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Presenteeism の概念分析及び本邦における活用可能性
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抄録： Presenteeism の概念分析及び本邦における活

せるためには，個人の presenteeism の程度だけでなく，

用可能性：山下未来ほか．大阪大学大学院医学系研究科

組織全体としても捉えること，また，労働者の健康問題

保健学専攻―本研究の目的は，presenteeism という概

と，職場要因や個人要因との相互作用を考慮に入れるこ

念を明らかにし，定義を示すことによって，本邦の産業

とが必要である．更に，presenteeism はその労働損失

保健における活用可能性を検討することである．

の程度を金銭単位へと換算することが可能であり，保健

Rodgers の概念分析法を参考にシステマティックレビュ

活動の必要性や根拠を示すエビデンスとなることが示唆

ー を 行 っ た ． presenteeism

された．

を キ ー ワ ー ド に MED-

LINE，PsycINFO，医学中央雑誌で検索を行い，文献

（産衛誌 2006; 48: 201–213）

を抽出した．概念の分析は，文献の中で presenteeism
がどのように使われているかについて，定義，先行要因，

キ ー ワ ー ド ： Presenteeism, Sickness absenteeism,

帰結を抽出し，検討を行った．1955 年から 2005 年に報

Work performance, Work productivity, Outcome eval-

告された計 44 文献を分析対象とした．抽出された各定

uation, Occupational health

義から presenteeism の 4 属性を明らかにし，
「presen-

─────────────────────────

teeism とは，出勤している労働者の健康問題による労
働遂行能力の低下であり，主観的に測定が可能なもので

Ⅰ．はじめに

ある」と定義した．presenteeism の先行要因は職場要

産業保健活動の目的は労働と健康の調和であり，労働

因と個人要因に分類され，健康問題を抱えた労働者の出

者が健康で意欲的に働くことが企業や社会の利益とな

勤するか否かの判断に影響を与えていた．presenteeism

る．しかし，労働者の健康が悪化した場合には休業が発

の帰結は，quality of life（QOL）及び健康状態の悪化，

生し，労働者自身にも事業主にとっても労働損失という

健康関連コストの増加，他の労働者への悪影響，労働災

不利益をもたらすこととなる．休業することつまり

害の増加，製品やサービスの質の低下が挙げられ，pre-

absenteeism

は客観的事実であり，記録として把握

senteeism を生じている状態の改善は産業保健が取り組

しやすい．しかし，出勤している労働者の労働遂行能力

むべき課題であることが明らかとなった．したがって，

低下による労働損失の総量は大きいことが予想される

presenteeism の本邦の産業保健における活用可能性は，

が，客観的に把握することは難しい．

1）presenteeism の測定とその要因を検討すること，2）

近年，absenteeism に対して

presenteeism という

適切な休業取得を阻害する要因を検討すること，3）産

用語が産業保健にしばしば用いられている． presen-

業保健計画および評価に活用することが挙げられた．本

teeism

邦で presenteeism を測定するためには，測定目的に適

absenteeism の対義語として造語されたと言われてい

した欧米の質問紙の導入や新たな尺度の開発が必要であ

2）
る ．absenteeism は仕事や学校を休業している状態を

る．presenteeism のアセスメントを保健活動へ反映さ

表すのに対し presenteeism は出勤しているが，労働遂

と は ，1955 年 に 米 国 の Auren

1）

によって

行能力が低下している状態を表す用語として考えられて
2006 年 4 月 17 日受付； 2006 年 9 月 8 日受理
連絡先：山下未来 〒 565–0871 大阪府吹田市山田丘 1–7
大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻
（e-mail ： yamasita@sahs.med.osaka-u.ac.jp）

いる．presenteeism は欧米の研究にしばしば使用され
ているが，本邦においては医学中央雑誌の検索によって
も該当する研究・報告がなく，その概念は普及していな
い．
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日本における労働損失に関する研究は疾病休業に関す

語では， work productivity にあたる用語であり，技

るものが多く，疾病休業をもたらす要因を明らかにする

術革新や作業環境の改善などによる生産量の増加も含ん

研究

3，4）

や復職に関する研究

5）

はあるが，疾病休業取

だ総合的で客観的な指標で表すことが可能な用語であ

得を阻害する要因を明らかにする研究は少ない．また，

る ．ま た ，労 働 遂 行 能 力 は 英 語 で の

最近の研究で過重労働の健康への影響が明らかとなって

mance

きた

6，7）

が，健康問題の疾病休業以外の労働損失への

影響については，十分な研究があるとは言い難い．本邦
の労働者の疾病休業率が低率であることや長時間労働で
あることは知られており

8–10）

，出勤しているが労働遂

行能力が低下している状態，つまり presenteeism があ

work perfor-

にあたる用語であり，労働者が主観的に認識す

る，労働を実施するための能力であり労働生産性に影響
を与えるものである．
Ⅲ．結

果

1．対象論文の概要

ることは予想されているが，その実態や休業取得を阻む

presenteeism を引用した文献は 1955 年から見られた

要因，両者の関係性を検討することは産業保健活動を行

が，presenteeism の測定など実証的研究が行われたの

う上で検討するべき課題として残されている．

は 1990 年以降であり，2000 年代からは文献数が飛躍的

そこで本研究では，まだ日本で使用されることが少な

に増加した．文献報告のあった国とその報告数は米国

い presenteeism に注目し，文献レビューを行うことで，

34 件，スウェーデン 4 件，オランダ 2 件，イギリス 2 件，

その概念の定義を示し，さらに本邦の産業保健における

ニュージーランド 1 件，日本 1 件であり，米国を中心と

活用可能性を検討することを目的とした．

して欧州においても盛んに研究が行われていた．実証的

Ⅱ．方

研究を行った 26 文献の研究デザインは，21 件が横断的

法

調査研究であり，縦断的研究は 3 件，介入研究は 2 件で

presenteeism と い う 概 念 を 明 ら か に す る た め に
Rodgers

あった．

11）

の概念分析法を参考とした．Rodgers の概

念分析法とは文献から用語の活用状況を分析することに
より，属性（その概念が必ずもつ特性であり，属性を文

2．presenteeism の属性
1955 年の Auren

1）

による造語には疾病休業率の高さ

章化することで定義が示される），先行要因（その概念

が問題視されていた社会背景があり，presenteeism は

に先立ち，その現れ方に影響する）
，帰結（その概念の

absenteeism を解決するために，「absenteeism の予防」

後に生じるもの）
，関連する概念などについて考察する

という視点に代え，「presenteeism の推進」を目指すべ

方法である．本研究では文献で用いられている定義から

きとした肯定的な視点で用いられていた 1，15）．1970 年

属性を分析し，実証的研究から presenteeism との有意

に Smith

な関係性が示された先行要因と帰結を抽出した．

if he is not at work when scheduled or expected to

文献抽出は文献データベース MEDLINE，PsycINFO，

2）

は absenteeism を An employee is ‘absent’

be so. Addition of the suffix ‘-ism’ denotes the state

をキーワードと

of being absent, ‘absenteeism.’（筆者訳：もし従業員が

して 2005 年 10 月に検索を行なった．MEDLINE からは

出勤を予定していたにも関わらず職場にいないとき，そ

49 件，PsycINFO からは 14 件，医学中央雑誌からは 0

の人は

医学中央雑誌を用い， presenteeism

件，重複を除き計 55 件が該当した．これらの抄録を検

absent で あ り ，接 尾 語

absenteeism

-ism

を加えた

は absent している状態を示す） と定義

討し，学術雑誌に掲載され，英語もしくは日本語で書か

していた．つまり，absenteeism には休むことが予定さ

れた文献の入手を試みた．

れている余暇休暇は含まれないことになる．また，pre-

日 本 の 図 書 館 に 蔵 書 が な い も の ，本 文 に presen-

senteeism に つ い て は

Presenteeism describes the

teeism の定義あるいは説明がなされていないものを除

state of being present，is the opposite of absenteeism，

いた 38 件を精読し，これらの文献の引用・参考文献か

and varies inversely with it.（筆者訳： presenteeism

1，12–14）

追加した．また，presenteeism の定義

とは職場に存在している状態を表し，absenteeism の対

を記していないものの，造語された 1955 年に出版さ

義語で，absenteeism とは逆の変化を示す），と定義さ

れた 2 文献 1，15） も対象文献とし，分析対象文献は 44

れていた．

らも 4 件

件

1，2，12–53）

その後，1980 年代に出版された文献は見られなかっ

となった．

なお，presenteeism に関連する用語として，労働生

た が ，1990 年 代 以 降 の 文 献 で は

sickness presen-

産性，労働遂行能力がある．本研究では， 労働生産性

teeism と

とは「産出量を生産に投入された労働力で割った比率

いた 16）． sickness presenteeism は，欧州における研究

presenteeism の 2 つの使い方がなされて

は「労働を成し

が中心であり，
「健康問題のために休業をとるべき状態

遂げるための能力」であると定義した．労働生産性は英

にありながらも出勤するという現象」と定義され，その

（広辞苑）
」と定義し， 労働遂行能力
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であると述べていた．
ACOEM

23）

の定義は専門家によるデルファイ法より

があり，特に職場要因の影響が大きいことが述べられて

導 き 出 さ れ た も の で ， Presenteeism is the health-

いた．一方， presenteeism

related productivity loss while at paid work.（筆者

は米国を中心として，「健

康問題による労働遂行能力の損失」と位置づけられ，そ

訳： presenteeism とは給与労働場面における健康に関

の程度が測定されていた．また，失われた労働遂行能力

連した productivity loss である） と presenteeism を定義

を金銭へと換算することにより，企業への健康問題によ

した

る経済的損失の評価や保健活動の経済評価を可能として

productivity loss 測定に関する知見を示しながら，pro-

14）

．このレビューでは，特に片頭痛に関連した

いた．これらは現在においても，二つの異なった視点と

ductivity 測 定 の た め の 要 素 と し て absenteeism，pre-

して研究されている．以下，1990 年以降に出版された

senteeism，従業員の補充や交替要員のためのコストを

41 文 献 か ら

sickness presenteeism と

presen-

あげた．さらに presenteeism について，①仕事をしな

teeism について文脈から定義を抽出し，属性を示した．

い時間（職場にいながらも働いていない）があること，

1）sickness presenteeism に関する定義

②労働の質の減少（傷病の増加，製品の浪費，製品の欠

sickness presenteeism を用いている 7 文献では，「疾

陥），③労働の量の減少，④従業員の人間関係の不満足，

病休業をとるべき健康状態でありながらも仕事に行くこ

⑤労働文化への不満足という，客観的要素と主観的要素

と」18）などの定義が用いられていた．これらの文献では，

を含む 5 要素をあげた．

過去の 12 ヶ月間に仕事を休みたいと感じるような体調
17，18）

でありながら仕事に行った経験の頻度を問う質問

その他の文献に用いられていた定義には「職場におけ
る低下したパフォーマンス」24）などがあり， produc-

や，疾病休業のデータを用いて 12，20，21），労働者の休業

tivity ， performance など，意味の類似した用語を

取得を阻害する要因や，sickness presenteeism による

使用して定義を記していたが，ある時期以降，特定の定

健康状態の悪化を分析していた

20）

．したがって，これ

らの文献で定義された sickness presenteeism からは，
「出勤していること」と「休業をとるべき健康問題をも

義が幅広く引用されるということはなかった．
presenteeism の測定を試みた文献では，健康問題の
ために低下した労働遂行能力の程度を 1 項目の質問で問

つこと」という 2 属性が認められた．

い，0 〜 100 ％のスケールを用いて回答を得ていたもの

2）presenteeism に関する定義

があった 25，26）．その他に，複数の項目を設定している

presenteeism を用いた 34 文献は，職場にいながらも

質問紙では，9 種類の presenteeism 測定ツールが抽出

健康問題のために低下した労働遂行能力について述べて

された（Table 1）
．各質問紙は健康問題による日常生活や

16）

いた．presenteeism の定義については，Chapman

と

ACOEM（the American College of Occupational and
23）

Environmental Medicine）

の専門家会議による 2 レ

ビュー文献が存在した．
16）

Chapman

は ，presenteeism を

労働生活への影響の程度を測定していた．労働生産性に
影響する要素として，Work Limitations Questionnaire
（WLQ）24，27–31，54，55）では presenteeism のみを測定し
て い た が ，そ の 他 8 ツ ー ル は absenteeism と presen-

The measurable

teeism の両者を測定していた．

extent to which health symptoms, conditions and dis-

測定対象としては，疾患特異的なツールとして Work

eases adversely affect the work productivity of indi-

Productivity and Activity Impairment Questionnaire -

viduals who choose to remain at work.（筆者訳：健康

Allergic rhinitis（WPAI-AS）

上の症状や状態・疾病が職場に留まることを選んだ人の

鼻 炎 に 対 し て 使 用 さ れ ，Health-Related Productivity

work productivity に影響する程度であり，測定できる）

Questionnaire-Diary（HRPQ-D）

と定義し，presenteeism に関する 5 要素を示した．pre-

Productivity and Activity Impairment Questionnaire -

senteeism は，①測定可能である，②症状・健康状態・

Specific Health Problems（WPAI-SHP）

疾病により影響を受ける，③人は不調を有しながらも仕

たい特定の疾患をあてはめて使用されていた．この 3 ツ

事に来るという前提に基づく，④症状緩和的（二次的）

ー ル 以 外 は 包 括 的 測 定 ツ ー ル で あ り ，Stanford

及び予防的（一次的）な状況で生じる，つまり，現在の

Presenteeism Scale（SPS）

健康問題による労働損失（症状緩和的）のためだけでな

問題を明らかにした上で，その健康問題による presen-

く ，将 来 の 健 康 状 態 の 悪 化 を 防 ぐ （予 防 的 ）た め に

teeism の 程 度 を 測 定 し て い た ．そ の 他 ，Health and

work productivity を調整することも含む，⑤治療や介

Labor Questionnaire（HLQ）40，58），Health and Work

入が必要のないレベルの work productivity の低下を含

Performance Questionnaire（ HPQ）

む，というものであった．さらに，Chapman は presen-

Productivity and Activity Impairment Questionnaire-

teeism はヘルスプロモーション活動に活用できる概念

General Health（WPAI-GH）43，44，60），Work Productivity

32，56，57）

はアレルギー性
33）

と Work

34–36）

は測定し

37–39）

は回答者の主要な健康

41，42，59）

， Work

42, 59)

HPQ41,

・ Presenteeism

・ Absenteeism
・ Presenteeism

WLQ24, 27–31, 54, 55)

WPAI-GH43,

61, 62)

・ Absenteeism
・ Presenteeism

Generic

・ Unproductive hours on a typical day (1)

・ The effect of allergic rhinitis on work productivity (1)

・ The effect of specific health problem on work productivity (1)

Disease-specific a)

Disease-specific
(allergic rhinitis)

・ The effect of health problems on work productivity (1)

・ Time management, Physical demands, Mental/Interpersonal
demands, Output demands (25)

・ Degree of impairment to their work from the primary condition
・ Two elements: “completing work” and “avoiding distraction” (10)

・ Productivity decreases due to reduced effectiveness for the
hours spent performing tasks at work (1)

・ Job performance of the average worker on their job
・ Their own usual performance
・ Recent performance in comparison to usual performance
・ Recent performance in comparison to the performance of other
c)
workers etc... (3 or more )

・ Hours of efficiency loss
・ Efficiency score (based on specific problems related to reduced
productivity on the job: for example, concentration, work pace,
and decision making) (8)

Measurement items of Presenteeism
(Number of Items)

Generic

Generic or disease-specific

Generic (a specific health
condition selected from 10
b)
major health conditions )

Disease-specific a)

Generic

Generic or disease-specific

Targeted Populations

Correlates with SF-36, productivity
54, 55)
data, and disease severity

Cronbach α ≥0.9055),
54)
=0.93–0.97

Percent of financial
metrics meeting the
reliability criteria
61)
are 0.66–0.75

Reproducibility: all
items correlated
56, 57)
(r>0.40)

Not Available

Correlates with national data and
62)
short-term disability program files

Correlates with SF-36 and disease
56, 57)
severity

Not Available

Correlates with SF-36 and symptom
60)
severity

Correlates with absenteeism, health
care use, clinical data, SF-36, and
38)
WLQ

Cronbach α =0.8338)

Reproducibility: all
items correlated
60)
(r>0.69)

Correlates with patient symptom
33)
scores

Good concordance with archival data
of work performance (Supervisor rat59)
ing)

Correlates with national data,
58)
Osterhaus and migraine data

Validity

Not Available

Not Available

Not Available

Reliability

HLQ=Health and Labor Questionnaire; HPQ=Health and Work Performance Questionnaire; HRPQ-D=Health-Related Productivity Questionnaire-Diary; SF-36=Medical Outcomes Study Short Form 36-item
health survey; SPS=Stanford Presenteeism Scale; WLQ=Work Limitations Questionnaire; WPAI-GH=Work Productivity and Activity Impairment Questionnaire-General Health; WPAI-SHP=WPAI-Specific
Health Problems, WPAI-AS; WPAI-Allergic rhinitis; WPSI=Work Productivity Short Inventory.
a)
HRPQ-D and WPAI-SHP are used in application of a specific health problem.
b)
SPS measures presenteeism due to a specific health condition of general workers.
c)
HPQ has four versions: employee version, short form, clinical trials 7-day version, and clinical trials 28-day version.

WPSI29,

・ Absenteeism
・ Presenteeism

WPAI-AS32,

56, 57)

・ Absenteeism
・ Presenteeism

WPAI-SHP34–36)

44, 60)

・ Absenteeism
・ Presenteeism

・ Absenteeism
・ Presenteeism

・ Absenteeism
・ Presenteeism
・ Critical incidents

・ Absenteeism
・ Presenteeism

Elements of Work
Productivity

SPS37–39)

HRPQ-D

33)

58)

HLQ40,

Name

Table 1. Summary of presenteeism instruments

204
産衛誌 48 巻，2006

山下ほか： presenteeism の概念分析及び本邦における活用可能性

Short Inventory（WPSI）29，61，62）は，過去の一定期間
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3．presenteeism の先行要因
実証的研究の 26 文献を検討した結果，sickness pre-

における健康状態が労働遂行能力に与える影響を測定し

senteeism，presenteeism の先行要因として職場要因と

ていた．
presenteeism の 測 定 項 目 に つ い て は ，WPAI-GH，
WPAI-SHP，WPAI-AS，HRPQ-D，WPSI の 5 ツールで

個人要因が抽出された．
1）職場要因（Table 2）

は全体的な労働遂行能力として 1 項目で尋ねていた．一

職場の風土や業務の代替者の有無といった職場要因は

方 ，HLQ，HPQ，SPS，WLQ の 4 ツ ー ル で は presen-

労働者の健康問題に影響すると共に，労働者が出勤する

teeism 測定項目として複数を設定していたが，その内

か否かの判断をする過程に影響することが報告されてい

容は各々で異なっていた．

た

12，17–19，21，22）

．2000 年の Aronsson ら 17）の調査では，

また，いくつかの測定ツールでは信頼性・妥当性の検

過去 1 年間で健康問題のために休みたいと感じながら 2

討結果が報告されていた．信頼性としては，presen-

回以上出勤した人は，全体の三分の一にも及び，医療職

teeism 測定項目が多項目からなる SPS
ではクロンバッハ α 係数が 0.83

38）

–0.97

38）

や WLQ 54，55）

54）

と報告されて

presenteeism に 陥 り や す い こ と が 示 さ れ た ．ま た ，

や WPAI-AS56，57）で は test-retest

sickness presenteeism の先行要因としては，仕事を能

の相関係数が 0.40 以上と報告されていた．一方，妥当

率化させるためのチームワークシステムや休業をモニタ

性に関しては，quality of life（QOL）測定尺度の the

リングするシステムが従業員にとって重圧となり，休業

Medical Outcomes Study Short Form 36-item health

取得を阻害していたこと

survey（SF-36）38，54–57，60）や自己評価の productivity54）

負担感・コントロール感・社会的支援が休業取得に関わ

との相関により検討されていた 23，45，46，63）．

ることが示された

お り ，WPAI-GH

60）

や 教 育 職 な ど ，代 替 者 を 得 が た い 職 種 で は sickness

各ツールでは以上のような相違が見られたものの，

22）

，労働環境としての仕事の

12）

．加えて，presenteeism の先行要

因として，職種 42）や勤務地 39），労働時間 39），Karasek
40）

に関する職場要因

presenteeism の測定に関してすべてに共通していたこ

のデマンドーコントロールモデル

とは，労働者の労働遂行能力の低下を主観的な評価に基

が抽出され，これらは労働遂行能力にも影響を与えるこ

づいて測定していたことである．例えば，HPQ では他

とが明らかにされた．

の労働者との労働遂行能力を比較する質問項目がある

2）個人要因（Table 3）

が，これは労働者自身が主観的に自他を比較するもので
あって他者から客観的に評価されるものではなかった．
また，presenteeism に共通した属性として健康問題

性別，年齢，子どもの有無，収入の少なさ，本人の高
い疾病休業率
低さ

17）

， no

と言えない性格 18），幸福感の

44）

といった個人要因も，健康問題に影響を与える

による労働遂行能力の低下があった．1990 年以降に米

と共に，出勤するか否かの労働者の判断や労働遂行能力

国，オランダ，日本で行われた実証的研究では，喫煙の

に影響を与えていた．

有無や食生活といった生活習慣に加え，高血圧，高脂血
症などの健康問題に関連した労働遂行能力の低下が生
ら

28，43，44）

実 証 的 研 究 を 行 っ た 26 文 献 か ら sickness presen-

は，一般的な疾患群の中でも抑うつ，関節炎や腰

teeism，presenteeism の帰結として，労働者の健康状

27）

痛が特に労働遂行能力に対する影響が大きく，Collins
ら

4．presenteeism の帰結

．2004 年の Burton

じることが報告されていた

39）

は，抑うつや呼吸障害，片頭痛の影響が大きいこ

とを明らかにした．さらに特定の疾患を有する患者群
26，31）

1）労働者の健康状態に与える影響
Kivimäki ら

20）

によって行われた休業日数と冠動脈疾

，片頭

患発症の関係についての調査では，適切に休業を取得し

，過敏性腸症候群 35），アレルギー性鼻炎 32）に

ないことは心疾患の発症を増加させる要因となることを

よる労働遂行能力の低下を報告していた．これらの健康

報告し，sickness presenteeism の帰結として労働者の

を対象とした研究は，抑うつ
痛

，気分変調

30）

態に与える影響と職場に与える影響が抽出された．

25，47）

問題に対する介入研究には，頭痛薬

25）

や，生活習慣を

改善するためのウェルネスプログラムによる労働遂行能
力の改善効果を報告したもの

43）

があった．

健康状態の悪化を示した．
2）職場に与える影響
presenteeism が職場に与える影響として，健康関連

以上のことから presenteeism の属性は「出勤してい

コストの増加が報告されていた．米国の健康関連コスト

ること」，「測定できること」，「主観的に評価すること」，

の増加に関する以下の研究では，presenteeism を労働

「健康問題による労働遂行能力の低下」の 4 つが抽出さ
れた．

遂 行 能 力 の 低 下 と 位 置 づ け ，測 定 ツ ー ル で presenteeism を把握し労働時間の損失に換算したのち，疾病
による休業時間数と合計して間接的な健康に関する労働
コストとして金銭への換算が行われていた．Dean ら

35）

産衛誌 48 巻，2006
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Table 2. Antecedent factors of presenteeism ― Occupational factors ―
Factors of Discouraging Workers from Taking Sickness Absenteeism
Author
22)

Area

Factors

UK

team work
monitoring system of absenteeism

Aronsson et al.17) (2000)

Sweden

part time/full time
trade union affiliation
permanent/temporary employment
employer/employee
difficulties in replacement
job type
downsizing of staff

Theorell et al.12) (2003)

Sweden

expansion of staff
control-demand-support

Voss et al.21) (2004)

Sweden

overwork

New Zealand

workplace culture

Sweden

insufficient resources for good performance of work tasks conflicting demands
time pressure-missing lunch, working overtime, etc
control-determining pace of work

Grinyer et al.

19)

Dew et al.

(2000)

(2005)
18)

Aronsson et al.

(2005)

Factors of Loss of Work Performance
Author

Area

Wang et al.42) (2003)
40)

Meerding et al.
39)

Collins et al.

(2005)

(2005)

Factors

Instrument of Presenteeism

USA

occupational type

HPQ

Netherlands

unbalanced job demand-control

HLQ

USA

location of worksite
hours worked

SPS

Overlapping factors were excluded.
Table 3. Antecedent factors of presenteeism ― Personal factors ―
Factors of Discouraging Workers from Taking Sickness Absenteeism
Author
17)

Aronsson et al.

Area
(2000)

Dew et al.19) (2005)
18)

Aronsson et al.

(2005)

Factors

Sweden

gender
age
children at home
education
ill health
high sickness absenteeism
income

New Zealand

social constraints

Sweden

boundarylessness (hard to say no)

Factors of Loss of Work Performance
Author

Area

Factors

Instrument of Presenteeism

Druss et al.26) (2001)

USA

satisfaction with health care

100-point scale

Boles et al.44) (2004)

USA

high stress
lack of emotional fulfillment

WPAI

Ozminkowski et al.29) (2004)

USA

age

WPSI, WLQ

Meerding et al.40) (2005)

Netherlands

recent absenteeism

HLQ

Collins et al.39) (2005)

USA

gender

SPS

Overlapping factors were excluded.
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によって報告された過敏性腸症候群による損失は，一人
あたり 1 年間で 7,737 ドルであり，Collins ら

39）

が報告

した一般労働者の年間一人当たりの健康関連コストは医
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方が幅広い健康レベルを示すと考えられ，presenteeism
は sickness presenteeism を包含した概念であると考え
ることができる．

療 ケ ア 2,278 ド ル ，疾 病 休 業 661 ド ル ，presenteeism

以上のことから，presenteeism の属性は Fig. 1 の 1）

6,721 ドルであり，presenteeism が最も高いことを明ら

から 4）の 4 属性とすることを提言したい．その理由は，

かにした．

本邦の産業保健では，労働と健康の調和を図る意図から，
21）

ま た ，Voss

や Grinyer ら

22）

は sickness presen-

休業すべき健康状態に至る以前の健康状態に対しても，

teeism の帰結として，長期休業にいたる労働者の増加

保健サービスが提供されている．加えて，今後は労働者

を報告している．長期休業は短期の休業よりもコストを

の高齢化と生活習慣病の増加が予想されるが，疾患を完

要すると考えられ，事業主が負担する健康関連コストの

治させることは難しく，疾患を有しながらもその人の能

増加につながる可能性を示していた．

力ができるだけ発揮されるような支援をしていくことが

Ⅳ．考

察

1．presenteeism の概念と定義
1）presenteeism 誕生から現在まで

求められている．したがって，sickness presenteeism
より presenteeism の概念を使用する方が本邦の産業保
健における活用範囲が広がると考えられるからである．
しかしながら，sickness presenteeism の存在は重大

presenteeism が造語された 1950 年代の米国の産業保

な問題であり，特に労働時間が長く，休業取得率が低

健では，高い休業率が問題視されており，それらを解決

い 8–10）日本においては適切な疾病休業取得を阻害する

するためのポジティブな視点として presenteeism が造

要因について検討する必要がある．また，sickness pre-

語された．その後，疾病休業の原因及びそれらを減少さ

senteeism である場合，労働者の労働遂行能力は著しく

せるための研究は多数行われてきたが，1990 年代の欧

低下している可能性があり，優先的に sickness presen-

州における不況により，企業の縮小やリストラによる労

teeism に取り組む必要性も示唆される．休業取得を阻

働者の健康への影響が研究されるようになり 12，64，65），

害する要因は収入の減少などを除き，そのほとんどが職

休 業 を 適 切 に 取 れ な い 状 況 で あ る sickness presen-

場要因であったため，適切な疾病休業が取れるような組

teeism が問題とされた．

織としての改善の試みが検討されなくてはならない．

工場のライン労働では労働生産性の測定が比較的容易

presenteeism の属性には二つの問題点が存在する．

であるが，知的労働の増加に伴い，その労働生産性を客

一つの問題点は presenteeism の測定は労働者の主観に

観的に測定することは困難となってきた．そこで，労働

よるということである．presenteeism は客観的な労働

者の労働遂行能力に焦点が当たり，健康に関連した労働

者の労働生産性を表すものではなく，普段の労働者自身

遂行能力の低下を測定する際に用いる概念として pre-

の労働遂行能力を基準とし，それらのうち健康問題によ

senteeism が使用され，研究されることになったと考え

り障害された部分を主観に委ねて問うものであった．そ

られる．現在，presenteeism の英文の定義の中には，

のため，労働者自身が評価した presenteeism の程度は

productivity，performance など複数の用語が使用され

客観的な評価とは相違する可能性がある．しかしながら，

ているが，presenteeism は客観的に測定できる労働量

presenteeism は他者との比較を目指すものではなく，

でなく，主観的に測定されるものであるため，その本質

健康問題による影響を労働者自身がどう捉えているのか

は労働遂行能力（work performance）の低下であり，

を明らかにするためのものであると考える．

presenteeism は結果として労働生産性に影響を与える

もう一つの問題点は，健康問題に由来したものを pre-

ものであると考える．

senteeism とするという点である．健康問題は職場要因

2）presenteeism の属性と本邦における定義

と個人要因によって影響を受ける．また，労働者が出勤

対象論文から抽出された定義より，sickness presen-

と休業を判断する際にも，健康問題の重篤さや職場要因，

teeism からは「出勤していること」，「休業をとるべき

個人要因は大きく関係する．したがって，presenteeism

健康問題をもつこと」という 2 属性が，presenteeism

を考える場合は，労働者の健康問題と，職場要因や個人

からは「出勤していること」，「測定できること」，「主観

要因との相互作用も考慮に入れる必要がある．

的に評価すること」，「健康問題による労働遂行能力の低

以上のことから，本邦における presenteeism の定義

下」という 4 属性が抽出された．両者が示す健康レベル

は，「presenteeism とは出勤している労働者の健康問題

の違いとしては，presenteeism が「健康問題による労

による労働遂行能力の低下であり，主観的に測定が可能

働遂行能力の低下」としているのに対し，sickness pre-

なものである．」が妥当と考える．

senteeism は「休業をとるべき健康問題をもつこと」を

3）presenteeism の先行要因と帰結（Fig. 1）

要件としている．したがって，presenteeism の概念の

presenteeism の先行要因は①職場要因と②個人要因

産衛誌 48 巻，2006
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Fig. 1. Conceptual model of presenteeism.
Relationships among antecedents, attributes and consequences of presenteeism
are connected by arrows. The direction of the arrows indicates the influence
of the items.

に分類され，健康問題を抱えた労働者の出勤するか否か

り組むべき重要課題の一つであると考えられる．
しかしながら，presenteeism には否定的な面ばかり

の判断に影響を与えていた．
帰結としては，対象文献からは労働者の健康状態に与

でなく肯定的な面もある．それは，Chapman 16）が示唆

える影響と，職場に与える影響として健康関連コストの

したように将来の健康問題の悪化を予防するために，労

増加が抽出された．また，presenteeism の帰結は対象

働者自身が意図的に労働遂行の程度を低下させている場

文献以外にも見ることができた．Rosvold ら

66）

は感冒

合，それは長期的な目でみると労働者自身，事業主双方

症状を抱えた医師が休みなく働くことで患者や他の医療

にとって望ましい行為であるという考え方である．また，

者へ感染させてしまうことの悪影響について示唆した．

健康問題を抱えながらも働く同僚をフォローするために

さらに presenteeism は労働の安全管理の問題を生じ，

周囲の労働者が動機付けられ，労働遂行能力が向上する

67）

は，医

可 能 性 も 考 え ら れ る ．こ の よ う に presenteeism に は

師による病気をもちながらの労働は，患者の安全やケア

様々な先行要因や帰結が複雑に考えられるため，今後こ

の質の低下に関わることを示唆した．加えて，Brouwer

れらの関係性についても明らかにしていく必要がある．

事故の発生などが懸念される．McKevitt ら

ら

68）

は productivity と QOL の関係性を示唆していた．

つまり，presenteeism は a）QOL 及び健康状態の悪

2．本邦の産業保健における presenteeism の活用可能性

化，b）健康関連コストの増加，c）他の労働者への悪

文献レビューの結果から，本邦の産業保健における

影響，d）労働災害の増加，e）製品やサービスの質の

presenteeism の活用可能性は，1）presenteeism の測定

低下，といった多様な帰結をもたらす．したがって，こ

とその要因を検討すること，2）適切な休業取得を阻害

れら多方面への影響の大きさからも産業保健において取

する要因を検討すること，3）産業保健計画および評価

山下ほか： presenteeism の概念分析及び本邦における活用可能性
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に活用すること，の 3 点が考えられた．

は報告されてきたものの，疾病休業取得を阻害する要因

1）presenteeism の測定とその要因を検討すること

については十分な検討がなされてきたとは言い難い．長

本邦において報告されている presenteeism に関する
研究は，アレルギー性鼻炎患者を対象に WPAI-AS を使
32，56，69）

時間労働については夏目ら

76）

が，長時間労働とライフ

イベント，職場ストレス，有給休暇取得の少なさ，A 型

と，一般従業員に対して独自で

行動パターン，睡眠時間の短さとの関連性について言及

作成した 1 項目の質問を用いて presenteeism の測定調

した．労働者が職場にいなければならないプレッシャー

用した 3 研究

査を行った 2 研究

70，71）

だけであった．

を感じているという点において，長時間労働と適切な休

このように本邦では presenteeism 測定ツールの開発

業を取れないことは類似の問題であると考えられるた

は緒に就いたところであり，日本社会の現状に適したツ

め，適切な休業取得を阻害する要因についても今後検討

ールの開発は十分ではない．既に欧米で開発されている

する必要がある．

presenteeism の測定ツールは今回の対象文献の中で使

3）産業保健計画および評価に活用すること

用されていた 9 種類の他にも 10 種類 23，45，46，63）があり，

産業保健計画は労働者の健康状態とその要因，労働へ

開発が進んでいる．各質問紙は，疾患特異的及び，包括

の影響を明らかにすることにより，立案されるものであ

的測定ツールがあり，健康問題による労働損失の経済的

る．日本では，労働安全衛生法の定めにより毎年健康診

評価も可能であった．更に，SPS が知的労働者の pre-

断が実施され，健康状態の把握は十分行われてきたが，

38）

，その

健康状態がどのように労働遂行能力に影響しているかは

職種・業種に応じた測定ツールの開発が必要である．本

検討されてこなかった．presenteeism の測定はこの部

邦において presenteeism を測定するためには，まず信

分に焦点を当てるものである．更に，presenteeism，職

頼性・妥当性のある尺度を開発することが必要である．

場要因，個人要因との相互作用を検討することは保健計

senteeism の測定を意図して開発されたように

presenteeism をもたらす主要な健康問題は，欧米の
対象文献では筋骨格系疾患，消化器疾患，循環器疾患，

画に重要な情報をもたらすものとなる．
また，WHO が作業関連疾患として糖尿病や高血圧を
77）

，これらの生活習慣病の発症・増

生活習慣病，精神疾患を報告していた．これらの疾患は

挙げているように

厚生労働省の患者調査における，受療率の高い健康問題

悪を防ぐために職場におけるヘルスプロモーションに力

と一致し

72）

，presenteeism の影響が本邦においても大

が注がれてきた．しかし，産業保健でこれまでに使用さ

きいと推察される．組織内の presenteeism による労働

れてきた指標である労働損失に関する疾病休業率など

損失は個々の presenteeism の程度と組織内の有病率に

は，労働災害や長期休業を要する疾患に対する活動の効

よって決まる．そのため，presenteeism の測定は個々

果指標となるものの，ヘルスプロモーション活動の効果

人に焦点を当てるだけでなく，組織全体としての pre-

指標には適していなかった．presenteeism は労働遂行

senteeism の総量に対する検討が重要となる．

能力の低下を測定するため，比較的軽度で休業を要しな

さらに presenteeism の測定に当たっては労働者の健

いような疾患や生活習慣の乱れに対して，産業保健活動

康問題と，職場要因，個人要因との相互作用を考慮に入

の効果を捉えることが可能である ．さらに，presen-

れる必要がある．Shimizu ら 70）が presenteeism と長時

teeism は本来，労働者個人の主観的な基準によるもの

間労働との関係性について報告したが，職場要因と個人

であるが，金銭換算することによって客観的な指標とす

要因は，直接 presenteeism に影響を及ぼすだけでなく，

ることが可能である．金銭の形で提示された健康問題に

presenteeism による健康関連コストの増加が職場環境

よる労働生活・組織全体に与える影響の大きさは，産業

に影響を与えるように，循環的に労働者の健康問題に影

保健活動の根拠にできる．また，産業保健活動の費用対

響を与えることが考えられる

73）

．生活習慣病やメンタ

効果を示す際にも presenteeism を含めた労働損失の減

ルヘルスの不調者の増加が社会問題となり，その対策が

少を示せることは十分なエビデンスとなる．よって，

急がれている本邦の産業保健においては，presenteeism

presenteeism の概念は今後の産業保健にとって，活用

の測定並びにその要因を検討することは，これらの課題

価値の高いものであると考察する．

に迫るものになると考えられる．
2）適切な休業取得を阻害する要因を検討すること

3．本研究の限界

欧米では sickness presenteeism に関するこれまでの

本研究では，
「presenteeism を定義づけていること」

研究で，適切な休業取得を阻害する要因として職場要因

を基準に分析対象とする文献を決定した．presenteeism

の影響が大きいことや，適切な休業をとらないことの影

という用語を使用しなくとも，労働者の休業取得並びに，

響が明らかにされてきた．しかし，本邦におけるこれま

健康問題による主観的な労働遂行能力低下を測定した研

74）

究は存在すると考えられる．しかし，本研究は presen-

などの休業を増加させる要因

teeism という概念を明らかにすることを目的としてお

での疾病休業に関する研究では，夜間労働
余暇休暇取得の少なさ

75）

3，4）

や喫煙

，

産衛誌 48 巻，2006

210

り，今回の対象文献採択基準は妥当であったと考える．
Ⅴ．結

論

presenteeism の概念を分析し，活用可能性を検討す
るために文献レビューを実施し以下の結果を得た．
1．presenteeism は抽出された 4 属性から，
「出勤して
いる労働者の健康問題による労働遂行能力の低下であ
り，主観的に測定が可能なものである」と定義された．
2．presenteeism の先行要因は職場要因と個人要因に分
類され，健康問題を抱えた労働者の出勤するか否かの判
断に影響を与えていた．
3．presenteeism の帰結は，QOL 及び健康状態の悪化，
健康関連コストの増加，他の労働者への悪影響，労働災
害の増加，製品やサービスの質の低下があった．presenteeism を生じている状態の改善は産業保健が取り組
むべき課題であることが明らかとなった．
4．presenteeism の本邦の産業保健における活用可能性
は，1）presenteeism の測定とその要因を検討すること，
2）適切な休業取得を阻害する要因を検討すること，3）
産業保健計画および評価に活用することが挙げられた．
presenteeism 測定ツールは欧米では様々な特徴を有
すものが使用されており，本邦での測定目的に適した質
問紙の導入や新たな尺度の開発が必要であった．presenteeism のアセスメントは，個人の presenteeism の程
度だけでなく，組織全体としても捉えること，また，労
働者の健康問題と，職場要因や個人要因との相互作用も
考慮に入れることにより，保健活動へ反映させることが
可能であった．更に presenteeism はその労働損失の程
度を金銭単位へと換算することが可能であり，保健活動
の必要性や根拠を示すエビデンスとなることが示唆され
た．
文
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Abstract: The purposes of this systematic review were to
define the concept of presenteeism in accordance with
Rodgers’ concept analysis methods and to examine the
possibility of applying the concept to Japanese occupational health. Using presenteeism as a search term, articles were selected from the MEDLINE, PsycINFO and
Japana Centra Revuo Medicina databases. The definitions,
antecedents, and consequences of presenteeism were
extracted from the selected articles and were examined in
order to determine how presenteeism was used in the literature. A total of forty-four articles published from 1955
to 2005 were selected for analysis. Based on the extracted definitions, four attributes of presenteeism were identified, and presenteeism was defined as “a self-rated measurable loss of work performance due to health problems
in the workplace.” Antecedents of presenteeism were classified into occupational and personal factors. These factors affected the decisions of workers with health problems regarding whether or not to go to work.
Consequences of presenteeism were the aggravation of
quality of life and health status, increases in health-related costs, adverse effects on colleagues, increases in occupational accidents, and deterioration of the quality of

products and services. Therefore, the reduction of presenteeism is considered to be an important challenge for
occupational health professionals. Possible applications of
the concept of presenteeism in Japanese occupational
health are the following: 1) measurement of presenteeism
and examination of its related factors, 2) identification of
factors that discourage workers from taking adequate sickness absenteeism, and 3) design of occupational health
activity plans and the evaluation of such activities. In
order to measure presenteeism in Japan, it is necessary to
introduce Euro-American instruments suitable for the purpose of measuring presenteeism and to develop new measures. Occupational health professionals can incorporate
assessments of presenteeism in their occupational health
activities by considering not only the individual state of
presenteeism, but also the state of the entire organization
and interaction among workers’ health problems, occupational factors, and personal factors. Moreover, if the loss
of work performance due to presenteeism is converted to
financial loss, it is considered that the necessity and the
validity of workplace-based health activities will be clarified.
(San Ei Shi 2006; 48: 201–213)

