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はじめに 

 
2016年 7月 26日に「相模原障害者施設殺傷事件」が起きました。 
歴史の「事実が変わる」、「事実を変える」ことができるように、本事件は…というか「事件」

というものは、なにが「事実」かわかりません。加えて、本件を捉える視座・視点を羅列するだ

けでも、優生思想、精神障害、措置入院、生活保護、安楽死、薬物、実名報道、施設処遇、職員

教育、指定管理者制度等々、極めて複合的です。 

 
事件の翌日 7月 27日、全国手をつなぐ育成会連合会が出した声明文の最後は、次の言葉で締め
くくられています。 
「もし誰かが『障害者はいなくなればいい』なんて言っても、私たち家族は全力でみなさんの

ことを守ります。ですから、安心して、堂々と生きてください。」と。 
最初にこれを読んだときの頭の中は「？」で、どう受け取っていいか分からず、家族の「きれ

いごと」として受け取っていました。 

 
人間の脳の連想とは不思議なもので、なぜか次の瞬間に頭に浮かんだのは、1972年 4月に発表
された小柳ルミ子の「瀬戸の花嫁」の歌詞への揶揄。 
♪ 瀬戸は日暮れて 夕波小波   あなたの島へ お嫁にゆくの 
  若いと誰もが 心配するけれど 愛があるから 大丈夫なの ♫ 
「愛があるから大丈夫なの」なんてきれいごとを言っているから誰もが「心配する」んだと。 
「きれいごと」の歌続きで恐縮ですが、さだまさしの「道化師のソネット」、SMAPの「世界
に一つだけの花」なんかも似たようなもの。 

 
きれいごとだから駄目だと言いたいわけではありません。 
きれいごとはそれを貫徹する覚悟があるか問われるのです。 
本当に本気でどんな命も一つ一つ大切だと考えるなら、今回の加害者に仮に死刑判決が下され

た時、減刑嘆願書等が出なければ「筋」が通りません。もっといえば、死刑廃止運動が展開され

なければ嘘です。80％が死刑に賛成する日本でこの件を議論する基盤はありません。人間になん
らかの「有用性」が求められるのです。まして「有害」であれば抹殺の方向です。 
高齢者もまたしかり。老人福祉法第二条の基本的理念は、次のように記載されています。 
「第二条  老人は、多年にわたり社会の進展に寄与してきた者として、かつ、豊富な知識と経
験を有する者として敬愛されるとともに、生きがいを持てる健全で安らかな生活を保障されるも

のとする。」 
老人への敬愛は、「社会の進展への寄与」と「豊富な知識と経験」が基盤だとしています。 
人間の価値に、なんらかの有用性を求める考え方が表れています。 

 
そんなことを考えながら、「もし誰かが『障害者はいなくなればいい』なんて言っても、私たち

家族は全力でみなさんのことを守ります。」の意味を再考しました。 
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今はこの言葉を、「福祉の職員は、全力で障害者を『守る』人ではないでしょう？」という意味

だと受け取ることにしています
．．．．．．．．

。「守る」の意味と現実の事象をどう捉えるかによって、この受け

取り自体の意味もまた変わるでしょう。発信者の意図とは異なっていても、言葉は受け取る側が

受け取りたいように受け取ります。「言葉」の難しさです。 

 
本号は、「相模原障害者施設殺傷事件」を特集するわけではありません

．．．．．
。この「事件」をとおし

て、スタッフそれぞれに自分の活動や光風会の活動を考え、点検する機会とします。 
執筆者それぞれが、言葉の、文字の一つひとつの中身・概念を丁寧に点検することで、光風会

の広報情宣のあり方を再考する契機にしたいと考えています。 
（精神保健福祉士 斎藤 悟） 
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 1980年代の頃の学生時代に障害児・者から突き付けられた課題が、ここ数年、次か

ら次と目の前に現れて、「なぜ再び問題になるのか」と立ち止まらざるを得ないこと

が多くなりました。 

 2012年から 新出生前診断 血液検査でダウン症を見分ける 

 2014年   遺伝子検査ホームキット 

 2016年   女性障害者の妊娠・出産、優生手術 

 そして、2016年 7月 26日、相模原の障害者施設「津久井やまゆり園」で障害者の

殺傷事件が起きました。 

 「重度の障害者だけを集めた巨大施設が日本には未だに存在していること」が、現

実のものとして私たちの目の前に表れました。 

 眠剤を飲まされたり、ベッドに縛りつけられて、逃げることもできない状態で寝か

されていたのだろうか。 

30 年前に療休代替えで一時期勤務したことのある知的障害者を対象とする大規模

収容施設「コロニー」を思い出しました。軽度、重度、最重度と棟が障害の程度別に

分けられていました。最重度の障害者ばかりが集められた光景は、今でも不自然で異

様な感じがしたことを忘れられません。それと同じことが今も続いていたのです。 

 

＊ 臨心の課題 

 

私たちは、日本臨床心理学会（以下「臨心」）に参加して、心理の専門家と障害者 

が「する側」と「される側」の立場で議論し合う学会に影響を受け、障害者児・者に

関わる者同士の勉強する場として「茨精研」を開始しました。 

光風会を創立して生活支援センター「風（FOO）」や地域活動センター「光（KOO）」

等の事業を展開してからは、理事長やスタッフの鈴木、高島が「臨心」の運営委員と

して活動に関わってきました。 

 「臨心」は、2014 年、2016 年の大会において、再び「内なる優生思想」の課題を

取り上げました。以下に、大会開催の趣旨を紹介します。 

 2014年 11月開催の東京大会では、「なぜ、今『出生前診断』なのか」をテーマにシ

ンポジウムを開催しました。 

内なる優生思想を問い続ける 

―「茨精研」ICCAMの活動― 
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これまで臨心は、「母子保健法の改『正』」や「早期発見・早期治療」等の課題について議

論を深め、「障害児・者と共に生きる」あり方を検討してきました。 

遡れば、1972 年、兵庫県の「不幸な子どもの産まれない運動」の中で、「ダウン症」児な

ど「障害児」の発生予防を目的とした羊水穿刺の施策化が開始。これに対して、「青い芝の会」

など障害者からの批判・追及を受け 1974年に中止。しかしその後、羊水穿刺は、高齢出産や

「障害児」を抱える母親の出産にあたって当然のことのように適用され、今日に至っていま

す。 

 2014年 1月、日本はようやく「障害者権利条約」を批准しました。また、都道府県では「障

害者差別禁止条例」等の制定が進み、明らかに「障害児・者を包摂する」社会の形成を志向

しています。しかしその水面下では、「早期発見・早期治療」に関わる「生命」科学の研究に

歯止めが掛からなくなりつつあります。 

しかも、私たちは新たに大きな課題を抱えました。東日本大震災による福島原発の放射能

汚染です。今なお排出する汚染水の処理や除染した土壌の管理、ホットスポットのデータ収

取等、対処の目途が立たないまま 3 年を経過しました。福島県に住む母親や子どもたちは、

放射能汚染という不安の中で、「産む・産まないの選択」に向き合わざるを得ない状況に置か

れています。 

 このような状況を踏まえて、臨心はあらためて＜不幸な子供を産まない＞という私たち

個々の認識を問い、それがどのように形成されているのか、そして「心理」はどのように向

き合い行動するべきか、議論をする機会をつくりたいと考えています。 

 

 シンポジストには、産婦人科医師の堀口貞夫氏、日本ダウン症協会広島支部の石黒

敬子氏、「『ハイリスク』な女の声をとどける会（現在休止）」の二階堂祐子氏より課

題提起を受け、議論を行いました。 

 同じ時期に、水戸市周辺に配布されているタウン誌に「遺伝子検査ホームキットカ

タログ」という広告が、占いグッズを販売するかのように掲載されていたことに、驚

きました。私たちの日常生活に「遺伝子検査」が入り込み、「出生前診断」で胎児が

選ばれることだけではなく、私たち自身がこの世に存在していいのかどうかを問われ

始めたのだと感じました。 

 

 そして、今年 2016年の大会では、「女性障害者の子宮摘出」の実態について取り上

げました。 

過去のことではありません。今日本で「障害者の子宮摘出」が起きていることを、

2016年 1月 31日、毎日新聞の「女性障害者の尊厳守れ 妊娠・出産に社会の無理解」

という記事で知りました。 

そこには、2011 年に「DPI 女性障害者ネットワーク（以下「DPI」）」が全国の女性

障害者 87 人を対象に行った「性や妊娠・出産」に関する調査結果、例えば「生理は

なくていいと子宮摘出を勧められた」や「婦人科で『こんな状態でどうやって行為を

するの』と言われた」「介助中に胸を触られた」等といった内容が報告されていまし

た。 
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なんと！女性障害者に対して子宮摘出が勧められているのです。35年前の 1980年

頃に、重度の身体障害者をとおして知った「月経介助を嫌がる身内に『生理はなくて

いいんじゃない』と子宮摘出を勧められた」という事実が、今も続いていたことに二

重の衝撃を受けました。私の中では、既に過去のことになっていたからです。 

 現代社会において、障害児・者の置かれている状況は、表立って障害児・者を差別

する光景こそ見なくなりましたが、手放しで喜んでいられません。 

着々と進む糖尿病やガン等の発症リスクの確率を検査する「遺伝子検査」の一般販

売や、「受精卵のゲノム編集」の基礎研究が繰り広げられています1。そして、この DPI

の調査結果です。 

 30数年前、下記に示すように女性、障害者のそれぞれの立場が向き合った「優生思

想」は、人間という個々のレベルで、肉体を構成する目や鼻、皮膚、爪などの身体や

臓器をモノ化するようになり、治療や美容という視点で商品を自己選択・自己決定す

る形となって根深く浸透していたのです。 

「『健常者』の〈産まない選択〉は、『障害者』の〈産めない〉状 

況を基盤にして許されてきたことに、女たちは改めてがく然として

いる。」2 

「女性は、子を孕む『性』でありながら『障害者』の女性となる

と、そのことが全く無視されてしまう」3 

 法が解決するものではないことを改めて認識しました。 

 

 私は同じ頃に、障害者同士で結婚し子どもを出産して、ボランティアの援助・支援

を受けながら子育てしている何人かの重度の身体障害者の女性にも会いました。「子

どもに対して、抱き上げて授乳できない、服を着せることも、ご飯を食べさせること

も・・・。それでも子どもたちの母親は私です」という言葉で、女性障害者に対する

私自身の差別感・偏見、内なる優生思想を問われました。 

 

＊「壁の向こう側で何が起きているのか」 

 

 光風会は、2007年から 2011年までの 5年間、茨城県より委託を受けて、精神科病

院の長期入院者に対する地域移行支援事業に関わりました。活動内容は、精神科病棟

の中に地域の風を送るよう、ユーザーの協力を得て、ピアサポーターと共に病棟で長

期入院者とお茶飲み会を実施しました。 

この時、病棟内の生活を具体的に見る事が出来ました。 

20歳で入院しそのまま 60歳になるまでの 40年間入院している長期入院者との出会

いや、鍵のない・上からのぞき込めるトイレ、定期的に患者全員で病棟の廊下をゾロ

                                                   
1 「世界を変える iPS細胞」、週刊ダイヤモンド第 104巻 23号、2016 
2 「産む 産まない 産めない 優生保護法と優生思想を考える」、『あごら』28号、1983 
3 「特集・障害者の結婚と性」、『福祉労働』第 12号、1981 
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ゾロ歩き回る運動等、これらの状況に精神障害当事者であるユーザーが衝撃を受けま

した。 

 その後、光風会に登録するユーザーが入院することがほとんどなくなったこともあ

って、精神科病院の病棟内の様子が見えなくなり、私たちも関心が薄くなっています。

ユーザーの中には、単科精神科病院に受診経験のない人も増え、気づいた時には、地

域で生きる精神障害者と長期入院者との間には、また高い壁が出来てしまいました。 

 

 そのことに気づかされたのは、今年 10月 13日・14日、東京で日本病院・地域精神

医学会の大会で配布された７ページに掲載したチラシからです。 

「― 10年間で 2倍 精神科病院で増え続ける隔離・身体拘束 － 病棟転換型居

住系施設について考える会」開催。2013年に行われた厚生労働省の調査で、精神科で

身体拘束を受けている患者の数が 1万人を超えていたことが判明しました。全国で深

刻な状況が精神科医療の中で起きているのです。 

 

 茨城県内の精神科病院はどうなっているのか。 

 県内では、こうした「精神科医療のあり方」そのものに関わる問題提起を聞く機会

がほとんどありません。ここ数年、そう言う私たちも発信出来ていないのです。 

 自立支援法施行以降、10年間で、地域福祉関係と精神医療関係との間に、ピアサポ

ーターが開けた小さな風穴はふさがり、壁は以前に増して厚く・高くなってしまった

感じがします。 

さらに、精神科病院では、「個人情報保護」という縛りにより、「家族の同意がなけ

れば、光風会スタッフの面会はできない」というように、病棟の中に福祉関係者が入

っていくことが難しくなっています。 

 

＊「茨精研」ICCAM 研修を立てる視座 

 

すでに何度も報告してきましたが、1988年に、茨城県精神障害地域ケアー研究会を

設立し、「ルポ精神病棟」の著者である大熊一夫氏による「イタリア・トリエステの

取り組みについて」の講演会を企画・開催し、茨城県における精神科病院のあり様に

対して問題提起を行いました。 

光風会創立 10 周年記念講演として、再び大熊氏による「精神病院を捨てたイタリ

ア 捨てない日本」というテーマで記念講演会を行いました。 

「茨精研」ICCAMは、障害児・者の地域における生活（くらし）に関わる諸課題を

取り上げ、支援者が自らの関わりを点検し議論をする機会を、茨城県内につくってき

ました。 

精神科病院の中で何が行われているのか。 

収容施設内で、障害児・者はどのように扱われてきているのか。 

 障害児が普通学級に行くことになぜこだわってきたのか。 
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 一般市民が見えない壁の向こう側にある課題を、「入院から地域へ」「隔離収容から

地域福祉へ」と講演会や研修会、研究活動を継続してきました。 

 ここ 4，5年の「茨精研」ICCAMの研究内容は、精神科医療に関する課題から離れ、

子どもの置かれている状況について、子育て・子育ちの諸課題が中心でした。 

この研究活動をとおして、自分自身がいつの間にか子どもの専門家、思春期の専門

家、成人の障害者の専門家、さらに細かく知的障害者、身体障害者、精神障害者のそ

れぞれの専門家等々と、「分担」に陥っていることに気づかされました。 

 専門として分担化が進む結果、福祉、医療、教育などそれぞれが高い壁を作り上げ、

各領域で何が起きているか互いにほとんど関心が向かなくなったことを、相模原殺傷

事件が象徴的に示しているように感じます。 
  

2016年度、社会福祉法人光風会は創立 15周年を迎えました。 
そこで、15 周年記念のプレ企画として、茨城県精神保健協会より協賛を得て、下
記のような講演会を企画・開催しました。 
テーマは、「思春期におけるメンタルヘルスリテラシー（精神保健教育）について」

です。学校教育の中で「精神病」「精神障害」をどのように伝えるか、福祉、医療、

教育が共有すべき課題を取り上げました。 
以前より、心の病の中でも、統合失調症は思春期に発症しやすいと言われてきたに

も関わらず、学校教育の取り組みはお粗末なまま今に至っています。それは何故か、

疑問のままでした。 
今回の講演会では、日本とカナダなどの諸外国の教科書比較をとおして、子どもた

ちに対する「メンタルヘルス教育」に関する新たな視座を学習しました。教える側が、

心の病に対する自分自身の偏見を問うことが始まりであると痛感しました。 
                 （事務局長・精神保健福祉士 高島 眞澄） 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人光風会創立 15周年記念プレ企画講演会の内容 

主 催：社会福祉法人光風会 

共 催：NPO茨城県精神障害地域ケアー研究会（「茨精研」ICCAM） 

協 賛：茨城県精神保健協会 

月日時：2016年 12月 17日（土） 13：00 ～ 17：00 

会 場：かんぽの宿大洗 研修室 

講演会：小学校・中学校・高校における精神障害・精神保健教育のあり方 

－オーストラリ、イギリス、カナダ、アメリカの教科書比較から－ 

講 師：愛知県立大学看護学部精神看護学 山田浩雅氏 


