
自殺対策先進事例データベース 

  いのち支える自殺対策推進センター 

【事例 H29-4】愛媛県 

中予地域自殺未遂者相談支援事業 

 
【大綱の分類】     

８．自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐ 
 
【政策パッケージ分類】 
基本１．    地域におけるネットワークの強化 
基本２－４）関係者間の連携調整を担う人材の育成 
基本２－５）寄り添いながら伴走型支援を担う人材の育成 
基本４－２）自殺未遂者等への支援 

 

【事業実施年度】      2017年度～2019年度 

【事業予算】          29,550円（2018年度） 

【利 点】 

▼ 16 か所の救急医療機関と 2つの保健所の未遂者支援における連携が統一して図れる。 
▼ 2つの保健所が協力して中予地域の自殺未遂者の支援を検討できる。 

【実施に至るまで】 

救急医療機関と保健所との連携が必要な理由   

① 2012 年度より中予地域の消防署を対象に行っている「自損行為による搬送調査」で、毎年
200 件を超える自殺未遂者が搬送されている実態が明らかになった。 

② 救急搬送される自殺未遂者のうち再企図が何割かあることは救急現場でも実感していた
が、同一救急医療機関に搬送される訳ではなく、再企図者の対応に苦慮していた。 

③ 自損行為を行う背景には様々な問題が複雑に関係しており、早期介入と長期的な関わりが
必要である。 

④ 救急搬送後、消防は救急医療機関に対応を任せ、救急医療機関では短期間の入院や外来処
置のみとなる場合が多く、各機関では自殺未遂者に対し十分な介入・支援ができない。 

事業立ち上げまでの工夫  

① 初期対応から相談につなぐための体制づくりを検討する中で、医療機関が相談先の紹介を
行う際の媒体としてリーフレットを作成した。 

② 自殺未遂者支援について中予地域で取り組むこととし、中予保健所と松山市保健所の協働
で事業を実施する旨話合いの結果合意した。 

③ 救急医療機関より、自殺未遂者にどのように声かけしてよいかわからない、救急搬送され
る自殺未遂者を何とかしたいという話を聞いた。 

④ 松山市救急指定医療機関協議会において保健所長より事業説明をし、理解を得たうえで担
当者が各救急医療機関に詳細な説明に行った。 

 

【概要】自殺未遂者が保健所等の相談支援窓口とつながり、その支援を受けることで再度の自

殺企図や既遂を防ぐことを目的に、自殺未遂（自損行為）にて松山圏域二次救急医療機関等に

搬送された本人及びその家族等のうち、保健所による相談支援を希望し、かつ個人情報を保健

所に提供することに同意が得られた者を対象に相談支援を実施している。中予地域は医療圏域

は松山圏域とされており、中予保健所と松山市保健所の二つの保健所がある為、両保健所が協

力して支援体制を整えることとしている。 
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具体的な内容   

▼ 事業説明 
・救急医療機関は「中予地域自殺対策リーフレット」を対象者に手渡す。 
・救急医療機関は対象者の住所地を管轄する保健所への相談を勧める。 

▼ 保健所への連絡 
・救急医療機関は対象者から保健所への相談と個人情報の提供の同意を取る。 
・救急医療機関は相談窓口連絡票に基づいて本人及び家族等から可能な限り聞き取りを行

う。 
・救急医療機関は上記について電話により保健所に連絡する。 
・保健所は電話で聞き取った内容を相談窓口連絡票に記入する。 

▼ 相談支援 
・連絡を受けた保健所は可能な限り対象者が入院中に面接を行う。 
（事業担当及び地区担当保健師が同席あるいは市保健師と県事業担当保健師が同席するな
ど 2人体制で行う） 

・対象者がすでに退院している場合は保健師が家庭訪問等で相談支援を行う。 
・必要に応じて適切な相談支援窓口へつなぐ。 

▼ 支援終了の基準  
   ・対象者の死亡が確認された場合 

・対象者が管轄地域から転出した場合（希望により転出先へ引き継ぎを行う） 
・他の相談支援窓口へ確実に引き継ぎが行われた場合 
・対象者が自ら SOSを出せるようになり、支援する人や体制ができ、保健所での支援が終

結となった時 
※ これら基準については、毎年年度初めに松山市と打ち合わせのうえ、見直しをおこな

っている。 

【成 果】 

▼ 事業における連絡件数の増加 （2017年度 1件⇒2018年度 4件⇒2019年度 7件） 
▼ 保健所の支援継続 7件、終了 3件、支援ならず 2件（了解を得た者の連絡先不明による） 

救急医療機関の担当職員への聞き取りでは、対応の仕方が分からない、救急搬送後、外来
処置のみの場合は多忙な救急現場での介入が難しいことや、医師を含めた職員への事業の
周知及び理解が難しいなど意見があり、連絡件数の増加につながりにくい状況にある。 

▼ 相談支援により連絡のあった自殺未遂者の再企図が抑止できている。 
▼ 救急医療機関と保健所が顔の見える関係になり、救急医療機関の安心につながった。 
▼ 救急医療機関担当者の意識向上となり、院内職員の知識や意識向上が求められるようにな

った。 

【補 足】 

▼事業概要フロー図                ▼相談窓口連絡票 

  
                        

⑩自分で相談 ⑨相談支援

⑧必要に応じて連絡調整・
　事例検討等を実施

②保健所での
　相談支援を
　希望①リーフレットの

　説明
③情報提供の
　同意

⑤連絡（入院中の
　場合医療機関と
　連携）

⑥相談支援（電話
　・面接等）

④電話にて情報提供
　（相談窓口連絡票の内容
　をお知らせください）

⑦必要に応じて
　相談機関を紹介

自殺未遂者やその家族等

医療機関等

中予保健所（松山市以外の対象者）☎909-8757
松山市保健所（松山市の対象者） ☎911-1816

様々な相談機関窓口

（別紙１）

連　絡　日

入  院  日

受診方法 救急車 家人等による搬送 自分で来院

（ ふりがな ） 住　　　所

氏　　　名 （ 連絡先 ）

性　　　別 男性 女性 保険種別

生年月日 生活状況 単身 同居あり

  家族等連絡先（キーパーソン） 　家族構成（ファミリーマップ）

　　氏　名 （続柄等：　　　　）

　　住　所

　　連絡先

 【自殺企図手段】 　　１. 縊首 ２. 薬物等摂取 　３. 飛び降り ４. 飛び込み（交通機関・水）

  　５. 切創・刺創 　　６. 一酸化酸素等の吸引 　７. 焼身

 【精神科受診歴】 　　１. 現在あり ２. 過去あり   ３. なし ４. 不明

　　医療機関名 主治医名　

　　診 　断 　名

１. あり   ２. なし ３. 不明

 【現在の所在】

 【入院までの経緯】 　【配慮すべき点など】

 【入院後の経過】

 【現在の病状（身体面・精神面）】

★相談窓口連絡の説明 ： 平成　　年　　月　　日 　 本人 ・ 家族等 （　　　　）　 〔実施者： 　　　〕

☆保健所への連絡についての同意者 ： 　　本人　　・　　家族等 （　　　　　　　）

医療機関
　（　　　　　科）　主治医：　　　　

８. その他（　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 【過去の自殺企図歴】

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　　　　）

※お電話でご連絡ください

※ 松山市以外の対象者は中予保健所（089-909-8757）へ、松山市の対象者は松山市保健所（089-911-1816）へ

【 病院担当者 ：　　　　　　　　　　】 【 中予 ・ 松山市保健所担当者 ：　　　　　　　　　　】

中予地域自殺対策相談窓口連絡票（ 病院 ⇒ 中 予 ・松山市 保健所 ）

平成　　 年　　 月 　　日 （　　）

その他 （　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　１. 入院 （病棟名　　　  　　　　） 　２. 通院 （　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

平成　　 年　　 月 　　日 （　　）

T・S・H　　年　　月　　日 （　　　歳）

支援一連の流れが一目で分かるように工夫し 

事業説明等に活用している。 

保健所への連絡時、全項目の記載は必要

ないが、了解を得た人の連絡先は必須と

している。 
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▼ 自殺対策ワーキング部会作成「中予地域自殺対策リーフレット」 

救急医療機関、市町、消防、警察署に配布し、同意が得られなかった方にも相談支援先の情

報提供として活用してもらうようにしている。 

  

 

【課 題】 

▼ 救急医療機関によって内部の体制が異なり、事業への協力に影響している。 
（担当者が明確で医師の理解が得られる場合は事業の協力が得やすいが、院内で協議がで
きていない、業務が多忙な中では事業への協力が難しい状況がある。） 

▼ 意欲的な担当者をキーパーソンとして院内での啓発活動に協力していく必要がある。 
▼ 連絡会や研修会などの機会を通して関係者の更なる知識普及・意識向上を図る。 
▼ 精神科病院や消防・警察との連携にも努める。 
▼ 保健所での支援を救急医療機関にフィードバックし連携強化につなげる。 
▼ 保健所は自殺未遂者への長期的な関わりが途切れないよう確実な引継ぎを行う。 
 
 
【事業種別】  相談支援実施 
【準備期間】  約 30日 
【人  数】  6 人   
【人口規模】  1,381,761人 
【財政規模】  622,700,000,000円               
【自治体負担率】50％ 
【事業対象】  救急医療機関職員 
【支援対象】  救急医療機関に搬送された自殺未遂者本人・家族等 
【委託の有無】 無 
【実施主体・問合せ先】中予保健所健康増進課精神保健係  

TEL：089（909）8757 
                           Mail:itiyama-miho@pref.ehime.lg.jp 
              

 
【参考資料・文献】 
(ア) 渡部三郎：宇和島の自殺対策－自殺のハイリスク者への地域包括的支援－南予医学雑誌

2017，18：1～16 
(イ) バレント・W・ウォルシュ，松本俊彦（監訳）：自傷行為治療ガイド．金剛出版 

 
 

 


