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はじめに（戦後の精神科病院はどう構築したか） 

 
 日本の精神医療政策（明治以来今日まで） ⇒ 隔離・収容と民間依存を基本  

 
１９５０年精神衛生法の制定 ⇒ 戦前の二つの法律を踏襲 
 

  政策基本 ⇒ 隔離・収容の精神医療と家族に責任を押し付ける  
 

精神科病院を一般病院の区別し“特殊病院”として別格扱い 
１９５８年「精神科特例」を設ける ⇒ 結核もハンセン氏病にも 

 
 病院全体に適用（医療法） 精神科病院だけに適用（精神科特例） 

医師 入院患者１６名に医師１名 入院患者４８名に医師１名 

看護師 入院患者４名に看護師１名 入院患者５名か６名に看護師１名 

薬剤師 入院患者７０人に１人 入院患者１５０人に１人 
 一般病院は甲種の診療報酬（１点１０円）・精神科などは乙種の医療費（１点７～８点） 

 
１９５４年第一回精神障害者実態調査 

 
＜１９６３年の主要国の人口万対精神科病床＞ ＯＥＣＤ 

 日本 アメリカ イギリス カナダ スウェーデン 
病床数 １４床 ４３床 ３４床 ４０床 ４５床 

 
精神科病床の大増床政策（精神科特例を前提）  
国策として民間病院に依存して強力に推進 

 
《 三つの優遇策 》 

１９５８年精神科特例・１９６０年医療金融公庫の新設・１９６２年措置入院の「経済措置」 

 
＜ ２０年間で精神科病院・精神科病床が３倍 ＞ 「医療施設調査」 

 １９６０年 １９８０年 
精神科病院数 ５０６病院 １，５２１病院（３．０倍） 
精神科病床数 ９５，０６７床 ３０４，４６９床（３．２倍） 
人口万対病床数 １０．１床 ２６．４床（２．６倍） 

国公立病院の精神科病床比率１９５５年２７％～１９８５年１２％ 
“高原状態”の高止まり ⇒ 世界最大の“精神科病床大国”の土台 

－１－ 



病院の８割・精神科病床の９割が民間病院 
 

＜経営主体別精神科病院＞ 「病院報告」２００４年 
 病院数 病床数 

国立（独立行政法人）     ９４（ ５％）    ９，２０７（ ３％） 
自治立    １６５（１０％）   ２５，０７７（ ７％） 
公的     ４９（ ３％）    ５，４３２（ １％） 
民間  １．３６２（８２％）  ３１８，８９３（８９％） 
計 １，６７０病院 ３５８，６０９床 

 
ベルギーを除く欧米諸国 

公立病院が中心 
 

＜ 民間病院の特徴・宿命 ＞ 
 

 どんなに良いことでも採算を度外視（赤字経営）はできない  
 

精神科病院の医療 ⇒ 病院収入（精神科医療費）が医療の質と中身を規定 
 

精神科病院の最大の医療資源 ⇒ 他職種の豊富な人材 
（一般病院より豊富な人材が必要） 

それを保障する収入（精神科医療）の裏付けが不可欠 
 

 ＜ 精神科病院の経営構造 ＞ 
 

精神科病院は、病院収入の９割近くを入院料収入が占める 
そのため精神科病院 ⇒ 病院収入イコール入院料収入 

 
＜ 精神科病院 ＞ 

 
在院患者の人数（病床利用率・定床に対する在院患者数比）と 
入院料単価（日当点）が、病院経営に大きな影響を与える 

 
＜ 精神科病院は主な増収手段＞ 

 
在院患者数を増やす以外他に有効な方策がない 

精神科病院は“在院患者を追求する”極めて硬直した経営体質 
－２－ 



病院収入の９割が入院収入 
 

＜病院の収支構造＞２０１１年・中医協「医療経営実態調査」 
 一般病院 精神科病院 

＜収入＞   
①入院料収入 ６７．８％ ８４．２％ 
②外来収入 ２７．３％ １４．０％ 
③室料差額収入  １．４％  ０．５％ 
④その他の医業収入  ３．３％  １．２％ 

＜費用＞   
①人件（給与）費 ５３．５％ ６５．４％ 
②医薬品費 １３．３％ ７．５％ 

③経費  ５．８％ ８．３％ 
④減価償却費  ５．５％  ４．５％ 

⑤診療材料費など  ８．９％  ０．８％ 
⑥委託費  ６．７％  ４．７％ 

 
＜ 一般病院の３分の１の入院収入（精神科差別） ＞ 

 日当点（在院患者一人一日当たりの入院料単価） 
一般病院 ３８，１１４円 
精神科病院 １２，０１９円（一般病院の３２％） 
＜日当点＞「社会医療診療行為別調査」２０１０年 

 
＜ 二つの経営対策 ＞ 

  
①、一般病院の病棟の患者数の倍以上の詰め込め入院 

 
一般病院・４０名前後 ・ 精神科病院平均８０数名（現在は７０名規制） 

 
②、一般病院の４分の一の医師・半分の看護師・職員総数 

 
＜１００床当たりの職員数＞ 「病院報告」２０１２年 

 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％） 
－３－ 

 



Ⅰ、精神科医療の現状（４つの行き詰まりと破綻 ） 

 
精神医療政策（精神科病院）は基本部分で行き詰まり破綻が始まる 

 
（１）精神科病院の経営崩壊が始まる 

 
 経営の“危険ライン”の時代に突入した病床利用率  

 
＜精神科病院の病床利用率 ⇒ 病院経営の指標＞ 

 
病床利用率９５％を超えると交通信号に例えると「青信号」で安泰 
９４％～９０％は「黄色信号」がともり要注意の段階・経営は可能 

 
８０％台は「赤信号」がともり「危険ライン」に突入し 

８０％台を数年間放置すると倒産の危機 
 

 
２００６年初めて９０％を切り８０％台に突入・９０％台の時代は終焉 

２０１５年３月の病床利用率は８６.０％ 
 

“病院存亡の危機に直結する”時代が始まっている 
 

  ＜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％ 

（注）２０１３年８８．１％（精神科病院８９.５％一般病院の精神科病棟８４.８％） 

 
２０１３年の病床利用率８８．３％ ⇒ ５万３千人の認知症を含む 

認知症の５万３千人を除く ⇒ ７２．７％ 
 

実は、精神科病院は経営破綻の時代に突入している 
 

先進諸国では、認知症の精神科病院への入院は解消の方向 
認知症を大量に抱え込むことによって、精神科病院の経営破綻が隠されている 

 
“患者数を追求”する経営 ⇔ ８０％台の突入によって破綻 

－４－ 



進む在院患者の減少 ⇒ 新しい減少の時代に突入 
 

進む在院患者の２極化 
 新入院者の短期入院化と長期入院者の高齢化 ⇔ 在院患者の“二極化” 

 
①入院を必要としない新患者が増えている・入院しても短期 
 
②精神科病院の高齢化は社会の高齢化より急テンポで進行。 

２０１４年５４．３％が６５歳以上の高齢者・７５歳以上は２９．４％ 
【長期入院者の高齢化は在院患者減の最大の要因】 

 
＜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％ 
 

＜ 減少のスピードが段々早くなっている ＞ 
 ピーク ２０１５年３月 減少数 

定床数 ３６２,９６２床 ３４０,１３４床 －２２,８２６床 

在院患者数 ３４９,０５２人 ２９２,５１５人 －５６,５３７人 

（注） 在院患者数は１９９１年ピーク ・ 精神科病床は１９９３年ピーク  
 

＜ ５６,５３７人の減少 ＞１都３県２９１精神科病院（全病院の１８％） 
 

東京（２２,０８９人）＋福岡県（２０,４８８人）＋千葉県（１２,０８４人） 
＋鳥取県（１，８８０人）の在院患者数に匹敵。 

 
 

＜２０数年間の減少の動向＞ 
定床 ⇒ 前半は３％の減少 ・ 後半は９７％の減少 

在院患者 ⇒ 前半は１０％の減少 ・ 後半は９０％の減少 
 

＜減少の動向＞ 
 減少数（減少率） 前半 後半 

定床数 －２２,８２６床（－ ６％） －７８２床（３％） ２２，０４４床（９７％） 

在院患者数 －５６,５３７人（－１６％） －５，９２６人（１０％） ５０，６１１人（９０％） 

 
－５－ 



入院受療率は１９９３年から減少に転じる 
２０１４年の入院受療率は３９年間で最低（１９９３年のピーク比１８％減） 

 
２０１１年は受療率全体で減少 

外来受診率は引き続き増加 ・ 入院受療率の減少が多くなる 
 

＜精神疾患受療率の推移（人口１０万対）＞「患者調査」 
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 

 
新潟大学の染谷俊幸教授『精神医学』２００１年１２号「巻頭言」 

 
精神科医療施設の普及、精神科医の増加、薬物治療の進歩（１９６０年代～

抗精神病薬の本格使用）、社会復帰をめざす心理社会的治療などの総合的成果 
遅く生まれた人ほどこの恩恵を受けそのため入院者が少ない。 

 
＜２０００年当時と社会資源が増減しないと仮定し＞ 
２０２０年～２０３０年に統合失調症在院患者数が 

半減 ～ １／３に減少すると予測 
 

＜新潟県内の統合失調症の年代別分布状況＞２０００年当時 
昭和２０年（１９４５）生まれ 

５５歳（１９６５年は２０歳） 

昭和３０年（１９５５）生まれ 

４５歳（１９６５年は１０歳） 

昭和４０年（１９６５）生まれ 

３５歳（１９６５年は誕生年） 

１９６０年代抗精神病薬の本格使用 昭和２０年生まれの約５４％ 昭和２０年生まれの２３％ 

年齢別分布 ⇒ 逆ビラミット（いずれ病床の大幅削減の構図） 
 

 １９９２（Ｈ３）年 ２００３年（Ｈ１４）年 ２０１４（Ｈ２６）年 ２２年間推移 

在院患者 

総数 

３４．６万人 

基準年 

３３．０万人 

９５％ 

２８．９万人 

８３％ 

－５．７万人 

（８３％） 

統合失調症 ２１．２万人 

（６１％） 

２０．２万人 

（６１％） 

１６．４万人 

（５７％） 

－４．８万人 

（７７％） 

認知症 ４．６万人 

（１３％） 

５．５万人 

（１７％） 

５．３万人 

（１８％） 

＋０．７万人 

（１５２％） 

他総数 ８．８万人 

（２６％） 

７．３万人 

（２２％） 

７．２万人 

（２５％） 

－１．６万人 

（８２％） 

－６－ 



（２）精神科病院の医療の行き詰まり  
 

 深刻な人権問題を抱える・本来の精神科医療の役割が果たせない  
 

１９９０年代に入って病院改善の取り組み進む、 
ハードとソフトの両面で収容施設的状況から医療機関としての体制整備進む。 

 
肝心の医療の中身は依然として深刻な問題を抱える。 

 
①異常な長期入院 ⇔ 政策の最大のアキレス腱・日本の“恥部”  
 

 日本を除く先進諸国の平均在院日数 ⇒ １８日前後  
 日本の平均在院日数 ⇒ ２８４.７日（２０１３年） 

 
＜ 途方もない長期入院 ⇔ 深刻な人権問題 ＞ 

 ２０万人が１年以上の長期入院 ・ １１万人は５年以上の超長期入院、    
約７万人は１０年以上の超長期入院 ・ ３．５万人は２０年以上の超長期入院 
 

＜在院期間別の分布状況＞ 「患者調査」 
 １年未満 １年～５年未満 ５年～１０年未満 １０年以上 

１９８３年 ２４％ ２７％ １６％ ３２％ 
２００２年 ３３％ ２８％ １３％ ２６％ 
２０１１年 ３６％ ３０％ １４％ ２０％ 
【２０１４年 ⇒ １年未満３６％・１年～５年未満２９％・５年以上３５％】 

＜ 医療保護入院を大きく上回る任意入院の５年以上の入院 ＞２０１１年 
 患者数 内５年以上の超長期入院 

任意入院 １７９，２９０人 ７３，９１１人（４１．１％） 
医療保護入院 １２７，７５７人 ４３，２４６人（３３．９％） 

 
②３分の２は閉鎖処遇 
 

＜開放病棟・閉鎖病棟の状況＞２０１２年「精神保健・障害福祉課」調べ 
総数 日中開放 個別開放 終日閉鎖 

６，３６４病棟 １８４５病棟（２９％） ４３０病棟（７％） ４０８９病棟（６４％） 

３３７,５７９ 
床 

９７,７１２床 
（２９％） 

２３,４０９床 
（７％） 

２１６,４５８床 
（６４％） 

 （注）個別開放 ⇒ 終日閉鎖病棟で一部患者が午前・午後の短時間の開放 
－７－ 



③異常に多い隔離室使用と身体拘束 
 

急性期病棟の増加に伴って・隔離室使用と身体拘束が増加 
 

＜在院患者“１７人に１人（６％）”が隔離室使用か身体拘束＞ 
 

隔離室使用は１３年間で２６％増 ⇒ １，９１３人 
身体拘束は８年間で８１％増 ⇒ ４，１４５人 

隔離室使用と身体拘束を合わせると一日１８，５３７人 
  
  

隔離室や身体拘束の使用は多くは入院初期 
急性期病床しかない先進諸国並みの人口万対５床（６万４千床）で試算、 

１８，５３７人を６万４千床でみると 
 

“約３人に１人（２９％）”が隔離室使用か身体拘束 
 

＜隔離室・身体拘束の使用状況＞ 
 １９９８年 ２００３年 ２０１１年 

隔離室 ７，３７０ ７，７４１ ９，２８３ 
身体拘束 － ５，１０９ ９，２５４ 

       

＜ 使用方法にも大きな問題 ＞ 
 

週・月・年単位の隔離室使用や日・週単位の身体拘束、懲罰的使用 
日本は隔離室使用中や身体拘束中傍に付き添って見守る人はいない 

安全確保と苦痛の緩和への対応は不十分 
身体拘束中の死亡事故も 

 
＜ 人としての“尊厳を奪う”隔離室・身体拘束 ＞ 

 
隔離室使用や強制的にオムツ着用の身体拘束は 
人間としての尊厳を奪う・大きな心の傷を与える 

立ち直るのに長時間を要し、その後の人生に悪影響を与える 
隔離室や身体拘束は精神科医療への不信と恐怖心を生じさせる 

退院後の医療拒否の大きな要因 
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＜ １９９６年ＷＨＯ通達 ＞ 
 

隔離などは「人権の著しい侵害につながる恐れがある」と段階的廃止 
「４時間を上限とする身体拘束」 

 
 

【 ＷＨＯ通達と日本の実態とに乖離 】 
精神科病院での精神障害者の処遇は、世界標準から大きく乖離 
日本の精神科医療の体制は世界（先進諸国）標準から乖離 

     
 隔離室で看護師２人の暴力行為（逮捕）で患者の死亡事件（千葉県石郷岡病院）  

 
＜ 先進諸国 ＞ 

隔離室使用や身体拘束は余りない。あっても短時間 
隔離室使用中看護師が窓から見守る 

身体拘束中は必ず看護師が傍に付き添い苦痛の緩和・安全確認 
 
④急性期病棟の増加に伴って“回転ドア現象”が再び増えている 
 
回転ドア現象 ⇒ 入院して短期間に精神症状は改善し早期退院になる 

しかし短期に症状が悪化し再入院をくり返すこと 
 

ディケアや訪問看護がない時代 ⇒ 行く所がない・やることがない 
時間が経つにつれて再発再入院になる回転ドア現象 

ディケアや訪問看護の実施が進むに伴って回転ドア現象は減少 
 

＜“回転ドア現象”が再び増えている背景に＞ 
薬で症状改善を主体にした早期退院をめざす急性期医療のあり方 

地域の社会復帰体制の大きな立ち後れ 
隔離・収容で精神科特例と精神科差別を基本とする貧しい精神医療政策 

 
＜ 精神科医療の本来の役割を果たせない ＞ 

 
こころの健康問題 ⇒ 予防、早期発見・早期支援の取り組み皆無に近い 
医療を必要な人に医療が届いていない ⇒ 医療機関に来た人のみ対象 

先進諸国で廃止した大量の病床を抱える ⇒ 身動きできない 
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（３）病院改善の行き詰まり  
 

 改善の取り組みの限界・ジリ貧状態に陥り出す精神科病院  
 

１９９０年代から 
看護基準の引き上げ・ディケアや作業療法などの精神科リハビリの実施 
建替え（専門病棟化）など、病院改善の取り組みが全国的に始まる 

 
病院改善の取り組みが始まった要因 ⇒ 精神科病院が成り立つ土台が変化 

 
＜医療費（診療報酬）の変化＞ 

 
１９８０年代後半、ほぼ一律的引き上げから看護基準や入院期間によって格差 
１９９０年代に入ってから精神科医療費は“少ない職員で消極的医療”から 
“職員を増やして積極的な医療”を展開しないと増収が望めなくなった 

 
＜１９９２年より存院患者の「減少の時代」へ転換＞ 

 
病院を改善し「患者・家族に選ばれる病院」へ改善しなければ 

患者と職員の確保が困難になり病院存亡の問題に発展 
 

 
①看護基準は激変 ⇒ 多くの病院で看護職員が２倍に 
 

１９９０年代に入って看護基準の引き上げ（看護職員の増員）が進む 
２００６年精神科病院の看護の精神科特例は廃止 

２０１５年 ⇒ 医療法基準は９８．９数％・「無類」は１.１％ 
 

しかし一般病院でも看護基準の引き上げが進む 
看護師（准看護師込み）は一般病院の半分という状況は変わらず 

 
看護職員が大幅に増えている背景には 

精神科の看護体系の別扱いは変わっていないが 
看護基準が高い（看護職員が多い）基準に引き上げても採算が合う 

 １９９０年頃までは高い看護基準ほど赤字・低い看護基準ほど黒字  
反対に低い（少ない）看護基準では収入がジリ貧になる 
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＜ 日精協加盟病院の看護基準 ＞ 日精協・「会員名簿」 
 医療法 精神科特例 無類 

１９８１年  ６％ ４５％ ４９％ 
１９９１年 ２４％ ２７％ ４９％ 
２０１５年 １１９４病院 

（９８.９％） 
２００６年３月未 

廃止 
Ⅰ３病院 

（１.１％） 
 （注）２０１５年の医療法１１９４病院には１９６病院の「包括性のみ」を含む 

 
 看護基準の引き上げ ⇒ 精神科看護基準では飽和状態  

 
 １９９９（Ｈ１１）年 ２０１４（Ｈ２６）年 １５年間の推移 

作業療法士 １，８９８人 ６，３７２人 ＋４，４７４人（３３６％） 

精神保健福祉士 ９６２人 ６．３５０人 ＋５，３８８人（６６０％） 

 
唯一変化していないのが精神科医（１００床当たりの医師数） 

１９８０年の３．４人 ⇒ ２０１２年の３．４人 
 
②９割前後の病院で精神科リハビリを実施 
 

１９８０年代後半から点数が大幅に引き上がり採算が合う 
１９９０年代にはリハビリの点数の引き上げが進み重要な増収分野 
同時に作業療法士の養成が進み作業療法士の深刻な人手不足が解消 

 
＜ ２０１５年４月現在・定員総計９４,６２７人 ＞ 

ディケア（DC）定員４５,００３人・ショートケア（SC）定員 ３２,３５９人 
ナイトケア（NC）２,６２５人 ・ ディナイトケア（DNC）定員１４,６４０人 

  この数は日精協加盟病院総病床２８９,２６１床の３３％ 
  

＜日精協加盟病院の精神科リハビリの実施状況＞「日精協・会員名簿」 
 ＯＴ実施 

病院 

ＤＣ実施 

病院 

SC NC DNC 

 

精神科訪問 

看護実施病院 

１９９１年 １９％ １１％ － － － ０ 

２０１５年 １１２６病院 

９３％ 

９４３病院 

７８％ 

７６４病院 

６３％ 

１１４病院 

９％ 

３１４病院 

２６％ 

９８０病院 

８１％ 

ＯＴ・ＤＣなども利用者の高齢化で縮小化。ＤＣなどの長期利用（第２施設化） 
 

 精神科リハビリ実施 ⇒ ほぼ飽和状態・利用者の減少が始まる  
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③半数の病床は建替え ⇒ 療養環境の“２極化” 
 

＜ 半数は建替えて療養環境は一新 ＞ 
 

外窓の鉄格子撤去、病棟の床面積は古い病棟の倍、明るくゆったりした病棟 
畳部屋は解消、ベット周辺にカーテンを設置する病院も 

一般病院と見劣りしない療養環境 
 
 

＜ 残り半数は建替えていない療養環境は劣悪 ＞ 
 

狭い病棟に詰め込み入院、汚い・臭い・暗い・ 
専門病棟化できない ⇒ ２０年間入院料の引き上げなし・今後も期待できない 

 
 

＜ 建替えが進んでいる背景 ＞ 
 

建替えて専門病棟化しないと入院料の引き上げが期待できない 
しかも建替えて専門病棟化しても採算が合う 

建替えないで古い建物のままでは、入院料の引き上げが困難 
 

 
＜日精協加盟病院の専門病棟化（建替え）＞「日精協・会員名簿」 

総病床数 建替えて専門病棟化した病床 古い病床 
 

１９９６年 
３０１,９４６床 
１１９７病院 

１４,７６０床（４．９％）  
２８７,１８６床 
（９５.１％） 

急性期病棟 精神療養病棟 認知症病棟 
０ 
０ 

８,３０３床 
２．８％ 

６,４５７床 
２．１％ 

 
２０１５年 

２８９,２６１床 
１２０７病院 

１４６,１１４床（５０．５％）  
１４３,１４７床 
（４９．５％） 

急性期病棟 精神療養病棟 認知症病棟 
２０,８３６床 

７．２％ 
９６,２８７床 
３３．３％ 

２８,９９１床 
１０．０％ 

（注）２０１５年の急性期病棟２０,８３６床の内訳（治療病床１５０９３床＋精神科救急病床５７４３床） 

精神科救急入院料病床（スーパー救急） ⇒ ８３病院・１１８病棟・５７４３床 
 

 スーパー救急病棟公立病院を含む全体（２０１４年６月現在）  
１１５病院・６,８１０床  
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 建替え（専門病棟化）は止まる ・ 精神療養病床の減少が始まる  
 

＜ この間の建替え（専門病棟化）の推移 ＞ 
１９９０年代後半～２０００年代前半 ⇒ 年間１万床を超える勢い 

      ２０００年代後半 ⇒ 年間数千床に減少 
         ２０１０年代 ⇒ 年間千床前後に減少 

 
＜ 精神療養病床が減少 ＞ 日精協「会員名簿」 

 急性期病床 精神療養病床 認知症病床 総数 
２０１４年 １９,７０８床 ９７,９６３床 ２８,５１５床 １４６,１８６床 
２０１５年 ２１,０８９床 ９６,２８７床 ２８,９９１床 １４６,３６７床 
前年比 ＋１,３８１床 －１,６７６床 ＋ ４７６床 ＋ １８１床 

 
＜専門病棟の内訳 ⇒ 約７割は精神療養病棟＞  

精神療養病棟６６％・認知症病棟２０％・急性期病棟１４％ 
 

＜建替えの動きが止まった背景 ⇒ 多額な借金をして建替えても＞ 
新入院患者そして医師や看護師の確保の自信がない 

今日では建替えただけでは病院の将来展望は切り拓かれない 
【急性期特にスーパー救急にしないと展望が開かれない】 

 
＜ 精神療養病床ピーク時から３千 7 百床減少 ＞ 

 精神療養病床 
２０１０年 ９９，９８９床 （ピーク） 
２０１５年 ９６，２８７床 

 － ３，７０２床 
（三重県３，６４０床・佐賀県３，８２２床・徳島県３，８７３床） 

 
①定床削減 ・ ②急性期治療病棟へ格上げ ・ ③１５対１の出来高変更 
精神療養病棟患者高齢化で合併症他科受診⇒医療費の削減。出来高病棟の 
日当点は精神療養病棟より低いが医療費削減を考えると出来高が良い。 

（但し精神療養病棟で看護助手が半数の病院で１５対１看護が可能な病院） 
 

○建替えていない病床 ⇒ 今後とも入院料の引き上げ望めない 
                 新入院患者や医師・看護師などの困難 
○建替えている病床 ⇒ 精神療養病棟入院料引き上げ困難・患者減の進行 
            急性病棟でも患者確保は簡単ではなくなっている 
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（４）精神医療政策の行き詰まりと破綻 
 

 ２１世紀の今日の時代に対応できない精神医療政策・制度  
 

①政策の限界を示す事例 
 

＜ １９９６年 ⇒ 「障害者プラン」を発表 ＞ 
 

２万数千人の精神障害者の社会復帰の目標を掲げる 
 

結果は、１万人弱と目標の半分にも達せず失敗 
 

 
＜２００２年 ⇒ 「新障害者プラン」（障害者プラン失敗を受け）＞ 

 
７万２千人の社会的入院を１０年間で解消 

 
社会的入院の解消は実現せず失敗 

 
 

＜ ２００４年 ⇒ 精神保健医療福祉の改革をめざす ＞ 
 

“ 「精神保健医療福祉の改革ビジョン」を発表 ” 
 

①“入院医療中心”から“地域生活中心”へ 
立ち後れた精神保健医療福祉体系の再編と基盤強化を 

今後１０年間で進める 
 

②「受入条件が整えば退院可能な者（約７万人）の社会的入院は、 
精神科病床の機能分化・地域生活支援体制の強化など 

立ち後れた精神保健医療福祉体系の再編と基盤強化を進めることにより 
１０年後の解消を図る 

  
病院関係者や当事者・家族は 

「地域に受け入れ体制ができていないのにどうやって退院を進めるのか」？ 
 

結果は改革ビジョンも失敗 
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二つの障害者プランと精神保健医療福祉改革ビジョン 
 

＜ 具体的に進めると ＞ 
 

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は 
 

万単位の長期入院者の退院は 
病床利用率が８０％台～７０％台に陥る 

 
精神科病院の経営崩壊に直結 ⇔ 実際は不可能 

 
 

＜二つのプランの目標達成後の病床利用率＞ 
 定床数 在院患者数 退院目標 病床利用率 

障害者プラン時 

（１９９３年） 

３６２,９６２床 ３４３,９２６人 

病床利用率９４.８％ 

２万数千人 

（２万５千人） 

３１８,９２６人 

（８７．８％） 

新障害者プラン時 

（２００２年） 

３５６,６２１床 ３３０,６６６人 

（９２．７％） 

７万２千人 ２５８,６６６人 

（７２．５％） 

 
＜ プランやビジョンを確実に達成するためには ＞ 

 
退院の促進と同時に定床の削減 

地域での社会復帰施設の体制整備など 
精神保健医療福祉政策の抜本的改革が不可欠 

 
【二つのプラント改革ビジョンの失敗の背景】 

１９５０年代に構築した今日の精神医療政策の限界と破綻 
 

 
＜ 厚生労働省 ⇒ 社会の変化を無視できない ＞ 

 
先進諸国の精神科医療や国内の変化を受け 

 
長期入院者の退院促進や社会的入院の解消 

そして“入院医療中心”から“地域生活中心”など 
提起せざるを得ない 
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②歴史の歯車を逆行させる事例 
 

＜ 病棟転換型居住系施設 ＞ 
 

厚生労働省 ⇒ 精神保健福祉法の改正を受け 
 

「良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針」 
を作成するための「検討会」を設置 

 
 

＜ 議論のテーマ ＞ 
 

「良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供」 
「長期入院精神障害者の地域移行に向けて具体的方策」 

 
結論 ⇒ 「病棟転換型居住系施設」構想 

 
【テーマと病棟転換型居住系施設の結論とに大きな乖離】 

 
 

＜ 歪められた新オレンジプラン ＞ 
 

先進諸国の認知症施策や現在推進中のオレンジフラン 
精神科病院などの施設収容ではなく地域ケア 

 
地域ケア中心で作成中の新オレンジプラン 
突然、精神科病院への本格的収容の道を開く 

 
 

＜ 病棟転換型居住系施設や新オレンジプランの背景 ＞ 
空き病床約４万床と精神科病院の経営は行き詰まり破綻が始まっている 

“造り過ぎた精神科病床”を削減しないでいかに活用するか 
空き病床をいかに穴埋めするか・精神科病院救済の経営対策 

 
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は 

精神科医療や認知症施策の歴史の歯車を逆戻りさせることによってしか 
維持できないほど行き詰まり深刻な矛盾に陥っている 
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＜精神科病院の認知症の現状＞ 
 

認知症の精神科病院への入院 
２０１４年は５万３千人（１８％を占める、１４年間で１万６千人・４３％増加） 

 
「精神病床における認知症入院患者に関する調査」 

 
精神科病院に入院している認知症の人の平均年齢は７８歳 

 
２０１０年の平均在院日数は９４４．３日（２年７ヶ月） 

精神科病院の平均在院日数は２８３日（９.４ヶ月） 
「状態の改善が見込まれず、居住先、支援を整えても６ヵ月以内の退院の可能性がない」 

６２．３％ 
 

審議会で「精神科病棟に必ずしも症状が重い人が入院しているわけではない」 
 

 
 

認知症の人を精神科病院に入院させると 
長期化しやすく ・ 治療効果は上がらない 

 
 

＜ その背景 ⇒ 精神科病院の病棟 ＞ 
 

５０床～６０床と一般病院の病棟より５割も多い大型病棟 
職員が少ない・しかも薬の量が多くなる傾向 

１人一人への個別対応は困難。薬物療法が精神科医療の主な治療 
【薬物療法は入院でなく・地域でアウトリーチでの提供が効果的】 

 
この状況は 

個別的対応が最も重要視される認知症への対応としては 
精神科病院は最も相応しくない 

 
 

認知症の人たちへの対応はできるだけ少人数で、 
今まで生活してきた地域で、 

１人一人の“個人の尊厳”を守り“安心感”を与えること 
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③社会的基盤を失っている精神医療政策 
  

精神医療政策が行き詰まり破綻の背景 
 

＜１９５０年代（２０世紀中頃）の精神科医療の状況＞ 
 

私宅監置や放置状態の人達を精神科病院に収容し衣食住を提供 
１９５０年精神衛生法制定 

“私宅監置中心”から“精神科病院への入院”へ変わる 
 抗精神病薬の開発・本格使用“ 前 ”  

電気ショック・インシュリンショック療法などが治療の中心 
統合失調症は不治の病と考えられていた（医師の教科書に記載） 

精神疾患への偏見が強く精神医療政策は社会防衛的視点 
欧米諸国でも隔離・収容（増床）政策を積極的に推進中 

 
 

＜２０１０年代（２１世紀）の精神科医療の状況＞ 
 

治療技術（抗精神病薬）の進歩で外来治療主流の時代 
統合失調症は不治の病という考え方は消失しつつある 
精神疾患は日本でも先進諸国でも三大疾患のトップ。 

２０１２年厚生労働省は精神疾患を「５疾患」重点疾患に位置づける 
先進諸国は地域精神医療の時代・平均在院日数は１８日前後。 
こころの健康問題は日本でも先進諸国でも国の戦略的課題 
こころの健康問題は国民全体の問題という認識が広がる。 

２０１３年障害者差別解消法制定・２０１４年障害者権利条約批准 
 
 

この６０数年間で、社会の状況は大きく変貌し、精神科医療も大きく進歩 
精神科医療や精神障害者に対する処遇の考え方も大きく変化 

 
しかし日本の精神医療政策の基本は変わらず 

大きく変貌した社会とに大きな乖離 
 

この乖離を埋め 
２１世紀の今日の社会に適切に対応するため 

精神医療政策の抜本的改革が不可欠 
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Ⅱ、精神科医療の問題点（６０数年変わらない精神医療政策） 
 
（１）安上がりの精神科医療 

 
＜在院患者の比率＞ 「患者調査」２０１３年 

全疾患の在院患者 １２７万５，３４７人 
精神科在院患者    ３０万０，０６７人（２４％） 

 
＜精神科医療費の比率＞ 「国民医療費」２０１２年 
国民医療費 ２８兆３，１９８億円 
精神科医療費 １兆８，８７９億円（６．７％） 

 
精神疾患の在院患者数 ⇒ 全体の４分の１を占める 
   精神科医療費 ⇒ 国民医療費の６．７％ 

 
精神科医療は患者数では最大・医療費では数％と最低 
国家財政を圧迫しない“安上がりの精神科医療” 

 
日本の政府は世界最大の“精神科病床大国”でも 

先進諸国のように医療費・医療経済から精神病床大幅削減の必要性を感じない 
 

日本の精神科医療費 
 

安かろう ⇒ 一般病院の３分の１の日当点 
悪かろう ⇒ 一般病院の４分の１の医師・半分の看護職員・職員総数 

        一般病院の倍の病棟患者数・異常な長期入院 
 手抜き ⇒ 精神専門療法は日当点の数％ 

  
    

一般病院の３分の１の日当点 
大量の患者確保なしには経営ができない精神科の入院医療費 

 
精神科病院は大量の患者確保 ⇔ 異常な長期入院 

によって国の精神医療政策が成り立つ 
 

詰め込み入院・異常な長期入院 ⇔ 現象は精神科病院 
背景（責任） ⇔ 国の精神医療政策が根源 
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（２）世界最大の“精神科病床大国” 
 

人口は世界の１．７％・精神科病死床は世界の２割 
 

   ＜世界の人口＞ ２０１３年      ＜世界の精神病床＞ＷＨＯ２０１４年 
世界の人口 ７１億２千人  世界の精神科病床 １７５万床 
日本の人口   １億２千万人 

（１．７％） 
日本の精神科病床 ３４万床 

（１９．４％） 
           

精神疾患の発症率は各国とも基本的に同じ・患者数も同じ 
 ↓ 

日本は欧米諸国の数倍の精神科病床 
 

ＯＥＣＤ平均 ⇒ ６．８床 
 

（主要国の人口万対精神科病数）２００１年また至近年 
日本 アメリカ イタリア カナダ スウェーデン イギリス フランス 

２６．９床 ２．５床 １．０床 ３．５床 ４．７床 ５．４床 ８．９床 

 
＜各国の平均在院日数＞ＷＨＯ（２００５年） 

イギリス ５７．９日 
ドイツ ２２．０日 

スウェーデン １６．５日 
カナダ １５．４日 

オーストラリア １４．９日 
イタリア １３．３日 
アメリカ  ６．９日 
フランス  ６．５日 
デンマーク  ５．２日 

日本（２０１１年） ２９８．１日 
 

途方もない異常な長期入院 
 

＜在院期間別の分布状況＞ 「患者調査」２０１１年 
１ヶ月未満 １ヶ月以上 １年以上 ５年以上 １０年以上 ２０年以上 

２６，５７８ 

８．７％ 

２７８，９８３ 

９１．３％ 

２００，４０６ 

６５．６％ 

１１２，１５８ 

３６．７％ 

６９，６３１ 

２２．８％ 

３４，９６７ 

１１．４％ 
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（３）精神科病院の特徴  
 

病院に最もふさわしくない経営の特徴 
 
①精神科病院は“薄利多売”的経営構造 
 

＜ １００円ショップ ⇔ “薄利多売”の経営 ＞ 
 

個別の売上げの利益は１円単位の少額でも、数多く売って利益を上げる 
 

精神科病院も、一般病院の３割台の日当点のため 
患者を大勢確保して収入を確保する“薄利多売”的な経営構造 

 
 

精神科病院は９０％台の病床利用率を確保しないと経営は困難 
そのため在院患者確保を優先する「経営優先」の病院運営 

 
“薄利多売”的経営 ⇒ 医療機関には最も相応しくない 

医療機関 ⇒ “良質の商品を扱う“専門店”で 
          良質の商品を提供できる価格（医療費）の保障が必要 

 
 

こころの健康問題を扱う精神科病院 
在院患者を大勢入院させることによってしか病院を維持できない 

“薄利多売的な経営”を余儀なくされているところに 
精神科病院の根本問題（不幸）がある 

 
 

当事者や家族の想いや願いと精神科病院の現状とに大きな乖離 
 
②精神科病院は“ 悪循環の下での経営 ” 
 

精神科入院医療費 ⇒ １兆４千億円 
 

一般病院の３割台の日当点の格差を解消するために必要な財源 
新たに２兆９千億円必要（現行の２倍） ⇔ 現実的には不可能 
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＜ 精神科病院は“悪循環”の下での経営 ＞ 
 

一般病院の３割台の日当点の穴埋めのため大勢の患者を確保 
大勢の患者数（全疾患の２４％）のため日当点の大きな格差は解消できない 

３割台の日当点のため大勢の患者数を確保し穴埋めをする 
 

“ 悪循環 ”でも病床利用率が９０％を確保できれば経営は可能 
 

 
③“ 安かろう・悪かろうの精神科病院 ”  
 

＜ 一般病院の半分の条件で日々の医療活動 ＞ 
 

         一般病院の３割台の収入（日当点） ⇒ 「安かろう」 
一般病院の４分の１の精神科医・半数の看護師・職員総数 

一般病院の病棟の倍の詰め込みで異常な長期入院 ⇒ 「悪かろう」 
   精神療法などの精神専門療法は日当点の５．２％ ⇒ 「手抜き」 

 
 

この問題は厚生労働省が決める精神科医療費から起きている問題 
精神科病院の経営者や精神科医の良心に関係なく 

程度の差はあっても 
全病院に共通する精神科病院が抱える構造的問題 

 
＜ 医療は本来 ＞ 

 “少ない患者数に、手厚い医師や看護者などの職員数で、 
１人１人の患者の個別問題に適切に対応できる人員体制” 

 
医療機関の運営は 

利用者の視点に立った医療が行われる人員体制が必要 
医療機関に支払われる精神科医療費はそれの保障が不可欠 

 
精神科病院の最大の医療資源は多職種の豊富な人材 

精神科病院は、本来一般病院より多くの人手が必要な病院 
 

しかし精神科病院は一般病院の３割台の収入のため 
一般病院並の人員体制を整えると大赤字になり経営は成り立たない 
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（４）精神医療政策を見直さない日本  
 

先進諸国の精神科医療とに大きな格差を抱えている背景 
精神医療政策を見直していない 

国の姿勢が問題 
 

＜２０世紀後半から精神科医療が大きく進歩＞ 
 

【２０世紀前半の精神科医療】 
インシュリンショック療法・電気ショック療法などが治療の主流 

精神科病院への入院中心の隔離・収容の時代 
精神疾患は社会に迷惑をかける ⇒ 社会防衛的視点で施策実行 

 
【２０世紀後半の精神科医療】 

１９５３年クロルプロマジン・１９５８年ハロぺリドールの発見 
１９６０年代から抗精神病薬の本格使用 

精神症状をコントロールし“入院中心”から“地域生活中心”が可能 
精神科医療と精神障害者の処遇の中心を“病院”から“地域”へ移行  

 
【２１世紀の今日の精神科医療】 

精神の病気や障害があっても地域で社会生活が普通に送れる時代 
入院医療の役割は極めて限定的（短期入院） 

支援の中心は“地域”で 
 

 
１）入院中心の隔離・収容の精神医療政策を見直した先進諸国 

 
＜ 見直しの背景 ＞ 

 
①精神科医療の進歩（抗精神病薬の本格使用） ⇒ 政策に反映させる  
 
②隔離・収容政策の三つの反省 ⇒ 医療費問題、人権問題、施設症問題  
③病気を治すこと優先ではなく、その人の思いの支援を優先 
④精神科医療と精神障害者の処遇の中心を“病院”から“地域”移す 

お金も人も“ 病院 ”から“ 地域 ”へ転換 
 

 
－２３－ 



２）隔離・収容政策を見直していない日本 
 

＜見直していない背景＞  
 

①精神科医療の進歩（抗精神病薬の本格使用） ⇔ 先進諸国と同じ 
 
②日本では大きな問題にならない三つの要因 
医療費問題 ⇒ 国民医療費の５％台～６％台の精神科医療費（財政を圧迫しない） 

人権問題・施設症 ⇒ 問題意識は極めて希薄 
③病気を治すことを優先する考えが根強い ⇒ 過度に入院や薬に依存する 
 

＜ 法の見直しは不祥事 ⇒ そのため改正は部分的 ＞ 
１９６４年ライシャワー事件 ⇒ １９６５年精神衛生法の大幅改正 

１９８４年宇都宮病院事件 ⇒ １９８７年精神保健法制定     
厚生労働省主導で制定 ⇒ １９９５年精神保健福祉法制定   

２００１年池田小学校児童殺傷事件 ⇒ ２００３年医療観察法制定 
（法律の名称が変わっても、１９５０年制定の精神衛生法の基本は変わらず） 

 
＜医療法的色彩が濃い精神保健福祉法 ⇒ 精神衛生法は戦前の政策踏襲＞ 

社会福祉条項は４条（７％）・社会防衛条項は８条（１４％） 
医療関連条項は４５条（７９％）。 

 
 実態は強制入院や閉鎖的処遇・隔離室や身体拘束の使用など行動制限の根拠法  

 
１９６０年代・隔離収容政策を強化 ⇒ 今日も隔離・収容政策を継続中 
     （人口万対１０床）      （人口万対２７床 ⇒世界最大） 

 
＜ １９６０年代を境に先進諸国と正反対の道を歩む日本 ＞ 

 
１９６０年代 ⇔ 精神科医療が大きく前進を始めた時期 

 
先進諸国 ⇒ 精神科医療と精神障害者の処遇の中心を“地域”に移す 
     （精神科病床の大幅削減 ⇒ 地域へお金も人も移す） 

 
日本 ⇒ 精神科医療と精神障害者の処遇の中心を“病院”へ集中 
    （精神科病床の大増床 ⇒ お金も人も病院に集中） 
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（５）“造り過ぎた”精神科病床 ⇒ 精神医療改革の足かせ 
 

＜ 先進諸国の精神科病床 ＞ 
 

現在では多くの国は１ヶ月以上入院する病床を廃止 
 

今日では５床前後の短期間だけ入院する病床 
 

 
＜ 日本の精神科病床 ⇒ 人口万対５床でみると ＞ 

現在の精神科病床 人口万対 残りの精神病床 
３５万床 ６万４千床（１８％） ２８万６千床（８２％） 

 
＜ 日本が世界最大の“精神科病床大国”になっている背景 ＞ 

 
２８万６千床は先進諸国で役割を終えて廃止した病床に相当 

入院中心の隔離・収容の精神医療政策を継続しているために存続 
 

 
大量の病床を必要とする隔離・収容政策 

 
精神科医療と精神障害者の処遇の中心を病院に置く 

入院期間は必然的に長期化 
 

しかも長期入院者を収容するため大量の精神科病床が必要 
 

 
＜ 異常な長期入院と大量の精神科病床に依存する精神科病院 ＞ 

 
３５万床の精神科病床を維持する限り 
新たな長期入院者をつくり続ける 

 
日本の３５万床は 

先進諸国では役割を終えて廃止した長期入院の病床を 
大量に抱え込むことによって成り立っている 
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（６）精神科特例と精神科差別の解消 
 

 精神科特例と精神科差別 ⇔ 精神科病院が抱える問題の根源  
 

＜関係者は精神科特例と精神科差別の全廃を願っている＞ 
 

しかし 
３５万床の精神科病床を維持する限り 
精神科特例と精神科差別の解消は不可能 

 
 
①精神科特例の廃止 

 
＜ ２００６年・精神科特例 ＞ 

 
一般病院の精神科病棟の精神科特例 ⇒ 全廃 
  精神科病院の看護の「特例」 ⇒ 廃止 

 
精神科病院の医師と薬剤師は人手不足のため特例が残る 

 
 

＜ 特に問題は医師 ＞ 
 

精神科医の１年間の養成数は４００名前後 
毎年４００人全員が精神科病院に就職し退職者がいないと 

仮定しても 
精神科特例廃止には３５年かかる ⇔ 現実的には不可能 

 
 

３５万床で精神科特例を廃止するには、 
現在精神科病院で働く８．８千人（常勤換算）の精神科医に 

新たに常勤で１万５千人近い精神科医を増員し２万４千人近い精神科医体制 
 

 
医師や薬剤師の精神科特例の廃止には 

“造り過ぎた精神科病床”の大幅削減は不可欠 
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＜ 医師の特例廃止の試算 ＞ 
３５万床で特例廃止に必要な医師数 ２３，３００人 

現在の精神科病院の医師数  ８，８００人 
特例廃止に必要な医師の増員数 １４，４００人 

 
②精神科差別の廃止 
 

＜ 一般病院の３２％の日当点の差別解消には ＞ 
 

現在の精神科入院医療費１兆４千億円に 
新たに２兆９千億円近い増額し４兆３千億円の精神科入院医療費 

現実の問題として不可能 
 
 

しかも精神科入院医療費の８２％・１兆２千億円近いお金は 
先進諸国で廃止した病床に相当するところに使用 

 
＜精神科差別解消の試算＞ 
 精神科医療費 

現在の精神科入院医療費 １兆４，１３９億円 
精神科差別全廃後の入院医療費 ４兆２，９６２億円 

その格差 ２兆８，８２３億円 
 

 ＜ 精神科特例と精神科差別の解消 ⇔ 病床の大幅削減が不可欠 ＞ 
 

３５万床（世界最大の“精神科病床大国”）では 
精神科特例と精神科差別の解消は不可能 

 
精神科特例と精神科差別の解消ができないことは 

「安かろう・悪かろう」という医療機関としての致命的欠陥の解消も不可能 
 

 
今日、商売でも“安かろう・悪かろう”では、商売が成り立たない 

 
人生に大きな影響を与える医療で 

こころの健康問題が国の最重要課題になっている今日 
“安かろう・悪かろう”の解消は喫緊の課題 
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（７）予想される３つのケース 
 

 今までの精神医療政策が行き詰まる・現状打開に向けた対応が避けられない  
 

第１のケース 
＜ 統合失調症の減少を認知症で補う＞ 

統合失調症中心から認知症中心の精神科病院 
３５万床～４０万床の精神科病床体制 
精神科特例や精神科差別の解消は不可能 

精神科医療・精神科病院の問題は温存させる 
 

第２のケース 
＜ 精神医療改革に踏み出す＞ 

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政策の転換 
２１世紀の今日到達している精神科医療と処遇を実現する 

精神の病気や障害があっても、医療支援と生活支援で社会生活を送る 
精神科医療・精神障害者に対する差別の全廃 

精神科病床の８割・２８万床は削減し、削減したお金は地域へ移す 
 

第３のケース 
＜ 精神科病院の自壊を進め・精神科病床の削減を進める＞ 

精神科病床の削減 ⇒ 精神科医療費の削減に直結 
地域で精神障害者を支えるための施策は放置する 

１９６０年代のアメリカの精神医療改革（脱施設化）の失敗を繰り返す 
 

ベトナム戦争の激化で精神科医療費も削減 
日本では昨年戦争法を強行可決 ⇒ 軍拡の道が本格的に進み出す 

本格な社会保障費の削減が狙われている 
 

 ２００２年 ２００４年 ２０１２年 ピーク比２０１２年 

精神科医療費 １兆７６６７億 １兆９５０６億 １兆８８７９億 － ６２７億円 

入院医療費 １兆３３５８億 １兆４８５９億 １兆３７５４億  －１１０５億円 

外来医療費  ４，３０９億  ４，６４７億  ５，１２５億  ＋ ８１６億 

 
精神の福祉費５００億円 

 
３つのケースの行方 ⇒ 精神医療改革を求める運動の行方 

－２８－ 



Ⅲ、精神医療改革の展望 

 
精神医療改革 ⇒ お金や人材そしてノウハウが必要 

 
（１）お金と人材とノウハウ 

 
①お金も人もある 

 
＜ 先進諸国並みの人口万対５床（６万４千床）にすると ＞ 

 
一般病院の３分の１の日当点の格差解消は可能 

格差解消した上で、８千億円以上が地域で使用できる 
 

また６万４千床にすると医師の精神科特例も廃止できる 
その上で４千人以上の医師を地域に移行することができる 

 
 

＜６万４千床の精神科病床で試算＞ 
 現在 ６万４千床 地域へ 

金額 １兆４，０３９億円 ５，８８０億円 ８，２５４億円 
人員 ８，８７５人 ４，２６７人 ４，６０８人 

 
②ノウハウもある ⇒ 日本にも先進諸国と見劣りしない取り組み 

 
＜ １９９９年 WAPR（世界心理社会的リハビリテ―ション学会） ＞ 

世界の重度精神障害者を地域で支える取り組みのプラクティス（先進的活動） 
世界で８０ヶ所を認定 

 
日本は 

北海道の帯広ケアセンター・埼玉県のやどかりの里 
群馬県佐波郡堺町の精神保健活動・東京の JHC 板橋・和歌山連の麦の郷、 

の５ヶ所を認定。この他にも全国各地で頑張っている 
日本は地域精神医療の取り組みは全く経験がない“未知の取り組み”ではない 

 
問題は 

施設や取り組みは全国的にみると“点”の状況、点すらない地域も多い 
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③トリエステより高い日本のコスト 
 

＜精神科医療費と精神障害者福祉費＞ 「国民医療費」２０１１年 
総額 精神科医療費 福祉費 

１兆９，５５１億円 １兆９，０５０億円（９７％） ５０１億円（３％） 
 

精神コスト ⇒ 精神科医療費と福祉費の総額を全国民で割った 
国民１人当たりのコスト 

 
＜精神のコスト比較＞ 

 精神のコスト 対日本比 
日本 １５，４００円（１１８ユーロ） － 

伊・トリエステ １０，４００円（ ８０ユーロ） ６８％ 
伊・トリノ  ８，０６０円（ ６２ユーロ） ５３％ 

（注）（１ユーロ１３０円で試算） 
 

＜ 日本の精神医療政策 ＞ 
 

イタリアより高いコストを有効活用ができない 
極めて非効率な費用対効果 

 
 

＜ 精神科医療費と福祉費の比率 ＞ 
 日本 トリエステ トリノ 

精神科医療費 ９７％ ６％ １４％ 
福祉費 ３％ ９４％ ８６％ 

   
 

当事者や家族そして圧倒的多数の国民が望むことは 
 

精神の病気や障害があっても 
地域で社会生活を送る 

 
しかし、日本はお金の使い方が時代後れ 

そのため先進諸国で常識になっている精神科医療が提供できない 
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④長期入院者のコスト 
 

＜ 精神療養病棟のコスト ＞ 
 

日当点は１４，５００円前後・年間５２２万円前後の費用必要 
 

精神療養病棟は１０万床 
精神療養病棟の年間医療費総額 ⇒ ５,２２０億円 

 
 

地域で暮らしている精神障害者のコスト 
 

＜ ②生活保護・アパート利用 ＞ 
 

東京の生保 ⇒ 住宅費込み月額で約１５万円・年間１８０万円 
（精神療養病棟の３５％） 

 
この人が就労支援施設 B 型（共同作業所）を利用する 

年間２０４万円（精神療養病棟の３９％） 
 
 

＜ ②生活保護・グループホーム利用 ＞ 
 

アパートより平均で１日約４，２００円程度費用かかる 
月額２７万６千円・年間３３１万２千円（精神療養病棟の６３％） 

 
就労支援 B 型を利用すると年間３３５万２千円（精神療養病棟の６４％） 

 
 

 一人当たりのコスト １０万人分のコスト 療養病棟比 
療養病棟のコスト ５２２万円 ５,２２０億円 基準 
アパートでのコスト １８０万円 １,８００億円 ３５％ 

就労 B 型利用 ２０４万円 ２,０４０億円 ３９％ 
GH 利用のコスト ３３１万円 ３,３１０億円 ６３％ 
就労 B 型利用 ３３５万円 ３,３５０億円 ６４％ 

 
 この事実は、費用面からみても地域処遇への転換が可能  
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（２）精神医療改革の条件 
 

 精神医療改革 ⇒ 客観的条件と主体的条件の成熟が必要  
 

＜ 成熟している客観的条件 ＞ 
 

精神疾患・こころの健康問題 ⇒ 国の戦略的課題 
精神科医療の社会的役割が益々高まっている 

 
①社会的基盤を失った精神医療政策 

 
先進諸国で唯一の入院中心の隔離収容政策 ⇒ 先進諸国の“非常識” 

先進諸国１ヶ月以内の入院 ⇒ ２０万人が１年以上の日本 
差別扱いを受ける精神科医療 ⇒ “安かろう・悪かろうの医療 

 
 “ 放置できない深刻な人権問題” 

 
②隔離・収容政策の“要”の精神科病院 ⇒ 経営崩壊始まる 

 
現状打開には抜本的改革が不可欠 

（認知症に重点を移してもいずれ破綻の道・一時しのぎ） 
 
 

＜ 未成熟 ・ 変化している主体的条件＞ 
 

時代後れの精神医療政策の転換を求め社会が動き出す 
 

＜ こころの健康政策構想会議の運動 ＞ 
７２万の署名集約・１億人を超える国民を代表する地方議会が意見書採択 

衆参両院で意見書採択 
 

＜ 病棟転換型居住系施設反対運動 ＞ 
２０１４年６月２６日・日比谷野音で緊急集会３２００名参加 
集会開催 ⇒ ６月４日夜発案・８日正式決定・ビラ完成１２日 

初めて３障害が一致して取り組む ⇒ 実行ある障害者権利条約を望む 
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＜マスコミが精神科医療問題を積極的に報道＞ 
 

２０１４年 ⇒ １年間で２８紙・８７回報道 
 

共通点 ⇒ 今まで少なかった精神科医療の基本問題を報道  
 先進諸国の平均在院日数１８日 ⇒ 日本は２０万人が１年以上の入院  

 
２０１４年７月２４日 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のか』 
視聴率１３．９％２０１４年「クローズアップ現代」の第２位 

 
６月１０日 ＮＨＫＥテレでは 

「６０歳からの青春～精神科病院４０年をえて」を放映 
 

４０年間入院、原発事故で福島の精神科病院から転院 
知人の紹介で群馬県のグループホームで生活 

（視聴者 ⇒ ４０年間の入院が必要だったか？） 
 

 
 

＜ 精神の書籍や映画＞ 
 

◎ 中村ユキ著「わが家の母ビョ―キです」 
１年間で１０万冊を超える異例のベストセラー 

◎ イタリア映画の「人生ここにあり」 
銀座の映画館で１ヶ月半以上の上映・全国各地で上映大勢の観客動員 

◎ ２０１２年の「ふるさとを下さい」大勢の人たちが観る 
 
 

＜ 身動きができない状況に陥っている精神医療界 ＞ 
 

【 日精協 ⇒ 精神医療界の各団体に大きな影響力 】 
 

こころの健康構想会議や病棟転換型居住系施設反対に対応する動きなし 
転換型居住系施設に賛成した複数の職能団体 
展望を示せない精神医療界・各職能団体 
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（３）求められる大同団結 
 
 精神医療改革の最大の問題点 ⇒ 改革を願う人たちが“まとまる”こと  

 
＜ 何にまとまるか ⇒ 「二重の格差」解消 ＞ 

 
①入院中心の隔離・収容の精神医療 ⇒ 先進諸国の精神医療の“非常識” 

 明治以来１世紀以上継続中  
 

②一般病院３分の１の医師数（特例）・３分の１の精神科病院の収入（差別） 
 精神科病院を一般病院と区別し“特殊病院”扱い  

 
【 治療（医療）機関の役割より収容施設的役割 】 

 
小異を脇に置いて大同団結 

 社会と政治に影響力を与える力が不可欠  
 
①国の精神医療政策の基本問題の改革に迫る運動が弱かった 

 
 精神科病院への批判に止まっていた  

茶坊主（精神科病院）ではなく殿様（国の精神医療政策）に向けた改革運動 
 

②運動がバラバラ ⇒ 社会や政治に与える力不足 
 

改革を求める主体的条件の成熟化を早急に実現させる 
 

 
精神科医療を取り巻く新しい変化に相応しい 

私たち自身の考え方の転換が必要 
 

 
改革を願う全ての人に求められている点 

評論家的・批判者的姿勢 ⇒ 変革者の姿勢へ 
 

日本の精神科医療は抜本的改革が避けられない時代 
歴史的転換期（節目）に立っている 
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