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治療アドボカシー・センター(バージ

ナショナル・エンパワメント・センタ

ニア州アーリントン)、所長

ー(マサチューセッツ州ローレンス)、

ユニフォームド・サービス健康科学大

シニア･アソシエイト

学(メリーランド州ベセスダ)、精神医
この討論において投げかけられている問

学教授


スタンリー財団研究プログラム(メリ

いは、純粋に医学的なものではありません。

ーランド州ベセスダ)、代表

ですから、討論者の一人は医師ではなく、法
的な権利擁護者(アドボケイト)であるのが適
切です。ここでの論点は、精神科の薬の使用

重度の精神疾患をもつ人びとへの強制的

治療が必要とされるのには、科学的、人道的、 そのものではなく、服薬を望まない人びとに
社会防衛的、実際的理由があります。科学的

医師が服薬を強制することが許されるのか

な観点からいうと、最近の多くの研究におい

どうかという点です。質問は「患者」につい

て、統合失調症や双極性障害をもつ人びとの

てふれていますが、議論の対象となっている

40％から 50％が病識の障害(内省の障害とも

人びとが、患者でないことを選ぶことができ

呼ばれる)をもっていることが示されていま

るということは明らかです。質問は次のよう

1。その人たちの病気は前頭前皮質の機能

に組みなおしたほうがよいでしょう。「精神

に障害をもたらすのですが、脳のその部分

科医たちは、人びとを、それらの人たちの意

は、自分自身の状態を把握したり、自分のニ

思に反して『患者』として定義してもよいの

ーズを理解するのに使われています。ですか

か？」 こうすれば、議論の論点は、医学に

す

ら、重度の精神疾患をもつ多くの人びとは、 ついてのものではなく、法的権利や倫理につ
病識に障害をもたらすような発作を患って

いてのものであるということが明らかにな

いる(たとえば、脚が麻痺しているのにそう

ります。
医学的検査のなかで、診断名を伴う検査

でないと感じている)人びとや、初期のアル

を、診断名を伴わない検査からはっきりと区

ツハイマー病の人びとと同じなのです。
人道的な観点からいうと、そのような人た

別したものはありません。サービンは、30

ちに対する治療がうまくいかないと、ホーム

年間の心理学の研究を分析して、「統合失調

レスの人びとや軽犯罪で収容される人びと

症の妥当性を確立するようなマーカー(しる

が生まれます。現在、路上、シェルター、刑

し)が生み出されることはなかった」1 として

務所はそういった人びとであふれています。 います。「統合失調症」は、臨床的な印象で
1

人道的観点のみから考えても、自分の病気の

しかなく、人種や社会階層といった非医学的

病識がなくて、路上生活をしたり、ゴミ箱を

な諸要因に大きく影響されているのです 2。

あさっている人びとをそのままにしておく

このような事実は、このたびの討論を純粋に

のは正しいことなのでしょうか？(重度の精

医学的な考察を超えて展開させることが必

神疾患をもつ人びとの 25％以上がそのよう

要であることを示しています。

な状態にあります

2。)

また、質問は、注意深く吟味しないといけ

社会防衛の問題が生じるのはなぜかとい

ない一定の前提を含んでいます。具体的に

うと、治療されておらず、重度の精神疾患を

は、(1)投薬はアウトカム(成果)を改善する、

もつ、少数の人びとが妄想のため危害を与え

(2)強制力は、異議を申し立てる人びとに治

るようになるからです。重度の精神疾患をも

療をおこなうのに有効な方法である、という

ちながら治療されていない人びとが一般の

ものです。

人びとに比べて有意に危険であると報告す

アウトカムという点に関しては、神経弛緩

る研究が、過去 15 年間に、すくなくとも 25

薬によってそれが改善されたという客観的

件ありました。1994 年の司法省の研究によ

なエビデンス(根拠)はほとんどありません。

れば、すべての殺人の 4.3％(1 年間に約 1,000

実際、神経弛緩薬の投与は効果のある治療で

件)が精神疾患の病歴をもつ人びとによって

あるという主張にもかかわらず、過去 100

3。そして、

年にわたって、重度の精神疾患と診断された

これらの殺人の多くは、それらの人たちが治

人びとのアウトカムについては、ほとんど変

療されていれば起こらなかったであろうも

化がありませんでした 3。さらにいえば、神

のです。公共の安全という観点からは、統合

経弛緩薬そのものが、統合失調症的な機能低

失調症や双極性障害をもちながら治療され

下のエビデンスとしてしばしば指摘されて

ていない人は、てんかんをもちながら治療さ

いるところの、脳の変化に影響を与えている

れずに自動車を運転している人や、活動性結

というエビデンスが増えています 4,5。

おかされているとされています

核をもちながら治療されずに映画館であな

有効性という点に関しては、指定通院制度

たの隣に座っている人と同じなのです。どち

(ニューヨーク市強制的指定通院プログラム)

らの場合も、それらの人びとが治療を受ける

についての大規模な研究があります。手厚い

ことを私たちは要求します。

外来サービスを強制されることなく受けた

最後の観点ですが、役に立つという、実際

グループと、裁判所の命令のもとでそのよう

的な理由から必要とされる場合、強制的治療

なサービスを受けたグループとの間の違い

が用いられるべきです。たとえば、ニュー・ はありませんでした 6。どちらのグループも、
ハンプシャー州では、条件付退院

再入院の期間、ドロップアウト率、アウトカ

(conditional release)を用いることが、投薬

ム尺度において同じでした。この研究が示し

のコンプライアンスを 3 倍改善し、暴力のエ

ているのは、鍵となる変数は手厚いサービス

ピソードを以前のレベルの 3 分の 1 に減少さ

なのであって、強制力ではないということで

4。同様に、指定通

す。一対一のカウンセリング、サポート・グ

院制度(outpatient commitment)も、オハイ

ループ、住居や仕事を探す際の支援といった

せたことがわかりました

オ州、アイオワ州、ノース・カロライナ州、 サービスが重度の精神疾患と診断された人
アリゾナ州、ワシントンＤ.Ｃ.における研究

びとのためになるということは、これまで繰

において、再入院率を著しく下げることが示

り返し示されてきました 7。
〔指定通院制度と

されました。

いう〕監視やコントロールにつぎ込まれてい
2

強制的な治療に反対する意見には根拠が

るお金を、研究結果がほんとうに重要だとす

ありません。たとえば、精神保健サービスが

るところのサービスにつぎ込むことができ

充分に魅力的であれば、
〔強制されなくても〕 ないというのは、皮肉なことです。
患者たちはそれらを利用するだろうという

キャンベルとシュライバー8 は、重度の精

ことがいわれています。でも、病識のない人

神疾患と診断されたカリフォルニア州住民

びとは、けっしてサービスを利用することは

の集団のうち、半分強の人びとが、治療が自

ないでしょう。なぜならば、その人たちは自

分のためになるかもしれないと思うときで

分が病気であるとは思っていないからです。 も自発的な治療を避けていること、そして、
強制的な治療は患者を〔治療から〕遠ざけ

それは強制的な治療に従属させられるとい

てしまうという人びともいます。しかし、実

う恐れのためであるということを明らかに

際には、研究結果は逆のことを示していま

しました。カスパー、ホージ、フォイト‐ハ

す。ある研究においては、強制的に投薬を受

ビヤー、コーティナ、コーエン 9 は、バージ

けた患者のうち、71％が次のような言葉に賛

ニア州において、治療を拒否する人たちの研

成しています。「また状態が悪くなり、薬が

究をおこない、「それらの患者は、従順な患

必要になったとき、自分が欲しくない場合で

者よりも、より病的な状態であった」と結論

も、薬を与えられるべきだと思います。」 5

づけました。「本研究が示唆するのは、院内

他の研究では、強制的な投薬を受けた患者の

治療の拒否に続くネガティブな症状につい

60％が、過去を振り返って、それはよい考え

ては、すぐに治療をおこなってもそれらを除

であったと賛成しています

6。

去することができない」ということでした。

ナチスのドイツやスターリンのロシアを

さらに、「治療の拒否者は、従順な患者より

思い起こさせるような虐待を生じさせる可

も多量の抗精神病薬を処方され」ていまし

能性があるからということで、強制的な治療

た。また、
〔治療の拒否者は〕
「入院の時点で、

に反対する人びともいます。もちろん、治療

過去、現在、未来の治療に対して否定的な態

は虐待的なものになる可能性はあります。し

度」をとることが明らかにされました。この

かしながら、行き過ぎを抑える適切なシステ

ようなことから、強制的な治療がネガティブ

ムがあれば、そのようにはなりません。合州

なサイクルを生み出し、さらなる強制が必要

国には 90 万人以上の法律家がいることを考

とされるのです。
通常、強制的な治療が正当化される場合、

えれば、事前対策が不可能である理由はあり

重度の精神疾患をもつ人びとの側の暴力に

ません。
最後に申しますと、市民的自由主義者たち

その理由が求められます。しかしながら、暴

は、強制的な医療が人の基本的な権利の侵害

力というのはまれであるだけでなく、アメリ

であると非難していますが、統合失調症や双

カ精神医学会によれば、「精神科医は、危険

極性障害をもち、路上で生活している人びと

な行動を予測する特別な知識や能力をもっ

は、ほんとうにどこからみても自由だといえ

ていない」のです。諸研究が示しているのは、

るのかどうか、市民的自由主義者に問わねば

「暴力行為歴のある患者についてでさえ、将

なりません。

来の暴力の予測は、3 人の患者のうち 2 人に

このことに関する最後の言葉は、9 年間、 ついては間違うだろう」10 ということです。
ブリティッシュ・コロンビア市民自由協会の

さらに、強制的な治療に対する一般的な正当

代表を務めたハーシェル・ハーディンのもの

化の理由として、自分で自分のことがわかっ

です。

ていない、また、自発的に治療を求めようと
3

「強制的な収容や治療に対する反対は、市

はしないといったことがいわれていますが、

民的自由の原則の深い理解に背くものであ

次のようなことを覚えておいたほうがよい

る。投薬は犠牲者を病気から解放する、つま

でしょう。最近、元患者たちによって起こさ

り、精神病のバスティーユからその人たちを

れた暴力事件がよく報道されましたが、その

解放するのであり、それらの人たちの尊厳、 ような事件に関与した人たちは、犯罪行為に
自由意思、自由の意味ある行使を回復するの

先立つ何週間かの間に治療に到達する努力

である。」7

をしており、しかしながら、それが実を結ば
なかったのです。救急救命室やクリニックを
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彼女は、「半分強」の患者が「自発的な治
療を避けており、それは強制的な治療に従属
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させられるという恐れのためである」と断言
している、1 つの、査読(ピア・レビュー)を

トーリー医師によって提起された議論は、

受けていない研究を引用しています。この争
点に関しては、査読を受けた論文のうちのほ

基本的に、倫理的、道徳的なものであり、そ

とんどすべてにおいて、強制的に治療された

のなかで彼は、強制的指定通院制度が個人に

患者の多数派が過去を振り返ってその必要

とって人道的であり、社会にとって利益をも

性を認めていることが報告されています。

たらすと述べています。私は、それとは反対
に、強制的指定通院制度が、社会を非人道的

4)

で不正なものにすると思っています。
彼女は、通院指定制度の効果を立証したさ

すでに論じたように、重度の精神疾患であ

まざまな研究を無視しながら、ニューヨーク

ると診断するための信頼性のある方法はあ

市ベルビュー病院の研究を引用し、その研究

りません。ですから、
〔気をつけないと、〕人

が、「手厚い外来サービスを強制されること

びとは、曖昧な診断基準に基づく治療を選択

なく受けたグループと、裁判所の命令のもと

あるいは拒否する自分たちの権利を失って

でそのようなサービスを受けたグループと

しまうでしょう。そして、そこから、曖昧に

の間の違いはなかった」ことを見出したとし

定義された集団が生み出され、その集団〔に

ています。実際には、裁判所の命令に基づく

所属させられる人びと〕は他の人たちと比較

グループの人たちは、11 ヶ月の間に中央値

してほとんど権利をもたないというような

で 43 日間入院し、一方で、裁判所の命令に

ことになってしまうでしょう。歴史と現在の

基づかないグループの人たちは 101 日間の

政策を通して、私たちは知っています。精神
5

入院でした。この差は、P=0.05 レベルにお

疾患だと診断された人びとに対しては、お金

いて統計学的に有意であることを示すこと

も関心もほとんど向けられてこなかったと

ができていませんが、通院指定制度の効果を

いうことを。トーリー医師が非難している脱

立証した他の諸研究を支持しています。

施設化が人びとに支持されて盛り上がった
のは、一つには、州立の精神科施設内部の恐

5)

ろしくひどい状況が繰り返し人びとの目に
彼女は、重度の精神疾患の人びとによる暴

さらされたからですが、大規模な強制的指定

力のエピソードが「まれ」であると断言して

通院制度のほうがそれよりましであろうと

います。その人が治療されている場合、それ

考えることのできる根拠などありません。

は真実です。治療されていない人びとについ

また、トーリー医師は論理的な間違いをお

ては、さまざまな研究がそれは真実ではない

かしています。重度の精神疾患をもつ違法者

と示しています。たとえば、精神疾患の人の

いう少数者を一般化し、そして、もっと多く

家族たち(その家族たちは、重度の精神疾患

の、法律を守っている生産的な市民に対し

である身内のうち 11％の身内が前年に他の

て、きわめて厳しい基準の適用を広げている

人を傷つけたと報告しています)は、それが

のです。それらの人たちは、診断を受けてい

「まれ」であるとは考えていません

4。また、

るにもかかわらず、自分が選んだ治療やサポ

「調査対象グループの人びとの 13％が暴力

ートとともに社会においてつつがなく暮ら

的であるという特質を示していた」133 人の

しています。彼の論理では、たとえば、人種

外来患者の場合、その身内はそれが「まれ」 的マイノリティ集団のすべてのメンバーは、
であるとは考えていません 5。私はチェンバ

集団のなかに違法者がいたという理由で、自

レンさんに対して、治療されていない、重度

由を制限されなければならないということ

の精神疾患の人びとで満たされたシェルタ

になります。このようなポリシーは、すべて

ーでしばらく過ごし、暴力的なエピソードが

の人びとにとって不自由を生み出すでしょ

どれだけ「まれ」なのかをご自身で証明して

う。
トーリー医師の立論におけるもう一つの

みられることをお勧めします。

論理的欠陥は、重度の精神疾患をもつ人びと
によっておかされる殺人の多くが、もしそれ
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専制政治が、もっとも抑圧的である。追いは
ぎ貴族(訳注*)のもとで暮らすほうが、全能感
に満ちた道徳的なおせっかい好きのもとで
暮らすよりも、ましであろう。追いはぎ貴族
の残酷さはときどきは眠り、強欲さはある程
度のところで満たされる。しかし、私たちの
善きことのために私たちを苦しめる人びと
は、終わることなく私たちを苦しめるだろ
う。というのも、その人たちはその人たちの
良心の賛同のもとにそのようにしているか
らである・・・。自分の意思に反して『治さ
れる』ということ、自分が病気だとみなして
いない状態を治されるということは、分別の
つく年齢にまだ達していない人びとのレベ
ルに置かれるということである。」1
訳注*：自分の領地内を通行する人びとに追いは
ぎをはたらいたり、法外な通行税を課した中世の
貴族。
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