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高齢者自殺の危険因子には，うつ病の罹患と並び，ソーシャルサポートの不足が重視されているが，

後者の拡充を図る一次予防戦略が高齢者自殺の低減に寄与したことを示す報告は少ない．秋田県

（旧）由利町（人口6617名，65歳以上自殺死亡率［10万対］291.4；5年間平均値）では65歳以上

住民を対象として，1995年より自殺対策のためのうつ病健康教育と高齢者集団援助を主要なプログ

ラムとする一次予防戦略による介入が実施されており，そこでは，スクリーニングなどのリスク評価

は一切行われなかった．今回紹介する著者らの論文‘Community-based suicide prevention through
 

group activity for the elderly successfully reduced the high suicide rate for females’では，8年間

に及ぶ同町の地域介入について，近隣対照（人口8136名，65歳以上自殺死亡率216.5；5年間平均

値）を設定した準実験的デザインにより，プログラム実績と65歳以上自殺死亡率を指標とする効果

評価を行った．その結果，介入はヘルスプロモーション・アプローチにより展開され，評価終了時に

は介入地域の68％の区域において，高齢住民のおよそ3人に1人が何れかのプログラムに参加して

いたと推定された．介入地域の高齢女性では介入前後8年間で自殺死亡率が76％減少していたが

（65歳以上自殺死亡率比0.24，95％信頼区間0.10～0.58；修正Mantel-Haenszelχ 値10.0，p＝

0.002），介入地域の高齢男性と対照地域の高齢男女の自殺死亡率に有意な変化はみられなかった．介

入地域と秋田県全域の65歳以上女性粗自殺死亡率比の比率は0.35（95％信頼区間0.14～0.84）で

あり，介入地域の女性自殺死亡率は県域の時勢トレンドを越えた減少を示した．健康教育と集団援助

から構成された一次予防戦略による地域介入は，郡部の自殺多発地域で高い参加率を確保できた場合，

ソーシャルサポートの増大をもたらすと推察され，従来のうつ状態スクリーニングによる二次予防戦

略を含む介入と同等の自殺率低減効果を高齢女性に生じさせうるが，男性における効果は不明である．

索引用語：地域介入，高齢者，集団援助，一次予防，自殺予防

．研究の位置づけ

老年期における心理的危機の最も深刻な帰結は

自殺であるが，本邦の高齢者自殺死亡率は諸外国

に比べて高い水準で推移している．高齢者自殺の

危険因子として，うつ病などの精神障害の罹患と

並んでソーシャルサポートの不足が重視されてい

る ．また，高齢者自殺の予防に成功した最

近の報告は，地域においてうつ病管理の改善とソ
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ーシャルサポートの拡充を図る介入を実施してい

たものが多い．国外では，一般医による構造的な

うつ病管理と専門職によるケアマネジメントが高

齢者の自殺観念を減少させたとする報告 や，

社会的孤立のリスクのある高齢者に対して，電話

によるリスク評価とサポートが高齢女性の自殺を

減少させたとする報告 があり，また，国内では，

主にうつ状態スクリーニングと健康教育から成る

地域介入により，高齢男女もしくは女性のみの自

殺死亡率が減少したとする一連の報告があ

る ．以上の報告は，いずれもリスク評価と

高リスク者のサポートを主要なプログラムに位置

づけており，国際的に慣用されている自殺の予防

戦略の分類 に従うと，二次予防戦略に力点が置

かれた介入といえる．

秋田県（旧）由利町（現：由利本荘市）では，

高齢者自殺予防対策として住民のソーシャルサポ

ートの拡充をねらい，1995年から啓発・健康教

育と集団援助を主要なプログラムとした一次予防

戦略による介入が展開されており，そこではスク

リーニングなどのリスク評価は一切行われなかっ

た．自殺の一次予防戦略主体の介入による自殺死

亡率への影響を検討した報告は稀であり，同町の

介入の効果評価を行う意義は大きい．本研究では

8年間に及ぶ同町の介入について，近隣対照を設

定した準実験的デザインにより自殺死亡率を指標

とする効果評価を行った．

．研究方法および結果

A. 研究方法

1. 対象

介入地域となった秋田県（旧）由利町は，秋田

県の南西部内陸に位置する面積96.53km の47

行政区域からなる農山地であった．介入当初の

1995年には過疎・高齢化が進んでおり，また，

同町に精神科医療機関はなく，1996年に特別養

護老人ホーム，1998年に老人デイサービスセン

ターが開設された．1980年代半ばより高齢者自

殺が増加の一途をたどり，1994年には相次ぐ高

齢者自殺に住民側から危機感が表明された．これ

を受けて，1995年より高齢者自殺予防対策が事

業化され，後述する介入プログラムが実施される

こととなった．同町は，2005年3月に鳥海町を

はじめとする8市町村と合併し，新設の由利本荘

市となった．

(旧）由利町の介入前5年間の人口動態的背景

は，1990年から1994年の5年間平均人口が6816

名（男性3291名，女性3525名），同平均65歳以

上老年人口比は19.1％であり，同平均65歳以

上自殺死亡率（男性/女性）は187.4/363.4（10

万比）を示す高齢者自殺死亡率の高い地域であっ

た．自殺予防の介入対象者は同町に在住する65

歳以上の高齢者に設定された．また，対照地域を

管轄の保健所管内10市町村のうち，介入地域と

類似する社会人口動態的背景を有し，高齢者自殺

予防に特化した活動が未実施である地域に設定し

たところ，（旧）鳥海町のみが該当した〔1990年

から1994年の平均人口：8136名；同平均65歳

以上老年人口比：19.4％；同平均65歳以上自殺

死亡率（男性/女性)：209.9/221.4（10万比）〕．

2. 介入プログラム

(旧）由利町では，心の健康づくり事業，高齢

者の生きがいと健康づくり推進のための事業，老

人クラブ活動事業などを活用して，高齢者自殺予

防対策として各種のプログラムが実施された．地

域診断に基づき，利用可能な資源を活用して保健

福祉ニーズに対応するプログラムを企画するとい

う段階的方式で実践されており，その過程は他報

で詳述したとおりである ．介入期間中に実施

されたプログラムは，いずれも全高齢住民を対象

とした健康教育や集団援助に限定された一次予防

戦略に属するものであり，二次予防戦略としての

リスク評価や高リスク者のサポート，あるいは他

の予防戦略としての専門家教育や致死性手段の制

限は含まれていなかった．これらは大別すると，

以下のごとく分類された．

1）策定委員会の設置

1995年，（旧）由利町は，高齢者自殺予防対策

を推進する目的で，地域保健福祉関係者，一般開

業医，看護師，民生委員および老人クラブ代表者
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より構成された策定委員会を設置し，1996年に

は著者のうち渡邉が専門家として加わっている．

本委員会では予防対策の目標，行動計画とその実

績評価等について定期的に協議がなされ，これに

基づいて同町担当部署が主導して以下のプログラ

ムが実施された．

2）啓発・健康教育プログラム

住民を対象とした啓発・健康教育が，1995年

より全町民による大規模な集会や，1996年より

各行政区域の住民による小規模な集会で実施され

た．集会では，うつ病に関する健康教育が心理教

育的アプローチにより実施され，また，対人交流

の重要性や高齢者の生きがいに関する啓発が講演

方式で実施された．

3）高齢者集団援助プログラム

1995年より，各行政区域の高齢住民を対象と

して，主に公民館において保健師や老人クラブに

よりレクリエーションや生涯学習のプログラムが

任意参加のもとに実施された．生涯学習ではうつ

病と自殺の予防に関するテーマが含まれていた．

また，地域のボランティア活動や世代間交流活動

への参加が勧められた．

4）行政区域別心理社会調査

1996年より，抑うつ症状，生きがい，ソーシ

ャルサポートなどに関する自記式アンケートをお

よそ8割の行政区域の65歳以上住民に実施し

た ．これらの地域調査の結果を地域診断に活

用するとともに，各区域の集会で住民に伝え，ま

た，抑うつ症状アンケートの自己判定法を説明し

た．希望者には相談に応じることとした．

3. 統計学的分析

本研究の対象は2つの動的コホートから成り，

このうち，介入コホートは介入前の1987年1月

から1994年12月（ベースライン期）と介入後の

1995年1月から2002年12月（介入期）の各8

年間における（旧）由利町の65歳以上住民であ

り，また，対照コホートは同時期の（旧）鳥海町

の65歳以上住民である．介入効果は，2つの期

間の平均65歳以上自殺死亡率比（自殺死亡の発

生率比：incidence rate）を用いて，次のとおり

評価した．

1）介入前後の自殺死亡率の変化

性と年代による自殺死亡率への交絡の影響を排

除するため，年代層（65～74歳，75～84歳，85

歳以降）で調整した介入前後の65歳以上自殺死

亡率比（rate ratio）を男女別に算出した．自殺

死亡率は1％を下回ることから，同率比は相対

危険率に近似する．同率比の年代層の均一性を

Breslow-Day検定により確認し，次いで，修正

Mantel-Haenszel（M-H）法により年代層で調

整した共通率比の推定値と95％信頼区間を算出

した．

2）自殺死亡率の変化と時勢トレンドの比

介入地域の自殺死亡率の変化に対する時勢トレ

ンド効果の影響を評価するため，県域と介入地域

の65歳以上粗自殺死亡率比を比 した．各層が

2水準より成る3因子一般飽和対数線型モデルで

は，ポアソン分布を仮定して各層の第1水準のパ

ラメーターを0に固定したとき，その3因子交互

作用項は発生率比の比率（対数値）に等しい ．

これより，最尤法 によって秋田県全域と（旧）

由利町の同率比の比と95％信頼区間を算出した．

統計解析にはSPSS10.0J for Windowsを用い

た．

B. 結 果

1. 介入プログラムの過程評価

介入開始後8年間にわたる介入プログラムの年

次実績を表1に示す．策定委員会は，開始後3年

間に集中的に開催され，その後は隔年で行われた．

啓発・健康教育プログラムのうち，大規模な全町

域集会は，年1～2回実施され，行政区域別の小

規模な集会は開始後4年間のうちに全区域で実施

された．集会では，ストレス状態やうつ病のサイ

ン，ストレス対処法と相談機関の利用方法，近隣

者と相互に相談することの重要性とその方法等に

ついて，心理教育的アプローチにより説明がなさ

れた．自殺を抑止する価値観の強調は行わなかっ

た．

高齢者集団援助プログラムを実施した行政区域
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は，5カ所から32カ所に増加しており，各区域

の公民館で2～4ヶ月に1度開催されていた．参

加者は女性が多く，2000年以降には，平均する

と実施区域の高齢住民のおよそ3名に1人が，少

なくとも年1回参加していたと推定される．行政

区域別心理社会調査は，毎年，5～6カ所の異な

る行政区域で実施され，およそ50～60％回収さ

れた．これらはスクリーニングを目的とせず，地

域診断と住民啓発のみに活用された．

2. 結果評価

1）介入前後の自殺死亡率の変化

対象（旧）2町の介入前後8年間における65

歳以上自殺死亡者総数と観察人年を性・年代別に

表2に示す．介入前後の同自殺率死亡率比につい

表1 介入地域 における高齢者自殺予防活動の年次実績（1995～2002年)

介入プログラム/年 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

65歳以上人口数 1407 1500 1550 1581 1636 1692 1705 1739

策定委員会開催回数 3 2 2 0 1 0 1 0

啓発・健康教育プログラム

全域集会

実施回数 2 2 1 2 1 2 2 1

延べ参加者数 114 250 33 173 40 46 161 39

行政区域別小集会

実施区域数 0 35 0 47 0 0 0 0

延べ参加者数 0 530 0 641 0 0 0 0

高齢者集団援助プログラム

実施区域数 5 7 7 12 15 18 24 32

実施回数 10 14 18 32 73 108 140 179

延べ参加者人数 232 371 497 913 1791 2283 2433 3051

行政区域別心理社会調査

実施区域数 0 5 6 6 0 5 0 6

回答者数 0 82 110 128 0 99 0 134

介入地域は47の行政区域に分割されている．

表2 対象地域における介入前後の性・年代別65歳以上自殺率の変化

対象 年代(歳)
ベースライン期
(1987-1994年)

自殺者数 年

介入期
(1995-2002年)

自殺者数 年

Breslow-Day検定

χ 自由度 p値

修正Mantel-Haenszel検定

χ 自由度 p値

年齢調整自殺率比

推計値 95％信頼区間

男性

介入地域 65-74 6 2760 6 3250 1.46 2 0.48 0.10 1 0.76 0.79 0.18-3.52

75-84 3 1146 4 1591

85- 1 236 0 413

対照地域 65-74 5 3293 5 4205 2.78 2 0.25 ＜0.001 1 0.99 0.92 0.49-2.45

75-84 4 1462 9 1829

85- 1 252 0 416

女性

介入地域 65-74 6 3545 2 4075 0.19 2 0.91 10.0 1 0.002 0.24 0.10-0.58

75-84 9 1908 3 2667

85- 4 516 1 814

対照地域 65-74 8 4263 3 5380 1.29 2 0.53 2.39 1 0.12 0.54 0.27-1.10

75-84 8 1949 9 2910

85- 2 438 2 720
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て，いずれも年代層の均一性の仮定は棄却されな

かった．介入地域の男性では，ベースライン期と

介入期の自殺者数に変化はなく，2つの期間の同

率比が0.79であり，自殺死亡率に有意な変化が

認められなかった．一方，女性では自殺者数が大

幅に減少し，同率比は0.24（95％信頼区間：

0.10～0.58；修正M-Hχ 値＝10.0，p＝0.002）

と有意であり，介入後の自殺死亡率に76％の減

少が認められた．また，対照地域では女性の自殺

者数が減少していたものの，男女とも同率比は有

意ではなかった．

2）介入地域の自殺死亡率の変化と時勢トレン

ドの比

介入地域の65歳以上女性自殺死亡率にみられ

た有意な減少量に対する秋田県全域の時勢トレン

ド効果の影響を評価した（表3）．秋田県全域の

介入前後65歳以上女性粗自殺死亡率比は

0.76（95％信頼区間：0.68～0.85）であり，同

死亡率に34％の自然減少がみられた．これに対

して介入地域の同率比は0.25（95％信頼区間：

0.14～0.84）であり，粗死亡率でみると75％の

減少を示した．10未満の観測度数があったため，

各度数に0.5を加えて算出した結果，両者の比率

は0.35（95％信頼区間：0.14～0.84）と推計さ

れ，介入地域の減少量が県域の時勢トレンドを上

回っていた．

．研究過程上の工夫

1. 介入方法における工夫

自殺予防対策の展開にはうつ病予防を主眼とす

る医学モデル，生活問題の解決を主眼とする生活

モデル，または，心の健康増進を目指すヘルスプ

ロモーションモデルが適用できる ．

今回介入した地域には精神科医療資源がなく，

自殺の二次予防戦略を展開することが困難であっ

たものの，高齢者の保健福祉事業の実績が豊富に

あり，地域保健福祉関係者と住民のネットワーク

が緊密であった．このような地域では，ヘルスプ

ロモーションモデルによるアプローチが比 的容

易であり，これによって住民が主体的に相互支援

に参加することが期待できるため，専門家のサポ

ート資源の乏しい環境でも，ソーシャルサポート

の拡充を図ることが可能となる．今回の地域介入

では，次の展開過程にヘルスプロモーションモデ

ルの特性 が認められた．すなわち，⑴（旧）

由利町担当部署の主導のもと，委員会の設置や対

策の実施と評価が行われたこと，⑵策定委員会が

設置され，そこで目標として高齢者自殺死亡の減

少が設定されたこと，また，具体的な行動計画の

企画や立案が検討されたこと，⑶地域診断が実施

され，明らかにされたニーズに対して既存の保健

福祉事業を適用した行動計画が策定されていたこ

と，⑷地域の多くの人的資源を活用しており，住

民が相互に参加を促し，また，地域福祉関係者が

プログラムの一部を管理していたことである．

このような展開に伴い，介入地域の住民には自

殺問題を共有する傾向が増大し，福祉活動として

の声掛けや訪問に関心が高まっていた．公民館に

おける集団援助プログラムにも多くの高齢住民が

参加した．これら以外にも，介入地域の高齢住民

には介入を反映した心理行動面の変化が認められ

た ．

表3 (旧）由利町と秋田県における介入前後の65歳以上女性粗自殺率比の比

地域
ベースライン期(1987-1994年)

自殺者数 観察人年 自殺率(/10)

介入期(1995-2002年)

自殺者数 観察人年 自殺率(/10)

自殺率比

推計値 95％信頼区間

自殺率比の比

推計値 95％信頼区間

(旧)由利町 19 5969 318.3 6 7556 79.4 0.25 0.10-0.63 0.35 0.14-0.84

秋田県 596 937076 63.6 616 1270634 48.5 0.76 0.68-0.85

ポアソン分布を仮定した一般対数線型モデル分析における3因子交互作用項により推計した．

セルの度数が10未満のものがあるため，度数に0.5を加えて算出した．

χ 検定（自由度1）により推計した．
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2. 結果評価における工夫

今回の地域介入研究では自殺予防プログラムの

効果評価を行うため，準実験的デザインのもと，

真のエンドポイントである自殺死亡率を結果評価

の指標として用いた．自殺死亡率の分析に際し，

デザインと評価指標に起因する交絡に対処するた

め，以下の工夫が施された．

1）研究デザインに起因する交絡への対処

長期観察を要する地域介入研究では介入の割付

を無作為に行うことが困難であるが，その中で，

前後比 と群間比 が混在する本デザインは比

的厳密である．しかし，前後比 の大きな欠点と

して時間依存性の交絡が生じうる ．自殺死亡率

は時勢トレンドによって時代とともに変動する．

また，高自殺死亡率を示す地域では，平均値への

回帰現象のために同死亡率が再測定時に低下する

可能性がある．本研究のように，ベースラインで

既に高い自殺死亡率を示す地域で長期間観察を行

った場合，時勢トレンドと平均値への回帰現象に

よる交絡によって，自殺死亡率の変化には介入と

無関係な変動が混入している可能性が非常に高く

なる．

今回，対数線型モデル分析により，介入地域の

高齢女性自殺死亡率の低減に，県域の時勢トレン

ド効果以外の要因が寄与していたことを示すこと

ができた．また，介入地域の高齢女性自殺死亡率

に平均値への回帰現象が生じていたならば，同じ

地域の男性や近隣対照の高齢者にも回帰がみられ

るはずであるが，これらの自殺死亡率には有意な

変化が認められなかった．すなわち，観察期間中，

介入地域の高齢女性にみられた自殺死亡率の減少

には，デザインに起因する交絡要因では説明でき

ない変動が存在しており，その原因は介入プログ

ラムの実施以外には考えがたい．

2）評価指標に起因する交絡への対処

自殺死亡率は性別と年齢による交絡の影響を大

きく受ける．本邦の高齢者自殺死亡率は75歳以

降に急激に上昇する傾向があり，特に女性でこの

傾向が著しい．近年の高齢化に伴って老年人口構

成が大きく変化していることから，年余にわたる

自殺死亡率の前後比 では年代による調整が不可

欠となる．また，高齢者の自殺死亡率低減は女性

に効果が現れやすく，地域介入の効果発現に性差

が存在する．本研究では年代調整済みの性別自殺

死亡率比に基づいて結果評価を行っており，性と

年齢による交絡の影響が制御されていた．

．本論文の意義

1. 介入プログラムの効果

本研究は，啓発・健康教育と集団援助を主要な

プログラムとする自殺の一次予防戦略による地域

介入が及ぼす高齢者自殺予防効果を評価したもの

である．今回，本邦郡部の65歳以上住民を対象

として8年間の地域介入を行った結果，高齢女性

の高い自殺死亡率が76％減少していた．一方，

高齢男性の自殺者数に減少はみられなかった．高

齢者の自殺死亡率低減に成功した本邦の地域介入

では，うつ状態スクリーニングを主要なプログラ

ムとする二次予防主体の戦略によって，高い自殺

死亡率が10年間で70％前後減少していた ．

啓発・健康教育と集団援助から成る一次予防戦略

でも高い参加率が得られた場合，これと同等の効

果が高齢女性に生じることを厳密なデザインによ

り示すことができた．

2. ヘルスプロモーションモデルに沿った介入

の展開

今回の地域介入の展開過程は，多くの段階でヘ

ルスプロモーションモデルの特性を有していた．

この結果，多数の住民がプログラムに参加し，ま

た，その運営の一部を住民が担うことにみられる

ように，住民による参加の主体性に高まりがみら

れている．介入地域の高齢住民には，趣味を楽し

むことや他人に悩みを打ち明ける習慣を持つ者が

少ないこと，また，特に女性では，家族以外の者

による情緒的ソーシャルサポートが抑うつ症状と

関連が深いことが生態学的研究により指摘されて

いる ．これらの保健福祉ニーズに対して，多数

の参加者を得た集団援助プログラムはネットワー

クの形成と家族外ソーシャルサポートの増大を高
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齢住民にもたらしていたと推察され，また，啓

発・健康教育プログラムは参加や相互支援を促進

したに違いない．さらに，自記式心理アンケート

の参加者や周囲の者に，自己の心理状態を観察さ

れている感覚，すなわち，ホーソン効果が生じて

いた可能性もあり，このため，高リスク者の自殺

が抑止されていたのかもしれない．

3. 予防効果の性差

本邦で二次予防戦略主体の介入を行った先行研

究では，うつ状態スクリーニングのフォローアッ

プを専門医か一般医が担うことにより，それぞれ，

高齢男女または女性のみに自殺死亡率低減効果が

認められていた ．この効果発現の性差は，抑う

つから自殺に至る心理的過程のうち ，男性脆弱

性を有する自殺計画や自殺衝動に直接作用するプ

ログラム を有するか否かの違いによるものと説

明されている ．

今回，一次予防戦略による介入で高齢女性のみ

に予防効果が認められたが，この理由として，⑴

本プログラムはいずれも抑うつの誘発を直接抑止

する作用を有していたものの，男性脆弱性をもつ

心理的段階に直接作用するものが含まれていなか

ったこと ，⑵プログラムの参加が女性でより高

率であったこと，⑶介入地域の高齢男性に統計学

的検出力が不足していたことが考えられた．しか

しながら，介入地域の高齢男性では自殺者数が大

きいまま経過していたことから，仮に⑶の影響が

あったとしても，男性における効果は女性に比べ

て大幅に小さかったものと推察される．

．今後の研究課題および方向性

自殺の一次予防戦略による地域介入プログラム

は，二次予防に比べると大規模な対象人口でも実

施可能であり，住民にも受け入れられやすいもの

が多い．今回，一次予防戦略による介入効果が男

性まで及ぶことは確認できなかった．近年，一次

予防主体の複合的介入がより大きな規模で秋田県

の他地域 やドイツで実施され ，自殺死亡率の

低下が報告されているが，性・年代層別の評価は

行われていない．これらの研究をはじめ，一次予

防戦略による介入研究は過程評価が難しく，他地

域における追試が困難となりやすい．自殺予防の

ための地域介入研究では，前述したごとく，結果

評価に関与する交絡要因を制御することが必要で

あり，また，詳細な過程評価や追試などにより再

現性を確保することが求められる．さらに，住民

の参加状況と行動・心理的変容の関連性を検討す

ること，他の地域介入と比 することなどをとお

して，男性にまで効果を及ぼすことが可能なプロ

グラム要素を特定し，同時にプログラムの展開に

必要な地域社会資源を明らかにしていくことも求

められる．

高齢女性のみならず男性にまで自殺予防効果を

及ぼすためには，男性脆弱性を有する自殺計画や

自殺衝動に直接作用するプログラムが有用と考え

られる．一次予防戦略のうち，「自殺を抑止する

価値観」を強調する啓発はこれらに直接作用する

との考え もあり，高齢男性にまで予防効果を及

ぼすことが期待されるが，今回の介入ではこのア

プローチは実施されなかった．保健福祉の立場か

ら，これについて科学的に適正で，文化的に容認

され，かつ自殺者の尊厳を損なうことのない価値

観を具現化することが望まれる．
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