革新的自殺研究推進プログラム
研究報告書 （平成２９年度）
＜領域２：行政施策の企画立案及び効率的な推進のための研究＞
【課題番号 2-1】

自殺予防に対して医学生が有するべき知識と技術向上のための教材開発
に関する研究

研究代表者

堤 明純

北里大学医学部公衆衛生学単位・教授

研究分担者

千葉宏毅

北里大学医学部医学教育研究部門・助教

研究分担者

守屋利佳

北里大学医学部医学教育研究部門・准教授

研究分担者

島津明人

北里大学一般教育部人間科学教育センター・教授

研究分担者

井上彰臣

北里大学医学部公衆衛生学単位・講師

研究協力者

青木節子

北里大学 SP 研究会

研究協力者

荒木田千代子

北里大学 SP 研究会

研究協力者

新田真喜子

北里大学 SP 研究会

研究協力者

山本喜美子

北里大学 SP 研究会

研究協力者

千田恵子

一般社団法人エンドオブライフ・ケア協会事務局

要旨：自殺対策や自殺のリスク要因への対応に係る人材の確保、養成及び資質の向上が重要であるこ
とから、医療、保健福祉、心理等に関する専門家などを養成する大学、専修学校、関係団体等と連携
して自殺対策教育を推進することが求められている。自殺企図者の対応など医療者が遭遇し得るケー
スへの対応技術向上には、行動科学的要素を取り入れた参加型実習が有効と考えられ、ロールプレイ
などを盛り込んだ実習の教材開発を試みた。現代の医学教育では、いわゆる「知る」だけでは不十分
で、
「活用できる」ようになることが求められており、ロールプレイや想定症例の問題を解決しうるこ
とを到達目標とした、Small Group による症例シナリオについて実際の治療戦略を考案するアクティ
ブ・ラーニング形式の実習・演習が推奨されている。医学部のモデル・コア・カリキュラムに取り入
れられる行動科学で重視されているコミュニケーション能力の醸成を目標に、心理的な負担を抱えて
いる患者に寄り添い、傾聴しつつコミュニケーションをとる能力を養う症例シナリオを検討した。コ
ミュニケーションを学ぶ２つのシナリオを作成し、基本的な話の聞き方と、心理的負担の強い患者と
の面接法（寄り添い、傾聴、サポート）と自殺企図者への対応を、学生がロールプレイを通じて習得
することを目標とするアクティブ・ラーニングのためのトリガービデオを作成した。今回のシナリオ
は一般人を念頭においた基本的なシナリオとなったが、医療の現場で自殺念慮をもつ患者さんがクリ
ニックなどに来た場合にどのように対処して専門の医療機関につなげるか、また地域医療保健等との
連携をどう図るか、というようなシナリオを検討する。さらに、医学生以外の保健医療職（看護師・
薬剤師等）を対象とする場合にも、それぞれの職種に対応したシナリオを検討する。
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表１．教材に盛り込む内容
テーマ

教材に盛り込む内容

教育の水準

話の聞き方

話を聞く態度――共感・傾聴

態度

ミス・コミュニケーション

行動

マイクロ・カウンセ その人の水準を見て対応する
リング

混乱しているのか；整理できているのか

危機介入

寄り添い

態度

心理的負担の強い患 傾聴
者（他者）との面接

知識

行動

サポート
つらい話を受け止める
つらい気持ちの人の心に寄り添う
励ます場合としっかり聞く場合
助けを呼ぶ
自殺企図者への対応

表２．教材のシナリオ
傾聴の基本を学ぶシ 男性（聞き手）と女性（話し手）が待合室で居合わせて会話をしている場面を
ナリオ

想定し、話し手が語る「楽しかった出来事」や「緊張した出来事」を聞き手が
「良い（傾聴の技法を踏まえた）聞き方」と「悪い聞き方」の２パターンで聞
く。話し手に「良い聞き方」と「悪い聞き方」で、どのように感じたかを振り
返ってもらった後、進行役と解説者の対話形式で「良い聞き方」のポイントと
「悪い聞き方」の例について解説する。

心理的な危機介入を がんの告知を受けてショックを受けている女性（話し手）とその息子（聞き手）
学ぶシナリオ

が会話をしている場面を想定し、まずは聞き手が「普通の（即解決型で自己中
心的な）聞き方」で演じる。これを踏まえ、進行役と解説者の対話形式で「普
通の聞き方」の悪かった点と「危機介入を意識した（受け止め、共感、一緒に
考えて寄り沿う）聞き方」のポイントを解説する。その上で、今度は同様の場
面を「危機介入を意識した聞き方」で演じる。最後に進行役と解説者の対話形
式で総まとめを行う。
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