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Ⅱ．成果の概要（総括研究報告）
自殺未遂者に対する効果的な自殺再企図防止方略を、普及・制度化し、社会実装することを目的に 3
か年間の研究計画を策定し、初年度の研究を実施した。具体的には、報告者らが、2005 年より実施
した「自殺対策のための戦略研究・ACTION-J」
（以後、ACTION-J）を通じて、ケース・マネージメン
ト介入による自殺未遂者の自殺再企図防止方略を高いエビデンス・レベルで明らかにしたことから
（Kawanishi et al., Lancet Psychiatry, 2014）
、この介入方略を軸に、自殺未遂者支援モデルを
社会実装化することを目指した。そのために、研究開始に際して以下の 6 つの下位研究課題と検討
課題を定めた。1）救命救急センターに搬送された自殺未遂者の自殺企図の再発防止に対する複合的
ケース・マネージメントに関する患者登録研究（コホート研究；以後、コホート研究）、2）「救急
患者精神科継続支援料」加算請求施設におけるケース・マネージメントの忠実度（フィデリティ）に
関する研究（以後、フィデリティ研究）
、3）救命救急センターに搬送された自殺未遂者の自殺再企図
の危険因子に関する研究、4）医療スタッフの自殺企図行動に関する知識と態度、学習効果に関する
研究、5）自損行為患者の家族支援に関する研究、6）自殺未遂患者のケース・マネージメントを担当
するケース・マネージャーの資格要件とその養成方法に関する研究、検討課題）救命救急センターに
搬送された自殺未遂者の自殺企図の再発防止に対する複合的ケース・マネージメントに関する医療
経済的効果。
初年度は、12 回の班会議を実施し、研究実施体制の構築と研究実務を行った。1）については、報
告者と 10 病院の研究実務者、他の研究者から成る研究班を構築し、研究計画書（和文、英文）、各種
手順書、患者登録のベースライン・データ・シートを作成した。研究計画書は、臨床試験登録を行っ
た（UMIN000024474）。各々の研究実施サイトにおける研究倫理申請を行い、承認がなされた病院
から順次患者登録が開始された（平成 29 年 3 月 31 日時点で 3 病院で開始）
。なお、研究班内には委
員会が設置され、救命救急センターに搬送された自殺未遂者の自殺企図の再発防止に対する複合的
ケース・マネージメントの実務の把握と相互学習機会の提供、実務者へのカウンセリング・サービス
の機能を持たせた。初年度に、さっそくケース・マネージメント担当者の第 1 回研修会も実施され
た。上記 2)については、研究班内にワーキング・グループを設け、フィデリティ測定のための評価
マニュアル案を作成した。上記 3）については、コホート研究において心理評価尺度を実施すること
で、患者登録後の自殺関連行動に影響を与える因子を明らかにすることを目的に副次的研究を計画
し、開始した。4）については、自殺未遂者医療に関わる医療者を対象に、学習による態度の変容を
測定するための評価尺度を用いた研究を計画し、予備的研究を開始した。5）については、患者家族
の心理的負担等を測定する評価尺度を用いた研究を計画し、予備的研究を開始した。また、6）につ
いては、ワーキング・グループを設け、検討を要する事項を抽出する作業を行った。
初年度の研究に関連して、和文での論文報告、国内外の研究報告がなされ、また、現在、コホート
研究の英文プロトコルの論文化作業を実施している。
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To achieve societal implementation of effective care for suicide attempters, the authors planned a 3-year
research project, and carried out it in the first year. The core feature of the project was based on the
ACTION-J, the strategic research project for care for suicide attempters, which first established the
evidence-based intervention method to prevent reattempting suicide of suicide attempters (Kawanishi et
al., Lancet Psychiatry, 2014).
The authors planned 6 substudies and one subject, such as, 1) a cohort study, “A registry study on
patients who are given the assertive case management for attempted suicide and other mental health
problems after admitted to hospital emergency departments in Japan “, 2) a fidelity study on the assertive
case management for attempted suicide and other mental health problems after admitted to hospital
emergency departments, 3）a study on risk factors for suicide in suicide attempters, 4) a study on
knowledge and attitude of medical staff toward suicidal behavior, 5) a study on care for families of suicide
attempters, and 6) a study on eligibility requirements and qualification for the case manager in the national
medical payment system on care for suicide attempters. And another subject is to analyze the medical
economic effects of decreasing reattempting suicide by the case management intervention.

In the first year, we called 12 meetings and implemented the studies above. A committee was
established in the present research group. For the study 1) (the cohort study) above, a study group was
established. The protocol (both Japanese and English versions), manuals, and the baseline data collection
format were made. The study protocol was registered at UMIN-CTR (UMIN000024474), and reviewed
by the institutional review board on each site. After approval of the protocol, 3 participating hospitals
started the cohort study. The cohort study has a special committee, which investigates actual conditions
od case management, provides educational opportunity, and offers counseling service for case
management. The first training workshop course was held in January, 2017.
For the study 2) above, a working group in the research group made the first draft of the quality
assessment manual for the case management. For the study 3) above, psychological variables will be
measured using the psychological assessment tools in patients who participate in the cohort study. For the
study 4) above, a pilot study which examine attitude toward suicide related behavior among medical
professionals has started. For the study 5), a pilot study which examine psychological burden of families
pd suicide attempters using some psychological assessment tools is started. For the study 6), another
working group in the research group has detected several issues to settle.
A part of the research plan was reported in the scientific conference and journals in and out of Japan.
The protocol will be submitted as a protocol study to a scientific journal.
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者として自殺・自殺関連行動に対応するための研修，北見，2017，1 月 20 日
19. 河西千秋（講演）
：自殺予防と自殺未遂者ケア．厚生労働省平成 28 年度自殺未遂者再企図防止
事業救命救急センターに搬送された自殺未遂者の自殺企図の再発防止に対する複合的ケース・
マネージメントに関する研修会、大阪，2017，1 月 26 日
：自殺未遂者のケア：多職種によるケース・マネージメント介入は自殺の再
20. 河西千秋（講演）
企図を抑止する．心の医療フォーラム in 米子，平成 28 年度第 1 回かかりつけ医心の健康対
応力向上研修会，米子，2017，2 月 4 日
：自殺未遂者ケア：多職種によるケース・マネージメント介入は自殺の再企
21. 河西千秋（講演）
図を抑止する．平成 28 年度精神保健福祉研修（後期）世田谷区・出張研修，東京，2017，3 月
17 日
22. 河西千秋（講演）
：
「病院内の自殺事故」
・「自殺学の基本について」．平成 28 年度第１回医療機
能評価機構認定患者安全推進協議会・院内自殺の予防と事後対応のための研修会，東京，
2017，3 月 10 日
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