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（報告様式４）                                   

【16dk0307058h0001】 

平成 29年 5月 24日 

 

 

平 成 2 8 年 度  委 託 研 究 開 発 成 果 報 告 書 

 

 

I. 基本情報 

 

事  業  名 ：（日本語）障害者対策総合研究開発事業 

      （英 語）Research and Development Grant for Comprehensive Research for Persons  

with Disabilities 

 

研究開発課題名： （日本語）自殺の実態解明と効果的な介入プログラムの開発に関する学際的研究 

          （英 語）An interdisciplinary study on elucidation of the suicide facts and 

development of intervention program for suicide risks 

 

研究開発担当者  （日本語）国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所  

              所長 中込和幸 

所属 役職 氏名： （英 語）Kazuyuki Nakagome， 

              Director General,   

National Institute of Mental Health,  

                           National Center of Neurology and Psychiatry,  

                                             

実 施 期 間： 平成 28 年 4月 1日 ～ 平成 28年 5月 31日 

 

分担研究     （日本語）研究全体の統括 

開発課題名：   （英 語）Management and unification of the study project 

                      

分担研究     （日本語）心理学的剖検の手法を用いた自殺の実態解明に関する研究 

開発課題名：   （英 語）A study on the suicide facts using a psychological autopsy       

 

分担研究     （日本語）身体疾患罹患者における自殺の要因に関する臨床疫学的研究 

開発課題名：   （英 語）A clinical epidemiological study on suicide risks in patients with 

physical diseases         

 

分担研究     （日本語）自殺の手段・方法別から見た自殺類型に関する法医学的研究 

開発課題名：   （英 語）A forensic study on suicide-typology according to suicide methods 
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分担研究     （日本語）自殺予防行動と地域特性・ソーシャルキャピタルに関する社会疫学研究 

開発課題名：    （英 語） A socio-epidemiological study on suicide-preventive behavior and 

 social capitals       

 

分担研究     （日本語）自殺の社会・経済的要因に関する計量経済学的研究 

開発課題名：   （英 語）A study on associations between socio-economic factors and suicide    

 

分担研究     （日本語）地域における自殺未遂者に対するサーベイランスと効果的な介入プログラ

ムの開発に関する研究 

開発課題名：   （英 語）A study on community survey and intervention for suicide-attempters 

                         

研究開発分担者   （日本語）国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所  

              所長 中込和幸 

所属 役職 氏名： （英 語）Kazuyuki Nakagome， 

                           Director General,  

                           National Institute of Mental Health,  

                           National Center of Neurology and Psychiatry,                          

                                                

研究開発分担者   （日本語）国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所  

              薬物依存研究部 部長 松本俊彦 

所属 役職 氏名： （英 語）Toshihiko Matsumoto,  

                           Director, Department of Drug Dependence Research,  

                           National Institute of Mental Health,  

                           National Center of Neurology and Psychiatry 

 

研究開発分担者   （日本語）国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所  

             自殺予防総合対策センター 自殺実態分析室 研究員 山内 貴史 

所属 役職 氏名： （英 語）Takashi Yamauchi,  

                           Chief researcher, Section of Suicide Epidemiology,  

                           Center for Suicide Prevention,  

                           National Institute of Mental Health,  

                           National Center of Neurology and Psychiatry                      

 

研究開発分担者   （日本語）東京都監察医務院  院長 福永龍繁 

所属 役職 氏名： （英 語）Tatsushige Fukunaga， 

                           Director General,   

Tokyo Medical Examiner’s Office  
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研究開発分担者   （日本語）東京慈恵会医科大学 環境保健医学講座 准教授 須賀万智 

所属 役職 氏名： （英 語）Machi Suga,  

                           Associate professor,  

                           Department of Public Health,  

                           Tokyo Jikeikai Medical University 

 

研究開発分担者   （日本語）政策研究大学院大学 政策研究科 助教授 池田真介 

所属 役職 氏名： （英 語）Shinsuke Ikeda,  

                           Associate professor, Division of Policy Study 

                           National Graduate Institute for Policy Studies 

 

研究開発分担者   （日本語）帝京大学医学部附属溝口病院 精神神経科 教授 張賢徳 

所属 役職 氏名： （英 語）Yoshinori Cho,  

                           Professor, Department of Psychiatry,  

                           Mizonokuchi Hospital, Teikyo University School of Medicine 
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II. 成果の概要（総括研究報告） 
 
当初計画した 6 つの分担研究開発課題のうち、研究に着手していたのは、「心理学的剖検の手法を用い

た自殺の実態解明に関する研究」「自殺の手段・方法別から見た自殺類型に関する法医学的研究」「地域に

おける自殺未遂者に対するサーベイランスと効果的な介入プログラムの開発に関する研究」の 3 つの課

題であった。 
心理学的剖検の手法を用いた自殺の実態解明に関する研究」に関しては、心理学的剖検調査を実施しつ

つ調査票改訂に着手していた。「自殺の手段・方法別から見た自殺類型に関する法医学的研究」に関して

は、中毒死に関与した薬剤に焦点を当てた解析をしていた。「地域における自殺未遂者に対するサーベイ

ランスと効果的な介入プログラムの開発に関する研究」に関しては、地域における自殺未遂者支援体制構

築のための会議を何回か実施していた。 
しかし、予期せぬ研究者の異動や所属施設の組織改編の影響で、いずれの研究開発課題についても研究

を継続できる体制を維持できなくなり、研究課題を取り下げた。 
 
（英文） 
Of six divisional studies in our project, the following three studies had begun to be conducted: “A 
study on the suicide facts using a psychological autopsy”, “Forensic study on suicide-typology 
according to suicide methods”, “Study on community survey and intervention for suicide-
attempters”.  
 In “A study on the suicide facts using a psychological autopsy”, revision of interview form 
had been examined while continuing a psychological autopsy interview.  In “Forensic study on 
suicide-typology according to suicide methods”, associations between psychotropic drugs and 
intoxication-death had been examined.  In “Study on community survey and intervention for suicide-
attempters”, several meetings had been held for establishing community support systems for suicide 
attempters. 
 However, we decided to withdraw this study project, because we could not maintain activities 
in all the division studies due to unexpected researcher-transfer and recasting of organizations.  
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III. 成果の外部への発表 
 

（１）学会誌・雑誌等における論文一覧（国内誌   件、国際誌   件） 
 

（２）学会・シンポジウム等における口頭・ポスター発表 
 
（３）「国民との科学・技術対話社会」に対する取り組み 
 
（４）特許出願 


