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第1回 2014年6月26日@日比谷野外音楽堂「STOP! 病棟転換型居住系施設!!」 

第2回 2015年6月26日@東京芸術劇場「今こそ精神保健福祉法体制を問う」 

第3回 2016年6月26日@文京シビックセンター「これでいいのか精神医療!!」 

第4回 2017年6月26日@参議院議員会館「これでいいのか精神医療!!～精神保健福祉法改悪案の廃案を諦めない!!」 

 

 5回目の[6.26集会]
 

私たちは、2014 年 6 月 26 日に日比谷野外音楽堂で開かれた「生活するの

は普通の場所がいい STOP! 病棟転換型居住系施設!! 6.26緊急集会」を開催

しました。作りすぎてしまった日本の精神科病床を「暮らしの場」と言い換

え、退院したことにしてしまおうという馬鹿げた政策に「STOP!」をかける

緊急行動でした。 

それから４年が経過しました。今、日本の精神医療は、さらに閉鎖的処遇

が進行し、病院内での隔離・拘束は増え続けています。そして、「重度かつ

慢性」という言葉で、退院できる人とできない人を選別し、今も病院に残る

長期入院の人たちの退院を否定する仕組みまでが構想されています。 

私たちは、そのような日本の精神医療を抜本的に変革していくために行動

してきた障害当事者・家族・精神医療や地域精神保健・福祉の関係者がつな

がり、歩むため、今年も 6月 26日に集会を開催します。 

 

 

2018年6月26日(火) １３:00～１５:30 

参議院議員会館・講堂 
 

病棟転換型居住系施設について考える会 

連絡先： 長谷川利夫（杏林大学教授） 

〒181-8612 東京都三鷹市下連雀 5-4-1 杏林大学保健学部作業療法学科 

E-mail：hasegawat@ks.kyorin-u.ac.jp 

携帯電話：090-4616-5521 
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5回目の 6.26集会 

｢変革すべき精神医療～見えないものを見る努力～｣ 

 

《プログラム》（予定） 

 

○【基調報告】「考える会」の取り組み、山積する課題の確認 

長谷川利夫さ
ん（杏林大学教授） 

 

○平成 29年度みんなねっと全国調査報告 

小幡恭弘さ
ん（全国精神保健福祉会連合会・みんなねっと） 

 

〇身体拘束に関するアンケート調査報告 

宇田川健さ
ん（地域精神保健福祉機構・コンボ） 

 

〇精神科病院に勤務する看護師の語る医療現場の現状 

東幸枝さ
ん（社会医療法人財団松原愛育会松原病院） 

 

〇私の経験した精神科病院での身体拘束 

 

 

〇ベルギ―で実現した精神医療改革 

氏家憲章さ
ん（社会福祉法人うるおいの里） 

 

○2018年から精神保健福祉資料（630調査）が変わる！～何が問題なのか～ 

  星丘匡史さ
ん（埼玉県精神医療人権センター） 
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【基調報告】「考える会」の取り組み、山積する課題の確認 

長谷川利夫さ
ん（杏林大学教授） 

 

5 回目の ６．２６集会開催にあたって 

 

杏林大学 教授 

長谷川 利夫 

 

 

2014 年に日比谷野音を満杯にして行われた６．２６「STOP! 病棟転換型居住系施設」の集会から 4

年が経過し、5 回目の 6.26 を迎えることになりました。私達は国の検討会で提案された、余った病棟を

改築してアパートやグループホームにすれば、そこにいたままにして「退院」したことになってしまう

「病棟転換型居住系施設」という馬鹿げた奇策に反対し行動を開始しました。活動を続けるうちに、メ

ディアを通じてこのことは広く知られるようになり、一定の歯止めの役割を果たしてきました。そして

これを機に、必ず毎月「寄り合い」という集まりを開き、4 年間で１度も欠かすことなく話し合いを続

けています。 

 

さてこの間、精神保健医療福祉の実態はよくなったでしょうか？ 

答えは否だと思います。 

増え続ける身体拘束。徐々に訴訟も起き始めています。心身に大きな傷を負う方がいること、亡くな

られる方もいることがだんだんわかってきました。 

精神保健福祉法は廃案となりましたが、厚労省からガイドラインが出され、そこでは援助関係者とし

て警察が入ることが想定されています。当事者の不安は続くことになると思います。 

「重度かつ慢性」という、科学的に見ても極めて怪しい、また利益相反の観点からも問題がある基準

が国の検討会で策定され、それを算出根拠にして医療計画が策定されてしまっています。精神科病院に

１年以上入院している人の６割から７割が「重度かつ慢性」とされてしまいました。厚生労働省の資料

によれば「重度かつ慢性」とは、「地域で生活することが非常に困難であり、長期に入院治療が必要な

患者」です。これでは退院が促進されるわけがありません。 

 

そして、つい最近は、こともあろうに、日本の精神科病院のトップが、機関誌の巻頭言、オピニオン

として「精神科医にも拳銃を持たせてくれ」という文を掲載しました。銃刀法によって銃所持が禁じら

れているわが国においてです。事実に基づいた冷静な議論ができないのでしょうか？彼らの言葉は鴻毛

より軽いと思います。 

 

私は、立場を超えて、一人一人の人権が守られる社会を作るために、現代社会の中で人権が疎んじら

れているこの精神保健医療福祉の世界において少しでもそれを改善していくために、力を合わせたいと

思っています。 
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公益社団法人日本精神科病院協会『日本精神科病院協会雑誌』巻頭言 

欧米での患者中心医療の外側で起こっていること 

2018年 5月 山崎 學 

 

 恒例になってしまったが、サンピエール病院の朝礼での鶴田聡医師の話が興味深かったので、同君

の許可を得て、以下にその内容を掲載する。ちなみに同君は当院の行動制限最小化委員会委員長でも

ある。 

 

 患者中心医療という、隔離拘束など精神病患者の行動制限を最小化しようという試みが世界中の医

療現場で進んでいます。東京の松沢病院では拘束が５年前の３分の１になったようですが、日本全体

では隔離拘束はむしろ年々増えているようです。反対に欧米の精神科医療現場では「隔離拘束はゼロ

にできる」という考えが主流になっているようで、興奮を鎮静させるための投薬すら「科学的拘束」

と言われるようになってきています。その結果かどうかはわかりませんが、欧米の精神病患者が病院

内外で暴れているといったニュースをインターネットなどで見る機会が多くなっているように感じ

ます。それらの映像を見ると、医療関係者は遠回しに眺めているだけで、暴れている患者に積極果敢

に対応しているのはセキュリティーオフィサーという職種のようです。セキュリティーオフィサーと

は日本の警備員にあたる人材のようで、欧米では医療現場の安全を守るために、彼らが暴れる患者の

隔離や拘束を積極的にサポートしているようです。 

 イギリスの病院では拘束用具を使うことは禁止されているはずなのですが、実際に映像を見ると、

暴れる患者はストレッチャーにベルトで固定されています。セキュリティーオフィサーの行う固定は

「医療的拘束」にはあたらないようで、彼らの行う拘束は報告する義務もないようです。イギリスの

ある新聞社が行った調査では、年間 3,000件ぐらいはこのような拘束が行われているという結果が出

ました。セキュリティーオフィサーの行う拘束はかなり手荒で、後ろから患者の首を絞めたり、うつ

伏せにした患者の背中に乗っている人もいて、あれを日本で看護師が行えば完全にアウトな手技では

ないかと思われます。 

 アメリカのニューヨーク州立病院ではセキュリティーオフィサーは「ホスピタルポリス」と呼ばれ

ており、病棟に張りついて患者や家族の出入りをチェックし、患者を診察室や保護室に連れていった

り、抵抗する患者をストレッチャーに乗せたり、デイルームで椅子を振り上げる患者に対応していま

す。 

 昨年３月のアメリカの某病院救急外来でのことです。腕を怪我した 48 歳の男性患者が治療中に興

奮し、セキュリティーオフィサー３名がストレッチャーにうつ伏せにして四肢を拘束している最中、

患者が窒息で死亡したと診断されました。しかしこの事件の一部始終の映像が公開され、それはまる

で集団リンチのようでした。セキュリティーオフィサーだけではなく、当然病院の責任者も責任をと

らされると思っていましたが、不起訴になりました。病院関係者は「セキュリティーオフィサーは拘

束の手伝いをしていただけ」とシラをきり、その病院がセキュリティーオフィサーを委託していた外

部の民間企業は、「うちのセキュリティーオフィサーに過失はなかったが、１人はその後に退職し、

２人は別の部署に移した」と説明し、死亡した患者の母親は「この州に正義はない」と泣いていまし

た。 
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 さらに問題なのは、セキュリティーオフィサーが拳銃や電気銃を持っている場合が多いということ

です。大学にポリスが常駐するのが当たり前になっているアメリカでは、病院でも武装したポリスの

常駐が当たり前になってきました。ある報告では、アメリカの病院でセキュリティーオフィサーが拳

銃を持っているところは 52％、電気銃や非殺傷性の武器が 47％、武器を持たせない病院はたったの

15％でした。電気銃は非殺傷性のものと言われますが、実際に電気銃で死亡した例は少なくありませ

ん。やはり昨年のアメリカの某大学病院で、躁うつ病の 26 歳の男性患者が長い待ち時間に飽きて裸

で踊り始めました。セキュリティーオフィサーが駆けつけ、その患者を抑えきれずに電気銃を２発撃

ちましたが患者の興奮は収まらず、最終的に拳銃を２発発射して瀕死の重傷を負わせるといった事件

がありました。拳銃を撃ったセキュリティーオフィサーは現役の警察官で、オフタイムのアルバイト

中でした。幸い患者は３カ月後に無事に退院できましたが、司法当局は病院側には一切の過失はない

とし、治療費は全額患者もちで、さらに通っていた大学は退学処分になったということです。 

 セキュリティーオフィサーの武装についてはアメリカでも賛否両論があり、救急医療現場での射撃

事件のうち、23％はセキュリティーオフィサーの拳銃が相手に奪われて起こっていたという報告もあ

ります。病院の安全部門を請け負う民間警備会社はいまや成長産業で、拳銃や電気銃だけでなく、催

涙ガス、手錠、警棒、そして最新鋭の双方向性通信システムで武装し、患者や医療現場を監視してい

ます。欧米では、もはや患者の暴力は治療の問題ではなく治安問題になり、さらにアウトソーシング

されてミリタリゼーションになりつつあります。そして欧米の患者はテロ実行犯と同等に扱われるよ

うになってきています。これも時代の流れなのでしょうか。 

 ところで、僕の意見は「精神科医にも拳銃を持たせてくれ」ということですが、院長先生、ご賛同

いただけますか。 

 

 精神科医療現場での患者間傷害、患者による職員への暴力に対応するため、日本精神科病院協会で

は精神科医療安全士の認定制度を検討している。 
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平成 29年度みんなねっと全国調査報告 

小幡恭弘さ
ん（全国精神保健福祉会連合会・みんなねっと） 
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身体拘束に関するアンケート調査報告 

宇田川健さ
ん（地域精神保健福祉機構・コンボ） 
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精神科病院に勤務する看護師の語る医療現場の現状 

東幸枝さ
ん（社会医療法人財団松原愛育会松原病院） 
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私の経験した精神科病院での身体拘束 
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ベルギ―で実現した精神医療改革 

氏家憲章さ
ん（社会福祉法人うるおいの里） 

 

ベルギーで実現した精神医療改革 

 

                社会福祉法人・うるおいの里 氏家憲章 

 

ベルギーの精神病床の８５％は民間精神科病院が占めている 

（日本は精神科病院の８０％・精神病床の９０％が民間病院） 

２０１０年から精神科病院経営者も賛同し精神医療改革が進んでいる 

 

＜ 第三次の改革（２０１０年 ～ ）＞ 

 

新たな政策プログラムを発足 

 

（１）可能な限り患者の生活環境で治療し、患者が治療に積極的にかかわり、症状の軽減

ではなく、患者の価値観を実現するというリカバリー志向の治療を基本理念としま

した。 

（２）病院改革では、 

①精神科病院が自主的に病床を削減する。②病院には病床削減前の入院収入を５年

間補償。例えば、廃止病棟の収入が年間３億円があった場合、病棟閉鎖に向けて在

院患者が減少しても在院患者が「ゼロ」になっても、県は病院に毎年５年間３億円

を補償。 

病院は廃止した病棟で働いていた職員を、家庭治療危機解決チーム（急性治療チー

ム）と積極的地域治療チーム（慢性期治療チーム・ACTチーム）の訪問チームに活

用します。 

（３）国は、２０１４年未までに人口に応じた地域別の必要な訪問チームの数値目標を策

定します。その後は、病院は病床を削減し定められた数の訪問チームを立ち上げる

ことが義務付けられる。 

（４）病院は病床を減らし、同数の職員を確保しながら、より集中的“ケア”を提供する

病床を確保することも許可されます 

 

地域の訪問チームに移った職員 

職員の身分と賃金は病院のまま継続 ・ 病棟の職員の配属変えは可能 

 

ベルギーの保健省の責任者 ⇒ 『改革は第２段階に入った』 
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イタリア・イギリス・スウェーデン・ノルウェーの労働組合は、 

精神医療改革を提起した最初は、最大の抵抗勢力だった 

 

＜ ベルギーの労働組合 ＞ 

ベルギーはフランスのパリ、ドイツのベルリン、オーストラリアのアムステルダムな

どは日帰りで行ける。イギリスも飛行機で２時間程度。私達は他国の精神医療改革の状

況は前から知っていた。私はイギリスへ視察に行った。 

ベルギーは入院中心の隔離収容の国だったが、私達は３０年前から精神医療改革を望

んでいた。思いは段々募っていた。２０１０年の精神医療改革の提起は長年望んでいた

ことが実現。労働組合は賛同し改革の推進者だった。 

 

イギリス・イタリア・スウェーデン・ノルウェーなどの精神医療改革 

１９６０年代～８０年代 ⇒ 入院医療中心の隔離・収容政策が主流 

労働者・労働組合は地域精神医療のイメージがもてない 

 

ベルギーの精神医療改革（２０１０年から） 

イギリスなどの改革から半世紀経っている・地域精神医療が常識の時代 

 

＜ 日本の精神医療改革の道筋が見えた ＞ 

情報が入っていて、認識は他の国と共有していたベルギー 

情報が入らず、認識が１９６０年代と余り変わらない日本 

医療従事者だけではなく、当事者・家族、社会も政治も 

 

情報が入っていない ⇔ １９６９年の日本精神神経学会の大混乱以降 

精神医療改革の議論と取り組みが停止し今日に至る 

 

２０００年代に入って変化が始まる・特に２０１０年代の変化は著しい 

２０１０年～「こころの健康政策構想会議」の運動 

２０１５年の「病棟転換型居住系施設反対・日比谷野音緊急集会（３２００名） 

精神医療の“潮目”が変わった ⇒ 精神医療政策へ目が注ぎ始めている 

新しい変化・いろいろな取り組みがある 

問題 ⇒ 動きが一つにまとまってない・ 

今年（２０１８年）は呉秀三の「二重の不幸」の指摘から１００年 

精神医療に対する社会や政治の関心を高めるチャンス 

ドキュメンタリー映画『夜明け前－呉秀三と無名の精神障害者の１００年』 
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「精神科病棟転換型居住系施設」についての新聞報道一覧 

（2015年2月15日現在作成 氏家憲章） 

 

〇東京・中日新聞『「地域と分断」』当事者が反発』・・・・・・・・・・・・・・（2013年11/28） 

〇朝日新聞・社説『精神科医療、病院と地域の溝うめよ』・・・・・・・・・・・・・（2014年1/24） 

〇福祉新聞『精神病床の転換案「権利条約に合わぬ」障害者政策委で反発』・・・・・・・・（2/10） 

〇東京・中日新聞『こちら特報部「転換型施設の推進案浮上」』・・・・・・・・・・・・・（5/19） 

〇東京・中日新聞・社説『精神科病院、暮らしの場ではない』・・・・・・・・・・・・・・（5/19） 

 

 

5月２0日「病棟転換型居住系施設について考える院内集会」 

 

 

〇赤旗『「地域で暮らせない」精神科病棟を施設に、国会で反対集会』・・・・・・・・・・（5/21） 

〇東京・中日新聞『精神科病棟→障害者住宅に改修「隔離から地域へ名目だけ」』・・・・・（5/21） 

〇読売新聞『患者囲い込み続く懸念』・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（6/12） 

〇朝日新聞『精神病床「住まい化」波紋、入院1年超20万人』・・・・・・・・・・・・・・・（6/18） 

〇上毛新聞『空き病床利用に反対』・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（6/24） 

〇京都新聞『長期入院の固定化懸念／精神病床「居住の場」に活用方針』・・・・・・・・・（6/24） 

 

 

生活をするのは普通の場所がいいSTOP！精神科病棟転換型居住系施設！！

6.26日比谷音緊急集会・会場が満杯の3200名参加 

 

 

〇毎日新聞『精神病床解消策「隔離続く」』・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（6/27） 

〇埼玉新聞『「障害者権利条約に違反」精神科病棟転換で反対集会』・・・・・・・・・・・（6/27） 

〇赤旗『普通の場所で生活を精神障害者ら集会』・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（6/27） 

〇神奈川新聞『「精神障害者の病棟転換住居反対」東京で集会』・・・・・・・・・・・・・（6/27） 

〇西日本『精神科長期入院 地域格差なぜ？』・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（6/27） 

〇河北新聞・社説『精神科病床転換／根本的な解決にはならない』・・・・・・・・・・・・（6/29） 

〇埼玉新聞『地域で暮らす今幸せ、精神科病棟転換高まる反対の声』・・・・・・・・・・・（6/30） 

〇東京・中日新聞・社説『病院の居住化、生き直す機会奪われる』・・・・・・・・・・・・・（7/1） 

〇朝日新聞『精神病床「居住化」条件付きで容認へ』・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（7/2） 

〇毎日新聞『居住施設へ転換容認』・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（7/2） 

〇日本経済新聞『精神空き病棟、試験的に居住施設へ』・・・・・・・・・・・・・・・・・・（7/2） 

〇朝日新聞・社説『「精神医療改革」あくまで地域へ』・・・・・・・・・・・・・・・・・・（7/4） 

〇愛媛新聞・社説『「敷地内退院」では理念がゆがむ』 ・・・・・・・・・・・・・・・・・（7/4） 

〇ジャパンタイム・社説『精神障害者の解決にはならない』・・・・・・・・・・・・・・・・（7/7） 
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〇神奈川新聞『精神障害者病床削減反対を押し切り転換を試作へ』・・・・・・・・・・・・・（7/7） 

〇福祉新聞『精神科病床を削減へ病棟から居住施設への転換を容認』・・・・・・・・・・・・（7/7） 

〇信濃毎日新聞・社説『精神病棟転換／患者のためになるのか』・・・・・・・・・・・・・・（7/8） 

〇沖縄タイムス・社説『精神科病棟の居住化／「地域移行」に逆行する』・・・・・・・・・・（7/8） 

〇北海道新聞『厚労省報告に賛否・精神科病棟を居住系施設に』・・・・・・・・・・・・・（7/10） 

〇読売新聞『精神病床数日本が突出』・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（7/11） 

〇読売新聞・社説『精神医療改革／社会的入院の解消を図りたい』・・・・・・・・・・・・（7/13） 

〇東京・中日新聞『病棟を居住施設に、精神科の長期入院対策の波紋』・・・・・・・・・・（7/17） 

〇朝日新聞・社説『精神医療改革 あくまでも地域へ』・・・・・・・・・・・・・・・・・（7/22） 

 

 

NHK「クローズアップ現代」 

『精神科病院「施設内退院」の波紋で～どうしたら精神科病床は減らせるか～』 

視聴率１３.９％（この年の「クローズアップ現代」の年間視聴率第１位） 

 

 

〇徳島新聞・コラム『「朝三暮四」の厚生労働省』・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（7/25） 

〇徳島新聞・社説『精神病棟転換／患者本位とはいえない』・・・・・・・・・・・・・・・（7/26） 

〇東京・中日新聞『精神医療「脱施設化」進まず』・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（7/28） 

〇高知新聞・社説『【精神科病床】地域で暮らせるように』・・・・・・・・・・・・・・・（7/30） 

〇社会新報『「転換型居住系施設」構想の問題』・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（7/30） 

〇高齢者住宅新聞『精神科病院の転換に問題、認知症入院者の議論全くなし』・・・・・・・・（8/6） 

〇赤旗・社説『精神科病院の病棟転換。看板書き換えは願いに逆らう』・・・・・・・・・・・（8/4） 

〇信濃毎日新聞・社説『精神病院から地域へ／尊厳を取り戻すために』・・・・・・・・・・（8/17） 

〇赤旗『地域で暮らしたい・精神障害を持って生きる（3回シリーズ）』・・・・・・・・・・（8/24） 

〇佐賀新聞・論説『精神医療改革』・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（8/25） 

〇福井新聞『精神障害者どう支援、病床の居住施設転換テーマ』・・・・・・・・・・・・・・（9/1） 

〇読売新聞『論点・スペシャル、精神科入院減らそう』・・・・・・・・・・・・・・・・・（10/1） 

〇西日本新聞・社説『精神医療改革・長期入院を減らすために』・・・・・・・・・・・・・・（10/27） 

〇朝日新聞『身寄りなき患者、遠くに入院』・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（10/30） 

〇琉球新聞・論壇『精神病と隔離政策・地域で暮らせる社会に』・・・・・・・・・・・・・（11/9） 

〇福祉新聞『精神科病院のGH、条件付きで検証へ』・・・・・・・・・・・・・・・・・・（11/10） 

〇沖縄タイムス・オピニオン『心を病む人の叫び感じよう』・・・・・・・・・・・・・・・（11/23） 

〇福祉新聞『「病院施設内GHに反対」精障者ら150名が集会』・・・・・・・・・・・・・・（11/24） 

〇沖縄タイムス『29日精神障がい・ハンセン病シンポ（ありのまま理解広める）』・・・・・（11/24） 

〇沖縄タイムス『沖縄に優れた草の根運動（戦争体験者調査とケアを）』・・・・・・・・・（11/26） 

〇沖縄タイムス『尊厳大切にするイタリア（「自由こそ治療」が合言葉）』・・・・・・・・（11/27） 

〇琉球新聞『大会後援県が拒否、精神障がい・ハンセン病』・・・・・・・・・・・・・・・（11/27） 

〇琉球新聞・社説『県の後援拒否、地方分権に逆行している』・・・・・・・・・・・・・（11/28） 

〇沖縄タイムス『障がい者自立支援を（精神・ハンセン病シンポで採択）』・・・・・・・・（11/30） 
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〇琉球新報『隔離が人生を奪った（施策是正へ決議）』・・・・・・・・・・・・・・・・・（11/30） 

〇琉球新報『入所障がい者の地域移行を促進』・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（12/1） 

〇沖縄タイムス・社説『二つの「隔離」排除の歴史繰り返すな』・・・・・・・・・・・・・（12/1） 

〇琉球新聞『心の扉を開いたら（心に傷をため、病状は起こる）』・・・・・・・・・・・・（12/1） 

〇沖縄タイムス『精神病の「隔離」反対』・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（12/2） 

〇琉球新聞『大会後援拒否「是正取り込む」』・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（12/2） 

〇琉球新聞『誰もが生きやすい社会を（優しさが薬以上の効果）』・・・・・・・・・・・・（12/5） 

〇沖縄タイムス『精神障がい者自立へ予算を』・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（12/10） 

〇琉球新報『精神障がい者大会の決議文県に手渡す』・・・・・・・・・・・・・・・・・・（12/10） 

〇朝日新聞『精神科病院を考える（上）「回復は社会生活の中で」』・・・・・・・・・・・（12/16） 

〇朝日新聞『精神科病院を考える（下）「強い入院中心の文化」』・・・・・・・・・・・・・（12/17） 

〇朝日新聞『精神科長期入院後の生活「一歩ずつ自分らしく」』・・・・・・・・・・（2015年1/30） 

〇東京・中日新聞『患者の隔離差別続くだけ、人権意識欠如・転換認めない』・・・・・・・・（1/30） 

〇奈良新聞『精神障害者の医療費・助成対象に地域差』・・・・・・・・・・・・・・・・・・（2/2） 

〇東京・中日新聞『こちら特報部「なぜ減らない精神科の長期入院」』・・・・・・・・・・（2/15） 

 

 26誌で74回報道（内社説18回・論壇1回・論説1回・論点1回・コラム1回）  
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2018年から精神保健福祉資料（630調査）が変わる！～何が問題なのか～ 

  星丘匡史さ
ん（埼玉県精神医療人権センター） 

 

 

 

 

 

 

 

 


