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はじめに

医療場面において医療倫理のもと患者本人の意思よりも専門的な対応や処置が優先する場合

が当然ある。とりわけ顕著なのが精神医療の非自発的入院の場合であろう。精神科への入院に

至る経過は個々人のエピソードとして多様であるものの、患者本人よりも周囲の戸惑いや、や

むを得ずの帰結として受診、入院という受療援助のプロセスが一般的となり、入院日数の長期

化、頻回入院などの社会的問題を生じさせてきたのも事実である。入院の長期化は、「施設症」

〔 抄 録 〕

現代社会論を構成する包摂や共生社会といった概念は、多元的な政策への構築を基盤としな

がら、一方に市民社会の成立と構成員である自立的市民像としての新しい権利や義務の確立を

求めるものになっている。そのことは精神保健医療福祉における新たな政策・実践面でも共通

の課題であり、その一つが当事者の位置づけをめぐる議論である。つまり発病からさまざまな

医療・福祉・生活等のサービスの利用、さらに市民生活の獲得にいたるまで、精神障害者の意

思を精神保健医療福祉システムにどのように位置づけるかということに深く関わっている。

そうした時代認識のもと本稿では、精神障害当事者の意思決定および意思の表明について、

障害者権利条約や国のモデル事業として検討されてきたアドボケーター機能や意思決定支援ガ

イドライン構想等をとりあげ、現状の意思決定にかかる支援の方向性の整理を行った。精神障

害者は法律上、医療的保護を必要とする存在としてとらえられてきたものの、一方で「社会復

帰の促進及びその自立と社会経済活動への参加の促進」という理念も同時に掲げられているこ

とからすると、広く障害者の権利と結びつく形で支援が示されなければならないことになる。

精神障害者に対する非自発的入院・治療や行動制限等といった強制介入が、精神医療の手続

き面での本人の不在を認めうるのは、本人の尊厳を尊重しつつも専門的介入の適正性の担保が

とれているかという社会的了解事項の側面ももちあわせている。言い換えれば本人の意思表明

や意思決定に関して、権利擁護の視点からだけではなく、社会的責務として危機管理や安全・

安心を組織や地域の中では考えなければならないという現実の中で、時に意に反した介入の判

断がなされることを再確認した。最後に、意思決定をめぐるさまざまな議論の行方が、支援者

側のあるべき姿にとどまるのではなく、法的能力（legal capacity）とその行使のための意思

表明のありかたの契機として進めていく必要性を論じた。
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の影響をみるまでもなく本人からたくさんの経験を奪うことになる。奪われたもののひとつ

に、本人が自身の病に対して1）、自分のことを決めることから遠ざかる場面ばかりが多くなる

ことであろう。精神疾患の治療の一つが入院であり、求められる環境への適応とは、意思を貫

くために何かに抗うことではなく、場面に従うことで身を守ることができるのである。病院や

入所施設のもつ内的構造は、いつのまにか本人が退院することへの不安を大きくし、医療側も

善意でもって受け止める形で、地域で暮らすことの難しさをあげてきた。それは医療側だけで

なく精神障害者にかかわる人たちも同様に「本人が不安がっているのを無理して退院させるの

はよくないのではないか」と踏みとどまってきた。そうした患者と周囲との思いの部分的一致

が、諦めとして堆積され病院での生活を余儀なくさせてきたと言えないであろうか。こうした

状況を竹端（2014）は「ダブルバインド」や「学習性無力感（learned helplessness）」と指摘

し、強いられた暮らしの中で、「無力」が社会的に構築されてきていることを説明している2）。

その一方で、この間障害者の意思決定にかかる支援の必要性が言われてきている。2012（平

成 24）年 6 月、障害者自立支援法改正（案）が可決され、相談支援の中に意思決定支援が位

置づけられ、障害者総合支援法の附則として、法施行 3 年後を目途に、障害者の意思決定支援

の在り方、障害福祉サービスの利用の観点からの成年後見制度の利用促進の在り方について検

討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるもの等とされた。その後、2013（平成 25）

年度から 2 年間、知的障害や精神障害等で意思決定に困難を抱える障害者の支援について、障

害者総合福祉推進事業「意思決定支援の在り方及び成年後見制度の利用促進の在り方に関する

調査研究」が厚生労働省によって実施され、2015（平成 27）年 9 月に「意思決定支援ガイド

ライン（案）の概要」が公表されている3）。

また、2013 年 6 月の衆議院厚生労働委員会では、精神保健福祉法改正の際「精神障害者の

意思決定への支援を強化する観点からも、自発的・非自発的入院を問わず、精神保健福祉士等

専門的な多職種連携による支援を推進する施策を講ずること。また、代弁者制度の導入など実

効性のある支援策について、早急に検討を行い、精神障害者の権利擁護を図ること」との付帯

決議がなされた。その後、2015（平成 27）年度障害者総合福祉推進事業のまとめとして「入

院に係る精神障害者の意思決定及び意思の表明に関するモデル事業」【報告書】が公表された

（日本精神科病院協会 2016）。さらに 2016（平成 28）年 1 月に設置された「これからの精神保

健医療福祉のあり方に関する検討会」では、意思決定支援が医療保護入院のありかたとかかわ

り検討事項の中に入っている。

果たして上記の中でとりあげられている意思決定支援とは一体何を指しているのか。実際の

ところ、成年後見制度や精神保健福祉法は、本人を尊重するとしながらも、障害を理由に本人

への制限をかけるしくみが機能しているともいうことができる。そうであっても社会の中の個

人として「意思決定」がどうあるべきかという問いは、それらを実現ならしめるために何が必

要なのかという問いにも通じる。すなわち意思決定支援がそれらのオルタナティブとして捉え
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られる。さらに精神障害者の意思決定をめぐっては、精神障害者の医療的保護を名目に行政処

分としての診察や非自発的入院の発動、入院中の行動制限、措置入院の解除といった関係者側

の行為が存在する。個人の最善の利益だけではなく、世間の納得という社会的責務としての側

面を備えていることも事実である。

本稿では、精神保健福祉の制度的構造に本人の意思をあえて位置付けてこなかったというわ

が国の歴史のもと、意思決定の核となる部分が可視化されてこなかったこと、その一つが意思

表明に関する部分ととらえる。これまで本人の意思よりも、支援者側、家族等代理による行為

でもって本人に関する事柄が進められてきたのは、やむを得ないというだけでなくその根拠が

社会の中で承認されていたからであるということができる。加えて意思表明の場面が回避され

てしまっていたことも社会的に承認されていた結果なのではないであろうか。精神障害者で退

院意欲のない人、あるいは時に病識がない人は、意思表明ができない人なのか。従来の枠組み

の見直しとして、意思決定に関連する法制度やとりくみをとりあげ、「支援、治療側の社会的

責務」に係る問題と「治療文化の変容と市民的責任への議論」の点から検証を行っていく。

1．意思決定支援とは何か

（1）意思決定支援に関する法制度

法制度的に見れば、平成 23 年の障害者基本法の改正、平成 25 年 4 月施行の障害者総合支援

法、児童福祉法、知的障害者福祉法において、障害者の意思決定支援が取りあげられている。

ここではまず、障害者権利条約に続き関連法の意思決定の概要について確認しておきたい。

①障害者の権利条約

障害者の人権及び基本的自由の享有を確保し、障害者の固有の尊厳の尊重を促進することを

目的として、障害者の権利の実現のための措置等について定める条約である。締約国は、法的

能力の行使に関して乱用を防ぐために国際人権法に沿って適切で効果的な保護を提供する。こ

うした保護は当事者の権利、意思、意向を尊重し、利益相反行為や過剰な影響を避け、個人の

状況に均衡な調整がなされ、正当で独立した公正な司法機関による定期的な違憲審査制に付さ

れることとしている。2006（平成 18）年国連総会で採択、日本での発効は、2014（平成 26）

年 2 月 19 日である。

本条約には前文が a から y まで 25 あり、o「障害者が、政策及び計画（障害者に直接関連

する政策及び計画を含む。）に係る意思決定の過程に積極的に関与する機会を有すべきである

ことを考慮し」とされている。

また第 21 条では「表現及び意見の自由並びに情報利用の機会」をあげている。締約国は

「障害者があらゆる形態の意思疎通であって自ら選択するものにより、表現及び意見の自由

（他の者との平等を基礎として情報及び考えを求め、受け、及び伝える自由を含む。）について

の権利を行使することができることを確保するための全ての措置」をとることが求められてい
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る。

②精神保健福祉法（平成 25 年 6 月 19 日法律第 47 号）

附則第 8 条 政府は、この法律の施行後三年を目途として、新法の施行の状況並びに精神保

健及び精神障害者の福祉を取り巻く環境の変化を勘案し、医療保護入院における移送及び入院

の手続の在り方並びに医療保護入院者の退院による地域における生活への移行を促進するため

の措置の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の

措置を講ずるものとする。「精神科病院に係る入院中の処遇、退院等に関する精神障害者の意

思決定及び意思の表明についての支援の在り方」について検討を加えることとしている。

③障害者総合支援法

《障害者がどこで誰と生活するかについて選択の機会等が確保される旨の規定》

第 1 条の 2 障害者及び障害児が日常生活又は社会生活を営むための支援は、全ての国民が、

障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重される

ものであるとの理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることな

く、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、全ての障害者及び障

害児が可能な限りその身近な場所において必要な日常生活又は社会生活を営むための支援を受

けられることにより社会参加の機会が確保されること及びどこで誰と生活するかについての選

択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと並びに障

害者及び障害児にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事

物、制度、慣行、観念その他一切のものの除去に資することを旨として、総合的かつ計画的に

行わなければならない。

《指定事業者等及び指定相談支援事業者が利用者の意思決定の支援に配慮する旨の規定》

（指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等の設置者の責務）

第 42 条 指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等の設置者（以下「指定事業

者等」という。）は、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障

害者等の意思決定の支援に配慮するとともに、市町村、公共職業安定所その他の職業リハビリ

テーションの措置を実施する機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、障

害福祉サービスを当該障害者等の意向、適性、障害の特性その他の事情に応じ、常に障害者等

の立場に立って効果的に行うように努めなければならない。

（指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者の責務）

第 51 条の 22 指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者（以下「指定相談支援事

業者」という。）は、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障

害者等の意思決定の支援に配慮するとともに、市町村、公共職業安定所その他の職業リハビリ

テーションの措置を実施する機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、相

談支援を当該障害者等の意向、適性、障害の特性その他の事情に応じ、常に障害者等の立場に
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立って効果的に行うように努めなければならない。

《利用者に必要な情報提供を行う旨の規定》

第 5 条第 17 項 この法律において「基本相談支援」とは、地域の障害者等の福祉に関する各

般の問題につき、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者からの相談に応じ、

必要な情報の提供及び助言を行い、併せてこれらの者と市町村及び第二十九条第二項に規定す

る指定障害福祉サービス事業者等との連絡調整（サービス利用支援及び継続サービス利用支援

に関するものを除く。）その他の厚生労働省令で定める便宜を総合的に供与することをいう。

④障害者基本法

《国及び地方公共団体が障害者の意思決定の支援に配慮する旨の規定》

第 23 条 国及び地方公共団体は、障害者の意思決定の支援に配慮しつつ、障害者及びその家

族その他の関係者に対する相談業務、成年後見制度その他の障害者の権利利益の保護等のため

の施策又は制度が、適切に行われ又は広く利用されるようにしなければならない。

⑤知的障害者福祉法

《支援体制の整備等》

第 15 条の 3 市町村は、知的障害者の意思決定の支援に配慮しつつ、この章に規定する更生

援護、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による自立支援給

付及び地域生活支援事業その他地域の実情に応じたきめ細かな福祉サービスが積極的に提供さ

れ、知的障害者が、心身の状況、その置かれている環境等に応じて、自立した日常生活及び社

会生活を営むために最も適切な支援が総合的に受けられるように、福祉サービスを提供する者

又はこれらに参画する者の活動の連携及び調整を図る等地域の実情に応じた体制の整備に努め

なければならない。

以上が、国際人権法に基づく人権の視点からの障害者権利条約、ならびに日本の障害者の意

思決定との関連法条文である。障害者権利条約（前文 c）では「全ての人権と基本的自由が普

遍的であり、不可分であり、相互に依存し、相互に関連している」というウィーン宣言及び行

動計画の基本原則が再確認され、締約国は国際人権法に定められた人権を促進する責任がある

ことを明記している。こうした動きにあわせて社会福祉法制の整備がこの間なされてきたが、

平成 25 年 6 月公布の「障害を理由とする差別の解消の増進に関する法律（＝以下障害者差別

解消法）」および「改正障害者雇用促進法」は、障害者差別解消の規制法として位置づけられ

ている。障害者差別解消法第 7 条 2、第 8 条 2 では、行政機関等や事業者がその事務や事業を

行うにあたり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場

合において、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をすることを求めてい

る。
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（2）精神障害者の意思決定支援事業

こうした各法における意思決定に関する内容を踏まえ、続いて精神障害者の入院に係る意思

決定支援に関するモデル事業とその成果についてとりあげる。障害者総合福祉推進事業の一環

としてそれぞれ取り組まれてきた（図表 1 参照）。

①平成 26 年度「入院中の精神障害者の意思決定及び意思の表明に関するモデル事業」

入院中の精神障害者に対する意思決定及び意思の表明についての支援をモデル的に実施し、

分析・考察をとおして、精神障害者の意思決定及び意思の表明についての今後の在り方に関す

る政策提言が 6 点にまとめられている。

ⅰ 入院中の精神障害者の意思決定及び意思の表明に関する事業に基づくマニュアルの提案

ⅱ 「意思決定支援」と「意思の表明の支援」の整理

ⅲ 人材養成のために必要な研修の提案

ⅳ 試行的な取り組みの必要性

ⅴ 入院時、入院中の精神障害者の意思決定・表明支援は、更なる根本的かつ本格的検討が必要

ⅵ 障害者の意思決定支援、権利擁護・権利支援のあり方と連動した総合的な検討が必要

精神障害者の意思の表明の支援が文言として出てきたのは、この事業においてである。上記

ⅱの用語についてであるが、意思決定支援とは、「知的障害者や精神障害者（発達障害者を含

む）等の中で、意思決定に困難を抱える障害者を対象に、日常生活や社会参加等の機会におい

て、自分自身で意思決定できるよう支援していく行為及び支援の仕組みを構築していくこと」

と整理がされている。非自発的入院者の中には、意思決定及び意思の表明をできる能力を有し

ながらも、その置かれている立場による法的な自由の（権利）制限によって、その能力の発揮

が制限されることがある。また、障害の様態や特性が置かれている人的・物理的環境との相互

作用によって強まることも考えられることから、特に意思決定及び意思の表明の支援が必要な

人といえる。

さらに、入院中の精神障害者に対する本事業の意思決定に関する支援者とは、医療保護入院

した際、自分の意思表明の権利を見失わないように、「本人の話を先入観なく正確に理解して

くれる」「本人のことをよくわかってくれる」等々、利害関係のない第三者がその任を担い、

入院早期から面会し「寄り添い」「一緒に横にいる」存在である。入院中に本人が「説明が得

られない」「聴いてもらえない」「上手く伝えられない」などと感じていることに対して、常に

本人の立場で、気持ちや状況を理解してくれ、必要に応じて代弁してくれることで、自分の気

持ちに正直に生き、そして本人が主体的に精神科医療を受けられるように側面的に支援する者

としている。
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図表 1 意思決定支援に関する調査研究経過
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②平成 27 年度「入院に係る精神障害者の意思決定及び意思の表明に関するモデル事業」

前年度の研究事業で明らかとなった課題や国内外の先駆的な事例の状況、また、社会保障審

議会障害者部会での障害者総合支援法における意思決定支援の検討状況等を踏まえ、アドボケ

ーター機能について検討がなされた（図表 1）（日本精神科病院協会 2016）4）。

改正精神保健福祉法では、保護者制度廃止に伴い、医療保護入院は精神保健指定医の判断と

家族等の同意によるものとされた。改正にいたるまでの議論では、家族等ではなく、代弁者を

同意者に考えるという意見も出されていた。平成 26 年度の事業において検討されたのは、「入

院中」の精神障害者の意思決定及び意思の表明であって、非自発入院時点での代弁者の検討で

はない。引き続き、法制度上の代弁者制度を含めて検討課題であることには違いない。

この事業における特色は、意思表明、意思決定にかかるアドボケーター制度の提案である。

advocacy の日本語訳は特に決まったものはないとしながらも、アドボケーターとは、擁護し

ている人、支援者、代弁者として報告書では扱っている。

さらに精神障害者の意思決定支援のための道標を示すものとしてまとめられたのが「入院に

係る精神障害者の意思決定及び意思の表明に関するアドボケーターガイドライン」である。精

神障害者の意思決定支援に関する基本的考え方や姿勢、具体的方法及び配慮されるべき事項等

を提示し、病院スタッフならびに支援者が精神科医療を提供する際に必要とされる意思決定支

援の枠組みが示されている。本事業でのアドボケーターの枠組みは、あくまでも入院患者に対

しての支援であるが、全国 3 カ所の病院におけるモデル事業を通じて、「話しを聞いて貰えて

良かった」との患者の回答や、「精神科病院への入院体験をもつピアサポーターの関与は、患

者の安心感に繋がった」との感想が報告書にまとめられている。同時にピアサポーターにとっ

ても相談支援専門員とペアで行うことは安心であるとの意見がある一方で、ピアサポーターの

体調管理や精神疾患に対しての教育、養成講座の必要性が不十分という課題も出されている。

アドボケーター養成のために、「入院に係る精神障害者の意思決定及び意思の表明に関するモ

デル事業研修マニュアル」及び研修会で用いる「研修テキスト」も作成されており、入院中の

精神障害者に意思決定及び意思の表明の支援の一助として活用可能である。では、事業成果と

してアドボケーター機能が、精神障害者の退院促進に繋がるのかどうか。事業では回数や日数

の制限があることや、患者の意思の表明の支援のみとなること、結果としてはアドボケーター

が病院スタッフと協働で行う意思決定支援までには到っていない。しかし、病院側にとってア

ドボケーターについて「対象者の病院に対する意見を聞けること、それにより対応の改善をは

かることができる」「第三者が関わる事で患者の本音を聞く事ができた。それを共有すること

で気づけていなかった部分を知る事ができ、今後の対応に繋げられた」などの意見が紹介され

ている。

アドボケーターの制度化にあたっては、資質の担保、人材養成、病院側のアドボケーターの

必要性、財源確保、面談場所、事故が起こった場合の責任の所在、対象者を医療保護入院に限

当事者の意思決定支援と社会的責務

― ４０ ―



定するのか、など具体的な検討が追って必要である。

これらモデル事業の成果として考えられるのは、入院中の人にとって病院での日常の中に、

症状や病気のこと以外に自分のことを伝える場面が、これまであまり用意されていなかったと

いうことがあらためてわかったのではないであろうか。院内での自由な行動は多少なりとも制

限がかかる。日常の限られた時間であったとしてもアドボケーターの訪問は、会話や対話の機

会がつくられるという点から、その効果は大きいと思われる。これまで、第三者による病院訪

問としての実績は、福岡県弁護士会の精神保健当番弁護士による出張相談や、大阪精神医療人

権センターの人権擁護活動な等々があげられる5）。第三者がどのような立場で入院中の患者の

もとに訪問するかということは、日常場面の聞き役として、あるいは意思表明、意思決定にか

かわる権利擁護の代弁者として、そのニーズは多岐にわたるであろう。またそれ以前に退院請

求、改善要求といった本来精神保健福祉法で定められている精神医療審査会の実質的強化は、

当然の課題である。それらを補完するというよりは、むしろソフトなアドボケーター養成のよ

うな新たな試みは、第三者が汲み取る意思表明の必要性を強く訴える手段として、より実証的

なものになると思われる。

2．意思決定支援（Supported Decision Making）の議論

既述のとおり福祉サービスを利用する際、国、地方自治体、相談支援事業者も含むサービス

提供事業者等に対して、障害者の意思決定の確保及びそれを支援していくことを法律等では規

定している。この背景となっているのが 2006（平成 18）年国連総会で採択、日本での発効は

2014（平成 26）年の「障害者の権利に関する条約（以下障害者の権利条約）」である。障害者

自立支援法改正、精神保健福祉法改正は、障害者権利条約の批准に向けた国内法整備の一環と

して行なわれたものであることを再度確認したうえで、意思決定の考え方の中核となるものが

何であるのか、検討を行いたい。

（1）障害者権利条約における「法的能力の享有」

日常生活の中で障害者自身が決定していくこと及びそれを支援していくことの重要性は、権

利擁護を考える上で確認ができるものである。しかし障害者の意思決定は、権利擁護の部分そ

れのみ考えられるわけではない。

障害者権利条約は「障害の人権モデル（human rights model of disability）」、「権利に基づく

障害モデル（rights based disability model）」とも呼ばれるスタンスで障害をとらえている。

こうした人権に基づく考え方は、政策・法的枠組み面で使われる場合、平等の達成や権利の実

現が明確な目的となっているか否かが重視される（佐藤 2015）。

障害者権利条約 12 条 2 項では「障害者が生活のあらゆる側面において他の者との平等を基

礎として法的能力を享有することを認める（下線筆者）」としている。さらにその法的能力の
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行使に当たって「必要とする支援を利用することができるようにするための適当な措置をと

る」（同条 3 項）と定めている。この法的能力（legal capacity）の平等について、以下のよう

な見解が示されている（木口 2014、柴田 2015 他）。従来“障害者のため有効に判断できない”

ことが直接的に“障害者の法律上の意思決定・法律行為を有効と見なさない”と考えらえてき

た。そのため代理決定が有効とされてきたのである。これに対して NGO 団体等は、障害者権

利条約作業部会において“障害者が能力故に有効に判断できない”としても支援をしながら意

思決定していく「支援された意思決定パラダイム（Supported Decision Making）」の転換によ

る代理決定パラダイムの廃止を主張した6）。つまり能力が無いとして他人が本人に代わって決

定する「代行決定」から、能力があることを前提として自己決定するためのあらゆる支援を受

けるという「意思決定支援」へのパラダイム・シフトを求めていると解されている。また、法

的能力の行使に関連するすべての措置において、障害者の状況に適合すること、可能な限り短

期間に適用されること、定期的な再審査の対象となることも求めている（第 12 条 4 項）。

木口（2014, 2015）は、障害者の権利条約における SDM の議論の検討を通して、意思決定

支援の核には自己決定があるという考えを示すと共に、日本の制度に現れた意思決定支援は、

現在の成年後見制度を前提としていることや、関係者によって支援する側に焦点が当てられて

いるとして批判的に検討し、権利条約に即して考える必要があることを強調している。同時に

自己決定を支える関係性の構築や広がりを目指すことに意義と特徴があり、SDM を議論する

ことで自立支援と社会的孤立の防止の両面にアプローチできると考えられる（木口 2015）と

実践への効果についてもふれている。

障害者権利条約が要請する法的能力の平等（12 条 2 項）と、法的能力の行使に向けた支援

（12 条 3 項）という本来の目的に沿いながら、意思決定支援（支援された意思決定）の整理が

必要であることを確認しておきたい。加えて第 17 条「個人をそのままの状態で保護する

（Protecting the integrity of the person）」についての検討も必要であり、この点は後ほどとり

あげる。

（2）精神保健福祉領域における Shared Decision Making

先の「入院中の精神障害者の意思決定及び意思の表明に関するモデル事業」でのアドボケー

ターの試みは、入院患者が思いを伝えることのできる「誰か」が存在することが強みとなる。

そしてその相手がピアであることから病の体験は双方で共有できる、また同行の相談支援専門

員も患者の語りを聴く人ではあるが、直接的援助をする人とは異なる。非自発的入院の代理人

としてのアドボケーターとは別の存在であることを認識しつつも、入院中の本人にとって権利

の回復に影響を与えるものは何かということを、他の枠組みから十分に検討することも必要で

ある。

そこで、次にとりあげるのは、昨今精神医療の中で注目されている、SDM（Shared Deci-
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sion Making）の概念である（青木 2016、澤田 2014、渡邊 2015 他）。SDM（Shared Decision

Making 下線筆者）とは「意思決定の共有（下線筆者）」であり、精神科の治療がメディカル

モデルからリカバリーモデルへの提案としての部分が大きい。たとえば治療者と患者との関係

性に着目するなど、従来型モデル、SDM モデル、インフォームドモデルと 3 つのモデルに基

づき、情報交換の方向性、治療決定の審議にかかわる者、最終的な意思決定者がそれぞれ異な

ることや症状や治療環境、適している条件などをあげて検討が行われている（澤田 2014）。

実際の治療場面では、服薬に関する医療者と患者とのデシジョンメイキングが重視されてい

る。統合失調症の抗精神薬治療でも、患者の多様で個別的な目標に取り組むことが求められ、

治療決定プロセスに本人や家族を取り込み、治療継続性を高める努力と、デシジョンメイキン

グの適切な使い分けが必要である（藤井 2012）との見解がなされている。同様に、精神疾患

の治療ゴールをリカバリーとする考え方に立ち、精神科リハビリテーションと薬物療法の検討

もなされている7）。当事者と双方向的に治療方針を決定する Shared Decision making が有効

になるには、自身の状態や生活に満足するために服用に関する了解が、当事者側に必要になる

（渡邊、八木 2013）。

さらに、具体的な意思決定のツールの開発も行われている。統合失調症を持つ人が精神科外

来で主治医に聞きたいことを聞き、より良いコミュニケーションをするために作成された「質

問促進パンフレット（question prompt sheet）」は、自分がどのような治療をし、どのような

生活をしていくのかを、自らの考え方や価値観、人生観に沿って周りのサポートを受けながら

主体的に決定していくことを支援するための意思決定支援（decision aid）ツールと位置付け

ている（池淵他 2016）。

このように、精神医療の SDM の成立には、患者の意思を前提に、治療者側の意思、デシジ

ョンエイドと呼ばれる決定に際し有効な情報やツールなどが要件となる。加えて、デシジョン

エイドの側面ともなる治療や支援内容に関する「情報」とは、薬物治療だけではなく、症状に

対するセルフマネジメントや地域ケアを包含した幅広いサービスについての情報提供としてと

らえる必要がある。山口、種田、下平他（2013）は、精神保健福祉領域における SDM の特徴

を整理しており、アウトカムや支援の特徴から他の医療分野とは異なる点がいくつか存在する

ことを述べている。まず近年の精神保健福祉分野の支援の目標は、精神疾患の症状の改善のみ

にとどまらず、当事者のリカバリーが精神障害者支援の重要なアウトカムとなるという点にあ

るのは、前述のとおりである。言い換えると精神保健福祉領域の SDM は、医療におけるイン

フォームド・コンセントやインフォームド・チョイスから発展した実践手法である一方で、歴

史的にパーソン・センタードなどの人権上の問題や EBP（evidence-based practice）の発展な

どとも関係しているということができる。

その一つに社会サービス面での SDM として、スウェーデンの精神障害者に特化したパーソ

ナルオンブード（Personligt ombud 以下 PO）があげられる。精神障害者の地域生活支援に
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おいて個人の主観的なニーズを理解することはそれほど容易ではないが、当事者本人とっても

自身のニーズに気づくことはしばしば難しいものであり、その自己決定をエンパワーする営み

として専門職である PO が、クライエントとの共同意思決定（med-bestämmande）にかかわ

る重要な役割を担っている（石田 2013）。石橋、石田、岩切（2011）らによると、共同による

意思決定は「自分を頼りにする力」をエンパワーし、決断を孤立させないという営みであるこ

と、共同意思決定には何を決定したかという結果のみならず、共に考える経験およびその過程

そのものに意義があり、しばしばそちらの方が重要であるとしている。そうした経験を共有す

る PO は、基礎自治体に活動の責任はあるものの、基礎自治体が行う社会サービスとは独立

している8）。当事者、エンパワメント、リカバリー、相談支援といった主体と目標とサービス

とを有機的かつ自己決定を実現するための「人としての PO」と「方法としての SDM」とい

うことができる。

ここまでの検討から、国際的な動向として SDM への関心が高いことは明らかである。今後

SDM 実施に関して課題となるのは①専門職がサービス提供者としてだけではなく、当事者の

意思決定を支援するパートナーしての役割を備えること、②SDM の実施には、ツールの発

展、専門職と当事者への教育、当事者リーダーの育成が欠かせないこと、③SDM の適切かつ

多角的な評価法とそのためのアプローチの確立等々あげられる。

精神障害者が自身の症状やしんどさを「誰か」に伝えることがうまくできない状態の中で、

ある日精神病であると診断がなされ、入院や投薬など治療が開始され「あなたは病気である」

と知らされることになったとしても、本人にとっては病をもつひとりの参加者として治療場面

に登場することはそう簡単ではない。自分の病に対し自分で決める部分があるという確かな経

験は、回復9）を自身が治めることでもあり、自分がそこにいることの実感、そうした点とあわ

せて SDM のもつ意味を見出すことができると思われる。しかし逆説的にみるならば、他者や

環境によって支配されてきた状況がなおも存在していること、そしてその人たちのことが社会

の中で当事者としてようやく可視化されるようになり、従前の関係性だけでは立ち行かない新

たな概念として、意思決定の存立が求められているのではないだろうか。

3．医療的保護と社会的責務

ここまでは、現在の法制度や治療場面での SDM を中心に意思決定支援の動向についてとり

あげてきた。治療者・支援者と当事者とが、治療－回復にむけて関係性の構築の変更という点

において、より当事者の主体的な立場の確保がポイントとなっているということができる。し

かし、前段ともなる精神科医療の入口、受療場面にあっては別のベクトルが存在する。それが

強制的な治療であり、介入である。ここでは、現行の強制介入が精神障害者に対する意思決定

支援の限界となる点を整理しながら、支援者側の課せられた責任と今後の議論の方向性を示し

ていきたい。
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（1）医療による強制介入と本人の利益

障害者権利条約に先駆けた国内法制度の整備として位置付けられる障害者差別解消法が

2013 年 6 月に「全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と

個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進する

ことを目的」として制定された。障害者差別解消法は、池原毅和（2015）が指摘するように、

「個別分野においてどのような取り扱いが差別的取扱いになるのかについて」は具体的に定め

ていない。精神保健福祉法においては、精神障害者に対する措置入院ならびに医療保護入院制

度、入院後は行動制限を行うことが認められ、外部との通信面会の制限や保護室への隔離、身

体の拘束などを認めている10）。

精神保健福祉法での医療保護入院（第 33 条）、措置入院（第 29 条）の入院形態は、それぞ

れ判断となる要件は異なるものの、共通しているのは精神障害者であり医療保護のために入院

が必要な者である。措置の要件となる自傷他害のおそれについての判断基準は、厚生労働省告

示により明定されている。つまり、他人に害を及ぼすとは「他人の生命、身体、自由、貞操、

名誉、財産等に害を及ぼすこと」を指しており、自己以外の全ての者を他人ととらえている。

さらにここでは、社会的な法益侵害の性格と程度を問題にしている11）。次に非自発的入院であ

る医療保護入院であるが、精神保健福祉法第 1 条「精神障害者の社会復帰の促進及びその自立

と社会経済活動への参加の促進」が目的であるとするならば、吉岡（2014）が指摘する「根本

的には、障害者の権利に結び付けて考えられなければならない、入院の長期化が問題なのはこ

の点にかかわる。社会が非自発的に入院をさせるのであれば、社会が退院を可能な限り保障し

なければならない」ことになるであろう。改正法では保護者制度が廃止され、家庭裁判所の関

与もなく、家族に本法上の義務はなくなった。医療保護入院の手続きには、保護者から家族の

同意へと変更となったが、果たして家族は、民法上の契約における代諾者としてみなされるの

であろうか。別の点からすると、医療保護入院の際、精神保健指定医の判断の比重が一層重く

なり、指定医には本来裁判所しか行使できない「国親（パレンスパトリエ）」の権限が委ねら

れたものであるから、非自発的入院制度はいよいよ契約概念になじまない公法的性格（吉岡

2014）を有している。であるならば、それに応える形の精神障害者本人の権利を確立させなけ

ればならないことになる。

本人の望まない入院に対し、精神障害者であることの診断がなされ、治療が本人の最大の利

益であるとの判断により、入院治療が合法的に開始されることになる。そのことを歴史的にも

支えてきたのは精神医学と精神科病院のもつ権力とその構造、そして精神衛生法である。科学

技術的に発展してきた精神医学の権力そのものが、精神科病院を主座とする医療体制を実現す

るための法を生成し（井上 2010）、治療的積極的主義としての薬物療法と、巨大な精神病床群

を生み出し精神障害者を収容する方向に突き動かしていった12）。精神衛生法（昭和 25 年 5 月

施行法律第 123 号）の理念は「精神障害者の医療および保護（第 1 条）」である。繰り返しに
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なるが現行法も冒頭に精神障害者の医療および保護を行うことを明記している。これは精神障

害者が何より医療による保護が必要な存在であることを前提としている。しかも精神障害者が

医療的に保護される存在であり続ける上に、精神保健福祉法は精神科病院に入院ができる精神

障害者の範囲を広く規定している（第 5 条）。これは知的障害であっても精神医療を必要とす

る場合には該当することになる。知的障害児は精神障害や行動障害を頻繁に併存することがあ

り、その治療のために向精神薬処方による治療選択肢がとられる場合が少なくないことが報告

されている13）。これは一例ではあるが、これら薬物療法による症状改善と幼児期・児童期から

薬を服用するリスク、本人の利益についての判断をどこに求めることができるのであろうか。

精神科治療の進化とともに強制入院の実質に着目すれば、患者の自己決定権の保障と制限の

せめぎ合いこそが強制入院における人権の調和点として検討されるべき主題との指摘がある

（池原 2013）。こうした人権の課題は、強制医療介入が自己決定権の保障という点に重点が移

動してきていることを法律の観点から説明をしている。この指摘は、強制入院が社会生活や地

域生活を中断させるという問題と、入院中の個々の治療行為、隔離拘束などの身体の自由の問

題とを分けて検討する必要性が認識されてきたというものである。すなわち、前者は、社会生

活・地域生活の利益を犠牲にしてまでも治療効果と安全性が相対的に高いと想定される入院と

いう選択肢を選ぶのか、否かという自己決定の課題を患者本人に委ねるか、強制的な介入をす

べきか否かという自己決定権保障と限界の問題ととらえることができる。ならば、後者の隔

離、身体拘束等については、どのように整理することができるであろうか。

隔離、身体拘束といった行動制限は、医療的保護の場面ではあるが、強制的な介入であるこ

とには違いない。精神保健福祉法では「その医療又は保護に欠くことのできない限度におい

て、その行動について必要な制限を行うことができる（第 36 条 1）」と規定している。しかし

どのような場合でも行うことができない行動制限（信書の発受、弁護士や人権擁護関係職員へ

の電話、弁護士や家族、人権擁護関係の職員等との面会）を告示により定めている14）。院内で

行動制限最小委員会を設置し、行動制限の考え方ややむを得ず行動制限をする場合の基本指針

の整備など検討することとされている。しかしながら、厚生労働省の調査では、精神科病院で

の身体拘束（2013 年度 1616 施設 10229 人、前年度比 534 人増）、隔離（2013 年度 9883 人、

前年度比 92 名増）ともに増加し続けている。もちろん、使用防止に向けての検討、調査研究

や研修の実施などが続けられているものの（Kevin 2010、杉山 2016 他）、現実には「医療スタ

ッフは患者の暴力や、隔離・身体拘束をしないことに対して不安を感じ、隔離・身体拘束に意

義を感じている」という調査結果もある（長谷川 2013）。

個人の身体、精神に対しかなりの制限をかける拘束や隔離について、厚生労働大臣はその基

準を設けている15）。その中で遵守事項が設けられており、隔離を行う場合「隔離を行っている

間においては、定期的な会話等による注意深い臨床的観察と適切な医療及び保護が確保されて

いなければならない」、身体拘束の場合「原則として常時の臨床的観察を行い、適切な医療及
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び保護を確保しなければならない」としている。長谷川（2013）によれば、日本医療機能評価

機構の基準では、精神科病院では隔離は 30 分、身体拘束は 15 分毎の観察を行うこととなって

いるが、現場のスタッフは、現在の職員体制では観察を基準通り行うことに無理があると思っ

ている。しかも隔離や身体拘束をすることによって患者は「放置された」と感じているだろう

と半数近くの医療スタッフは思っている。しかし実際の隔離や身体拘束についての観察に対

し、スタッフの観察頻度が少ないとスタッフは感じていないという。観察の頻度だけが問題で

はないが、臨床的観察が規定通りに実行されないのに隔離や拘束は継続される。現時点で強制

的な介入が必要であると判断されているにもかかわらず、その場に放置されていると感じるで

あろう状況。院内での強制介入は、治療を受ける側と提供する側との間により濃密な場面が構

成される。それだけに病院内の安全の確保および人としての尊厳がともに守られるべきであ

る。しかし存在が蔑ろにされているかのごとく、本人不在がつくられる構造がいくつもあるこ

とを認めざるを得ない。

（2）権利擁護と社会的責務

昨今、精神障害者の意思決定を進めることの重要性が認識されている一方で、強制介入の範

囲や要件について再度検討しなければならないことをここまで確認できた。それでは、精神障

害があることによる周囲の責任と社会的な承認をどのように考えることができるであろうか。

障害者権利条約 14 条（b）「不法に又は恣意的に自由を奪われないこと、いかなる自由の剥奪

も法律に従って行われること及びいかなる場合においても自由の剥奪が障害の存在によって正

当化されないこと」としている。

精神障害者が入院だけに頼らず地域生活を送ることを基本に、地域ではとりくみがなされて

いるが、地域における強制的医療介入に関して精神保健福祉法は規定していない。しかしアウ

トリーチを中心とした地域での医療的介入は、ある程度非自発的医療介入を含むと太田

（2013）は述べている。彼によると、未治療や治療中断のケースに対し、入院を防ぐためには

介入が必要であり、本人の同意が得られないまま、医療的介入が開始され往診・訪問活動が継

続されることがあるという。結果、地域生活が維持できるケースなどは介入の有効性を認めつ

つも、そのことを拒否する本人の権利の担保をどうするのか。「地域における強制的医療介入」

の制度面での整備も検討が必要となっている。海外の取組みで参考となるのは、イギリスの地

域強制治療の現状であり、権利擁護としての正当性だけでなく、異議申し立てとしてのユーザ

ーの反応に着眼すべきである。浜島（2013）はイギリスの地域強制治療の問題がどこにあるの

かをサービスユーザーへのインタビューを通して報告している。

関連して、2016 年 7 月に発生した神奈川県相模原市の障害者支援施設での事件に対する検

証において、措置入院制度の解除とその後の地域支援の在り方がポイントとなっている。この

ことは、他害行為を起こした精神障害者の退院後の治療中断を防ぐことを意味し、措置入院者
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の退院後の医療等継続のための支援を自治体が調整対応する流れが予想される。そうした公的

な介入に関して、既述の SDM の意義等を本人の中に見出すことができるのであろうか。確か

に強制介入の側面は、これまでも社会的な要請として関係者は本人の意思よりも優先せざるを

得ないこととして部分的責任を担ってきた経過がある（平田 2013、野口 2013）。

それは被害者、遺族への責任の取り方とも関連し、責任無能力と加害行為責任という形で結

びつくことがある（岩村 2016）。病院での暴力行為の実態報告（鮫島、岡本 2016）に見るよう

に、事故や事件を回避することと安全責任をいかに守るかが医療側の責務として求められてい

る状況下、精神医療の正当な擁護と有るべき医療の模索に関しては、司法判断の傾向を知るこ

とも見逃せない（木ノ元 2015）。しかし本人の権利と義務を社会の中で獲得するには、次なる

枠組みと展開が必要である。ひとつに精神障害者の他害行為に対し、本人に責任能力を問うこ

とができないとなれば、突如世間は家族に対し責任を引き受ける存在として眼差しをむけるこ

とになる。そして本人は強制医療介入により社会から姿を消すことになる。けれども家族は、

加害者家族として責任の主体を瞬時に引き受けるというわけではなく、触法精神障害者にまつ

わる社会的責任のとり方と、役割の果たし方をめぐる揺らぎを経験する（深谷 2015）。さら

に、事件の発生により、「加害者、加害者家族、被害者、被害者家族」としておのおの当事者

はカテゴライズされることになるが、それぞれが一定の感情を抱き表出する権利と義務を有す

ることを深谷（2015）は述べている。それぞれの権利を放棄することや義務を蔑ろにするので

はなく、自らの経験を多様な声で発信することにより、人々が別様に、彼らあるいは出来事を

理解する可能性が広がること。これらの人々を取り巻く専門職側に課せられるのは、彼らに与

えられた権利と義務を彼ら自身が活用できる方法をともに考え、その環境を整えることである

（深谷 2015）。傷ついた彼ら一人一人が語ることのできる場所がない限り、それぞれがカテゴ

ライズされた存在として社会の中で孤立したままである。広井（2016）が「集団が内側に向か

って閉じるというあり方（関係性）こそが、日本社会の最大の特質であり、ケア論とのかかわ

りにおいても克服すべき課題である」と指摘したように、当事者だけの世界に閉じ込めること

の打破は、新たな価値創造への足掛かりを社会の中でつくることでもある。例えば、社会の中

で問題を引き受けることをイタリアでは、法律制定から 20 年かけて精神科病院を廃止という

形で実現したことがあげられる。

（3）意思決定をめぐる社会的承認

本稿で論じてきたサポートとしての意思決定は、精神医療に委ねてきた日本の精神障害者に

対するさまざまな権利主体としての自己をいかに取り戻すかということの理念の確立と実践の

基盤である。例えばイギリスの 2005 年意思能力法は、「ある特定の時点におけるある特定の意

思決定を行う能力の有無の判断、およびその能力を欠く場合にその人のためにどのような行為

や意思決定がなされるべきか」を規定している（菅 2010 他）16）。この点わが国の障害者に対す
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る意思決定支援はまだ議論の積み上げの段階であるが、基盤となる障害者権利条約を障害者差

別解消法とともにいかに実効させていくのか、引き続き課題である。当然ながら、そのプロセ

スを支援者側の責任の重さにだけ押しとどめた形で描くのでは十分でない。また、非自発的入

院、通院における精神障害者の意思決定の代理に関する問題が法制度上残されているが、この

点は別の機会に論稿を譲りたい。

既にみてきたように本人と治療者との SDM（Shared Decision Making）は、リカバリーの

考えや治療上のストレングスを獲得することに重きが置かれているものの、本人の意思が認め

らない行動制限（隔離、身体拘束）は支援側の閾値の問題ともなり、どこまで強化を下げるこ

とができるか推し量ることに実際は関心が注がれている（杉山 2016）。しかし、こうした本人

の判断が危ぶまれる状況であるが故に治療が優先されるとしても、従来の精神医療の在り方で

は再外傷体験の可能性が高いこと、しかもすべての資源やあらゆる人的なサポートを包括的に

活用する必要があること等を提唱しているトラウマ・インフォームド・ケア17）（Kevin 他

2010）の理念にも注目をしたい。すなわち立ち止まりそこにいる本人の語りを聴き理解するこ

との大事さである。本人の気持ちを表明する場面では、保護されるべき人間ではなく、障害者

権利条約 17 条の「個人をそのままの状態での尊重 Protecting the integrity of the person」18）

とあるように、そこにいることを認める相手側と、社会の態度の問題である。冒頭で述べた

が、病識のない人が意思表明のできない人ではないことは、多くの当事者の語りからも明らか

である。むしろそうした場の設定こそが求められていたにもかかわらず、法律上本人が主軸で

はなく医療保護の対象者として描かれてきたことの様相と構造が確認することができた。それ

でも治療場面において、本人が治療の主体者になるためには医療関係者とのシェアの方法によ

って、またモデル事業等外部のアドボケーターの存在によって、生活者として意思を表明する

ことが十分可能であることもわかってきた。

何より意思表明、意思決定を獲得するためには、当事者が社会の中での関係性を再構築する

ことが求められる。「病院内の関係性と社会の中での人間関係とは、全く違うことがたまらな

かった」とかつて当事者が入院前の自分の病態をふりかえりながら、話をしてくれたことがあ

る。「病気の自覚もなく病気であることを認められないまま何年も過ごしていたのが、ある日

入院することになった途端、昨日までとまるっきり人生が変わってしまった。薬を飲むことと

何日かにいっぺん外に出ること以外、自分のやることがなくなってしまった。自分が病気だと

知らされるのは、きまって後になって他人の自分へのかかわりによってだった」19）。つまり本

人が、患者や利用者ではない社会の 1 人の存在であることを当然のこととして認めるには、治

療文化の変容という臨床的視座が欠かせない。治療文化のパラダイム転換は価値対立の脱却で

もある。この点に関し竹端（2013）は掛け替えに必要な枠組みを転換するには、その社会を

我々自身で構築することであるが、グレーな領域への引き受けが必要不可欠であることを主張

する。確かに障害者権利条約で示された当事者の価値観と規範の提示、その共有について、当
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事者と支援者の二項対立ではない対話の方法を獲得できる時機にきている。病や障害を抱える

本人とそうでない人、病院と地域というように社会が分断をしている限り、どちらかの問題で

あり続け、当事者でないことを専門職は突き付けられるだけになってしまう。

こうしたことを踏まえ、最後に権利の回復や獲得に関する社会の中での承認として、再度イ

タリアの経験に学ぶことを提案したい。公立精神科病院の完全廃止から約 20 年を経て、イタ

リアでは司法精神病院改革が進行中である20）（山田 2016 他）。法律で司法精神病院の閉鎖が決

まり、触法精神障害者は地域の中間支援施設「レムス」での生活が始まっている。しかし、地

域の受け入れは簡単ではないことが報告されている。そうであっても、社会の場で本人が回復

をすることを認めることを理念とし、苦悩と実践の形がそこにある。価値や規範の変容をこの

時代が求めていると言うことができよう。ミケーレ・ザネッティ（2016）はかつての精神病院

改革をふりかえり「民主主義と文明をめぐる重要な闘いである－精神病院の隔離施設の拒否か

ら開始しなければならない」と語っている。精神保健の基本軸をまちに据えるという専門職の

仕事に加え、危機や不安を社会、地域、本人たちも含め、担うことを受け容れることができる

のか、それぞれの地域では試練と向き合っている。

おわりに 3つの方向性

精神医学の歴史は、精神障害をもつ人たちが、精神障害の当事者としてのごくあたりまえの

市民としての権利を少しずつ取り戻していく過程でもある（石原 2016）。それは精神障害者の

ケアの中心ともかかわり、そこでの変遷において、病者、患者、利用者、当事者、サバイバ

ー、生活者というように主体と対象との関係から呼び方も変わってきた。精神科病院中心から

地域精神保健、地域福祉への政策・実践目標の経緯は、当事者本人の主体化への移行でもある

ことを再度確認することができた。

本稿では精神障害者の支援において当事者不在のしくみについて法制度を中心に検討を進め

てきたが、このことはさらに 2 つの広がりを示唆するものである。一つは市民社会における社

会福祉の援助と専門職の仕事であり、いまひとつは精神障害の市民として生きることを進める

社会のありようにかかわっている。繰り返しになるが当事者の権利とは、精神障害者としての

それだけでない。すでにふれたように多くの国際的な取り組みや我が国の実践に少しずつでは

あるが現れているように、市民としての権利と発言権の行使を前提にするためのさらなる議論

や研究アプローチを深めていくことが必要である。

注・引用文献

1） 本人が病の体験について言及し，それが病気の症状であると診断され，以後わかってもらえないと話す

ことをやめるということがある．精神科の看護師だった梅津布紗子氏（仮名）は，異変を感じた家族に

精神科に連れていかれ「精神分裂病（当時）」であることを告げられるが，病気を受け容れられず服薬
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をやめてしまう．その時の様子を「ガラスの破片が砕けるような感触がつづいた」，再発の際「何かに

追いかけられている．家の中を人が歩いている」と綴っている．梅津布紗子「やっと精神障害者と認め

られるようになった私」古川（2004）

2） 入院患者にとって精神科病院という場所は，絶対的な権力を持つ人の支配下から逃れられず，自由が制

限され，これらを受け入れざるを得ない環境である，という実感を竹端（2014）は病院への訪問活動か

らもつ．誰しも，望んで長期入院している訳ではない．病院は治療の場なのだから，治療が終われば，

即座に退院したい．ところが，この日本では，地域生活を諦めさせられてきた人がたくさんいる．その

諦めや絶望的な境遇の中で，長期間，病院での生活を余儀なくさせられてきた．大切なのは，本人がそ

の「学習性無力感」を脱する為の支援だが，それは「諦めさせられた，強いられた環境での暮らし」か

ら抜け出す支援とセットになっている．つまり，病院の「外」に出ないと，この「学習性無力感」はな

くならないことを強く訴えている（竹端 2014）．

3） 厚生労働省は，2016（平成 28）年度中に，全障害者を対象とした「意思決定支援ガイドライン（仮

称）」を障害福祉サービス事業者向けに通知することとしている．

4） 精神障害者の意思決定の助言，支援を行うための具体的な方策の検討は，厚生労働省の障害者総合福祉

推進事業で行われている．平成 26 年度障害者総合福祉推進事業においてはモデル事業（平成 26 年度研

究）が実施されており，そこで明らかになった課題や国内外の先駆的な事例の状況，また社会保障審議

会障害者部会での障害者総合支援法における意思決定支援の検討状況等を踏まえ，アドボケーター機能

について検討することが重要であることから，モデル事業とモデル研修会が行われた．さらに本事業で

は，障害者総合支援法における意思決定支援との関わりにおける枠組みと共に，改正精神保健福祉法の

3 年後の見直しの中で規定すべき意思決定支援の同定を念頭にアドボケーター機能の枠組みの提示を行

い，これらを報告書としてまとめられている．

日本精神科病院協会「入院に係る精神障害者の意思決定及び意思の表明に関するモデル事業報告書」平

成 28 年 3 月．

なお上記報告書内のアドボケーターとは，入院中の患者に対しての支援であり，非自発入院の代弁者

制度とは区別されている．他方医療保護入院中の代弁者のありかたに関する患者意思表明支援について

は厚生労働省「これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会」で検討されている．

http : //www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syougai.html?tid＝321418（2016. 12. 8 閲覧）

5） 福岡県弁護士会では精神保健当番弁護士制度を設け，入院している人に対する出張法律相談（精神保健

法等に基づく退院，処遇改善などの設置請求にかかわる援助）を行っている．http : //www.fben.jp/

whats/seisinhoken.htm（2016. 12. 1 閲覧）

大阪精神医療人権センターでは 3 つのビジョン「患者さんの訴えを聞き，病院に伝えることを支援す

る」「精神科病院を開かれたものにする」「安心してかかれる精神医療を実現する」を掲げ人権擁護活動

を行っている．https : //www.psy-jinken-osaka.org/（2016. 12. 1 閲覧）

6） 障害者権利条約の第 12 条の法的能力（legal capacity）の平等と支援された意思決定（Supported Deci-

福祉教育開発センター紀要 第 14 号（2017 年 3 月）
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sion Making）との関係においての論稿は木口（2014）に詳しい．

そのほかには国連障害者の権利条約特別委員会報告の中でも障害者の生活に重大な影響を与えるパラ

ダイム・シフトに関して，政府代表団や NGO 団体から何度も議論の中で出されていたことなどが紹介

されている．

United Nations WORKING TEXT INTERNATIONAL CONVENTION ON THE RIGHTS OF

PERSONS WITH DISABILITIES http : //www.un.org/esa/socdev/enable/rights/ahc7ann2 rep.htm

（2016. 11. 30 閲覧）

崔（2006）によると，法的能力や非自発的治療についての言及がされている第 12 条と第 17 条は，特

に精神障害者や知的障害者から，多くの批判が寄せられた．後見人や人格代理人，非自発的治療という

のは，何らかの行為を遂行する能力を制限することが前提になるからである．これらに関連する議論と

して，いくつかの政府代表や障害 NGO のネットワークである IDC（国際障害コーカス）からは，権利

の制限を前提とした「代理決定（substituted decision making）」ではなく，「支援された決定（sup-

ported decision making）」を前提とした制度へのパラダイム・シフトが主張された．

7） 薬物治療と精神科リハビリテーションの開始時期を考え「①長期に服用可能となるために当事者にとっ

て飲み心地のよい，②陰性症状や抑うつに効果があり，不快な主観的副作用が少ない，③リハビリテー

ションの妨げにならない薬物は何かという観点に立つべき」としている（渡邊，八木 2013）．

8） スウェーデンの精神障害者支援にかかわる専門職種は多いが，PO（personligt ombud）は，例外的な支

援者であると，次のような意義を石田は述べている．PO は利用者から与えられた業務だけをもっぱら

利用者の意思に沿って行い，その結果得た価値と知識を社会的に拡大していく専門職であること．その

対象は自己決定がある程度見込める精神障害者になるが，PO が築いた連携は利用者に対する権限とな

り，結果として利用者本人と行政当局など権限ある組織が意見を交換できるシステムを構築することに

なる．（石田 2013）

9） 精神科，特に統合失調症の臨床においてリカバリー概念の重要性への認識が，当事者や家族，専門職の

双方において高まっているものの，リカバリーに関する見解のばらつきがあることを村井（2016）は指

摘している．「当事者からみたリカバリーの概念の多様性は，プロセス志向や自己志向などの医学モデ

ルでは気づきにくい要素が含まれているが，そこには病気志向の要素も含まれており，必ずしも当事者

が考えるリカバリーと医学モデルが対立するものばかりとは限らない」ことをあげている．さらに、リ

カバリーの概念に厳格な定義を与えるのではなく，「精神疾患という試練にさらされた人が，そこから

よい方向へ向かっていくこと」といったミニマルなイメージだけを共有し，それぞれの人が考えるリカ

バリーには概念上の相違点が多分にあることを許容しておく．その上でリカバリーとは何かを共に考え

る場を持ち続けることの提案でもある．

10）「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第 28 条の 2 の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準」厚

生省告示第 125 号，平成 18 年 1 月 12 日厚生労働省告示第 4 号による改正

なお，ここでは，個人的法益の侵略のみならず，社会的法益等を害する場合も含まれることにも留意
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すべきである．入院措置が人身の自由を制限するものであることにかんがみ，その認定に当たっては実

質的な法益侵害の性格と程度（原則として刑罰法令に触れる程度の行為をいうものと規定されている．）

を慎重に配慮すべきである．『四訂精神保健福祉法詳解』中央法規 P 258～265

11）心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者に対し，継続的かつ適切な医療並びにその確保のために

必要な観察及び指導を行うことによって，その病状の改善及びこれに伴う同様の行為の再発の防止を図

り，もってその社会復帰を促進することを目的とする「医療観察法」も精神障害者の強制介入の法とし

て位置付けることができる．この法律の対象者には付添人が権利擁護の観点からつくことになっている

が，本人の意思決定をめぐっては，①司法手続き上，②その中での鑑定や治療上，それぞれの観点から

何が阻害されているのか，紙面を改めて検証が必要と考える．

12）入院中心主義の根源にある「知」である精神医学の権力について以下の論稿がある（井上 2010）．精神

医学の権力の本質は，人と人，国家と個人とを分割し，これらの間に非対称性，すなわち支配－被支配

の関係を生み出すことにある．自己と対象を分かち，差異化によって認識された対象が狂気であり，観

察と介入の積み重ねによって疾病が分類され治療学が成立する．精神医学の知の体系は，生命を管理す

る「生－権力」と結びつき精神障害者の収容に向かうが，それは資本主義社会におけるエコノミーの一

環であり，医療費をめぐる経済活動の形成や，精神病者の家族を解放し生産活動へ向かわせるためであ

ったこと等を紹介している．また，こうした精神科病院の肥大化に拍車をかけたのは，精神衛生法の理

念が医療保護主義であったこと，それが精神医学の治療技術の発展（諸種のショック療法の実績に基づ

く）と結びつく形でますます多くの精神障害者が病院に取り込まれることになり，より多くの精神病床

が必要とされ増設されていった．

13）行動障害に対する薬物療法の有効性を支持する質の高いエビデンスは十分に蓄積されていないとされて

いるが，臨床上，知的障害児の行動障害等に対する薬物療法はなされている．井上，奥村他（2016）に

よる知的障害児に併存する精神疾患や行動障害への向精神薬処方の実態に関する研究報告がある．分析

対象者 2,035 人うち，抗精神病薬が 12.5％，抗不安・睡眠薬が 12.4％，ADHD 治療薬が 4.8％，気分安

定薬が 2.4％，抗うつ薬が 1.8％ に処方されていた．抗精神病薬と抗不安・睡眠薬の処方割合は年齢の上

昇に伴って増加していた．抗精神病薬の処方日数の中央値は 6 歳を超えると 300 日前後となり，3～5 歳

の処方日数の 2 倍以上となった．また，抗精神病薬の多剤処方割合と大量処方割合（クロルプロマジン

換算 300 mg／日超）も年齢の上昇に伴って増加していた．これらの結果より本研究での抗精神病薬と抗

不安・睡眠薬の処方割合は先行研究よりも高いこと，抗精神病薬は長期処方となる傾向が認められるこ

とが結論づけられている．知的障害児に対する行動障害治療ガイドラインや，多剤処方・大量処方ケー

スのモニタリングなど，知的障害児における有効で安全な薬物療法を担保するための制度的な枠組み作

りが求められることを提唱している．

14）昭和 63 年 4 月 8 日厚生省告示第 130 号，平成 26 年 3 月 14 日厚生労働省告示第 78 号による改正

15）「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第 37 条第 1 項の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準」

厚生省告示第 125 号，平成 18 年 1 月 12 日厚生労働省告示第 78 号による改正
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16）概要は，「自分自身のために決定を行うことができない人たちのための保護の枠組みの提供」「決定を行

う意思能力があるかどうかについての査定や，その人たちのために行われる決定の手続き」「本人の最

善の利益」「法は行動指針によって運用」「行動指針は，医療と社会ケア専門職に一定の法的義務を課

し，支援者の手引き・情報提供にもなっている」等である

17）トラウマ・インフォームド・ケア（Trauma Informed Care）に関して，トラウマを分離したイベント

としてではなく．個人の同一性の核の部分を形成する体験として認識すること，トラウマという病態心

理を基本的な要因として認識し，ケアの在り方において本質的な位置づけをするような姿勢や理念であ

ることを説明している（Kevin 杉山訳 2010-（8）53）．

18）「個人をそのままの状態での尊重 Protecting the integrity of the person」原文は以下の通り．

Every person with disabilities has a right to respect for his or her physical and mental integrity on an

equal basis with others.

1９）ここでの当事者とは特定の個人ではなく，複数の人たちの語りから共通の記述として表現可能な形でま

とめている．

20）レムスには，触法精神障害者が一定期間過ごす病床があり，法律では各州に 20 床以上設置することを

求めている．イタリアの司法精神病院改革については，次のサイトでもその動向を知ることができる．

http : //www.psychiatryonline.it/search/node/REMS（2016. 12. 5 閲覧）

・La rivoluzione gentile : relazione trimestrale sul superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari

（司法精神科病院廃止のための報告書）http : //www.psychiatryonline.it/node/6549

・REMS CASTIGLIONE DELLE STIVIERE : gli antenati di una organizzazione per diagnosi

http : //www.psychiatryonline.it/node/5919
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