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これでいいのか 

精神医療!! 

2014年（日比谷野音）、2015年（東京芸術劇場）に続く、３回目の「6.26集会」 

 

病棟転換型居住系施設について考える会 
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        伊澤雄一（精神保健福祉事業団体連絡会代表） 

澤田優美子（日本社会事業大学大学院社会福祉学研究科博士後期課程） 

シンポジウム「これでいいのか 精神医療!!」 
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         氏家憲章（社会福祉法人うるおいの里理事長） 

         内田 明（医療扶助人権ネットワーク事務局長） 

         山本眞理（ＷＮＵＳＰ世界精神医療ユーザーサバイバーネットワーク理事） 

  コーディネーター 増田一世（公益社団法人やどかりの里常務理事） 

（総合司会）尾木眞也（こらーるたいとう）、島本禎子（あおば福祉会） 
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基調報告 

長谷川利夫（杏林大学教授） 

 

今ある精神科病院の病棟を住まいに変え，そこにいる人たちは退院したことにしてしまう

「病棟転換型居住系施設」の構想は、2013 年秋、厚生労働省内の検討会（「精神障害者に対す

る医療の提供を確保するための指針等に関する検討会」）で急浮上した。病棟転換型居住系施

設は，我が国の精神保健医療福祉の問題点が凝縮された、まさにその象徴のようなものである。

私たち病棟転換型居住系施設について考える会は、この構想が 2013 年の厚労省の検討会の俎

上に載ってすぐに立ち上がった会である。2014 年に 6 月 26 日は、日比谷野外音楽堂にて、こ

の政策に反対する緊急集会が行われ、集会後厚労省に申し入れを行ったことは記憶に新しい。

我々の運動の特徴は、障害の種類を越え、立場の違いを越え、広く市民と連帯しながら運動を

継続しているところにある。それは、現在も月 1 回“寄り合い”と呼ぶ集まりを行い、精神医

療をはじめとする諸施策につき議論し、運動の方向を決めていっている。“寄り合い”は様々

な障害をもった方、立場の方が集まっていて、そこへの参加は誰でも可能である。 

その後 2015 年に、国は、病院敷地内のグループホーム設置を認める省令改定を行った。し

かし私たちの運動の継続もあり、全国の 4 割の自治体が省令改定と同様の条例改正はせず踏み

とどまっている。国が省令改正を行えば地方自治体はこれに従うのが通例であるにもかかわら

ず、このような状況が我が国で生まれていることは強調してもしすぎることはない。朝日新聞

など全国紙が報じ、共同通信も全国配信を行っている。 

さて、現時点で病棟転換をするという最悪の事態は起こっていないように見えるが、全国の

情勢を引き続き注視していく必要があるのは言うまでもない。このような動きを許さない、と

いう多くの市民の眼が大切である。 

精神医療は楽観できない状況にある。 

本年 4 月に発表された精神保健福祉資料によると、2013 年時点で精神科において身体拘束

をされている人の数はここ 10 年で 2 倍になり遂に 1 万人を超えた。そもそもデータの公表が

2 年遅れであると同時に、人数の公表だけで実施時間などその実態を国は全く把握してもいな

い。精神科病院内の虐待などの事件も後を絶たない。都内クリニックにおけるデイケアを利用

した貧困ビジネスまがいの運営も明らかになってきている。精神科病院内の閉鎖病棟には 4 万

人を超える認知症をもった人たちが医療保護入院という形で強制入院させられている。精神医

療における人権はないに等しい状況が続いているのである。 

今回の 6.26 集会は、主に生活保護受給者の長期入院問題に取り組んでいる医療扶助人権ネ

ットワークの方々にも加わって頂いた。ネットワークの方々は毎月の“寄り合い”にも参加さ

れ我々の活動も厚みを増してきている。本集会を機に、精神医療の改革勢力の結集を図り、さ

らに運動に力を強め、改革の実を取っていかねばならない。  
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特別報告 

厚生労働省「これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会」構成員からの報告 

伊澤雄一（精神保健福祉事業団体連絡会代表／全国精神障害者地域生活支援協議会［あみ］代表） 

澤田優美子（日本社会事業大学大学院社会福祉学研究科博士後期課程） 
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シンポジウム「これでいいのか 精神医療!!」 

長谷川利夫（杏林大学教授） 

 

隔離・身体拘束の実態から考える 

         

杏林大学 

長 谷 川 利 夫 
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シンポジウム「これでいいのか 精神医療!!」 

氏家憲章（社会福祉法人うるおいの里理事長） 

 

精神科病院の経営の行き詰まりと破綻 

 ＜ 背景 ⇒ 精神医療政策の根幹の破綻 ＞ 

          

社会福祉法人うるおいの里 

氏 家 憲 章 

 

 

わが国の精神医療政策は下記の二点を基本 

（１）精神科病院への入院中心の隔離・収容（施設収容） 

（２）精神科病院を一般病院と区別し“特殊病院”扱い 

①医師は一般病院の３分の１などの「精神科特例」 

②一般病院の３分の１の日当点などの「精神科差別」 

 

精神科病院 ⇒ 入院中心の隔離・収容の精神医療政策の“要” 

 

先進諸国の精神科医療と国内の一般医療との「二重の格差」 

先進諸国で唯一の隔離・収容の精神医療政策の国 ⇒ 先進諸国の“非常識” 

精神科医療を区別し差別的扱い“安かろう・悪かろう”の精神科医療 

 

精神科病院の経営の行き詰まりと破綻は 

↓ 

隔離・収容の精神医療政策の行き詰まりと破綻 

（１９５０年代構築の精神医療政策“耐用年数”・“賞味期限”が切れる） 

  

＜ 戦後の精神科医療の動向のポイント ⇒ 精神科医療の大きな前進 ＞ 

 

１９５０年精神衛生法制定・１９５８年精神科特例新設⇒ 今日の土台が完成 

治療 ⇒ ショック（インシュリン・電気）療法が主流の時代 

精神疾患 ⇒ 悲観的に捉えられていた 

治療と精神障害者の処遇の中心は精神科病院 ⇒ 日本も欧米諸国も 

 

 １９５３年の抗精神病薬の発見・１９６０年代から抗精神病薬の本格使用  

 

入院中心の精神科医療 ⇒ 地域精神医療の時代へ転換 
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＜ 先進諸国 ＞ 

（１）抗精神病薬の本格使用による治療の前進 

（２）隔離・収容政策による①膨張する医療費②人権問題③施設症問題を反省 

人口万対３０数床～４０数床の精神科病床は不要 ⇒ 今日では５床程度 

   削減した病床のお金と医療従事者 ⇒ 地域精神医療の構築に活用 

 

【 他の先進諸国と日本との違い 】 

先進諸国 ⇒ 自覚的な精神医療改革（１９６０年代～本格的開始） 

日本   ⇒ ６０数年間本格的見直しをせず（今日まで放置状態） 

 

日本の人口世界の１.６％・精神科病床１９％（世界最大の精神科病床大国） 

【日本精神神経学会１９６９年第６６回金沢学会以降の大混乱・機能不全】 

 

日本の今日の状況 

精神科病院の経営の行き詰まり・破綻 ⇒ 精神医療政策の破綻 

⇒ 追い込まれて精神医療政策・制度の抜本的改革が避けられない事態に陥る 

 

 

 

（１）収入と支出の仕組み 

 

①病院収入の８４％は入院料収入（一般病院の６７％） 

②病院支出の６５％は人件費（一般病院の５３％） 

 

（２）一般病院の３分の１の日当点（在院患者一人１日当たりの入院料単価） 

 

 日当点 

一般病院 ３８，１１４円 

精神科病院 １２，０１９円（一般病院の３２％） 

                   出典：「社会医療診療行為別調査」２０１０年 

 

（３）二つの経営対策 

 

一般病院の３分の１の日当点（収入）では病院経営は不可能 

収入と支出の両面の経営対策を講じて病院経営が可能に 
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①詰め込み入院で収入を増やす ⇒ 一般病院の病棟患者数は４０名前後 

 

精神科病院の病棟患者数 

１９９０年代の中頃まで平均で８０数名・１００名を超える超大型病棟 

病室人数も１０数名・２０数名が一般的・４０名を超える超大型病室 

詰め込みを可能とするため畳部屋・布団と布団が重なり合うすし詰め状況 

 

建替えた病棟（専門病棟）では病棟定員は６０名以下、 

建替えてない古い病棟は７０名以下 

 一般病棟の５０％以上も多い大型病棟・詰め込み状況  

 

②支出削減対策 ⇒ 一般病院の半分の職員総数（長年変わらず） 

 

＜ １００床当たりの職員数 ＞ 

 職員総数 医師 薬剤師 看護師・准看護師 

一般病院 １３５．０ １４．７ ３．１ ５９．７ 

精神科病院 
６６．７ 

（４９．４％） 

３．４ 

（２３．１％） 

１．２ 

（３８．７％） 

３２．５ 

（５４．４％） 

                         出典：「病院報告」２０１２年 

 

＜ 病院本来の在り方と正反対 ＞ 

 

病院は本来、“少ない患者数”に“多職種の豊富な人材” 

“患者一人一人の個別問題に適切に対処する” 

 

 ＜ 精神科病院は一般病院の３分の１の日当点のため ＞  

 

患者数は一般病院の倍の病棟患者数（現在５割増し） 

医師は一般病院の４分の１・看護師・職員総数は半分など 

 病院本来の在り方と正反対の経営対策によって経営が成り立つ経営構造  

 

国（厚生労働省）の精神医療政策上から発生している構造的問題 

 

医師や精神科病院の経営者の良識とは関係なく 

程度の差はあるが全ての精神科病院に共通する問題 
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（４）経営診断と病床利用率（定床に対する在院患者数比） 

 

病床利用率と交通信号（２００床の病院例・一人患者年間５００万円で試算） 

 

 ９５％以上は「安泰」 ・ ９５％～９０％「注意」 ・ ９０％切ると「危険ライン」 

【 収入と支出（人件費・諸経費・返済金など） 】 

 

病床利用率１００％          ⇒ １０億円 

       ９５％ ⇒ 「青信号」  ⇒ ９.５億円（－０.５億円） 

９０％ ⇒ 「黄色信号」 ⇒ ９.０億円（－１.０億円） 

    ８７％台突入 ⇒ 「赤信号」  ⇒ ８.７億円（－１.３億円） 

                   （数年放置すると倒産の危機） 

 

 

 

在院患者減の進行と深刻化する医師不足によって、病院経営は根底から揺らぎ出す 

 

（１）２００６年後半から病床利用率８０％台（２０１５年８６．０％） 

 

 ＜病床利用率の推移＞「病院報告」 

年 １９７０ １９８０ １９９０ ２０００ ２０１５ 

病床利用率 １０４．３％ １０２．４％ ９７．４％ ９３．２％ ８６.０％ 

 

１９８６年１００．６％を最後に１００％台の時代は終焉 

９０％の時代は２００６年に終焉・２００６年後半からは８０％台の時代 

 

＜ 認知症を除くと６９.３％の病床利用率 ＞ 

 

２０１２年の定床数は３３７，５７９床・在院患者は３０２，１５６人 

病床利用率は８９．５％  

この中に６８,１８３人の認知症 

 先進諸国では、認知症の人たちを精神科病院に入院させない時代  

認知症を除くと在院患者は２３３，９７３人（病床利用率は６９．３％） 

 

認知症を大量に抱え込むことによって、経営破綻の事実が隠されている 

精神科病院は在院患者の減少の進行によって 

“患者数を追求”する経営は破綻し深刻な事態に陥っている 

 

＜ 山梨県の病床利用率は７９.５％ ＞ 
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２０１３年全国平均の病床利用率８８．３％ 

都道府県別でみると１番病床利用率が高い県は富山県の９４.７％ 

一番低い県は山梨県の７９．５％ 

９０％台は２４都道府県（５１％）、８０％台は２３県（４９％） 

 

精神科病院の患者数（経営可能な９０％台）を追求する経営のあり方の崩壊 

 

 

 

 在院患者の減少が避けられない精神科医療の構造的問題  

 

（１）進む在院患者の２極化（新入院者の減少・長期入院者の高齢化） 

 

１９８０年頃までは、新入院者は精神疾患と診断されると 

多くの人たちは入院、入院になると年単位の長期入院 

精神科病院の高齢化１０％台 

 

今日では、新しく入院する人が減っている・入院しても短期入院 

長期入院者の高齢化は急テンポで進行 

２０１４年の高齢者の比率は５４．３％・７５歳以上の高齢者は２９．４％ 

 

＜高齢化の推移＞ 「患者調査」 

 １９８１年 １９９１年 ２００１年 ２０１１年 ２０１４年 

６５歳以上 

高齢者比率 

４５，９４０ 

１４．４％ 

８３，３８０ 

２４．０％ 

１１７，０７６ 

３５．２％ 

１４３，６９０ 

４５．５％ 

１５７，０００ 

５４．３％ 

 

（２）在院患者減が避けられない構造的問題 

 

新潟大学染谷俊幸教授・日本精神神経学会「精神医療」（２００１年１２月号） 

精神科医療施設の普及、精神科医の増加、薬物療法の進歩、 

社会復帰をめざす心理社会的治療などの総合的成果によって、 

遅く生まれた人ほど精神科医療の前進の恩恵を受け入院者は少なくなる 

２０００年当時と社会資源が増減しないと仮定しても 

２０２０年～２０３０年には統合失調症の在院患者は半減～３分の１に減少 

 

１９５４年第１回精神障害者実態調査「要収容者３５万人」を 

前提に構築した３５万床は今日の時代に通用しない 

長期入院者の高齢化の進行によって在院患者減に一層拍車 

 



( 16 ) 

＜ 今日の精神科医療と精神医療政策に大きな乖離 ＞ 

 病気や障害があっても社会生活が可能な時代 ⇔ 隔離・収容の精神医療政策   

 

 ＜ 統合失調症３万５千人の減少 ＞ 

 １９９９年 ２０１２年 １３年間の推移 

在院患者全体 ３３万３千人 ３０万２千人 － ３万１千人 

統合失調症 ２０万８千人 １７万３千人 － ３万５千人 

認知症 ４万９千人 ６万８千人 ＋ １万９千人 

上記を除く精神疾患 ７万６千人 ６万１千人 － １万５千人 

 

“患者数を追求する経営”は根底から崩壊が始まっている 

 

＜ 入院受療率の減少が着実に進行中 ＞ 

 

医療機関への患者数を示す受療率は、外来受診率は増加中。 

一方入院受療率は１９９３年から減少に転じ２０１４年は３９年間で最低 

１９９３年のピーク比１８％減。 

 

＜精神疾患受療率の推移（人口１０万対）＞ 

年 １９７５ １９８１ １９９３ ２００８ ２０１１ ２０１４ 

精神疾患全体 ２６９ ２８１ ３４７ ４１８ ４０１ ４１２ 

入院受診率 ２２２ ２４０ ２５７ ２３６ ２２５ ２０９ 

外来受診率 ４７ ４１ ９０ １８２ １７６ ２０３ 

                              出典：「患者調査」 

 

（３）予想される３つのケース 

 

 精神科病院は、在院患者の大幅な減少によって、病院経営は行き詰まり破綻が始まっています。

今後、精神科病院の在院患者の６割と多数を占める統合失調症の減少は避けられません。そのため

精神科病院は、今までの状態のまま今後も推移ことは困難な状況です。新たな転換が避けられませ

ん。 

今後予想される三つのケースを考えてみます。 

 

＜ 新たな在院患者を探す道 ＞ 

 

第１のケースは、在院患者の減少による経営危機を、新しい患者確保によって危機打開を図るケ

ースです。その方策の一つは、精神科病院の病棟を改修し、グループホームなどの居住系施設に収

容し、長期入院者を長期施設収容者に切り換える構想です。最近の代表例は「病棟転換型居住系施

設」の構想です。 

これは２０１４年に反対運動が大きく盛り上がり大きな社会問題になりました。この構想は、２
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０１６年４月現在実施「ゼロ」と破綻の運命です。 

もう一つの方策は、認知症の人たちを精神科病院に大量に収容する構想です。 

すでにこの構想は、２０１５年１月に新オレンジプランで、認知症の人たちへの循環型支援など

精神科病院の介入によって、精神科病院への本格的収容の道が拓かれました。このような構想は、

３０年以上前から、統合失調症に変わる新しい入院者として認知症が考えられていました。認知症

の人たちを精神科病院に大量に収容し３５万床を維持する構想です。 

この構想は、いずれは統合失調症中心から認知症中心の精神科病院に変わり３５万床の精神科病

床は維持されます。一方精神科病院の精神科特例も精神科差別も温存され、精神科病院が抱えるさ

まざまな問題を解消することはできません。このケースでは、高まる精神科医療の社会的役割が果

たせないだけでなく、先進諸国の精神科医療と国内の一般医療とに益々乖離していく道です。 

認知症中心の精神科病院への方向は、先進諸国の認知症施策や国内で地域ケアで積極的取り組ん

でいる方向と正反対です。そのため先進諸国や日本の社会から厳しい批判の声が高まり、いずれは

破綻の運命です。 

 

 “ 「地域移行強化病棟」新設 ” 

 

 今年４月の医療費（診療報酬）改定「地域移行強化病棟」が新設される。 

①点数１,５２７点（１５,２７０円） ⇒ 精神療養病棟の５割増し 

②長期入院者の退院者数が月平均で病棟の定床数の１．５％以上が要件 

（５０床の慢性病棟なら１年間で９名が退院） 

③病棟の定昇数の５分の１の病床を１年間に減らし、５年間で病棟が消失 

 

約４万床の空病床の解消か ⇒ 空病床へ認知症収容のもくろみは頓挫か？ 

 

＜ 精神科医療費削減の道 ＞ 

 

第２のケースは、精神科病院の現状は、国が病床削減策を積極的に講じなくても、在院患者減の

進行によって精神科病院の自壊は避けられない事態になってきました。精神科病床の減少が避けら

れない事態は、戦後６０数年間続けてきた精神科病院への入院中心の隔離・収容で精神科特例と精

神科差別を基本とする精神医療政策の破綻です。そのため本来なら、精神医療政策の転換のチャン

スです。しかし、最近の政治の動きは、精神医療政策に悪影響を与えています。政府与党は２０１

５年９月、国民の強い反対の声を無視し、安保法制（戦争法）を強行採決で成立させ軍拡の道に踏

み出しました。２０１６年度予算では、軍事費は初めて５兆円を突破するなど、軍事費拡張の路線

が強まっています。その結果、国の予算で最大の割合を占める社会保障費の削減が進められていま

す。２０１６年の参議院選挙で与党が勝利したら、更に大幅な社会保障費の削減が狙われています。

精神疾患は全在院患者の２４％を占めていますが、精神科医療費は国民医療費の数％と安上がりの

精神科医療です。そのため今までは、精神科医療費は、医療費削減の対象にはなりませんでした。

しかしこれからは、社会保障費の一層の削減のため精神科医療費は、決して聖域ではなく削減の対

象になる危険が高まっています。すでに精神科医療費は、２０１０年の１兆９，５９０億円をピー

クにその後減少を続け２０１２年には１兆８，８７９億円と７７１憶円も減少しています。その内
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訳は、外来医療費は着実に増加を続け２０１２年には５，１２５億円です。一方入院医療費は２０

０４年の１兆４，８５９億円のピークから２０１２年には１兆３,７５４億円と１，１０５億円の大

幅な削減となっています。 

 

＜精神科医療の動向＞ 

 ２０１０年 ２０１２年 格差 

精神科医療費 １兆９，５９０億円 １兆８,８７９億円 － ７１１億円 

精神科入院医療費 

精神科外来医療費 

１兆４，８５９億円 

４,９９８億円 

１兆３,７５４億円 

５，１２５億円 

－１,１０５億円 

増加中 

（注）精神科入院医療費の１兆４，８５９億円は２００４年。   出典：「国民医療費」 

 

地域で、医療支援と生活支援体制の構築ないまま、精神科病床だけを削減することは、先進諸国

のように地域で、医療支援と生活支援で精神障害者を支援する地域精神医療の構築はできません。

そのため精神障害者の行き場がなくなり、路上生活者を大量に生み出すことになります。またここ

ろの健康問題が国の戦略的課題になっている状況には対応できません。１９６０年代ケネディー大

統領の時代のアメリカは、精神科病床の大幅削減（脱施設化）政策を推進しました。しかしベトナ

ム戦争の激化によって、軍事予算が大幅に増えたために、地域の社会復帰施設の整備の予算がなく

精神科病院から出された精神障害者は、行き場がなくなく大量の路上生活者となりました。日本は

半世紀以上経ってアメリカの失敗を再び繰り返す最悪のケースが心配される政治状況になってき

ました。政治の行方が精神科医療の行く末を決する状況です。 

 

＜ 今日の時代に対応した改革の道 ＞ 

 

第３のケースは、精神医療政策の“要”の役割を担ってきた精神科病院が、経営は行き詰まり破

綻が始まっている事態は、戦後６０数年間続けてきた精神科病院への入院中心の隔離・収容政策で

精神科特例と精神科差別を基本とする精神医療政策自体の行き詰まりであり破綻です。 

そのため現状を打開するためには、精神医療政策を今日の社会に適切に対応できる政策に切り換

えることが必要です。その基本方向は、先進諸国では、精神の病気や障害があっても、地域で、医

療支援と生活支援で精神障害者を支える地域精神医療（脱施設化）です。そして人の健康と命そし

て人生に大きな影響を与える医療政策は、医師は一般病院の３分の１の「精神科特例」、精神科病

院の日当点が一般病院の３分の１などの「精神科差別」など差別的扱いを解消し、一般病院と同水

準の医療体制にすることです。 

当たり前のことを普通に行なえる精神医療政策へ政策転換が避けられない時代です。この道にこ

そ、当事者や家族そして国民の期待に応える唯一の道です。  

そして精神科医療の展望を切り拓く唯一の道でもあります。 
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–     （「統計メモ帳」https://ecitizen.jp/ より）
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シンポジウム「これでいいのか 精神医療!!」 

内田 明（医療扶助人権ネットワーク事務局長） 

 

長期入院問題について 

 

医療扶助・人権ネットワーク      

事務局長弁護士  内 田  明 

 

 

主に生活保護受給者の長期入院を取り扱う団体。２０１２年１１月頃から活動開始。メンバーは、

弁護士や司法書士などの法律家が中心。 

 

（１）医療費は生活保護で負担 

生活保護受給者の場合、入院費、検査費用や薬代などの医療費は、生活保護で負担する。受給者

本人にお金がなくても、入院し続けることが可能。 

（２）病院側の事情 

空きベッドの解消。安定収入の確保。 

（３）福祉事務所側の事情 

多数の生活保護受給者を抱えて多忙な福祉事務所にとっても、長期入院させることでケースワー

クの負担軽減を実現できる。 

 

（１）任意入院とは 

精神障害者本人の同意により入院すること。 

（２）任意入院者の退院は原則として自由 

「精神科病院の管理者は、自ら入院した精神障害者（以下「任意入院者」という。）から退院の

申出があつた場合においては、その者を退院させなければならない。」（精神保健福祉法２１条２

項） 

（３）栃木県の精神科病院のケース 

２０１２年１１月頃、栃木県の精神科病院に任意入院中（当時）のＡより「退院したいが病院が

退院させてくれない。」という相談を受けたことがきっかけで、それ以来、３０名以上の生活保護

受給者の退院を支援してきた。 

台東区や品川区などの東京都内の福祉事務所は、精神障害を抱えている疑いのある多数の生活保

護受給者を栃木県の精神科病院へ送り込んでいた。 

当団体が支援した精神障害者のほとんどは任意入院であったが、本人が病院側に退院の希望を伝

えても、病院側が退院の手続を取らない例が散見された。 
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（４）Ｇさんの証言 

東京都内で生活保護を受けていたＧは、不眠に悩まされるようになり、福祉事務所のＣＷに相談

したところ、五反田のクリニックへ行くよう指示された。 

Ｇがクリニックの医師に「大きな病院で検査を受けたい。」と相談したところ、医師は、紹介状

を書いて、それを区役所に提出するよう言った。Ｂが紹介状を区役所へ提出すると、後日、ＣＷが

タクシーで迎えに来て、そのまま行き先も告げずに栃木県の精神科病院へ連れて行かれた。 

病院に着くと、Ｇは、医師の診察を受けた。医師は「俺が治してやる。俺は何万人も治してきた。

講演会にも行っている。お前のは病気じゃない。すぐに治る。」などと言うだけで、具体的な病名

や治療方針の説明はなかった。 

Ｇは、特に説明もないまま、閉鎖病棟へ連れて行かれた。病棟内は汚く、オムツをはかされたま

ま放置されている入院患者もいて、臭いもきつかった。Ｇは、もともと入院をするつもりはなかっ

たので、看護師に対し、「帰らせろ」と言って強引に帰ろうとすると、看護師に注射を打たれ、意

識がもうろうとして、その後のことは憶えていない。 

その後３か月間、薬の影響により意識がもうろうとして、ふらついて歩けない状態であった。自

力で歩くこともできず、オムツを使うときもあった。看護師らに抵抗すると、薬の量を増やされた

り、注射を打たれたりするので、Ｂは、次第に学習し、大人しく目立たないよう振る舞うようにな

った。その結果、注射を打たれないようになった。 

病棟内の生活は極めて単調であった。午前６時３０分に起床し、午前８時に朝食をとった。その

後は、昼食、夕食、風呂、テレビ、将棋、昼寝くらいしかやることがなかった。散歩は、病院の敷

地内に限られ、付き添いが必要であった。 

平成２４年春、医師に退院させて欲しいと頼んだところ、医師から「あと３年だ。」と言われた。 

Ｇは、このままでは一生退院できないと思い、なんとか医師や看護師に取り入り、病院の敷地内

にあるグループホームへ移してもらい、隙を見て逃げるつもりであった。 

ある日、同じ入院患者のＡが医人ネットに依頼して退院をつもりであることを聞き、Ａとともに、

医人ネットを通じて病院側に退院を申入れ、退院することができた。入院期間は約２年だった。 

（５）任意入院に対する対策 

法的にはいつでも退院できるはずであるが、それができない病院もある。法律家等を通じて申入

れをすることにより退院できるが、どのように繋がるかが課題。 

 

（１）医療保護入院（精神保健福祉法３３条１項）とは 

家族等の同意を要件として、本人の同意を得ることなく精神科病院への入院を認める制度（大谷

實・新版精神保健福祉法講義第２版９０頁）。 

（２）退院請求は有効か 

退院等の請求とは、精神科病院に入院中の者またはその家族等が、都道府県知事に対し、当該入

院中の者を退院させ、または精神科病院の管理者に対し、その者を退院させることを命じ、もしく

はその者の処遇の改善のために必要な措置を採ることを命じるよう求めることができる制度（精神

保健福祉法３８条の４）（大谷實・新版精神保健福祉法講義第２版１２６頁）。 

統計上は、精神医療審査会（全国）は、退院請求２４５５件に対し、入院または処遇が不適当で

あると認めたものは１０４件だけ（平成２６年度）。ただし、退院請求をすることで、退院や処遇
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改善が実現できる場合がある。 

（３）Ｓさんの証言 

東京都内の福祉事務所に生活保護申請に行くと、そのまま五反田のクリニックに連れて行かれ

た。クリニックの医師より「精神科に入院したことあるか。」と聞かれたので「ある。」と答えた

ところ、「それなら入院しましょう。」と言われた。診察後、注射を打たれ眠っている間に、福祉

事務所のＣＷにより、栃木県の精神科病院へ連れて行かれた。 

病院到着後、Ｓは、医師による診察を受けた。医師は、病名も告げないまま「１年間入院しまし

ょう。」と言い、任意入院が決まった。 

ある日、医師から突然「医療保護入院に変えます。」と言われた。Ｓは、入院の必要性が理解で

きなかったので、医師に対して「退院したい。」と相談したところ、医師は「退院せず、（病院内

で）農作業をやれ。」などと言い、取り合わなかった。 

その後、医人ネットに依頼し、栃木県知事に対し、退院請求の申立てを行った。ところが、栃木

県精神医療審査会は、「小脳の小奇形の存在」や「知的能力の不十分さ」により「引き続き入院を

継続することが適切であると判断される」として、医療保護入院が適当であると判断した。その結

果、Ｓは、退院が認められず、その後も、医療保護入院が続いた。 

 

（１）措置入院とは 

指定医の診察の結果、その診察を受けた者が精神障害者であり、かつ、自傷他害のおそれがある

と認められた者について、知事の権限により強制的に指定の精神科病院に入院させる措置（精神保

健福祉法２９条１項）。 

（２）措置入院の問題点 

措置入院制度は、指定医の診察が適切になされることが前提である。ところが、この指定医の診

察に対する不満が多い。 

（３）Ｙさんの証言 

Ｙは、銀行で派遣社員として勤務していたが、上司のパワハラに悩み、３月末までに退職するつ

もりであった。そのことをハローワークに相談したところ、失業給付との関係で精神科の診断書が

ある方が有利であると説明され、精神科の受診を勧められた。そこで、Ｙは、精神科クリニックを

受診し、不眠を申告し、睡眠薬を処方してもらった。このとき、診断名は、特についていない。 

３月１５日、Ｙは、自宅２階リビングでお酒を飲んでいるときに、夫と口論となった。理由は憶

えていないが、夫の態度が冷淡だったなど些細な理由だった。Ｙは、激しく言い争ううちに、夫か

ら殴られそうになったので、夫に対する警告のつもりで、咄嗟に電話の受話器を取り、警察に電話

を架けた。Ｙは、本当に警察に来てもらいたかったわけではなかったので、電話は警察につながっ

たものの、一言も話さずに受話器を置いた。夫は、警察に通報したことに怒り、固定電話から電話

線を引きちぎり、Ｙと夫は揉み合いとなった。その際、Ｙが夫から逃げようとしてベランダに出よ

うとしたところ、夫はＹを力ずくでリビング中央に引き戻した。 

しばらくして、警察官が駆けつけ、玄関のドアホンを鳴らした。夫は「来ちゃったじゃないか！」

と興奮しながら、玄関を開けに１階へ階段を降りていった。夫と警察官が２階リビングに上ってく

るとき、夫が警察官に「妻が飛び降りるかもしれない。」と興奮して話す声が聞こえた。これに対

し、警察官は「２階から飛び降りても死なないよ。」と話していた。Ｙは、リビングに入ってくる
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夫から逃げようとして咄嗟にベランダに出たところ、警察官に取り押さえられ、そのまま警察署へ

連れて行かれた。 

３月１６日、Ｙは、アルコールが抜け、落ちついた状態であった。しかし、警察が保健所へ通報

し、埼玉県知事により措置入院の措置がとられた。医師の診察はあったが、Ｙは、ほとんど何も聞

かれなかった。 

約１か月間、Ｙは、精神科病院に強制入院した。そのうち、３月１６日から３月１８日までの間、

保護室に隔離され、胴と上肢を拘束された。 

この強制入院により、Ｙには、精神科医療に対する不信感と精神障害者と看做されると何を言っ

ても聞き入れてもらえないことに対する恐怖心が残った。 

Ｙには、精神科への不定期の通院歴はあったが、入院歴はなく、入院直前まで普段どおり仕事へ

行き、生活していた。 

 

（１）辞められないデイ・ナイト・ケア 

２０１５年７月、「デイ・ナイト・ケアを辞めさせてくれない」という相談があり、これまで約

３０名の生活保護受給者の通院中止を支援してきた。 

生活保護費をクリニックが管理し、食糧を現物給付する場合や１日分（１日１０００円など）の

生活費しか渡さない場合がある。患者は、翌日の生活費をもらうため、デイ・ナイト・ケアに通い

続けなければならない。 

（２）Ｉさんの証言 

Ｉは、６５歳の男性で、生活保護を受給している。 

２０１４年６月、Ｉは、アルコール依存症の治療のため、東京都内のクリニックのデイ・ナイト・

ケアを受診するようになった。 

通院開始後、Ｉは、クリニックのスタッフの指示で、それまで入っていた施設を出て、豊島区内

の雑居ビルへ転居するよう指示された。その雑居ビルは、オフィス用のビルで、１室を天井まで届

かない木の壁で仕切り、二部屋に分けていた。壁の上の方に隙間があるので、隣の住人の生活音が

まる聞こえで、プライバシーが確保されていなかった。トイレは共同で、風呂はなかった。Ｉは、

クリニックに金銭をすべて管理され、食糧など必要な物が全て現物給付され、所持金が全く無かっ

た。そのため、Ｉは、銭湯に行くことができず、流しの水でタオルを濡らして体を拭いて生活して

いた。雑居ビルには、他にもクリニックへ通院する精神障害者が何人も入居していた。 

デイ・ナイト・ケアは、月曜日から土曜日まで実施されている（祝日は除く）。午前１０時まで

にクリニックへ行き、午後６時４５分に帰宅することができる。プログラムの内容は、ぬり絵や計

算などの課題、ゲートボール、映画鑑賞、および読書などであった。 

食糧の購入は、近くのコンビニエンスストアやスーパーマーケットへ職員と一緒に出掛け、職員

がレジで会計をしていた。１日分の食糧しかもらえないため、翌日の食糧をもらうためには、翌日

のデイ・ナイト・ケアも行かなければならなかった。 

Ｉは、治療効果を実感できず、何のためにデイ・ナイト・ケアに通い続けるのか分からず、２０

１５年７月、弁護士に依頼し、通院を中止するとともに、管理されていた金銭を取り戻した。 
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シンポジウム「これでいいのか 精神医療!!」 

山本眞理（ＷＮＵＳＰ世界精神医療ユーザーサバイバーネットワーク理事） 

 

 

 

 

恣意的拘禁を許すな 

 

 

 

 

 

 

 

 

WNUSP（世界精神医療ユーザーサバイバーネットワーク）理事 

山 本 眞 理 

 

 

 

 

 



( 25 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



( 26 ) 

 

 

 

 

 

 

 

資料 

恣意的拘禁のワーキンググループの対象とする拘禁とは刑事施設、入管精神病院だけが対象ではあり

ません。本人の自由意思に反しかつ自由にそこから出られないところに収容されていること自体が拘禁

です。したがってその対象は障害者施設、高齢者施設、児童養護施設あるいは民間の収容施設や貧困ビ

ジネスによる施設などなど広範囲にわたります。 

人権諸条約の選択議定書を批准しておらずそれらの個人通報制度を使えない日本としては国連理事

会や恣意的拘禁のワーキンググループへの通報は唯一の個人通報制度といえます。しかも恣意的ワーキ

ンググループへの個人通報は国内のすべての手続きが終わっていなくても、裁判などしていなくとも、

そして今まさに拘禁中という時に使えます。手続きも他の人権条約や国連人権理事会そのものへの通報

の手続きよりも迅速であり、最長 6か月間で結論が出ます。当該本人でなくとも当該の許可さえあれば、

だれでも通報はできます。ただし実名が必要です。委員会と政府には実名が伝わりますが、最終的に結

論が国連で公開されるときは匿名も可能です。 

前例ではグリーンピースの活動家の逮捕、仙台の守大助さんのケースでワーキンググループは意見を

日本政府に送っています。 
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国連恣意的拘禁ワーキンググループのサイトより 

個人通報と緊急アピール 

 

ワーキンググループは、自由の剥奪が恣意的であるか否か決める基準を採用してきた（ファクトシー

ト No.26 参照）。ワーキンググループの注意を喚起するために恣意的拘禁と申したてられたケースに関

し、当該政府内容を明らかにしあり注意を喚起するために当該政府に緊急アピールを送ったり情報交換

したりすることで得た情報に基づきワーキンググループは、行動する。ワーキンググループはまた個人

通報も検討する。これは個人通報を検討する任務を明確にした条約を根拠としない唯一のメカニズムで

ある。このことは世界のいかなる場所においても個人の通報の権利に基づいてワーキンググループは行

動するということを意味する。以下の手続きがワーキンググループの従う主な手続きである。 

 

Ⅰ 個別ケースの捜査 

ワーキンググループは、政府または多国籍組織による恣意的拘禁の申し立てケースから人権を保護す

るための、当該個人、その家族、彼らの代理人または NGO から直接送られてきた通報による情報に基

づき行動する。 

通報は、外交ルートを通して当該政府に送られ、60 日以内に、事実に関してと適用可能な法律そして

命令された場合のいかなる調査の結果とその過程に関しての両方について、コメントそして申し立てへ

の見解を提供するよう当該政府に要請する。 

政府からのワーキンググループへの回答は最終的コメントと見解のために通報者へと伝えられる。 

ワーキンググループのやり方に従えば、ケースが以下のカテゴリーの一つにでも当てはまれば、自由の

剥奪は恣意的となる。 

A)自由の剥奪を正当化するいかなる法的根拠も明白にない場合（刑期満了後あるいは恩赦の適用がな

されているにもかかわらず拘禁が継続しているときなど）（カテゴリー１） 

B)世界人権宣言７条，１３条，１４条，１８条，１９条､１０及び２１条に保障された自由と権利の

行使の結果自由を剥奪されたとき｡国連自由権規約を批准している締約国が当該政府の場合は、自

由権規約 12 条, 18 条, 19 条, 21 条, 22 条, 25 条, 26 条と 27 条に保障された自由と権利の行使の結

果自由を剥奪されたとき（カテゴリーⅡ） 

C) 国連人権宣言及び当該国家が受け入れている関連する国際法において詳細に説明されている公正

な裁判の権利に関しての国際的基準を全般的にあるいは部分的に守っておらず、自由の剥奪という

重大な結果をもたらしているのであればそれは恣意的拘禁である（カテゴリーⅢ） 

D)難民申請者、移民、あるいは難民が、行政的司法的審査あるいは救済なしに行政的拘禁を長期にわ

たり強いられているとき（カテゴリーⅣ） 

E)生まれ、国籍、民族あるいは社会的身分、言語、宗教、経済条件、政治的あるいはほかの意見、性、

性的指向、または障害あるいはほかの条件をもととした差別を理由として、自由の剥奪が、国際法

違反を構成するならば、そして自由の剥奪が人権の平等を無視する目的あるいは効果をもたらしう

るものである時（カテゴリーⅤ） 

 

この対審手続きの下で集められた情報をもとに、ワーキンググループは非公開の会議で次の方策の一

つを採用する 

(a) いかなる理由であれすでに釈放された場合、ワーキンググループのケースに関しての権限に従っ
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てケースは記録される。しかしながらワーキンググループは当該が釈放されているにもかかわらず

拘禁が恣意的であるか否かについてケースバイケースにより、意見を発表する権利を維持し続ける。 

(b) ワーキンググループがケースは恣意的拘禁の一つではないと判断した場合は、その結果を意見と

して発表しなければならない 

(c) ワーキンググループが、政府や通報者から更なる情報が必要であると判断した場合は、情報が得

られるまでケースはペンディングされる。 

(d)ワーキンググループが十分な情報をケースに関して得られないと判断した場合はケースは暫定的

にあるいは最終的にファイル記録される。 

(e)ワーキンググループが、自由の剥奪について恣意的本質が確立していると決定したなら、政府に対

してその結論の意見を出しそして勧告を行わなければならない。 

 

意見は勧告とともに政府に送られる。告知の二週間後には意見は情報提供した通報者にも送られる。 

ワーキンググループの定められた報告スケジュールに基づき国連人権理事会へなされる年次報告書

の付録として、意見は公表される。 

 

Ⅱ 緊急アピール 

ワーキンググループは、申し立てられた侵害が時間の問題として死をもたらしかねないあるいは生命

の危機に瀕した状況であったり、また、被害者に非常に深刻な差し迫った継続したダメージをもたらす

性格のものであったりということ、そして恣意的拘禁下にあるという十分に信頼できる申し立てがある

ばあいにとられる、「緊急行動」手続きを開発してきた。また上記の条件以外でも例外的なケースでは

ワーキンググループがこうした緊急アピールが正当であると考えたときにも、緊急行動手続きが取られ

る場合がある。そうした場合、緊急アピールが当該政府に外交ルートを通して送られ、政府が拘禁下に

ある人が、恣意的自由の剥奪がされないこと、そして独立した公正な審査機関が、生命の権利と同時に

身体的精神的インテグリティが尊重されるために公正な手続きをとること、これらを確保するために適

切な方策をとらねばならないことを求める。こうした文書を出す際に、ワーキンググループは人道的な

根拠に基づくいかなる緊急アピールもワーキンググループが自由の剥奪が恣意的であるか否かについ

ての最終的評価をしているのではないということを強調する。ただしワーキンググループが既に自由の

剥奪が恣意的なものであると決定している場合はこの限りではない。 

 

2016 年 4 月 10 日 山本眞理 仮訳 

 

 

 

2015年 10月 10日（土）世界精神保健デー 

ジュネーブ（2015年 10月 8日） 

国連の障害者の権利に関する特別報告官 Catalina  Devandas-Aguilar と、健康への権利の特別報告

官 Dainius Pûras の二人は本日あらゆる形態の同意のない精神科医療の廃絶を各国に呼びかけた。 

世界精神保健デー[i]に先駆けて、独立専門家の二人は、発達障害と精神障害のある人々が尊厳をもっ
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てそして人権を尊重されて扱われることを確保するために、恣意的拘禁、強制収容、そして強制医療に

終止符を打つことを各国政府に求めた。 

「施設への監禁、身体拘束されること、そしてよくある独居拘禁、薬物を強制的に注射されること、こ

れらは障害があるあるいはあるとみなされた人々が、本人の同意なしにされることのほんの一部を描

いたものです。これらは身体的精神的インテグリティに対して重大な結果をもたらします。 

世界的に、発達障害や精神障害者をもった人々は差別、スティグマそして周辺化に直面し、精神保

健施設と地域社会の両方で感情的そして身体的虐待に屈従させられています。そして同意のない精神

医療の介入の結果として世界各地で毎年何十万もの人々が尊厳と権利を侵害されています。 

そして精神病院、他の特別な施設あるいはその他の同じような施設に恣意的に自由を奪われて拘禁

されています。 

拷問に値しかねない強制医療を行われるならそれは尊厳と両立することはありえません。各国は緊

急課題としてこうしたことをやめ、治療やケアの選択権あるいは拒否権を含んだそれぞれの人の自律

を尊重しなければなりません。 

暴力と虐待からの自由なしには、自律、自己決定、地域社会への包摂そして、意思決定過程への参

加、人の固有の尊厳は、空疎な概念です。医療行為として精神医療の名のもとに広範に受け入れられ

正当化されている膨大で広範囲な侵害について国際社会は認識する必要がある。 

同意のない収容と治療の背後にある『医療的必要性』という概念は科学的根拠と確固たる基準に欠

けている。精神医療での強制の使用という伝統は『まず害すなかれ』という原則に反しており、もは

や受け入れられるべきではない。 

障害者権利条約は精神保健政策とその実践においてパラダイムシフトをもたらす絶好の機会を提

供している。今年の精神保健デーにおいて、今までにもまして、人の尊厳とインテグリティを尊重し

た地域に根ざしたサービスの新たなモデルと実践を創出する必要を強調する。 

効力を持った障害者権利条約を踏まえて、サービス利用者政策決定者そして精神保健含めたすべて

の利害関係者の間で、人権を基礎とした、条約の基準がもたらした課題に対する回答となるべき解決

に向け取り組む仕事について対話を開始する、絶好のタイミングが今である。 

私たちは各国に、発達障害や精神障害を持つ人が、尊厳を持って対応され、いつもそれらの人の決

定が尊重される権利を提供され、さらに必要とするその決定が有効に伝達されるための配慮と支援を

得る権利を提供されることが確保されるために、すべての恣意的拘禁、強制収容そして強制治療を廃

絶することを呼びかける」 

 

Catalina Devandas-Aguilar 氏 (コスタリカ) は、2014 年 6 月に国連人権理事会によって、最初の障

害者の権利に関する特別報告官に任命された。彼女は ディサビリティ ライト アドボカシー ファ

ンド、国連の障害者権利条約の担当部署、さらに世界銀行、それらの戦略パートナーシップにおいて国

内地域そして国際的に障害問題について広範に取り組んできた。彼女は主に障害のある女性と障害のあ

る先住民に焦点を当てて取り組んできた。 

（詳細は以下） 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Disability/SRDisabilities/Pages/SRDisabilitiesIndex.aspx 

 

Mr. Dainius Pûras (リトアニア) は 2014 年人権理事会によって到達しうる最高の基準の身体的精神

的健康についての特別報告官に任命された。Mr.Pûras はヴィリニュス大学の社会精神医学小児科セン
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ターの所長であり教授である。彼はまた公衆保健政策とサービスの改革過程にこの 30 年間積極的に参

加してきた人権擁護活動家でもある。彼はとりわけ子どもの権利と精神障害者の権利そして他の弱者の

権利に焦点を当てて活動してきた。 

（詳しくは以下） 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Health/Pages/SRRightHealthIndex.aspx 

 

国連の特別報告官は国連人権理事会の「特別手続き」として知られている活動部門に属している。特

別手続きは国連人権機構で最大の独立した専門家による部門であり、特定の国家の状況あるいは世界の

すべての地域の主要なテーマ別課題を扱う、理事会の独立した調査と監視メカニズムである。特別報告

官の専門家はボランティアとして働き国連の職員ではなく無報酬である。彼らはいかなる政府、組織か

らも独立しており、個人としての能力において奉仕する。 

（詳細は以下）英語原文 

http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16583&LangID=E#stha

sh.z5MfKxiy.dpuf 

  

[i] 世界精神保健デーは国連が後援しているもので、精神保健の課題について世界的に講習の啓発啓蒙

のために毎年 10 月 10 日に行われている。ことしてのテーマは「精神保健における尊厳」である。 

 

（邦訳 山本眞理） 

 

 

人権理事会（Human Rights Council）（www.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil［別窓］）は、人権

と基本的自由の促進と擁護に責任を持つ国連の主要な政府間機関である。理事会は、60 年間にわたって

活動してきた「人権委員会（Commission on Human Rights）」に代わる機関として 2006 年に総会によ

って設置された。理事会は人権侵害に取り組み、それに対応する勧告を行う。理事会は人権の緊急事態

に対処し、人権侵害を防止し、総合的な政策ガイダンスを提供し、新しい国際規範を発展させ、世界の

いたるところで人権順守を監視し、加盟国が人権に関する義務を果たせるように支援する。また、人権

についての関心事項について発言する場を国家（加盟国やオブザーバー国）や政府間組織、国内の人権

機関、NGOs に提供する。 

 

人権理事会の 47 理事国は、総会が秘密投票によって直接かつ個々に選出する。総会の 192 票の過半

数を得なければならない。任期は 3 年で再選は可能であるが、連続して 2 期以上は務めることができな

い。理事国は公平な地理的配分に基づいて選出される。アフリカ・グループとアジア・グループがそれ

ぞれ 13 議席、ラテンアメリカとカリブ海域が 8 議席、西欧およびその他が 7 議席、東欧が 6 議席であ

る。 

 

すべての理事国は、人権の促進と擁護で最高の基準を掲げ、理事会と全面的に協力しなければならな

い。理事国は、自らが施行しようとする基準を守っているかを証明するために、国連の 192 全加盟国に

よる世界共通の定期的な審査を受ける。重大かつ組織的な人権侵害があれば、総会の出席し、投票する
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加盟国の 3 分の 2 の投票によって理事国としての資格が停止となる。 

 

理事会は年間を通じ定期的に開かれる。10 週間以上の会期を年に最低 3 回は開催する。さらに、理

事国の 3 分の 1 の支持を得た 1 理事国によって、特別会期をいつでも開催できる。2010 年、2 回の特

別理事会が開かれた。1 回は、1 月の巨大地震に続いてハイチの復興を支援するために開かれ、他は 11

月の大統領選挙に続くコートジボアールの人権状況に取り上げるためであった。 

 

人権理事会のもっとも革新的な特徴は、「普遍的・定期的レビュー」である。このユニークな制度に

は、国連の 192 全加盟国の人権記録を 4 年ごとに審査することが含まれている。レビューは、理事会の

主催のもとに、共同の、政府主導のプロセスである。理事会は、各国が自国の人権状況を改善し、かつ

国際の義務を果たすために採った措置および今後対処すべき課題についての報告書を提出する機会を

提供する。レビューはすべての国の扱いの普遍性と平等を確保するためのものである。 

 

理事会は必要に応じて広範にわたる専門家グループや作業グループの独立性や専門的知識を活用す

る。理事会は、人権侵害の申し立てを調査するために事実調査団を派遣し、国家に支援を提供し、必要

な改善を行い、かつ侵害を非難するために政府との対話を行う。その苦情手続きを通して、理事会は個

人、グループまたは NGOs による重大かつ組織的な人権侵害の申し立てを取り上げる。 

 

人権理事会の作業は、また、諮問委員会（Advisory Committee）の支援を受ける。委員会は 18 人の

専門家からなり、理事会のシンクタンクとしての役割を務める。行方不明者、食糧の権利、ハンセン病

に関連した差別、人権に関する教育と研修のような人権問題に関して専門知識と助言を理事会に提供す

る。その任務の実施に当たっては、国家、政府間機関、国内の人権機関、NGOs、その他の市民社会の

主体と互いに協力する。 

 

特別報告者と作業グループ 

 

人 権 に 関 す る 特 別 報 告 者 と 作 業 グ ル ー プ は 人 権 擁 護 の 最 前 線 に 立 っ て い る 。

（www2.ohchr.org/English/bodies/chr/special/index.htm［別窓］）。人権侵害を調査し、「特別手続き」

に従って個々のケースや緊急事態に介入する。人権専門家は独立している。個人の資格で務め、任期は

最高 6 年であるが、報酬は受けない。そうした専門家の数は年々増えている。2010 年末現在、31 人の

テーマ別、8 人の国別の特別手続きの専門家がいる。 

 

人権理事会と国連総会へ宛てた報告書を作成するに当たって、これらの専門家は個人からの苦情や

NGO からの情報も含め、信頼にたるあらゆる情報を利用する。また、最高のレベルで政府に仲裁を求

める「緊急行動手続き」を実施する。多くの調査研究は現地で行われる。当局と被害者の双方に会い、

現場での証拠を集める。報告は公表され、それによって人権侵害が広く報じられ、かつ人権擁護に対す

る政府の責任が強調されることになる。 

 

これらの専門家は、特定の国における人権状況や世界的な人権侵害について調査し、監視し、公表す

る。 



( 32 ) 

 

特定の国に関する特別報告者、独立した専門家、代表は、現在、ブルンジ、カンボジア、朝鮮民主主

義人民共和国、コンゴ民主共和国、ハイチ、ミャンマー、1967 年以来のパレスチナの被占領地、ソマ

リア、スーダンに関して報告する。 

テーマ別特別報告者、代表、作業グループは現在、適切な住居、アフリカ系の人々、恣意的拘束、子

どもの売買、文化的権利、教育、強制的もしくは不本意な失踪、略式裁判による刑の執行、極度の貧困、

食糧の権利、対外債務の人権への影響、意見および表現の自由、宗教もしくは信条の自由、身体的およ

び精神的健康、人権の擁護者、司法の独立、先住民族、国内避難民、外国人傭兵、移住者、少数者問題、

人種主義と人種差別、奴隷制度、連帯と人権、テロリズム、拷問、有害かつ危険な製品や廃棄物の違法

移動および投棄、人身売買、多国籍企業、水と衛生、女性に対する暴力、障害者などの問題について報

告する。 

 

 

 

人権理事会 御中 

 

２０１７年日本訪問のお願い 

 

１ はじめに 

私たちは、日本の精神障害者、支援者、団体、および法律家です。２０１７年の国別訪問に日本を

選んでいただきたく、お手紙を差し上げました。 

精神障害者には、身体の自由が保障されており、精神障害者であることを理由として、自由の剥脱

が正当化されてはなりません（自由権規約９条１項、自由権規約委員会一般的意見３５・１項、同１

９項、障害者権利条約１４条１項）。 

ところが、日本の精神科医療は、病院への収容、つまり自由の剥奪を基本とするものです。精神科

病院の病床数は３３万５５８５床に上り（２０１６年１月）、経営難の精神科病院は、空きベッドを

埋めるため、多くの精神障害者を囲い込み、入院させ続けようとします（後記２）。他方で、精神障

害者を支援する者にとっても、地域社会に受け皿がなく、退院を推し進めることができません（後記

３）。 

また、精神障害者は、精神障害者であることを理由に、その意思に反して、違法に身体を拘束され

（後記８、９）、医療上の必要性が乏しいのに治療と入院を強制され（後記４、５、６）、不当に自由

を制限されています（後記７）。 

このような自由権規約９条１項および障害者権利条約１４条１項に反する違法な現状について知

っていただくため、２０１７年の国別訪問先に日本を選択していただくことを切望します。 

以下、日本の精神科医療に関する問題事例の一例をご紹介いたします。 

 

２ 医療上の必要性がないのに入院を継続させる精神科病院 

報徳会宇都宮病院（栃木県）は、１９８３年に、看護職員らの暴行により患者２名の死亡事件を引

き起こした精神科病院です。 
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現行法上、精神障害者は、自らの意思により精神科病院に入院することができ（任意入院）、その

者が病院に対して退院を申し出た場合には、病院は強制入院の手続を採らない限り、その者を退院さ

せなければなりません（精神保健及び精神障害者福祉に関する法律２１条２項）。ところが、宇都宮

病院は、精神障害者より退院の申出があっても、退院の申出を放置して、入院を継続していました。

しかも、その多くは閉鎖病棟で処遇されていました。結局、２０１１年から２０１５年までの間に、

３０名以上の精神障害者が自力で退院することができず、法律家の支援を得て退院を実現しました。 

宇都宮病院の入院患者の半数は生活保護受給者で、身寄りのない者が多く含まれています。医療費

は生活保護費から支払われるため、病院は、安定収入確保のために、医療上の必要性がないのに、精

神障害者を長期入院させた疑いがあります。 

Ｇのケース 

東京都台東区で生活保護を受けていたＧは、不眠に悩まされるようになり、福祉事務所のケースワ

ーカー（ＣＷ）に相談したところ、クリニックの通院を指示された。 

Ｇがクリニックの医師に「大きな病院で検査を受けたい。」と相談したところ、医師は、紹介状を

書いて、それを区役所に提出するよう言った。Ｇは、指示通り、紹介状を区役所へ提出した。 

２０１１年１月、Ｇは、ＣＷがタクシーで迎えに来て、そのまま行き先も告げられずに宇都宮病院

へ連れて行かれた。 

宇都宮病院に着くと、Ｇは、医師の診察を受けた。医師は「俺が治してやる。俺は何万人も治して

きた。講演会にも行っている（「有名な医師だ」という意味）。お前のは病気じゃない。すぐに治る。」

などと言うだけで、具体的な病名や治療方針の説明はなかった。 

Ｇは、特に説明もないまま、閉鎖病棟へ連れて行かれた。病棟内は汚く、オムツをはかされたまま

放置されている入院患者もいて、臭いもきつかった。Ｇは、もともと入院をするつもりはなかったの

で、看護師に対し、「帰らせろ。」と言って強引に帰ろうとした。そうすると、Ｇは、看護師に注射を

打たれ、意識がもうろうとした。Ｇは、その後のことは憶えていない。 

その後３か月間、Ｇは、薬の影響により意識がもうろうとして、ふらついて歩けない状態であった。

自力で歩くこともできず、オムツを使うときもあった。看護師らに抵抗すると、薬の量を増やされた

り、注射を打たれたりするので、Ｇは、次第に学習し、大人しく目立たないよう振る舞うようになっ

た。その結果、Ｇは、注射を打たれないようになった。 

病棟内の生活は、極めて単調であった。Ｇは、午前６時３０分に起床し、その後は、朝食、昼食、

夕食、風呂、テレビ、将棋、昼寝くらいしかやることがなかった。散歩は、病院の敷地内に限られ、

入院患者が逃げないように、付き添いが必要であった。 

２０１２年春、Ｇは、医師に退院させて欲しいと頼んだところ、医師から「あと３年だ。」と言わ

れた。 

Ｇは、このままでは一生退院できないと思い、なんとか医師や看護師に取り入り、病院の敷地内に

あるグループホームへ移してもらい、隙を見て逃げるつもりであった。 

ある日、Ｇは、同じ病棟の入院患者が法律家に依頼して退院するつもりであることを知った。そこ

で、Ｇは、その入院患者と一緒に法律家に依頼し、病院に退院を申し入れ、退院することができた。

Ｇの入院期間は、約２年間だった。 

 

３ 退院支援のないまま放置されて長期入院となった事例 

前記２と異なり、精神科病院が退院を積極的に制限しない場合であっても、退院に向けた支援を病



( 34 ) 

院や行政が行わないため、入院が長期化する傾向があります。 

次のＢのケースは、病院や行政による退院支援が行われないまま、６０年間も放置されていたケー

スです。統計上、２０年以上の長期入院者は３６，５８４名おり（２０１０年）、このような数十年

にわたる長期入院は珍しいものではありません。このような病院や行政の不作為も、恣意的拘禁と評

価されるべきです。 

Ｂのケース 

Ｂは、１９５０年代に事件を起こし、統合失調症の診断を受け、精神科病院に措置入院（強制入院）

させられた。Ｂは、知的障害者でもある。 

その後、措置入院は任意入院に切り替えられ、法律上は退院がいつでも可能になったが、Ｂは、そ

のまま６０年以上入院を続けている。その間、病院や行政による退院に向けた積極的な支援は行われ

なかったようである。 

現在、Ｂの病状は安定しており、医学的にも入院の必要性は認められない。しかしながら、Ｂは、

すでに８０歳を超え、長年にわたり社会との関わりを持てなかったことにより、退院後の生活に対す

る想像が働かず、退院したいという気持ちを持つことができないでいる。支援者が退院の話をすると

黙ってしまったり、無理に勧めようとすると怒りだしたりする。本人にとって、病院が自分の唯一の

居場所となってしまっており、退院は病院から追い出されることと認識されるようである。 

 

４ 医療保護入院 

医療保護入院とは、家族等の同意と医師（指定医）の診察を要件として、精神障害者本人の同意が

なくても、精神科病院に強制入院させる制度です（精神保健及び精神障害者福祉に関する法律３３条

１項）。家族が精神障害者の入院を望めば、精神障害者本人が反対しても、強制入院を実現すること

が可能であり、濫用の危険の高い制度です。 

救済措置として、精神障害者は、都道府県知事に対し、退院を請求することができますが、退院請

求２４５５件に対し、退院または処遇改善が認められたのは１０４件だけであり（２０１４年）、救

済措置として十分に機能していません。 

このような濫用の危険があり、救済措置も不十分な制度によって、精神障害者の自由の剥奪を正当

化することはできないはずです。 

Ｕのケース 

Ｕは、東京都品川区の福祉事務所に生活保護申請に行くと、そのまま精神科クリニックに連れて行

かれた。クリニックの医師より「精神科に入院したことあるか。」と聞かれたので「ある。」と答えた

ところ、「それなら入院しましょう。」と言われた。診察後、Ｕは、注射を打たれ眠っている間に、福

祉事務所のＣＷにより、宇都宮病院へ連れて行かれた。 

宇都宮病院到着後、Ｕは、医師による診察を受けた。医師は、病名も告げないまま「１年間入院し

ましょう。」と言い、任意入院が決まった。 

ある日、Ｕは、医師から突然「医療保護入院に変えます。」と言われた。Ｕは、入院の必要性が理

解できなかったので、医師に対して「退院したい。」と相談したところ、医師は「退院せず、（病院内

で）農作業をやれ。」などと言い、取り合ってもらえなかった。 

その後、Ｕは、弁護士に依頼し、栃木県知事に対し、退院請求の申立てを行った。ところが、栃木

県は、「小脳の小奇形の存在」や「知的能力の不十分さ」により「引き続き入院を継続することが適

切である」という理由により、医療保護入院が適当であると判断した。いずれの症状も回復の見込み
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のないものであり、その後も医療保護入院が続けられることとなった。 

 

５ 措置入院 

措置入院とは、指定医の診察の結果、その診察を受けた者が精神障害者であり、かつ、自傷他害の

おそれがあると認められた者について、知事の権限により強制的に指定の精神科病院に入院させる措

置です（精神保健及び精神障害者福祉に関する法律２９条１項）。国内法上、精神障害者ではない者

は、自傷他害のおそれがあったとしても、治療や入院を強制されることはありません。つまり、精神

障害を理由として、入院を強制する差別的取扱いです。 

また、次のＹのケースのように、必要性や相当性を欠く強制入院も行われています。 

Ｙのケース 

２０１５年３月１０日、Ｙは、銀行で派遣社員として勤務していたが、上司のパワハラに悩み、３

月末までに退職するつもりであった。そのことをハローワークに相談したところ、失業給付との関係

で精神科の診断書がある方が有利であると説明され、精神科の受診を勧められた。そこで、Ｙは、精

神科クリニックを受診し、不眠を申告し、睡眠薬を処方してもらった。このとき、診断名は、特につ

いていない。 

３月１５日、Ｙは、自宅２階リビングでお酒を飲んでいるときに、夫と口論となった。理由は憶え

ていないが、夫の態度が冷淡だったなど些細な理由だった。Ｙは、激しく言い争ううちに、夫から殴

られそうになったので、夫に対する警告のつもりで、咄嗟に電話の受話器を取り、警察に電話を架け

た。Ｙは、本当に警察に来てもらいたかったわけではなかったので、電話は警察につながったものの、

一言も話さずに受話器を置いた。夫は、警察に通報したことに怒り、固定電話から電話線を引きちぎ

り、Ｙと夫は揉み合いとなった。その際、Ｙが夫から逃げようとしてベランダに出ようとしたところ、

夫はＹを力ずくでリビング中央に引き戻した。 

しばらくして、警察官が駆けつけ、玄関のドアホンを鳴らした。夫は「来ちゃったじゃないか！」

と興奮しながら、玄関を開けに１階へ階段を降りていった。夫と警察官が２階リビングに上ってくる

とき、夫が警察官に「妻が飛び降りるかもしれない。」と興奮して話す声が聞こえた。これに対し、

警察官は「２階から飛び降りても死なないよ。」と話していた。Ｙは、リビングに入ってくる夫から

逃げようとして咄嗟にベランダに出たところ、警察官に取り押さえられ、そのまま警察署へ連れて行

かれた。 

３月１６日、Ｙは、アルコールが抜け、落ちついた状態であった。しかし、警察が保健所へ通報し、

埼玉県知事により措置入院の措置がとられた。医師の診察はあったが、Ｙは、ほとんど何も聞かれな

かった。 

約１か月間、Ｙは、川越同仁会病院に強制入院した。そのうち、３月１６日から３月１８日までの

間、保護室に隔離され、胴と上肢を拘束された。 

この強制入院により、Ｙには、精神科医療に対する不信感と精神障害者と看做されると何を言って

も聞き入れてもらえないことに対する恐怖心が残った。 

Ｙには、精神科への不定期の通院歴はあったが、入院歴はなく、入院直前まで普段どおり仕事へ行

き、生活していた。 

 

６ 医療観察法による入院 

心神喪失等の状態で、重大な他害行為（殺人、放火、強盗、強姦、強制わいせつ、傷害）を行った
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者について、責任能力がないか、または限定した責任能力しか認められない場合に、強制的に入院治

療を受けさせる制度です。 

入院期間は無期限であり、長期にわたって、精神障害者を社会から隔離することが可能です。 

 

７ 医療機関による金銭管理 

福祉事務所は、生活保護受給者のうち金銭管理ができない者について、精神科クリニックが提供す

るデイ・ナイト・ケアを受診するよう強く指導することがあります。 

榎本クリニック（東京都）は、東京都内に５つのクリニックを展開し、月曜日から土曜日の朝から

夜までの間、精神障害者に対し、精神科デイ・ナイト・ケアと呼ばれる、食事とレクリエーションを

中心とするプログラミングを提供しています。通院する精神障害者の多くは、生活保護受給者です。

榎本クリニックは、精神障害者の金銭を管理し、食糧を現物給付する場合や１日分（１日１０００円

など）の生活費しか渡さない場合があります。その場合には、精神障害者は、翌日の生活費をもらう

ため、本人が行きたくなくても、デイ・ナイト・ケアに通い続けなければなりません。 

このような金銭管理は、本人の同意または真意に基づかずに実施されており、しかも医療上の必要

性や効果も不明確です。 

Ｉのケース 

Ｉは、６５歳の男性で、江戸川区で生活保護を受給している。 

２０１４年６月、Ｉは、アルコール依存症の治療のため、榎本クリニックのデイ・ナイト・ケアを

受診するようになった。 

通院開始後、Ｉは、榎本クリニックのスタッフの指示で、それまで入っていた施設を出て、豊島区

の「吉岡ビル」に転居するよう指示された。吉岡ビルは、オフィス用のビルで、１室を天井まで届か

ない木の壁で仕切り、二部屋に分けていた。壁の上の方に隙間があるので、隣の住人の生活音がまる

聞こえで、プライバシーが確保されていなかった。トイレは共同で、風呂はなかった。Ｉは、榎本ク

リニックに金銭をすべて管理され、食糧など必要な物が全て現物給付され、所持金が全く無かった。

そのため、Ｉは、銭湯に行くことができず、流しの水でタオルを濡らして体を拭いて生活していた。

吉岡ビルには、他にも榎本クリニックへ通院する精神障害者が何人も入居していた。 

デイ・ナイト・ケアは、月曜日から土曜日まで実施されている（祝日は除く）。午前１０時までに

クリニックへ行き、午後６時４５分に帰宅することができる。プログラムの内容は、ぬり絵や計算な

どの課題、ゲートボール、映画鑑賞、および読書などであった。 

食糧の購入は、近くのコンビニエンスストアやスーパーマーケットへ職員と一緒に出掛け、職員が

レジで会計をしていた。１日分の食糧しかもらえないため、翌日の食糧をもらうためには、翌日のデ

イ・ナイト・ケアも行かなければならなかった。 

Ｉは、治療効果を実感できず、何のためにデイ・ナイト・ケアに通い続けるのか分からず、２０１

５年７月、弁護士に依頼し、通院を中止するとともに、管理されていた金銭を取り戻した。 

 

８ 民間移送業者による身体的拘束 

家族等が精神障害者の意思に反して入院させようとする場合に、民間の移送業者が利用されること

があります。民間移送業者は、単に精神障害者を病院まで送り届けるだけではなく、抵抗する精神障

害者の身体を拘束して自動車に乗せ、強制的に病院へ連れて行くことがあります。 

民間移送業者は、行政もその存在を容認しており、行政が家族等に民間移送業者を紹介することも
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あります。しかしながら、民間移送業者には、精神障害者に意思に反して身体を拘束する法的権限は

なく、逮捕または監禁にあたる犯罪行為です。 

Ｚのケース 

Ｚが自宅マンションにいるときに、複数の男性が、Ｚに無断で、合い鍵を使って玄関ドアを開けて、

部屋に中へ押し入ってきた。おそらく、この複数の男性は、家族が依頼した民間移送業者で、合い鍵

も家族が手配したものであった。民間移送業者は、Ｚを縄で縛り上げて玄関外へ運び出し、エレベー

ターを使わずに、マンションの共用廊下や外階段を引きずるようにして、Ｚをマンションの外まで運

び出し、自動車へ押し込んだ。Ｚは、縛られて逃げ出すこともできず、そのまま精神科病院へ連れて

行かれ、強制入院（医療保護入院）となった。民間移送業者の手荒な扱いによって、Ｚに多数の擦り

傷や打ち身ができていたが、病院は治療をせず、これを放置した。 

 

９ 入院中の身体的拘束 

国内法上、精神科病院に入院する精神障害者について、「指定医」と呼ばれる特別の資格を有する

医師の診断を条件に、隔離（１２時間を超えるもの）および身体的拘束が認められています（精神保

健及び精神障害者福祉に関する法律３６条３項）。 

隔離および身体的拘束は日常的に行われており、精神科病院の入院患者約２９７，０００名、隔離

は９,８８３名、身体拘束は１０,２２９名に実施されています（２０１３年６月３０日時点）。この数

字が示すように、精神科医療の現場において、安易に隔離および身体的拘束が利用されていることは

明らかです（前記５）。 

次のＨのケースのように、身体的拘束が行われている際に、精神障害者の尊厳を傷つけるような取

扱いがなされています。 

Ｈのケース 

Ｈは、長く双極性障害に苦しむ女性である。 

２００７年１月３１日、Ｈは、大量服薬をし、治療のため外来で訪れた病院で首をつろうとしたた

め、鳥取医療センターへ緊急搬送された。Ｈは、入院に抵抗したが、医師の診断の結果、医療保護入

院となった。 

Ｈは、閉鎖病棟の中にある鉄格子のはまった窓が一つだけある狭い部屋へ隔離された。Ｈは、注射

を打たれ、両手両足および胴体に革製の拘束具がはめられ、紙オムツをはかされた。そのまま部屋に

鍵が掛けられ、一人部屋に残された。 

その日の深夜、男性と女性の看護師がオムツを交換するために部屋へ入ってきた。男性看護師がＨ

のオムツを交換し、女性看護師はそれを黙って見ていた。Ｈは、知らない男性の手で下半身を丸裸に

され、屈辱を感じながら、「なぜ男性の看護師がいるのですか？」と質問すると、女性看護師は「看

護師には男も女もいますよ。」とだけ答えた。Ｈは、自分が人間ではなく物として扱われていると感

じ、人としての尊厳を著しく傷つけられた。 

２００７年２月１日午後、Ｈは、医師の診断を経て、退院した。 

 

２０１６年  月  日 

 

２０１７年恣意的拘禁に関する作業部会日本訪問実現委員会 
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『コミュニティメンタルヘルス』 

コミュニティメンタルヘルス―新しい地域精神保健活動の理論と実際 – 1992/10 

ロレン・R. モシャー , ロレンゾ・ブルチ(著) 

 

（196〜200 ページ） 

 

地域精神保健に関する本が、本当は精神保健の問題でないものに一章を費やすのは、時勢の現れであ

る。私たちのように精神保健の仕事をしているものは、その仕事の社会的枠組みに非常に敏感である。

ホームレスの問題を精神保健の責任にする意見は多い。精神保健の分野は、罪悪感と譲歩の組合わせで

反応しているようにみえる。精神科医は、貧困者救護施設で時間を使うように徴集されている。精神科

のレジデントは、貧困者救護施設で働くように訓練されている。これらの恐ろしい非人間的施設が、逆

さまに最良のものとして抜きん出てきた。そして、すべての種類の専門家がその中で働いている。ホー

ムレスの問題に関するすべての活動と美辞麗句は、少なくとも私たちには、次のような質問を避け、ま

た答えなくてすむようにもくろまれているようにみえる。どうして一見文明化した、豊かな私たちの社

会が、二○○万人から四○○万人のホームレスの人々がいることを許容するのか。その根本原因は何か。

私たちは、共同社会の一員としてどのように彼らに答えるのか。欧州人たちはこの状況を不可解で信じ

られないと見ている。それに関して、たくさんの本（たとえばラム、一九八四）が書かれてきたし、そ

れに関する研究は歩を進めているが、根本的な政治社会的問題としては、まだ説明されないままである。

見苦しくなく家賃の支払える住居が不足していることは、重要な住宅問題として政治的衆目を集めるま

でにはまだ至っていない。 

何といわれようとも、精神疾患はホームレスの原因ではない。また、多くのホームレスの人々が「精

神病者」であることも驚くべきことではない。おそらく、仕事がなく住む場所もないという二重のスト

レスと同様に気力をくじく体験があるであろう。多くの（最低賃金で）働いている人々はニューヨーク、

ボストン、ワシントン、ロサンゼルスなどの費用のかさむ都会地域で住居を持つ余裕がない。実際、貧

困者救護施設の居住者の約二〇％（推定の率は差異は大きいだろうが）が決まった仕事を持っている。

たいていの生活保護受給者も、それらの地域でこぎれいな住居を持つ余裕がない。精神障害者であろう

となかろうと、これらの人々は、新しい都会の救貧院―貧困者救護施設の中で、すべて同じように見下

げられ非人間的な状況にさらされる。 

今日、ホームレスの人々はほとんど退院した精神病患者だと信じられている。その証拠を調べてみよ

う。おおよそ四〇万人の患者が一九六〇年から一九八〇年の間に退院した。その内、約半数が家庭に帰

り家族と生活している。それゆえ、最大約二〇万人がホームレスになる可能性がある。実際には、一九

六〇〜七〇年の一〇年間に退院した人々のほとんどはナーシングホームに移された老人患者だったの

で、ホームレスなる精神病者はおそらく一〇万人以下であろう。最近の研究より、救護施設居住者の一

〇〜二〇％が精神病院を退院した人々であることがわかった。救護施設内の人々の中での精神障害者の

数の推定は非常に様々であるが、三〇〜四〇％は多すぎると思われる。一九八四年でのホームレスの数

の推定は二〇〇万人から四〇〇万人の間であった。彼らはどこからくるのか。それへの簡単な答えはな

いことは明らかである。 

その問題に関する私たちの分析は次のようになる。ホームレスは基本的には経済問題である。住居の
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ために支払うお金がないということである。私たちの社会ではどのグループがお金を最も持っていない

か。生活保護受給者、低賃金者、失業者（明らかに重なり合うが）である。一九八一〜八二年の冬のホ

ームレス問題の出現に付随して劇的に数が増えたのは、どのグループだろうか。一九八〇年から一九八

三年の間に失業率は、約七・五％から一〇・五％に上昇した。これは、約三〇〇万人に相当する。これ

ら三〇〇万人の新しい貧困者が潜在的なホームレスとして加わるのに加えて、他の因子も作用している。 

①一九七〇〜八〇年の一〇年間の住居費の上昇は、低賃金者の賃金や生活保護受給者の受給額の増額

をはるかに越えていた。 

②レーガン政権は、低所得者用住居の建設援助と住居費補助金計画を削減した。 

③急激な家賃の上昇と都市の高級化（一九七三年から一九八〇年の間にニューヨークにおけるホテル

の一人部屋の部屋数が六〇％減少した）のために、これらのグループの大多数にとって利用できる

住居の費用は、手の届かないものとなった。その経済の社会的枠組みが、彼らをホームレスに追い

やった。 

このようにして、新しい貧困者の集団、すなわち三〇〇万人の新規の失業者（彼らは、失業が六か月

または一年以上続けば、本当に貧困者になる）が、今までいたホームレスに加わったとき、ホームレス

が劇的に増加した。そのかなりの部分の人が、失業とホームレスの二つのストレスが合わさって、精神

病になったとしても驚くべきではない。 

この分析を基に、ホームレスの問題の解決が行われるべきである。これらの人々が自由市場で住居を

買うのに十分な資金を供与するか、そのために助成金を使って住居を買って修復する貸与助成プログラ

ムを設置するべきかである。ニューヨークで各救護施設のバラック小屋に二万ドルのコストがかかり、

貧困所帯のための宿泊所は年間三〇万ドルを超すので、そのようなプログラムはとても経済的で、人道

的である。 

連邦政府の法律（「マッキニー」法）が、ホームレスの問題を処理するために通過した。しかし、そ

こには、すべてのアメリカ人がこぎれいで、支払い可能な、永続的な住居を持つ権利を保証するのに十

分な数の住居を建設し、修理し、補助金を与えるということが、国家の緊急事だという現実感がない。

この法律は不幸な形になっている。それは、住居のない精神障害者のプログラムと精神病でない人々の

住居プログラムを分けていることである。それは住居のない人々の間に区別と差別を持ち込むものであ

る。これは、ただ単により大きい問題から注意をそらす（それも、真剣には呼びかけようとはしていな

いだけでなく、精神障害者の人々に対して酷い仕打ちをもしていることになる。 

この住居プログラムは、もちろん、ホームレスの不幸に対処しようとするものではない。その理由は

以下のことである。 

①気力をくじく体験が長く続き人々から希望を奪ってしまい、仕事に就こうとする動機すら失わせて

しまう。それは、手に入る仕事では、救護施設から離れることのできないほどの低い給料なので意

欲を失わせるからである。 

②新しい形の施設症であるホームレス保護居住施設症（なんと興味深い矛盾語法ではないか）が、伝

統的なまるごとの入院施設と似ていなくもない状況から生じており、そこでは選択の余地のないホ

ームレスの人々は、生命に基本的に必要なものを得るために、保護居住の供給者に服従するように

要求される。多くの「新しい」ホームレスの人々はそれまで五年またはそれ以上も、いままで路上

で生活してきたので、多くは、救護施設から離れるのを躊躇するようになってきており、そこを立

ち去ることを嫌がる。 

③多くのホームレスの人々は、低栄養や、保護住居につきものの暴力、強姦、薬物中毒にさらされた
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り、巻き込まれる結果、深刻な医学的、心理的合併症を抱え込む。  

不幸にも、あちこち縫い合わせた社会構造の深い裂け目を修理しようと試みる（すなわち、救護施設）

近視眼的政策のために、多かれ少なかれ永続的に気力がくじけてモラルが低下し公民権の奪われた米国

人の新しいグループを作り出しているようである。貧困者救護施設システムは、維持するためにクライ

エントを補充し続けなければならないような、新しい永続的な施設に発展しつつある。真の長期的解決

法でその問題に政治が取り組むことに失敗したことで、救護施設とその常連との結びつきは、固められ

たのである。  

よい地域精神保健計画では、家賃の支払える住居があり、深刻な心理的困難を抱え寒さから逃れるた

めに喜んでホームレスが利用できるような介入がなされるべきである。できるだけ多くのホームレスを

居住治療事業に受け入れることは、精神障害者に利用を奨励するうえで、柔軟で革新的な地域精神保健

事業を実行できる力量のテストになるであろう。ホームレスの人々に関する今の差し迫った問題は、何

人かは深刻な精神障害を持っているが、そうではない多くの人がホームレスとしての人生を始めてしま

っているということである。より広い社会に出るのを断念することでより多くのケアを受けられるホー

ムレスの文化に気づいたために、彼らは、ホームレスを社会に再統合しようとする過程に喜んで参加し

ようとはしていないようである。これらの人々や家族を文化変容させるような何か革新的な方法が、こ

のホームレスの生き方が止められるように開発される必要がある。彼らの注意をひくような具体的な対

策を生み出すことは、重要な課題になっている。 
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