
みのがさない・
^

のサイン
^

自殺の多くは、まざまオ,"'みや問題をー

抱えるうちに、心理に「自い込まれた末の死」です

気づき

あなたの身近に、悩みや問題を抱えて

つらい思いをしている人はいませんか?

一人ひとりが、身近な人の様子を気にかけ、

こころのサインに気づくことが、

いのちを守ることにつながります。

傾聴

こころの声に亘を傾けて

大切な人の命を守ろう

南風原町
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、
Lな



気づき
~見逃さないで自殺のサイノ~

「自殺はその人の意思や選択によるもので、個人の問題(選択)である」と考える人が少なくありません。

しかし実情は、さまざまな悩みを抱えて心理的に"追いこまれた末の死"である場合がほとんどです。

必ずしも自分の意思で自殺を選び、決行するわけではないのです。

大切な人や身近な人にこんな様子はありません、?
●突然泣き出したりイライラを爆発させるなど、感情が不安定になった

●性格が急に変わったように見える

●身なりに構わなくなった

●これまで関心のあったことに対して興味を失ったように見える

●職場を無断欠勤したり、行方がわからなくなったりする

●交際が減り、引きこもりがちになった

●極端に食欲がなくなり、体重が減少したように見える

●よく眠れていないようだ

●さまざまな身体的な不調を訴えている

、

^

知っておきたい

自殺予防の
10箇

/

玄聴や妄県、頭の中崇昆乱し
て考えがまとまらよくなる思考

障害、興、意欲の低下や閉じ
こもりなどがみられます。発病

を自覚できず、本人よ家族や
友人が異変に気づくケースが多
いようです。

うつ病の症状がある(気分力{ふさぐ、やる気が出なし

原因不明の身体の不調が長く続いている

酒の量が増えた

安全や健康が保てなくなった

仕事の負担が急に増えた、

大きな失敗をした、職を失った

.＼

こうした変化に加え、「死にたい」「もう自分はダメだ」と

自殺をにおわせる言葉を口にしたときは、とくに注意しましょう

自殺について
知ってください

傾聴

(出典高橋祥友「新訂増補自殺の危機」(金剛出版、2006)を一部改変)

日本の自殺者数は、平成24年は3万人を下

回りましたが、平成10年から平成23年まで、

14年連続で年問自殺者数が3万人を超えた状

況が続いています(警察庁調べ)。全体では

働き盛りの中高年の割合が高いのですが、若

者にも増えており15~34歳では自殺が死因

の第1位になっています。自殺は日本にとっ

て深刻な社会問題です。

~まずは、じっくり話を聴いてください~ d

悩みが複雑になると、本人の力だけでは解決できないことがあります。「傾聴」とは、本人の気持ちを尊

重し、言いたいことや悩みにじっくり亘を傾ける姿勢をいいます。急いで助言する必要はなく、相手のつら

い気持ちを受け止めて、「けっして一人ではない」とわかってもらうことが大切です。

職場や家庭でサポートが得られない

本人にとって価値あるものを失った

重症の身体の病気にかかった

自殺を口にする

自殺未遂をした

●受容

本人の気持ちゃ言葉を尊重し、否定せずにそのまま受け止めましょう。

善悪の評価や助言は必要ありません。

●共感

相手の立場や気持ちを共にしてみましょう。

●ひたすら本人の訴えや気持ちに亘を傾ける

聞き役に徹することが大原則です。話をそらす、訴えや気持ちを否定する、

安易に励ます、社会的な価値観・倫理観を

押し付けるといったことは控えます。

相手が黙り込んだ場合も、じっくり待ちましょう。

自殺を選んでしまつた人には、
どんな悩みがあったのでしょうか

学校問題15%11^その他53%
男女問題3.4%

勤務問題8β% ・^

家庭問題

143%

ι二

経>・生活問題

16.3

話を聞いたら、「大変でしたね」「よくやって

こられましたね」とねぎらいの気持ちを言葉に

して伝えましょう。また、必要に応じて専門の

相談機関などにつなぎましょう。

^

^

健康問題

50β%

、ー

、、

自殺とこころの病気の関係

自殺の原因動機

(内閣府察庁「平成26年中に

おける自殺の状況」)

~自殺にはにころの健康問題」が
関連するケースが多くみられます

自殺の原因・動機の大部分を占める健康

問題の中には、うつ病やアルコール依存症

などの「こころの健康問題」が関連する

ケースが多くみられます。

右記の精神疾患には、有効な治療法が確

立しています。医療機関を受診し、適切な

治療を受けることが大切です。

ノルコール
依存症

フ

、、ーノ

「これではいけない」とわ力っ
ていても、なかなか飲酒習慣が
断ち切れず、セルフコントロー
ルカきかなくなり身体、精神、
対人関係に問題が出てくる病気
てす。背後にうつ病が潜んでい
ることも多く、あわせてチエッ

クが必要です。

グ、

P

タ す

うつ分やライラ感がい

つまでも,いてなかなか回復せ
ず、日常生活に支§出たり、

人がつらい思いをしたりする
病気です。不眠、食欲不振をは
、め、さまざまな身体のも
ます。性格や弱さ、 の問

題ではありまん。

气>

統合失調正

ノ
.

〆
一

t
之
1
4
S



つなき'
~解決に向けた窓口は必ずあります~

死を考えるほど追いつめられている人は、さ

まざまな問題を一人で抱えて深刻に悩んでいま

す。それぞれの専門の相談機関(下記参照)が

ありますので、解決に向けた適切な窓口につな

がるようサポートしましょう。

相談窓口

沖縄いのちの電話

自殺予防いのちの電話(フリーダイアル)悩み相談

よりそいホツトライン

沖縄県クレサラ金・貧困被害をなくす会

~温かく寄り添いながらじっくりと

あせらず見守りましょう~

こころのサインに気づき、抱えている悩みや

問題を聴いて、専門家に紹介したからといって、

悩みを抱えた人がすぐに元気になるわけではあ

りません。いままでどおり自然な雰囲気で声を

かけたり、家庭や職場で身体や心の負担が減る

ように配慮したりして、あせらず温かく見守り

ながら回復を支えましょう。

見守り

法テラス沖縄

^

おきなわ女性財団
てぃるる相談室

悩み相談

沖縄労働局

相談内容

悩み相談

総合労働相談コーナー

精神保健福祉相談

精神科医師ILよる
こころの健康相談沖縄県南部

保健所

借金・ヤミ金・生活再建に関するお悩み 098・836・4851月・水・金 13:00 ~ 17:00

平日 9:00 ~ 21:00
0570-078374

土曜 9:00 ~ 17:00

098-868-4010 火曜~土曜 10:00 ~ 20:00

.

法的トラブルでお困りの方

女性に関する相談
(女性が抱える悩みなど)

男性に関する相談※電話相談のみ
(男性が抱える悩みなど)

職場での悩みや不安でお困りの方

こころの健康に関する悩み、
こころの病に関する相談

精神科医による相談【予約制】

アルコー儿関連問題でお困りのご家族
お酒をやめたいけどやめられない本人
【予約制】

配偶者からの暴力で悩んでいる方
沖縄県南部
福祉事務所

沖縄県総合精神保健福祉センター

098・888・4343 毎日

酒害相談

0120738-556 毎月10日午前 8:00 ~翌日 8:00

南部配偶者暴力相談
支援センター

保健福祉課
(ちむぐくる剣

こども課
(役場 1 階)

0120・279・338 24時問 365日

相談日・時問

10:00 ~ 23:00

098-889・4416

保健福祉課
(役場2階)

健康相談

子育て相談

高齢者に関すること

098.868.4011日曜・月曜 10:00 ~ 16:00

月~金曜日
098-868-6060

午前9:00 ~ 12:00/午後 13:00 ~ 17:00

月~金曜日
098-889-6945

午前9:00 ~ 11:00/午後 13:00 ~ 16:00

098・889・6945 毎月第4水曜日 14:00 ~ 16:00

ふれあい福祉相談室生活に関する心配事など
社会福祉協議会
佑むぐくる館) 法律に関することなど

弁護士相談
【予約制】

借金や登記に関すること
司法士相談

【予約制】

監修筑波大学医学医療系災害精神支援学教授/高橋祥友

境に配慮し、古紙配合率80%以上・グリーン購入法総合評価値
80以上の用紙及ぴ植物油インキを使用しています

こころの電話相談・来所相談【予約制】
(精神保健福祉全般の相談)

098-889・3213

098-889-6270

健康や病気・育児に関すること

子育てのいろいろな悩みに関すること

高齢者に関することや介護保険に関する
こと

障がい者に関すること

禁無断転載①東京法規出版
HE140620-Q14

^^^

ーー●ルκ

098-889-6945 毎月第3木曜日

障がい者(身体・知的・精神・発達)に
関すること

098-889-6364

098-888-1450

月~金曜日
午前8:30 ~ 12:00ノ午後 13:00 ~ 17:15

【電話相談】月・水・木・
午前 9:00 ~ 11:30/午後 13:00 ~ 17:00
【来所相談】毎週月・木曜日
午前 9:00 ~ 11:00ノ午後 13:00 ~ 16:00

毎週金曜日 8:30~ 12:00

月~金曜日
午前 8:30 ~ 12:00/午後 13:00 ~ 17:15

月~金曜日
午前8:30 ~ 12:00ノ午後 13:00 ~ 17:15

月~金曜日
午前 8:30 ~ 12:00ノ午後 13:00 ~ 17:15

月~金曜日
午前 8:30 ~ 12:00/午後 13:00 ~ 17:15

月~金曜日
午前 9:00 ~ 12:00ノ午後 13:00 ~ 16:00

毎月第 2・3・4木曜日 10:00 ~ 12:00
(1 週問前からの予約)

毎月第3水曜日 10:00 ~ 12:00
(1 週問前からの予約)

098・889-7381

098・889・7028

14:00 ~ 16:00

098-8893534

.
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