平成 24 年度

産業保健調査研究報告書

心の健康問題への復職支援に関する実態調査
-人事労務担当者の実務における課題について-

平成 25 年 4 月

労働者健康福祉機構
茨城産業保健推進連絡事務所

0

目

次

調査研究員名簿 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

1

研究成果概要 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

2

（１）研究背景

4

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（２）目的 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 4

（３）対象と方法 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 5

（４）結果 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 6

（５）考察 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

15

（６）まとめ －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

22

（７）謝辞 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

22

（８）表－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－−－ 23

（９）参考文献 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 27

（１０）参考資料〔実態調査アンケート用紙〕－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 29

（１１）『事業規模別 復職支援対策のしおり』－－－－－－－－－－－－－－－－－ 35

1

調査研究員名簿
研究代表者

友常祐介

研究者

笹原信一朗
平井康仁
小林直紀
大井雄一
関昭宏
宇佐見和哉

1

研究成果概要
【研究背景】
近年心の健康問題をかかえる労働者は増加傾向にある。加えて、長期の休業期間を必要
とする事例や再休業を繰り返す事例、いわゆる復職困難事例の対応について苦慮している
事業場も多い。厚生労働省から示されている「心の健康問題により休業した労働者の職場
復帰支援の手引き」に準じた体制が整備されている企業も多く存在するが、事業規模の小
さな事業場を中心として、その体制整備が不十分であることも多い。そのような事業場に
おいては、担当者は専門知識の不足に大きな不安を抱えているにも関わらず、他の業務と
兼務で復職対応を行っていることも多く、産業保健推進センターなどで開催される研修会
等に参加する時間も十分確保できないといった問題点が指摘されている。
【目的】
上記背景に記載したように、事業場の規模ごとに、復職支援担当者の意識や事業場の制度
整備に差があることが考えられた。そのため本調査研究では、事業規模別の復職支援の実
態を明らかにすることを目的とした。また、調査の結果に基づき、復職支援活動が円滑に
行われるための事業規模別のノウハウを提供するために、
『事業規模別 復職支援対策のし
おり』を作成することとした。
【対象と方法】
茨城産業保健推進センター利用歴のある茨城県内の事業場 698 社に勤務する「心の健康
問題による休業者の復職支援担当者」を対象に郵送によるアンケート調査を行った。
【結果】
＜調査１ 量的調査＞
回収率は 35.0%（698 人中 244 人）であった。
1) 回答者の基本属性
事業場の規模は、49 人以下（以下、小規模事業場）が 22.5%、50 人以上 299 人以下（以
下、中規模事業場）が 55.0%、300 人以上（以下、大規模事業場）が 22.5%であった。業種
は製造業が最も多く 42.2%、次いで医療・福祉 13.5%、サービス業 9.4%と続いた。性別は男
性 73.4%、女性 23.4%、年齢は 30 代～50 代が 87.8%を占めた。また職種は事務職が最も多
く 84.8%を占めた。
2) 主治医から復職可能の診断書が提出された後の対応について
「診断書に記載されている日付」で復職させると回答した事業場が 38.1%、
「（その他の）
手続きを経て復職」が 61.9%であった。事業場規模別にみると、
「
（その他の）手続きを経て
復職」と回答したのは、小規模事業場では 43.5%、中規模事業場では 58.8%、大規模事業場
では 84.9%であり、その対応は中規模・大規模を境に大きく異なった。
3) リワーク、職場復帰支援プログラム利用の指導
リワークを利用するよう「指導することがある」と回答した事業場は 8.2%、
「指導したい
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と考えているが実現していない」が 10.7%、
「指導していない」が 76.2%であった。事業場
規模別にみると、
「指導することがある」と回答したのは、小規模事業場では 0.0%、中規模
事業場では 3.7%、大規模事業場では 27.3%であり、大規模事業場ではその割合は 25%以上に
のぼった。
職場復帰支援プログラムを利用するよう「指導することがある」と回答した事業場は
30.7%、
「指導したいと考えているが実現していない」が 13.1%、
「指導していない」が 50.4%
であった。事業場規模別にみると、
「指導することがある」と回答したのは、小規模事業場
では 9.1%、中規模事業場では 26.1%、大規模事業場では 63.6%であり、大規模事業場ではそ
の割合は約 60%以上に及んだ。
4) 復職支援に関して困っていること
全体では「受け入れる職場に余裕がない」が 40.0%、
「知識や資格に自信がない」が 36.5%、
「制度の整備が不十分」が 23.0%、となっていた。事業場規模別にみると、小規模事業場で
は「知識や資格に自信がない」、中規模事業場では「知識や資格に自信がない」、大規模事
業場では「受け入れる職場に余裕が無い」が最多であった。
5) 復職支援担当者が望む支援について
「事業場外での担当者向けの教育研修に参加する」が 42.1%、
「担当者向けの事業場外の
相談できる体制」が 36.0%、
「管理監督者の理解」が 30.7%、
「事業場内での担当者向けの教
育研修が開催される」が 27.2%、
「担当者向けの教育資料の充実」が 22.4%であった。事業
場規模別にみると、小規模事業場では「事業場外での担当者向けの教育研修に参加する」、
中規模事業場では「事業場外での担当者向けの教育研修に参加する」、大規模事業場では「管
理監督者の理解」が最多であった。
＜調査２ 質的調査＞
70 名より回答を得た。
「素人でも受講できるような研究会等」
「相談窓口の充実」といっ
た外部の支援を求める意見、「職場復帰プログラムを導入したい」「社内の体制」などに言
及した内部の活動を行いたいという意見、「中小企業には余裕がない」という現状をよく表
す意見などが得られた。
【考察】
事業場の規模別にメンタルヘルス対策のレベルに差があり、事業規模が大きな事業場の
方が制度整備を中心として、復職支援に関連した環境が整っていることが示唆された。加
えて、事業規模の大きさにより、担当者レベルで困難を感じるケースが異なることが示唆
されており、事業規模に応じた復職支援対策がより一層必要であると考えられた。
以上の結果を勘案し、
『事業規模別 復職支援対策のしおり』を作成した。
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【研究背景】
長期に渡る経済不況、雇用不安、雇用形態の多様化などのストレス危機を背景に、近年
心の健康問題をかかえる労働者は増加傾向にある。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、大きな問題になっている。加えて、心
の健康問題による休業者についてはその数の増加だけではなく、長期の休業期間を必要と
する事例や再休業を繰り返す事例、いわゆる復職困難事例の対応について苦慮している事
業場も多い。
心の健康問題による休業者の復職に際しては、厚生労働省が作成した「心の健康問題に
より休業した労働者の職場復帰支援の手引き」によれば、専門知識を持った産業保健スタ
ッフや人事労務担当者等により職場復帰支援プログラムを策定し組織的な対応を行うこと、
職場復帰の決定は主治医からの復職可能の診断に加え、関係者による協議を経て総合的に
行うことなどが示されている。また、以上に加えてリワークプログラム（以下リワーク）
を利用している企業も散見する。リワークとは、心の健康問題で休職している方を対象と
した復職のためのリハビリテーションプログラムを医療機関等で行うものです。認知療法
や軽作業を集団で行うことで、職場復帰をスムーズにし、再休職を予防することを目的と
して行われます。このような体制が整備されている企業も多く存在する。
しかし、特に事業規模の小さな事業場を中心として、専門知識を有する産業保健スタッ
フの配備や制度の整備が不十分であるケースや、人事労務の担当者が主治医からの復職可
能の診断書をたよりに復職可能かの判断や職場復帰支援プログラムの作成を行っているケ
ースなどが多く存在していると考えられる。そのような事業場においては、担当者は専門
知識の不足に大きな不安を抱えているにも関わらず、他の業務と兼務で復職対応を行って
いることが多いこともあり、産業保健推進センターなどで開催される研修会等に参加する
時間も十分確保できないといった問題点が指摘されている。
そのため、実際に復職支援担当者に対する支援を実施するといっても、対応する機会が
多い大規模事業場と対応する機会に乏しい小規模事業場とでは、事業場の制度整備や担当
者の知識などに差があるために、支援を実施する際にすべてを「事業場」としてひとくく
りにして対応することは現実的ではない。
そこで今回我々は、事業規模別に休業者の復職支援担当者の持つ知識や実際の対応など
の実態を明らかにし、休業者に対応している復職支援担当者の一助となるための調査研究
を実施することにした。

【目的】
上記背景に記載したように、事業場の規模ごとに、復職支援担当者の意識や事業場の制
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度整備に差があることが考えられた。そのため本調査研究では、事業規模別の復職支援の
実態を明らかにすることを目的とした。
その結果から、事業規模別に不足しやすい知識や制度整備の傾向を検討し、職場復帰支
援プログラム、制度整備、リワークなどに関する効果的な教育が可能であると考えられ、
多くの事業場で適切な対応が実施されることが期待される。
調査後は、実態に基づき、復職支援活動が円滑に行われるための事業規模別のノウハウ
を提供するために、
『事業規模別 復職支援対策のしおり』を作成することとした。

【対象と方法】
本調査では、
「心の健康問題による休業者の復職支援担当者」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「心の健康問題による休業者の復職支援担当者」を対象とした復職支援に
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、所属する事業場の規模、実際
に担当者として復職支援に割いている時間などの現状、実際に復職支援を行う際にリワー
クや職場復帰支援プログラムなどを利用するように指導するかなどの復帰支援に関する組
織的な現状、担当者として今まさに困っている問題、また今後望まれる支援等とした。
（２）対象と方法
茨城産業保健推進センター利用歴のある茨城県内の事業場 698 社に勤務する「心の健康
問題による休業者の復職支援担当者」とし、郵送によりアンケート用紙を配布し本調査研
究に同意の得られた者より回収した。復職支援担当者が複数名いる事業場では、主に支援
されている担当者の方に回答を依頼した。
また、本調査研究で得られた統計データをフィードバックすることをアンケート用紙に
明記し、報告書も無料で進呈することを付記した。
２．自由記載による質的調査
アンケート調査で、復職支援活動に関連した自由記載欄への回答より得られた結果につ
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
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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
て承認を受けて実施した。なお、本調査は、無記名のアンケート調査であり、氏名・事業
場名などを特定する情報は取得していない。本調査に対する同意は、アンケートへの返書
をもってその同意が得られたものとすることをアンケート用紙に記載した。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あわせ書面により説明を行った。

【結果】
本調査では、回答のあったもの全てを解析対象とし、回答に欠損がある場合は、
「無回答」
として解析対象に入れた。
１．アンケートによる量的調査（全体）
（１）回収率
698 人中 244 人から回答があり回収率は 35.0%であった。
（２）事業場の規模・業種
事業場の規模は、
「9 人以下」が 9 人（3.7%）、
「10 人以上 49 人以下」が 46 人（18.9%）
、
「50 人以上 99 人以下」が 56 人（23.0%）、
「100 人以上 299 人以下」が 78 人（32.0%）
、
「300
人以上 999 人以下」が 45 人（18.4%）
、「1000 人以上」が 10 人（4.1%）であった。
事業場の業種は、
「製造業」が 103 人（42.2%）
、
「医療・福祉」が 33 人（13.5%）、
「サー
ビス業」が 23 人（9.4%）
、
「建設業」が 14 人（5.7%）、「運輸業」が 13 人（5.3%）、「教育・
学校支援業」が 12 人（4.9%）
、
「卸売・小売業」が 8 人（3.3%）、
「情報通信業」が 4 人（1.6%）
、
「金融保険業」が 3 人（1.2%）
、
「不動産業」が 2 人（0.8%）、「その他」が 27 人（11.1%）
、
「無回答」が 2 人（0.8%）であった。「その他」には研究開発・農業などが該当した。
（３）回答者の基本属性
回答者の性別は、
「男性」が 179 人（73.4%）
、「女性」が 57 人（23.4%）、
「無回答」が 8
人（3.3%）であった。
回答者の年齢は、
「20 代」が 6 人（2.5%）、
「30 代」が 48 人（19.7%）、
「40 代」が 79 人（32.4%）
、
「50 代」が 87 人（35.7%）
、
「60 代以上」が 22 人（9.0%）
、
「無回答」が 2 人（0.8%）であ
った。
回答者の職種は、
「事務職」が 207 人（84.8%）、
「医療職」が 17 人（7.0%）、
「技術職」が
4 人（1.6%）
、
「教育・研究職」が 3 人（1.2%）、
「その他」が 13 人（5.3%）であった。
「その
他」には営業職・総合職などが該当した。
回答者の役職は、複数回答可で回答を得た。結果は「役員・事業主」が 23 人（9.4%）、
「管
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理職」が 131 人（53.7%）
、
「非管理職」が 59 人（24.2%）、
「産業保健スタッフ」が 21 人（8.6%）
、
「衛生管理者」が 55 人（22.5%）
、
「その他」が 10 人（4.1%）であった。
「その他」にはリ
ーダー・パートなどが該当した。
（４）復職支援に割いている時間
復職支援に割いている時間を自由記載で 0～100%で回答を求めた。
1%以下が 75 人
（30.7%）
、
1%超 5%以下が 66 人（27.0%）
、5%超 50%以下が 59 人（24.2%）
、50%超が 25 人（10.2%）
、無
回答が 19 人（7.8%）であった。
（５）復職時の手続きについて
１）主治医から「復職可能」の診断書が提出された際の対応について
主治医から「復職可能」の診断書が提出された際の対応について聞いた質問項目には
218 人から回答を得た。
「診断書に記載されている日付」が 83 人（38.1%）、
「
（その他の）
手続きを経て復職」は 135 人（61.9%）であった。
２）「（その他の）手続き」について
「
（その他の）手続きを経て復職」と回答した者に対し、実際にどのような手続きを実
施しているか（複数回答可）を聞いた。内容は「産業医面談」
「職場復帰支援プログラム」
「復職判定委員会」
「リワークプログラム」とした。
「産業医面談」は「必要」が 98 人（72.6%）
、「必要ではない」が 37 人（27.4%）であ
った。
「職場復帰支援プログラム」は「必要」が 79 人（58.5%）
、「必要ではない」が 56
人（41.5%）であった。
「復職判定委員会」は「必要」が 25 人（18.5%）、
「必要ではない」
が 110 人（81.5%）であった。
「リワークプログラム」は「必要」が 12 人（8.9%）、
「必要
ではない」が 123 人（91.1%）であった。
（６）リワークについて
１）リワークの認知度
リワークを知っているかどうか、についての回答は以下の通りであった。
「よく知って
いる」が 20 人（8.2%）
、
「名前は知っているが詳しくは知らない」が 86 人（35.2%）
、
「知
らない」が 124 人（50.8%）
、
「無回答」が 14 人（5.7%）であった。
２）リワークを利用するように指導するか
リワークを利用するように指導するか、についての回答は以下の通りであった。「指
導することがある」が 20 人（8.2%）
、「指導したいと考えているが実現していない」が
26 人（10.7%）
、
「指導していない」が 186 人（76.2%）、「無回答」が 12 人（4.9%）であ
った。
３）リワークを利用するように指導しない理由について
２）でリワークを「指導したいと考えているが実現していない」と回答した 26 人に対
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し、何故リワークを利用するように指導しないかについて聞いた質問項目（複数回答可）
に対しての回答は以下の通りであった。
「リワークプログラムを実施している医療機関が
近くにない」が最も多く 15 人（57.7%）
、以下「効果があるか不明」が 8 人（30.8%）、
「本
人が拒否する」
が3人
（11.5%）
「早く復職してもらわないと経営的に厳しい」
、
が1人
（3.8%）
、
「使用しないように指導されている」が 0 人（0.0%）、
「その他」が 6 人（23.1%）であっ
た。
「その他」には制度をよく知らない・詳しく知らないなどが該当した。
４）リワークをどのような休業者に指導したいか
２）でリワークを「指導したいと考えているが実現していない」と回答した 26 人に対
し、リワークをどのような休業者に指導したいかについて聞いた質問項目（複数回答可）
に対しての回答は以下の通りであった。
「全例」が 3 人（11.5%）
、
「長期の休職者」が 16
人（61.5%）
、
「複数回の休職歴がある休職者」が 12 人（46.2%）
、「本人が希望した場合」
が 12 人（46.2%）
、
「その他」が 0 人（0.0%）であった。
５）リワークをどのような休業者に指導しているか
２）でリワークを「指導することがある」と回答した 20 人に対し、リワークをどのよ
うな休業者に指導しているかについて聞いた質問項目（複数回答可）に対しての回答は
以下の通りであった。
「全例」が 1 人（5.0%）、
「長期休職者」が 11 人（55.0%）、
「複数回
の休職歴がある休職者」が 10 人（50.0%）、
「本人が希望した場合」が 9 人（45.0%）、
「そ
の他」が 7 人（35.0%）であった。
「その他」には通院先の医療機関にプログラムがある
者、リワークを行っている施設が通える場所にあるなどが該当した。
（７）職場復帰支援プログラムについて
１）職場復帰支援プログラムの認知度
職場復帰支援プログラムを知っているかどうか、についての回答は以下の通りであっ
た。「よく知っている」が 72 人（29.5%）、「名前は知っているが詳しくは知らない」が
97 人（39.8%）
、
「知らない」が 70 人（28.7%）、「無回答」が 5 人（2.0%）であった。
２）職場復帰支援プログラムを利用するように指導するか
職場復帰支援プログラムを利用するように指導するか、についての回答は以下の通り
であった。
「指導することがある」が 75 人（30.7%）
、
「指導したいと考えているが実現し
ていない」が 32 人（13.1%）
、
「指導していない」が 123 人（50.4%）
、「無回答」が 14 人
（5.7%）であった。
３）職場復帰支援プログラムを利用するように指導しない理由について
２）で職場復帰支援プログラムを「指導したいと考えているが実現していない」と回
答した 32 人に対し、何故リワークを利用するように指導しないかについて聞いた質問項
目（複数回答可）に対しての回答は以下の通りであった。
「制度が導入されていない」が
最も多く 19 人（59.4%）
、以下「効果があるか不明」が 4 人（12.5%）、
「本人が拒否する」
が 3 人（9.4%）
、
「早く復職してもらわないと経営的に厳しい」が 2 人（6.3%）、「使用し
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ないように指導されている」が 0 人（0.0%）、
「その他」が 10 人（31.3%）であった。
「そ
の他」には詳しく知らないなどが該当した。
４）職場復帰支援プログラムをどのような休業者に指導したいか
２）で職場復帰支援プログラムを「指導したいと考えているが実現していない」と回
答した 32 人に対し、職場復帰支援プログラムをどのような休業者に指導したいかについ
て聞いた質問項目（複数回答可）に対しての回答は以下の通りであった。
「全例」が 4 人
（13.3%）
、
「長期の休職者」が 22 人（73.3%）、
「複数回の休職歴がある休職者」が 11 人
（36.7%）
、
「本人が希望した場合」が 14 人（46.7%）
、
「その他」が 1 人（3.3%）であった。
「その他」にはわからないなどが該当した。
５）職場復帰支援プログラムをどのような休業者に指導しているか
２）で職場復帰支援プログラムを「指導することがある」と回答した 75 人に対し、職
場復帰支援プログラムをどのような休業者に指導しているかについて聞いた質問項目
（複数回答可）に対しての回答は以下の通りであった。
「全例」が 18 人（24.0%）、
「長期
休職者」が 47 人（62.7%）
、
「複数回の休職歴がある休職者」が 26 人（34.7%）
、「本人が
希望した場合」が 21 人（28.0%）
、「その他」が 8 人（10.7%）であった。
「その他」には
産業医の判断・産業医の意見などが該当した。
６）職場復帰支援プログラムを作成する関係者について
２）で職場復帰支援プログラムを「指導することがある」と回答した 75 人に対し、職
場復帰支援プログラムをどのような職種のものが作成に関与するかについて聞いた質問
項目（複数回答可）に対しての回答は以下の通りであった。
「事業主」14 人（18.7%）
、
「休
職者」15 人（20.0%）
、
「復職支援担当者」43 人（57.3%）
、
「看護師」18 人（24.0%）
、
「産
業医」48 人（64.0%）
、
「職場の上司」47 人（62.7%）
、
「その他」11 人（14.7%）であった。
「その他」には衛生管理者・保健師・社労士などが該当した。
７）職場復帰支援プログラムは勤務として行われるか
２）で職場復帰支援プログラムを「指導することがある」と回答した 75 人に対し、職
場復帰支援プログラムがどのような勤務体系で行われるかについて聞いた質問項目の回
答は以下のとおりであった。
「休職中に勤務外として行われる」18 人（24.0%）
、
「勤務と
して行われ、就労時間に関わらず満額給与支給」15 人（20.0%）
、「勤務として行われ、
就労時間に応じて給与支給」32 人（42.7%）
、
「その他」8 人（10.7%）
、
「無回答」2 人（2.7%）
であった。
「その他」には部署による・病状によるなどが該当した。
（８）復職支援に関して困っていること
復職支援に関して困っていることについて聞いた質問項目（複数回答可）に対しての回
答は 230 人より回答を得、以下の通りであった。
「受け入れる職場に余裕が無い」が最も多
く 92 人（40.0%）
、以下「知識や資格に自信がない」が 84 人（36.5%）
、「制度の整備が不十
分」が 53 人（23.0%）
、
「本人が働ける状態ではなさそうなのに復職を希望する」が 46 人
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（20.0%）
、
「支援時間にあてられる時間が少ない」が 44 人（19.1%）
、「スタッフが少ない」
が 37 人（16.1%）
、
「相談できる相手がいない」が 29 人（12.6%）、
「権限が付与されていな
い」が 25 人（10.9%）
、
「業務量が多い」が 23 人（10.0%）、
「産業医や看護師などの専門ス
タッフがいない」が 21 人（9.1%）
、
「事業主が理解していない」が 12 人（5.2%）、
「その他」
が 44 人（19.1%）であった。
「その他」には医師が本人の希望通りの診断書を発行する、病
状に波があり回復度合いがわかりにくいなどが該当した。
（９）復職支援担当者が望む支援について
復職支援担当者が復職支援の活動に役立つ支援について聞いた質問項目（複数回答可）
に対しての回答は 228 人より回答を得、以下の通りであった。
「事業場外での担当者向けの
教育研修に参加する」が最も多く 96 人（42.1%）
、以下「担当者向けの事業場外での相談で
きる体制」が 82 人（36.0%）
、
「管理監督者の理解」が 70 人（30.7%）
、
「事業場内での担当
者向けの教育研修が開催される」が 62 人（27.2%）
、「担当者向けの教育資料の充実」が 51
人（22.4%）
、
「事業主の理解」が 45 人（19.7%）
、
「スタッフの増員」が 44 人（19.3%）、
「そ
の他」が 16 人（7.0%）であった。
「その他」には復職支援センターの充実、外部復職支援
機関の増加などが該当した。
（１０）復職支援を目的とし、NPO やソーシャルファーム等の事業場外の組織で活動するこ
とに関して
復職支援担当者に対して、休業者が復職に際し、リワークではなく NPO やソーシャルフ
ァームといった事業場外の組織を利用することに関してどのように考えているか聞いた質
問項目に対しての回答は 227 人より回答を得、以下のとおりであった。
「是非利用してみた
い」16 人（6.6%）
、
「周囲の事業所が始めたら利用してみたい」が 8 人（3.3%）
、
「事業主か
ら勧められれば利用してみたい」が 37 人（15.2%）
、
「利用してみたいが、社外で就労に近
い活動をすることは就労規則上難しい」が 28 人（11.5%）、
「利用してみたいが、金銭の授
受がある場合は就業規則上難しい」が 18 人（7.4%）
、
「利用は検討できない」が 16 人（6.6%）
、
「わからない」が 103 人（42.2%）
、
「無回答」が 18 人（7.4%）であった。

２．アンケートによる量的調査（事業規模別）
事業場の規模別に復職支援の対応がどのように異なるか、復職支援担当者レベルで考え
方に違いがあるか、などを検討する。以下では事業場の規模を「49 人以下」
「50 人以上 299
人以下」
「300 人以上」とわけ、それぞれを『小規模事業場』
『中規模事業場』『大規模事業
場』として解析を行った。事業場の数は順に 55、134、55 であった。(表 1)
以下特に断りがない限り『小規模事業場』『中規模事業場』『大規模事業場』の順に［］
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内にその割合を記載するものとする。
（１）回答者の基本属性
回答者の性別は、
「男性」が［76.4%、75.4%、65.5%］、
「女性」の割合が［21.8%、20.1%、
32.7%］
、
「無回答」の割合が［1.8%、4.5%、1.8%］であった。
回答者の年齢は、
「20 代」の割合が［0.0%、3.0%、3.6%］、
「30 代」が［27.3%、17.2%、
18.2%］
、
「40 代」が［30.9%、30.6%、38.2%］、
「50 代」が［38.2%、34.3%、36.4%］
、
「60 代
以上」が［3.6%、13.4%、3.6%］
、
「無回答」が［0.0%、1.5%、0.0%］であった。
回答者の職種は、
「事務職」が［83.6%、88.8%、76.4%］、
「医療職」が［3.6%、3.7%、18.2%］、
「技術職」が［3.6%、0.7%、1.8%］、「教育・研究職」が［0.0%、1.5%、1.8%］
、「その他」
が［9.1%、5.2%、1.8%］であった。(表 2)
回答者の役職は、
「役員・事業主」が［21.8%、7.4%、1.8%］、
「管理職」が［52.7%、59.0%、
41.8%］、「非管理職」が［21.8%、24.6%、25.5%］、「産業保健スタッフ」が［0.0%、5.2%、
25.5%］
、
「衛生管理者」が［3.6%、29.1%、25.5%］
、
「その他」が［3.6%、2.2%、9.1%］であ
った。
（２）復職支援に割いている時間
復職支援に割いている時間は 1%以下が［43.6%、32.1%、14.5%］、1%超 5%以下が［16.4%、
32.1%、25.5%］
、5%超 50%以下が［18.2%、17.9%、45.5%］
、50%超が［14.5%、6.7%、14.5%］
、
無回答が［7.2%、11.2%、0.0%］であった。(表 3)
（３）復職時の手続きについて
１）

主治医から「復職可能」の診断書が提出された際の対応について

主治医から「復職可能」の診断書が提出された際の対応については「診断書に記載され
ている日付」が［47.3%、36.6%、14.5%］、
「（その他の）手続きを経て復職」は［36.4%、52.2%、
81.8%］
、無回答が［16.4%、11.2%、3.6%］であった。(表 4)
２）

「（その他の）手続き」について

「産業医面談」が「必要」が［45.0%、74.3%、82.2%］
、
「職場復帰支援プログラム」が「必
要」が［55.0%、54.3%、66.7%］
、
「復職判定委員会」が「必要」が［10.0%、17.1%、24.4%］、
「リワークプログラム」が「必要」が［15.0%、4.3%、13.3%］であった。(表 5)
（４）リワークについて
１）

リワークの認知度

リワークを知っているかどうか、については、
「よく知っている」が［3.6%、4.5%、21.8%］
、
「名前は知っているが詳しくは知らない」が［23.6%、35.1%、47.3%］、
「知らない」が［63.6%、
54.5%、29.1%］
、
「無回答」が［9.1%、6.0%、1.8%］であった。(表 6)
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２）

リワークを利用するように指導するか

リワークを利用するように指導するか、については、「指導することがある」が［0.0%、
3.7%、27.3%］
、
「指導したいと考えているが実現していない」が［9.1%、9.7%、14.5%］
、
「指
導していない」が［76.4%、83.6%、58.2%］
、
「無回答」が［14.5%、3.0%、0.0%］であった。
(表 7)
３）

リワークを利用するように指導しない理由について

２）でリワークを「指導したいと考えているが実現していない」と回答した 26 人（順に
5 人、13 人、8 人）に回答を求めた。理由は「リワークプログラムを実施している医療機関
が近くにない」が［40.0%、61.5%、62.5%］
、
「効果があるか不明」が［20.0%、30.8%、37.5%］、
「本人が拒否する」が［20.0%、0.0%、25.0%］、
「早く復職してもらわないと経営的に厳し
い」が［0.0%、7.7%、0.0%］
、
「使用しないように指導されている」が［0.0%、0.0%、0.0%］、
「その他」が［60.0%、15.4%、12.5%］であった。
４）

リワークをどのような休業者に指導したいか

２）でリワークを「指導したいが実現しない」と回答した 26 人に回答を求めた。対象は
「全例」が［0.0%、23.1%、0.0%］、「長期の休職者」が［75.0%、61.5%、83.3%］、「複数回
の休職歴がある休職者」が［50.0%、46.2%、66.7%］、
「本人が希望した場合」が［0.0%、61.5%、
66.7%］
、
「その他」が［0.0%、0.0%、0.0%］であった。
５）

リワークをどのような休業者に指導しているか

２）でリワークを「指導することがある」と回答した 20 人（順に 0 人、5 人、15 人）に
回答を求めた。
「全例」が［-%、0.0%、6.7%］
、
「長期の休職者」が［-%、60.0%、53.3%］、
「複
数回の休職歴がある休職者」が［-%、60.0%、46.7%］
、
「本人が希望した場合」が［-%、40.0%、
46.7%］
、
「その他」が［-%、40.0%、33.3%］であった。
（５）職場復帰支援プログラムについて
１）

職場復帰支援プログラムの認知度

職場復帰支援プログラムを知っているかどうか、についての回答は以下の通りであった。
「よく知っている」が［14.5%、24.6%、56.4%］、「名前は知っているが詳しくは知らない」
が［32.7%、49.3%、23.6%］
、
「知らない」が［50.9%、23.9%、18.2%］
、
「無回答」が［1.8%、
2.2%、1.8%］であった。(表 8)
２）

職場復帰支援プログラムを利用するように指導するか

職場復帰支援プログラムを利用するように指導するか、についての回答は以下の通りであ
った。
「指導することがある」が［9,1%、26.1%、63.6%］、
「指導したいと考えているが実現
していない」が［9.1%、14.2%、14.5%］、
「指導していない」が［70.9%、54.5%、20.0%］
、
「無
回答」が［10.9%、5.2%、1.8%］であった。(表 9)
３）

職場復帰支援プログラムを利用するように指導しない理由について

２）で職場復帰支援プログラムを「指導したいと考えているが実現していない」と回答
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した 32 人（順に 5 人、19 人、8 人）に対し、回答を求めた。
「制度が導入されていない」
が［20.0%、63.2%、75.0%］、以下「効果があるか不明」が［0.0%、10.5%、25.0%］、「本人
が拒否する」が［20.0%、5.3%、12.5%］、「早く復職してもらわないと経営的に厳しい」が
［20.0%、5.3%、0.0%］
、
「使用しないように指導されている」が［0.0%、0.0%、0.0%］、
「そ
の他」が［40.0%、36.8%、12.5%］であった。
４）

職場復帰支援プログラムをどのような休業者に指導したいか

２）で職場復帰支援プログラムを「指導したいと考えているが実現していない」と回答
した 32 人に対し、回答を求めた。
「全例」が［0.0%、5.9%、37.5%］、
「長期の休職者」が［100.0%、
70.6%、62.5%］
、
「複数回の休職歴がある休職者」が［20.0%、41.2%、37.5%］、「本人が希望
した場合」が［0.0%、58.8%、50.0%］
、「その他」が［0.0%、5.9%、0.0%］であった。
５）

職場復帰支援プログラムをどのような休業者に指導しているか

２）で職場復帰支援プログラムを「指導することがある」と回答した 75 人（順に 5 人、
35 人、35 人）に対し、回答を求めた。
「全例」が［40.0%、14.3%、31.4%］
、
「長期の休職者」
が［20.0%、68.6%、62.9%］
、
「複数回の休職歴がある休職者」が［0.0%、42.9%、31.4%］、
「本
人が希望した場合」が［20.0%、31.4%、25.7%］、
「その他」が［20.0%、5.7%、14.3%］であ
った。
６）職場復帰支援プログラムを作成する関係者について
２）で職場復帰支援プログラムを「指導することがある」と回答した 75 人に対し、回答
を求めた。
「事業主」が［40.0%、20.6%、14.3%］、
「休職者」が［20.0%、26.5%、14.3%］、
「復
職支援担当者」が［60.0%、64.7%、51.4%］、「看護師」が［20.0%、14.7%、34.3%］、「産業
医」が［40.0%、64.7%、68.6%］、「職場の上司」が［40.0%、67.6%、62.9%］、「その他」が
［0.0%、11.8%、20.0%］であった。
７）職場復帰支援プログラムは勤務として行われるか
２）で職場復帰支援プログラムを「指導することがある」と回答した 75 人に対し、回答
を求めた。「休職中に勤務外として行われる」が［40.0%、18.2%、28.6%］、「勤務として行
われ、就労時間に関わらず満額給与支給」が［0.0%、15.2%、28.6%］、
「勤務として行われ、
就労時間に応じて給与支給」が［40.0%、40.0%、34.3%］
、
「その他」が［20.0%、12.1%、8.6%］
、
「無回答」が［0.0%、1.5%、0.0%］であった。
（６）復職支援に関して困っていること
復職支援に関して困っていることについての回答を 230 人（順に 52 人、124 人、54 人）
より得た。「受け入れる職場に余裕が無い」が［26.9%、37.1%、59.3%］、「知識や資格に自
信がない」が［38.5%、37.9%、31.5%］
、
「制度の整備が不十分」が［25.0%、20.2%、27.8%］
、
「本人が働ける状態ではなさそうなのに復職を希望する」が［7.7%、16.9%、38.9%］、「支
援にあてられる時間が少ない」が［28.8%、16.1%、16.7%］
、
「スタッフが少ない」が［21.2%、
12.9%、18.5%］
、
「相談相手がいない」が［13.5%、12.1%、13.0%］
、「権限を付与されていな
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い」が［9.6%、10.5%、13.0%］
、
「業務量が多い」が［13.5%、8.9%、9.3%］、
「産業医や看護
師などの専門スタッフがいない」が［13.5%、8.9%、5.6%］、
「事業主が理解していない」が
［3.8%、5.6%、5.6%］
、
「その他」が［21.2%、21.8%、11.1%］であった。(表 10)
（７）復職支援担当者が望む支援について
復職支援担当者が復職支援の活動に役立つ支援について回答を 228 人（順に 50 人、125
人、53 人）より得た。
「事業場外での担当者向けの教育研修に参加する」が［38.0%、44.0%、
41.5%］、「担当者向けの事業場外の相談できる体制」が［32.0%、40.0%、30.2%］、「管理監
督者の理解」が［8.0%、34.4%、43.4%］、「事業場内での担当者向けの教育研修が開催され
る」が［16.0%、30.4%、30.2%］
、
「担当者向けの教育資料の充実」が［22.0%、24.0%、18.9%］、
「事業主の理解」が［30.0%、17.6%、15.1%］
、
「スタッフの増員」が［24.0%、16.0%、22.6%］、
「その他」が［10.0%、6.4%、5.7%］であった。(表 11)
（８）復職支援を目的とし、NPO やソーシャルファーム等の事業場外の組織で活動すること
に関して
復職支援担当者に対して、休業者が復職に際し、リワークではなく NPO やソーシャルフ
ァームといった事業場外の組織を利用することに関してどのように考えているか聞いた質
問項目に対しての回答は 227 人（順に 50 人、125 人、52 人）より回答を得、以下のとおり
であった。
「是非利用してみたい」が［12.7%、5.2、3.6%］、
「周囲の事業場が始めたら利用
してみたい」が［10.9%、0.7%、1.8%］
、
「事業主から勧められれば利用してみたい」が［12.7%、
18.7%、9.1%］
、
「利用してみたいが、社外で就労に近い活動をすることは就業規則上難しい」
が［5.5%、11.9%、16.4%］、「利用してみたいが、金銭の授受がある場合は就業規則上難し
い」が［3.6%、6.0%、14.5%］
、
「利用は検討できない」が［5.5%、6.0%、9.1%］、「わからな
い」が［40.0%、44.8%、38.2%］
、
「無回答」が［9.1%、6.7%、5.5%］であった。
３．自由記載欄による質的調査
アンケート調査の自由記載欄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） 復職支援担当者が望む支援について
（２） 復職支援に関して全体的に困っていること
以下に、それぞれの結果を示す。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）復職支援担当者が望む支援について
大きく 2 つに分類され、①外部からの支援を望むもの、②内部の支援を求めたもの、が
あげられた。
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（２）復職支援に関して全体的に困っていること
大きく 9 つに分類され、①休業者本人に対して困っている意見、②管理監督者や事業主
の理解に対して困っている意見、③担当者や職場の負担が大きいことに困っている意見、
④医療機関に対して困っている意見、⑤復職に際して、本人や管理監督者への対応に対し
て困っている意見、⑥外部の相談機関や研修、パンフレット等に対する意見、⑦制度整備
に関して困っている意見、⑧社会全体に対して困っている意見、⑨その他の意見、があげ
られた。

【考察】
１．アンケートによる量的調査
（１）復職支援担当者の基本属性について
今回のアンケート調査の回収率は、698 人中 244 人から回答があり 35.0%であった。
事業場の規模は 49 人以下が 22.5%、50 人以上 299 人以下が 55.0%、300 人以上が 22.5%
であった。業種は製造業が最も多く 42.2%、次いで医療・福祉 13.5%、サービス業 9.4%と続
いた。
茨城県の従業者規模別事業者数をみると 49 人以下の事業所が 96.8%を占め、300 人以上
の事業所が 0.2%のみを占めており、また産業第分類別事業所数では最多が卸売業・小売業
で 26.0%、以下建設業 13.3%、宿泊業・飲食サービス業 11.4%と続いている 2)。
以上から、本調査対象は茨城県のすべての事業場を網羅したものではなく、300 人以上の
事業規模の事業場が多いやや偏った集団である可能性が考えられる。
性別・年齢は事業場の規模で大きくは変わらなかったものの、事業規模が大きくなるほ
ど、女性の割合は増えた。
職種は事業規模が大きくなるほど事務職が減り、医療職が増えた。役職は事業規模が小
さな事業場においては役員・事業主が多く、産業保健スタッフ、衛生管理者が少ない結果
が得られた。事業規模が大きくなるほど産業保健スタッフや衛生管理者などの専門職が関
与する機会が増えるものと考えられた。
復職支援に割いている時間は事業場の規模が大きくなるほど増える結果が得られたが、
50%以上の時間を割いている割合は事業場の規模で変わりはなかった。
（２）復職時の手続きについて
復職時の手続きについていくつかの段階に分けて検討を行った。
まず、主治医から「復職可能」の診断書が提出された際の対応の違いについて検討を行
った。主治医から「復職可能」の診断書が提出された際の対応については「診断書に記載

15

されている日付」で復職させる事業場は事業規模が小さくなるほど多く、「（その他の）手
続きを経て復職」する事業場は事業規模が大きくなるほど多くなった。これは 300 人を境
に大きく異なる結果が得られた。
これは、事業規模が小さい場合休業者の対応を行う機会が少ない、専門職がいない、な
どの要因が考えられた。
次に実際に「
（その他の）手続き」について、どのようなものを行っているか検討したと
ころ、産業医面談・職場復帰支援プログラム・復職判定委員会いずれも事業規模が大きい
ほど実施されていることが明らかとなった。産業医面談は 50 人を境に、職場復帰支援プロ
グラムは 300 人を境に、大きく異なる結果が得られた。これは事業規模が大きくなるほど
制度整備がしっかりと整っていることを示しているものであると考えられた。リワークプ
ログラムは事業規模で差は見られなかった。
次に休業者の職場復帰支援としてのリワーク・職場復帰支援プログラムを知っている
か・指導することはあるか、を検討することとした。
（３）リワークについて
まず、リワークの認知度について検討した。結果としては事業規模が大きくなるほどリ
ワークを知っている担当者は増えた。特に 300 人を境にして大きく異なった。同様に指導
することがあるか検討したところ、やはり事業規模が大きくなるほど指導する担当者が増
え、300 人を境にして大きく異なった。これは、300 人以上の事業規模になると、復職支援
に携わる時間が増え、リワークを知識として知る機会が増えるからであると考えられた。
次に、指導したいがリワークを利用するように指導しない理由について検討した。理由
は「リワークプログラムを実施している医療機関が近くにない」が最も多く、「効果がある
か不明」
「本人が拒否する」などがあげられた。実際に、茨城県内でリワークを行っている
病院は非常に少なく県内に 3 箇所を有するのみである（つくば市、水戸市、那珂市）
。この
ようなインフラ不足の背景もあり、実際に休業者でリワークを受ける人が少ないため、担
当者としても効果を実感することがなく、積極的には勧めづらいのではないかと考えられ
た。
次に、リワークをどのような休業者に指導したいかについて検討した。「長期の休職者」
「複数回の休職歴がある休職者」が半数以上を占め、「全例」を希望する担当者は少なかっ
た。また、事業規模でも大きな差は認められなかった。
「本人が希望した場合」は 50 人を
境に大きく異なった。
また、実際にリワークをどのような休業者に指導しているか、について検討した。実際
には「長期の休職者」「複数回の休職歴がある休職者」「本人が希望した場合」が約半数を
占め、
「全例」は少ない結果が得られた。
担当者としては、復職が困難であることが予想される場合、本人が希望する場合にのみ
リワークを活用したいのではないかと考えられた。
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（４）職場復帰支援プログラムについて
まず、職場復帰支援プログラムを知っているかについて検討した。結果としては事業規
模が大きくなるほど職場復帰支援プログラムを知っている担当者は増えた。結果は事業規
模が 50 人、300 人を境にして大きく異なった。同様に指導することがあるか検討したとこ
ろ、やはり事業規模が大きくなるほど指導する担当者が増え、事業規模が 300 人を境にし
て大きく異なった。これは、300 人以上の事業規模になると、復職支援に携わる時間が増え、
職場復帰支援プログラムを活用する機会が増えるからであると考えられた。
次に、指導したいが職場復帰支援プログラムを利用するように指導しない理由について
検討した。理由は「制度が導入されていないがない」が最も多く、
「効果があるか不明」
「本
人が拒否する」などがあげられた。特に「制度が導入されていない」と回答した担当者は
事業規模 50 人を境に大きく異なり、制度整備さえ行えば実施する事業場が増えることが期
待された。
次に、職場復帰支援プログラムをどのような休業者に指導したいかについて検討した。
「長期休職者」が半数以上を占め、
「全例」
「複数回の休職歴がある休職者」
「本人が希望し
た場合」を希望する担当者は事業規模により異なり、事業規模が大きくなるほど希望する
担当者が増えた。多くの事業場で長期休職者の対応に苦慮しており、事業規模が大きな事
業場では他に複数回の休職歴がある職員などの対応に苦慮していることを反映しているも
のと考えられた。
また、実際に職場復帰支援プログラムをどのような休業者に指導しているか、について
検討した。「長期休職者」
「休職が複数回の休職者」は事業規模が大きな事業場で実施され
るが、
「全例」実施される事業場は 50 人以上 299 人以下の事業場で実施していることが少
なかった。以上から、49 人以下の事業場では全例に実施可能であるが、50 人以上になると
全例実施が担当者の余裕がなく困難であるために、特に復職に苦慮するであろう休業者に
重点的にプログラムを実施しており、300 人以上の事業場では専門スタッフも増えるため、
全例実施することが可能である、という状況が考えられた。
また、職場復帰支援プログラムを作成する関係者としては、特徴的であったのは 49 人以
下の事業場では事業主が多く、50 人以上では産業医、職場の上司が多かった。これは、産
業医を選任している事業場では産業医や上司なども含めプログラムを作成するが、産業医
のいない事業場では事業主がプログラムに関与することが多いものと考えられた。
職場復帰支援プログラム中の身分や給与などについては、49 人以下の事業場では勤務外
が多く、事業規模が多くなると満額支給が多い結果となった。これは、事業場の金銭的な
余裕に関与しているものと思われた。
（５）復職支援で困っていることについて
49 人以下の事業規模では、支援時間にあてられるがない、スタッフが少ない、業務量が

17

多い、産業医や看護師などの専門スタッフがいない、が多く、300 人以上の事業規模では、
受け入れる職場に余裕が無い、本人が働ける状態ではなさそうなのに復職を希望する、が
あげられた。50 人以上 299 人以下では両者の特徴を有する結果であった。また、差が見ら
れなかったものとしては、知識や資格に自信がない、制度の整備が不十分、相談できる相
手がいない、権限が付与されていない、事業主が理解していない、であった。事業規模が
小さくなるほど、担当者の負担が大きく、仕事の量的な問題に困っていることに対し、事
業規模が大きくなるほど、仕事の質的な問題に困っていることがわかった。また、知識や
資格、制度整備などは事業規模による差がなく、全体的に支援が必要な状況であることが
わかった。
（６）復職支援担当者が望む支援について
49 人以下の事業規模では、事業主の理解、スタッフを増員、が多くあげられ、300 人以
上の事業規模では管理監督者の理解、事業場内での担当者向けの教育研修が開催される、
が多く挙げられた。50 人以上 299 人以下では両者の特徴を有する結果であった。また、差
が見られなかったものとしては、事業場外での担当者向けの教育研修に参加する、担当者
向けの事業場外の相談できる体制、担当者向けの教育資料の充実、であった。事業規模が
小さくなるほど、密接に関与する事業主の理解、量的な負担の緩和を求めるスタッフの増
員を求め、事業規模が大きくなるほど、管理監督者の理解、事業場内の研修といった質的
な負担の緩和を求めることがわかった。
（７）復職支援を目的とし、NPO やソーシャルファーム等の事業場外の組織で活動すること
について
多くの事業場では分からない、という回答であったが、特に事業規模の小さな事業場に
おいて、是非利用してみたい、周囲の事業場が始めたら利用してみたい、事業主から勧め
られれば利用してみたいなどの積極的な意見が聞かれたものの、事業規模が大きくなると、
社外で就労に近い活動をすることは就業規則上難しい、金銭の授受がある場合は就業規則
上難しいなどの意見が多いことがわかった。そのため、事業規模が小さいほど、積極的に
その他の支援を活用したいと考えているのではないかと考えられた。
2．自由記載欄による質的調査

（１）復職支援担当者が望む支援について
大きく 2 つに分類された
①外部からの支援を望むもの
「利用しやすい外部復職支援機関の充実」「事業場における教育研修・講話の開催」
「本
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人との対応・応援について知りたい」などの意見があげられていた。
②内部の支援を求めたもの
「適任者の配置」
「復職希望者の相談体制・自立支援」といった組織的な対応を求める意
見があげられた。
上記それぞれすぐに対応を行うことが難しい問題が多いが、今出来る対応として外部支
援機関を適宜利用するよう働きかけることを実施していくことが重要であると考えられた。
（２）復職支援に関して全体的に困っていること
大きく 9 つに分類された
①休業者本人に対して困っている意見
休業者が再休職してしまうこと、復職できないこと、などがあげられた。具体的には「す
ぐに再休職する」「長期間休職した場合ほとんど復職できていない」「元の職場になかなか
復職できない」である。また、上記に加えて、「休職制度の悪用」「就業規則に触れないよ
うに休むものがいる」などのように制度整備も含めて検討しなければならない問題があげ
られていた。他に「本当に現在の仕事が向いているか見極めなくてはならない」
「対人関係
が多い職場であるため、治療をしながら仕事を続けることが心配」といった意見もあげら
れていた。
②管理監督者や事業主の理解に対して困っている意見
管理監督者や事業主の理解がないために制度整備や復職支援を行うことが出来ない、と
いう意見があげられた。具体的には「事業主がやめさせたいと考えている」
「現場が復職を
拒否する」「試し出勤の際受け入れる職場がない」「理解や重要性が事業主にないため、実
現に向かわない。体制を整えたいが、難しい。」などがあげられた。これは「職場の受け入
れ体制を整えること・職場の理解を得ること・正しい知識を持ってもらうことが重要」と
いう意見に代表されるように、辛抱強く理解を得られるようにメンタルヘルスに関する問
題を説明していく必要があると考えられた。しかし、「職場全体で知識に乏しいが、時間的
制約があり、職場内で理解を深めることが難しい」といった現実的な意見もあげられてい
た。
③担当者や職場の負担が大きいことに困っている意見
復職支援に対して労力を割くことが負担である、あるいは時間的に難しいという意見が
あげられた。具体的には「上司・主治医・産業医などの意見を聞いて方針をまとめるのが
大変」
「一人の担当者だけでは難しい」「余裕がなく自分のことで精一杯」「現実的にはそこ
までのリソースをさけられない」
「スタッフが増えない限りは解決しない」などがあげられ
た。
④医療機関に対して困っている意見
復職に際して困っている意見があげられたが、それだけではなく、治療に関するものや
医療機関の選択に関するものなどがあげられた。具体的には「主治医が復職可と診断して
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いるが、本人の実態が診断にあわない」「主治医からの診断書内容がわかりづらい」「受診
しても投薬ばかりでメンタルケアがなされていない」「どの医療機関を勧めるべきか悩む」
などがあげられた。これからは医療機関と事業場においてもっと積極的な交流が必要であ
ると考えられた。
⑤復職に際して、本人や管理監督者への対応に対して困っている意見
具体的には「復職のタイミングの判断が難しい」
「別の職場に復職させる場合に、どの職
場が適当か判断が難しい」
「復職後の対応が不安」「休職予防のための配慮方法がわからな
い」などがあげられた。これらは担当者レベルでの個別相談などが重要であると考えられ
た。
⑥外部の相談機関や研修、パンフレット等に対する意見
この点では多くの意見があげられており、具体的には「外部の相談・研修体制を利用し
たい」
「知識がなくとも参加できる研修会を利用したい」
「相談窓口」
「具体的な対応の事例
集が欲しい」
「知識不足、ノウハウの支援を望む」「事業場外での担当者向けの教育研修を
望む」「効果的な復職支援の方法を知りたい」「専門知識が少ないので、わかりやすい研修
を」などがあげられた。どちらかというと難しい知識を知りたいという意見よりも極めて
基本的なところから知りたい、という意見がおおくあげられており、そのような研修やパ
ンフレットなどが効果的であると考えられた。
⑦制度整備に関して困っている意見
実際には担当部署が不明確である、制度整備が整っていない、などの意見があげられた。
具体的には「休職の例がなく仕組が全く整っていない」
「何をすればよいか分からない」
「零
細企業にとっては簡単ではない」
「個別サポートは充実しているが、社内体制が整っていな
い」「担当部署が不明確」
「中小企業には余裕が無い」などがあげられた。加えて「対策と
支援の準備を行いたい」
「産業医の指示を仰いでいるのみであり、職場復帰支援プログラム
を導入したいが、形が見えない」という意見もあり積極的な導入も検討されていると考え
られた。しかし中には、
「復職支援を実施しているが休復職を繰り返すケースがあり効果が
感じられない」
「今後検討するべきかどうかも不明」などの消極的な意見もあげられていた。
⑧社会全体に対して困っている意見
具体的には「本人が医療機関にいくことに抵抗を感じている」「積極的な精神的健康への
取り組みが重要であるという社会的認知がない」などがあげられた。これらは個々の対応
ではなく、社会的な認知を進めていくことでしか解決されない問題である。これらも重要
な課題である。
⑨その他の意見
「復職する際に降級した事例があるが、それでよかったのか疑問に感じている」
「以前に
職場復帰支援プログラムを利用したケースがある」「相談を受けても早急に解決できない」
「対応に苦慮した経験がある」
「中小企業の場合、職種や部署が少ないため十分なケアが困
難」「多くの労力や施策がなされている」「復職しても以前と同じ業務量が望めず退職にな
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るケース」「周りの人達のフォローをどのように行うべきかわからない」「現代型うつの人
にも有効なのか」などの意見があげられた。
今後は、実際に上記のような意見に着目し、支援を行っていく必要があると考えられた。

４．事業規模別の復職支援の対応について
以上の結果より各事業場が適切な支援を得るために、事業規模別に最適な支援策は以下
のとおりであると考えられた。49 人以下の事業場には、復職判定委員会の設立、職場復帰
支援プログラムの策定、リワークプログラムの情報提供、事業主の理解を得る、などの支
援策が、299 人以下の事業場には、復職判定委員会の設立、職場復帰支援プログラムの策定、
リワークプログラムの情報提供、事業主・管理監督者の理解を得る、などの支援策が、300
人以上の事業場では、管理監督者に対する精神疾患に関する一般的な知識・セルフケアお
よびラインケアに関する知識、3 次予防活動に対する知識などの情報提供などの支援策が有
効であると考えられた。

21

【まとめ】
今回、事業規模別の復職支援の実態を明らかにすることを目的とし、復職支援担当者の
意識や事業場の制度整備の差を検討した。
結果として、事業規模により制度整備や担当者の意識に大きな差があることが明らかと
なった。休業者に対応する機会が多いと考えられる従業員数の多い事業場の方が他の事業
場と比べ、制度整備や実際の指導において、充実していることが明らかとなった。
上記結果に加えて、事業規模別に今後に望まれる支援がそれぞれに異なる結果が得られ
た。従業員数が小さくなるほど「制度整備」や復職支援担当者の「知識・資格」といった
復職支援を行うにあたって必要なものを支援して欲しいと考えている一方で、従業員数が
大きくなるほど「職場の理解」が得られない、「本人が働ける状態ではなさそうなのに復職
を希望する」といった単に制度整備をすることだけでは解決が困難な問題に直面しており
「事業場における研修」や「管理監督者の理解」を求めていることが明らかとなった。
本調査の結果をふまえて、復職支援活動が円滑に行われるための事業規模別のノウハウ
を提供するために、
『事業規模別 復職支援対策のしおり』を作成した。
本しおりは、活動自体が公にされにくい復職支援対策に関する内容である。そのため、
産業保健推進センター若しくは産業保健推進連絡事務所で行っている産業保健相談の際に
有用であると考えられる。特に、復職支援活動を積極的に行っていない事業場において、
今後の行動変容を促す効果を期待できる。
既に本調査協力者 698 名に対して配付したほか、研究者、研究協力者の関係部署へも配
付している。配付した関係部署での評価は概ね好評であった。今後は、産業保健セミナー
での配付や可能であれば学会などでの紹介も効果があるものと考えられる。
休業者の復職支援担当者の今後の活用が望まれる。

【謝辞】
本研究の実施にあたり、アンケート調査にご協力頂きました復職支援担当者の皆様、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。
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表

表1 事業規模別 事業場数
事業規模
N(%)
49人以下
55 (22.5)
50人以上
134 (55.0)
299人以下
300人以上
55 (22.5)
計
244

表2 事業規模別 回答者の職種
事業規模
49人以下
50人以上
299人以下
300人以上
計

事務職
46 (83.6)

医療職
2 (3.6)

N(%)
技術職
2 (3.6)

教育・研究職
0 (0.0)

その他
5 (9.1)

119 (88.8)

5 (3.7)

1 (0.7)

2 (1.5)

7 (5.2)

42 (76.4)
207

10 (18.2)
17

1 (1.8)
4

1 (1.8)
3

1 (1.8)
13

表3 事業規模別 復職支援に割いている時間
事業規模
49人以下
50人以上
299人以下
300人以上
計

24 (43.6)

1%超
5%以下
9 (16.4)

N(%)
5%超
50%以下
10 (18.2)

43 (32.1)

43 (32.1)

8 (14.5)
75

14 (25.5)
66

1%以下

50%超

無回答

8 (14.5)

4 (7.2)

24 (17.9)

9 (6.7)

15 (11.2)

25 (45.5)
59

8 (14.5)
25

0 (0.0)
19

23

表4 事業規模別 復職時の手続き
事業規模
49人以下
50人以上
299人以下
300人以上
計

診断書に記載
されている日付
26 (47.3)

N(%)
その他の手続きが
必要
20 (36.4)

9 (16.4)

49 (36.6)

70 (52.2)

15 (11.2)

8 (14.5)
83

45 (81.8)
135

2 (3.6)
26

無回答

表5 事業規模別 その他の手続き
事業規模
49人以下
50人以上
299人以下
300人以上
計

産業医面談
9 (45.0)

N(%)
職場復帰支援プロ
グラム
11 (55.0)

復職判定
委員会
2 (10.0)

リワーク
プログラム
3 (15.0)

52 (74.3)

38 (54.3)

12 (17.2)

3 (4.3)

37 (82.2)
98

30 (66.7)
79

11 (24.4)
25

6 (13.3)
12

表6 事業規模別 リワークの認知度
N(%)
事業規模

49人以下
50人以上
299人以下
300人以上
計

よく知っている

名前は知って
いるが詳しくは
知らない

知らない

無回答

2 (3.6)

13 (23.6)

35 (63.6)

5 (9.1)

6 (4.5)

47 (35.1)

73 (54.5)

8 (6.0)

12 (21.8)
20

26(47.3)
86

16 (29.1)
124

1 (1.8)
14

24

表7 事業規模別 リワークの指導の有無
事業規模
49人以下
50人以上
299人以下
300人以上
計

指導することがある
0 (0.0)

N(%)
指導したいと考えている
が実現していない
5 (9.1)

指導していない

無回答

42 (76.4)

8 (14.5)

5 (3.7)

13 (9.7)

112 (83.6)

4 (3.0)

15 (27.3)
20

8 (14.5)
26

32 (58.2)
186

0 (0.0)
12

表8 事業規模別 職場復帰支援プログラムの認知度
N(%)
事業規模
49人以下
50人以上
299人以下
300人以上
計

8 (14.5)

名前は知って
いるが詳しくは
知らない
18 (32.7)

28 (50.9)

1 (1.8)

33 (24.6)

66 (49.3)

32 (23.9)

3 (2.2)

31 (56.4)
72

13 (23.6)
97

10 (18.2)
70

1 (1.8)
5

よく知っている

知らない

無回答

表9 事業規模別 職場復帰支援プログラムの指導の有無
N(%)
事業規模

49人以下
50人以上
299人以下
300人以上
計

指導することがある

指導したいと考えている
が実現していない

指導して
いない

無回答

5 (9.1)

5 (9.1)

39 (70.9)

6 (10.9)

35 (26.1)

19 (14.2)

73 (54.5)

7 (5.2)

35 (63.6)
75

8 (14.5)
32

11 (20.0)
123

1 (1.8)
14

25

表10 事業規模別 復職支援に関して困っていること（一部）
N(%)

事業規模

49人以下
50人以上
299人以下
300人以上
計

本人が働ける
受け入れる
支援時間に
知識・資格に自 制度の整備が 状態ではなさ
職場に余裕が
あてられる
信がない
不十分
そうなのに復職
無い
時間が少ない
を希望する

スタッフが
少ない

業務量が
多い

14 (26.9)

20 (38.5)

13 (25.0)

4 (7.7)

15 (28.8)

11 (21.2)

7 (13.5)

46 (37.1)

47 (37.9)

25 (20.2)

21 (16.9)

20 (16.1)

16 (12.9)

11 (8.9)

32 (59.3)
92

17 (31.5)
84

15 (27.8)
53

21 (38.9)
46

9 (16.7)
44

10 (18.5)
37

5 (9.3)
23

担当者向け
教育資料の
充実

事業主の
理解

スタッフの
増員

11 (22.0)

15 (30.0)

12 (24.0)

表11 事業規模別 復職担当者が望む支援（一部）

事業規模

49人以下
50人以上
299人以下
300人以上
計

N(%)
事業場外での 担当者向けの
事業場内での
担当者向けの 事業場外の 管理監督者の 担当者向けの
教育研修に
相談できる
理解
教育研修が
参加する
体制
開催される
19 (38.0)
16 (32.0)
4 (8.0)
8 (16.0)
55 (44.0)

50 (40.0)

43 (34.4)

38 (30.4)

30 (24.0)

22 (17.6)

20 (16.0)

22 (41.5)
96

16 (30.2)
82

23 (43.4)
70

16 (30.2)
62

10 (18.9)
51

8 (15.1)
45

12 (22.6)
44

26
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心の健康問題で休職した労働者の復職支援に関する実態調査
～アンケート用紙～
このアンケート調査は心の健康問題で休職した労働者の復職を実務面で支援している方が対象と
なります。そのため、
「事業場として」ではなく、「復職支援の担当者の実感として」回答して下さ
い。本アンケートの結果を元に、復職支援活動が円滑に行われるためのノウハウを提供することを
目的としております。
※担当されている方が複数いらっしゃる場合には、主に支援されている担当者の方に御回答頂けれ
ば幸いです。

Ⅰ

あなたと、あなたが務めている事業場についてお伺いします。

１．あなたが務めている事業場の事業規模はどれに該当しますか。（１つ選んで下さい）
１．１０人未満

２．１０人以上５０人未満

４．１００人以上３００人未満

３．５０人以上１００人未満

５．３００人以上１０００人未満

６．１０００人以上

２．あなたが務めている事業場の業種はどれに該当しますか。（１つ選んで下さい）
１．建設業 ２．製造業 ３．情報通信業 ４．運輸業 ５．卸売・小売業 ６．金融・保険業
７．不動産業 ８．飲食・宿泊業

９．医療・福祉 １０．教育・学校支援業

１１．サービス業 １２．その他（

）

３．あなたの職種について教えてください。
（１つ選んで下さい）
１．事務職

２．技術職

３．教育・研究職

４．医療職

５．その他（

４．あなたの役職について教えてください。
（複数回答可）
１．役員・事業主

２．管理職

５．衛生管理者

６．その他（

３．非管理職

４．産業保健スタッフ
）
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）

Ⅱ

休職者の復職支援についてお伺いします。

５．復職支援に関連する業務に勤務時間のどの程度の時間をお使いですか？
数字を“０”～“１００”の間で記載して下さい。
（

）％

６．復職支援に関してどのようなことにお困りでしょうか。
（複数回答可）
１．知識や資格に自信がない

２．相談できる相手がいない

３．権限が付与されていない

４．事業主が理解していない

５．業務量が多い

６．スタッフが少ない

７．産業医や看護師などの専門スタッフがいない
９．受け入れる職場に余裕が無い

８．支援にあてられる時間が少ない

１０．本人が働ける状態ではなさそうなのに復職を希望する

１１．制度の整備が不十分
１２．その他（

）

７．実際にどのような支援を得られれば今後の活動に役立つとお考えですか。（複数回答可）
１．事業場内での担当者向けの教育研修が開催される
２．事業場外での担当者向けの教育研修に参加する
３．担当者向けの教育資料の充実
５．事業主の理解

４．担当者向けの事業場外における相談体制

６．管理監督者の理解

７．スタッフの増員

８．その他（

）

８．主治医から復職可能の診断書が提出された後には（復職を前提として）どのように対応されますか。
（１つ選んで下さい）

また、２を選んだ方は８－B へ進んで下さい

１．診断書に記載されている日付に復職させる （ →９へ進む ）
２．下記の手続きを経て復職
８－B．
（上記質問で２と答えた方）１～４のうち利用されているものを選んで下さい。
（複数回答可）

＊１

１．復職判定委員会等

２．リワークプログラム＊１

３．事業場の職場復帰支援プログラム＊２

４．産業医面談

リワークプログラム：心の健康問題で休職している方を対象とした復職のためのリハビリテーションプ
ログラムを医療機関等で行うものです。認知療法や軽作業を集団でおこなうことで、
職場復帰をスムーズにし、再休職を予防することを目的として行われています。

＊２

職場復帰支援プログラム：心の健康問題による休職者の職場復帰の際に、事業場において復帰部署や従
事内容などを勘案し、半日勤務などのリハビリ勤務・軽勤務等を経て、計画的・段階
的に職場復帰を果たしていくものです。
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９．リワークプログラムをご存知ですか。
（１つ選んで下さい）
１．よく知っている

２．名前は知っているが詳しくは知らない

３．知らない

１０．復職の際、リワークプログラムを利用するように指導することはありますか。
（１つ選んで下
さい）
また、１を選んだ方は１０－C へ、２を選んだ方は１０－B へ進んで下さい。
１．指導することがある
２．指導したいと考えているが実現していない
３．指導していない
１０－B．
（上記質問で２と答えた方）
・実現していない理由で当てはまるものを選んで下さい。
（複数回答可）
１．利用しないよう指導されている

２．効果があるか不明

３．早く復職してもらわないと経営的に厳しい

４．本人が拒否する

５．リワークプログラムを実施している医療機関等が近くにない
６．その他（

）

・実際にどのような方を対象に指導したいとお考えでしょうか。（複数回答可）
１．全例

２．長期の休職者

４．本人が希望した場合

３．複数回の休職歴がある休職者

５．その他（

）

１０－C．
（上記質問で１と答えた方へ）
実際にどのような方を対象に指導をされていますか。（複数回答可）
１．全例

２．長期の休職者

４．本人が希望した場合

３．複数回の休職歴がある休職者

５．その他（
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）

１１．職場復帰支援プログラムというものをご存知ですか。（１つ選んで下さい）
１．よく知っている

２．名前は知っているが詳しくは知らない

３．知らない

１２．復職の際に、職場復帰支援プログラムを利用するように指導することはありますか。（１つ選んで下さ
い）
また、１を選んだ方は１２－C へ、２を選んだ方は１２－B へ進んで下さい。

１．指導することがある
２．指導したいと考えているが実現していない
３．指導していない

１２－B．
（上記質問で２と答えた方）
・実現していない理由で当てはまるものを選んで下さい。
（複数回答可）
１．利用しないよう指導されている

２．効果があるか不明

３．早く復職してもらわないと経営的に厳しい

４．本人が拒否する

５．制度が導入されていない
６．その他（

）

・実際にどのような方を対象に指導したいとお考えでしょうか。
（複数回答可）
１．全例

２．長期の休職者

４．本人が希望した場合

３．複数回の休職歴がある休職者

５．その他（

）

（上記質問で１と答えた方へ）
１２－C．実際に指導する対象の方を下記から選んで下さい。
（複数回答可）
１．全例

２．長期の休職者

４．本人が希望する

３．複数回の休職歴がある

５．その他（

）

１２－D．休業者が実際に実施する職場復帰支援プログラムの作成に携わる方はどなたでしょうか。
（複数回答可）
１．事業主

２．休職者

３．復職支援担当者

４．看護師

５．産業医

６．職場の上司
７．その他（

）

１２－E．職場復帰支援プログラムは勤務とみなされて行われますか。
（１つ選んで下さい）
１．休職中に勤務外として行われる

２．勤務として行われ、就労時間に応じて給与支給

３．勤務として行われ、就労時間に関わらず満額給与支給
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４．その他（

）

Ⅲ

その他

自社内あるいは医療機関等におけるトレーニングプログラムについて伺って参りましたが、社外・医
療機関外（NPO やソーシャルファーム＊１など）におけるトレーニングプログラムの是非について伺いま
す。
＊１

ソーシャルファームとは、障害者等が地域に根ざして就労することを目的に設立された企業です。
心の健康問題による休職者が NPO やソーシャルファームで一時的に「企業活動に非常に近い活動」を行うことに
よって職場と似た環境でリハビリテーションを行い、復職支援へとつなげる可能性があります。この場合、病院で
行うプログラムではないため利用者の費用負担はなく、金銭的な報酬が得られる、などといったメリットがある可
能性があります。

１３．NPO やソーシャルファームを「復職支援の場」として利用しても良いとお考えでしょうか（１つ
選んで下さい）
１．是非利用してみたい

２．周囲の事業場が始めたら利用してみたい

３．事業主から勧められれば利用してみたい
４．利用してみたいが、社外で就労に近い活動をすることは就業規則上難しい
５．利用してみたいが、金銭の授受がある場合は就業規則上難しい
６．利用は検討できない
７．わからない
１４．あなたの性別と年齢をお聞かせ下さい
＜性別＞ １．男性

２．女性

＜年齢＞ １．１０代 ２．２０代 ３．３０代 ４．４０代 ５．５０代 ６．６０代以上

その他、復職支援活動に関連して、お困りのことなど、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、皆様のお力に

なれるよう、検討していく予定です。
ご協力ありがとうございました。
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