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精神科医療・保健・福祉を改めて考えてみる   

「神出病院事件」をスルーしそうな今の日本の精神医療・福祉 

 

＊ 情報公開しないと選べない 

 

 スタッフ企画の「社会資源調査団（通称「社資団」）」では、2005年に NPO「Iネット」から

の依頼で、「精神科病院の情報公開」や「精神科医療にたどり着くまでの期間と受診経路」に関する

予備調査に協力しました。これを機に、「通院先を変えたいが、精神科病院の情報がない」「皆が

受診した病院の情報をまとめてみては」という声が上がりました。そこで、ユーザー自身が自分

たちのもつ情報を共有しようと動き出し、「外来受診情報」集と「入院経験情報」集との 2冊

を作成しました1。2006年のことです。 

この情報集は、2014年には記載項目を再検討して内容を更新し、6年が経過した 2019年か

ら 2020年に掛け「2020年度外来受診情報集」として刷新しました。特徴としては、「診察時

間」や「診療受付システム」「アクセス」等の基本情報の他に、ユーザー各自の受診体験情報

だということです。質問項目に示されているように、「あなたの待合時間の過ごし方」「病院

の選び方」「選んだ理由」「信頼できる面」「問題だと感じる面」「障害年金受給に対する考え

方」「相談室の利用」と、受診する際に知りたい耳寄りの話を集めています。 

関心事は、「通院している精神科病院・主治医の決め手は何？」ですが、精神科病院に関す

る情報の多くは、未だに歯医者さんや一般病院のように気軽に評判を聞く機会がありません。

この問題は、とかく患者側の精神病や精神障害に対する差別・偏見に理由を求めがちですが、

精神科病院の情報公開の姿勢を問うべき課題です。 

Iネットの調査は、まさにこの問題に向き合おうとしたのでしょう。残念ながら、病院の壁

の厚さを思い知らされた結果になっています。 

 

＊ユーザー間による精神科病院情報の交換 

2020年の情報収集を作成する中で、これまでと異なる課題が見えてきました。障害者年金

の申請・更新にまつわることでした。 

質問項目にもあるように、主治医の「障害年金の受給に対する考え方」は、手続きの進捗

に影響します。既に、受給しているユーザーの中には、主治医が年金受給に対して消極的で、

働く意欲を削ぐものと認めてもらえず、通院先を変えた人もいます。こうしたことは、昔か

らあることでしたから、病院や主治医の変更を勧めることで、おおよそ解決できてきました。 

しかし、障害者総合支援法以降、障害者の地域福祉の方向性が一般就労に向けて一斉に動

き出しました。就労関係の福祉事業所は、茨城県でさえ 10 年そこらで 300 ヵ所を越えまし

た。その問題については、「花信風」や光風会のアニュアル・レポートで指摘してきたところ 

 

 
1 日本臨床心理学会編、髙島眞澄、「地域臨床心理学『第 3章地域生活支援センターでの臨

床心理』」、pp.59－83、2009 
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この流れは、障害者年金の申請や更新にまで影響し始めていました。再び、「次回は更新で

きないかも知れない」「仕事に就くことを主治医から勧められた」といった不安を抱く 40代・

50代のユーザーが出てきました。 

そして、今、20代のユーザーが障害年金の申請で主治医の理解を得られず、病院を変える

か否かの問題を突きつけられていた時期でもありました。   

 

＊あらためて光風会全体のユーザーミーティングを企画 

 

 そこで、2019 年 8 月に「社資団」企画として、3 頁のような「精神科病院

に関する情報交換会」を企画・開催することにしました。参加者は、ユーザー

9名、スタッフ 4名でした。現在通院している精神科病院の決め手について、ミーティングを

行いました。選び方・選ぶに至る経過を確認する中で、以下のような発言が印象に残りまし

た。その一部を紹介します。 

  

「先生を変えるという時に、薬のことももちろんだが、年金の診断書のことが引っかかっている人が

多いのではないかと思う。先生を変えるときに。ずっと思っていたのは、それが先生に対する一つの

弱みになっているんじゃないかと。強く言うと『診断書を書かないですよ』と先生が言うかもしれない

とか」 

 

「主治医を見つけるのに 6、７年もかかったりするんだなと思った。ちゃんと一言ひとことを聞いてくれ

る先生をみつけるのは難しい。薬でも効かないぐらい具合が悪い時があるので、受け止めてくれる

看護師さんやワーカーさんを見つけるのは難しいことだなと思った」 

 

「先生が変わって、薬が変わって良くなることもあるのかというのが意外な発見だった。N さんみたい

に、この人はどういう先生なのかと一生懸命知ろうとしなかった。今までかかった先生は一人なので、

チャランポランにやってきたんだなとも思った。すごく（診察まで）待つけどしょうがないなと思ってい

た」 

 

 既に、退院して数十年経過した人、数年前に初めて入院を経験した人、入院経験がない人

等と、精神科の入院に対するイメージは異なります。今回の体験談にも、入院当時の生々し

い内容が多々含まれていました。「風（FOO）」や「光（KOO）」での普段の会話には現われて来

ない一面が見え、あらためて、もっともっと「精神科病院の入院体験について」話す・聞く機

会をつくる必要性を痛感しました。 

 

＊宇都宮病院事件から 35年経過して、神出病院事件が・・・ 

 

 精神科の閉鎖病棟の課題について、ホームページで検索していたところに、「神出病院事件」

というタイトルが目に飛び込んできました。「神出病院虐待『第三者委 人選関与を』 神戸

市調査委が分科会/兵庫」毎日新聞 2020年 9月 12日地方版の記事でした。遡ること、2018年 
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10月に起きた「看護師ら、患者に暴行」事件でした。報道は、2020年 3月 4日に朝日新聞夕

刊に掲載されたようですが、新型コロナ禍対応が深刻化する 3 月という時期に重なり、事件

が見過ごされてしまったように思います。そしてこの時期は、知的障害者福祉施設で起きた

19名の入所者を虐殺した「津久井やまゆり園事件」の判決を注視していました。 

その後、「患者虐待 上司が率先」「神戸の精神科病院 元看護師ら常態化」「おちょくって一人前」

という見出しの下、2020年 8月 26日付の高知新聞に詳細が報告されました2。 

 

 ところで、宇都宮病院事件をご存じでしょうか。 

この事件は、茨城県に精神障害者の小規模共同作業所が出来始めた同じ

頃に発覚した事件です。1984年 3月、栃木県宇都宮市にある精神科病院、

医療法人「報徳会宇都宮病院」における患者リンチ事件が新聞報道され、

病院スタッフによる患者への暴行、無資格者の医療行為や不必要な入院な

どが明らかにされました。この事件により、日本の精神医療が精神障害者

への重大な人権侵害であると国際的批判を受け、1987年に精神衛生法は精神保健法と改正

されました3。ちなみに、私たちの「茨城県精神障害地域ケアー研究会」を発足したのも、

この法律改正がきっかけになりました。 

 

＊精神科病院の入院体験は語り継がなければダメなんだ 

 

 光風会に登録しているユーザーは、20代から 70代と 50年近くの年代差があります。その

ために、先の宇都宮病院事件の頃の精神病院を知っているユーザーと、現在の精神科病院が

初めてというユーザーと、どこまで精神科病院の諸課題を共有できるものなのかと考えてい

ました。 

 ところが、神出病院事件が発覚し、考えが一変しました。宇都宮病院事件以降、精神科病

院のあり方はより良く変わったのだろうと思い込んでいました。ユーザーの入院も少なくな

り、期間も短くなっていたので、精神科病院の問題が見えにくかったのかも知れません。 

 光風会は、2019年度の地域交流啓発事業として、「今、私たちは何を見失っているのか 

地域福祉と精神科医療との『新たな連携』に向けて 個人情報の課題から考える 地域福祉

と精神科医療との連携」というテーマで、シンポジウムを開催しました。ここでは、地域福

祉と精神科医療との新たな壁について、地域側からの課題提起を行いました。それでも、宇

 
2 高知新聞、2020年 8月 26日付、神戸市西区の精神科病院「神出病院」で、逆さにした手すり付きベッドを

入院患者にかぶせて閉じ込めたり、患者の陰部に塗ったジャムを別の患者になめさせたりなどとして、今年 3

月、監禁などの容疑で元看護師ら 6人が逮捕された。うち 1人の元看護助手が別の事件で逮捕され、虐待

の動画が見つかったことで発覚。25日までに 3人が神戸地裁で有罪判決を受けた。同病院は大阪、兵庫で

病院や介護施設を展開する「錦秀会グループ」の一つ。 

 
3 「宇都宮病院事件から精神保健法の誕生」1984 年 8月、国連人権小委員会において国際法上の問題

として日本政府は非難され、また、1985 年 5 月には国際法律家委員会（ICJ）が、わが国の精神科医

療の実態を調査するために訪れるなど、宇都宮病院事件は国際問題へと発展していきました。その結

果、国連差別防止・少数者保護小委員会（第 38 回会議・ジュネーブ）において、日本代表は、精神

障害者の人権保護を改善することを明言しました。（伊東秀幸 田園調布学園大学教授） 
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都宮病院事件を再現するような、否、それ以上の「内部告発すらない」神出病院事件のよう

な事態が起きているとは考えが及びませんでした。 

 何故、繰り返し精神科病院で虐待問題が起きるのか。宇都宮病院事件後の 35年という歳

月を経て、今に至るまで何が伝わっていかなかったか。表面的な変革でしかなかったと、バ

ケの皮が剥がれたのか。早急に、ユーザーの入院体験の中身を点検する必要がありました。

精神障害者の地域福祉を支援する側として、知らないでは済まされないことです。 

「精神科医療情報交換会」の第 2 弾として、「入院体験を語る・聞く」をテーマに、ミーティン

グを企画・開催しました。5頁のお知らせをご覧ください。当日参加ユーザーは 12名、うち

9名が入院経験者でした。 

 

＊精神科病院の構造的課題 

 

私たちは、精神障害地域ケアー研究会を発足して、まず行った活動は、県内・県外の精神

病院の中に入り、入院処遇を自分の目で見て、作業所のメンバーから聞く精神病院の実態を

確認することでした。外からは見えない閉じ込められた病棟内で、何が起きているのか。病

棟に入り半日居ただけでエネルギーが吸収されてしまい、元気がなくなっていきました。メ

ンバーたちが受けた屈辱的な経験や人権侵害の数々を肌で感じ取ることができ、絶対に忘れ

てはならない実感を得ました。 

「入院体験を語る・聞く」の中で、20代から 60代のユーザー間で変わることなく、続いて

いたことが見えてきました。それは、現在においても精神科病院における入院体験が、治療

や療養の場だけではない何かによって、生涯持ち続けなければならないトラウマになってし

まうということです。 

 そして、以下のユーザーの言葉に象徴されるように、人権侵害は人の言葉や態度だけでは

なく、物理的環境そのものにあることを、再び私たちに教えてくれました。 

 

「（略）  特に具合が悪い時って、病院に入院する時って、精神的に傷つい

てすごくデリケートになっているんですよ。すごく小さいことでも頭に来たり、

イラついたりするのに、トイレに扉がないとかズボラなことをされると、本当

に辛い時に頭にきちゃう。他にも、他の人と他の人の人間関係があって、喧

嘩とかになっている。病院の中でいろんな人がいるから、お医者さん同士で

も喧嘩になっている時もあるし、患者さんと看護師さん達が喧嘩になってい

ることもあるし、患者さん同士が喧嘩になってることもある。病院が、一種の国くらいすごく大きな社

会みたいになっちゃって、病院の世界に入ると、病院の世界で色々なことがあるから、その時に体

の具合が悪い時は辛いこともありました。感じやすいのがあるんです。 

扉が何重にも閉められていると、もうここから一生出られなくなったらどうしようとか。お医者さん

が戻ってきてくれなかったらどうしようとか。なんか孤立した、隔離政策を取られたから。それで何度

もコールを押して、お医者さんに何度も来てもらっていた。 

本当に病気が重くて危篤になっている人を相手に、お医者さんがやっている時に、私がナースコ

ールあんなに良くなかったのかなとか、今では反省しています」 
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 「トイレに扉がない」という当たり前のことが当たり前ではなくなる環境。「扉が何重にも閉め

られて、もうここから一生出られなくなったらどうしよう」という恐怖心に苛まれながらの入院。あら

ためて、「精神科特例」はそのまま現在にまで継続されてきたのは何故か4。その問題の根深さ

について、地域にいると意識化できなくなっている自分自身にハッとさせられました。 

 

 私たちは、精神科医療情報交換会をとおして、 

 

ユーザーが抱える「精神科入院というトラウマ」を「怒りのバネに変える」 

ユーザーが受けた「病院の物理的環境による人権侵害」を「対象化して整理する」 

ユーザーが打ちのめされた「人権」のエンパワーにはユーザー間で「共有化する」 

  

新型コロナ禍の中で、「精神科医療・保健・福祉を改めて考えてみる」という貴重な時間を

得、こうした活動を、地域活動支援センターだからこそ取り組む支援として、位置づけなけ

ればならないと考えました。 

 

（理事長 髙島眞澄） 

 

 
4 「精神病院が減らない理由（入門編）」、コーディネーター竹端寛さん（山梨学院大学法学部政治行

政学科教授）より 

 

精神科特例とは：1959 年 10 月 2 日に出された厚生省事務次官通達（発医第 132 号）では、「特殊病

院」と規定した上で、「医師は他科の 3 分の 1、つまり患者 48 人に 1 人でいい。看護師は 3 分の 2、

つまり患者 6 人に 1 人でいい」と規定しました。1960 年作られた医療融資公庫は、年利 0.65％で償

還期間 25 年という金利で病床拡大に向けた融資を広げています。1945 年の敗戦時には 4000 床まで削

減されていた精神病床も、このような劣悪な職員配置基準と低利の融資という病院経営至上主義が功

を奏し、公庫成立以後は毎年 1 万～1 万 5000 床のペースで増床されました。 

 

1961 年の精神衛生法の改正は「入院措置を円滑に行うことによって高額な医療費負担による措置患

者世帯の貧困階層への転落の防止を図る等精神衛生対策の推進を期すること」を目されており、経済

的理由による全額公費の強制入院を認める誘導策になりました。つまり、建設資金も極めて低利で融

資され、少ない人手で良く、かつ患者への支払いの多くが公費で賄われる、という大変「オイシイ条

件」が経営者に示されたのです。当時、武見太郎日本医師会長が「精神病院は牧畜業者」と述べたの

も、また産科医や歯科医、されにはパチンコ業者などが「異業種参入」したのも、このような経営環

境ゆえでした。 

 


