日本生物学的精神医学会
平成 24 年 2 月 17 日,

Version

2.0

2011 年 11 月 20 日
自殺総合対策大綱改正に向けてのレビュー報告書
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1） 平成 24 年に見込まれる自殺総合対策大綱の改定において要望する内容
○ 自殺者の多くを占める、気分障害（うつ病、双極性障害）、統合失調症、ア
ルコール依存、パーソナリティ障害に関する生物学的な病因・病態解明をいっ
そう推し進める。その結果、これら精神疾患並びにその中で自殺危険率の高い
症例を早期発見するための生物学的指標を同定し、臨床応用実現化を図る。同
定された指標にもとづいて早期介入をはかるとともに、危機的な状態であって
も適切な介入をするための薬物・心理社会的治療戦略に関するエビデンスを蓄
積する。
○ 医学教育、医師初期研修において、従来のように自殺に関する知識を伝授す
るだけでなく、精神医学教育の見直しのなかで、一般身体疾患患者の自殺ハイ
リスク群の背景の理解（アルコール問題やパーソナリティ障害などとの関連等）
や、コンサルテーション・リエゾン活動のなかでの精神科との連携を経験する
など、より実践的教育の必要性を明確化する。
○ 精神医療において、自殺ハイリスク症例の対応は、各症例の個別性が高く、
それ相当の時間や処置が必要である。しかし、それに対し、1)いわゆる精神科
特例などを背景に精神科医の不足に起因して対応が不十分な場合も多く、2)
自殺ハイリスク対応という高度な医療行為が診療報酬に十分に反映されてお
らず、3)また医療現場で関わる臨床心理士や PSW（精神保健福祉士）なども
十分に配置されていない医療機関も多い。以上を鑑みて、精神医療体制の医療
経済的な見直しにより、より精神医療関係者が個々のハイリスク群への対応に
専念できる体制作りが必要である。

○ 一般医療従事者における、精神医療に対する適切な認識を促すことにより、
さらにスムーズな一般医療と精神医療との連携構築を促す。平成 23 年 3 月に
おきた東日本大震災において、普段における地域精神医療の基盤の重要性や、
一般医療におけるメンタルケアーが不可欠であることが改めて認識された。し
たがって、日常生活の健康管理におけるメンタルサポートやセイフティーネッ
トの構築が急務である。
○ 一般住民において、精神疾患をもちながらも精神医療などのメンタルヘルス
サポートを受けていない場合、精神疾患とまで診断はできないがメンタルヘル
スが損なわれている場合、あるいはメンタルヘルスサポートを受けているが危
機的な状況においてはサポートが受けにくい場合が多く、それらが自殺の背景
となっていることを踏まえて、地域社会において住民が気軽に相談できたり危
機的な状況においてすぐにサポートが受けられるような地域精神保健ネット
ワークを行政・住民・専門家が共同して構築することが急務である。
2） 現在または今後、わが国で必要な科学的根拠に基づく自殺予防活動
目標 1
自殺ハイリスク群である、気分障害（うつ病、双極性障害）、統合失調症、ア
ルコール依存、パーソナリティ障害に関する生物学的な病因・病態を明確化す
る。
理論的根拠
気分障害（うつ病、双極性障害）、統合失調症、アルコール依存は，遺伝因子
と環境因子が相互作用して発症すると考えられ、その病因・病態に関する生物
学的研究が進められているが（文献1, 2, 3），未だ病因・病態は明確化されてお
らず、今後、多面的な研究が必要である。また、自殺危険率が極めて高い境界
性パーソナリティ障害なども近年、生物学的因子に関する知見が集積されつつ
ある（文献4）。精神疾患の病因・病態を解明し、病因・病態に基づいた診断法
を開発することは、早期介入においても、また妥当な予防・治療法創出におい
ても重要である。最近、自殺行動そのものに関しても、生物学的知見が集積さ
れつつあり（文献5）、末梢血液中BDNFなど（文献6）を用いたマーカーが着目

されている。また精神疾患の診断に関して、遺伝子発現解析，プロテオミクス
解析などの網羅的解析法による新たな診断マーカーを探索する研究や（文献7）、
NIRS等脳画像を用いた検討により、 各種精神疾患の鑑別や状態を数値化・視覚
化し、臨床応用へ向けた研究（文献8）が活発化している。これら診断法開発の
推進は、早期発見による自殺予防という観点から最重要課題のひとつである。
現在の政策的背景
わが国においては、精神疾患研究に携わっている研究者の数が圧倒的に不足
していること，癌対策と比較すると競争的資金の精神医学領域への研究費の少
なさ（たとえば文部科学省科学研究費テータヘースによると、がんは124.8億円
に比してうつ＋双極性障害3.3億円）であり、日本における生物学的精神医学研
究の質的・量的な層の薄さに繋がっている。大学精神医学教室に、医師以外の
研究者（PhD）を含め、研究専任のポストが乏しく、日本人によるハイインパク
トな研究の多くは、海外でなされているのが現状である。結果的に、日本発の
研究は、海外の研究の後塵を拝する結果となっている。一方で、精神疾患は人
権侵害や差別など歴史的にもさまざまな社会的問題を抱えてきた疾患であり、
死後脳研究（ブレインバンク構築など）やゲノム研究を行うことに関しては、
十分な倫理的配慮が必要である。医療分野の法・倫理学者の育成と、彼らとの
連携、および国民との対話を通した研究倫理の確立と徹底も不可欠である。
鍵となる活動領域
1） 臨床研究を実施している大学医学部の精神医学講座、国立精神・神経医療研
究センター、国立病院機構および大学付属病院精神科における研究活動支援
2） 向精神薬の臨床治験を行っている医療機関への人的支援
3） 精神疾患の病因・病態解明に関連する諸学会において研究を推進するための
基盤づくり（たとえばブレインバンクを構築するなど）に対する活動支援
4） 倫理的配慮を持ちつつ臨床研究を実施し、多様な臨床精神医学的なエビデン
スを発信することのできる人材を育成するための大学院教育の充実と大学
院生への経済的支援
今後必要な政策

1） 精神疾患の診断法・予防法・根本的治療法開発のための臨床研究推進（たと
えば大規模ゲノム研究に向けた ゲノムサンプル収集、大規模コホート研究
および臨床研究、高度な臨床試験の知識と経験を持つ治験責任医師及び CRC
の育成、精神疾患ブレインバンク構築）の総合的戦略の開始（たとえば癌対
策の半分でも数十億円規模となる）
2） 上記遂行のための、大学医学部精神医学科講座、理化学研究所、国立精神・
神経医療研究センター、国立病院機構などにおける研究拠点づくり
3） 研究遂行に従事する大学院生や研究専属スタッフの経済的支援制度
4） 研究遂行に必要となる、法的・倫理的整備（たとえば死体解剖保存法などの
運用の指針の検討など）
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目標 2
一般医療機関および地域社会における自殺予防対策能力を高める
論理的根拠

総合病院を含む一般病院および精神科病院内における自殺は、未遂・既遂を
問わず多数に及んでいることが明らかにされているが（文献 1,2）、しかしその
実態は十分に検証されていない。一方、癌などの身体疾患は、うつ病等精神疾
患の併存率が高く（文献 3）、自殺のリスクを高める（文献 4）ことが分かって
いる。癌以外でも、糖尿病や心循環系疾患等の身体疾患に関しても、1）うつ病
等精神疾患の併存率が高く、2) 精神疾患は身体疾患発症のリスクを高め、3）さ
らに精神疾患の合併が身体疾患の予後を悪化させることが確認されており（文
献 5）、一般身体医療においても、精神医学的な評価や、自殺リスクにたいする
チェックを行えるようにすべきである。さらに地域社会においては、メンタル
ヘルスサービスを充実させることにより自殺率を低下できることが示されてい
る（文献 6）。
現在の政策的背景
一般身体疾患の医療現場では、うつ病などの精神疾患は見逃されている場合
が多い。また、総合病院における精神科病床・外来は全国的に撤退・縮小傾向
にあり、身体疾患を合併した精神疾患に対して十分に対応できなくなっている
背景もある。また、看護職などのコメディカルも自殺ハイリスク症例対応の教
育や研修はほとんどなされていないのが実情である。さらに、自殺の多くは地
域社会のなかで生じているが、一般住民において、精神疾患をもちながらも精
神医療などのメンタルヘルスサポートを受けていない場合、精神疾患とまで診
断はできないがメンタルヘルスが損なわれている場合、あるいはメンタルヘル
スサポートを受けているが危機的な状況においてはサポートが受けにくい場合
が多い。自殺の多くが「自ら助けを求めることができない」という状況を背景
に生じていることを考えると、こうした地域社会の状況が自殺の予防を困難に
している。
鍵となる活動領域
1） 多くの臨床医を養成する大学附属病院・臨床研修病院における自殺予防対策
の研修啓発活動
2） 自殺企図患者に初期対応する救急部門のスタッフへの自殺ハイリスク症例
対応技能の向上
3） 一般身体疾患診療科の看護職や薬剤師に対する自殺ハイリスク認知能力の

向上
4） 大学附属病院における、医学生、初期研修医に対する精神医学教育のなかで
の自殺予防対策教育
5） 地域社会において住民が気軽に相談できたり危機的な状況においてすぐに
サポートが受けられるような地域精神保健ネットワーク
今後必要な政策
1） 総合病院、精神科病院などにおける、自殺既遂・未遂の実態を調査する。そ
のなかで、適切な予防的対処がなされなかった要因を明確化する研究を推進
する。
2） 精神科以外の一般医療場面で使用できる、自殺ハイリスク症例を評価するマ
ニュアルを開発作成し、本マニュアルに基づいた研修・講習を行い、医療者
の自殺ハイリスク症例対応技能を高める。
3） 精神科以外の診療科の病棟・外来および保健所など行政窓口における看護者、
ソーシァルワーカー、保健師等と精神科医療との連携ネットワーク構築。
4） 精神疾患をもちながらも精神医療などのメンタルヘルスサポートを受けて
いない場合、精神疾患とまで診断はできないがメンタルヘルスが損なわれて
いる場合、あるいはメンタルヘルスサポートを受けているが危機的な状況に
おいてはサポートが受けにくい場合を対象として、住民が気軽に相談できた
り危機的な状況においてすぐにサポートが受けられ、必要に応じてアウトリ
ーチサービスを受けられるような地域精神保健ネットワークを、行政・住
民・専門家が共同で構築する。
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