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本日の講義の流れ

歴史を学ぶことの意義

中世の魔女狩り

ナチスドイツの障害者の安楽死計画

現代の世界の精神保健医療福祉:イタリア

WHOメンタルヘルス・アクションプラン

日本の精神医療の現状

未来に向かって日本の精神医療に必要なこ
と



歴史を学ぶことの意義
「過去に目をつむる者は、現在にも盲目であり、
未来にも同じ過ちを犯すだろう」(リヒャルト・フォ
ン・ヴァイツゼッカー:1920年4月15日 - 2015年1月31

日, 1985年5月8日連邦議会大統領演説)

１９８５年５月８日 敗戦４０周年記念演説をするワイツゼッカー大統領。DPA

http://tkajimura.blogspot.com/2015/01/blog-post_31.html



歴史を学ぶことの意義

精神医療はその時代の文化、思想、政治、経済など
の社会的な状況と切っても切り離せない

精神に障害をもつ人への処遇の歴史は、多くは悲惨
な歴史であった

現在においても、精神障害をもつ人の人権が完全に
保証されているかというと疑問な側面もある

常に専門職者が自分の実践を「これで良いのか」と問
い続けることが患者の人権を守ることにつながる

そのように倫理的な実践を日々貫くために、導きの糸
となるのは過去の歴史に学ぶということである



歴史に見る精神障害者への処遇



西欧の精神医療の歴史



精神医療の暗黒時代：
中世の魔女狩り
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ナチスドイツの障害を持つ人の
安楽死作戦

参加者の皆様は、この歴史的事実をこの講
演のチラシを見るまでにご存じだったでしょう
か？

投票機能を使って投票をお願いします。



ナチスが台頭したドイツの社会的背景

第一次世界大戦で敗戦したドイツは、戦勝国から多額
の国家賠償金を求められ、未曽有の経済危機にあった

１９２３年にはフランスとベルギーが賠償金の支払いを
求めてドイツに侵略、占領という事態に

１９２３年末にはドイツマルクの完全崩壊、ハイパー・
インフレーションをもたらす

１９２０年終盤には世界大恐慌とも相まってドイツの
経済危機は極限に達し、政治の混乱を誘発

左右の小政党が乱立する

（中重,2008）

就業人口の30％の失業率



中世の魔女狩りの背景との酷似
当時の社会経済状態に対するドイツ国民の極度の不安
と不満

中世の魔女狩りと同様の集団ヒステリー現象がナチス・
ドイツの国民にはあったのではないか？

ナチスは外の敵（戦勝国）と内の敵（アーリア人の血を
汚す障害者やユダヤ人）に国民の不安や不満のエネル
ギーの矛先を集約

ナチス政権の失業対策により、失業率が低下し、ナチス
とヒトラーへの国民の支持が拡大

「ヒトラー崇拝」を積極的にプロパガンダで創出（熱
川,2011)

特に新聞はプロパガンダの中心的な役割を担った



魔女狩りとの酷似

相互監視体制の強化により、ナチスに批判的な
個人や勢力を粛正、言論の統制

学者の沈黙又は積極的なナチス政権への加担

ナチスは戦勝国への国家賠償を無視、第二次世
界大戦に突入

ナチスに批判的な学者は海外へ亡命を余儀なく
された

障害者の安楽死作戦から、ユダヤ人のホロコー
ストへ

障害者の安楽死作戦はホロコーストの予行演習



第二次世界大戦中の安楽死作戦
の前哨戦:法の整備と強制断種

1933 年に「遺伝病子孫予防法」が成立

統合失調症、躁うつ病、遺伝型のてんかん、ハン
チントン舞踏病、盲、聾、重度の身体的奇形、重
度のアルコール依存症を病んだ者を本人の同意
なしに共生断種できるようになった⇒４０万人が
犠牲になった



第二次世界大戦中のナチスによる
障害者の安楽死作戦の思想的な基盤
優生思想(優れた遺伝子以外は無用)と社会ダー
ウィニズム(劣った種は淘汰される)の台頭

ホッヘらの「生きるに値しない命とは誰のことか」
という書物は 障害者の安楽死の学問的な裏付
けになった

精神疾患の遺伝説を強調

身体・知的・精神・神経障害などの障害は優秀な
アーリア人の血を汚す民族的な脅威とした
ホロコースト:学生のための教育サイト
https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/project/the-

holocaust-a-learning-site-for-students?parent=en%2F11138



第二次世界大戦中のナチスによる
障害児のT4作戦(安楽死作戦)

ナチスのフィリップ・ボウラー首相とヒトラーの主
治医カール・ブラントが率いる子供たちの安楽死
プログラム

安楽死は、1939年8月に障害のある乳幼児の殺害
から開始された

医師、看護師、助産師によって障害児を選別

20以上の病院に病棟が設立された

これらの病棟では薬物殺、飢餓殺で5,000人の子供
が犠牲になった

(ホロコースト博物館:教師のための教育サイト)



ヒトラーによる容認:T4作戦承認書

ヒットラーの署名入りのT4作戦承認書



障害児(者の)安楽死の指示者

子どもの安楽死を指示したヒットラーの
主治医カール・ブラント
https://encyclopedia.ushmm.org/conte

nt/en/article/euthanasia-program

医師 フリードリヒ・メネック



障害児(者の)安楽死の実行者

子どもの安楽死を担った小児科病棟の
看護師長

ハダマー安楽死研究所の主任
看護師、イルムガルトフーバー
https://collections.ushmm.org/

search/catalog/pa1071133



T-4安楽死プログラムの職員の懇親会
https://collections.ushmm.org/search/

catalog/pa1150423

T4プログラムの職員

T4プログラムの職員



安楽死施設

ハルトハイム城の安楽死施設
https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/photo/hartheim-castle-euthanasia-

killing-center?parent=en%2F11138



第二次世界大戦中のナチスによる
障害者のT4作戦(安楽死作戦)

障害者は医師により、「治癒可能性」、「教化の
見込み」、「労働能力」を尺度に判定された

看護師にガス室を備えた精神病院に移送され、

ガス殺、薬殺、飢餓殺、射殺、転落殺された

1941年8月にクレメンスアウグスト司教ミュンス
ターのグラフフォンガレンが説教で殺害を非難

他の聖職者や国民もこれらの蛮行を非難

公にはT4作戦は中止されたが、以後、秘密裡に
行われた:「野生化した安楽死」
(小俣,1997;澤田,2005)(ホロコースト:学生のための教育サイト)



第二次世界大戦中のナチスによる
障害者の大量虐殺

1943年4月～

障害のある年長の子供を対象とした虐殺作
戦「子供計画」も本格化

ルミナールによる殺害

脂肪制限食による殺害

(澤田,2005)



第二次世界大戦中のナチスによる
精神障害者の大量虐殺の犠牲者

T4作戦で7万人、他を入れると犠牲者20～
30万人
(小俣,1997;澤田,2005)(ホロコースト:学生のための教育サ
イト)



Ｔ４作戦への看護師の加担

殺害施設への患者の移送者としての役割

『美しいところに行くのだという嘘』の流布

輸送の告知

殺害を予感した患者の反応によっては医師に報
告し、鎮静剤を投与

嫌がる患者を力づくでバスに乗せる

殺害対象の選別

重症でなくとも手のかかる患者や看護師を困らせた患
者が選別された

(澤田,2005)



Ｔ４作戦への看護師の加担

患者の輸送時の同伴者としての役割：「ベロ
ニカの奉仕」(ヘルテン精神病院長の言；「看
護師が死への道程で付き添うのは、ただケア
をして苦痛を和らげるためであってスムーズ
な輸送の実現のためではない)

事実を悟って暴れる患者には手錠などの拘
束具による拘束、鎮静剤やモルヒネの注射が
行われた
(澤田,2005,163-164)



Ｔ４作戦への看護師の加担
殺害施設での看護師の役割

患者を欺くための笑顔での出迎え

やさしく別室に案内し、脱衣を手伝う

身体計測、写真撮影

金歯があれば背中に印をつける

カモフラージュのための診察への誘導

「これから水浴びに行くのです」といいガス室に
誘導

殺害後に扉を開放したり、換気扇を始動する

ガス室の清掃

(澤田,164-165)



Ｔ４作戦への看護師の加担

薬殺と飢餓殺(「静かな安楽死」「消極的安楽
死」における看護師の役割

ニッチェ(P. Nitsche)の「ルミナール方式」

錠剤のルミナールをお茶や水に溶かして与えると
数日で死に至る

「安楽死食」

(澤田,166-167)

病院によっては、殺害に関してかなりの権限
を委譲されていた看護師もいた



共犯を成立させた看護師の
メンタリティ

「看護師達の行為の正当化の論理」

「根底にあった自我の「ダブリング」
（doubling:二重化)の構造

「行為に伴った「サイキック・ナミング」
(psychic numbing:精神機能の麻痺)

(澤田,2005)



「看護師達の行為の正当化の論理」

「医師への責任転嫁」

「『ベロニカの奉仕』という論理」

「ナチ「安楽死」思想への共鳴」

(澤田,2005)



「ベロニカの奉仕」という論理

「自分の精神のバランスを保つために、ぎりぎ
りのところで自分に与えた慰めの論理」

「状況がどれほど悪くても、そこで可能なケア
をするのが自分たちの務めであると考えてい
たふしがある」
(澤田,2005)



ナチの「安楽死思想」への共鳴

「看護師達も、障害者は死んだ方が社会のた
めにも本人のためにもなると、心底信じてい
た人が多くいたとしても不思議ではない」

「そうした思潮に一色に染まった社会では
看護師が本来持つ生命尊重の理念を思い
起こし実践するのは、どんなに勇気のいった
ことだろう」

しかし、だからと言ってこの時代の看護師た
ちの犯した罪が道徳的に許されるということ
ではない」
(澤田,2005,173)



「根底にあった自我の『ダブリング』
(doubling:二重化)の構造」

心理的破綻から身を守るために、「T4ナースの
自我」を形成し、その自我が通常では考えられ
ない残虐な行為をやってのける

「第二の自我が罪意識を回避する」機能を果た
し、自我の使い分けが上手にできるようになる

殺戮が日常の環境に居続けることで第二の自
我は肥大し、良心の痛みや不安を感じずに平
然と人殺しができるようになる
(澤田,2005,174)



「行為に伴った『サイキック・ナミング』
(psychic numbing:精神機能の麻痺)

極度の恐怖にさらされたり自分が恐ろしい行
為を実行する時に、自我を守るために思考不
能に陥る精神のメカニズムのことで、主にリフ
トンによって用いられた言葉(澤田,2005,175)

「感覚の麻痺は思考力の停止をもたらし、こう
して看護師達は殺害マシーンのように罪のな
い人達を消滅させていくことができるように
なった」(澤田,2005,175-176)



看護師が医師の命令に背くこと
のリスクはあったのか？

中には患者を逃がしたり隠したりする看護師
もいたが、処罰を受けた事実はない

命令に背いても生命に危険が及ぶような処
罰を受けることはなかった
(澤田，2005,171)



第二次世界大戦中のナチスによる障害
者の大量虐殺への学者の加担

Ｔ４作戦には著明な大学教授をはじめ、多く
の精神科医が関わっていた(小俣, 1997)

戦後もなかなか事実が明るみに出されること
はなく、話題にすることすらタブー視されてい
た(小俣, 1997)

その他、医療の進歩を目的として、様々な形
で、本人に同意を得ないで人体実験が行わ
れた(小俣, 1997)



犠牲者

犠牲になったヘレンメラニーレーベル
https://encyclopedia.ushmm.org/cont

ent/en/id-card/helene-melanie-

lebel?parent=en%2F11138

カウフボイレン-イルシー安楽死施設

で主任看護師によって殺された最後
の子供、リチャード・ジェンヌ
https://collections.ushmm.org/sear

ch/catalog/pa10049



死亡記録:偽りの死因

偽りの死因を記したハダマルの死亡記録



T4作戦の犠牲になった人々の墓地

ハダマルで安楽死させられた犠牲者の墓地
https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/photo/cemetery-at-

hadamar?parent=en%2F11138



障害者の虐殺からユダヤ人の
ホロコーストへ

ナチスは障害者の安楽死作戦を皮切りに、
「劣等人種」としてのユダヤ人のホロコースト
に踏み込んでいった

障害者の安楽死作戦はホロコーストの予行
演習だったと言われる



ニュルンベルク医師裁判



ニュルンベルク医師裁判
946年12月9日～1947年8月20日

アメリカ合衆国がニュルンベルクで行った ナ
チス戦犯法廷の一つ

ナチス体制下で人体実験や障害者の安楽死計
画に関与した医師や看護師を裁いた

医師たちは上司の命令に背けなかったと主張

23名中7名が絞首刑になった
ホロコースト百科事典
https://encyclopedia.ushmm.org/content/ja/film/victims-of-

medical-experiments-testify-during-medical-case



ニュルンベルク医師裁判での
看護師への問責

裁判で死刑になった看護師もいた

しかし、「医師の命令に従わざるを得なかった。
他に何かできたでしょうか」と主張し、責任を
減免された看護師もいた

懲役後に元の精神病院で勤務した看護師も
いた
(澤田,2005,168)



あなたはこの歴史的事実に対し
てどのように感じますか？

投票機能を使って、3つの質問にお答えください。

ナチスドイツの精神障害を持つ人の安楽死作戦のこ
とを知ってどのような感想を持ちましたか？（複数回
答可）

あなたがナチスドイツ時代に障害を持ち精神科病院
や小児科病棟に入院していたとしたら、医師や看護
師に対してどのように感じると思いますか？（（複数
回答可）

あなたがナチスドイツ時代に精神科医、もしくは看護
師だったらどうしたと思いますか？（択一回答）



よりリアルに学びたい方へ

NHKアーカイブス(動画)

「障害者と戦争」シリーズ

“障害者は生きる価値なし”ナチスドイツ」

https://www.nhk.or.jp/archives/shogenarch

ives/special/shougai/



ニュルンベルク・コード
医学実験が許容される条件を定めた

被験者の自発的な同意が絶対に必要

実験は、社会の福利のために実り多い結果を生
むとともに、他の方法や手段では行えないもので
あるべき

実験は念入りに計画され、動物実験の結果およ
び研究中の疾患やその他の問題に関する基本
的な知識に基づいて行われるべき

実験は、あらゆる不必要な身体的、精神的な苦
痛や傷害を避けて行われるべき



ニュルンベルク・コード
死亡や障害を引き起こすことがあらかじめ予想さ
れる場合、実験は行うべきではない。ただし、

実験する医師自身も被験者となる実験の場合は、

例外として よいかも知れない

実験に含まれる危険性の度合いは、その実験に
より解決される問題の人道上の重大性を決して
上回るべきではない。

傷害や障害、あるいは死をもたらす僅かな可能
性からも被験者を保護するため、周到な準備が
なされ、適切な設備が整えられるべきである。



ニュルンベルク・コード
実験は、科学的有資格者によってのみ行われる
べきである。実験を行う者、あるいは実験に従事
する者には、実験の全段階を通じて、最高度の
技術と注意が求められるべきである

実験の進行中に、実験の続行が耐えられないと
思われる程の身体的あるいは精神的な状態に
至った場合、被験者は、実験を中止させる自由を
有するべきであ る。



ニュルンベルク・コード
実験の進行中に、責任ある立場の科学者は、
彼に求められた誠実さ、優れた技能、注意深い
判断力を行使する中で、実験の継続が、傷害や
障害、あるいは死を被験者にもたらしそうだと

考えるに足る理由が生じた場合、いつでも実験を
中止する心構えでいなければならない

翻訳：笹栗俊之（福岡臨床研究倫理審査ネットワーク）



ニュルンベルク・コードと医の倫理、
研究倫理

ニュルンベルク・コードは、その後の医の倫理
や研究倫理の礎となった

国際看護師協会の看護研究の倫理には、そ
の事実を明確にではないが記載している

日本看護協会の看護研究の倫理指針は過
去の歴史には触れていない

文部科学省と厚生労働省が共同で出した人
を対象にした研究における倫理指針でも、研
究倫理の契機となった過去の歴史は述べら
れていない



現代の西欧の精神医療



ニュルンベルク医師裁判以後
「強制断種をされた犠牲者、殺戮施設の生存
者、そして殺害患者の家族たちへの支援は、
1945 年以降ほとんどなかった」

「『劣等分子』や『遺伝的欠陥』という烙印は長
く影響」

「多くの施設における死亡率は、戦後当初は
高止まりしていた」

(ドイツ精神医学精神療法神経学会 (DGPPN) 移動展覧

会,2015,p.17)



ニュルンベルク医師裁判以後
「被害者は、長年にわたり、ナチの迫害の犠
牲者であると認知されることなかった」

「多くの医師や看護師は、少なくとも殺人を目
撃していたが、1945 年以降もそれぞれの施
設で働き続けた」

「医療的犯罪に関与した多くの研究者たちも、
それぞれのキャリアを継続した」

「犠牲者たちは 1980 年代になってようやく公
に追悼されはじめた」
(ドイツ精神医学精神療法神経学会 (DGPPN) 移動展覧
会,2015,p.17)



７０年の沈黙を破りドイツの精神医学精
神療法神経学会が患者や家族に謝罪
２０１０年に、Dr.フランク・シュナイダーは、自
らが学会長を務める学会の正式な見解として、
ナチスドイツ時代の精神科医が犯した人道に
反する罪(「精神疾患や知的障害を持つ人々
の殺害、強制断種、倫理に反する研究、精神
科の同僚たちの追放に対して責任がある」
(シュナイダー,2015,p.4))を認め、謝罪した



精神医学精神療法神経学会の
会長による謝罪の言葉

「ドイツ精神医学精神療法神経学会を代表し
て、犠牲者とそのご家族に対し、みなさまが
国家社会主義時代にドイツ精神医学の名の
下にドイツの精神科医によって受けた苦しみ
と不正・不当な行為に対して、またその後に
続く時代にドイツ精神医学がかくも長く沈黙を
続け、事態を軽視し、抑圧してきたことをお詫
び申し上げます」(シュナイダー,2015,p.4)



精神医学精神療法神経学会の
2010年以降の取り組み

国家社会主義時代の歴史を見直す研究プロ
ジェクトを設置

2011 年に、ナチの安楽死プログラムで鑑定人
を務め、戦後、学会の会長に就任し、名誉会員
となっていた精神科医フリートリッヒ・マウツとフ
リートリッヒ・パンセの名誉会員資格を剥脱(シュ
ナイダー,2015,p.4)



精神医学精神療法神経学会の
2010年以降の取り組み
ドイツの医師たちの募金活動によって、移動
展覧会が実現

この展覧会の指針は、生命の価値について
の疑問を殺戮行為の前提となった思想や制
度から明らかにすること

「展覧会は排斥や強制断種から大量殺戮に
至るまでの不正・不当な行為やおぞましい犯
罪を総括し、具体的な例を示して被害者、加
害者、犯行に関与した者、さまざまな分野の
反対論者を考察する」
(シュナイダー,2015,p.4)



精神医学精神療法神経学会の
2010年以降の取り組み

「最終的には 1945 年から今日までこの出来
事がどのように扱われてきたかを検証」

「過去の過ちから学ぶだけでなく、自分自身
の現在と未来の行動に反映させ、鋭敏な指
針とすることが重要」
(シュナイダー,2015,p.4))



現代：イタリア

1973年「自由こそ治療だ」をスローガンに、 精神科

医バザーリアとその共鳴者、トリエステの県知事を
はじめとする行政官が法108号を法的な根拠にして
公立精神病院の解体に着手した

1998年には改革が遅々として進まない南イタリアの

現状に対して、国が精神病院を廃止しなければ予
算を5％カットすることを決めた(村上,他,2011)

現在では、一部の私立病院は残るものの地域衛生
センターや地域ケアチームを主体とした地域ケアに
完全に移行している

(石川,1990)
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現代：イタリア；精神医療改革の
根本思想

フランコ・バザーリアの思想

「病気ではなく、苦悩が存在するのです。その苦悩
に新たな解決を見出すことが重要なのです」(シュ
ミッ ト,2005,69)

「彼と私が、彼の＜病気＞ではなく、彼の苦悩の

問題に共同してかかわるとき、彼と私との関係、彼
と 他者との関係も変化してきます。そこから抑圧へ
の願望もなくなり、現実の問題が明るみに出てきま
す。こ の問題は自らの問題であるばかりではなく、

家族の問題でもあり、あらゆる他者の問題でもある
のです」(シュ ミット,2005,69)
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現代：イタリア
バザーリアらが活躍したトリエステでは、今も
「精神障害者をもつ人びとの健康を取り戻す
権利『健康権』を市民が積極的に認めて」
共生している (トリエステ精神保健局編,小山

訳,2001,138)

映画「むかしMattoの町があった」(バザーリア映

画を自主上映する180人のMattoの会,2012)にイタリア
精神医療改革の歴史は詳しい

2021/3/29



WHOメンタルヘルス・アクション
プラン2013～2020
アクションプランの冒頭の例には、長期療養
型の精神科病床の廃止が謳われている

精神的な健康が重視され、精神的なケアを行
うことがケアの質の向上につながるという基
本的な考え方がされている

精神医療の専門家だけでなく、保健、医療、
福祉に関わる全ての専門家が、メンタルヘル
スについての専門的な知識と技術を持てるよ
うにすることが強く推奨されている2021/3/29



WHOメンタルヘルス・アクション
プラン2013～2020

重要概念は、パーソンセンタードケア、パート
ナーシップ、共同意思決定、リカバリー、スト
レングス、ピア専門家、ソーシャルインクルー
ジョン(社会的包摂)、共生社会

専門家
ピア
専門家

パーソンセンタードケア
個人と環境のストレングスの活用

パートナーシップ
共同意思決定

個人のリカバリーとソーシャルインクルージョン
による共生社会の実現
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日本の精神医療の歴史



第二次世界大戦下の精神病院

優生思想はナチスドイツに限ったことではなく、
北欧や日本などでも、精神障害をもつ人の強
制的な断種は行われた

日本でも精神科病院の食糧不足は深刻で、
行政に食料を回してほしいと掛け合った病院
が、「普通の人でも食糧が足りないのに、まし
てや・・・」という言葉で退けられた

戦時下の精神病院の処遇は更に悪化・荒廃
化した(出口,鷹野,2013,125)



第二次世界大戦下の精神病院

看護人の多くが兵役に就き病院ではマン
パワーが不足した

食糧難で看護師が患者の不信の矢面に立つ
こともあった

患者職員共に自給自足の生活を強いられた

「多くの患者が脚気や胃腸炎・栄養失調で
死亡した」・・・松沢病院では40％が死亡

戦火や経営難で病床数は激減した(5年間で
約1/6) (出口,2013,134)



悪名高い「国民優生法」による
「断種」の嵐(出口,2013,134)

1940年 ドイツの断種法を模して「国民優性
法」を公布

「悪性の遺伝疾患を撲滅し国力を高める」という
「優生思想」のもと多くの精神・知的障害者が犠
牲になった

一部の精神科医の反対もあったが聞き入れられ
なかった

ドイツに比すると数は少ないが偏見につながった

1948年に「優生保護法」に改正したが、遺伝
疾患は優生手術の対象だった



戦後:社会防衛思想による病床の
増加と入院の長期化

1964年 ライシャワー駐日大使刺傷事件

各種新聞報道で「精神病者野放し」論が台頭
(村上 ,藤田,1980,p.50)

それ以後、全国で起きた様々な精神に障害のある
人が起こした事件をセンセーショナルに報道して
世論を喚起していった(村上 ,藤田,1980)

「他害の恐れ」を基準に取り締まりを強化

保健師が先頭に立ち、地域で生活する精神障害者
を入院させていった

(出口,2013,135-136)



社会防衛思想による病床の増加と
入院の長期化

1965年 精神衛生法改正

ケネディ教書の影響で「地域中心の理念」が盛り
込まれたが、具体的な施策に欠けていた

社会防衛的な考え方も色濃かった

病院数、病床数の増加 「雨後の竹の子」

１９６８年 クラーク勧告

WHOによる日本の精神医療の実態調査

閉鎖的で劣悪な環境が指摘され、その改善に
取り組むよう、勧告された⇒厚生省は無視



1960年代の精神病院の不祥事の
続発(出口,2013,136)

閉鎖的で劣悪な環境

多剤大量療法

営利主義

「精神科医は牧畜業者だ」との医師会会長の
発言もあった

「精神医療への根本的な問いかけ」

「『告発の時代』『混乱の時代』」

「患者の人権尊重のクローズアップ」



宇都宮病院事件(1983年)

看護者による患者の撲殺事件

日本の精神医療は世界から非難を浴びた(伊
東,2010)

その後の調査で次々と非人道的な処遇が
明らかになった

法律に反する人員配置

暴力による支配の日常化

作業療法の名のもとに患者を使役

通信・面会もままならない現状

「ハトを飛ばす」 (出口，２０１３，１３６－１３７)



施設症という医原病

長期間、制限が多く個別性を無視した環境に
入院することで、「施設症」という医原病が起
きた

施設症の症状

意欲の低下

発動性の低下

社会性の低下

統合失調症の陰性症状とあまり区別がつかない
状況であるため、病状の重篤さと間違えられ、
益々退院が困難になった

人間らしさの喪失



宇都宮病院事件以降

宇都宮病院事件をきっかけに人権擁護、脱施
設化の機運が高揚した

社会復帰施策の拡大

障害者基本法改正と精神保健福祉法の制定によ
る、福祉的な施策の展開

その過程で精神保健福祉士という新しい職種も誕
生

2005年 障害者自立支援法制定(サービスの
一本化と応益負担）⇒総合支援法への移行
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２００７年障害者の権利条約締結

2013年 第三次障害者基本計画

①地域社会における共生等

②差別の禁止

③国際的協調

④障害者の自己決定の尊重を明記

⑤合理的配慮
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国内法や施策の整備と経済的措置

障害者自立支援
法等の改正法施

行

障害者総合支援
法施行

障害者虐待防止

法・高齢者虐待

防止法制定

障害者優先調達
推進法施行

障害者差別

解消法制定

障害者基本法
改正

精神保健福祉法
改正

芸術文化活動、
スポーツ活動の

振興

障害者雇用
促進法改正

移行
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2007年,2013 国連拷問禁止委
員会の精神医療への警告
長期に亘る閉鎖環境への拘禁への懸念

隔離・拘束、抗精神病薬の強制投与への懸
念

入院に替わる処遇の貧しさへの懸念

行動制限に関する調査や関連する統計デー
タがないことへの懸念

(日弁連,2013,pp.26-27)
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2013国連拷問禁止委員会の精
神医療への警告
非自発的な治療についての効果的な司法的
コントロールの確立が必要

効果的な不服申立ての制度の確立が必要

地域サービスを充実させ入院患者数を減ら
す必要

「精神医療及び社会的ケア施設を含む，自由
の剥奪が行われるすべての場において，効
果的な法的なセーフガードを作る必要
(日弁連,2013,pp.26-27)

2021/3/29



2013国連拷問禁止委員会の精
神医療への警告

「効果的な不服申立制度へのアクセス強化」の
必要

隔離・拘束は最後の手段として，可能な限り短
期間にし、適切に記録する必要
(日弁連,2013,pp.26-27)
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2013国連拷問禁止委員会の
精神医療への警告

過剰な行動制限についての効果的で公平な調
査の必要性

被害者への救済と賠償の必要性

「独立した監視機関がすべての精神医療施設
に対して定期的訪問を行う」必要性

(日弁連,2013,pp.26-27)
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2014年
長期入院患者の地域移行促進

厚生労働省の方針

次の現状認識のもと、長期入院患者の地域
移行を促進する具体策をまとめた

一般医療より人員配置基準が低い、

１年以上の長期入院患者が２０万人おり、入院患
者の2/3を占めている
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2014年
長期入院患者の地域移行促進

「６５歳以上の長期入院精神障害者は増加傾向」

「死亡による退院が増加傾向」

2年以上入院後に退院できる人の数は400人/年
以下

20年以上入院後に退院できる人の数は90名/年
以下

⇒入院が長引けば長引くほど、退院が困難

2021/3/29



長期入院患者への支援方針

退院に向けた意欲の喚起⇒ピアサポーター
の活用

専門職の退院支援意欲の喚起⇒専門職の
再教育

医師、看護師等の基礎教育の充実

医師、看護師等の卒後研修の充実

「本人の意向に沿った移行支援」

地域生活支援の強化

精神病床の機能分化
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施策の矛盾

精神科救急・急性期病棟への人員配置の強化

回復期、慢性期の適正な人員配置

精神病床の機能分化の強化

慢性期の長期入院患者の退院促進には多くの
エネルギーと高い介入技術を要する

結局、慢性長期入院患者は切り捨てにしか見
えない
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2017年 これからの精神保健医療福
祉のあり方に関する検討会報告書

地域包括ケアシステムの構築⇒未着手

多様な精神疾患等に対応できる医療提供体制
の構築

精神病床のさらなる機能分化

医療保護入院時の本人家族への説明の強化

措置入院制度に係る医療等の充実

精神保健指定医の指定のあり方について
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精神科病院の不祥事:神出病院
事件

「神戸市西区の精神科病院「神出（かんで）病
院」で元看護助手らが入院患者を虐待したと
される事件で、兵庫県警は24日、他にも患者
らに無理やり性的な行為をさせたなどとして、
元看護助手の和田元規容疑者（27）と男性看
護師3人を準強制わいせつや暴行容疑で再
逮捕した。捜査関係者への取材でわかった」

2020年3月4日朝日新聞



神出病院事件のその後
2020年11月2日共同通信
「神戸市の精神科病院「神出（かんで）病院」
で入院患者に虐待をしていたとして、元看護
師ら男６人が暴行や監禁などの罪で１０月ま
でに有罪判決を受けた。」

「逮捕、起訴された元看護師５人と元看護助
手１人は、１０月２７日までに３人が実刑、残り
３人も執行猶予付き有罪が確定」



神出病院院長の声明

神出病院ホームページより転載 http://www.hyogo-

kinshukai.jp/kande/index.html



日本の精神医療の歴史の特徴

外圧により政策転換を迫られてきた

国を挙げて主体的に政策転換を行うというこ
とが非常に弱い

宇都宮病院事件は精神医療にとって一つの
大きな歴史の転換点となり得たはずだが・・・

この病院は事件後も存続し、病院長も医師免
許をはく奪されることなく、現在もその地位を
保持している

責任を取らない、責任を取らせない



日本の精神医療の歴史の特徴

宇都宮病院事件以後も精神科病院の不祥事
は多々起こっている

2020年に起きた神出病院の患者虐待事件は
氷山の一角ではないかという危惧をぬぐえな
い

厚労省の統計データ



ナチスと日本の2004年までの精神
医療の共通点は排除の論理
「社会の役に立たないごくつぶし」を殺害した ナチスド
イツと「危険な精神病者から社会を守る」という思想に
基づく精神科病院への長期拘禁は、「排除の論理」と
いう点では共通

人間は社会的な動物と言われるように、何十年も外部
から遮断された環境で死ぬまで拘禁されることは、「社
会的な死」と言わざるを得ない

欧米では脱施設化に巨額の投資をしたが日本では非
常に貧困な施策



私が描く精神医療の未来



長期入院患者の退院促進は急務
先ずは長期入院患者への国としての謝罪と損
害賠償が必要

長期入院患者は高齢化し「棺桶退院」する人が
急増

この問題は、人権の問題との認識が必要

長期入院患者への手厚い地域移行支援と地域
定着支援の必要性

精神医療人材の再教育

質の高い精神医療人材の確保⇒高度実践看護
師、精神科認定看護師の活用、一層の育成



精神障害を持つ人との
Coproduction(共同創造)の必要性

専門家 ピア
専門家

パーソンセンタードケア
個人と環境のストレングスの活用

パートナーシップ
共同創造

個人のリカバリーとソーシャルインクルージョン
による共生社会の実現

2021/3/29



精神障害を持つ人とのCo-

production(共同創造)
典型的なモデルはリカバリー・カレッジ

従来の医療モデルやリーガル・モデルを超え
た、教育モデルによるプログラム

デイケアは世界では効果のないプログラムと
して衰退しており、それに替わるサービスとし
てイギリスでは巨額の資金を国が提供してリ
カバリー・カレッジが展開されている

当事者と一緒に精神医療の未来を切り拓くことが、
私が考える共生社会の理想形



2021年後期に開講する新規科目
の紹介
科目名：精神・行動・発達障がい者共生特論

単位数:2単位(90分×15回)

担当者:松枝、児玉、津田を中心に、当事者、支援
者などのゲスト・ティーチャーを招聘

内容:精神医療の歴史、関連法規や条約、

国内外の先駆的な取り組みを紹介

授業の形態:教科書とオンデマンドのビデオ配信に

よる学修と、先駆的な取り組みをしている施設等の
見学研修

本日ご参加くださった方々の受講を
心から歓迎します
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