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研究要旨

復職後、精神症状が再発、再燃し、再休職にいたる事例がある。再休職にいたる状況を把握す
るための研究方法は、現在のところ確立していない。本研究では、再休職時にどのようなストレ
ス要因が発生していたのか、また上司や職場がどのような対応を行っており、その対応が社員本
人にどのように受け取られているのかを把握するための業務内外ストレスシート、上司の対応調
査シートの改訂案を作成した。職場ストレスに関する項目があまり多数では、かえって回答の信
頼性が低下するおそれがあるので、今回改訂された資料についてさらに検討を加え、「精神障害
の労災認定基準 平成２３年１２月」の項目の集約化を妥当な形で進める必要があると考えられる。
今回改訂された上司や職場の対応」調査シートによって、上司や職場が常にとった方がよい行動、
常にとらない方がよい行動、状況によって使い分ける必要がある行動が明らかにできることが望
まれる。

研究目的
復職後、精神症状が再発、再燃し、再休職に

いたる事例がある。再休職にいたる状況を把握
するための研究方法は、現在のところ確立して
いない。本研究では、再休職時にどのようなス
トレス要因が発生していたのか、また上司や職
場がどのような対応を行っており、その対応が
社員本人にどのように受け取られているのかを
把握するための業務内外ストレスシート、上司
の対応調査シートの作成を最終目的としてい

る。今年度は、昨年度作成された原案に基づい
て、エクスパートコンセンサスによる資料の改
訂を行うことを目的とした。

研究方法
厚生労働省の「精神障害の労災認定基準 平

成２３年１２月」（http : //www.mhlw.go.jp/bunya
/roudoukijun/rousaihoken04/dl / 120215-01.
pdf）および、これまでに発表されている知見

（Johnston ら ２０１５、Munir ら ２０１２、Lemieux
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ら ２０１１、塩崎ら ２０１０、井上ら ２０１０、原口ら
２００９）に基づいて、再発時のストレス状況を確
認するシートの原案が昨年度作成されていた。
今年度は、リワーク、産業精神保健、発達障害
の専門家からの情報収集に基づいて、業務内外
ストレスシート、上司の対応調査シートの改訂
を行った。

（倫理面への配慮）
本研究では調査研究は行っていない。

研究結果
資料１が、業務内外ストレスシートの改訂案

である。精神障害の労災認定基準 平成２３年１２
月」は、内容が網羅的に多項目にわたっており、
将来使用する調査シートとしては、項目を選択、
統合する必要があると考えられている。そのた
め、このしーとでは、回答者に各項目の妥当性
を尋ねる形式としている。

資料２が上司や職場の対応調査シートであ
る。対応については、行われている場合と行わ
れていない場合があり、かつ行われている場合
の受け取られる方について回答を得る必要があ
るために、なるべく分かりやすい形式とした。

考察
ストレス要因については、起こる可能性があ

るものは、非常な多岐にわたる。しかし、将来
再休職状況を把握する調査を行う場合には、あ
まりにも多岐にわたる調査項目では、かえって
回答の信頼性が低下するおそれがある。そのた
めには、「精神障害の労災認定基準 平成２３年
１２月」の項目の集約化を進める必要性が議論の
中で指摘された。今回改訂された資料について
さらに検討を加える必要があると思われる。

業務内外ストレスシートは、「上司や職場の
対応」に関する項目も含んでいる。これらの中
には、「違法行為の強要」「退職の強要」といっ

た、違法行為に属する行われることがあっては
ならない項目、「研修、会議への参加の強要」「早
期退職制度の対象になる」など、避けることが
望ましいが、違法とまでは言えない項目、「ノ
ルマの未達成」「新規事業の担当」など、通常
の業務状況でも発生しうるものに分類される。
これらを勘案して、調査シートをさらに改訂し
た方がよいかもしれない。

資料２の上司や職場の対応調査シートについ
ては、「手続きの説明」「情報伝達時の本人の承
認の確認」のように行うことが常時望ましいと
思われるもの、「上司の怒り、説教」というよ
うに常時望ましくないと思われるもののほか、
「仕事以外の話し」「配置転換」のように、好
ましい結果に結びつくかどうかは、状況による
と思われるものがある。この調査シートによっ
て、上司や職場が常にとった方がよい行動、常
にとらない方がよい行動、状況によって使い分
ける必要がある行動が明らかにできればと考え
ている。

結論
業務内外ストレスシート、上司や職場の対応

調査シートの改訂案が作成された。業務内外ス
トレスシートについては、項目を集約できる可
能性について検討する必要がある。

＊健康危険情報
なし
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