
緊急提言

自殺・心の健康対策について

なぜ自殺者が減らないのか?心 の健康対策に関する適切なデータとは?

日 時 :2010年 4月 7日 (水)12:00～ 12:50

場 所 : 衆議院第二議員会館 第二会議室

プ 匡 ヨグ ラ ノヽ

基調報告 市民の人権擁護の会 代表世話役   南 孝次

「何故、自殺者が減らないのか?心 の健康対策の実情と課題」

40年間蓄積してきた同会の調査報告、特に個人的に 17年間、7万時間を超える調査

や活動を通し、見えてきた心の健康対策の実態や問題点、提言等を報告。改善の遅

れていた日本特有の心の健康対策の改善に尽力し、欧米と同様の自殺問題が起きる

ことも90年代初期から警鐘し、13年間かけてようやく国の施策転換に貢献。市民の

立場による実態報告。

特別発表 全国自死遺族連絡会 世話人 田中 幸子

「1000を超える自死遺族への独自調査で浮かんできた問題点」

自ら命を絶つ若者たちに関する実態報告に関して発表。独自にこの問題を追跡調査し、

自死遺族の聞き取り調査から浮かび上がってきた問題点、特に精神科受診の促進と

自殺の増加などに関連し、その実態を発表。多くある救われる命のために、実態を発

表し、具体的な自殺予防の実践を求め、遺族の代表として活動。



‥

％

1016人 の遺族の声から見えてきた自死の問題点

全国自死遺族連絡会 田中幸子

「自殺予防のための行動～ 3つのポイン ト～」

「気付き」周 りの人の悩みに気付き、耳を傾ける

「つなぎ」早めに専門家に相談するよう促す

「見守 り」温かく寄 り添いながら、じっくりと見守る

社会的要因はどこへ～

平成 21年度は自殺体策関連予算 として総額 158億円が計上 され、更に地域 自

殺体策緊急強化基金 として 100億 円が追加投入、 自殺体策基本法の下、政府

や地方 自治体が自殺体策に取 り組んで 4年になろうとしています。 しか し減る

どころか増えるばかりです。

平成 19年度 246億円、平成 20年度 225億 円が 「自殺体策」と銘打たれた数々

の事業に費や されたはずですが、目に見える成果が得 られない現状に向き合っ

てください。

現在の自殺体策は、自殺 という核心に切 り込んでいません。当面の重点施策に

なつているうつ病治療の推進も 「事故で怪我をした人に適切な治療を・・・」

に過ぎず、個人を うつ状態まで追い詰めた社会的な問題を問わずに、自殺を個

人の精神障害の問題にするのは飲酒運転を野放 しにしたまま、事故にあった被

害者の責任だけを問うようなものです。

自殺体策をうつ病治療普及キャンペーンに摩 り替えないでください。

本気でこの国の自殺を減 らす気持ちがあるなら、普通の国民をうつ状態に陥れ

る社会的要因を取 り除き、直接 自殺の元を断つ施策 と同時に、 うつ状態になっ

た後に 「つながる」精神科医療の様々な問題に目をむけてください。

早めに うつ病を発見して、早めに精神科の治療を受ければうつ病で自殺する人

は減るはずで した。現実精神科受診は増えています。国民は国の施策を信 じて

精神科を受診 しています。そしてこの 3年間で何 らかの形で治療を受けて 「治

りたい」 と頼つて、結果「自殺者は増え続けています。」真面 目に薬を飲めば

治ると本人も家族も信 じて、忘れることなく (飲むように家族 も勧め)亡 くな

つています。ほとんどの遺族は何 らかの形で医師に自死を報告 しています。

2006年 7月 「藍の会」の立ち上げから「わかち合い」や茶話会、個別相談、

電話、メール、FAX、 手紙、などで遺族の話を聴 くにつれて、なぜ精神科に行

き治療を受けてこんなにも多くの人が亡くな り、遺族のほとんどは精神科医療

に不信感 を募 らせていることを知 りました。そこで、どこの病院なのか、どれ

iら いの期間か、どれ くらいの薬なのか、を聞くことにし、2008年 1月 か ら



は全国自死遺族連絡会の活動も加わ り延べ件数 33、 000件以上の遺族の交流 と

一般市民の自殺予防の相談を受けて 3年 2ヶ 月述べ件数 6、 000件、

合計 39、 000件 の相談か ら見えた現実の一部を公開 し、今後の自殺体策に

活か してもらい、一人でも多くの国民の生きられる 「いのち」を生かして欲 し

いと願つています。

実例

1乳 がんの手術後不安を覚え、知人に勧められて精神科へ軽い 「うつ」 と診

断され薬が増え続け 1年、統合失調症 と診断され、入院・退院の繰 り返 し、

2年後マンションから飛び降 (東京 )

2 高校でいじめられ、不安になり心療内科に行き、薬が増え続けて、「うつ」

と診断 され、更に増え思考能力低下などが現れ、家の近 くの橋から飛び降

り。 (3時半頃に自宅を出たと思われる)捜索願いを出 しながら独 自の捜索

を続けて 2週間後に発見 (宮城 )

3父親の自死を体験後、眠れない 日が続き、精神科へ行き、薬が増え続 け 1

年後に 1日 40錠飲むようにな り、部屋の中の布団で寝ながら亡くな り、

検視 も行われずに自殺 と判断 (青森 )

軽い不安や眠れないなどを覚えて、軽い気持ちで精神科に行き、一言話す と 1

錠薬が増え、手足が震える症状がでると、手足の震えを押 さえる薬が処方 され

るなどが続き、精神科に行き、薬を飲めば治ると信 じ、年月 と共に、軽い 「う

つ」か ら重度の 「うつ」や、統合失調症、人格障害などと病名が多くな り、通

常の生活が困難になった り、自死に至る事例が自死者の約 7割であることを知

つてください

(1,016A)2010年 3月 31日 現在

北海道 24、 青森 79、 秋 田36.岩 手 31、 宮城 454、 山形 32、 福島 3

2、 茨城 16、 埼玉 7、 長野 25、 栃木 4、 石川 16、 新潟 6、 埼玉 7、 富山

2、 群馬 6、 千葉 9、 山梨 4、 東京 22、 静岡 3、 神奈川 10、 岐阜 10、 福

井 7、 二重 1、 愛知 13、 奈良 5、 大阪 23、 京都 8、 和歌山4,岡山 2、 兵

庫 3、 鳥取 5、 広島 16、 島根 35、 山口 18、 徳島 2、 香川 1、 愛媛 3、 佐

賀 1、 福岡 10、 長崎 1、 大分 1、 宮崎 2、 鹿児島 9、 滋賀 11、

の遺族の声です。



全国自死遺族連絡会の間き取 りによる自死の方法

*諸都合により、死体検案書に自殺 と記 されていない人も含む。
*自 死に印がつけられていて、薬による心筋梗塞 ?又は誤つて足を滑 らせた ?

人も含む (遺族が疑間を感 じている。)

総死  594名
排気ガス 26名

練炭  31名
焼死  27名
入水  37名
感電死 17名

銃   2名
刃物による失血死 3名       ・

硫化水素などの薬品 61名

大量の薬   21名
飛び降 り、飛び込み、197名

*自 宅マンション

*自 宅以外のマンション

*学校や病院などの公共施設

*橋
*山 、海などの崖

*駅 のホーム

*線 路

*沼
*海 の岩場

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
自宅マンションからの飛び降 り

72名  「全員」精神科の診療を受け、1回の服用 5錠～7錠、一日 3回 、他寝
る前に頓服、睡眠導入剤など =ロ ロ

総死、刃物、薬、などの多くも精神科の受診率が高い。

自宅、自宅近辺での自死は精神科の受診率が高い。

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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対象 と方法 :

2006年 7月 に立ち上げた自死遺族団体 「藍の会」及び 2008年 1月 から加わった 「全国

自死遺族連絡会」の活動を通 じ、繋がった遺族から直接聞き取 り調査 した。都道府県別の

対象分布は北海道 24、 青森 79、 秋田 36.岩手 31、 宮城 454、 山形 32、 福島 32、 茨城 16、

埼玉 7、 栃木 4、 群馬 6、 埼玉 7、 千葉 9、 東京 22、 神奈川 10、 山梨 4、 長野 25、 新潟 6、

富山 2、 石川 16、 福井 7、 岐阜 10、 静岡 3、 愛知 13、 二重 1、 滋賀 11、 京都 8、 大阪 23、

兵庫 3、 奈良 5、 和歌山 4、 鳥取 5、 島根 35、 岡山 2、 広島 16、 山口 18、 徳島 2、 香川 1、

愛媛 3、 佐賀 1、 福岡 10、 長崎 1、 大分 1、 宮崎 2、 鹿児島 9

分析 :

01016人中 701人 (69.0%)が 、精神科受診をしていた。 しかも、例外なく全て死亡時

に

'伸
Fi治療を継続中であつた。

・ 性別では男性が女性 よりも多く、年代別では 20～40代の自死が極めて多い。

・ 年代別の受診率に着 目すると、20代 030代で精神科受診率が極めて高い。

・ 女性は全体数が少ないものの、20～50代の精神科受診率が 100%であつた。

・ 自宅マンションからの飛び降 りによる自死者 72人 (男性 9人、女性 63人)は、全て精

神科治療を継続中であつた。

考察 :

自死 1016人の うち 20～40代の事例が大半を占める理由は、自死遺族団体へ連絡をする

人々とそ うでない人々の間に、年代毎の偏 りが存在する可能性がある。 しかし、精神科受

診率 自体も、20代で 77.6%、 30代で 76.9%と 若年成人が極めて高く、若者が■行す|で治

療を受けながらlil死 に至っている実態が明らかにされた。

抗 うつ薬などの向精神薬が衝動性を引き起こし、自死の危険性を増加 させることが知 ら

れているが、自宅マンションからの飛び降 りとい う、衝動性・突発性が疑われる自死の事

例について例外なく精神科で治療を受けて向精神薬を服用中であつたとい う点か らも、自

死行為 と向精神薬の影響について注意を払 う必要がある。

自死者が高い割合で精神科治療を継続中であったとい う実態は、精神科の早期受診が自

殺を減 らす とい う、従来の自殺対策の基本 となる考えを根底から揺るがす。なぜ治療を受

けて悪化 し、死に至っているのかについて、精ネ申科治療の実態を早急に見直す必要がある。

表 性・年代別の自死者数と精神科受診の関係

自死者数 うち精神科受診者数 精神科受診率

10代男性 31 35.5

10代女性 7 4 57.1

20代男性 213 157 73.7

20代女性 37 37 100.0

30代男性 328 246 75.0

30代女性 27 27 100.0

40代男性 225 142 63.1

40代女性 21 21 100.0

50代 男性 57 22 38.6

50代女性 100.0

60代 以上男性 29 10 34.5

60代 以上女性 30 13 43.〔

合計 1016 701 69.0
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