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研究成果の概要（和文）：　我が国において、リワークプログラムに参加してもなお復職困難な者もおり、問題となっ
ている。そこで、海外で広く行われているソーシャルファームの日本版に注目し視察を行った。
　さらにこの利用者の復職準備性について縦断的に調査を行い、客観的指標の変化を心理尺度を用いた量的研究で、ま
た心理的な変化を質的研究にて検討した。その結果、特に認知機能の有意な改善と復職に向けての質的な心理変化を認
め、日本型ソーシャルファームの利用が復職準備性の改善に寄与することが示唆され、ソーシャルファームの復職支援
の場としての有用性についての可能性が見出された。

研究成果の概要（英文）：In Japan, there are still reinstate difficult persons participating in the rework 
program, it has become a problem. Therefore, the attention to visit we went to the Japan version of the 
social firms that has been performed widely abroad. Further subjected to longitudinal investigation for 
reinstatement preparation of this user, the changes in the objective indicator in quantitative research 
using a psychological measure, also was examined by qualitative research the psychological change. As a 
result, in particular, recognized the qualitative psychological change towards the reinstatement with a 
significant improvement of cognitive function, Japanese-style social firms use is suggested that 
contribute to the improvement of reinstatement readiness, of reinstatement support of social firms 
potential for usefulness as a place was found.

研究分野： 産業精神医学
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
 現在、うつ病などの精神疾患による休職者
は多く、復職が困難な者も多い 1)。労働力の
損失のみならず、周囲の労働者の負荷が高ま
り二次的にメンタルヘルス不全となるなど
の諸問題が社会に及ぼす影響は大きい。復職
に際しては、医療機関において模擬的職場環
境下で職場復帰のためのリハビリテーショ
ンを行うリワークプログラム（以下リワー
ク）がある。その有用性についての研究報告
もあり 2)徐々に普及しているが、リワークに
参加してもなお復職困難な者は多く、今後も
取り組んでいくべき課題である。 
 一方、海外においてリワークが行われてい
る国は僅かであり、欧米で利用されることが
多いのはソーシャルファームである 3）。ソー
シャルファームとは私企業と NPO の中間に
位置し、生産性を維持しつつ障害者等の就労
困難者に就労の場を提供している企業であ
る。一部の障害者等はソーシャルファームで
の就労経験を経て一般企業での就業に成功
している 4)。 
 両者の大きな違いは、リワークではプログ
ラムを与えられ利用する側にいるのに対し、
ソーシャルファームでは労働者として生産
する側にいるという点である。この違いから、
ソーシャルファームにおいては、医療機関や
健康保険等の社会資源を消費しないという
社会レベルの有益性に加え、個人レベルにお
いてもやりがいや達成感を得られるといっ
た利点が期待できる。しかし、これまでソー
シャルファームが復職に有用であるという
エビデンスはない。 
 
２．研究の目的 
 そこで新たな復職支援の方策とし、ソーシ
ャルファームに着目し、その有用性を検討す
ることにした。 
 実際にソーシャルファームに積極的に関
わることにより、日本においてソーシャルフ
ァームはリワークプログラムと同等以上の
効果が得られるかどうか、また日本において
ソーシャルファームは持続可能性を持つか、
を明らかにする。これは復職率だけでなく、
社会的資源投入率や生産性などを検討する
ことにより、明らかにするものである。 
 本研究は、従来のリワークプログラムでは
踏み込むことが出来なかった「一般労働市場
においてトレーニングを行う」という点にお
いて、本研究は最も大きな特色を持つと考え
られる。本研究により、今後休職者の復職の
際の選択肢として、リワークプログラム以外
にソーシャルファームを選択することも可
能となる。また、ソーシャルファームが全国
に多くできることにより、社会的資源を消費
することなく復職する休職者を多く輩出す
ることができると考えている。 
 
３．研究の方法 
(1) 実態調査 

①調査対象 
 日本国内外において現在行われているソ
ーシャルファームあるいはそれに類似する
活動を行っている企業に対し実態調査を行
った。調査対象は国外２ヶ所、国内２ヶ所の
企業を実施した。国外での調査対象はソーシ
ャルファームが特に盛んな欧州での調査を
実施した。 
②調査内容 
 実地見学、運営者・労働者からの聞き取り
調査を行った。具体的な内容としては、事業
規模や事業内容、被雇用者の内訳（疾患名や
障害者等の割合）、雇用状況、経営収支等の
運営状況、ファームからの離職率や他企業へ
の就職率等とした。 
 (2) 復職支援におけるソーシャルファーム
の有効性に関する調査 
①調査対象施設の選定 
 平成２４年度に実態調査を行った国内の
企業に、復職支援におけるソーシャルファー
ムの有効性に関する調査の協力を依頼し、同
意を得られた企業を調査対象とした。 
②調査方法及び調査内容 
 調査対象は、調査対象施設における労働者
等のうち本調査に同意の得られた者とした。
すでに内諾を得ている対象施設は、従事者 8
名で定常運営をしている。 
・調査実施時期は、ソーシャルファーム利用
前に一度ベースラインデータを取得し、実施
後 6ヶ月後に追跡データを取得した。 
・調査項目は「身体症状」「精神症状」「認知
機能」などとした。 
・身体症状および精神症状については、自記
式の質問紙を配布し、調査を行った。認知機
能については、Stroop Test, Trail-Making 
Test, 三宅式記銘力検査を行った。 
・解析には SPSS 22 for Windows を用いた。 
・これら調査に関しては、企業及び個人との
間に、個人情報保護法案に基づく守秘義務契
約を締結した上で、そのデータの取り扱いに
は十分な注意を払いながら実施した。 
 
 なお倫理的配慮については筑波大学の倫
理委員会の承認を得た。 
 
 
 
４．研究成果 
 
（１）実態調査 
 
①国内調査 
 日本型ソーシャルファームとして考えら
れる『ぬくもり福祉会 たんぽぽ』『共生シン
フォニー がんばカンパニー』にて実態調査
を行った。 
 たんぽぽでは、段階的に勤務時間・日数を
増やしていく試みにより職場へ適応できる
ようにプログラムを行っていた。 
がんばカンパニーにおけるトレーニング



では、就労前にトライワークという形で就労
への適応をはかっていた。就労が難しい場合
には、就労ではなく適切な支援が受けられる
ようにアドバイスを受けられる状況を整え
ていた。 
 現在の日本型ソーシャルファームでは、各
施設において、必ずしも統一された方法では
なく、様々な方法で支援が行われていること
が明らかとなった。 
②海外調査 
 ノルウェーの『A2G』、スウェーデンの
『Alnarp Rehabilitation Garden』にて実態
調査を行った。 
 A2G では身体疾患、精神疾患問わず障害者
を対象とした復職支援を行っているが、うつ
病の傷病休暇中のリハビリテーションも行
っており、概ね 70％が復職していた。基本は
職業リハビリテーション施設であり、労働市
場における就職支援が最終目標であるが、希
望により職員として働くことが可能な場合
がある。 
 Alnarp Rehabilitation Garden は既に
Nature-based Rehabilitation という名前で
園芸療法を活用したリハビリテーションを
実施していた。 
 Nature-based Rehabilitationは the Scope 
of Meaning/Scope of Action Theory に基づ
いて行われていた。特筆すべきこととして、
日本におけるリワーク等のリハビリとは異
なり、The supportive environment theory
における“directed inwards involvement”
の段階が存在し 5)、自然の中においてただ一
人で過ごす時間を大切にするといった早期
介入を重視する点が認められた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（文献 5より引用） 

 
 
 
（２）復職支援におけるソーシャルファーム
の有効性に関する調査 
 
①質的調査 
 某日本型ソーシャルファームを利用して
いる利用者を対象として、質的調査を実施し
た。調査のために、個別に半構造化面接を実

施し、グラウンデッドセオリーアプローチ
Strauss and Corbin 版により分析を実施した。 
 19 のカテゴリーが生成され、3つのカテゴ
リーグループ「前職を退職するまでの心理的
変化」「現職場における心理的変化」「現職場
に来てから次の職場へと移行するための心
理的変化」が生成された。 
 日本型ソーシャルファーム利用者の心理
的な変化について初めて明らかにした。 
 
②量的調査 
 某日本型ソーシャルファームを利用して
いる利用者を対象として、縦断調査を実施し
た。復職支援において重要視されている復職
準備性に特に着目し、抑うつ度、ストレス対
処力、認知機能（CES-D、SOC、Stroop Test、
Trail Making Test、三宅式記銘力検査）を
縦断的に評価した。 
 平均調査期間は平均 222 日であり、復職準
備性において、Stroop Test において有意な
改善が認められた。 
 本研究では、日本型ソーシャルファーム利
用者の復職準備性の一部についてはじめて
明らかにした。 
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