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情報やインスピレーション、対話
への招待が必要ですか？

ヘルスケア・デンマークは、会議
やウェビナー、使節団訪問など
を調整し、デンマークのライフサ
イエンスやヘルスケアを代表して
海外のカンファレンスや会議に
参加します。

皆様からの声をお待ちしており
ます。

ヘルスケア・デンマーク
より良い生活のためのイノベーション

www.healthcaredenmark.dk
info@healthcaredenmark.dk

メンタルヘルスへの
デンマーク的アプ
ローチ

http://www.healthcaredenmark.dk
mailto:info@healthcaredenmark.dk


前文
メンタルヘルスは、あらゆる医療制度にとっ
ての課題になっています。デンマークでは、
私たちはあらゆる人にとってのメンタルヘル
スの改善と、メンタルヘルスに関するスティ
グマの払拭、確実な予防と早期治療のため
に努力しています。また、私たちはすべての
人に対し、精神科治療への無料かつ平等な
アクセスを提供します。

私たちはプライマリケアにおける早期発見
と予防に注力しており、これまで革新的な治
療の仕組みや精神科病院の体制を模索する
ことでメンタルヘルスにおける様々なサービ
スをより強化してきました。

2020年財政法により、6億デンマーククロー
ネ（DKK、およそ8030万ユーロ）が毎年割り
当てられ、地域の精神科医療が強化されま
す。また現在、精神科のケアの改善のため包
括的な10年計画に取り組んでいます。このプ
ランは、デンマークにおけるメンタルヘルス
治療の長期的方向性を定めるものです。

この計画では、特に予防と一般診療におけ
る連携の強化、精神科病院のサービス（外
来診療を含む）、および社会精神医学に注
力しています。加えてこの計画では、メンタ
ルヘルスにおける疾病や障がい、ドラッグ、
アルコールの濫用などに悩む市民や、子ども
や若い人々が抱えるニーズについて、特に注
目しています。

この報告におけるデンマークの取り組みの
成功例が、国境を越えた経験の共有や更
なる議論の活性化に繋がることを期待し
ます。

Magnus Heunicke
保健省大臣
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メンタルヘルスへのデンマー
ク的アプローチ
メンタルヘルスは、世界中で関心が高まって
いるテーマです。9億7000万人以上の人々が
メンタルヘルス疾患1を抱えており、これは世
界の人口の10%以上にもなります。メンタル
ヘルスには様々な課題があり、その中には世
界中の保険制度におけるリソースや精神科
に精通した専門医の不足もあります。また、
メンタルヘルス疾患は往々にして『関わるべ
きではないもの』のように言われることも
あり、充分な気付きを得られず、診断が遅れ
たり、治療の統一性の欠如に繋がったりも
します。

デンマークはメンタルヘルス疾患のスティグ
マを解消し、メンタルヘルスについて公の
場で発言をしたり、早期診断と治療を確実
なものとしたりできるようになることを目指
しています。デンマークは、世界で最も幸福
度の高い国のひとつ2として知られています
が、それにも関わらず人口の8%がうつ病に
悩んでいて3、一般的な開業医とのあらゆる
やり取りの25%がメンタルヘルスに関連し
たものであるともされています4。加えて、学
校児童の15%がメンタルヘルスの問題で治
療を受けたことがあるとされています5。た
だ、この増加する数は、透明性や早期診断が

4 — 5 情報提供 - 刺激 - 招待ヘルスケア・デンマーク

デンマークのヘルスケアシステム

 デンマークのヘルスケアシステムは主
に公的事業として運営されています

 公的なヘルスケアサービスは税金によ
り資金を受けています

 ヘルスケアシステムは5つの地域、 
98の自治体に分散されています

 精神医学的ケアを含むヘルスケアサー
ビスについてすべての市民が無料かつ
平等のアクセスを持つことは、基本と
なる考え方です

 一般開業医と病院の選択は常に自由
です

メンタルヘルスへのデンマーク的アプローチ

デジタル精神科

早期介入

市民社会活動

スティグマとメンタルヘルス

自殺防止

モダンな精神科病院

引用文献



6 — 7 情報提供 - 刺激 - 招待ヘルスケア・デンマーク

メンタルヘルスの問題を治療された 
人口比率7

デンマークの総人口を母数とする（2016）：

 12.1%が精神疾患について薬物治療 
を受ける

 2.6%が地域の精神科医療体制か
ら外来患者治療を受ける

 2.3%が掛かり付けの一般開業医か
ら会話に基づく診療を受ける

 0.4%が地域の精神科医療体制から入
院治療を受ける

 0.8%が臨床心理士から治療を受ける

増加し、報告されていない事例が減っている
ことを部分的に反映しているものと言えるか
もしれません。

デンマークでは、精神科治療は一般に地
域の機関による公的なサービスとなって
います。そのアプローチはホリスティックで、

個人のみならずその家族やワークライフ、周
辺環境も巻き込んだものです。治療は会話
に基づく診療やオンラインの認知行動療法、
また面と向かっての対話から、より症状が重
い場合に様々な期間に薬物治療を行うこと
もあります。これらのアプローチが組み合わ
せて用いられ、多くの治療は外来治療で行

メンタルヘルス疾患の患者数の増加6

2009年〜2018年の間：

 地域の精神科医療体制における
患者数の31%増加

 大人の患者数の27%増加

 子どもと若者の患者数のおよそ
50%増加

10年の精神科計画

デンマークは、優先順位を高めた総
合的かつ長期的な投資を通じてガン
などの治療分野や予防について改善
することに成功しています。同様のア
プローチがメンタルヘルス分野でも
行われており、10年の精神科計画が
策定されています。この計画では、予
防に重点を置き、一般診療、精神科
病院サービス（外来診療を含む）、社
会精神医学の間の一貫性を向上させ
ることで、デンマークにおける精神保
健医療の長期的な方向性が示され
ます。加えてこの計画では、メンタル
ヘルスにおける疾病や障がい、ドラッ
グ、アルコールの濫用などに悩む市民
や、子どもや若い人々を特に重視して
います。

われます。個々の患者と回復の可能性を鑑み
ることが、あらゆる治療のスタート地点であ
るべきであり、患者アクセスを良くしQOLを
維持するため、できる限り地域においてこう
した治療が提供されるべきです。
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地域の責任：

• 精神科病院業務
• 一般開業医
• 専門家
• 精神科治療
• 身体疾患病院業務

デジタル化はデンマークのヘルスケアにとっ
て重要なものであり、テクノロジーにより新
たな形でメンタルヘルス疾患を予防したり治
療したりすることができ、主に患者の自宅で
これを可能とするものです。これらのデジタ
ル治療およびサポートのオプションにより、
効果的かつ根拠のあるエビデンスがあるメ
ンタルヘルスケアへの平等なアクセスが促進
されます。

早期介入は、デンマークにおけるメンタルヘ
ルスへの対応において鍵となるものであり、
メンタルヘルスの問題の早期ステージにあ
る人々をサポートするために様々な取り組み
が実施されています。これには例えば、子ど
もや若者を対象としたプログラムも含まれ
ます。

市民社会は、精神科の公的医療と一体とな
って、本人とその家族の両方をサポートする
ための付加価値となる多くの無料サービス
を提供しています。

一般開業医は、精神科治療のゲートキーパー
として重要な役割を担っています。これによ
りコストを下げ、利用者にとって一貫性のある
フローを生み出すことができます。しかし、セ
クター間の協力は一筋縄ではいかず、継続的
な最適化が必要な分野でもあります。

デンマークでは、自殺率の低減に重点的に
取り組んだ結果、1980年代には世界最高水
準であった自殺率が、現在では高所得国の
中で最も低い水準にまで低下しています。

心の健康を改善するための行動は、病気の
負担を最小限に抑えるだけでなく、労働参加

デンマークヘルスケアセクターにおけるタスク分割
する能力を備えた、より良い、より長い人生
を確保することにつながります。しかし、メ
ンタルヘルス問題の増加とその負担を考え
ると、神経科学研究への投資、政府の優先
順位付け、インセンティブが必要です。

ここで紹介するデンマークの取り組みが、国
境を越えた対話と知識の共有を促すインス
ピレーションとなることを願っています。

自治体の責任：

• 予防医療
• 社会精神医学
• 精神科ホームケア
• 精神科介護施設
• アルコールおよび薬物濫用の治療
• 入院中以外のリハビリ

地域の精神科医療におけるプロフェ
ッショナル（2016）7

41%

23%

12%

14%10%

 14% 医師 
 10% 心理士
 41% 看護師
 23% 社会・健康補助員
 12% その他（例：理学療法士）

デンマークはデータの金脈

デンマークは、40年以上前からの電
子医療データを持つデータ大国とし
て知られています。デンマークの社会
保障番号制度（CPRと呼ばれ、患者固
有の識別番号となる）により、研究用
の特定の患者データと580万人のデ
ンマーク人の膨大なデータベースのデ
ータを組み合わせることが可能になっ
ています。

デンマーク・ライフサイエンス戦略
2021では、データ利用に関する透明
性の高い要件、柔軟な承認プロセス、
最新のデータインフラを通じて、デン
マークを研究開発のための健康デー
タ利用の先進国にすることが盛り込
まれています。

デンマークの一般開業医

デンマークの一般開業医（GP、家庭
医）は、6年間の医療教育と追加で5
年の専門家教育をほかの医療専門家
と同じレベルで修了しています。GPは
患者の人生における一般的な状況と
健康状況の両方について知識を持ち、
このため医師という存在が治療におけ
るホリスティックなアプローチを確実な
ものとする上で重要な役割となってい
ます。また、GPは患者が抱えている可
能性のある併存疾患を理解しており、
これを考慮して治療を計画することが
できます。

GPは、入院や自治体サービスの利用な
どを含む市民の治療全体の流れについ
て電子的に通知を受け取ります。これ
によりGPはフォローアップを行い、その
市民が最適な形で治療を受けているこ
とを確認することができます。
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デジタル精神科

他の多くの国と同様に、デンマークも、精神疾患の患者数の増加という問題
がリソースや精神科医の不足によって悪化しているという厳しい状況に直面
しています。しかし、予防措置やデジタルソリューションにより、こうした課題
を解決できる場合があります。これは、デジタル化により、複数の小さな島と
コミュニティを持つデンマークのような国における大きなハードルである地
理的な距離の問題を軽減できるからです。

コロナ禍により、精神科治療について新たな可能性が生まれました。デジタ
ルによる診療やツールは、広く用いられるようになってきており、セクター間
の連携も改善しています。

ここでの狙いは、早期のメンタルの不調から重篤な疾患まで意味のある、ま
た効率的なデジタルサービスを提供することです。エビデンスに基づいたユ
ーザーフレンドリーなソリューションに加え、高いレベルのITセキュリティとプ
ライバシーを確保すること、また、あらゆるタイプの患者のニーズを満たすた
めに、デジタルと従来の治療法を適切に組み合わせて提供することに重点を
置いています。

ここでの狙いは、早期のメンタル
の不調から重篤な疾患まで、意味
があり効果的なデジタルサービス
を提供することです。

イニシアティブ

デンマークのメンタルヘルスリソー
スを拡大させる

精神科遠隔医療センターは、南デンマーク
地域のメンタルヘルスサービス内の研究開
発センターです。このセンターでは、精神衛
生上の問題を抱える人々のケアの質とアクセ
スを向上させるために、精神科遠隔医療とe-
メンタルヘルスの利用を推進しています。

精神科遠隔医療センターは、デンマーク・イ
ンターネット精神科クリニックを2014年に開
始、これによりウェブベースの心理療法を軽
度から中等度のうつ病または不安症を抱え
る成人（これまでさほど注目されていなかっ
た人口グループ）に提供しています。

同クリニックは、エクササイズを伴う10〜12
週間の自動設定された治療コースや、個人の
患者に合わせた情報を提供します。心理士
は治療の最中、問診やテキストメッセージに
よるサポートにのみ関与します。このように
して、心理士は対面より多くの患者の助けに
なることができます。

2018年、この活動は、地域と協力した資金
拠出による国家的サービスとして展開され
ました。

デンマーク・インターネット精神科クリニック- 
より少ないリソースでより多くの市民にリーチ
するために

デジタル精神科

精神科遠隔医療センターは、ウェブベ
ースの心理療法を、軽度から中程度の
うつ病または不安症を抱える成人に
提供しています。 
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イニシアティブ

12 — 13

最近では、数多くのヘルスケアアプリが開発
されており、効果的で安全なソリューション
を見極めるのが難しくなっています。そのた
め、南デンマーク地域の精神科遠隔医療セ
ンターでは、MindApps.dkというウェブサイト
で、メンタルヘルスのための数多くのアプリ
やその他のデジタルソリューションをレビュ
ーし、推奨しています。

このアプリは、既存の精神科医療システムに
追加する形で提供されており、最近のパン
デミックの際には特に効果を発揮しました。
これらのデジタルソリューションは、24時間
365日利用できるという利点があり、精神科
の診断を受けた患者だけでなく、メンタルヘ
ルスに問題があると感じているすべての人
が利用できます。

MindApps.dkでメンタルヘルスアプリ
の迷宮をナビゲート 

早期介入

若者のメンタルヘルス問題は、デンマークだけでなく他の多くの国でも大き
な問題となっており、増加の一途をたどっています。今日、デンマークの子ど
もたちの6人に1人が、18歳になる前に精神疾患と診断されています。8 その一
方で、精神的な問題を経験した若者の半分以下しか助けを求めていません。

そのため、若年層の早期発見と早期介入に重点が置かれています。この分野
は、今後10年の精神科計画にも反映される予定です。

現在、デンマークの子どもたちの6人
に1人が、18歳になる前に精神疾患
と診断されています。8 

若者の間で深刻化しているメンタルヘルス
問題への取り組み

早期介入

MindApps.dkは、メンタ
ルヘルス関連アプリの幅
広い選択肢をユーザーが
理解できるよう手助けを
しています。

http://MindApps.dk
http://MindApps.dk
http://MindApps.dk
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イニシアティブ

早期介入プログラム「OPUS」は、精神病
やそれに類似した症状を持つ若者を対
象に、支持的かつアサーティブなアプロ
ーチを行います。OPUSでは、従来のメン
タルヘルスサービスに比べて、スタッフ
の取扱件数を減らした専門のアサーティ
ブチームというコンセプトを採用してい
ます。OPUSプロジェクトは、集中的な取
り組みと親族の関与により、精神病の初
回エピソードを持つ人々の臨床経過を改
善しました。

OPUSプログラムは、標準的な治療と比較し
てこの手法によってより良いアウトカムと低
コストを実現できるというエビデンスに端
を発するものです。9,10 このコンセプトは当
初調査パイロットプロジェクトをふたつの地
域で行う形で始動し、その後政府の協力を
受けて全ての地域に展開されました。現在、
デンマークでは標準的な治療法となってい
ます。

OPUSプログラムによる精神病を
抱える若者への早期介入 

マインド・マイ・マインドプログラムは、学齢
期の子どもたち（6〜16歳）を対象とした心
理学的治療を行っています。

同コンセプトは、Psykiatrifonden (メンタル
ヘルス財団デンマーク) による調査プロジェ
クト11の結果として得られたものであり、同
調査では、方法論（この場合は認知行動療
法）がデンマークのすべての地域の学童に対
してエビデンスに基づいたサービス提供を

可能にする組織的枠組みと組み合わせられ
ており、現在のデンタルケアと同様の形で実
施されています。この治療法は、参加した子
供たちの75％が症状を軽減したという臨床
効果が認められています。

このプログラムをすべての自治体に展開し、
国全体で提供することが検討されています。

マインド・マイ・マインド - 歯科治療のよ
うなメンタルヘルス支援

マインド・マイ・マインドプログラ
ムでは、学齢期の子どもたちに心
理学的な治療を行っています。

イニシアティブ
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スには、エビデンスに基づく情報、デジタ
ル自助ツール、さらなる支援への道しる
べ、Q&Aなどがあります。マインドヘルパ
ーは南デンマーク地域の精神科遠隔医療
センターによって開発され、2020年には
120万人以上の訪問者がありました。

マインドヘルパー- 困難な状況にある
若者のためのオンラインガイド
マインドヘルパーは、困難な時期や経験
をしている若者たちを導く全国規模のウ
ェブサイトです。医師、学校関係者、その
他の大人が、若い人たちにマインドヘルパ
ーを紹介することができます。また、若者
が悩みを抱えたときにネットで知識や支
援を求めれば、関連する検索エンジンに
も表示されます。mindhelper.dkのサービ

http://mindhelper.dk
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イニシアティブ

これらのサービスは、公的な
精神科医療に付加的に機能
し、本人とその親族をサポー
トします。

市民社会活動

デンマークでは、市民社会がメンタルヘルス分野の多くの無料サービスに貢
献しており、そのうちのいくつかを次のページで紹介します。ボランティアは、
その空き時間を使って電話やオンラインのチャットに答えたり、実際のミー
ティングに参加したりしています。これらのサービスは、公的な精神科医療
に付加的に機能し、本人とその親族をサポートします。これらの活動のうち
のいくつかは民間資金で運営されており、市民社会の活動と公的なメンタル
ヘルスの提供の相乗効果は、デンマークの官民協力の強い文化を反映してい
ます。

ヘッドスぺースは12歳から25歳までの若者
を対象とした活動で、25以上の物理的なセ
ンター、またはチャットを通じて、無料で完
全に匿名の相談相手を提供しています。

ほとんどのスタッフはボランティアで働いて
いますが、一貫した方法とプロフェッショナ
ルなアプローチを取るために、全員が法的

要件と会話のテクニックについてトレーニン
グを受けています。毎年、ヘッドスぺースは
40,000人以上の若者を支援し、15,000以上
の個人的会話が行われています。

このサービスは、国家予算と民間の基金に
よって運営されています。

ヘッドスぺース- 若者が匿名で大人と話
ができる場所

社会のメンタルヘルスケアのニーズを共有

市民社会活動
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イニシアティブイニシアティブ

デンマークの非営利団体「Livslinien（ライフ
ライン）」は、訓練を受けたボランティアが匿
名でカウンセリングを行う自殺防止のための
ヘルプラインです。社会省の監督下にあり、
公的資金や財団、企業や個人の寄付によっ
て運営されています。危機的状況や自殺願

望があるとき、Livslinienに電話、メール、チ
ャットで匿名で連絡することができます。ま
た、Livslinienは、自殺予防や自殺報道につ
いて、ジャーナリストとの対話を積極的に行
い、このテーマにまつわるタブーを破ること
を目指しています。

ライフライン - 自殺防止のための相談
窓口

デンマークうつ病協会は、うつ病や双極性
障害と診断された人とその親族のための全
国組織です。1998年に4人の医師によって設
立されたこの団体は、精神疾患にまつわる
スティグマを減らすために、治療法の改善や
感情障害への理解を訴えるために、患者が
集まって活動する必要があると考えました。
これは、組織の全体的なミッションであり続
けています。150人のボランティアを中心に、
会員やその他の関係者が重要な役割を果た
し、ピアサポートによる自助グループ、電話カ

ウンセリング、ソーシャルカフェ、年1回のサ
マーキャンプ、地域のアウトドアイベント、経
験を共有して孤独と闘うオンラインコミュニ
ティを作るバーチャルカフェなど、幅広い活
動を行っています。

デンマークうつ病協会- ユニー
クな全国規模のコミュニティ 

ガールトークは、少女や若い女性（12歳〜24
歳）の自尊心を高め、メンタルの不調を防ぐ
ことを目的として、2004年に設立された非
営利団体です。ガールトークは、無料で匿名
のチャット、SMSによるカウンセリング、対

話グループなどを提供しており、250人のボ
ランティアが活動を担っています。ガールト
ークでは、デンマーク社会で残念ながら増
加傾向にある自傷行為についても扱ってい
ます。

ガールトーク- 女の子を応援し、
力を与える
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何世紀にもわたってタブーとされてきたメンタルヘルスとそれに関連する障
害に関する知識の欠如を経て、意識を高め、スティグマと戦い、メンタルヘル
スに関する会話を奨励することがかつてないほど重要になっています。なぜ
なら、精神疾患を持つ人が自分の経験を語り、自分の状況をオープンに話す
ことで、タブーが破られるからです。デンマークでは、近年、このテーマにつ
いてオープンになってきており、多くの著名人やブロガー、政治家が自らの経
験をオープンに語っています。

デンマーク政府は、メンタルヘルスに特化した国家的なスティグマ解消活動
（ワン・オブ・アス、下記参照）を確立しました。2021年8月からは、この取り
組みがデンマーク保健局に組み込まれ、国民の保健サービスに組み込まれ
た世界初のアンチスティグマの取り組みとなります。

スティグマとメンタルヘルス

イニシアティブ

ワン・オブ・アスは、デンマークのアンチステ
ィグマの全国的なキャンペーンであり、国を
挙げてのスティグマ解消活動の一環でもあ
ります。ワン・オブ・アスのビジョンは、デン
マークでメンタルヘルスに関連した差別を排
除し、インクルージョン（多様性の受け入れ）
を促進することで、すべての人の生活を向

上させることです。そのためには、精神疾患
のある生活についての一般的な知識を増や
し、偏見や社会的排除に繋がる考え方を減
らしていくことが必要です。アンバサダーは、
さまざまな場面で精神疾患の体験を共有す
ることで、認知度を高め、偏見をなくすこと
を目指しています。

ワン・オブ・アス - スティグマに対する全
国的なキャンペーン

メンタルヘルスにおけるオープンな対話の奨励

スティグマとメンタルヘルス

精神疾患を持つ人が自分の経
験を語り、自分の状況をオープ
ンに話すことで、タブーが破ら
れます。

「 自分の話をするとき、リラックスできて生き生きしてき
ます。自分の話をすることで、自分の人生を自分でコン
トロールできるのです。自分の話をするとき、私の弱さ
は強さに変わるからです。自分の経験を何かに役立て
られるとき、それは無駄ではなかったと思えるのです。
まるで魔法のようです」 

ワン・オブ・アス アンバサダーの言葉12：

2019年にオーフス大学病院精神科を訪問
したデンマーク皇太子妃が「ワン・オブ・ア
ス」のアンバサダーと話す様子
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メンタルヘルス財団デンマーク
（Psykiatrifonden）は、過去25年間にわた
り、精神疾患に関するわかりやすい情報を
提供することで、メンタルヘルスの偏見をな
くすために活動してきた民間財団です。

財団は、メンタルヘルスをサポートするため
に必要な社会的変化を起こすべく、政治的
に活動しています。
 

財団は、自治体やワン・オブ・アスなどの
NGOと緊密に連携し、さまざまなキャンペ
ーンを展開しています。例えば、「Say it out 
loud」キャンペーンでは、インフルエンサーが
内面の気持ちを率直に語っています。このキ
ャンペーンでは、多くのインフルエンサーが、
外見上は幸せでうまくいっているように見え
ても、隠れたところではメンタルヘルスなど
の深刻な問題を抱えていることが多いとい
う事実に触れています。

メンタルヘルス財団デンマーク 
- スティグマと戦ってきた25年間

「最初のステップは声に出すこと
です。大丈夫だと思えなくても大

丈夫なのです」

—  Julia Sofia
デンマークのインフルエンサー

イニシアティブイニシアティブ

私は大丈夫です。あなたは？
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自殺予防のためのデンマークの戦略は、何十年にもわたって多面的に行われ
ています。1980年代のデンマークの自殺率は、15歳以上の人口10万人あたり
38人と、世界で最も高い水準でありました13。しかし、ターゲットを絞った取
り組みにより、この割合は減少し、2007年には10万人あたり11.4人となり、現
在もほぼ同じ水準で、高所得国の中では最も低い水準となっています。

自殺は、個人、家族、そして社会を苦しめる壊滅的な公衆衛生問題です。しか
し、デンマークの自殺予防の経験は、自殺の予防が可能であるという希望を
与えてくれます。

自殺防止

2007年以降、全国を対象とする恒久的な組
織として自殺予防クリニックが導入され、非
常に効果的であることが証明され、自傷行
為や自殺が大幅に減少しました。

その指針は、関連するサポートが実施される
前に自殺志願者を一人にしないための支援
策を確立することです。

このクリニックでは、自殺を考えたり行動
したりする人に対して、カウンセリングやセ
ラピー、実践的なサポートを行っています。
この治療法は、既遂の自殺行為（29％）およ
び未遂の自殺行為（18％）の長期的な減少
につながっています。13, 14

自殺予防クリニックにより自殺行為が
長期的に減少

イニシアティブ

自殺率を低下させるための対策

自殺率の高さを改善するために、政府レベルで様々な取り組みが行われています。
これらの取り組みは以下の通りです：

 バルビツール剤の登録解除 

 危険性の低い鎮痛剤や抗うつ剤の導入

 弱い鎮痛剤の小分けサイズ制限

 家庭用ガスからの一酸化炭素の除去

 有害な濃度の一酸化炭素の排出を削減するために、自動車の排気システムに触媒
コンバーターを導入

 銃器へのアクセスの低減

 自殺の機会をなくすための精神科病棟の再設計

 カウンセリング、セラピー、実用的なサポートを提供する自殺予防クリニックの実施 

その指針は、自殺志願者を一人にしな
いための支援策を確立することです 

デンマークがいかにして自殺率を低下させたか

自殺防止
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急性期の精神科救急外来プログラムは、デ
ンマークの首都圏で開発され、現在ではデ
ンマークの全地域で採用されています。その
目的は、個人が深刻な自殺危機を回避した
り、すでに自殺を試みた人に支援を提供し

たりすることです。このサービスは、24時間
365日、精神科医が電話に出て、物理的な訪
問が必要か、電話での会話で十分かを判断
するものです。

「 退院直後など、リスクの高い時期の精神障害者への支援
を強化することが重要です。自殺率を下げるためには、
親身になって相談に乗り、実用的な支援をすることが重
要です」

イニシアティブ

—  Merete Nordentoft 
 コペンハーゲン精神医学センター教授
デンマーク自殺防止研究所所長

24時間365日の精神科急性期
の緊急支援活動 

イニシアティブ
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数々の賞を受賞したスラーエルセ精神科病
院は、世界最先端のLED照明システムや癒し
の装飾など、ヒーリング建築として世界的に
知られています。

数々の賞を受賞したスラーエルセ精神科病
院は、世界最先端のLED照明システムや癒し
の装飾など、ヒーリング建築として世界的に

知られています。透明な建築物と落ち着いた
空間レイアウトにより、患者と職員の視覚的
接触が促進され、身体拘束の必要性の減少
につながるという結果が出ています。16 

スラーエルセ精神科病院
の最先端の建築

イニシアティブ

メンタルヘルス疾患を抱える人は死亡率が高くなります。デンマークでは、過
剰死亡率の40％を自殺が占め、60％を身体的疾患が占めています。15 このた
め、デンマークの現代の精神科病院の病棟は、自殺の試みを妨げるように設
計されています。

さらに、オーディオやビジュアルによるリラックス効果が認められるようにな
り、デンマークのスーパーホスピタルでは、ヒーリング建築によるメンタルヘ
ルス向上のための機能が盛り込まれています。

モダンな精神科病院

デンマークでは、精神疾患を持つ
人の超過死亡率の40％を自殺が
占めています。

メンタルヘルス患者のための癒し
の環境づくり

現代の精神医学
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イニシアティブ

ウェーブケアは、診断、治療、ケアのための専
用アンビエントアプリケーションを開発し、
精神科病院の設計に導入しています。アンビ
エント・ライトとオーディオ・ビジュアル・テ
ーマの特別な組み合わせは、センサリー・ル
ームでターゲットを絞った感覚刺激を与える
ための信頼できるツールです。

デンマークの精神科病院では80以上のセン
サリールームを複数部門に導入することに

成功し、束縛や過剰な薬の使用が減少した
ことが示されています。18,19

センサリールームでの効果が認められた患
者には、退院時に自宅で使用できる「ウェー
ブケア」アプリが提供されています。

アンビエントアプリケーションは、束縛
や薬の過剰使用の低下に繋がります

オールボー病院では、ケアの継続性と新病
院の設計の両方の開発において、患者や親
族による関与を超え、実際の共創が行われ
ています。共創のためのユニットが設立さ
れ、患者や親族が雇用され、現行のプロセ
スの最適化と新しいプロセスの設計の両方
に参加しています。

例えば、自殺事例のモニタリングと分析に
関するプロセスを修正するために、共創

が用いられました。このプロセスは、臨床
医、同僚、経営陣から好意的に受け止めら
れ、2022年には標準的な学習プロセスとし
て実施される予定です。

さらに、精神科患者の患者報告アウトカム指
標の開発にも共創が用いられました。17 

オールボー病院での親族の方
と患者との共創

イニシアティブ
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