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研究成果概要

 

【研究背景】 

 近年、第三次産業の発達に伴う業務の質的変化、成果主義の導入そして経済的要因の影

響から、労働者のメンタルへルスを取り巻く状況は悪化し、事業場におけるメンタル不調

者の増加が社会的問題として取り上げられている。 

 しかし、多くの事業場では精神科を専門としない産業医を選任していることが多く、精

神科を専門としない産業医が精神科医に紹介状を作成することが多い。この際、紹介状に

記載方法や記載すべき情報についての統一された見解がないため、精神科主治医が労働者

本人や職場の状況を適切に把握することができず、その後の対応が円滑に進まないといっ

た事例も散見される。 

 そこで、心の健康問題を抱えた労働者に対応する際に主治医と産業医間で意識がどのよ

うに異なるか、また労働者個人の状況だけでなく、職場の状況も含めて特にどのような情

報が必要かを明らかにし、心の健康問題を抱える労働者に対応する精神科医、産業医の一

助となるための調査研究を実施した。 

【目的】 

心の健康問題の意識の違いについては、心の健康問題全般に対する考え方や、情報提供

をする機会である初診時の紹介状や職場復帰時の情報提供書への記載事項について双方が

どういったことを記載している、もしくは相手に記載することを希望しているかを検討し

た。これにより、産業医と精神科医がコミュニケーションをとる機会に双方がそれぞれの

立場を認識でき、円滑な情報提供の実施が期待される。また、現在の「職場復帰支援の手

引き」に含まれている情報提供書に追記すべき事項があるかについても検討した。 

【対象と方法】 

 心の健康問題を抱える労働者の精神科主治医となる精神科医及び事業場で働く産業医を

調査対象者とし、茨城産業保健推進センター利用歴のある事業場の産業医 795 人と、茨城

県医師会に精神科、心療内科、精神神経科として会員登録のある医師 142 人を対象に郵送

にてアンケート用紙を配布し本調査研究に同意の得られた産業医、精神科医より回収した。

質問紙を用いたアンケート調査による量的調査と、アンケートの自由記載欄の回答及び聞

き取りによる質的調査を実施した。 

【結果】 

 産業医に関しては、795 人中 182 人から回答があり回収率は 22.9%であった。精神科医に

関しては、142 人中 42人から回答があり回収率は 29.6%であった。 

・心の健康問題に関する意識について 

 心の健康問題の原因について、産業医・精神科医ともに「人間関係」を最も多く（84.8%、

85.7%）回答した。心の健康問題を抱えている年代として産業医は 40代(50.0%)が、精神科

医は 30 代(59.5%)が最も多いと回答した。心の健康問題を抱える労働者の増減は産業医・
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精神科医ともに「増えている」(74.4%、81.0%)と回答した。心の健康問題を抱える労働者

の今後の増減は産業医・精神科医ともに「増える」（87.6%、83.3%）と回答した。心の健康

問題を抱える労働者への対応の負担は産業医・精神科医ともに「負担になっていない」

(58.1%、68.3%)と回答した。心の健康問題を抱える労働者への今後の対応の負担は産業医・

精神科医ともに「負担が増える」(86.9%、83.3%)と回答した。 

・主治医-産業医間のやり取りについて

初診時の紹介状には、産業医は症状を最も多く記載する(88.8%)が、精神科医は職場で問

題となったエピソードを期待する(90.0%)と回答した。初診時の紹介状の返信には、精神科

医は診断名を記載し(92.7%)、産業医は診断名を期待する(88.0%)と回答した。職場復帰時の

判断材料は、産業医は主治医の復職可能の診断とし(87.6%)、精神科医は生活リズムの安定

とした(92.7%)。職場復帰時の情報提供書は産業医は就業上必要な配慮を期待し(88.0%)、

精神科医は就業上必要な配慮・就業の可否を記載する(89.7%)と回答した。 

・主治医-産業医間のコミュニケーションについて 

主治医-産業医間のコミュニケーションの必要性について、産業医・精神科医ともに必要

ありと回答した(96.6%、92.5%)が、現状でコミュニケーションをとっている産業医は 50.9％

であり、精神科医は 60.0％であった。 

【考察】 

産業医・精神科医間の意識に大きな差はないことが明らかになった。しかし、実際の対

応については、産業医、精神科医の立場の違いから相互に求めている情報が提供できてい

ない可能性も考えられた。以上の結果を勘案し、紹介状の雛形を作成した。 
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【研究背景】 

 近年、第三次産業の発達に伴う業務の質的変化、成果主義の導入そして経済的要因の影

響から、労働者のメンタルへルスを取り巻く状況は悪化し、事業場におけるメンタル不調

者の増加が社会的問題として取り上げられている。 

 労働者のメンタルヘルスの問題は、依然として改善する傾向にはなく、2010 年に実施さ

れた「メンタルヘルスの取り組み」に関する企業アンケート調査結果 1)においても、最近 3

年間の「心の病」が「増加傾向」もしくは「横ばい」と回答した企業が 90％となっており、

これに対して企業においては厚生労働省の施策に従って「4つのケア」を中心とした様々な

取り組みを実施している。 

 その一つとして外部医療機関との連携が挙げられる。例えば、事業場内産業保健スタッ

フは、心の健康問題を抱えた労働者に対して、必要性に応じて精神科医療機関の受診を促

している。その際には通常、事業場の産業医が面談を実施し、紹介状を作成することで外

部医療機関において適切な医療が行われることを期待している。しかし、精神科を専門と

する産業医を選任している企業は少ない（上記アンケート調査 1）においては 36.3％）ため、

精神科を専門としない産業医が紹介状を作成することが多い。この際、紹介状に記載方法

や記載すべき情報についての統一された見解がないため、精神科主治医が労働者本人や職

場の状況を適切に把握することができず、その後の対応が円滑に進まないといった事例も

散見される。 

 外部医療機関においては、治療する立場にある精神科主治医が果たす役割は大きく、疾

病性に対する介入だけでなく、職場で心の健康問題を抱えた労働者にどのように対応すべ

きかについて積極的な助言をすることが期待されている。しかし、精神科主治医は医師-患

者間での契約を結び、患者の QOL の向上のために医療を行っているという立場にあり、個

人情報保護の必要性や職場の状況がわからない中で、職場に提供できる情報には限りがあ

ることが現状である。 

 また、メンタルヘルス不調で問題とされているのは、他科疾患と比し特に、それによる

病気休業について、療養期間の長さおよび再休業の割合が高い 2)3)ことである。休業は、主

治医の「要休養」の診断書をもとに病気休業に至る。復職の際は、２つの段階を経ること

が一般的である。１つは本人の復帰の意思および主治医の「職場復帰可能」の診断書が提

出される段階、もう１つはその後、産業医などを中心に職場側で復職の可否について判断

される段階であるが、この復職における２つの段階、すなわち主治医の「職場復帰可能」

の診断と、産業医の復職の可否の判断が乖離することがしばしば認められる。 

 職場復帰に際しては、「心の健康問題による職場復帰支援の手引き」4)にその雛形が掲載

されており、主治医-産業医間での情報交換について記載されているものの、十分に活用さ

れていない現状がある。それは、産業医に手引きの活用方法について周知されていないこ

とに加え、実際に使用した際に、職場復帰可否の判断や、復職後の勤務に関する配慮を決

定するに足りるだけの十分な情報が含まれていない可能性が推測される。これは、病気が
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良くなっているかという疾病性を判断する主治医と、就業可能な程度にまで回復したかと

いう機能性を判断する産業医の立場の違いから、それぞれが必要とする情報に相違が生じ

ていることも一因である。しかし、主治医と産業医の間で信頼関係が構築できていると、

医師間の意見交換といった位置づけで率直なコミュニケーションを行うことができ、主治

医は疾病性についての判断を、産業医は機能性についての判断を行うといったそれぞれの

立場に応じた役割を果たすことが可能となり、円滑な対応に寄与することがしばしば経験

される。 

 そこで今回我々は、産業医および精神科医が心の健康問題を抱えた労働者に対応する際

に、主治医と産業医間で心の健康問題に対する意識がどのように異なるかを明らかにし、

労働者個人の状況だけでなく、職場の状況も含めて特にどのような情報が必要かを明らか

にし、心の健康問題を抱える労働者に対応する精神科医、産業医の一助となるための調査

研究を実施することとした。 

 

 

【目的】 

 上記の背景より、心の健康問題を抱える労働者に対応する際に、主治医である精神科医

と職場で対応する産業医間での情報の共有が行われることが、円滑な対応の一助になると

考えられる。一つの例として、心の健康問題を抱える労働者を外部医療機関に紹介する際

には、情報提供書を作成し診療上必要な情報をあらかじめ提供することで、医療機関での

対応が円滑に行われ、患者数の増加により負担が大きくなっている精神科診療の一助とな

ることができると考えられる。しかし、精神科を専門としない産業医が紹介状を作成する

ことが多いため、情報提供書の記載方法や記載すべき情報についての統一された見解がな

いため、精神科主治医が労働者本人や職場の状況を適切に把握することができず、その後

の対応が円滑に進まないといった事例も散見される。 

 この理由の一つとして、精神科主治医と産業医は双方が医師ではあるが、精神科主治医

は疾病性の低減を目指し、産業医は職場での職務適応を目指すという求められる役割が異

なっているため、それぞれが必要とする情報に相違が生じていることが挙げられる。 

 一方で、精神科主治医と産業医との間に信頼関係が構築できていると、医師間の意見交

換といった位置づけで率直な意見交換ができ、円滑な対応に寄与することがしばしば経験

される。例えば、同一の職場から複数名の労働者が紹介され受診していると、職場の制度

や産業医の対応を把握することが可能になり、必要な情報の円滑な交換に繋がっている。 

 従って、心の健康問題により円滑に対応するために、まず精神科主治医と産業医間にお

いて心の健康問題に対する意識がどの様に異なっているかを明らかにすることにした。意

識の違いについては、心の健康問題全般に対する考え方や、情報提供をする機会である初

診時の紹介状や職場復帰時の情報提供書への記載事項について双方がどういったことを記

載している、もしくは相手に記載することを希望しているかを検討することとした。これ
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により、産業医と精神科医がコミュニケーションをとる機会に双方がそれぞれの立場を認

識でき、円滑な情報提供の実施が期待される。また、現在の「職場復帰支援の手引き」に

含まれている情報提供書に追記すべき事項があるかについても検討することとした。 

 

【対象と方法】

 本調査では、心の健康問題を抱える労働者の精神科主治医となる精神科医及び事業場で

働く産業医を調査対象者とし、質問紙を用いたアンケート調査による量的調査と、アンケ

ートの自由記載欄の回答及び聞き取りによる質的調査を実施した。 

 

１．アンケートによる量的調査 

（１）アンケートの作成 

 産業医、精神科医として勤務している研究代表者、研究分担者からなる研究チームにお

ける協議の上で産業医、精神科医を対象とした産業医と精神科医の連携に関するアンケー

トを作成した。アンケートの内容としては、労働者の心の健康問題に関する意識、及び産

業医と精神科医間における情報提供書を作成する際にどのような情報を記載しているのか、

そして、情報提供書を受け取る側がどのような情報を期待しているのか等とした。意識に

ついては、心の健康問題を抱えた労働者への対応についての負担や労働者数の増減につい

て聞いた。情報提供書に関しては、例えば、心の健康問題を抱えた労働者が初回に精神科

医療機関を受診する際に作成する紹介状にどのような内容を記載するのか、そして、紹介

状を受け取る精神科医がどのような情報が記載されていることを期待するのかといったこ

と、また、心の健康問題で休業していた労働者が職場復帰する際に主治医が作成する情報

提供書にどのようなことを記載しているのか、そして、情報提供書を受け取る側である産

業医がどのような情報が記載されていることを期待するのかといったことを聞いた。その

他、主治医-産業医間におけるコミュニケーションなどについても聞いた。

（２）対象と方法 

 茨城産業保健推進センター利用歴のある事業場の産業医 795 人と、茨城県医師会に精神

科、心療内科、精神神経科として会員登録のある医師 142 人を対象に郵送にてアンケート

用紙を配布し本調査研究に同意の得られた産業医、精神科医より回収した。 

 

２．自由記載及び聞き取りによる質的調査 

 アンケート調査の自由記載欄への回答及び聞き取り調査に同意を得られた産業医、精神

科医の計 10名に対して聞き取り調査を実施し、得られた結果について研究チームで検討し、

内容についてカテゴリー分けを行った。 

 

３．倫理的配慮について 

 倫理的配慮については、労働者健康福祉機構における倫理委員会で倫理的な配慮につい
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て承認を受けて実施した。なお、本調査においては、アンケート調査のみの回答であれば、

氏名、事業場名などの情報は取得していない。聞き取り調査については、書面により主旨

を説明し、同意が得られた回答者のみが対象となっている。また、本調査に対する回答が

なくとも一切不利益が生じないことも合わせて書面にて説明をしている。 

 

【結果】 

 

１．アンケートによる量的調査 

 

（１）回収率 

 産業医に関しては、795 人中 182 人から回答があり回収率は 22.9%であった。精神科医に

関しては、142 人中 42人から回答があり回収率は 29.6%であった。 

 

（２）産業医の勤務状況 

 勤務頻度に回答のあった 182 名の回答者のうち、現在産業医として勤務をしていない者

が 32 名（17.6%）、月に１回程度勤務している者が 82 名（45.0%）、週に 1 回程度勤務して

いるものは 50 名（27.5%）、週に 1 回より多い頻度で勤務しているものは 18 名（9.9%）で

あり多くの産業医が非常勤で産業医を務めていると考えられた（表 1）。また、産業医のう

ち精神科医としても勤務している者は 22 名（12.1%）であった。 

 

（３）精神科医の勤務状況 

 精神科医からの回答のあった 42名のうち、常勤の精神科医は 7名（16.7%）、非常勤の精

神科医は 14 名（33.3%）、現在、精神科医として勤務していない者が 21 名（50%）であった

（表 2）。 

 

（４）心の健康問題に関する認識 

１） 心の健康問題の原因について 

 心の健康問題の原因についてどう考えているか（複数回答可）を聞いた質問項目に回

答のあった産業医 178 名の回答は以下の通りであった。「人間関係」が最も多く 151 名

（84.8%）、「仕事の量的な負荷」は 98 名（55.1%）、「ストレス耐性の低下等個体的要因」

は 93名（52.2%）、「仕事の質的な負荷」は 79名（44.4%）、「プライベートの問題」が 25

名（14.0%）、となっていた。同様に精神科医 42 名の回答は以下の通りであった。産業医

同様に「人間関係」が最も多く 36 名（85.7%）、「ストレス耐性の低下等個体的要因」は

22名（52.4%）、「仕事の量的な負荷」は21名（50.0%）、「仕事の質的な負荷」は18名（42.9%）、

「プライベートの問題」が 5名（11.9%）、となっていた（表 3）。その他、産業医からは、

「景気」や「若者においては実社会に出てからの現実と理想のギャップ」などの回答が
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見られた。 

２） 心の健康問題を抱えている年代について 

 どの年代において心の健康問題を抱える労働者が増加しているか（複数回答可）を聞

いた質問項目に回答のあった産業医 178 名の回答は以下の通りで会った。「20 代」が 30

名（16.9%）、「30 代」が 71 名（39.9%）、「40代」が最も多く 89 名（50.0%）、「50代」が

39 名（21.9%）となっていた。同様に精神科医 42 名の回答は以下の通りであった。「20

代」が 8名（19.0%）、「30代」が最も多く 25 名（59.5%）、「40 代」が 20名（47.6%）、「50

代」が 7名（16.7%）となっていた（表 4）。 

３） 心の健康問題を抱える労働者の増減について 

 心の健康問題を訴える労働者数の増減について聞いた質問項目に回答のあった産業医

176 名の回答は以下の通りであった。「増えている」が 131 名（74.4%）、「減っている」

が 1 名（0.6%）、「変わらない」が 44 名（25.0%）であった。同様に精神科医 42名の回答

は以下の通りであった。「増えている」が 34 名（81.0%）、「減っている」が 1 名（2.4％）、

「変わらない」が７名（16.7%）であった（表 5）。 

４）  心の健康問題を抱える労働者の今後の増減について 

 心の健康問題を抱える労働者の今後の増減について聞いた質問項目に回答のあった産

業医 177 名の回答は以下の通りであった。「増える」が 155 名（87.6%）、「減る」が 0名、

「変わらない」が 22名（12.4%）であった。同様に精神科医 42 名の回答は以下の通りで

あった。「増える」が 35 名（83.3%）、「減る」が 1名（2.4％）、「変わらない」が 6名（14.3％）

であった（表 6）。 

５）  心の健康問題を抱える労働者への対応の負担について 

 心の健康問題を抱える労働者への対応の負担について聞いた質問項目に回答のあった

産業医 172 名の回答は以下の通りであった。「負担になっている」が 72名（41.9%）、「負

担になっていない」が 100 名（58.1%）であった。同様に精神科医 41 名の回答は以下の

通りであった。「負担になっている」が 13 名（31.7%）、「負担になっていない」が 28 名

（68.3%）であった（表 7）。 

６）  心の健康問題を抱える労働者への今後の対応の負担について 

 心の健康問題を抱える労働者への今後の対応の負担について聞いた質問項目に回答の

あった産業医 176 名の回答は以下の通りであった。「負担が増える」が 153 名（86.9%）、

「負担は減っていく」が 0名、「変わらない」が 23名（13.1%）であった。同様に精神科

医 42 名の回答は以下の通りであった。「負担が増える」が 35 名（83.3%）、「負担は減っ

ていく」が 1名（2.4%）、「変わらない」が 6名（14.3%）であった（表 8）。 

 

（５）主治医-産業医間のやり取りについて

 

１） 初診時の紹介状について 
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 産業医に対して、心の健康問題を抱える労働者が初回に医療機関を受診する際の紹介

状に記載するべきと考える内容について聞いた質問項目（複数回答可）に回答のあった

産業医 134 名の回答は以下の通りであった。「症状」が最も多く 119 名（88.8%）、「仕事

内容」が 97 名（72.4%）、「本人が訴えるストレス要因」が 94 名（70.1%）、「職場で問題

となったエピソード」が 89 名（66.4%）、「職場で可能な対応」が 78 名（58.2%）、「性格

傾向」が 52 名（38.8%）、「診断名」が 9名（6.7%）であった。 

 また、精神科医に対して、心の健康問題を抱える労働者が初回に医療機関を受診する

際に産業医が作成する紹介状に記載を希望する内容について聞いた質問項目（複数回答

可）に回答のあった精神科医 40 名の回答は以下の通りであった。「職場で問題となった

エピソード」が最も多く 36 名（90.0%）、「症状」、「職場で可能な対応」が 30 名（75.0%）、

「仕事内容」が 29 名（72.5%）、「本人が訴えるストレス要因」が 22 名（55.0%）、「診断

名」が 15名（37.5%）、「性格傾向」が 12 名（30.0%）であった（表 9）。 

 

２） 初診時の紹介状の返信について

 精神科医に対して、上記の紹介状の返信に記載するべきだと考える内容について聞い

た質問項目（複数回答可）に回答のあった精神科医 41 名の回答は以下の通りであった。

「診断名」が最も多く 38名（92.7%）、「治療内容」が 26名（63.4%）、「就業の可否」が

23 名（56.1%）、「就業上必要な配慮」、「症状」が 21名（51.2%）、「性格傾向」が 3名（7.3%）

であった。その他、社風や経営方針、管理職の性格傾向、勤務態度、職場、家族のキー

パーソン、症状の出現、悪化の過程などの回答があった。また、産業医に対して、上記

の紹介状の返信に記載を希望する内容について聞いた質問項目（複数回答可）に回答の

あった産業医166名の回答は以下の通りであった。「診断名」が最も多く146名（88.0%）、

「就業の可否」が 135 名（81.3%）、「治療内容」が 131 名（78.9%）、「就業上必要な配慮」

が 130 名（78.3%）、「症状」が 45 名（27.1%）、「性格傾向」が 38 名（22.9%）であった

（表 10）。 

 

３） 職場復帰時の判断材料について 

 職場復帰時の判断材料について聞いた質問項目（複数回答可）に対して回答のあった

産業医 177 名の回答は以下の通りであった。「主治医の復職可能の診断」が最も多く 155

名（87.6%）、「本人の意思」が 149 名（84.1%）、「周囲とのコミュニケーションができる」

が 112 名（63.3%）、「生活リズムの安定」が 104 名（58.8%）、「仕事を意識した活動がで

きる」が 95 名（53.7%）、「処方内容が安定している」が 35 名（19.8%）、「薬物療法が終

了している」が 8名（4.5%）であった。 

 また、同様の質問項目（複数回答可）に回答のあった精神科医 41名の回答は以下の通

りであった。「生活リズムの安定」が最も多く38名（92.7%）、「本人の意思」が36名（87.8%）、

「仕事を意識した活動ができる」が 28 名（68.3%）、「周囲とのコミュニケーションがで
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きる」が 23 名（56.1%）、「処方内容が安定している」が 19名（46.3%）「産業医の復職可

能の診断」17名（41.5%）、「薬物療法が終了している」が 1名（2.4%）であった（表 11）。

その他、週 5 日程度の勤務と同等の負荷に耐えられると考えられる根拠を認める（1 日

4-5時間の外出が出来るなど）といった具体的な回答も見られた。 

 

４） 職場復帰時の情報提供書について 

 産業医に対して、職場復帰時に主治医からの診断書以外の情報提供書の必要性につい

て聞いたところ、176 名（96.7%）が「必要」と回答した。また、精神科医に同様の情報

提供書を作成しているかを聞いたところ 29 名（69.0%）が「作成している」と回答した

（表 12）。 

 また、「作成している」と回答した精神科医 29 名について、記載している内容を聞い

た質問項目（複数回答可）に対する回答は以下の通りであった。「就業の可否」、「就業上

必要な配慮」が最も多く 26 名（89.7%）、「診断名」が 25名（86.2%）、「治療内容」が 21

名（72.4%）、「症状」が 16 名（55.1%）、「性格傾向」が 4名（13.8%）、であった。 

 一方、産業医に対して上記の情報提供書に記載を希望する内容について、回答のあっ

た産業医 175 名の回答は以下の通りであった。「就業上必要な配慮」が最も多く 154 名

（88.0%）、「就業の可否」が 148 名（84.6%）、「治療内容」が 133 名（76.0%）、「診断名」

が 129 名（73.7%）、「症状」が 63 名（36.0%）、「性格傾向」が 42 名（24.0%）であった（表

13）。 

 

５） 主治医-産業医間のコミュニケーションについて 

 産業医に対して、主治医-産業医間のコミュニケーションの必要性について聞いたとこ

ろ、「必要あり」が 169 名（96.6％）、「必要なし」が 6 名（3.4％）であり、コミュニケ

ーションの現状について聞いたところ「している」が 84 名（50.9％）、「していない」が

81 名（49.1％）であった（表 14）。 

 また、精神科医に対して同様の質問をしたところ、コミュニケーションの必要性につ

いては「必要あり」が 37 名（92.5％）、「必要なし」が 3 名（7.5％）であり、コミュニ

ケーションの現状については「している」が24名（60.0％）、「していない」が16名（40.0％）

であった（表 15）。 

 

２．自由記載欄及び聞き取りによる質的調査 

 

 アンケート調査の自由記載欄及び聞き取り調査結果について研究分担者で協議したとこ

ろ得られた結果は以下の通りに分類された。 

（１） 心の健康問題を抱える労働者への対応を負担と感じている理由 

（２） 精神科を専門とする産業医の必要性とその理由 
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（３） 産業医と精神科医のコミュニケーションの必要性とその理由 

（４） 心の健康問題をかかえる労働者への対応で困っていること 

以下に、それぞれの分類における結果を産業医と精神科医に分けて示す。なお、表現につ

いては、研究分担者で協議し、回答者が示す意図が変わらないように注意を払い一部を変

更した。 

 

（１）心の健康問題を抱える労働者への対応を負担と感じている理由 

 １）産業医からの回答 

・ 仕事の量的、質的負荷、人間関係等は、介入が難しいことが多い

・ 人事労務管理が絡むケースも多く、医学的な知識だけでは不十分 

・ 精神科医に受診する必要があるかの判断が難しいことが多い 

・ 臨床症状と社会的症状とで根本的に相違がある 

・ 個々のケースで状況が異なり、それぞれに応じた対応が求められる

・ １回の面談に時間がかかり、長期間フォローアップが必要 

・ 本人との面談、職場環境の調整（仕事の内容や人の配置など）、上司への説明や協

力要請、周りの人への配慮など、ひとりメンタルヘルス不全者が出ると時間と労

力がかなり必要

・ 主治医と会社との連絡調整が難しい 

・ 紹介できる精神科、心療内科の医療資源が不足している 

 ２）精神科医からの回答 

・ プライバシーに関する配慮が必要

・ 診断書や傷病手当金の書類の作成に診療時間を割かれる

・ 診断書は形式などが職場ごとに違うので煩雑

・ 職場からの相談への対応しなくてはならない

・ 労働者への対応の知識が不足している

・ 人事が復職の判断を主治医に一任してくる

・ 職場側が精神障害に関する知識が不足している

・ 外来に同伴する上司の対応に時間を割かれる

 

（２）精神科を専門とする産業医の必要性についての理由 

 １）産業医からの回答 

・ 専門的な対応が可能となる

・ 精神科を専門としない産業医の援助になるため

・ 専門的知識を持った医師によるカウンセリングが必要性

・ 一人一人の状況を踏まえた細かな対応が必要

・ 統合失調症や発達障害など、内科や心療内科のレベルでは対応が難しいケースがあ
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り、専門医によるフォローが必要

 その他、「企業で精神科を専門とする産業医は必要であるが、企業側に雇用する経済

的余裕がない」、「精神科専門医が必要ではなく、精神科的問題を扱える産業医が必要」、

「産業医が相談に応じ、しかるべき精神科医を紹介できる体制があればよい」、「精神

科医である必要はないが、状況、状態を見極められる医師が必要」、「精神科医の意見

（診断、アドバイス等）が必要な時は相談する」など必ずしも精神科を専門とする産

業医は必要としないといった意見も認めた。 

 

 ２）精神科医からの回答

・ 産業医にも精神科の知識を持って対応してもらいたい

・ 内科産業医では対応が困難なケースもある

・ 職員に対して精神障害についてレクチャーが出来る人が必要

・ 産業医も治療者としての対応をしてほしいため

 その他、「精神科医が産業医学の知識を持っていれば事足りるため、精神科を専門とす

る産業医は必ずしも必要としない」との意見も認めた。

（３）産業医と精神科医間におけるコミュニケーションの必要性についての理由 

 １）産業医からの回答

・ 本人が主治医に対して、職場で何が問題になっているかをきちんと説明している例は

ほとんどない

・ 本人が精神科医に状況を正確に伝えていない

・ 職場での本人に対する評価を伝えたい

・ 本人を介してのコミュニケーションが大半で、直接主治医と話し合える場が少ない

・ 状況に応じた対応が必要なため、個別のケースについて気軽に相談したい

・ 専門医からの対応についてのアドバイスが欲しい

・ 状態が変わった際にスムーズな対応が必要

・ 精神科に関する専門知識の情報交換をしたい

 ２）精神科医からの回答

・ 復職後のフォローが年単位で必要

・ 職場環境は産業医の方がよく理解できる

・ 主治医の意見を重視してもらいたい

・ 必要だと思うが産業医側の熱意がない

 その他、「産業医は会社よりの立場をとらざるを得ないことも多く、密な関係には問題

もある」、「職場環境は産業医の方がよく理解できているためコミュニケーションは必ず

しも必要でない」などの意見も認めた。
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（４）心の健康問題を抱える労働者への対応で困っていることについて 

 １）産業医からの回答 

・ 主治医とのコミュニケーションの必要性は感じるが、いつも頭を悩ませるのは、本人

にどのように了解を得るかということと主治医とのコミュニケーションの内容をど

こまで本人に開示すべきかということ

・ 共感性、コミュニケーション力に劣る労働者が増えてきており、必ずしも職場環境の

改善だけでは対応できないケースが増えている。労働者教育としてそんなことまで教

えてゆかなければならなくなって来ている。一方で、あまりにメンタルヘルス不全者

への配慮が過保護になりすぎており、会社が普通の産業活動を行うことに支障が出て

しまうこともある

・ 会社により職場復帰の条件が異なる。患者に優しい会社もあり、厳しい会社もあり、

会社の担当者を説得する必要がある場合もある

・ 多人数の職場と少人数の職場の心の健康問題は異なる

・ 産業医に心の問題のある事を積極的に開示して欲しい 

 ２）精神科医からの回答 

・ 休職中の職員に関与しない産業医が多く、待遇に問題があるのではないかと考える

・ 産業医と情報のやり取りをする時間、機会がなかなか確保できない

・ 職場や上司が原因の心の病が多いが、上司は治療に関して無関心で診察に同行してく

ることがない
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【考察】 

 

１．アンケートによる量的調査について 

 

（１）産業医、精神科医の勤務状況について 

 今回のアンケート調査の回収率は、産業医においては 795 人中 182 人で 22.9%、精神科医

においては 142 人中 42人で 29.6%であった。 

勤務状況については、産業医は週１回未満の勤務が 62.6%、週に 1回以上勤務しているも

のが 37.4%であり、多くの産業医が非常勤の嘱託産業医だと考えられた。また、精神科医と

して勤務している産業医は 12.1%となっていた。先行研究 5)においては、精神科医と心療内

科医をあわせて 7％となっており、若干ではあるが高くなっていた。回答した精神科医の勤

務状況については、常勤が 16.7%、非常勤が 33.3%、現在精神科医として勤務していない者

が 50%であり、今回の調査では回答者の多くは非常勤の精神科医として勤務していた。 

 

（２）産業医と精神科医の意識の差について 

 今回の調査においては、産業医と精神科医の意識の差について検討を行った。以下いく

つかの点に分けて考察を行う。 

 まず「心の健康問題の原因」については、産業医、精神科医との間に大きな差はなく，

いずれにおいても「人間関係」が最も高く、80％を超える割合であった。心の健康問題の

要因は一つとは限らないが、人間関係のストレスは多くのケースで要因となっていると考

えられた。また、厚生労働省が実施している労働者健康状況調査においても、強い不安、

悩み、ストレスの内容として「職場の人間関係の問題」と回答する割合が最も高く、主観

的にも客観的にも人間関係のストレスが最も大きな要因ということが明らかになった。6) 

 心の健康問題を抱える労働者の数や対応についての負担感についても、産業医、精神科

医間に大きな差はなかった。心の健康問題を抱える労働者は「増えている」、「増えていく」

と回答した産業医、精神科医は 80％を超えており、「減っている」「減っていく」と回答し

た産業医、精神科医はほとんどいなかった。負担感については、現時点では両者ともに負

担になっていないという回答が半数を超えていたが、今後の負担は増えると回答した産業

医、精神科医は 80％を超えていた。ここからも、心の健康問題はまだ増え続けている状況

にあり、今後も産業医、精神科医にとって負担となることが推測される。 

 心の健康問題を抱えている年代については、両者共に 30代、40 代において増加傾向にあ

るという意識を持っており、大きな差は認めなかった。 

 

（３）心の健康問題を抱える労働者が初回に医療機関を受診する際の紹介状について 

 初診時の紹介状について検討を行ったところ、産業医は「職場で問題となったエピソー

ド」や「職場で可能な対応」、「診断名」については精神科医から期待されるほどは記載し
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ていないことが明らかとなった。前者二つについては、実際の診察において患者からは聞

き取りが困難である客観的な視点から情報を必要としていると考えられた。また「診断名」

については、医師間の情報交換であるため、紹介患者を診察する側である精神科医が、紹

介した側の診立てを必要としていると考えられた。これらの点から、産業医が記載する内

容としては状態の診立てや、職場で対応する視点からの情報を意識して記載することが望

ましいと考えられた。 

 

（４）初診時の紹介状の返信について

 紹介状の返書について検討を行ったところ、産業医は「診断名」、「治療内容」、「就業の

可否」、「就業上の配慮」などの記載を期待しているが、実際には主治医側からは「診断名」

についてはほとんどのケースで記載している一方で、「就業の可否」「就業上の配慮」につ

いては、記載する頻度が低いことが明らかになった。おそらく、いかに精神科医といえど

も、心の健康問題を抱える労働者の初診時に「就業の可否」や「就業上の配慮」について

記載することは困難であると考えられる。一方で「診断名」、「治療内容」については職場

以外からの紹介状に対しても記載することが一般的な内容だと考えられるため、記載する

頻度が高いのではと推測された。従って、産業医としては、「診断名」や「治療内容」を参

考にして、就業上の配慮などを検討することが必要であると考えられた。 

 

（５）職場復帰時の判断材料について 

 職場復帰時の判断材料としては、産業医においては厚生労働省から示されている「職場

復帰支援の手引き」4)に従って、本人の復職への意志と主治医による職場復帰可能の判断を

重要視していると考えられた。一方で、精神科医においては、「生活リズムの安定」を中心

としたより体調面に関する事を重要視していた。これは、主治医による治療が主となる休

業から職場復帰する段階においては、主治医の診断が第一ステップになることから、体調

の面を重視しているということが推測された。 

 

（６）職場復帰時の情報提供書について 

 職場復帰時の情報提供書については、実際に作成している精神科医は 69.0%であり、産業

医のニーズに対応できていない部分もあると考えられた。記載している内容としては、「就

業の可否」、「就業上の配慮」については記載する頻度が高く、主治医による治療が主とな

る休業から、職場復帰する段階においては、主治医の立場から患者の健康を守るための情

報提供を行っていると考えられた。 

 

（７）産業医-精神科医間コミュニケーションについて 

 双方の直接的なコミュニケーションの必要性については、両者において「必要である」

と感じている割合は 90％を超えていたが、実際にコミュニケーションをとっているのは半
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数程度であった。これは、直接的なコミュニケーションの必要性については認めるものの、

時間的な制約もあるため難しいと考えられた。 

 

２．自由記載欄及び聞き取りによる質的調査について 

 

（１）心の健康問題を抱える労働者への対応の負担について 

 心の健康問題については産業医、精神科医ともに「負担になっている」、「負担になって

いく」と考えている者が多くを占めていた。「負担になっていく」と考える理由としては、

産業医においては精神科的知識の不足によるものと、ケース対応において医学的知識に基

づいた労働者への介入以外に、仕事量の調節や職場の人間関係などの職場環境に介入する

ことが求められ、医学的知識のみでは不十分であるといった理由を認めた。産業医に対す

る心の健康問題に関する教育や、人事労務担当者や管理監督者の理解と協力を得ながら適

切に連携することが産業医の負担を減らすには有用と思われた。 

 また、精神科医においては大きく二つの負担に分けられた。１つは管理監督者との面談

や、診断書、情報提供書の作成など職場や産業医とのコミュニケーションに関する負担で

あった。心の健康問題に熱心な事業場や、管理監督者が職場での対応に難渋しているよう

な場合、本人の診察時に人事労務担当者、管理監督者、産業保健スタッフなどが同行する

ことはしばしばある。さらに、傷病手当金等の書類作成や、紹介状の返書、詳細な情報提

供書を主治医に求めてくる事業場、産業医も認められる。職場とのコミュニケーションに

関する報酬については明確な基準はなく、本人の診察とは別途相談に来た際は、診療報酬

として加算できないケースもある。また、本人に同行してきた際は、本人の診察として扱

っているケースもあるが、通常の診察と比較して長時間の診療時間を割くこととなり、日

常の診療スケジュールの中で時間的な負担は大きいと考えられる。また、診断書作成など

の書類作成には報酬は加算できるが、職場によって書類の形式が異なる場合も多く、同様

に多くの時間を割かれることが負担となると考えられる。 

 職場への対応に負担を感じている精神科医がいる一方で、復職の判断を全て主治医に一

任してくるなど心の健康問題に理解のない職場に負担を感じている精神科医もいることが

明らかになった。このような状況から、職場と精神科医との情報交換には、煩雑な書類で

はなく簡便にやりとりできるフォーマットが必要と考えられた。特に本研究結果からは、

職場復帰時の産業医-主治医間での情報交換については、厚生労働省から示されている「職

場復帰の手引き」4)を活用することで双方のニーズが満たされるが、心の健康問題を抱える

労働者が初回に医療機関を受診する際の情報交換についてのフォーマットがあることが望

ましいと考えられた。また、今後は職場が相談に来た際の報酬の取り決めについても明確

化について検討していく必要があると思われる。 
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（２）精神科医を専門とする産業医の必要性について 

 前述のように、多くの精神科医、産業医が心の健康問題を抱える労働者の対応を負担に

感じている中で、心の健康問題を専門的に扱える精神科を専門とする産業医については、

必要であるとの意見が多く見られた。その理由として、現代の労働者の心の健康問題への

対応には医学的知識のみならず、職場の事情に精通している事が求められるため、精神医

学、産業医学双方の知識が必要となるケースが多いといったことが挙げられる。しかし、

小規模の事業場等においては、経済的要因などにより精神科を専門とする産業医を現在契

約している産業医とは別途雇用することが難しい事業場も多く存在する。また、心の健康

問題への対応について常に相談出来る環境があれば、精神科を専門とする産業医以外でも

対応は可能との意見も認めた。従って、精神科を専門とする産業医と契約し、心の健康問

題に円滑に対応できる体制を構築できることは望ましいが、人的資源が不足している、も

しくは契約する余裕がないような場合には、いつでも相談できるような精神科医とのネッ

トワークを築いていくことが有用と思われた。 

 

（３）産業医と精神科医間におけるコミュニケーションについて 

 産業医と精神科医とのコミュニケーションについては、心の健康問題への対応において

は、労働者と職場の見解が食い違うことも多いため双方からの情報が必要であると考えて

おり、産業医と精神科医のコミュニケーションを重要であると考える意見を多く認めた。

しかし、実際に産業医と精神科医のコミュニケーションをとる機会は少ないと考えられる。

今後は、産業医と精神科医の双方が参加し、心の健康問題への対応について検討するよう

な機会を設けていく必要があると考えられた。また、事業場においては地域の病院、診療

所に労働者を紹介することが多い。従って、普段から産業医のみでなく、事業場として医

療機関とつながりをもっておくことで、医療機関、精神科医側の事業場の考え方や制度に

対する理解を深め、円滑な対応につながる可能性もあると考えられた。 

 

（４）心の健康問題で困っていることについて 

 心の健康問題で困っていることについては、情報交換の必要性について認める一方で、

得た情報をどのように活用していくかといったことや、心の健康問題の要因が本人側にあ

る場合の対応が事業場側に大きな負担になっていること、心の健康問題に対して職場によ

って意識が大きく異なるため、産業医、精神科医の双方共にそれぞれの状況に応じた対応

が求められることなどが挙げられた。 

 これらについても、産業医、精神科医、事業場間でのコミュニケーションにより共通理

解を深めていくことが重要だと考えられた。 
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【まとめ】 

 今回は、産業医および精神科医が心の健康問題を抱えた労働者に対応する際に、主治医

と産業医間で心の健康問題に対する意識や実際の対応にどのような差があるかを検討し、

心の健康問題を抱える労働者に対応する精神科医、産業医の一助となるための調査研究を

実施した。 

 結果としては、産業医-精神科医間の意識に大きな差はないことが明らかになった。しか

し、実際の対応については、産業医、精神科医の立場の違いから相互に求めている情報が

提供できていない可能性も考えられた。 

 特に、初診時における情報のやりとりについては、主治医側としては職場で問題になっ

ているエピソードや産業医側の診立てを求めており、産業医側は、主治医の診断や治療内

容をもとに職場での対応を検討することが求められると考えられた。 

 また、職場復帰時における情報のやりとりについては、ニーズに対するギャップはそれ

ほどなく、主治医による治療が主となる休業から職場復帰する段階にあるため、主治医の

立場から患者の健康を守るための情報提供を積極的に行っていると考えられた。 

 産業医-主治医間のコミュニケーションについては、双方が重要性については理解してい

るものの、実際にはコミュニケーションの頻度は少ないと考えられた。 

 以上の結果から、今後も産業医-主治医間でのコミュニケーションを継続し、双方の立場

についての理解を深め、心の健康問題を抱える労働者に円滑に対応できるような取り組み

を行うことが必要だと考えられた。また、その一助とするため、心の健康問題を抱える労

働者が初回に医療機関を受診する際の情報交換についてのフォーマットを作成したので、

今後の活用が望まれる。 

 

【謝辞】

 本研究の実施にあたり、アンケート調査及び聞き取り調査にご協力頂きました産業医、

精神科医の皆様、および茨城産業保健推進センター所長をはじめとするスタッフの皆様に、

心より感謝申し上げます。

－ 18 －



19

表1　産業医としての勤務頻度

勤務頻度 N (%)

勤務なし 32 (17.6)

月に一回程度 82 (45.0)

週に一回程度 50 (27.5)

それ以上 18 (9.9)

計 182

表2　精神科医としての勤務頻度

勤務頻度 N (%)

勤務なし 21 (50.0)

非常勤 14 (33.3)

常勤 7 (16.7)

計 42

表3　心の健康問題の原因について

産業医 精神科医

量的負荷 98 (55.1) 21 (50.0)

質的負荷 79 (44.4) 18 (42.9)

人間関係 151 (84.8) 36 (85.7)

個体側要因 93 (52.2) 22 (52.4)

プライベート 25 (14.0) 5 (11.9)

計 178 42

原因
N (%)

【表】
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表4　心の健康問題が増加している年代について

産業医 精神科医

20代 30 (16.9) 8 (19.0)

30代 71 (39.9) 25 (59.5)

40代 89 (50.0) 20 (47.6)

50代 39 (21.9) 7 (16.7)

計 178 42

N (%)
原因
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表8　心の健康問題を抱える労働者への今後の対応

産業医 精神科医

負担が増える 153 (86.9) 35 (83.3)

負担が減る 0 (0) 1 (2.4)

変わらない 23 (13.1) 6 (14.3)

計 176 42

負担
N (%)
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表11　職場復帰時の判断材料について

産業医 精神科医

主治医(産業医)の復職可能の診断 155 (87.6) 17 (41.5)

生活リズムの安定 104(58.8) 38 (92.7)

本人の意思 149 (84.1) 36 (87.8)

仕事を意識した活動ができる 95 (53.7) 28 (68.3)

周囲とのコミュニケーション 112 (63.3) 23 (56.1)

処方内容が安定している 35 (19.8) 19 (46.3)

薬物療法が終了している 8 (4.5) 1 (2.4)

計 177 41

判断材料
N (%)
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表13　職場復帰時の情報提供書の記載内容について

産業医 精神科医

就業上必要な配慮 154 (88.0) 26 (89.7)

就業の可否 148 (84.6) 26 (89.7)

診断名 129 (73.7) 25 (86.2)

治療内容 133 (76.0) 21 (72.4)

症状 63 (36.0) 16 (55.1)

性格傾向 42 (24.0) 4 (13.8)

計 175 29

記載内容
N (%)

表14　主治医-産業医間のコミュニケーションの必要性

産業医 精神科医

必要あり 169 (96.6) 37 (92.5)

必要なし 6 (3.4) 3 (7.5)

計 175 40

必要性
N (%)
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紹介先医療機関名 所在地　〒

担当医師 科 事業場名

℡

御机下 産業医氏名 印

患者氏名 殿 性別　男・女

生年月日 明・大・昭・平 年 月 日　 （　　）歳

診断名（状態名）

紹介目的

面談時の症状

職場での状況（業務上問題となっていること等）

職場として可能な対応

提供していただきたい情報

□　診断名 □　就業の可否

□　治療内容 □　就業上必要な配慮

□　その他

※　返書には同封のフォーマットを御使用いただければ幸いです。

診療情報提供書（紹介状）

【紹介状ひな形】
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事業場名 所在地　〒

医療機関名

担当産業医 ℡

御机下 担当医氏名 印

患者氏名 殿 性別　男・女

生年月日 明・大・昭・平 年 月 日　 （　　）歳

診断名（状態名）

治療内容

就業の可否

□ 要休業 □ 通常勤務可能

□ 要就業制限（ ）

就業上必要な配慮

その他

診療情報提供書（紹介状返書）
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産業医-精神科医の円滑な連携を目指した実践的研究

アンケート調査（産業医用）

Ⅰ 労働者の心の健康問題全般についてお伺いします。

A-1 現在、産業医活動に 1 ヶ月当たりどれくらいの日数を費やしていますか。0.5 日単位でお答え下さ

い（例：月に 1回、2〜3時間勤務であれば 0.5日、週に１回、終日勤務であれば、4日など）。

→（       日／月）

A-2 これまでの精神科医としての実務経験についてお答えください。

 １．精神科医として勤務経験がある（もしくは勤務している）

 ２．精神科医としての勤務経験はない

B 労働者の心の健康問題の原因として多いものは何だとお感じでしょうか。（複数回答可）

 １． 仕事の量的負荷  ２． 仕事の質的負荷  ３． 職場の人間関係

 ４． 個体的要因（ストレス耐性の低下など）   ５． プライベートの問題

 ６． その他  （                        ）

C 心の健康問題を抱える労働者はどの年代に多いとお感じでしょうか。

 １． 20代  ２． 30代  ３． 40代  ４． 50代  ５． 60代

D 心の健康問題を抱える労働者に関する相談の経緯として多いものはどれでしょうか（複数回答可）

 １． 本人から  ２． 上司から  ３． 同僚から  ４． 人事労務担当から

 ５． 家族から  ６． その他  （                ）

E 心の健康問題を訴える労働者の増減について、どのように感じていますか。

 １． 増えている  ２． 減っている  ３． 変わらない

F 産業医として、心の健康問題を抱える労働者への対応に負担を感じていますか。また、負担を感じて

いる場合にはその理由もお答え下さい。

 １． 非常に負担になっている ２． 負担になっている

    理由

 ３． それほど負担ではない ４． 負担になっていない

G 今後、心の健康問題を抱える労働者の数はどのようになるとお考えですか。

 １． 増える  ２． 減る  ３． 変わらない
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H 今後、労働者の心の健康問題に関する産業医の負担は、どのようになるとお考えですか。

 １． 増える  ２． 減る  ３． 変わらない

I 労働者の心の健康問題に対応するにあたって、精神科を専門とする産業医は必要であると考えますか。

また、その理由についてもお答え下さい。

 １．必要である             ２．どちらかと言えば必要だ 

 ３．どちらかと言えば必要ない      ４．必要ない 

 ５．よくわからない

   理由

Ⅱ 労働者の心の健康問題への実際の対応についてお伺いします。

J 心の健康問題を抱えた労働者を支援する際に、外部医療機関宛に情報提供書を作成した経験があるか

どうかについてお答えください。

 １． ある → （Lにお進みください）

 ２． ない → （Kにお進みください）

K Jの質問で、「２．ない」と回答した方にお聞きします。作成した経験がない理由についてお答えく

ださい（複数回答可）。回答後はMにお進みください。

 １．心の健康問題を抱える労働者に対応したことがない

 ２．情報提供書を作成する必要性を感じたことがない

 ３．紹介状を作成する時間がない

 ４．労働者から作成するように依頼されたことがない

 ５．どのように作成すればよいかわからない

 ６．その他（可能な範囲で下欄にご記入ください）

  

L 心の健康問題を抱える労働者が、初めて精神科医療機関を受診する際に作成する紹介状に、記載すべ

きだと考えられる内容についてお答えください（複数回答可）。

 １．臨床症状    ２．疑われる診断名・状態名   ３．患者の性格傾向   ４．仕事の内容      

 ５．職場で可能な対応（休業、就業上の配慮など）   ６．職場で問題となったエピソード

７．本人が訴えるストレス要因   ８．その他（可能な範囲で下記にご記入ください）
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M-1 心の健康問題を抱える労働者が紹介状を持参して受診した際の、返書についてお答えください。

    A．返書は必要ない

    B．返書をもらいたい（以下記載が望ましい内容をお答えください。複数回答可。）

      １．受診した旨の記載  ２．臨床症状   ３．診断名・状態名   ４．治療内容

      ５．患者の性格傾向  ６．就業の可否   ７．就業上の配慮

      ８．その他（可能な範囲で下欄にご記入ください）

M-2心の健康問題を抱える労働者が復職する際の、主治医からの情報提供についてお答えください。

    A．情報の提供は必要ない

    B．情報の提供は必要である（以下、記載が望ましい内容をお答えください。複数回答可。）

     １．臨床症状 ２．診断名・状態名 ３．治療内容 ４．今後の治療方針

     ５．患者の性格傾向 ６．就業の可否 ７．就業上の配慮

     ８．その他（可能な範囲で下欄にご記入ください）

N 心の健康問題により休業している労働者の職場復帰の可否を判断する際に、特に参考とする本人の状

態についてお答えください（複数回答可）。

 １．本人が職場復帰を希望していること

 ２．主治医が職場復帰可能と判断していること

 ３．日常の生活リズムが保たれていること

 ４．周囲とのコミュニケーションが出来ていること

 ５．仕事を意識した活動（身体活動、パソコン作業など）が出来ていること

 ６．処方内容に頻繁な変更がないこと

 ７．精神科領域の薬物療法が終了していること

 ８．その他

－ 33 －
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O 心の健康問題を抱える労働者を支援するにあたって、精神科医と産業医間のコミュニケーションは必

要でしょうか。また、その理由をお書き下さい。

 １． 必要である             ２．どちらかといえば必要である

 ３． どちらかといえば必要ではない    ４．必要ではない

     理由

P 労働者が通院している医療機関の精神科医とはどの程度直接的（電話なども含む）にコミュニケーシ

ョンをとっていますか。

 １． 普段からコミュニケーションをしている  

 ２． 必要に応じてコミュニケーションをとっている

 ３． 会う機会（研究会など）があればコミュニケーションをとる

４． 直接的なコミュニケーションは全くとっていない

５． 精神科医に通院している労働者に対応したことがない

Q 精神科医からの情報提供に満足していますか。

 １． 満足している ２． 概ね満足している

 ３． あまり満足していない ４． 満足していない

 ５． その他（                               ）

R 心の健康問題を抱える労働者について、主治医への情報提供はどのようにしていますか。

 １． 精神科医からの依頼が来る前から情報提供を行っている

 ２． 精神科医からの依頼があれば行っている

 ３． 情報提供は行っていない

 ４． その他（                               ）

S その他、職場における心の健康問題についてお困りのことがあれば、ご自由にお書きください。

 ※ 最後までお答えいただき、ありがとうございました。今後も同様の調査研究を行い、職場復帰支

援制度等のよりよいあり方につき、検討していく予定です。差し支えなければ、インタビュー調査へ

のご協力もお願いいたします。ご協力頂ける場合には、同封してあります、「インタビュー調査への同

意書」に必要事項をご記入の上、ご返送ください。

                 ご協力ありがとうございました。
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産業医-精神科医の円滑な連携を目指した実践的研究

アンケート調査（精神科医用）

Ⅰ 労働者の心の健康問題全般についてお伺いします。

A これまでの産業医としての実務経験についてお答えください（複数回答可）。

 １．常勤産業医として勤務経験がある（もしくは勤務している）。

 ２．非常勤産業医として勤務経験がある（もしくは勤務している）。

 ３．産業医としての勤務経験はない

B 労働者の心の健康問題の原因として多いものは何だとお感じでしょうか。

 １．仕事の量的負荷  ２．仕事の質的負荷  ３．職場の人間関係

 ４．個体的要因（ストレス耐性の低下など）  ５．プライベートの問題

 ６．その他  （                        ）

C 心の健康問題を抱える労働者はどの年代に多いとお感じでしょうか。

 １． 20代  ２． 30代  ３． 40代  ４． 50代  ５． 60代

D 心の健康問題を抱える労働者を診療する機会について、どのように感じていますか。

 １． 増えている ２． 減っている ３． 変わらない

E 精神科医として、心の健康問題を抱える労働者への対応に負担を感じていますか。また、負担を感じている

場合にはその理由もお答え下さい。

 １． 非常に負担になっている   ２．負担になっている

     理由

 ３． それほど負担ではない    ４．負担になっていない

F 今後、心の健康問題を抱える労働者の数はどのようになるとお考えですか。

 １． 増える ２． 減る ３． 変わらない

G 今後、労働者の心の健康問題に関する臨床精神科医の負担は、どのようになるとお考えですか。

 １． 増える ２． 減る ３． 変わらない

H 労働者の心の健康問題に対応するに当たり、精神科を専門とする産業医は必要であると考えますか。また、

その理由についてもお答え下さい。

 １．必要である             ２．どちらかと言えば必要だ 

 ３．どちらかと言えば必要ない      ４．必要ない 

 ５．よくわからない

    理由
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Ⅱ 労働者の心の健康問題への実際の対応についてお伺いします。

I 心の健康問題を抱える労働者が、初めて精神科医療機関を受診する際、産業医が作成する紹介状に、記載し

てあることが望ましいと考えている内容についてお答えください（複数回答可）。

 １．臨床症状    ２．疑われる診断名・状態名   ３．患者の性格傾向   ４．仕事の内容        

 ５．職場で可能な対応（休業、就業上の配慮など）   ６．職場で問題となったエピソード

７．本人が訴えるストレス要因   ８．その他（可能な範囲で下欄にご記入ください）

J-1 心の健康問題を抱える労働者が産業医の紹介状を持参して受診した際の、返書についてお答えください。

    A．返書は作成しない

    B．返書を作成する（以下記載する内容をお答えください。複数回答可。）

      １．受診した旨の記載  ２．臨床症状   ３．診断名・状態名   ４．治療内容

      ５．患者の性格傾向  ６．就業の可否   ７．就業上の配慮

      ８．その他（可能な範囲で下欄にご記入ください）

J-2 心の健康問題を抱える労働者が復職する際の、産業医宛に作成する情報提供書（診断書とは異なり、情報

交換のために別途作成するもの）についてお答えください。

    A．情報提供書は作成しない

    B．情報提供書を作成する（以下記載する内容をお答えください。複数回答可。）

      １．臨床症状   ２．診断名・状態名   ３．治療内容  ４．患者の性格傾向

      ５．就業の可否   ６．就業上の配慮

      ７．その他（可能な範囲で下欄にご記入ください）

K 心の健康問題により休業している労働者において、主治医として復職の可否を判断する際に、参考とする本

人の状態についてお答えください（複数回答可）。

 １．本人が職場復帰を希望していること

 ２．産業医が職場復帰可能と判断していること

 ３．日常の生活リズムが保たれていること

 ４．周囲とのコミュニケーションが出来ていること

 ５．仕事を意識した活動（身体活動、パソコン作業など）が出来ていること

 ６．処方内容に頻繁な変更がないこと

 ７．精神科領域の薬物療法が終了していること

 ８．その他
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L 心の健康問題を抱える労働者を支援するにあたって、精神科医と産業医間のコミュニケーションは必要でし

ょうか。また、その理由をお書き下さい。

 １． 必要である             ２．どちらかといえば必要である

 ３． どちらかといえば必要ではない    ４．必要ではない

     理由

M 心の健康問題を抱える労働者の職場の産業医とは、どの程度直接的（電話なども含む）にコミュニケーショ

ンをとっていますか。

 １． 普段からコミュニケーションをしている  

 ２． 必要に応じてコミュニケーションをとっている

 ３． 会う機会（研究会など）があればコミュニケーションをとる

４． 直接的なコミュニケーションは全くとっていない

５． 心の健康問題を抱える労働者の診療をしたことがない

N 産業医からの情報提供に満足していますか。最もあてはまるものを１つお答えください

１．満足している ２．やや満足している  

３．やや満足していない ４．満足していない

５． その他（                               ）

O 実際に情報提供はどのようにしておられますか（複数回答可）。

 １．産業医からの依頼が来る前から情報提供を行っている

 ２．産業医からの依頼があれば行っている

 ３．情報提供は積極的には行っていない

 ４．その他（                               ）

P その他、職場における心の健康問題についてお困りのことがあれば、ご自由にお書きください。

 ※ 最後までお答えいただき、ありがとうございました。今後も同様の調査研究を行い、職場復帰支援制度等

のよりよいあり方につき、検討していく予定です。差し支えなければ、インタビュー調査へのご協力もお願いい

たします。ご協力頂ける場合には、同封してあります、「インタビュー調査への同意書」に必要事項をご記入の

上、ご返送ください。

                 ご協力ありがとうございました。
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紹介先医療機関名 所在地　〒

担当医師 科 事業場名

℡

御机下 産業医氏名 印

患者氏名 殿 性別　男・女

生年月日 明・大・昭・平 年 月 日　 （　　）歳

診断名（状態名）

紹介目的

面談時の症状

職場での状況（業務上問題となっていること等）

職場として可能な対応

提供していただきたい情報

□　診断名 □　就業の可否

□　治療内容 □　就業上必要な配慮

□　その他

※　返書には同封のフォーマットを御使用いただければ幸いです。

診療情報提供書（紹介状）





事業場名 所在地　〒

医療機関名

担当産業医 ℡

御机下 担当医氏名 印

患者氏名 殿 性別　男・女

生年月日 明・大・昭・平 年 月 日　 （　　）歳

診断名（状態名）

治療内容

就業の可否

□ 要休業 □ 通常勤務可能

□ 要就業制限（ ）

就業上必要な配慮

その他

診療情報提供書（紹介状返書）
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