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【問題と目的】

産業精神保健における職場復帰支援に関する研究は,

これまで医療関係者の視点でなされたものが大半であり,

その過程を追跡検討したものは少ない。また,当 事者の

職場復帰への意欲や,仕 事に対する考え方や姿勢の変化

が関連要因となることが示されている (廣ら,2004)も

のの,当 事者自身の心的状態はあまり考慮されていない

(島ら,2005)。 以上のことから,本 研究では当事者か

ら見た職場復帰を促進する心理社会的要因を,休 職開始

から職場復帰後の再適応にいたるプロセスに沿って探索

的に検討することを目的とする。さらに,当 事者自身の

心理的変化についても明らかにする。
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対象者 :うつ病 ・うつ状態を中心としたメンタルヘルス

の問題による休職の後に職場復帰を果たした7名 (男性

4名 ,女 性 3名 。平均年齢 34.0歳 )。

調査方法 :1人 当たり最大2回 (主に復帰直後と復帰し

て数ヶ月後)の 半構造化形式によるインタビュー調査。

分析方法 :インタピューを録音した音声から逐語録を作

成したものを分析データとした。分析は,修 正版グラウ

ンデッド・セオリー・アプローチ (以下,修正版 M・GTA:

木下,1999;2003)を 用いて行った。修正版M・GTAの

分析手順に従い,分 析の最小単位である概念を生成し,

概念同士の関係性を検討しながら複数の概念からなるカ

テゴリーを生成した。その過程で,概 念やカテゴリー間

の相互関係を図にしながら,本 研究の目的である当事者

から見た職場復帰のプロセスを生成した。

【結果と考察】

当事者から見た職場復帰を促進する心理社会的要因 :

修正版 M‐GTAに よる分析の結果,当 事者から見た職場

復帰を促進する心理社会的要因として 22の 概念,対 極

概念として2つ の概念が生成された。さらにそこから<

離れる>,<向 き合う>,<準 備する>,<実 践する>,

<手 ごたえを感じる>,<継 続的な支え>の 合計6つ の

カテゴリー,お よび対極概念からなる<空 回りの状態>

カテゴリーが生成された。

当事者から見た職場復帰のプロセス :これらの概念およ

びカテゴリーによって,当 事者から見た職場復帰のプロ
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セスが生成された Cig.1)。以下,プ ロセスの全体像を

カテゴリーと概念によって説明する。なお,文中の< >

内はカテゴリーを,[ ]内 は概念を表す。

休職前の<空 回りの状態>

休職に入る直前には,病 気によって起こる不安と仕事

に対する責任感との間で葛藤しており (=[仕 事の東縛

と病気の不安の板挟み]),多 くはこのまま休職する。

<離 れる>段 階

休職することによって仕事から[物理的に距離をおき],

また [心の負担も軽くなる]こ とで,心 身ともに仕事か

ら<離 れる>こ とができる。これによって,休 養とその

後の病状の回復につながる。

<向 き合う>段 階

しかし,休 養しただけでは職場復帰できない場合もあ

る。[病気に向き合い],発 症 。増悪要因のひとつとなっ

た [仕事との関係を見つめなおす]こ とを通して,い っ

たん離れていた仕事に客観的に<向 き合う>こ とができ

る。それによって回復への意欲が湧き,復 帰に向けた具

体的な行動を模索し始める。

<準 備する>段 階

職場復帰をするためには,休 職中に乱れた生活リズム

を立て直し,働 く自信を回復させる必要がある。[病気の

正しい知識と対処法を身につけ],[働 くための生活リズ

ムを整える]こ とを通して病気に対処できるという自信

や,仕 事をするための体力や気力が回復し,心 身ともに

職場復帰に向けた準備が整う。

こうして,<離 れる>,<向 き合う>,<準 備する>

過程を経て職場復帰を果たす。

復職後に再び起きる<空 回りの状態>

ある程度の自信をもって復帰した場合にも,復 帰直後

には疲労や不安を抱えながらも焦りから無理をする状態

(=[焦 りと再発の恐れとの間の揺れ])になることが予

想され,こ のまま再休職の悪循環に陥ることも考えられ

る。そのため,復 帰直後はこの状態を脱することが職務

継続に向けた課題となる。

<実 践する>段 階

職場復帰直後は,休 まずに通い続けることを最優先の

目標とし,休職中に身につけたことを<実 践し>な がら,



働き続けるための手がかりを模索する。まずは,休 職中

に学んだ病気の知識と対処法などを実践しながら [体調

を自己管理し],再 発予防に取り組む。また,休 職中に仕

事との関係などを考える過程で気づいた働き方の癖に注

意しながら,[今 の自分を認める],[ゆ っくりやる],[相

談する],[オンとオフを切り替える]ことなどを心がけ,

これらを常に [言い聞かせる]こ とで日々を乗り切るこ

とに専念する。体調や職務遂行能力の回復を実感しつつ

ある半面,ま だ<空 回りの状態>に 戻る不安も抱え,そ

の狭間で葛藤している状態である。

<手 ごたえを感じる>段 階

体調管理を実践することを通して,次 第に [病気の備

えができる]。また,[fL3に 対する意識が変わる],[サ

ポートの大切さを実感する],[病 気の経験をプラスに捉

えられる]と いった働き方や生き方に関する意識の変化

も実感し,職 務継続への<手 ごたえを感じる>よ うにな

る。それでもまだ,再 休職の不安と回復への手ごたえと

の間で行きつ戻りつしながら,<実 践する>こ とを続け

ている段階である。

これらの各段階に影響する<継 続的な支え>

上で述べた職場復帰のプロセスには,当 事者を取り巻

くさまざまな外部資源のサポートによる<継 続的な支え

>が 影響を与えている。治療者や産業保健スタッフとい

った専門家による [専門的な助言]や [整理するための

助け],職場の上司や同僚を中心とした[仕事の負荷調整]

や [職場の居場所],家 族や仲間を中心とした [後押しす

る一言]や [回復のモデルとなる存在]な どの多様なサ

ポートが職場復帰のプロセスを支え,そ れらとの相互作

用によって職場復帰がより円滑に進んでいる。

【1,こ4,卜JJ笞≒男争ζ】

これまで支援者の視点で論じられてきた職場復帰のプ

ロセスを当事者の視点から捉えなおすことを通して,以

下の3点が示唆された。 1点 日は,当 事者の主体的行動

の積み重ねとそれを支える外部サポートとの相互作用に

よる職場復帰のプロセスが見出された点である。2点 目

は,そ のプロセスには 「病気の回復」と 「職業生活に対

する意識の変化」の2つの倶」面が存在していた点である。

3点 目は,職 場復帰直後には不安や焦りと回復の実感と

の間の葛藤を経験するが,さ まざまな促進行動を継続的

に行うことで当事者自身が主体的にその不安定な状態を

乗り切り,徐 々に仕事や生き方に対する意識の変化を実

感していく過程が見いだされた点である。本研究の結果

は,職 場復帰支援にあたって段階に応じた支援方略を具

体的に検討する一助になるとともに,休 職渚に回復の見

通しを示すこともでき,当 事者自身が主体的に行動を起

こすきっかけにもなることが期待される。

なお,本 研究は当事者へのインタピューによる質的分

析により行われた探索型の研究である。また,修 正版

M‐GTAで 得られた結果はテーマと対象に関して限定さ

れた範囲において優れた説明力を有する (木下,2003)

ことから,こ のプロセスは 「うつ病 ・うつ状態による休

職者における職場復帰のプロセス」としての限定された

範囲でのみ説明力を有する。今後は,量 的研究による検

証とともに,属 性や対象疾患を厳密に規定し,よ り対象

に即したモデルを生成することが必要である。

概念

`    |

⑤く手ごたえを感じる>
[病気の備えができる〕

[仕事に対するなttが変わる]
[病気の経験をプラスに捉えられる]
[サポートの大切さを実感する〕

③く準備する>
[病気の知識 と対処法 を身 につける]
[働 くための生活 リズムを整え る]

②く向き合う>
[病気に向き合 う]

[仕事 との関係 を見つめなおす ]

④く実践する>

[体調を自己管理する]    〔相談する]
[今の自分を認める] 〔ォンとオフを切り替える]

[ゆつくりやる]     [言 い聞かせる]

⑦く空回りの状態>
〔焦りと再発の恐れとの間の揺れ]

[仕事の東縛と病気の不安の板挟み ]

休職中

―

復帰時

―

復帰後

〔専門的な助言〕
[整理するための助け]

◎く継続的な支え>

〔後押しする一言〕
[回復のモデルとなる存在 ]

[仕事の負荷調整]
[職場 の居場所 ]

Fig.1 当事者から見た職場復帰のプロセス
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