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研究要旨
気分障害により休職している患者の復職を支援するプログラムを実施している論文を検討し，
介入内容や効果についてのエビデンスを統合する。また、介入の有効性への関与要因を検討した。
１）精神疾患を有して休職している企業社員を対象としている，２）復職までの期間の短縮また
は復職後の就労継続を支援するための非薬物的介入を実施している，３）通常治療群もしくは通
常処遇群を設定している，４）アウトカムとして復職までの期間または復職後の就労継続を評価
している，５）研究デザインが無作為割付試験または準実験デザインである，６）日本語あるい
は英語で書かれている、を基準として、１４本の論文が抽出され、そのうち４本が有効性を報告し
ていた。①復職支援に関する介入研究は数が少なく、また研究が行われている地域が、限局、偏
在している、②対象が男性、精神科施設での介入、２４ヵ月以上の追跡調査が介入の有効性に関連
している可能があることが結論された。
されている（Reis,2011 ; Grande et al,2012 ; Er-

研究目的
従来，精神疾患をもつ患者において、就労継

vasti et al,2014）
。精神疾患をもつ患者が病気に

続の困難、
生産性の損失、
早期退職などの問題が

より職場を休職している間に，復職を目指して

指摘されてきた（Lerner et al 2004,Karpansalo

実施するリハビリテーションの１つに，リワー

et

al,2005）
。また気分障害患者の増加につれ

クプログラムがあり，日本においては約１９０箇

て、就労現場での支援が望まれており（Lerner

所を超える医療機関で実施されている。これま

and Henke,2008）
，精神疾患のために休職して

でに，リワークプログラムの評価は，個々の研

いる人の復職困難，復職後の再発の問題が指摘

究や報告があるものの（金子ら，２０１０；五十
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嵐，２０１２）
，それらをまとめた報告はみられな

対象研究となるか２名の著者がそれぞれ独立し

い。また他国における復職支援については，日

て判断した。２名の意見が不一致だった場合に

本において実情が知られておらず，どのような

は，合議の上，最終的な対象研究を選定した。

リハビリテーションやプログラムが実施されて
いるかは知られていない。そこで本研究では，

３．データの抽出と研究の質の評価

気分障害により休職している患者の復職を支援

選定した論文から、研究実施国、対象者数、

するプログラムを実施している論文を検討し，

対象者の平均年齢、性差、対象としている精神

介入内容や効果についてのエビデンスを統合す

科診断名、介入実施機関、介入内容、評価項目、

る。また、介入の有効性への関与要因を検討す

追跡期間のデータを抽出し、それぞれの論文に

る。

おける研究方法の評価を実施した。対象となっ
た論文の研究の質の評価には、EPOC check list
を使用し、２名の著者（SY，AN）がそれぞれ

研究方法

独立に論文を評価した。評価した後、それぞれ

１．選定基準
本研究における選定基準は，１）精神疾患を
有して休職している企業社員を対象としている

の結果を共に照合し、最終的な評価結果を決定
した。

こと，２）復職までの期間の短縮または復職後
の就労継続を支援するための非薬物的介入を実

４．エビデンスの統合

施していること，３）通常治療群もしくは通常

選定した論文のうち、介入効果があった論文

処遇群を設定していること，４）アウトカムと

と介入効果がなかった論文の２群に分け、抽出

して復職までの期間または復職後の就労継続を

したデータを統計的処理に基づいて解析し、エ

評価していること，５）研究デザインが無作為

ビデンスを統合した。抽出したデータのうち、

割付試験または準実験デザインであること，６）

数量的データはｔ検定を実施し、質的データは

日本語あるいは英語で書かれている研究である

カイ二乗検定を実施した。本研究では対象とな

ことであった。１）〜６）のすべてを満たす研

る論文数が少ないため、統計的有意水準は１０％

究を本研究の対象とした。

に設定した。統計解析には SPSS12.0 for Windows を用いた。

２．選定手順

（倫理面への配慮）

選定基準に合致したキーワードを用いて，５
つの学術データベース（Medline，Cochrane，

本研究は、発表された論文に関するレビュー
であり、倫理面への配慮は不要とされた。

Web of science，PsychoInfo，医中誌：最終ア
クセス日時２０１３年２月１９日）で，関連する研究
を検索した。また，検索した論文の文献リスト

研究結果
１．対象論文の選定

から，関連する論文を探し出した。２名の著者

それぞれの学術データベースで検索された論

（TA，AN）がそれぞれに題名と抄録を照査

文のうち、重複して検索された論文１，
８１０本を

し，検索された論文をスクリーニングした後，

除外した９，
１００本が検索された。選定基準に合

選定基準に合わない論文を除外した。２人のう

致する研究を照査した結果、RCT１１本，CBA

ち，どちらかが関連するとした論文については

３本が本研究の対象となった（表１）
。表１で

全文を入手した。全文を入手した論文について

は、介入が有効であったと報告していたもを、
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＊印で示している。

神科施設での介入であること、介入終了後に２４

２．有効性を報告していた論文の特徴

ヵ月以上追跡して調査していることがあげられ

選定した論文１４本のうち、介入効果のあった

た。また、気分障害を対象としていることや、

論文は４本であった。介入の有効性への関与要

作業療法を含む介入であることも介入効果の有

因を検討するため、対象者数、対象者の平均年

効性に寄与する可能性が示唆された。

齢、性差について、介入効果のあった論文とな
かった論文で２群を比較した。その結果、介入

結論

効果のあった論文において、男性の比率が有意

①復職支援に関する介入研究は数が少なく、ま

に高かった（ ＝２．
５５， ＝．
０２５）
。精神科診 断

た研究が行われている地域が、限局、偏在して

において気分障害であるかないか、介入実施機

いる

関において精神科での介入であるかないか、介

②対象が男性、精神科施設での介入、２４ヵ月以

入内容において作業療法を含んでいるかいない

上の追跡調査が介入の有効性に関連している可

か、評価項目として就労継続性の調査を実施し

能がある。

ているかいないか、追跡期間として２４ヵ月以上
か未満かについて、介入効果のあった論文とな

＊健康危険情報

かった論文で２群を比較した結果、介入効果の

なし

あった論文において、精神科での介入が有意に
多く（ ２＝５．
９２， ＝．
０１５）
、追跡期間が２４ヵ月
２

以 上 の 論 文 が 有 意 に 多 か っ た（ ＝５．
８３，
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Lagerveld et al. (2012)*

Hees et al. (2013)

*ධ䛜᭷ព䛻ຠᯝⓗ䛷䛒䛳䛯ㄽᩥ

Noordik et al. (2013)

ᚰ⌮ᩍ⫱

㠀⢭⚄⛉

Lander, Friche et al. (2009)

ၥ㢟ゎỴ

ㄆ▱⾜ື⒪ἲ

㠀⢭⚄⛉

de Vente, W., Kamphuis et al.
(2008)

ⴭ⪅ (ᖺ)

㡿ᇦ

⾲1.䚷ศᯒᑐ㇟䛾ㄽᩥ୍ぴ䚷䠄⥆䛝䠅

42䞄᭶

⫋䜎䛷䛾ᮇ㛫䚸⫋ᚋ䛾ົ㛫䜔
ົྜ

ఇ⫋ᮇ㛫

ఇ⫋ᮇ㛫

ఇ⫋ᮇ㛫

⫋ᚋ䛾ົ⥅⥆ᮇ㛫

ఇ⫋ᮇ㛫

ఇ⫋ᮇ㛫

ఇ⫋ᮇ㛫

12䞄᭶

18䞄᭶

12䞄᭶

60䞄᭶

6䞄᭶

12䞄᭶

17䞄᭶

10䞄᭶

12䞄᭶

ఇ⫋ᮇ㛫䚸⫋ᚋᑡ䛺䛟䛸䜒4㐌㛫௨ୖ
Ⓨ䛫䛪䛻ົ䛷䛝䛶䛔䛯ᮇ㛫

ఇ⫋ᮇ㛫

18䞄᭶

12䞄᭶

18䞄᭶

12䞄᭶

㏣㊧ᮇ㛫

ఇ⫋ᮇ㛫

ఇ⫋ᮇ㛫

ఇ⫋ᮇ㛫

ఇ⫋ᮇ㛫䚸⫋ᚋ䛾Ⓨ䜎䛷䛾ᮇ㛫

ホ౯㡯┠

⾲2. ධຠᯝ䛻㛵䜟䜛ホ౯㡯┠
ຠᯝ䛒䜚

M
88

ㄪᰝேᩘ

ຠᯝ䛺䛧

SD
M
( 63.4 ) 87.2

p value
SD
( 57.2 ) 0.98

(

(

ᖺ㱋

40.8

2.2 )

0.71

⏨ᛶ

62.2 % ( 18.5 ) 39.5 % ( 13.7 )

0.03

ຠᯝ䛒䜚

4.1 ) 41.4

ຠᯝ䛺䛧

p value

⫋ᚋ䛾ఇ⫋䠋Ⓨ䜎䛷䛾ᮇ㛫䜢ㄪ
ᰝ䛧䛶䛔䜛ㄽᩥ䛾ᩘ

3/4

0/10

0.002

⢭⚄⛉㡿ᇦ

3/4

1/10

0.015

㏣㊧ᮇ㛫 䍻 24 months

2/4

0/10

0.016

Ẽศ㞀ᐖ

2/4

1/10

0.099

OT*䚷䜢ྵ䜐

2/4

1/10

0.099

*OT = సᴗ⒪ἲ
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