースが
５施設（４１．７％）と続いた（表７３１）。

•ケース会議の場所については、職場が７施設
（５８．３％）、医療機関が５施設（４１．７％）だっ
た（表７３４）。

•ケース会議に係る所要時間としては、平均
５８．８分 （SD１３．５）であった（表７３７）。

•治療機関からの情報提供の内容としては、「治
療経過」、「本人の特性」、「今後の見通し」が
最も多く１１施設（９１．７％）であった（表７４０）。

•職場からの情報提供の内容としては、「職場
環境」、「復職時配慮事項」、「復職後配慮内
容」が最も多く９施設（９０．０％）であった（表
７４３）。

•徴収費用としては、９施設（８１．８％）が無報
酬 で あ り、保 険 診 療 項 目 と し て２施 設
（１８．２％）が請求していた（表７４６）。

ケース会議による「復職前／復職時」の
連携の代表的な例としては、「担当スタッ
フが上司に対し約６０分『治療経過』『本人
の特性』『今後の見通し』の情報提供につ
いてケース会議を職場で無報酬で行い、職
場からは『職場環境』『復職時配慮事項』『復
職後配慮内容』について情報を得ている」
となった。
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４．研究３ モデル文書の作成
（１）研究方法

うつ病リワーク研究会に所属する医療機関を
対象とした１９４施設に対し実際に連携する際に
使用している帳票の送付を依頼し、２４施設から
４８種の帳票を得ることができた。各帳票の利用
方法と目的から共通する要素をまとめ、モデル

帳票とその使用法を整理した。

（２）研究内容
回収した４８種の帳票を、①リワーク開始時、

②リワーク参加中、③復職前・復職時、の３つ
の時期に分けて整理したところ以下のように①
プログラム開始時の帳票が多かった。

モデル帳票の作成にあたり、今回送付しても
らった帳票とリワークマニュアル７）、研究１、
研究２のアンケート結果を踏まえて検討した。
また「他院と連携をしていない、又は難しくし
ている要因」として挙げられていた個人情報の
取り扱いについては、医療機関が他院や企業へ
患者情報を提供することは個人情報保護法の第
三者提供にあたるため本人から同意を取る必要
がある。そのため参加者本人からの同意確認と
して自署してもらいリワークプログラム利用開
始時に取り交わすような書式とした。また、使

用方法としては、書面のやり取りのみに使用す
るのではなく、評価シートを基に診察・面談時
やケース会議時に説明用資料として使用するこ
とも想定している。その時には書面に記載され
ない口頭での情報交換も併せより詳細な情報の
共有を図ることが出来ると思われる。ただし、
相手が医師等の医療専門職であるか、企業の人
事労務担当者や上司の場合では医学的情報の理
解度に差がある点と求めている内容が異なって
いることがあるため情報提供とその説明におい
て十分注意することが必要である。

１）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を以下に掲載する。

企業とリワーク施設の連携 他院とリワーク施設の連携
①リワーク開始時 １５ ９
②リワーク参加中 ４ ７
③復職前／復職時 ８ ５

計 ２７ ２１

時期 帳票名 目的

①リワーク開
始前

リワークプログラム導入時
情報提供書

治療施設が、利用予定者のリワーク導入の可否
を決めるために他院主治医よりリワーク利用予
定者の症状経過等に関する情報提供をしてもら
う帳票。受理後に導入面談や診察、受け入れ会
議等を実施し決定する。

リワークプログラム利用に関
する同意書

治療施設が、利用者本人、事業所担当者、他院
主治医から情報交換等をすることへの同意を得
るための帳票。リワーク開始までに受理できる
よう事前に配布する。
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②リワーク開
始時

リワークプログラム開始報告
書

治療施設が、参加決定後にリワークプログラム
の開始時の情報を他院主治医へ報告するための
帳票。

③リワーク参
加中

復職デイケア参加状況につい
て

治療施設が、利用者のリワーク参加状況につい
て他院主治医へ情報提供をするための帳票。定
期的に提供するなど治療施設側のルールを決め
る必要がある。

標準化リワークプログラム評
価シート

治療施設が、利用者のある２週間のリワークプ
ログラム参加状況について評価シートで情報提
供するための帳票。

情報提供書（他院主治医から
意見書）

治療施設が、主治医より処方内容や病状の変更、
復職時期の見通し等について情報提供してもら
う。事前にどのような場合に提供してもらうか
ルールを取り決めておく必要あり。

④復職前／復
職時

③リワーク参加中と同一帳票
を使用

他院主治医が復職に関する診断書を発行する際
の評価材料として使用する。

時期 帳票名 目的

①リワーク開
始前

リワークプログラム利用に関
する同意書

治療施設が、利用者本人、事業所担当者、他院
主治医から情報交換等をすることへの同意を得
るための帳票。

②リワーク開
始時

復職支援に関する情報提供依
頼書

治療施設が、企業より利用者の情報を収集する
ための案内文。

リワーク導入時情報収集シー
ト

治療機関が、企業より利用者の情報を収集する
ための項目が挙げられた帳票。開始時までに受
理できるよう事前に利用者へ配布する必要あり。

③リワーク参
加中

利用者の復職準備性評価につ
いて
※項目説明付

治療施設が、利用者のリワークプログラムの参
加状況について評価シートを提供する時の案内
文と項目の説明文（復職準備性評価シートを使
用の場合）。

２）企業との連携におけるモデル帳票と活用方法の一覧を以下に掲載する。
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標準化リワークプログラム評
価シート

治療施設が、利用者のある２週間のリワークプ
ログラム参加状況について評価シートで情報提
供する。

④復職前／復
職時

復職時 情報収集シート 治療機関が、企業に対し利用者の復職にあたり
復職後の部署等の情報を収集するため。事前に
情報収集のできなかった場合に使用する。

復職時 配慮に必要な情報提
供書

治療機関が、企業に対し利用者の復職にあたり
配慮が必要な場合の情報を提供するため。

５．研究１および研究２、研究３の考察
（１）治療機関と他院主治医との連携

主治医変更に関して、９０施設（６８．７％）が「原
則必須ではない」という結果であった。その理
由として、最も多く選択された（複数回答可）
のが「主治医変更を望まない患者が多い」が５４
施設（６１．４％）、次いで「集患の関係で他院か
らの紹介が減るため」で３５施設（３９．８％）であっ
た。

このことから、主治医変更を原則必須にして
いないのは、治療機関側の意向というよりは、
外的な要因により「せざるを得ない」状況であ
ると考えられた。

主治医変更が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％）であり、連携をしている理由として
は「必要性を感じているから」と回答したのは
７３施設（９６．１％）であった。一方、「他院から
要望があるた め」と 回 答 し た の は１９施 設

（２５．０％）にとどまり、連携の必要性について、
治療機関と主治医側施設との捉え方に、大きな
隔たりがあった。その理由として①治療機関に
通院している時点における利用者（患者）との
関わりの度合いの差による意識の差、②治療・
処方・復職判断などの決定権は他院主治医にあ
るため治療機関側は情報を提供しなければなら

ない、ことが考えられる。
なお、他院と連携していない１４施設の理由と

して、多く選択された（複数回答可）のは「マ
ンパワー不足」「時間がない」という物理的、
業務優先度の低さを理由としてそれぞれ５施設
（３８．５％）、「他院側が連携を望まない」で４施
設（３０．８％）が挙げられ、「連携しても効果が
ないと考えている」と回答した施設はなかった。

以上より、意図する・しないにかかわらず、
現状として多くの治療機関においては主治医が
他施設にいる参加者を受け入れていることが分
かった。また、ほとんどの治療機関においては、
主治医施設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。

他院との連携が実際にどのようにおこなわれ
ているかについて、「書面」による連携と「診
察・面談」による連携について調査を行った。
連携を行っている７６施設中、７４施設（９８．７％）
が書面による連携を行っているのに対して、診
察・面談による連携を行っているのは１８施設
（２４．０％）と１／４以下に留まった。日常業務と
して診断情報提供書等の書面のやり取りを行っ
ており慣れていることが書面による連携の高さ
に繋がっていると考えられる。
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１）書面による連携
書面による連携を行っている施設において、

「最も多い連携」時期（n＝７３）では「リワー
ク開始前」が最も多く選択され２９施設（３９．７％）、
「２番目に多い連携」時期（n＝５３）では「リ
ワーク参加中」で２７施設（５０．９％）、「３番目に
多い連携」時期（n＝３６）では「復職／復職時」
が最も多く選択され１９施設（５２．８％）であった。

このことから、複数回異なった時期に連携を
行っている施設が多く存在し、約半数の治療機
関においては少なくとも３回以上異なった時期
に連携を行っている（３つ以上の連携方法を
持っている）ことが分かった。

なお、「リワーク開始前」「リワーク参加中」
「復職前／復職時」の３項目は、連携方法頻度
別のいずれにおいて高い割合を占めている。し
かし、「復職後」の選択項目に関しては、先の
３つに比べて、連携方法頻度別のいずれにおい
てもさほど高い割合ではなかった。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。

自院側と他院側の担当者について、他院側担
当者は連携方法頻度別のいずれにおいても、主
治医が９割を超えた（表１７）。自院側担当者に
ついては、連携方法頻度別で「リワーク担当医」
と「担当スタッフ」との割合に以下のように、
やや変化がみられた。

•「最も多い連携」（n＝７４）；「担当スタッ
フ」４８施設（６４．９％）、「リワーク担当医」
２５施設（３３．８％）、「その他」１施設（１．４％）
（表１１）

•「２番目に多い連携」（n＝５２）；「担当
スタッフ」４６施設（８８．５％）、「リワーク担
当医」６施設（１１．５％）、「その他」０施設
（０．０％）（表１２）

•「３番目に多い連携」（n＝３４）；「担当

スタッフ」２５施設（７３．５％）、「リワーク担
当医」８施設（２３．５％）、「その他」１施設
（２．９％）（表１３）

リワーク担当医師の割合が高い理由として、
「最も多い連携」時期では「リワーク開始前」
時期の連携の割合が高く、参加受入についての
判断のためリワーク担当医師が関わることが多
くなると考えられた。また、「３番目に多い連
携」時期では、「復職前／復職時」の連携の割
合が高く、この時期は復職の適否判断があるた
めと考えられた。

本人への同意はいずれの連携方法頻度別でも
「同意有り」が９割を超えた。

提供する項目と収集する項目について、時期
によって項目が異なり。このことから、情報の
提供と収集のいずれの場合であっても、時期に
よって必要な項目と不必要な項目とがあること
が考えられた。自院からの情報提供について
は、リワーク開始前では「リワークプログラム
参加の適・不適」「本人の特性」が挙げられ、
リワーク開始時には「リワークプログラム参加
の適・不適」「生活リズム」「出欠席の状況」「日
中の居眠り／眠気の有無」「対人関係能力」が
挙げられた。リワーク参加中と復職前／復職時
になると内容が変わり、「生活リズム」「出欠席
の状況」「対人関係能力」「日中の居眠り／眠気
の有無」「作業能力の回復度合」「対人関係能力」
が挙げられた。他院からの情報収集について
は、リワーク開始前とリワーク開始時では「病
名」「現症」「服用薬」「治療経過」が挙げられ、
リワーク参加中と復職前／復職時では「現症」
「治療経過」「病名」「主治医が考える復職可能
の状態」が挙げられた。

また、連携するために作成する資料の作成時
間（／回）は、「最も多い連携」においては４２．０
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分、「２番目に多い連携」では６０．２分、「３番目
に多い連携」では７５．４分であり、時期によって
作成に要する時間に差があった（表２３）。これ
は、「リワーク開始前」に比べ「リワーク参加
中」や「復職前／復職時」の方がリワークの参
加状況の評価を報告するため盛り込む内容や記
載の量が多く資料作成に時間を要していると考
えられる。

費用に関しては、無報酬で行っていることが
多く、保険診療項目として費用を請求している
のは一部に留まり、自費による請求を行ってい
る割合は非常に低かった。特に「リワーク参加
中」は約９１％が無報酬で行っており、自院側ス
タッフがコメディカルスタッフの割合が高い場
合に無報酬で行っている割合が高かった。

２）診察・面談による連携
先述したように、「診察・面談」による連携

は「書面」による連携と比べて、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施設で考えると２０．０％に
留まる。

「診察・面談」による連携を行っている施設
において、「最も多い連携」時期（n＝１８）で
は「リワーク参加中」が最も多く選択され７施
設（３８．９％）、「２番目に多い連携」時期（n＝
７）では「リワーク参加中」「復職／復職時」
で各３施設（４２．９％）、「３番目に多い連携」時
期（n＝４）では「復職／復職時」が最も多く
選択され２施設であった。
「書面」による連携を行っている施設と同様

に、「診察・面談」で複数回異なった時期に連
携を行っている施設も存在しているものの、少
なくとも３回以上異なった時期に連携を行って
いる（３つ以上のパタンを持っている）のは１８
施設中で４施設のみであった。

なお、「リワーク開始前」「リワーク参加中」
「復職前／復職時」の３選択項目は、連携方法
頻度別のいずれかにおいて高い割合を占めてい
る。しかし、「リワーク開始時」「復職後」の２
つの選択項目に関しては、先の３つに比べて、
連携方法頻度別のいずれにおいてもさほど高い
割合ではなかった。診察・面接による連携にお
いても「リワーク開始前」「リワーク参加中」「復
職前／復職時」のタイミングを中心に行われて
いることが分かった。

本人への同意はいずれのパタンでも「同意有
り」が１００．０％であった。また同席するかしな
かについても、「同席する」または「ケースバ
イケース」を合わせると、いずれのパタンでも
７割を超えた。

担当者について、他院側担当者は連携方法頻
度別のいずれにおいても、主治医とコメディカ
ルが主な担当となっているが、「書面」による
連携の同内容の質問と比べると主治医の割合は
低い。自院側担当者は連携方法頻度別のいずれ
においても、コメディカルの割合がリワーク担
当医の割合と比べて非常に高く、「書面」によ
る連携の同内容の質問と比べてもコメディカル
の割合が高くなっている。「診察・面談」によ
る連携は、「書面」による連携と比べ、総じて
医師が関わる割合が低くコメディカルの関わる
割合が高くなっている。実施場所で見ると自院
で実施する時は医師が担当する割合は６割超で
あるが他院で実施する場合はコメディカルが担
当する割合が１００％であった。

診察・面談による連携をする際の所要時間
は、「最も多い連携」においては３１．４分（表２４３）、

「２番目に多い連携」では３７．９分（表２４４）、「３
番目に多い連携」では３０．０分（表２５５）であり、
時期によって差異はみられなかった。
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提供する項目と収集する項目について、いず
れの場合であっても連携方法頻度別において、
選択される割合が大きく変化している項目が
あった。このことから、情報の提供と収集のい
ずれの場合であっても、時期によって必要な項
目と不必要な項目とがあることが考えられた。

費用に関しては、「無報酬」で行っているこ
とが７，８割と多く、「保険診療項目」として
費用を請求しているのは一部に留まり、「自費」
による請請求はいずれのパタンにおいても行っ
ている施設はなかった。

かかりつけ医や病診連携、一般科や産婦人科
と精神科との連携など様々な連携が精神科領域
でも注目されているが大枠だけでなく具体的効
果的な連携についてさらに踏み込んで仕組みを
作る必要性があると考えられる。その一つとし
て精神保健福祉士等の医療専門職がプログラム
に関する連携の担当者（リワーク・コーディ
ネーター８））として治療施設に配置し、他院の
主治医やコメディカルのみならず企業や地域障
害者職業センターなどの関係諸機関と積極的に
連携できる体制ができることが望まれる。特に
発達障害や双極性障害を背景とした難しい事例
の場合は、書面だけではなく診察・面談やケー
ス会議などで多くの情報を共有する必要がある
ためリワーク・コーディネーターが関連諸機関
との中継点としてプログラムにおける状況や復
職準備性、復職時の配慮事項などを情報提供し
ながら調整し、本人へフィードバックをしてい
くことは治療的にも有効であると考えられる。
（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。連携をしていない２５施設の理由として「マ
ンパワー不足」と「時間がない」が挙がってい
たが、その要因として、連携に充てるスタッフ
数の不足と業務の優先順位が低いことが影響し

ていることが窺われ、「個人情報が心配である」
やその他の自由記載にあった「ご本人にとって
不利益な情報として扱われる可能性」といった、
個人情報やその扱われ方の難しさが障壁となっ
ているとの意見もあり、個人情報保護の観点と
ご本人、事業所双方のためになる情報提供の仕
方といった視点も考慮していく必要性のあるこ
とが示唆された。

他方、「患者自身で行うものである」のよう
にリワークの意義から考えて、敢えて連携をし
ないケースや「連携の方法・手段が分からない」
のようにそもそもの方法・手段が分からないと
いった意見もあり、連携対象の選定や実際の連
携の仕方など、リワーク機関としてある一定の
ルール作りが必要ではないかとの見方もでき、
現状では「連携していない」状態でありながら、
連携の必要性は感じていることが窺われた。

「連携している」と回答した治療機関の連携
方法としては、「書面による連携」が８４施設

（８２．４％）（n＝１０２）、「診察・面談による連携」
が９５施設（９１．３％）（n＝１０４）、「ケース会議に
よる連携」が２４施設（２５．３％）（n＝９５）となっ
ており、「書面」以上に「診察・面談」による
連携が多いことが分かった。その原因として費
用に関し保険診療で請求している割合が３割以
上あり、他の連携がほとんど無報酬で実施して
いることと比べると金銭的な評価があることが
連携強化に繋がっていると考えられる。また「連
携している」約４分の１の治療機関では「ケー
ス会議」による連携を実施しており、各治療機
関における連携に対する意識や重要性の高さが
窺われた。

複雑化する復職支援において、リワーク機関
と企業との連携は必須になってきていることが
分かった。

それぞれの時期においてそれぞれの目的や意
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図をもった連携は、もはやリワークプログラム
の「治療」として重要なファクターと言える。

また連携が行われていない治療機関において
も今後は連携を考えていきたいといった方向性
にあり、現状の「連携」への障壁には、半数以
上が挙げている連携に携わるスタッフ不足、２
割強が挙げている個人情報保護の課題や対象者
の絞り方や実際の連携の仕方、連携対応に対す
る金銭的な評価等があり、連携体制やルールの
構築が必要であることが示唆された。

連携の時期としては、「復職前／復職時」と
「リワーク参加中」に集中しており、その他「書
面」においては「リワーク開始時」、「診察・面
談」においては「リワーク参加前」の連携が多
いことが明らかとなった。

各時期に行われていた連携の内容は、「復職
前／復職時」では復職に向けた情報共有が主と
なり、「リワーク参加中」は治療やリハビリの
進捗状況の情報共有や職場側意見のすり合わ
せ、「リワーク参加時」は今後リワークプログ
ラムを進めていく上での方向性のすり合わせ、
「リワーク参加前」はリワークプログラムに参
加するか否かの判断が行われていた。いずれの
期間においてもリワークプログラムという治
療・リハビリテーションを進めて行く上で、ま
た患者の予後を考えた上でも重要な連携である
と言える。

企業側担当は、医療の窓口として「産業医」
や「産業保健スタッフ」が担うものと予想して
いたが、「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」
では意外にも「上司」や「人事労務担当」が担
当となる傾向にあり、顔を合わせた連携では、
より詳細な現場サイドに近いやり取りがなされ
ていることが明らかとなった。治療機関側の担
当としては、「担当スタッフ」が中心となり、

職種については「臨床心理士」や「精神保健福
祉士」が多かった。うつ病リワーク研究会の基
礎調査１）でのスタッフ資格の結果でも「臨床心
理士」が一番多いことや、「連携」分野を得意
とする「精神保健福祉士」の職域が影響してい
るものと推察される。一方、「主治医」が直接
的に連携に参画することも少なからずあること
が今回分かった。特に「診察・面談」において
は、「主治医」が中心を担い、診察場面を使っ
て担当スタッフが同席する形で連携していたと
想定される。

これらによりリワーク機関、企業双方におい
て目的や役割を意識した濃密な連携が実践され
ていることが明らかとなった。

場所に関しては、「診察・面談」が医療機関
であることが多く、主治医が参加しやすい環境
にあると言える。一方「ケース会議」は、「医
療機関」と「職場」が凡そ半分ずつで、主治医
が参加する場合は「医療機関」、職場の状況把
握や多くの企業側担当者の参加によって、より
多くの情報収集を目的に加えるのであれば「職
場」で実施といった具合に、主治医の参加の有
無と目的によって場所は使い分けられていると
考えられる。

これら連携にかける時間と費用は、「書面」「診
察・面談」で４０～５０分、「ケース会議」で約６０
分と多くの時間を要するものの費用に関しては
多くが「無報酬」で行われていることが分かっ
た。（ケース会議では自費請求なし）時間的制
約、経済的対価の部分で苦慮しながらもこれだ
け多くの治療機関が連携にエネルギーを費やし
ているのは、その必要性と重要性にあると考え
る。これらマンパワー不足や費用請求の難しさ
は、自由記述による「連携についての課題や工
夫」の部分でも多数声が挙がっている部分でも
ある。
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また上記以外の連携の工夫では「電話」によ
る情報交換を実践している治療機関も増えてき
ていることが分かった。時間的な制約から解放
される一方、簡便さゆえの個人情報の扱いや費
用面での課題も残る。

６．結論
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。

•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。

•これら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必要
な提供・収集す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。
【今後に向けて】

•治療機関と連携している企業に対し連携の実
態、要望、阻害要因等について調査を実施す
る。

•連携の重要性を知ってもらうためのパンフ
レットの作成

•連携時、他院からの返信してもらいやすい
ツールの作成

•各種定形フォームの作成

今後は今回の調査で明らかになった「書面」
「診察・面談」「ケース会議」の連携パターン
から、リワーク研究会としてモデルとなるもの
を抽出し、使用する文書や内容に対する精査、
実際に使用してみての効果なども検証していく
ことが求められる。そして最終的には治療構造
の一つとしての具体的で実務的な医療と企業の
連携方法を確立していきたい。
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