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【課題番号：1-1】

社会経済環境と自殺
研究代表者：上田 路子（早稲田大学 政治経済学術院）
研究期間：令和元年度

政策提言（概要）：若者の自殺予防のための政策パッケージ
若者の自殺が多発している時間帯（別添図参照）に SNS 相談などを集中して実施する。また若者
によるSNS 上の投稿や SNS 相談に寄せられる相談の内容を分析することで若者の自殺の背景にある
要因を探る。

政策の目的：
日本における自殺者数は大幅な減少傾向にあるものの、若者の自殺は依然として減少していない。
日本の将来を担う若者の自殺を予防することは重要な政策課題であり、そのために自殺リスクの高
い若者への効果的な自殺予防対策を行うことを目的とする。また、若者の自殺の背景にある要因を
探ることを目的とする。

提案の内容：
効果的な自殺予防対策のためには、自殺が起こりやすい時間帯を特定し、その時間帯に相談事業
などを実施することが重要である。最新の分析によって性別や年齢グループによって自殺で亡くな
る時間帯が大きく異なることが明らかになっている（Boo, Matsubayashi, and Ueda2019）。例えば、
中高年男性の自殺は平日の朝に多発する一方、女性や高齢者の自殺は平日の昼間に起こることが多い。
45 歳未満の場合、自殺は深夜に集中する傾向にある（Fahey, Boo, and Ueda 2019; 別添図参照）。また、
自殺念慮を含むと考えられる「消えたい」との単語を含むツイッター上での投稿は自殺の多発する時
間帯とほぼ同じ時間帯に集中していることも明らかになっている（Fahey, Boo, and Ueda 2019）。そこ
で、若者の自殺が多発し自殺念慮も増加する深夜から明け方にかけてSNS などでの相談事業を行い、
彼らの死にたい気持ちにリアルタイムで寄り添えるようにする。同時に、ツイッターを始めとする
SNS 上での投稿や SNS 相談事業に寄せられた相談の内容を自然言語処理技術を用いて分析し、彼ら
の自殺の背景にある要因を探る。
参考文献：
J. Boo, T. Matsubayashi and M. Ueda. (2019) “Diurnal variation in suicide timing by age and gender:
Evidence from Japan across 41 years.” Journal of Affective Disorders. DOI：10.1016/j.jad.2018.09.030
F. A. Fahey, J. Boo, and M. Ueda. (2019) “Expressions of Suicidal Ideation on Twitter Predict Temporal
Patterns in Recorded Suicide Deaths.” (under review)
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15歳から44歳による自殺の曜日別時間帯（青線）とツイッター上での「消えたい」
との投稿の割合（赤線）（2011年-2016年）
緑：相談事業を集中する必要のある時間帯

データ：人口動態統計、注：ツイッターデータについては総投稿数にて標準化済み、1時間のラグを
取ったものを表示。図中の縦の破線は深夜12時を示す。出典：F. A. Fahey, J. Boo, and M. Ueda (2019)

【課題番号：1-2】

がん患者の専門的・精神心理的なケアと
支援方法に関する研究
研究代表者：内富

庸介（国立がん研究センター 中央病院 支持療法開発部門）

研究期間：令和元年度
政策提言（概要）
：
全国がん登録を用いた研究成果等に基づき、がん診療連携拠点病院とその関連施設およびがん診療
に携わる医療者を対象としたがん患者の自殺対策を推進するためのマニュアルの作成・公表や医療者
教育・診療体制の強化およびがん患者の自殺のサーベイランス体制の構築を行う。
政策の目的：
本研究課題によりがん患者の自殺の実態や多発時期・ハイリスク群、がん診療に携わる医療者の
連携状況や自殺に対する態度が明らかとなるが、その知見に基づき実際にがん患者の自殺予防対策
をとるためには、がん診療に携わる病院・医療者に対するこれらの知識の普及や教育体制の強化、
自殺予防のための介入の支援が必要となる。本提言によるマニュアルの作成・公表や医療者教育は
これらの課題を解決し、がん患者の自殺対策の推進に寄与することを目的とする。
提案内容：
本研究課題の成果やがん患者の自殺および一般人口に関する既存のエビデンスをまとめたマニュ
アルを作成し、がん診療連携拠点病院やその関連施設、がん診療に携わる医療者を対象に書籍版やオ
ンライン版で公表する。がん患者の自殺予防の全体的対策として、このマニュアルに基づいてがん患
者の精神心理的ケアサービス（精神科、心療内科、緩和ケアチームなど）へのアクセス勧奨を促進し、
また、厚生労働省委託事業緩和ケア研修会（PEACE）や日本サイコオンコロジー学会主催がん診療
に携わる医師に対するコミュニケーション技術研修会（SHARE-CST）等でがん診断早期からの精神
心理的評価やケアの重要性について医療者教育体制の強化を行う。個別的・選択的対策としては、こ
のマニュアルに基づいて自殺のハイリスク群のスクリーニング評価やハイリスク群に対する多職種連
携支援：ケースマネージメントの促進を行う。また、全国がん登録データベースを用いてがん患者の
自殺実態の経時的なモニタリングを行うことで、がん患者の自殺予防対策の効果を検証し、その結果
に基づいて予防対策の修正・強化を行うサーベイランス対策を構築する。
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政策提言：がん患者の自殺対策を推進するための支援体制強化、サーベイランス体制構築
全国がん登録を用いた研究成果等に基づき、多発時期・ハイリスク群を同定する
＜全体的対策＞

＜個別的・選択的対策＞

■がん診療連携拠点病院とその関連施設・
がん医療者向けのマニュアル作成と公表
■厚生労働省委託事業緩和ケア研修会
（PEACE）、日本サイコオンコロジー学会主催
コミュニケーション技術研修会（SHARE-CST）
等での医療者教育
⇒がん診断時からの精神面の評価、精神心
理的ケアサービスへのアクセス勧奨

■がん診療連携拠点病院とその関連施設・
がん医療者向けのマニュアル作成と公表
⇒ハイリスク群のスクリーニング評価促進

コミュニティ

ハイリスク群に対する多職種連携支援：
ケースマネージメント促進

病院

患者・
家族

全国がん登録を用いたがん患者の自殺のサーベイランス

対策の効果検証
修正

【課題番号：1-3】

国際的な視野から見た労働条件・働き方と
自殺問題に関する研究
研究代表者：松田 晋哉（産業医科大学医学部公衆衛生学教室）
研究期間：令和元年度
政策提言（概要）：
若年者の自殺、移民の自殺が社会問題となっているカナダでは、産学官の協力下に包括的な自殺予
防対策を展開している。現在、これらの問題は我が国においても大きな政策課題となっている。そこ
で、本研究ではカナダの例を参考に我が国における産学官の自殺予防対策体制の在り方に関する政策
提言をまとめることを目的とする。
政策の目的：
カナダは我が国と同様公的医療保障下に公民ミックスの形で、公的組織だけでなく民間事業者も活
用して、医療福祉サービスを提供している。自殺予防対策もこうした枠組みになかで展開され成果を
上げている。特に、若年者と移民に対する対策は高い評価を受けている。そこで、本研究ではカナダ
の総合的な自殺予防の内容について制度分析を行い、我が国における総合的な自殺対策の在り方を考
えるための基礎資料を作成する。特に、若年者、移民に対する対策の在り方に焦点をあてて政策提言
を行う。
提案内容：
カナダ・ケベック州では、州政府における自殺対策の中心組織であるケベック自殺予防センター
（Le Centre de prévention du suicide de Québec）とMcGill大学医学部公衆衛生学教室および家庭医学教
室、さらには民間のEAP（Employee Assistance Program）組織が、総合的に自殺対策を行うことができ
るための組織づくり（連携システム）及び法整備を行っている。本研究ではそのシステムの分析結果
をもとに、我が国において産学官の協力の下で自殺予防対策を行うための基盤整備の在り方について
政策提言を行う。
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国際的な視野から見た労働条件・
働き方と自殺問題に関する研究
文献調査及び現地ヒアリング

ケベック自殺予防センター
（Le Centre de prévention du
suicide de Québec）
McGill 大学
老年医学教室、家庭医学教室、
精神医学教室
カナダ・ケベック州
EAP 組織

分析結果の
国際比較
（仏・日）

政策提言
• わが国における自殺予
防の産学官協力体制の
在り方
• わが国における若年者
を対象とした自殺予防
対策の在り方
• わが国における移民を
対象とした自殺予防対
策の在り方

【課題番号：1-3】

Anti-suicide policy lessons from Australia

Stuart Gilmour (St. Luka’s International University)

Introduction
This grant will use analysis of Australian suicide prevention policies to develop new strategies
for anti-suicide policy in Japan. This document describes how research on these policies may
inform Japanese anti-suicide policy.
Key Australian policies
There are three key Australian policies being considered in this grant:
• Anti-violence policy: Introduced in 1990 and intended to prevent all forms of violence
with a whole-of-society approach
• Anti-suicide policy: a comprehensive policy introduced at state and national levels in
the 1990s and intended to incorporate a youth suicide strategy
• Media guidelines: A series of standards for Australian media to improve the way in
which they report suicide
These three policies affect three different aspects of the process from mental illness and distress
to suicide.
Three key processes for suicide policy
The key policies introduced in the 1990s target three key elements of the process of
suicide, described here.
• Ideation: The process of becoming aware of and contemplating suicide. In Australia this
is connected to an atmosphere of violence, particularly among young people, high levels
of mental illness and heavy use of alcohol and other drugs. Anti-violence policies can
prevent this ideation by changing the culture in which people conceive of solutions to
their personal problems, and manage their mental health issues. Anti-suicide policy can
affect the process of ideation by making it easier for people at risk to find support
services, and by engaging the non-health sector in prevention strategies (including at
work, school and in public)
• Action: The decision to enact a suicide plan. This can be triggered by exposure to
irresponsible media depictions of suicide, by seeing reports of suicide unconnected to
mental health support, and by accessing popular culture depictions of suicide as a brave
or responsible choice. Media guidelines can affect these triggers, and anti-suicide
policies – especially youth anti-suicide policies – can help people to develop resilience to
these messages and divert them to mental health support before they take this action.
• Replication: News about suicide and violence can trigger further acts of suicide and
violence, and can also normalize the idea that violence is a good personal problemsolving strategies. Media guidelines can make reporting of suicide and murder more
responsible and less sensational, while good anti-violence policy can contribute to a
more supportive environment in which people read and learn about suicide. These
strategies reduce the rate at which suicide replicates and is reproduced in communities
How this project will affect suicide policy in Japan
This project will identify the key components of Australia’s anti-violence and anti-suicide
policies of the 1990s, and attempt to understand how they may have affected suicide rates. Based
on these findings, the study will attempt to describe how these components can be adapted for
Japanese anti-suicide strategies, what additional steps are needed in Japan’s anti-suicide strategy,
and how they can be evaluated.
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Anti-violence policy (from 1990)
Australian
policy

Japanese
policy
needs

Anti-suicide policy (from 1995)
Media guidelines (from 1995)

Ideation

Action

Replication

• Anti-violence
policy
• Anti-suicide
policy

• Anti-suicide
policy
• Media
guidelines

• Media
guidelines
• Anti-violence
policy

Violence and suicide
• Explore relationship
• Expand suicide policy

Media and suicide
• How-to guides and popular depictions
• Providing support and help in news reports
• Responsible reporting to prevent contagion

【課題番号：1-4】

社会全体の自殺リスクを低下させるための
エビデンスに関する社会疫学的研究
研究代表者：近藤 克則（国立長寿医療研究センター）
研究期間：令和元年度
政策提言（概要）：
すべての基礎自治体で地域自殺対策計画を策定するためのツールとして自殺関連要因の「見える
化」システムを開発し、活用のためのマニュアルおよび研修用教材を作成し、研修を行う。
政策の目的：
平成28 年に策定された自殺対策基本法に基づき、すべての基礎自治体で地域自殺対策計画の策定が
義務づけられた。しかし、各自治体の特徴や課題・資源を捉えられる情報がなければ、紋切り型の計
画に留まってしまう。研究によって明らかになった自殺関連要因を市町村毎に「見える化」するシス
テムを開発し、それを活用するためのマニュアルや研修教材を作成し研修を行うことで、地域自殺対
策のマネジメントを支援することを目的とする。
提案内容：
同システムでは、自殺率（人口10万対18.5）との関連を「見える化」や分析することから、人口10万
人規模の市から着手し、徐々に二次医療圏や都道府県レベルをデータ整備の対象とする。自殺実態プロ
ファイルのデータに加え、本研究で自殺率との関連に再現性と妥当性が見られた自殺関連指標（社会参
加割合、うつ割合、ジニ係数、降雨日数など）について、オープンデータ等から入手し、地理情報シス
テム（GIS）や棒グラフ、散布図などで多自治体間比較が可能なInstantAtlas®で「見える化」する。これ
を用いることで、1） 各市の課題と強み、2）近隣やフィルター機能で絞り込んだ類似自治体の中で優
れているGood Practiceの抽出とそれによる手がかりの入手による計画策定の支援、および3）各市の取り
組み後の指標の経年変化による簡易な事業評価、4）全国データベースを用いた研究者による評価分析を
通じて指標の改善や拡充、効果の大きな取り組みを評価できるシステムを開発する。システム開発だけ
では使われない恐れがあるので、活用マニュアルと研修用教材を開発し、市町村を支援する都道府県職
員向けの研修を行い、伝達研修ができるように支援を行う。
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地域自殺対策のための「見える化システム」の開発
２つのサイクルによる「見える化システム」の開発と改良
①データの収集とデータベースの構築

④地域の現状把握と課題の設定

日本老年学評価研究、介護予防・日常生活圏域ニーズ調査、
自殺統計などのデータ、およびGood Practice（⑥）から
得られた手がかりを集約し、データベースを構築する。
ex.

「見える化システム（③）」を
利用し、当該地域における地域
診断指標の状況を観察し、自殺
予防対策のための課題を設定す
る。

うつなどの健康指標
.経済状態や社会参加・社会的ネットワーク
.気象や標高などの地理的要因

⑤自殺予防対策の立案とまちづくりの実践
●

●

改良

データベースを元に、
専門家が分析をおこ
ない、自殺リスクの
高い地域や集団の特
定、および自殺に関
連する因子の探索を
おこなう。

改良

②リスク因子の抽出・関連因子の探索

●

左図：男性自殺率が高いA市（青丸）にはうつが多い。
中図：A市の社会参加は少なくうつが多い。
右図：社会参加が少ないA市で男性自殺率が高い。
⇒社会参加を促してうつが減れば自殺が減ると期待できる。
⑥予防対策の評価と評価指標の開発・改良

③地域診断指標の開発・改良
自殺の関連因子を、
コア指標、短期対策
指標、長期対策指標
に分類し、地域診断
指標として「見える
化」システムに搭載
する。

全国平均(赤い線)では
←3年間でスポーツの会
参加率が5%増加。
A・B市(青い線)は10％も増加したGood Practice事例。
両市での取り組みや変化の中に手がかりがある。
⇒Good Practiceを見出し、情報収集することで手がかりが
得られる。

活用マニュアルと研修用教材を開発し、市町村を支援する都道府県職員向けの
研修を行い、伝達研修ができるように支援を行う。
研究課題：「社会全体の自殺リスクを低下させるためのエビデンスに関する社会疫学的研究」

／

研究代表者：近藤克則（国立長寿医療研究センター）

【課題番号：2-1】

自殺予防に対して医療、保健、福祉、心理等の専門家を
目指す学生が有するべき知識と技術向上のための
教材の開発と実装に関する研究
研究代表者：堤 明純（北里大学医学部）
研究期間： 令和元年度
政策提言（概要）
：
自殺対策に関して有するべきコアコンテンツの整理と、行動科学的要素を取り入れた参加型実
習の開発を行うことにより、将来、公衆衛生専門家、臨床医、ピアサポーター等としての機能が期
待される、医療、保健、福祉、心理等の分野で学ぶ学生に求められる自殺対策コンピテンシーの向
上に資する教育コンテンツを提案する。加えて、教育コンテンツを e-learning に実装し自殺予防
教育を広く普及させるための教育資材を提供する。
政策の目的：
自殺総合対策が目標とする自殺対策を推進するに当たっては、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。
とくに医療、保健福祉、心理等に関する専門家には、ゲートキーパー等の自殺対策の連携調整
（公衆衛生専門家としての機能）
、自殺リスク評価及び対応技術等に関して高い資質を有する
かかりつけの医師等（臨床医としての機能）
、医療者としてだけでなく自殺リスクを抱えてい
る人に寄り添いながら、地域における関係機関や専門家等と連携して伴走型の支援を担う（ピ
アサポーターとしての機能）等の機能が求められ、これらを修めるための教育資材を開発し、
広く普及させる方策を実装する。
提案内容：
自殺総合対策等に盛り込まれている内容とともに、医療、保健福祉、心理職等に 求められる自
殺対策の機能を網羅した講義コンテンツを整理し、医学部医学科の正規のカ リキュラムに組
み入れた教育活動を行い、講義評価を基に洗練させた講義内容を提案する。医療者が遭遇し得
るケースへの対応技術を向上させるためには、面接法、ピアサポート、自殺企図者への対応等の
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、ロールプレイ等を盛り込んだビデ
オ実習教材を開発する。
以上の講義内容および実習教材を、医学部以外への展開や、相談対応を専門とする関連職種の
フィードバックを受けるなどして汎用性を確認し、医療者自身のセルフケア教材も盛り込んだ自
己学習可能な e-learning に実装して、教育資材の普及を図る。
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政策提言：自殺予防に対して医療、保健、福祉、心理等の専門家を目指す学生が
有するべき知識と技術向上のための教材の開発と実装
医学系学生を対象
とした講義の作成

e-learningの作成

行動科学的要素を
取り入れた参加型
実習の開発

コンテンツの整理

コンテンツのリストアップ

ビデオ教材の作成

講義の実施
事後評価による改善

セルフケア教材開発

実習の実施
事後評価による改善

評価指標の作成
医学系他学部展開

Moodle, HPへの実装

評価指標の作成
相談の専門家によるＦＢ

公衆衛生専門家、臨床医、ピアサポーター等として、医療、保健、福祉、心理等の分野で学ぶ学
生に求められる自殺対策コンピテンシーの向上に資する教育コンテンツの提案
 自殺予防教育を広く普及させるための教育資材の提供

【課題番号：2-2】

公的ミクロデータを活用した
地域自殺対策支援モデルの開発に関する研究
研究代表者：久保田 貴文（多摩大学経営情報学部）
研究期間：令和元年度

政策提言（概要）：
市区町村別の階級区分図を利用することで、都道府県ごとの市区町村別の自殺要因等の高
いエリアが検出され、それにより自殺対策に必要な方策の決定を促進することが可能である。
さらに、都道府県間の比較を行うことにより、自殺統計の傾向が似通っている都道府県において比
較を行うことが可能となる。
具体的な方策の策定においては、樹木型の各変数の分類を示す経路図により、コントロール可
能な変数のうち、自殺に影響が強い変数を知ることができる。
新たな指標等により問題となるような自殺死亡率の増加なのか、確率変動に過ぎないのか
を判断できるとともに方策に取り入れることが可能になる。
政策の目的および提案内容：
厚生労働省国民生活基礎調査（以降、国民調）
、総務省社会生活基本調査（以降、社会調） を
統計法 33 条に基づく目的外申請を行い、地域要因を加味した分析を行う。具体的な分析手法
としては地図上への可視化、機械学習モデル、新たな指標の作成である。
地図上への可視化として、自殺の統計のうち地域における自殺の基礎資料について各都道
府県において市区町村別の階級区分図（choropleth map）を作成し、RESAS からの産業構造・
農業構造データをリンクして対応するピクトグラムにより情報を付加することで対応する構造
の視覚化を行う。自殺の統計と上記公的ミクロデータをリンケージし機械学習モデルで分析を
行い結果として樹木型の各変数の分類を示す経路図を得る。自殺の統計と、新たな指標の作成と
して、人口の少ない市区町村について年ごとの自殺死亡率の急激な変動や、市区町村における住
環境（特に、路地存在率）を可視化（指標化）する。
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公的ミクロデータを活用した地域自殺対策
支援モデルの開発に関する研究
厚生労働省国民生活基礎調査、総務省社会生活基本調査を統計法33条に基づく目的
外申請を行い、地域要因を加味した分析を行う。
（具体的な分析手法：地図上への可視化、機械学習モデル、新たな指標の作成）

政策提言：
市区町村別の階級区分図：自殺要因等の高いエリアの検出
→ 自殺対策に必要な方策の決定
具体的な方策の策定においては、樹木型の各変数の分類を示す経路図
→ 自殺に影響が強い変数の検出

【課題番号：2-3】

勤労者を含む地域の自殺未遂者等支援のための
保健医療福祉サービスの充実に関する研究
研究代表者：伊藤 弘人（労働者健康安全機構）
研究期間：令和元年度
政策提言（概要）
および政策の目的：
「自殺未遂者等支援拠点医療機関整備事業」が平成 30 年度から開始され、
（１） 地域の医療機関と
保健・医療・福祉・消防・警察等の関係者間のネットワークの構築をめざす「自殺未遂者支援連携
協議会」の開催、（２）医療従事者や行政機関等を対象とした研修会の開催、および（３）自
殺未遂者支援コーディネーターの配置を要件とされている。本整備事業を発展させ、我が国に
おけるフリーアクセス制度の下で位置づけの難しい自殺未遂者等への「適切な支援の継続」に
つなげるプログラムへの強化を目指すことが、本政策の目的である。
提案内容：
自殺未遂者等への「適切な支援の継続」につなげる自殺未遂者等支援拠点医療機関でのプログラ
ムには、
（１）精神科医療サービス、
（２）保健・福祉等サービス、および（３） 自治体組織の観点か
らそれぞれ求められる要素が必要である。（１）自殺未遂者等支援拠点医療機関の多くは、救命
救急センターを有する地域に基幹医療機関の精神科部門である。この精神科医療部門は、院内他科
との連携、診療した自殺未遂者の地域医療機関への紹介、再発予防に関する支援が求められる。
（２）自殺未遂者等支援拠点医療機関から地域の保健・福祉等のサービスの関係者とのネット
ワークを構築することは、日ごろの診療活動に加え、コーディネーターを活用した地域の保
健・福祉等のサービスとの連携の積極的な強化が必 要である。（３）自殺未遂者等支援拠点医
療機関、日ごろなじみのない消防や警察などの自治体組織に対して、意識的に意見交換の場を提
供し、また自治体組織の関連会合等に積極的に参画することが求められる。
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精神医療サービスにおける
自殺未遂者支援の必須要素
• 政策提言

• 精神保健医療福祉、特に精神医療サービスにおいて自殺未遂
者への「適切な支援の継続」に必要な政策的要素
1. 院内外連携・再発予防
2. 地域保健・福祉等サービスとの連携強化
3. 自治体関連組織との連携強化・積極的参画
連携の強化
積極的参画

自治体関連組織
（消防・警察など）

「入口」の充実（医療）
• かかりつけ医の資質
向上に関する施策
• 診療報酬（平成20年～）
• 自殺未遂者等支援
拠点医療機関整備
事業（平成30年度）

地域における保健・福祉等
自殺未遂者等支援
拠点医療機関
連携強化：院内他科、地
域医療機関、再発予防

連携の強化

「適切な支援の継続」（出口）に必要な政策的要素

自殺未遂者等支援
拠点医療機関
に求められる要素
↓
インセンティブの付与
↓
自殺未遂者支援継続
↓
自殺未遂者数減少

【課題番号：2-4】

ICT を活用した地域自殺対策の強化に関する研究
研究代表者：伊藤 次郎（特定非営利活動法人 OVA ）
研究期間：令和元年度

政策提言（概要）
：ICT を活用した地域自殺対策の普及
政策の目的：
自殺のリスクのある若年層は、「死にたい」と SNS 上に書き込んだり、検索エンジンで自殺
方法等を検索したりする傾向もあると言われている。若年層にとってこれらは生きるための行
為であるが、具体的な自殺方法のような有害情報に晒されたり、2017 年に座間市で発生したよ
うな凄惨な事件に巻き込まれたりする危険がある。その対策として「ICT を活用したアウトリ
ーチ」、すなわちインターネット上に適切な相談窓口を表示して相談につなげる取り組みが必要
である。
ICT を活用して若年層に相談窓口の存在を伝えても、相談方法が電話や対面に限られていれば、
援助希求能力の低い若年層にとっては敷居が高く、「匿名で相談したい」「声を聞かれたくない」
「顔を見せたくない」といった若年層のニーズに応えることができない。したがって、ICT を活用
したアウトリーチには、メールやチャット、SNS 等の若年層に合った方法で相談を提供する「イ
ンターネット相談」の実施体制の整備が併せて必要不可欠である。
このように若年層の自殺対策には ICT の活用が重要であるが、その活用には地域格差が 存
在することが推定される。具体的には、インターネット上で自殺方法等を検索エンジンで調
べた際に、地域の相談機関が表示される取り組み（自殺関連語による検索連動型広告） を行っ
ている地域といない地域、あるいはメールやチャット、SNS による相談を行っている地域とい
ない地域である。その背景には、現場で ICT を活用したアウトリーチや相談支援の方法論やそ
れらの事業を計画・実施できる人材が不足し、従来のやり方から ICT を活用する方法へ適応
ができてないことが考えられる。
したがって、ICT を活用した自殺対策の実施状況についての地域格差を明らかにし、ICT を
活用したアウトリーチのガイドラインやインターネット相談の手引き、厚生労働省による
「自殺対策におけるSNS 相談事業ガイドライン」等の周知・普及し、「地域自殺対策における
ICT の活用に関する研修会」の開催によって、地域格差の是正に取り組むことが重要である。
全国の自治体が ICT を活用したアウトリーチ策・相談体制を確立し、自殺ハイリスクの若年層
に対しあまねく支援が届くようにすることが望ましい。
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提案内容：
ICT を活用したアウトリーチ及び相談事業を行う体制を全国的に整備する。第一に、全都道
府県がそれぞれ自殺関連語による検索連動型広告を活用して、若年層へ向けて相談窓口を案内
できるよう整備する。（検索連動型広告は任意の地域に限定して掲載することが可能である）
第二に、ICT を活用した相談事業を、10～39 歳以下の人口が 20 万人以上※の地域や、「地域
自殺実態プロファイル」において若年層が重点施策になっている地域で実施することを推奨する。
以上の体制の構築を支援・促進するためには、ICT を活用したアウトリーチ及び相談事業の各
都道府県の実施状況等に関する調査を行い、地域格差を明らかにした上で、「地域自殺対策に
おけるICT の活用に関する研修会」を全国的に開催する必要がある。
※

NPO 法人 OVA が東京都足立区から委託を受けて実施したインターネット・ゲートキー

パーの相談者数から推定した。足立区は全年代の総人口が約 69 万人、10～39 歳以下の総
人口が約 23 万人である。ICT によるアウトリーチと相談事業を 1 年間（2018 年度）実施
した結果、相談者108 名のうち 10～30 代の相談者 79 人が継続的な相談につながった。した
がって、10～39 歳以下の人口が約 20 万人以上の地域であれば、年間で 100 人弱にアウト
リーチして支援につなげることが可能であると推定できる。
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ICTを活用した地域自殺対策の強化に関する研究（NPO法人OVA）

ICTを活用した地域自殺対策の普及
自殺対策の対象
「死にたい」「自殺方法」等の検索、SNS等への書き込みをする、自殺リスクを抱えた若年層

現状

解決策

課題

提言

若年層への支援不足

ICTの活用

地域格差の存在

地域格差是正のための取り組み

有害情報への
曝露
事件に巻き込
まれる危険

❶ICTを活用したアウトリーチ

従来の相談
方法と若者
のニーズと
の不一致

❷ICTを活用した相談

❶ICT活用に関する実施状況
の調査の実施

検索連動型広告やSNS上での
相談窓口の案内

メール、チャット、SNSに
よる相談体制の構築

❷全ての都道府県における
自殺関連用語の
検索連動型広告の実施
実施している地域と
実施できていない地域

❸ICT活用に関する研修会
の実施

【課題番号：3-1】

高齢者ボランティアと協働するソーシャル・キャピタル
強化による自殺対策の推進に向けた研究
研究代表者：藤原

佳典（東京都健康長寿医療センター研究所）

研究期間：令和元年度

政策提言及び内容：
絵本の読み聞かせを実践する高齢者ボランティアおよび保健師等自治体職員と協働し改訂版 SOS
の出し方教育プログラム（講義＋読み聞かせで構成）を開発・実施・検証した。
本研究の政策的到達点は地域人材として、高齢者ボランティアが活躍することにより自殺対策とソ
ーシャル・キャピタル醸成の好循環をもたらす地域システムを構築するものである。
政策実装上、重要な点として本プログラムが(1)横展開（地域）および(2)縦展開（小学生・中学生・
高校生）が可能であることが挙げられる。また、(3)横展開・縦展開に伴い、多様なステークホルダー
の関与による広義の地域包括ケアシステムのモデルを政策提言できる。
(1) 横展開について、本プログラムの講義の部分については、パワーポイントを併用して、保健師等の

自治体職員が進行することができるよう基本的なシナリオも付属してパッケージ化されている。従っ
て、地域や職員の特性に関わらず、標準化された授業が可能である。
読み聞かせ部分については、前半の講義と連動する形で、生徒の自己効力感を高めることと、自分の
周囲のソーシャルサポート・ネットワークを認識できるような推薦絵本のリストを既に、作成している。
これらの絵本は、全て地域の図書館で借用可能である。
地域のシニアボランティアについては、複数の方法により、導入することができる。
（A）近年、読み聞かせボランティアはシニア世代の社会参加・貢献活動としても一般的であり、対
象とする中学校の近隣の小学校・児童館や保育園・幼稚園を訪問する読み聞かせシニアボランティア
グループは散見される。これらの現ボランティアは読み聞かせについての基本的な知識と技術を兼ね備
えている。現ボランティアに対して、保健師等の担当職員が、中高生を対象に読み聞かせを行う際の留
意点や本プログラムの意義、目的、実施方法を教示する。加えて、ゲートキーパー研修の受講を勧奨
することで実装可能である。
（B）近隣に本プログラムを協働できる現ボランティアが見当たらない場
合には、新たにボランティアを養成することも可能である。読み聞かせボランティアの募集方法と
しては、(a) 地縁団体(民生・児童委員や青少年委員、町会自治会関係者等)をはじめ、(b)近隣の小学
校・児童館や保育園・幼稚園において様々な教育支援や安全・見守り活動に従事する学校ボランティ
アを対象とする場合や、(c)保健センターや地域包括支援センター等の保健福祉担当部署が養成・支援
する、ゲートキーパー受講者、保健推進員や健康・介護予防サポーター等の人材に呼びかける場合があ
る。上記(a)(b)(c)いずれのルートであれ、本プログラムの主旨を熟知した読み聞かせについての基本的
な知識と技術を習得してもらう必要がある。
その際には、シニアボランティアが学校や保健福祉部署と相互に負担なく継続的・効率的に協働で
きる関係をつくるためには自立・自律したボランティアグループとして活動することが重要である。
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そのためには、原則として、2 時間/時限×12 時限のボランティア養成講座を受講することを推奨す
る。これまでの当研究チームの経験と実績により、絵本の読み聞かせボランティア養成プログラム
が生涯学習を通した認知症・介護予防効果を認めることが明らかになっている。本研究における協力
自治体の府中市や北秋田市をはじめ、既に同養成講座を当研究チームに委託・共同した自治体は計
17 件にのぼる。こうした効果を期待する自治体においては、一般介護予防予算による高齢者支援部
署の認知症・介護予防講座、もしくは、シニア世代向けの生涯学習・社会教育講座として講座を企画
することは十分想定される。しかし、予算等の制約のため計 12 時限の講座を企画することが困難な
場合には、OJT(On the Job Training)を併用することにより短縮は可能である。 尚、各講座あたり
15~25 人程度のシニアボランティアの養成は見込める。
(2) 縦展開については、本プログラムの講義の部分については、中学校 1~3 年生に対して実証済み

であり、講義中に用いる用語や問いかけ内容等を多少調整することにより小学生から高校生へ、適応
可能である。読み聞かせ部分についても、推薦絵本は小学生から中高校生まで適用できる。
(3) 自殺対策を共通テーマとして、①子ども・若者の学校現場への介入と言う点では教育部門、②保

健センターの行政保健師等による本プログラムの講義部分の実践および本プログラム全体のコー
ディネート、更には、保健推進員や健康サポーター等のシニアボランティア候補の人材紹介と言う点
では保健部門、また、③地域包括支援センターや高齢支援部門によるシニアボランティアの育成や活
動継続に向けての後方支援、さらに、④民生・児童委員や青少年委員、町会自治会関係者等のシニア
ボランティア候補の人材紹介と言う点では地域振興・民生部門との連携も想定される。また、こうし
た連携体制を構築・推進するためには、既存の地域ケア会議、生活支援協議体を利活用できる。
以上より、地域の多様なステークホルダーの連携による広義の地域包括ケアシステムのモデルを提
示できる。
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高齢者ボランティアと協働するソーシャル・キャピタル強化による自殺対策の推進に向けた研究
研究内容

絵本の読み聞かせを実践する高齢者ボランティアおよび保健師等自治体職員と協働し
改訂版SOSの出し方教育プログラム（講義＋読み聞かせで構成）を開発・実施・検証した

研究成果

改訂版SOSの出し方教育プログラムにより生徒の相談意欲とコーピング得点が向上した

成果物

政策提言

①命・つながりを題材とした推奨絵本リスト、②改訂版SOSの出し方教育プログラム
地域人材として高齢者ボランティアが活躍することにより自殺対策とソーシャル・キャピタ
ル醸成の好循環をもたらす。本プログラムは横展開（地域）および縦展開（小学生・中学
生・高校生）が可能であり、自殺対策における教育部門と保健部門と福祉部門と地域の多
様なステークホルダーの連携による広義の地域包括ケアシステムのモデルを提示できる

自殺対策における高齢者ボランティアと協働する地域包括ケアシステムのモデル

保健部門
福祉部門

高齢者ボランティア

地域の多様なステークホルダー

改訂版SOSの出し方
教育プログラム

教育部門

【課題番号：3-2】

自殺対策と連動した死因究明と法医学研究
～他殺後自殺（無理心中）と子どもの死及び遺族対応に焦点を当てて～
研究代表者：岩瀬 博太郎（千葉大学 大学院医学研究院法医学教室）
研究期間：令和元年度
１．研究の内容
① 海外の法医学に基づく死因究明施設を視察し、主に死亡調査に関して得られた情報が自殺を含
めた外因死の被害拡大や再発の防止にどう連動しているかを調査した。同時に、自殺、他殺、事故で
亡くなった方のご遺族に対してどう対応しているか、調査した。
② 千葉県で扱った過去 5 年間（平成 24 年～28 年）で死亡した 20 歳未満の死亡票、死亡個票を、
千葉県の委託のもとに集計分析し（チャイルド・デス・レビュー、以下 CDR とする）
、その結果が
外因死の再発防止にどう役立つかを考察した。また、千葉大学法医学教室が主催する千葉 CDR 研究
会の議論も研究対象とした。
③ それらに加え文献検索を踏まえ、千葉大法医学で得られた解剖情報を用い、他殺後自殺
（Homicide- Suicide, 以下 HS とする）について調査分析を行った。HS は狭義の虐待による死亡事例
に比肩すると言われるくらい多数に上るにも関わらず、研究や防止策の議論の乏しい分野である。
２．研究の成果
① 主に外因死の死亡調査のデータベースについて
海外の調査に結果、コロナーやメディカルエグザミナーといった死亡調査機関が独自のデータベー
スを持ち、デス・レビューや再発防止策の提案を行っている国や地域があった。発展形はコロナー制
度のオーストラリアだが、ヨーロッパ大陸型であるスウェーデンでも、法医学庁がデータの集計管理
に当たっていた。
他方、世界保健機関WHO の勧告に基づき人口動態調査の一環で作成している死亡証明書（本邦
では死亡診断書又は死体検案書）によって分析や予防にあたっている国や地域も見いだされた。特に
ドイツ・バイエルン州では、人口統計・疾病統計用や医師記録用、解剖診断用など複数の目的を想定
した書式を作成するなど、より詳細な死亡調査情報をデータベース化していた。
② 千葉県のCDR
平成 24 年～28 年の死亡票、合計 1307 例について集計分析を行った。死亡票・死亡個票の分析を手
掛けたことそのものに意義があり、千葉県下での子どもの死亡の実相をおおづかみにすることができ
た。しかし、そこにはいくつかの限界も感じられた。一つは、主に警察が聴取している環境周辺調査
に関する情報が死亡個票・死亡票に反映されないため、死亡に至る全容を把握することが困難な点で
ある。第二に、解剖が実施されない場合、多くは警察嘱託医によって検案が行われるのだが、検案医
の法医学的知識や死体検案書上の死因の記載法などに個人差があり、医学的な死亡診断の精度に対す
る疑念を持った。第三に、解剖事例であっても臨床医との情報共有が乏しいため、ある個人の死亡状
況の全体的把握が困難であった。
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そうした点を改善する試みのひとつが、千葉大法医学が主催する千葉 CDR 研究会であり、ここで
は、法医学医師、臨床医、児童相談所などの行政、検察官や警察官、法律家などが集まり、症例研究
を中心に情報共有をしており、すでに 12 回開催している。本年 6 月に成立した死因究明等推進基
本法においても、法医と臨床の情報共有が規定されるなど、今後行政の枠組みができればさらに進展が
期待できる。
③ HS（他殺後自殺）
HS は被疑者死亡事例ではあり、結果裁判が行われることもなく、ほとんどが公にその経緯等の
詳細が公開されることもないが、HS の家族、地域、社会に及ぼす影響は測り知れない。
海外では配偶者やパートナー間が多いのに対し、今回実施した調査では未成年及び成人の子どもを
含む親子間が最多で、配偶者やパートナー間はその次に多いものであった。また今回調査では成人以
降では被害者の 8 割を女性が占め、認知症を含めた精神疾患を有する人が 4 割確認されており、成人
における HS 被害者のリスクファクターである可能性がある。そして、HS 当事者はほとんどが親族
間であり、類型としては親が未成年の子を殺害し自殺するもの、高齢の親子やパートナー等があっ
た。一方、HS の一形態として家族外の人を含む大量殺人-自殺（Mass Murder Suicide)と呼ばれるもの
もあり、特に米国などでは大きな問題となっていると同時に本邦でもこのような事案は皆無ではない
ため、予防のための検証がなされる必要がある。
④ 遺族対応
オーストラリア・ビクトリア州や米国ニューメキシコ州において、死亡調査や解剖に際しての説明
等に関して経験豊富な看護師や心理専門家が遺族のニーズにあわせた支援を提供する等の役割を
担っていることが明らかになった。自他殺、事故といった異状死事案では、遺族は突然の身近な人の
死亡という不幸に加えて各種調査や法的手続き、社会生活の変化を余儀なくされ、子どもを含めた遺
族の心身の影響は多大であり、自殺予防の観点からも異状死事案発生において遺族が一様に利用可能
な支援体制の構築が望まれる。
３．政策提言
本年 6 月に死因究明等推進基本法が成立し、来年（令和 2 年）4 月に施行される。その法律に基
づいて死因究明等推進本部が設置されるので、この提言の多くはそこで公式に検討され実施される
べきである。
① 異状死事案に関するデータベース
i) 死亡診断書（死体検案書）の様式の改善
死亡診断書（死体検案書）で得られた情報が、異状死事案の再発防止に資するよう、書式の変更
を検討する。外因死の追加事項の自由記述欄を大きくし、あるいは選択式で、死亡者の生活状況、既
知の自殺のリスクファクターの有無を簡潔に把握できる形式にするなど、自殺等に至る状況の記載等
ができるよう促す。（厚労省医政局医事課等にて検討）
ii) 異状死データベースの作成
長期的には警察医等による検案や司法解剖、行政解剖、調査法解剖等の解剖情報を集めた異状死
のデータベースの構築を目指すが、当面は解剖情報に限って作成する。各地の死亡調査機関から情報
を収集し管理する体制を構築する。刑事訴訟法で原則禁止されている司法解剖の情報開示やアクセス
権の重層化などの課題もあるので、死因究明等推進本部で検討し、その後予算化する。
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② デス・レビュー及び勧告の機関
将来的には、避けられる死と思われる死亡事案を調査し再発防止策を策定する機関を設立するとと
もに、その機関に勧告権限を付与し、勧告された対象の機関に回答義務を課すことを検討する。
③ 子どもの死
特に子どもの死については、成育基本法及び死因究明等推進基本法の主旨に沿って、上記を踏ま
え実効性のあるレビューを実施するよう、政府において検討する。
④ HS 対策
i) 第一に、政府の主導の下、HS の国内定義を明確にし、全国的に統一された基準で調査がなさ
れ、HS 発生のデータを収集し、発生動向を確認する。
ii) 加害者（自殺者）側の精神障害等の関与がメディア等で言及されているが、実際これらの正確な
情報に関する研究や検証に乏しく、複数名子どもが殺害される等の極めて重篤な結果にいたるものも
散見されており、メンタルヘルス上の状況や受診や処方、薬物摂取状況など精神科専門的見地を含め
た評価がなされることが必要である。
iii) 高齢者の親子またはきょうだいの HS も散見されるが、そうした社会環境的にリスクのある家
庭に対し相談や支援が実施されるような体制を構築する。
⑤ 遺族対応
政府において遺族対応のためのプログラムを策定し、警察あるいは大学の法医学教室や監察医務
院等の死亡調査機関に、訓練を受けた看護師やソーシャルワーカーといった専門家をコーディネータ
ーとして配置する。
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自殺対策と連動した死因究明と法医学研究
～他殺後自殺（無理心中）と子どもの死及び遺族対応に焦点を当てて～
領域3-2

研究代表者 千葉大学・東京大学 岩瀬博太郎

研究内容

研究の成果

海外の死因究明施設の
視察（データなど）
外因死の
データベース

死体検案書の
様式の改善、
及び解剖情報
のデータベー
スの作成。

豪州・ビクトリ
ア州や米国・
ニューメキシコ
州では、死亡調
査等の現場で看
護師や心理学の
専門家らが遺族
への説明、対応
に当たっていた。
を

デス・レビュー
の実施による再
発防止策の策定
と勧告発出機関
の設立。

他殺後自殺（HS）の
調査・分析
HS

千葉県のCDR

遺族対応

死亡調査機関が独自
のデータベースを持
つ国や地域（豪州や
スウェーデン等）、
死亡証明書による国
や地域（ドイツバイ
エルン州等）があっ
た。

政策提言

千葉県のチャイルド・
デス・レビュー（CDR）
子どもの死亡の実相
をおおづかみにした。
同時に、環境情報が
反映されにくいなど
の限界を認識した。
千葉大でも法医、臨
床医、行政、検察等
とのCDRを実施（今
までに計12回）した。

遺族対応のた
めのプログラ
ムの策定、警
察や死亡調査
機関への専門
家の配備。

海外ではパートナー間が
多いのに対し本邦では親
子間が多く、近年では親
と未成年の子ども同様に
高齢者同士の事案もあり、
女性や精神疾患を有する
人がHS被害者となりやす
い可能性がある。家族外
で起きるHSも大きな問題。

成育基本法、死
因究明等基本法
に基づく子ども
の死に係る有効
なレビューの
実施。

HS発生動向の確
認。加害者の精
神医学的評価を
含めた情報収集。
ハイリスク家庭
の見守り支援。

【課題番号：3-3】

若年層の自殺予防における SNS 相談の役割を踏まえた
SNS 相談の効果的運営
研究代表者：髙橋 義明（公益財団法人中曽根康弘世界平和研究所）
研究期間： 令和元年度

政策提言（概要）
：
SNS 自殺相談が開始されて 1 年超となる中、その効果的運営が求められている。本研究ではデータに基
づく政策立案の一環として、自殺未遂者のうち、SNS 相談などの相談者が一部にとどまる理由、相談者の
自殺予防効果を明らかにするためのエビデンスを提供する。
政策の目的：
平成 30 年 3 月から厚生労働省において SNS 相談の支援が始められた。その結果、20 代についてみると、
平成 30 年 3 月に 2,760 件、平成 30 年度に 8,570 件の相談が寄せられている。一方、日本財団の推計による
と、20 代の年間自殺未遂者数は 15.1 万人～23.4 万人とされている。つまり、未遂者の一部（4〜6%）しか
SNS 相談には来ていないことになる。そこでなぜ一部にとどまるのか、また相談に来た者は自殺予防に結
びついているのかを明らかにすることが不可欠になっている。本研究により SNS 相談の効果的運営に寄与
することを目的とする。

提案内容：
自殺念慮の有無には様々な要因が複雑に作用するため、全ての要因を勘案することは不可能である。本
研究で実施する同一対象者に対する追跡調査によって他者への援助希求意識・行動といった重要な要因が自
殺念慮・未遂に与える影響を因果関係として検証することができる。具体的にはデータ解析などによって以
下の３点を明らかする。
１）10 代後半〜20 代の援助希求意識・意図の特徴（30, 40 代との対比）
２）援助希求意識・意図がインターネット・SNS における援助希求行動に与える影響
３）インターネット・SNS における援助希求行動が自殺念慮・未遂を抑制する効果
以上を踏まえて、SNS 相談の効果的運営のための政策提言をまとめる。
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政策提言：若年層の自殺予防におけるSNS相談の役割
を踏まえたSNS相談の効果的運営
＜20代＞
年間自殺未遂者15.1万人～23.4万人
（日本財団2016）
SNS相談件数8,570人
（厚生労働省2019）
自殺予防におけるSNS相談の役割
を踏まえたSNS相談の効果的運営

相談者は自殺未遂者の
4～6％
ごく一部

本年度研究

①なぜ一部？
②相談者は念慮消滅？
1

【課題番号：3-4】

自殺ハイリスク群の早期特定に向けた
幼少期の逆境体験に関するスクリーニングツールの開発
研究代表者：藤原 武男（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科）
研究期間：令和元年度

政策提言（概要）：
自 殺 と 強 く 関 係 す る リ ス ク 要 因 で あ る 幼 少 期 の 逆 境 体 験 （ Adverse Childhood Experiences:
ACEs）を把握するスクリーニングツールを開発し、妊婦健診および学校での活用を通して、自殺ハ
イリスク群の特定に活用する。
政策の目的：
親からの虐待や親の死などの幼少期の逆境体験（ACEs）は、自殺と強く関係するリスク要因であ
ることが明らかにされている。この研究結果をもとに、幅広い集団に対して実施することのできる
ACEs のスクリーニングツールを開発することを目的とする。開発された ACEs のすクリニーングツ
ールを用いることで、自治体のほぼすべての妊婦が受診する妊婦健診、すべての子どもが在籍する学
校で、自殺ハイリスク群の特定につながる。
提案内容：
ACEs は子どもの頃（18 歳まで）に経験した逆境体験を指し、国内の研究では 8 項目（①親が亡く
なった、②親が離婚した、③親が精神病を患っていた、④父親が母親に暴力を振るっていた、⑤親にひ
どく殴られてケガをした、⑥食事や着替えなど、必要な世話にしてもらえなかった、⑦親から傷つくこと
を言われたり侮辱されたりした、⑧経済的に苦しかった）を用いて評価されている。先行研究では、妊
婦健診のアンケートで ACEs に関する8 項目について母親に尋ね、ACEs の数が多いほど自殺リスク
が高いことが明らかになっている。先行研究の結果から、妊婦健診などで使用できる ACEs のスクリー
ニングツール、学校に在籍する子どもを対象に使用できる ACEs のスクリーニングツールを開発する。
また、ACEs

のスクリーニングツールをそれぞれの現場での使用方法に関するガイドラインも作成

する。ACEs のスクリーニングツールの開発によって、妊婦健診や学校でより多くの集団を対象に、
早い段階で自殺ハイリスク群の特定が可能になる。
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政策提言：自殺ハイリスク群の早期特定に向けた幼少期の逆境体験に関するスクリーニングツールの開発
自殺と強く関係するリスク因子
幼少期の逆境体験

ACEsスクリーニングツール（成人用・子ども用）の開発

Adverse Childhood Experiences (ACEs)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

親の死
親の離婚
親の精神疾患
父から母への暴力
親からの身体的虐待
親からのネグレクト
親からの心理的虐待
経済困難

(1) 各対象に適した質問項目の作成
(2) 各対象向けの実施ガイドラインの作成
あなたが子どもの頃、経験したことがあるものすべてに○をしてください。
① 親が亡くなった
② 親が離婚した

…

自殺ハイリスク群の
早期発見へ

成人用ACEsスクリーニングツールの質問項目例

成人用スクリーニング
ツールの活用

子ども用スクリーニング
ツールの活用

自治体のほぼすべての妊婦を
対象とした

学校に在籍する子どもを
対象とした

妊婦健診

学校健診や学校内アンケート

スクリーニングが実施できる機会

