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～大切な人を自殺からまもるために～

心の悩み相談窓口

各市町村の保健衛生窓口にもご相談いただけます。

～心配なことがある時は、早めにご相談ください～

　全国の自殺者は、平成１０年以降連続して3万
人を超えて推移しています。
　高知県でも年間２００人以上の方が自殺で亡
くなっています。これは交通事故による死亡者
の約4倍にもなっています。また、男性の自殺
者が女性の３倍多く、とりわけ５０歳代の働き盛
りの方が増加しています。
　人口１０万人あたりの自殺死亡率では、全国
でも高い順位で推移し、平成１６年には全国第４
位となっています。

知っていますか　高知県の自殺の現状知っていますか　高知県の自殺の現状知っていますか　高知県の自殺の現状

自殺死亡者数の年次推移（高知県）
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全国ワースト4位
（平成16年）

交通事故による
死亡者の約4倍！！

自殺：合計

自殺：男

自殺：女

交通事故

分　野 相談窓口 電話番号 所 在 地 受付時間

自殺予防 高知いのちの電話 088-824-6300
高知市愛宕町2-
4-11

毎日
（年末年始を除く）
9：00～21：00

安芸福祉保健所 0887-34-3175
安芸市矢ノ丸1-
4-36

高知市保健所
健康づくり課
こころの健康係

088-823-9114
088-823-9115

高知市塩田町18
-10

月～金
8：30～12：00
13：00～17：30

月・水～金
13：00～15：00

中央東福祉保健所 0887-53-3171 香美市土佐山田
町山田1128-1

中央西福祉保健所 0889-22-1240 高岡郡佐川町甲
1243-4

須崎福祉保健所 0889-42-1875 須崎市東古市町
6-26

幡多福祉保健所 0880-35-5979 四万十市中村山
手通19

高知県立精神保健
福祉センター 088-821-4966

【相談専用電話】
心のテレ相談 088-823-0600

高知市丸ノ内2-
4-1

〃

〃

〃

〃

〃

〃

心の健康
（精神保健福祉）



周りの人がした方がよいこと自分がした方がよいこと

周りの人が気づく変化自分が気づく変化

よく見られるうつ症状　（こんなとき「うつ病」かもしれません）

うつ病が疑われたら・・・　適切な医療と対応が必要です

うつ病とは？

自殺のサイン（自殺予防の十箇条）

自殺を打ち明けられたら……

してほしいこと してはならないこと

　自殺は、個人の自由な意思や選択の結果と思われがちですが、実際には、倒産、失業、多重債務等の経済・生活問題の
ほか病気の悩み等の健康問題、介護や看病疲れ等の家庭問題など、様々な要因が複雑に関係して心理的に追い詰めら
れた末の死と言えます。　
　また、自殺を図った人の直前の心の健康状態を見ると、大多数は、様々な悩みにより心理的に追い詰められた結果、うつ
病などの精神疾患を発症しており、その影響で正常な判断を行うことができない状態になることが明らかになっています。

　うつ病は決して特別な病気ではなく、治療によってよくなる病気です。しかし、医療機関を受診せずそのままにしておくと、
悪化したり自殺の危険性も高くなります。　早めに発見して治療を受けることが大切です。

自殺は追い込まれた末の死

　世界保健機関が、「自殺は、その多くが防ぐことのできる社会的な問題」であると明言しています。　
　心理的な悩みを引き起こす、様々な要因に対する制度・慣行の見直しや相談・支援体制の整備などの社会的な取組み
と、自殺に至る直前のうつ病等の精神疾患への適切な治療により、多くの自殺は防ぐことができます。

自殺は防ぐことができる

　自殺を図った人が、精神科医などの専門家に相談している例は少ないと言われています。　
 家族や職場の同僚など身近な人は、自殺のサインに気づいていることも多く、この気づきを自殺予防
につなげていくことが重要です。

自殺のサインを見逃さず、相談機関につなげましょう

①うつ病の症状がある
②原因不明の身体の不調が長引く　
　検査を繰り返しても明らかな異常が見当たらないのに不調が続く場合は、うつ病の可能性も考えられます
③酒量が増す
④安全や健康が保てない　
　病気の治療を中断する、何の連絡もなく失踪する、些細なことでトラブルを起こす
⑤仕事の負担が急に増える、大きな失敗をする、職を失う
⑥職場や家庭でサポートが得られない　
　職場でも家庭でも居場所がなく、問題を抱えているのに支援を得られない
⑦本人にとって価値のあるものを失う　
　家族や職・仕事上の地位といった、その人にとって特別な価値のあるものを失う
⑧重症の身体の病気にかかる
⑨自殺を口にする　
　「自殺」をほのめかしたり、はっきりと口にした場合は自殺の危険が非常に高くなっています
⑩自殺未遂におよぶ　
　緊急の危険が目前にまで迫っています。再び同じような行動に出て生命を失う危険がきわめて高いのです

　次のようなサインを数多く認める場合は、自殺の危険が迫っています。
早い段階で専門家に相談しましょう。

■真剣に耳を傾ける
■相手の立場を尊重し、誠実な態度をとる
■相手の感情を理解するように努める
■沈黙の時間にも耐える
■専門的な治療を受けるように働きかける

　■話を遮ったり、そらしたりする
　■忙しいと話を聞かない
　■質問攻めにする
　■批判的な態度をとる。世間の常識を押しつける
　■干渉的になり、あいまいな助言を与えようとする
　■過度に保護的になる
　■安易な励ましをする

うつ病の治療

服薬について

●うつ病を治療するには、うつ病に効果のある薬の服用が大切です。精神科や心療内科など専門の医療機関を受診 
　しましょう
●治療は「薬物療法」と「精神療法（カウンセリング）」が基本ですが、十分な「休養」も大切です
●治ったと思って自分の判断で治療を止めると再発する恐れがあります。慢性化し、再発の多い病気とも言われています

抗うつ薬がよく効きます｡
精神科の薬を飲むことに抵抗を感じる人もいますが、脳の機能変調を改善するには大変重要
な治療です。副作用の出る人もいますので、主治医とよく相談してください。長い服薬期間の
必要な人もいますが、根気よく治療を続けましょう。

悲しい、憂うつな気分、沈んだ気分
何事にも興味がわかず、楽しくない
疲れやすく、元気がない（だるい）
気力、意欲、集中力の低下を自覚する（おっくう）
寝つきが悪くて、朝早く目がさめる
食欲がなくなる
人に会いたくなくなる
夕方より朝方の方が気分、体調が悪い
心配事が頭から離れず、考えが堂々めぐりする
失敗や悲しみ、失望から立ち直れない
自分を責め、自分は価値がないと感じる

●専門家（医師、保健師）に相談したり医療機関を受診
　しましょう　
●ゆっくり休養することも大切です　
●薬が必要なときは、医師の指示に従って服薬しまし
　ょう　
●ひとりで抱え込まず早めに誰かに相談しましょう

●うつの症状で苦しんでいる方を受けとめ、相談にのっ
　てあげてください
●睡眠障害があったり、うつの症状が強くて日常の仕
　事、家事などが困難であれば休養と治療を勧めてく
　ださい
●福祉保健所、精神保健福祉センターや医療機関（精
　神科、心療内科、かかりつけ医）などで相談するよう
　勧めてください
　誰かが付き添って行ってください
●本人が受診を拒否した場合、信頼している家族、先輩、
　友人などから受診を勧めてもらってください　
●治療が始まったら、本人の回復ペースに配慮して、支
　援をしてください
注意
無理に外出・運動・気分転換を勧めずに、本人がその
気になった時点でこれらのことを支援してください

以前と比べて表情が暗く、元気がない
体調不良の訴え（身体の痛みや倦怠感）が多くなる
仕事や家事の能率が低下、ミスが増える
周囲との交流を避けるようになる
遅刻、早退、欠勤（欠席）が増加する
趣味やスポーツ、外出をしなくなる
飲酒量が増える 　　など
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