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でようやく休むことができる」と安堵する思いを抱
いたと語っている人が複数いた。病気と診断されな
ければ苦しい状態を伝えられなかったわけだが、
精神科の診断は本人のその苦境を病気に置き換え
てしまうことでかえって見えなくさせてもいく。その
ことによりデメリットを被るのは実は本人である。な
かなか治らない病の治療に専心することで、かえっ
て健康を害し、問題を先送りにしてしまうからだ。
　精神科の診断は「過剰診断」が生じやすい。そ
れは、病気の原因もわかっておらず、客観的な検
査方法もなく、精神科の診断には患者と医者双方
の主観的な判断が入り込む余地が大きいからであ
る。本稿で問題化したいのは、向精神薬を必要と
しない状態の人たちに対する処方が、健康を害し
その人の人生を奪ってしまうという問題である。本
来であれば、精神科の治療を必要としない人たち
が、精神科を受診し、医師の診断や処方を信じて、
治療を通じて精神障害者になってしまうことを問題
にしている。よって、精神科の治療が必要な人たち
に対する治療を否定する意図はまったくない。本来
であれば精神科の治療が必要ではない人たちまで
もが、自発的に精神科を受診するようになった社会
的な背景や、精神医療の側ではそのような治療を
要しないはずの人たちに対しても診断や治療を行っ
てしまうのはなぜなのかについて明らかにすること
が本稿のテーマである。

２　問題の所在

⑴「過剰診断」の問題化
　「過剰診断」が最初に問題にされたのは、がん
治療の分野である。当初、早期診断によって発見
されたがんは必ず治療されたが、そのうち何年経っ
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１　はじめに

　「過剰診断」とは、「決して症状が出たり、その
ために死んだりしない人を、病気であると診断する
こと」である（Welch,et al. 2011=2014:16）。本
稿では、精神医療において「過剰診断」が生み出
されていく過程を、経験者の語りの分析を通して明
らかにし、「過剰診断」による被害が社会問題化さ
れにくい要因について考察する。
　私がこの問題に関心を抱いたのは、私自身が精
神科での治療を受け、治療によって悪化していっ
た経験があるからである。きっかけは頭痛だった。
頭痛が起きるのには当時の生活上の問題があった
のに、その時は他に良い対処法を見出せず、私は
医療や薬に頼った。具体的には、内科でデパス、
ケンタン、エぺナルド 1 の処方を受け、それらの薬
を 1 ヶ月間飲み続けていたが、状態はかえって悪
化し、過量服薬を起こしてしまったのである。そし
て精神的におかしいということで、精神科に繋がっ
た。それからは、「うつ病」「双極性障害」「統合失
調症」「強迫性障害」「重度不眠症」など、さまざ
まな病名が付けられた。
　精神科の薬にはいろいろな種類があるが、私に
もさまざまな薬が処方された。大量の薬を飲み続
けたわけは、医師の診断を信じたからである。結
論を言えば、私は自分は「うつ病」でもなければ「双
極性障害」でもなかったと考えている。生活上の問
題やそれらに対する対応力の不足から生じた心身
の不調であり、自分の場合は精神科での薬物療法
は逆効果だったと考えている。「断薬者」を対象に
私が行った聞き取り調査では、精神科で「うつ病」
などの病気の診断を受けた時に、「大変な病気に
なってしまった」という不安な思いと同時に、「これ
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⑵精神医療における「過剰診断」
　今日、精神医療においても、「早期発見・早期
診断・早期治療」の重要性が強調されている。「電
通過労自殺訴訟」（2000 年）は、うつ病を過労自
殺の要因として認めた初の裁判であり、これをきっ
かけに、国の自殺対策は精神医療問題として構成
されていくことになった（田中 2012）。同時期に、
新規抗うつ薬 SSRI（選択的セロトニン再取り込み
阻害薬）が承認されたことにより、製薬企業がう
つ病啓発活動を大規模に展開し始めたことも、精
神科への早期受診を促進した。日本で初めて SSRI
が販売されたのは、1999 年のことである。従来
の抗うつ薬と比較して SSRI は薬価が高く設定され
ていた。薬価の高い新薬は、製薬企業にとっては
宣伝活動のインセンティブとなる（冨高 2010:68-
69）。日本での市場 4 を開拓するためのマーケティン
グ活動は、DSM5 的な「うつ病」概念を日本に輸
入するために、うつ病に対する日本人の考え方それ
自体を変容させていく巧みな文化戦略を伴ってい
た 6（ 冨 高 2010；Watters 2010=2013:234）。
その結果として、うつ病は「早期発見・早期受診・
早期治療」が重要であることが、人々の間に浸透
していった。
　厚生労働省の「患者調査」によれば、気分障
害の患者数は、96 年は 43.3 万人、05 年は 92.4
万人であり、6 年間で 2 倍以上に患者数が急増し
た。日本の抗うつ薬市場は 98 年で 173 億円だっ
たが、SSRI が発売された 99 年以降上昇し続け、
2006 年には 875 億円となった。8 年間で 5 倍の
売り上げ増である。精神疾患の診断には客観的検
査がなく、患者の主観的な状態定義に左右される。
そのため、疾患啓発活動に力を入れれば、それだ
け自らをうつ病ではないかと疑う人は着実に増加す 
る 7。うつ病の疑いを抱いた人たちが精神科を受診
すれば、うつ病と診断される確率は高くなる 8。身
体疾患と異なり、うつ病の場合は、患者の訴えそ
れ自体がうつ病の「症状」と解釈されうる 9。その
ため、身体疾患よりも「過剰診断」が発生する可
能性がより高くなりうる。厚労省のホームページに
おいても、この問題への言及がなされている。

ても「生長しないがん」があることがわかった。そ
の「生長しないがん」を治療することが「過剰診断」
として問題化されたのである（渡辺 2014:145）。
このように、「過剰診断」を生み出す要因として、
診断精度の向上により「早期診断」が可能になっ
たことが挙げられる。「過剰診断」の問題が認識さ
れるにつれ、がん治療の領域においては、「早期
診断」は直ちに「早期治療」の必要性を意味する
わけではないことが受け入れられるようになってき
た。
　「過剰診断」は「病態に関連する症状が見られ
ない人に対して診断を下す場合にのみ起こる」も
のであり、組織だったスクリーニングや定期検査な
どの「早期診断」によって起きる。「診断が増えれ
ば増えるほど、健康な人が気弱になり、かえって健
康を損なってしまう。つまり、度を超えた診断は、
文字通り人を病気にしてしまう。…つまり、病気の
診断をしすぎると、病気で苦しむ以上に治療で苦
しむことになるかもしれないのだ」と、ウェルチら
は診断のもたらすパラドックスについて述べている
（Welch,et al. 2011=2014:15-16）。
　「過剰診断」はまた、診断基準の変更による「異
常」の範囲拡大と深く結びついている。医学が「症
状」「異常」「病気」の定義や概念を拡大すれば、「病
気」と見なされて治療を受ける患者が増える。たと
えば、「高血圧」「高脂血症」の基準値が引き下げ
られることによって、「異常」「病気」と見なされ、
治療を受ける患者数が増大した 2（井上 2012；井
上 2014；Lorgeril 2008=2009）。検査数値に一
喜一憂し、異常値が発見されれば、薬物によって
コントロールすることが一般化している。治療しな
いことのデメリットやリスクが強調され、薬物のリス
クについては、あまり問題にされていない。しかし、
薬物にはリスクがある 3（安保 2004；NPO 医薬ビ
ジランスセンター 2014；宇多川 2014）。
　後で見ていくように、精神医療における「過剰診
断」被害も、（医者・患者双方の）医学的診断や
薬に対する根拠なき信頼から始まっている。その意
味で、私たちが医学に付与している「診断的権威」
（Illich 1976 ＝ 1979：41）が問題にされなけ
ればならない。
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精神薬が投与され」ている。「その結果、常用量
依存ないし中止後発現症状といった有害事象が発
生し、治療は終わりなき薬物調整となる。この事態
は『医原病』そのものである」と井原は述べている
（井原 2013a）。井原が指摘する「医原性うつ病」
とは、「過剰診断」による被害のことである。しか
し井原は問題なのは「過剰処方」であり、「過剰診
断」には「さしたる実害はない」と論じている。た
とえ「過剰診断」であったとしても、精神医療の管
理下におかれることは患者にもメリットをもたらすと
いうのだ（井原 2013b:138-139）14。「過剰診断」
と「過剰処方」の問題を切り離す井原の論理は、
以下の点で問題である。
　①「過剰診断」それ自体が向精神薬の開発・
推進と結びついている点を看過している。たとえ
ば、非定型抗精神病薬の適応範囲が双極性障害
の治療薬に拡大することによって、双極性障害
の 診 断 が 増 えて いる（ 篠 崎 2011:280；Healy 
2008=2012:248）。製薬会社による向精神薬の
開発ならびに販売戦略は、その薬の適応範囲とな
る「精神疾患」「精神障害」の概念それ自体を生
み出したり、変更・拡大させたりしている（Lane 
2007=2009）15。
　②「過剰診断」を行ったとしても、精神医療の
管理下におかれることは患者にもメリットがあると
は決して言えない。医学的な診断は、それ自体が
患者を気弱にさせ、人々が「健康」であるための
条件（幸福感、問題解決力、自己決定力、回復
力等）を阻害することが指摘されている 16（Scheff 
1966 ＝ 1979；Illich 1976 ＝ 1979；Welch,et 
al .  2011=2014；Groopman & Hartzband 
2011=2013）。精神科医という専門家の管理下で、
疾患や健康の管理をしていこうとする発想自体が、
個人から自分の問題を解決する能力を奪うことにつ
ながっている。
　③精神医学的診断のもたらす「スティグマ（烙
印）」（Goffman 1963=1987）の影響についても
軽視できない 17。近年、精神障害に対するスティ
グマは軽くなったと言われるが、完治しない病であ
り服薬によるコントロールが必要不可欠という見方
が拡大している。ひとたび診断を受け治療が始まる

　「最近うつ病が増えた」と強調されることがあり
ますが、数字の解釈には注意が必要です。うつ
病は検査などで明確に診断できる疾患ではない
ため、診断基準が少し変わることによって、診断
される患者数にかなりの差がでてきます。最近の
増加が本当の増加なのか、うつ病であるという判
断方法の違い 10 の影響が大きいのかは、十分
注意する必要があるでしょう 11。

　「診断数」の増加は必ずしも実際の患者が増えて
いることを意味しないことは、多くの専門家からも
指摘されている（冨高 2010；冨高 2011；田島 
2011；井原 2013b；野田 2013；宮岡 2014）。「過
剰診断」による被害が指摘されているにもかかわら
ず、「過剰診断」を防ぎ、被害者を救済するしくみ
が作られていないことが問題である。

３　先行研究と本稿の視座

⑴先行研究
　「精神疾患」「精神障害」の診断には客観的な検
査がないため、ICD12 や DSM の操作的診断基準に
照らして「軽症」「中等症」「重症」などの診断が
行われる。日本うつ病学会治療ガイドラインでは、
「軽症以下」と診断されたうつ病において「過剰
診断」の発生が懸念されている。ICD-10 において
軽症うつ病は、「通常、症状に悩まされて日常の仕
事や社会的活動を続けるのにいくぶん困難を感じ
るが、完全に機能できなくなるまでのことはない」
と説明されている。このような状態像の時に、「安

0

易な薬物療法
0 0 0 0 0 0

」を導入することは「無用な有害事
0 0 0 0 0 0

象に患者をさらし、本来の症状よりも治療そのもの
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

が就労や就学、家事などにおいて重荷になることす
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

らあり得る
0 0 0 0 0

」とガイドラインでは述べられている 13（日
本うつ病学会　気分障害の治療ガイドライン作成
委員会 2012：20　強調点引用者）。
　精神科医の井原裕は、精神医療が生み出す「医
原病」被害について積極的に発言している論者の
ひとりである。「本来『悩める健康人』にすぎない
人に保険病名『うつ病』が付され、必要のない向
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と、薬を飲まないという選択肢が患者には認められ
ておらず、服薬しないという選択は、「病識欠如」「障
害の非受容」などと解釈される。差別・偏見とは、
このような病気・障害の定義や認定、治療法・回
復像、福祉的支援のありかたと深く結びついている。
　④身体医学の領域における「過剰診断」とは異
なり、精神医学の「過剰診断」は症状をどう解釈
するかに左右される度合が大きい。客観的検査に
よる「異常」の発見ではなく、自覚できる症状を
病気と見なすかどうかという判断は、不確実性が非
常に高い。
　医者は病気を見逃して治療せずに患者を悪化さ
せるという「第一種の過誤」よりも、健康人を間違っ
て診断して治療する「第二種の過誤」の方が「比
較的無害である」という仮説を持っているとシェフ
は述べている（Scheff 1966 ＝ 1979:118）。つま
り、法律における決定のルールである「疑わしき
は罰せず」に対比するならば、医学における決定
のルールは「疑わしきは治療せよ」なのである。
医者が患者に対して「個人的に責任があると感じ
れば感じるほど」「第二種の過誤」をおかしやすい
（Scheff 1966 ＝ 1979:127）。 要 するに、 精 神
科医が診察室で「悩める健康人」（井原 2013a）
に遭えば、その状況ゆえに、「過剰診断」を行って
しまいやすい 18。そもそも「軽症うつ病」という概
念自体、うつ病の範囲、すなわち「異常」と見な
される範囲の拡大の結果である。「過剰診断」は、
精神医学が予防医学にパラダイムシフトすることの
必然的な帰結である（Frances 2013=2013:266-
267）。
　「過剰診断」による被害は、精神医学とは離れた
ところで語られている。被害者の語りがもっとも多く
見出せるのは、インターネットのブログや掲示板で
ある。被害事例に関しては、ジャーナリストの取材
によって書かれたものが多い（佐藤 2013；嶋田 
2014；北野 2015；伊藤 2015；瀬川 2016）。た
とえば、嶋田和子は薬剤性の症状や常用量依存に
よる離脱症状が「病気の再燃、あるいは新たな病
気の出現」と見なされて、さらなる薬を追加されて
いく「負のスパイラル」に患者は陥っていくと指摘
する（嶋田 2014:3）。このような「負のスパイラル」

は筆者が行った調査においても見出された。本稿
では、被害当事者たちが、このような「負のスパ
イラル」に陥り、また脱出していく過程において、
いかなる認知の変化が起きているかを明らかにす
る。なぜならば「過剰診断」による被害は当事者
にとっても認知しづらいものであり、「被害」という
認識は直ちに生まれるものではなく、ある種の条件
や状況によって生み出されていくものだと考えるか
らである。
　かつては自らも精神医学的診断を再生産する役
割を担っていたことへの根本的な反省から、内海
聡は精神医療を批判する立場に転じている。彼は、
精神医療のもたらす「医原病」について、その特
徴やしくみを以下のように説明している。

　たとえば最初に何かが理由で気分が落ち込
み、食欲が低下したとすればそれが症状である。
しかし精神科に通院した大半の患者は、そのま
ま症状が良くなったという経過をほとんどたどら
ない。薬を飲むと逆に悪くなったというケースが
多くを占め、仮に良くなったとしても一時的であっ
て、結局悪くなるといった経過をたどることが多
い。/ そうすると最初は食欲低下が主症状だった
はずなのに、治療を受ける過程でどんどん症状
が変化し、動けない、寝たきり、仕事もできな
い、動悸・息切れ、さらにひどいものだと暴行、
自殺企図、自殺念慮、幻聴、幻視、記憶力低下、
性格変化などさまざまな症状が起こってくる。/
途中で投薬を変更されたときに急速に悪化し、
病名が重いもの（たとえば統合失調症や躁うつ
病など）に変わることもまれではない。/ これら
はそもそも病気が悪くなったわけではなく、薬に
よる医原病なのである（内海 2012:27-28）。

　治療を通じて、もともとの症状とは異なった症状
が増えていくことが「医原病」の特徴であり、減薬
して悪化するような場合は「禁断症状」であって病
気の「再発」ではないなど、内海の説明は具体的
である。このように、具体的に特徴を記述できるの
は、被害者を数多く診ているからだけでなく、内海
が医学的パラダイムを相対化する立場から問題を
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た時期から、疑問を感じるようになり、断薬を決意
して実行していく過程や断薬後の認識の変化など
に焦点をあて、そのような認識の変化がどのように
して生み出されていったのかを明らかにする。
　患者は治療のレールにひとたび乗ってしまうと、
そこから降りるのは困難となる。調査協力者らも、
長期間に及ぶ治療を通じて慢性化・重篤化の経過
を歩んでおり、自らの意思で断薬・治療終結を覚
悟しなければ、このままずっと精神障害者として生
きていた可能性が高い人たちである。また、過量
服薬の実行者も多く、何度も繰り返しているケース
もあり、治療の途中で亡くなっていた可能性もある
人も含まれる。そのような意味においても、本稿で
取りあげる断薬者の語りは、「生存者（精神医療サ
バイバー）」20 による語りとなっている。
　精神医療の側が「過剰診断」による被害者を救
済する手立てを持っていない現状においては、被
害を受けている患者の側が、薬をやめ自ら治療終
結させる決断をする必要がある。被害を承認してく
れる専門家が身近にいないため、調査協力者らの
多くは、主治医には相談せずに断薬を実行してい
た。そして、薬を抜いていくことを通じて、体調の
変化に気づき、薬が与えていた影響を自覚し、「自
分は病気ではなかった」という認識を形成してい 
る 21。減断薬の過程は、自らの経験を振り返り、
意味づけ直していく過程にもなっている。体調を回
復させるさまざまな実践を通して、自分の心や体に
ついて改めて向き合うことになり、精神科での治療
が「病気の治療」ではなく、心身を害する行為に
すぎなかったという「被害」の認識が生まれている。
本稿では、このような「被害」を当事者が自ら認識
していく過程を明らかにする。「過剰診断」による
被害は未だ社会的・医学的・法的に承認されてい
ないため、自らの意思で治療を終結させ、回復し
た当事者たちの語りは「被害とはどのようなもので
あるか」を考える上で非常に重要である。
　医学の外側からアプローチするメリットは、
医 者には誰 が「過 剰 診 断」されているか が、
なかなか認識できないことにある（Welch,et al. 
2011=2014:17）。それは、「過剰診断」が医学的
な診断や決定のルールに従うゆえに起きてしまう問

捉えているからだ。
　内海の著作を読むことで、自分が受けてきた治
療の問題点を認識し、断薬したという人が、筆者
が行ったインタビュー調査においても複数存在し 
た 19。内海が提示する考え方は、患者の依存心を
問題化することで、精神医療と向精神薬からの離脱
を促す重要な役割を果たしていると言える。だがそ
の一方で、内海は「精神医学の目的」は「殺人」
にあり（内海 2013:16-17）、精神医学と製薬業界
はその目的に向かって、「用意周到に」「地球規模
で」計画を進めてきたと論じる（内海 2013:29）。
本稿では、このような内海の陰謀論的世界観や思
想自体が、事実かどうかは判断しない（私個人は
信じていないが）。内海の思想は、当事者が自らの
経験を解釈するうえでの資源として機能しているこ
とを指摘するにとどめる。

⑵本稿の視座
　精神科医の田島治は、「なかなか治らないうつ病
患者が急増」した要因として、「うつ病は慢性の再
発性疾患という考え方が広まり、治療ゴールなき治
療が増加していることが大きく関与している」と論
じている（田島 2011:58）。また、「薬物療法のゴー
ルとは単なる寛解ではなく、回復力のある状態と
なって医者と縁が切れ、薬もやめられることである」
と述べている（田島 2011:66）。筆者は、医者と
縁を切るためには、「過剰診断」による被害のしく
みを患者自身が認識することが重要だと考える。
筆者が行った調査では、医者の側からは完治させ
たと言われながら、実際には抗うつ薬で気分を上
昇させただけであり、治療を終結させた後で、また
半年ぐらい経つと悪化して治療再開となったり、そ
の後も治療が長期に及んだりするケースが複数あっ
た。このことからも、治療を終結させるうえで、薬
による有害作用によって悪化していたことをきちん
と伝えなければ、「過剰診断」の被害者を治療の
悪循環のレールから救い出すことはできない。
　本稿では、筆者が元患者を対象に行ったインタ
ビュー・データを用いて、精神科での「過剰診断」
被害が生み出されていく過程を明らかにする。ま
た、調査協力者らが医者の診断や治療を信じてい
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題だからである。また、精神科患者の言葉は、精
神医学の枠組みにおいては、精神病の症状として
解釈される傾向がある。そのため、被害を訴える
元患者たちの声はなかなか正当性を持つことがで
きない。本稿では、そのような「過剰診断」によ
る被害が社会問題化されにくい要因についても考
察する。

４　インタビュー調査の概要

⑴インタビュー調査の方法
　筆者は、2012 年～ 15 年にかけて「断薬者」
への聞き取り調査を行った。対象者らは、心身の
不調から、精神科または心療内科を受診し、受診
後、向精神病薬（抗うつ薬、抗不安薬、睡眠薬、
抗精神病薬、気分安定薬等）を一定期間服用した
経験のある人であり、医師の指示に従って治療して
いたが、治療継続してもなかなか良くならないこと
から、自らの意思、または周囲の勧めで「断薬」
を実行した人たちである。
　インタビューの依頼は、SNS を通じて私が知り
合った当事者一人ひとりに直接メールなどでお願い
する形で実施した。私は過去にブログを開設してお
り、一当事者として記事を書いていた。その時に
ほぼ同時期に精神科を受診し始めて難治化し、数
年間の治療経験への疑問を感じるようになった複
数の当事者と出会った。私はそれらの人たちとも自
らの治療経験や断薬経験をインターネットを通じて
語り合うようになった。それらの人たちにも声をか
けてお話を聞かせていただいた。また、「精神医療
被害当事者会・ハコブネ」に参加している人たち
にもインタビュー調査への協力を依頼した。この会
は精神医療における多剤大量処方をはじめ不適切
な治療によって被害を受けた当事者を中心にする
自助グループである。2012 年に発足し、私自身も
結成にかかわった。SNS を通じての交流がメインで
あり、現在はほとんど活動していないが、会の意義
は、何かを積極的に発信することよりも、同じよう
な経験をした人たちがいることを確認する場として
機能しているように思う。さらに、インタビューに協
力してくださった方々の紹介を受けてお話を聞かせ

ていただいた方も、調査協力者の中に含まれてい
る。
　調査協力者には、文書と口頭で調査の目的や利
用方法、倫理的配慮についての説明を行った。調
査結果を論文や学会報告などの形で公表する点に
ついても説明し、同意を得ている。また、所属大
学の研究倫理委員会の承認を得て実施した。事前
に作成したインタビューガイドに基づき、半構造化
面接を行った。質問事項は、①受診したきっかけ
や理由、②初診の診断名、医師からの説明と処方
内容、③治療を継続していくことによる体調・処方
内容・診断名の変化、④精神科での治療に対する
認識の変化やインタビューをした時点での評価など
である。以下の記述では、「調査協力者」「断薬者」
「当事者」といった表記を用いるが、これらはイ
ンタビュー対象者らのことを指す。

⑵調査協力者のプロフィール
　インタビューした「断薬者」は 11 名である。調
査協力者の性別、調査時の年代、精神科の受診期
間、診断名を表 1 に、受診理由を表 2 にまとめた。
これらからわかる特徴について述べる。
　まず、受診していた時期についてである。11 名
全員が 90 年代後半以降に受診を開始している。
次に、診断名についてである。表１の「※」は、
カルテや診断書に記載された診断名である。それ
以外の場合は、口頭で主治医から本人が聞いたも
のである。11 名中 8 名が「うつ病」と診断されて
いる。受診開始時期と診断名から、本調査の協力
者らは、90 年代後半以降に展開されたうつ病キャ
ンペーン（うつ病の疾患啓発）の影響を強く受け
ていることが示唆される 22。
　次に、受診理由についてである（表 2）。初診の
訴えの特徴として、家庭や学校・職場等の人間関
係や子育てをめぐる問題を挙げている人が多い。
具体的には以下の分類となる（重複あり）。育児の
負担（A,E,J）、夫婦関係（B, C，E）、大学や職場
に馴染めない（D，H，I）、仕事疲れ（A，C，G，K）、
親との関係（H）、プライベートな問題による気分
の落ち込み（F）。このような人間関係の悩みやスト
レスなどに加えて、頭痛、イライラ、不眠、肩こり、
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腰痛、疲労、食欲不振などの身体的症状の不快感
や苦痛があるために、受診したという人が大半を占
めている。
　受診先の決め方としては、インターネットなどを
調べて自分で決めた（C，D，F，H，I, K）、他科
からの紹介（B，E，J）、家族が受診していたとこ
ろを受診（A，G）、家族が調べたところ（H）となっ
ている。病床を持っている規模の大きい精神科病
院を受診している人は少なく、ほとんどの人が、ア
クセスのしやすいクリニック（診療所）を利用して
いる（B，E，J 以外）。最初から精神科を受診した
わけではなく、身体的な症状から他科を受診し、
そこから精神科に繋がったケース（B，D，J，K）や、
教育関係者・教育機関に悩みを相談したら受診を
勧められたケース（D, H，I ）もある。
　また、断薬した理由としては、①薬への疑問と主
治医への不信感を感じて断薬に至っている人が多
い（A，B，C，D，E，J，K）。それ以外には、②
精神科の治療を批判する立場の本を読んで治療に
よって悪化したのではないかと思った（F，I）、③
本人は半信半疑だったがパートナーに強く勧められ
た（H）、④主治医が変わってその主治医から断薬
するよう促された（G）などである。①の場合も、
断薬を決意・実行するうえで、インターネットや書
籍などの情報が重要な役割を担っていた。
　最後に、断薬の方法について。医者に相談せず
に自力で行った人が多かった（A，B，C，D，E，
F，H，J，K）。このことは、断薬を決意する状況が、
医者や処方薬に対する疑念や不信感がある意味、
最高潮に達した状態でなされているためである。そ
れまでにも、疑念を抱いていても、自分なりにその
思いを処理して医者を信じようとしてきたが、その
思いをさらに裏切るような出来事が重なることで、
調査協力者らは断薬に至っている場合が多い 23。
その他としては、医師の指導のもとに慎重に漸減し
た（G）、断薬をサポートしている医師に相談に行っ
てみたが結局家族がサポートした（H）となってい
る。

５　被害のメカニズム

　得られた個々のデータを何度も読み返し、それ
ぞれの当事者が「過剰診断」による被害を深めて
いく共通する要因について分析した。その結果を
以下の⑴から⑷に整理した。

⑴医者への信頼
　「過剰診断」による被害は、患者が医者に寄せる
信頼からスタートしている。調査協力者たちは診断
や治療を疑うことなく、医者の指示通り治療を受け
れば良くなるはずだと信じる「患者役割」に忠実な
人たちだった。

　基本的に、ちゃんと治療に取り組んでいれば治
るはず。病気であれば薬飲んで、お医者さんが
言う生活をしていればいいはずなのでっていう。
病気についても、あんまりそういうのを調べても
プラスにならないような気がしていたので。うん、
あえて、そういうのを調べてしまわないほうがい
いなと思って、やらなかった（A さん）。

　（デパスを処方されて）気分がよくなる、穏や
かになる、眠れる薬。私は眠れないし、いろん
な悩みを抱えてたから、それが楽になるってこと
は、やっぱり必要だし、先生が治してくれるんだ
と思って、まじめな患者だった（B さん）。

　薬に対しては医者が処方するものは安全だと考
え、たくさん出されるのは、それだけ自分の症状が
重いからであると解釈していた。精神科の診療で
は、いかに患者の服薬意識を高めるかがしばしば
テーマになるが、そのような意味では、調査協力
者らはきわめて真面目に医者の指示通り服薬遵守
する人たちだったと言える。
　

　眠れないっていうことで薬がいっぱいもらえた
ほうが、自分としては寝れるようになるのかなっ
ていう感覚だった。だから、薬が多いほうが、
安心感があるみたいなことはあったですね（A さ
ん）。

　この薬を飲んだ先に回復があるって信じてたん
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⑵薬を飲まないと治らないという脅迫
　この項目の見出しは「強迫」ではなく「脅迫」
である。つまり、患者が薬に固執するという意味で
の「強迫」ではなく、薬を飲まないと治らないと医
者によって患者が脅される状態を意味している。医
者による脅迫が先にあり、その後、患者も飲まな
いと治らないという強迫を抱くようになる。ある意
味、医者自身が薬への強迫観念を抱いているとい
うこともできよう。メンデルソンは現代医学を宗教
に例えており、薬は「現代医学教」25 の重要な役
割を果たしていると論じる（Mendelsohn 1979 ＝
1999：19）。精神医学においては、脳の機能障害
という仮説に基づいた治療が主流になっている。
調査協力者たちの語りからは、精神科医自身がこ
の仮説を証明された真実であるかのように信じてい
る感が伝わってくる。

　飲まないと、あなたの症状は治らないよってい
うふうに言われて（E さん）。

　薬を飲み続けていても良くならないので、主治
医に「もう薬を飲みたくない」と言ったら、机の
中から 1 枚の図を取り出して、脳内のセロトニン
不足が原因だから薬を飲まないと治らない、悪
化すると言われました（K さん）。

　脳内物質の不足や過剰が精神疾患の原因である
とするモノアミン仮説は、薬物療法を強力に正当化
する役割を果たしている 26。「飲まないと治らない
だけ」でなく、「薬をやめると悪化する」「廃人にな
る」などの説明を受けているケースもあった。病院
の待合室には製薬会社が作成した病気や薬の無料
パンフレットが置いてあり、脳内神経伝達物質のア
ンバランス説を流布している。薬は脳内機能をうま
く調整して病気を治してくれると説明されている。
　調査協力者らが薬への疑問を口にしたり、副作
用について質問しようとすると、不機嫌になったり、
無視したり、はぐらかしたりするなどの態度を示す
精神科医も少なくなかった。そこから、調査協力者
らは薬への疑問を口にしてはならないのだと学習し
ている。また、薬の効果を得るためには、副作用

ですよ。ある一定量飲み終わったら治るはずだっ
て思ってたんです。だから、たくさん飲めば飲む
ほど、私、早く治るんじゃないかみたいなところ
もありました。だから、あの、全然多すぎるなん
て思わなかったし、これだけ必要なんだから飲
めば飲むほど、私、回復に近づいてるんだと思っ
て、希望を持って飲んでました（G さん）。

　薬の副作用により手が震えるような状態を経験し
た人も多いが、そのような深刻な副作用症状（薬
剤性パーキンソン症候群）が出ていても、治療が
問題だとなかなか認識できていなかった。それは、
医者が副作用症状についてきちんと説明しないか
らである。精神科医が副作用のことをあまり説明し
ないのは、患者が薬を飲まなくなることを恐れるか
らだ。副作用症状がたとえ出たとしても、薬で症状
を押さえ込まなければ重篤化してしまうという認知
バイアスゆえに、強気で薬を処方し続けてしまう精
神科医もいる。患者もこのような精神科医の認知の
影響を受けて、たとえ副作用があっても我慢して薬
を飲み続けなければならないと思い込んでしまう。
　しかも、精神科の薬による副作用は、便秘や口
渇などのように比較的わかりやすいものもあるが、
病気の症状なのか副作用なのかが判別しにくい症
状も少なくない。A さんは、「当時は副作用につい
ての知識も情報もないし、副作用ってそんなにひど
いものとは思っていなかった」という。そのため、「な
んでこうなんだろう。わからないっていう不思議な
身体症状」だったという。つまり、薬による副作用
症状だったとしても、初めて経験するような未知な
身体症状を薬の服用と結びつけて理解することは
容易ではないのである。同様のことは他の人にも言
える。F さんは服薬により「焦燥感」が出た。後に
薬の副作用について学んでから、その症状は「ア
カシジア」だったと理解できた。しかし、当時は副
作用と認識できず、症状が悪化したのだと考えてい
た。多くの場合、このように薬の副作用が病気の悪
化と解釈されてしまうために、治療が修正されるこ
となく、患者の健康と人生は破壊されていくことに
なる 24。
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は辛くても耐えなければならないものだと説明され
ることで、薬がもたらす有害事象を防ぐ手だてが封
じられてしまう。次に A さんの語りを引用するが、
A さんは薬を飲めば半年で治ると言われ、また薬
の副作用が出ても耐えるよう、あらかじめ医者から
伝えられていた。

　（初診時に）薬飲んで半年もすれば、薬飲んで
寝て半年もすれば、治るよと言われました。[ 澤
田：薬に関する説明は、どんなものでしたか。]
　はじめはちょっとつらいかもしんないけど、慣
れれば大丈夫、でしたね。慣れれば辛くなくなる
から、それを半年ぐらい飲めば、元気になるから
頑張ってください、みたいな感じで（A さん）。

　実際に、服用してみるとその辛さは半端ないもの
だった。眠気やだるさが出て、仕事中に起きていら
れなかった。そのため 1 か月足らずで休職となり、
その後も着実に悪化していき、1 年足らずで精神科
病院の閉鎖病棟に入院。結局、3 年間休職となっ
た。その間に離婚となり、妻子を失った。復職後
も体調が安定せずに、結局、解雇となった。生活
費が底を突き、水光熱もすべて止まり死を覚悟した
が、実家の家族に救出され、生活保護受給となっ
た。Aさんはその後も通院を続け、医師の指示通り、
真面目に服薬を続けた。しかし良くならず、不眠の
症状は増悪し、精神的にもキレやすくなり、リスト
カットするようになった。ある日、たまっていた薬を
すべて一挙に飲み、意識不明のところを発見され
て救急搬送された。治療で悪化させられたのはな
いかと考えるようになったのは、この過量服薬の後
のことであり、初診から 7 年が経過していた。
　次に、K さんの場合である。K さんは抗うつ薬
を服用し始めてすぐに強烈な希死念慮が起きたた
め、不安になり、クリニックに電話した。しかし主
治医から「薬の作用が現れるまでには 2 ～ 3 週間
かかるので我慢するように」と言われた。あまりに
も強い希死念慮だったため、K さんはクリニックに
行ったが、副作用であることの説明はなされず、
K さんは自分の症状の悪化と受け止めてしまった。
K さんは、このあと良くなったかと思うと、急に気

分が激しく落ち込む状態を繰り返すようになり、反
復性うつ病と診断された。抗うつ薬が 3 種類から
4 種類処方されていた。そして、過量服薬を繰り返
し、何度も救急搬送されている。入院先の病院で
は人格障害だと言われ、別の病院では双極性障害
と診断された。双極性障害と診断された時、K さん
は本を読んでどのような病気であるかを学んだ。そ
して、「自分は一生薬を飲み続けなければならない
のだ」「これからは精神障害者として生きていこう」
と覚悟を決めたという。そのように覚悟した K さん
だったが、初診から 7 年が経過した時に、いろい
ろな出来事が重なった結果、主治医への不信感を
強め、自分の意志で断薬を行った 27。そして 5 年
以上が経過したが、症状がぶり返すこともなく、安
定した生活を送ることができている。
　向精神薬を飲み続けると、薬物耐性が形成され
離脱症状が生じるようになる。「薬の有害作用と、
耐性からくる離脱作用が混ざり合った」症状によっ
て患者は苦しめられることになるが、それを病状の
悪化と捉えてしまうため、有害な治療が続けられて
しまう結果になる（Ashton 2002=2012:44）。
　B さんは婦人科で眠れないことを話したらデパ 
ス 28 を処方された。デパスを飲んだら眠れたと報
告したところ、精神科を紹介された。精神科に行く
と、「そういう薬が効いたんなら、精神科の問題だ」
と言われた 29。しばらく経つと、ずっと眠り続ける
か動き回るかといった極端な状態になった。「1 日
中寝ているような状態が 3 日も 4 日も続いた」かと
思うと、「今度は朝から晩までそこら中、車で走って、
いろんな用事をしたり、とにかく出かけたり」と忙
しなく動き回る状態になった。心配した夫が診察に
同行し、「うちのがおかしい」と主治医に訴えたが、
主治医は「ああ、薬を飲んだあとは、そうなります
から大丈夫です」と答えた。自分は病気だと B さ
んは思っていたので、「治りたい一心」から医師を
信じてしまったという。B さんは「湧いて出たような
希死念慮」にも襲われるようになった。「電車に飛
び込む、飛び降りる」というイメージが湧いてきて、
実際に実行しそうな気持になった。これは受診前に
はなかった症状だった。
　そして、初診から 13 年後、B さんは同じ精神科
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B）、抗不安薬 3 種類（メイラックス、デパス、ソラ
ナックス）、抗うつ薬 4 種類（ルジオミール、ルボッ
クス、トレドミン、ドグマチール 30）、抗精神病薬 1
種類（セロクエル）、胃薬 2 種類（ガスモチン、セ
ルベックス）である。

医のところに通院し続けていた。初診時は勤務医
だった主治医は、クリニックの院長になっていた。
13 年後の処方は以下の表の通りである。
　種類別に整理すると、睡眠薬 5 種類（アモバン、
レンドルミン、サイレース、マイスリー、ベゲタミン

3 13 1

7.5 1

1

0.25 1

10 1

2 1

10 2

25 1

-B 1

75 2

5 - 2

15 4

0.4 2

50 2Cap

50 3

330 3

0.5 3

0.5 2
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　1 日 32 錠もの多剤大量処方である。処方せん
薬局の薬剤師があまりの多さから医師に電話をか
けて疑義照会をしたそうだが、結局、そのまま処方
されたという。B さん自身は薬ですでに思考力が奪
われた状態になっており、頭が「朦朧として」、大
量の薬は「必要だから出ているってことしか考えて
なかった」という。このように大量の薬を飲んでい
たために、自覚するだけでも、「よだれ、顔面麻痺、
おしっこ垂れ流し、歩けない、脳卒中みたいな」
症状があった 31。
　減薬することは不安定化をもたらすため、薬が増
えていくことはあっても、なかなか減らされることが
ない。効かなくなった薬を別の薬に置き換えるので
なく、追加していく重ね処方が行われることで、多
剤になってしまう。減らす場合には漸減が基本であ
るが、そのようなルールすら守られず、いきなり薬
を減らされて大変な状態に陥った人もいた。このよ
うな耐性・離脱のメカニズムについて医師から患
者への説明がなされないために、患者は知らぬ間
に処方薬依存症の状態に陥ってしまっている。

⑶過量服薬のメカニズム
　調査協力者 11 名中 9 名が過量服薬を実行して
いる。これらはすべて医師の指示通り服薬を続ける
うちに起きている。自分は病気であり、医者の指示
通りに薬を飲まなければよくならないと信じて、調
査協力者たちは「真面目に」服薬を続けている。
しかし、まさに医師を信じて薬を飲み続けるという
行為を繰り返すことによって、体調の悪化や過量服
薬などの逸脱行為がひきおこされているのだ。向
精神薬の耐性・離脱・依存形成のメカニズムにつ
いて知らないため、自分が薬物依存状態に陥って
いることを認識していない。そのような服薬自体が
もたらす作用が過量服薬を引き起こす要因になっ
ている。
　調査協力者たちの語りでは、非常にリアルな自殺
企図のイメージが湧いてきたり、ささいなことで死
ななければならないといった短絡的な思考に陥った
りして、過量服薬を実行していたことがわかった。
また、薬を飲んだら良くなる、楽になると医師から
言われていたのに、そうなっておらず、薬の効果

が感じられないことや回復の見通しが立たないこと
が、当事者を追い詰め、過量服薬につながってい
た。
　そこから、過量服薬のメカニズムとしては、以下
の複数の要因が相乗的に作用することを指摘でき
る。①治療を通じて、薬物依存症になってしまって
いること、②日々の問題解決を薬に委ねていくとい
う態度が醸成されること、③服薬によってストレス
耐性がよりいっそう低下していくこと、④薬が衝動
性を高め自殺念慮を引き起こす作用を持っているこ
と 32、⑤多剤処方であること 33、⑥医者の指示通り
治療を続けているのに、なかなかよくならないこと
から焦燥感が出てくることなどである。
　以下では、服薬によって起きた希死念慮につい
ての語りを見ていく。

　ものすごく切れのいい包丁を買ってきて、それ
をお腹に突き刺すというイメージが、常に頭の中
に残ってて、それをやれっていう、そんな命令が
ある感じが。だから、どこに行けば、そういう包
丁が買えるかっていう考える時間が長かった。…
睡眠の薬を飲むことによって、脳が覚める。目覚
めてしまう。そういうのが、以前からあって、こ
の感覚は寝るの無理だなっていうのがわかるの
で、そういうときは、あきらめて一日中起きてるっ
ていうのをやってたんですけど、その前日も同じ
状況で、一日頑張って夜中起きてて、朝も寝な
いで出かけて、ちょっと歩き回って、ある程度疲
れをもって、その夜を迎えて、薬飲んだら、また
同じような状況になって、そこでブチ切れたとい
うか、なんじゃこれはと。もう知らないって感じ
で、全部飲んでやるって飲みはじめた（A さん）。

　リスパダールのあたりから、過量服薬が始まっ
たんです。リスパダールがなぜ出されたかという
と、電車に乗れなくなっちゃったんです、ある日
突然。電車に乗ると、人目が気になって気になっ
てしかたがなくて、心臓がバクバクバクバク言い
出して、人の目が突き刺さるというかね。…電車
でちょっと病院に通えないなっていう状況になっ
たときに、リスパダールの内服を出されて。その
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買って来て、首吊りを計画したりだとか、そうい
うことですね。［澤田：建物の高いところに実際
に行ったりはしてない？］　高いとこ眺めて、そこ
から一思いにと考えることもあれば、登ってみて
下を眺めてみたりすることもありました（C さん）。

　断薬者たちがインタビューで語った、服薬中に
イメージされた自殺手段や自殺イメージをまとめる
と、以下のようになる。鋭い刃物を腹に突き刺す、
喉を切り裂く、ロープで首吊りする、高い建物から
飛び降りる、車や電車に飛び込む、走行している
車から飛び降りる、などである。また、リストカット
を行うようになったり、気分が不安定になって衝動
的にガラスを素手で割ってしまったりなど、服薬に
よって衝動的な自傷行為を行うようになった人が多
い。
　断薬者たちは、服薬中に起きた希死念慮や自傷
行為を、薬の影響だったと考えている。それは、
服薬を始める前にはなかったことであり、かつ、断
薬してからはそのような衝動は起きていないからで
ある。また、断薬者たちの経験から、薬を処方す
る精神科医には、自らの処方が過量服薬を引き起
こす要因になっていることへの認識が非常に乏しい
様子がうかがわれた。それは、過量服薬を行った
時の処方が、その後も見直されていないことからわ
かる 34。すでに多剤大量処方の状態であったのに、
そこに薬が追加されているケースもある。過量服薬
を実行すると、それは患者の責任とされ、治療を
拒否されたケースもあった。
　K さんは過量服薬を繰り返し、ICU にも何回も救
急搬送された。「うつ病」と診断されていた K さん
の初診から 7 か月目の処方（1 日量）は以下の通
りだった。「アモキサン 25㎎，テシプール 1㎎，デ
ジレル 25㎎，パキシル 10㎎，レキソタン 2㎎，ロ
ヒプノール 1㎎，ナウゼリン 10㎎，酸化マグネシ
ウム 2 ｇ」。驚かされるのは、「3 環系（アモキサ
ン）」「4 環系（テシプール）」「トラゾドン（デジレ
ル）」「SSRI（パキシル）」と、4 種類の抗うつ薬が
処方されていることだ。しかし、これは K さんに限
らない。C さんの場合も、「3 環系（アモキサン）」
「4 環系（テトラミド）」「トラゾドン（デジレル）」

あたりから過量服薬が始まって。たくさん飲んで
自殺しようとする。理由は特にないんだけど、希
死念慮がぞーっと上がってくるんですよね。…と
にかく日中にイライライライラして、イライラを止
めるために過量服薬するみたいな感じ（Dさん）。

　D さんは遺書を書いて 2 度ほど家出して自殺を
実行しようとした。「薬を大量に飲んで、おばあちゃ
んの前で、まな板のうえで手首を切」るという、常
軌を逸した行為をしている。また「突発的に死のう」
と思い、ホームセンターに行って練炭を買ってきた
という。「衝動買いみたいな感じで、車でガーッと
家飛び出していって、練炭をガッと買い込んで」。
そして、「家族がいない時をみはからって」「練炭
に火をつける前に大量に薬（サイレースやセロクエ
ル）を飲み」「練炭に火をつけた」。気づいた時に
は救急車の中であり、その次に目覚めたのは精神
科病院の保護室だった。

　結局、OD ができる環境を、（治療によって）
作り出したじゃないですか。精神薬があればす
ぐ死ねるっていう、おかしなものとして使えたん
ですよ。それを、だから、お酒と一緒に飲んだり
とか、自分はそれを飲みながら、おかしな行動
を取ったりとかっていうことがしやすかったし、
希死念慮に対して、そこまでひどく、突発的に思
わなくてよかったことが、ひどく耐えがたい。死
ななくてはいけないみたいなものになったんです
ね。今、死なないと、苦痛から逃れられないと。
薬を飲んでも苦しいし、飲んでも苦しいんだった
ら、何したら治るのかわからないし、死ななけれ
ばならないと。薬飲んでても、どうにもならない
んだから（E さん）。

　C さんの場合、過量服薬を実行していないが、
抗うつ薬の服用により、次の語りに見られるような
リアルな希死念慮を経験している。

　たとえば高層マンションの上に登って、下を眺
めてみたりとか。あるいは、鋭い刃物で喉を切
り裂くところを想像したりだとか、あるときロープ
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「SSRI（パキシル）」と、同様の 4 種類の抗うつ
薬が処方されていた。また、A さんも似たような処
方である。「3 環系（アモキサン）」「トラドゾン（レ
スリン）」「SNRI（トレドミン）」。これらの抗うつ薬
多剤に加えて、ベンゾジアゼピン系の抗不安薬と睡
眠薬、さらには、他の薬の作用を増強させる「コン
トミン（定型抗精神病薬）」が処方されるパターン
が見られる。
　A さん、C さん、K さんが通院していたクリニック
は地理的に離れており、接点が見出せないが、3
名に共通しているのは受診していた時期である 35。
初診についてみると、A さんが 2003 年、C さんが
2005 年、K さんが 2003 年である。うつ病の啓発
活動が熱心に行われていたこの時期、製薬会社の
ねらいは新薬である SSRI の売り上げだった。しか
し、診察の場では、SSRI のみならず、古いタイプ
の抗うつ薬も同時に重ね合わせる処方が行われて
いたのである。

⑷薬を処方する手続きとしての精神療法
　患者が治療の問題点になかなか気づきにくい一
因として、ただ薬を出すだけでなく、診療では患者
の生活上の悩みにも形式的にではあるが、対応す
る形がとられている点を指摘する。しかし、それは
薬を処方するための手続きに過ぎなかったと語る
人が多かった。話を聞いてもらっても大して意味が
なく、それならば窓口で処方箋をもらえたほうがよ
いという考えになる人もいた。そして実際に、診療
なしで処方箋を出してもらえる場合もあった 36。
　診察室での面談は、体調や悩みについての報告
がメインとなる。患者が伝える情報をもとに、医者
は薬を調整する。あまり変化が見られなければ前
回と同じ処方が継続され、新たな症状があれば、
薬の種類や量が見直される。このような診療を通
じて、医者と患者の間には、体調を薬によって管
理・調整しようとする姿勢が共有されていくように
なる。そのことの持つ問題性が患者に認識しづらい
のは、ひとつには、医者が患者の家庭の問題など
についても共感的に傾聴する態度を持っているため
である。親身に話を聞いてもらえることは、患者に
とっては救いにもなるし、悩みを率直に語ることが

治療だと思ってもいる。しかしながら、話す内容と
処方との間には関連がなかったということに、断薬
した当事者らは気づいている。よって、診察室で
行われる支持的な精神療法は、断薬者らの振り返
りによれば、ただ薬を出すための手続き以上のも
のではなかったのである。

　症状、調子悪いということを、まず先生は傾聴
して、それで、家庭不和の問題とかは、あまりど
うこう言わなくて、じゃあ、一応こういうふうな薬
を出すんで、こういうふうな薬を足すんでとか、
そういう、じゃあ、この薬で、あの薬でって、そ
ういうような話ばかりだったと思います（C さん）。

　（眠れなくなったのは）家族、夫との関係。そ
れから姑との関係、それから義理のお姉さんとの
関係。いろいろあって、眠れなくなっちゃった。[ 澤
田：そういう話は、主治医にはされたんですか。]
　話したけど、「大変ですね」って相槌打って「は
い、わかりました。はい、じゃあこれ飲んで」って。
別にそこに関連性はないけど、最後に薬。聞い
てはくれるんですよ。聞いてはくれるけど、ひと
通り聞いたら、最後に薬。「これで様子見て下さ
い」みたいな（B さん）。

　次に引用する語りは、夫から DV 被害を受けて
公的 DV シェルターに収容された被害女性の語りで
ある。彼女は、シェルターが連携する精神科医に
入所中に診断を受けている。子ども時代の虐待被
害と夫からの DV による二重の被害によるトラウマ
と診断され、治療を受けることになった。シェルター
を出た後も、同じ精神科医のもとで継続して通院治
療を受けていた。彼女が診察室で訴える不安は現
在進行形のリアルな不安である。にもかかわらず、
暴力をふるう夫への介入ではなく、被害者の不安
を抑えるために、ジプレキサという抗精神病薬（統
合失調症治療薬）などが処方されていた。

　その人が、その症状がつらいって言ったら、「抑
えるお薬を飲みましょうね」っていうこと。つらいっ
ていう話の最初のさわりだけは、やっぱ聞いてく
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は、保護されている E さん本人が自らの意思で選
択したり拒否したりできる性質のものではなかった
点も看過できない。その時には医師の診断や治療
を信じたのだとしても、シェルターという管理・保
護された環境での自己決定なき医療や福祉の支援
は、その後の E さんの経験の意味づけ（語り）の
中では、その時には従うしかなかった権力として、
感受されることになっていったと考えられる。
　以上に見てきたように、それぞれの人は解決す
べき家庭や職場の問題を抱えていた。しかし精神
科での治療はそれらを解決する方向に作用せず、
話を聞くだけ聞いて、症状に対応するとされる薬を
飲ませることで、抱えている問題への対応は進まな
いという構造が見られた。しかも、薬による不安定
化がその本人の症状と見なされたり、過量服薬な
どの逸脱行為をした際には、自己責任にされてし
まったりすることで、治療側の責任は問われず、本
人ばかりが社会的信用を失っていくという差別的な
構造が生み出されていた。

６　断薬の過程

⑴断薬を決意する要因
　断薬者たちの多くは、精神科の治療を通じて壮
絶な体験をしている。もともとは比較的軽い症状で
受診し、生活も仕事もなんとかやれていたのに、
治療を通じて、休職・退職、退学、離婚・家庭崩
壊などを経験した人が非常に多い。ここまでの悪化
に至るまでに、症状を薬で抑える治療が続けられ、
薬の副作用に関しても副作用止めが追加されるな
ど、漫然とただ薬が処方され続けるだけの治療が
行われていることが特徴である。薬による悪化すら
も症状や治療のためには我慢しなければならない
副作用と見なされており、多剤になっていく。薬を
飲まないと治らないという刷り込みは、「過剰診断」
による被害を隠蔽してしまう。だが、断薬者たちは
治療によって悪化した状態であっても、担当医の対
応が誠実かどうかを見抜く目を完全に失ってはいな
かった。
　断薬を決意させるもの、それは良くなりたいとい
う思いや生きる希望である。薬が悪化の原因だと

れますけど。…この日、夫がまた暴力事件を起こ
しまして、今まで暴力が落ち着いていたと思われ
る状況からまた一転しまして。…こうやって支援
を求め続けて、なぜか私が治療をされ、何も介
入がないんです。…不安定になったのは、被害
者の責任では一切ないですし。にもかかわらず、
被害者は、なぜかジプレキサを飲まされているん
ですよ。…虐待の傷にしても、DV の傷にしても、
お薬を飲めば治っていくと。あなたのつらい症状
もよくなっていくと。やっぱこれに対しての考え方
は、あなたの認知のゆがみだし、それらも薬で
改善していけると（主治医から言われた）（E さ
ん）。

　E さんにとって、夫の暴力や育児に対する夫の理
解や協力を得られないことなどが、精神的な負担
や不安の原因になっていた。E さんが求めていたの
は、夫の暴力がやんで、安定した家族関係が再形
成されることだった。しかし、そのような、夫との
関係の継続を望んだり、離婚を選択したりしないこ
とは、主治医や福祉支援者たちから「認知のゆが
み」と指摘されたという。このような医療や福祉に
よる支援は、E さんにとっては安心感やそこからの
自己肯定感を得られるものではなかった。にもかか
わらず、そのような感じ方自体を E さんの側の抱え
る問題、精神病理として解釈する力が働いていたと
E さんは感じている。そして、自分ばかりが精神医
学的な治療対象となり、薬を処方され、家庭で起
きている問題を改善していくような支援が得られな
かったことをEさんは不当なものとして感じている。
　一時避難先であるシェルターの中で、E さんは行
動や思考・感情表出の自由を奪われていたと語っ
ている。安全性の優先という原則のもと、外部との
連絡を禁じられるほか、施設側が決めた共同生活
のルールなどを課せられていたからだ。その環境
は子どもにとっても負担の多いものだった。たとえ
ば、シェルター内で提供された食事は子ども向けで
はなかったため、E さんの子どもが納豆を欲しがっ
てぐずったりすると、職員からは母親のしつけがで
きていないと責められたと E さんは語っている。
　シェルター内での精神医学的な診断や投薬治療
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いう気づきから、たとえ薬をやめて良くならないと
しても、そのことも含めて自分で引き受けようとい
う思いへのシフトが、断薬の決意と実行につながっ
ている。断薬者たちのナラティブを分析すると、「①
治療による悪化・良くなっていないという経験」「②
深刻な副作用症状」「③主治医の不誠実な対応」「④
向精神薬による薬害や精神科の医原病被害に関す
る情報」「⑤生きる希望」という、4 つまたは 5 つ
の要素の組み合わせが、自己責任による断薬の決
意に結びついているケースが多いことがわかった。
たとえば、①②③だけでは完全断薬にまでは結び
つきにくい。一時的に服薬がいやになって断薬する
ことはあっても、結局、自分は病気であり薬を飲み
続けなければならないと思ってしまうからである。
よって、断薬を行うには④が必要だ。また、⑤に
ついて調査協力者に共通するのは、「精神障害者」
としてではなく、「人間」としての「普通の生活」「あ
たりまえの人生」37 を取り戻したいという強い思い
が、断薬の決意、精神医療からの離脱につながっ
ていることである。A さんはそれを「自分で何を選
んで、何をするかの選択権が自分にあること」と語っ
ている。
　以下では、A さんと D さんのケースを紹介する。
このふたりは、パートナーとの出会いが断薬の決意
につながったケースである。結婚相手も断薬経験
者である。この 2 組のカップルは、パートナー同士
で支え合うことで、向精神薬・精神医療から離脱し
ていった。
　まず A さんのケースから。A さんは、過量服薬
時に救急車を呼んでくれた女性と付き合うようにな
り、その女性の影響で薬についても関心を持つよう
になった。抗うつ薬による性機能障害であることが
わかり、主治医に薬の変更を求めた。しかし処方
を変更するのではなく、バイアグラが処方されるこ
とになってしまった。バイアグラを飲むと心臓が「バ
クバクバクバクし、眩暈はするし」でしんどい状況
になった。飲みたくないと主治医に伝えると、ちょ
うど新薬があるということでサインバルタを処方さ
れた。「ものすごく副作用のない薬だ」と説明され
飲んだが、最大量になった時に酷い便秘になり、
性機能障害も再発した。しかしそのことを主治医に

報告しても、「そんな報告ないし、で、その薬じゃ
ない」と言われてしまった。抗うつ薬を減らすと性
機能障害はなくなり、増やすとまた再発したのだか
ら、それは薬の副作用だと A さんは考えたのだが、
主治医は頑として副作用を認めなかった。そのこと
が決定的な不信感となったのである。
　その頃にはインターネット上でも向精神薬の有害
作用に関する記事が多くなってきていた。インター
ネットの検索で、CCHR（市民の人権擁護の会）38

のホームページが見つかり、そこで紹介されてい
た映像を見ると、「精神科の薬には作用機序不明と
なっているっていう、その、一文があった」。その
ことは A さんに衝撃を与えた。これまでは、脳の機
能を調整して治す薬だと信じていたが、そのような
作用すらも実際には不明なら、「こんな薬は飲む必
要がないんじゃないか」と思ったからである。それ
は過去の、飲んでも治らなかった経験に言葉を与
えた。

　自分の中でそういう精神科の不信感みたいな
のと、飲んでも治らなかった過去があって。で、
あれ、この薬って、意味あるのかな（と思った）。
…今まで信じて飲んでて治ってないことの理由と
いうか、それがはっきりしたというか。だから、
なぜうつ病に効くかっていう、そこの部分がずっ
と疑問だったのが不明だと。だから、治らない
のかとか。自分の中で、スパッとわかったという
か。…（セロトニン仮説の影響を受けて）脳内
のなんらかの物質が、自分の中で不足している
のかなと、漠然とは思ってたんですけども。ただ、
まあその時期いろんな本も読んで、それは仮説
だということを知ったわけですよね。そして、結
局、脳の中どうなってるか誰も知らないとか。結
局、薬の正体がよくわからなくなったんだよね。
それで、副作用も出たし、じゃあ、やめようかと（A
さん）。

　「薬を飲まないと治らない、悪化する」という患
者を呪縛する言葉は、精神疾患を脳の病気だと主
張する生物医学的精神医学と製薬会社による「薬
物療法革命」との強力なタッグによって生み出され
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になった。

　とにかく幻聴がバンバンバンバン聞こえてくる
し、悪夢は見るし、悪夢なのか現実なのかもわ
からない。夜通し救急車が鳴る音が聴こえてきた
りとか、実際には救急車なんて走ってないんだけ
ど、一晩中ずっと救急車が走ってる音が聞こえて
きたりして。やっぱり幻聴なんかもわりと「殺す」
とかいう感じの幻聴が聞こえてきたりして、なん
か頭の中で嵐が吹き荒れているような感じになる
んですね、ざーっと。そのときに、初めて腹をくくっ
たんです。もう自分は、統合失調症に。今までは、
疑い気味だったし、専門学校で薬の害とかにつ
いても、いろいろ勉強してきたけれども、もうつ
いに僕は、統合失調症になってしまったことを受
け入れなければならないと、そのときに思ったん
です。そのときは、もう悔しくて悔しくて、一晩
中泣いてた。２階でずっと一晩中泣いてましたけ
ど、母親も、家族も、そのことを察してたみたい
で、なんか放っといてくれました、そっとしといて
くれて。でも、それがきっかけで、就職してから
頑張ろうと思って。というところですね（D さん）。

　薬をやめようとすると幻聴の症状が強く出たた
め、自分は統合失調症になってしまったのだと D さ
んは受け入れざるを得なかったという。それが薬剤
性の統合失調症 41 であることはわかっていたが、
薬のせいであれ、自分はもう治らないことを観念す
るしかないと思った。けれども、精神障害福祉の
現場は医療と薬ありきの支援になっており、「病気
があっても頑張っています」と自らも口にしてしまう
ことに違和感が広がっていった。なぜなら、D さん
が現場で薬の害について話しても反応はきわめて
薄かったからである。
　D さんが断薬にチャレンジしたのは、現場で自分
が支援していた女性が薬の害を受けていることを認
識したからだった。D さんはその女性とつきあうよ
うになり、結婚も考えていた。彼女に薬の害を説明
した。しかし、彼女は半信半疑だった。そこで、D
さんは「ふたりで薬をやめる」ために、「まずは僕
がやめて、元気になって」「やめたら元気になるよっ

てきた（Whitaker 2011=2012）。その呪縛から解
き放たれるためには、薬に関する真に科学的な情
報と、そもそも自分は治療が必要な病気ではなかっ
たという気づきを得る必要がある。A さんが断薬を
決意し始めた時期には、インターネットを通じて薬
に関する情報も容易に得られるようになっていた。
そこから、受身な患者であった A さんは、自ら主体
的に情報を調べ、断薬がもたらすリスクや不確実性
についても自ら引き受けて断薬を実行している。
　次に、D さんについて。D さんは大学生の頃に
体調不良からいろんな科を受診したが、原因がわ
からず、大学のゼミの教員や学生相談室の勧めで
精神科を受診することになった。初診では「パキシ
ル 20mg，ルボックス 25mg，マイスリー 10mg」
が処方され、１年後には「パキシル 20mg，ジェ
イゾロフト 100mg，リタリン 20mg， セ パゾン
6mg，マイスリー 5mg，クロモリン 20mg」という
処方になった。そのうち D さんは自分が「リタリン
中毒」39 になっていることを自覚するようになった。
その一方で、「お医者さんが処方箋をもって処方す
る薬だから、おかしいはずはないよなっていう気持
ちもどっかにあった」。しかし、当時は情報がなかっ
た。「この薬はやばい、やばいというふうに決意し
て、母親に相談した」ところ、一緒に病院に行こう
と言われ、母親と一緒に主治医にリタリンについて
聞いてみることにした。ところが主治医は「うつ的
な症状に出している薬ですよ」というだけで、それ
以上の説明をしてくれなかった。薬剤師に聞いてみ
たが、「一般的に出ている薬ですけどね」と「言葉
を濁すような感じで」言われただけだった 40。どう
してもリタリンをやめたいと主治医に伝えると、「じゃ
あトレドミン出しとくから」と言われた。
　断薬するまでの 8 年間、D さんは精神科に通院
し続けた。その間に体調不良で大学院を退学し、
福祉就労なども利用した。専門学校に行き、資格
を得て、専門職としても働くようになった。しかし
服薬を維持しながらの就労はきつかったという。初
診時には「自律神経失調症」と説明されたが、そ
の頃には「統合失調症」と診断されていた。薬の
害を認識していたので、努力して減断薬を試みた。
けれども服薬をやめると、頭の中が「ものすごい嵐」
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ていうのを、一緒に生活する中でわかってもらえれ
ば、彼女にとっても、それは強みになるんじゃない
かなと思って」、まずは自分が断薬することにした。
妻も D さんのサポートのもと、断薬した。以前は仕
事が続かなかった妻は、元気に仕事を続けられる
ようになった。D さんには、断薬後も長年の服薬に
よる体調不良があるが、それでも薬をやめてよかっ
たと考えている。しかし、もし D さんが大学生のス
タート時点で精神科を受診せずに、体調不良を別
の方法で癒すことができていたら、薬による有害作
用を受けずにすんだだろう。

⑵自分は病気ではなかったという認識
　調査協力者たちは、不眠や気分の落ち込み、心
配、イライラ、頭痛、肩こりなどの症状から精神科
を受診することになった。それらの症状は各自の
生活上の悩みと結びついたものだったが、症状自
体が病気と解釈されて治療対象とされた 42。そうす
ることで、それぞれの人はより状態が悪化していっ
た。断薬者たちは、生活上の問題と症状を切り離
し、後者のみを治療対象とし、自分は病気だと信
じ込んでしまったことが問題だったと、断薬後、認
識するに至っている。

　原因が外にあっても、自分が精神科にかかるこ
とによって、原因が自分自身だって思い込んで、
自分を治そうとしたじゃん。そうすると、治ると信
じて、治療を受け続けて。結果的には、いっぱ
い薬飲んで、廃人状態になって、料理もできな
い。…買い物もできない、計算もできない。家
庭の管理もできない。…もうできないづくしで、
何年か過ごしたから。子どもの世話とかも、結局
できないよね。本当に寝たきり老人が、一人、
家の中にいるような状態だったから、すごい迷惑
かけたんだけど。…で、結婚生活については、やっ
ぱり向き合わないで、自分がなんとかなれば薬
でなんとか自分の病気が治れば、なんかうまくい
くんじゃないかとか。その問題が、他にあったん
だけれども、それを放ったらかして、本当の解決
のほうにいかなかったから、長引いて離婚が遅く
なったっていうのは、あると思うんです（B さん）。

　あの当時の自分は、イライラが、急にポンとス
イッチが入って怒りっぽくなったりして、なんらか
の不具合がある。だから、医療でなんかできる
んじゃないかっていうふうに思っていた。［澤田：
今は、それは病気。医療で治療できる病気って
いうふうに思っているんですか。］いや、病気で
はないですよね。基本的には、そのとき自分が
できる以上のことが圧しかかっていたことが問題
で。…妻も産後ノイローゼで精神科にかかって
いて寝込んでいるし、自分が子どもたちの送り迎
えをしなくちゃいけなくて、家事もしなければな
らない。…だから、結局、その子どもを預かって
もらえる時間制限があって、これ以上は無理って
いうのと、そこに預けるためには、お金が必要だっ
たっていうこと。保育園に迎えにいくために、早
めに仕事を終えなきゃいけない。で、自分が早
めに帰るために免除してもらう分、誰かが仕事を
しょわなきゃいけないってことで、職場にも悪い。
そういうふうに思いつつやっているので、ストレ
スはやっぱ多いですよね（A さん）。

　B さんの眠れない原因は家庭内の不和にあり、A
さんの怒りっぽさは妻が病気になったゆえの家事・
育児の負担にあった。しかし、症状があることをもっ
て精神科の治療を受けてしまったゆえに、彼らはそ
の後、良くなることなく重症患者の道を歩んでいっ
た。このように、生活問題の「精神疾患」への置
き換えが「過剰診断」による被害の一因になって
いる。また、そのことへの気づきから、断薬者たち
は、自分は精神科の治療が必要な病気ではなかっ
たのだという確信を持つに至っている。

７　結論

　90 年代後半以降、わが国で推進されてきた精神
科の「早期受診・早期治療」キャンペーンの影響
のもと、診断・治療を受けた人たちの中から「過
剰診断」の被害者が出ている。このことは、多数
の専門家ならびに、国（厚労省）も認識しているこ
とであった。にもかかわらず、被害者が放置されて
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たい。
　被害が医学的に・公的に承認されないことは、
医療や国に対する不信感にもつながっている。減
断薬には離脱症状がともない非常な苦しみに耐え
なければならず、仕事や生活がままならなくなる場
合もある。そのため、よくなるまでの間、「生活保
障がほしい」と述べる人もいた。国の認めた医療
の中で「医療行為としてされての被害」なのだか
ら、きちんと国が被害者を救済すべきだという被害
者の声に国は耳を傾けるべきである。
　また、減断薬に関する情報や安全な形で減断薬
を指導してくれる専門機関の存在があったらよかっ
たと述べている人が多い。調査協力者らは、自力
で薬をやめた人がほとんどだったが、それは最初
から希望してそうしたわけではない。減断薬時にど
のような支援がほしかったかという質問に対して、
E さんは次のように答えている。「どういった支援と
いうよりも、情報がまずなかったですよね。それ
が、なんの症状なのかっていうことすら、その当時
はわかっていなかったので」。このように何もないよ
うな状態で断薬した人たちが調査協力者たちには
多かった。それは、彼らが 90 年代後半から始まっ
た精神疾患の啓発ブームの流れの中で、精神科の
治療を受けた、いわば第 1 世代にあたる人たちだ
からだ。しかし、これから先に向精神薬を抜く人た
ちに対しては、これまでの断薬者たちの経験を共有
できるしくみを作ったり、処方薬の断薬を支援する
専門機関をもっとあちこちに増やしたりすることが
必要だと E さんは述べている。つまり、自分たち経
験者の経験をもっと活かしてほしいという思いであ
る。さらに、そもそも「多剤」処方が減っていき、
向精神薬を処方された病院でも薬の副作用や依存
性、そして減断薬の方法をあらかじめ説明するよう
になれば、「勝手に薬をやめる」ことはなくなり、
離脱症状による「奇異反応」などが病気の症状と
解釈されて治療が継続されてしまう悲劇も防げるだ
ろうと語っている。
　精神医学的診断は、その人の人生に大きな影響
を及ぼしていく。調査協力者たちが「薬害」を訴え
ても、診断書を書いてくれる医師を見つけることは
かなり難しい。すでに治療を受けてきたという過去

いる現状を本稿では明らかにしてきた。
　調査協力者たちは、1 名を除き、自らの意思で
断薬することを決め、自己責任で実行している 43。
向精神薬の断薬には危険が伴うため、自己判断の
断薬はけっしてしてはならないと言われている。行
う場合には専門家の指導を受けて、漸減が基本で
ある。危険を伴う減断薬を自己判断で行った人が
調査協力者に非常に多かったのは、医学的なサポー
トの少なさを反映している。そもそも、精神科患者
が診断や治療への疑問を口にしたり、服薬をやめ
ようとしたりすることを阻む社会的な力が働いてい
る。患者は医者の言うとおりに治療をしていればい
いという考え方に加えて、精神科特有の「病識欠
如」という概念が適用されている。診断や治療へ
の疑問が、精神的な症状を抱えているゆえの認識
不足と解釈されることによって、患者側の有害事象
の訴えが医療側にフィードバックしていかない。向
精神薬による副作用は精神科的症状と似ているた
め、精神症状の悪化と見なされて治療が上塗りされ
ていく。薬物の処方による悪化をきちんとモニター
できる仕組みが必要である。そのためには、たとえ
副作用があったとしても治療しなければ患者は悪化
してしまうだろうという、医者側の認知バイアスを
修正していく教育も必要である。
　また、休職・復職や年金・生活保護受給など福
祉的支援を受けるうえで、医学的診断は大きな力
を持っている。DSM- Ⅳの Chairman であったアレ
ン・フランセスは DSM- Ⅴの「危険性」を訴えて
いる (Frances 2013:11)。DSM の問題点のひとつ
として、「DSM がその能力を超えてさまざまな決定
の場面で重要性を持ちすぎていること」を指摘して
いる。典型例として彼が挙げているのは「学校」
である。「診断が下されることによって金銭面、教
育面でメリットがある場合には、臨床的には必要が
なくても診断が過剰に下される傾向にあ」ると指摘
している (Frances 2011:821)。
　このように、精神医学的診断が本人にとってのメ
リットにつながると周りに判断されることで、診断
が安易に― むしろ善意 44 から― 行われている
傾向は、筆者が行った調査でも伺われた。だが、
その問題については、さらなる今後の研究課題とし
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の実績が、「過剰診断」「医原病」被害の証明を難
しくさせてしまう。今日、「精神疾患」「精神障害」
は（特に「双極性障害」「統合失調症」の診断を
受けている人たちは）、「一生涯治らない病気」と
見なされているため、自らの意思で治療終結させた
ことにより、「まだ治っていないのではないか」とい
う疑いの眼差しを向けられたり、「治療拒否」とし
て否定的に受け止められてしまったりする。なによ
りも精神科の受診歴があることによって、被害を訴
える当事者たちの声は、精神的病気ゆえの「攻撃性」
「被害妄想」「他責性」「操作性」などのレッテル
が貼られて処理されてしまう 45。
　それまで精神医学的診断によって、年金や生活
保護などの社会福祉的支援を受けてきた人たちに
とって、断薬を行うことは、そのような経済的な支
援や受けていたサービスを受けられなくなることを
意味する。断薬してもすぐに回復できるとは限らず、
長期間の服薬や断薬の影響による後遺症を抱える
場合もある。しかし、そのような場合に、薬害後遺
症としての障害認定を受けることは難しい現状があ
る。よって、このような被害の訴えにきちんと対応
できる公的な制度を新設すべきである。
　筆者が行った調査の協力者たちは「精神医学は
なくなったほうがよい」と述べている。それは自ら
の経験に依拠した、精神医学への否定的評価であ
る。このような強烈な医療不信を招いている精神
医学・精神医療は改善されなければならない。本
稿で見てきたような被害を生み出す要因として、国
の自殺対策ならびにメンタルヘルス対策の精神医
療偏重がある。調査協力者らの受診原因となった
心身の不調は生活上の問題と関連しており、直ち
に精神疾患として薬物療法を必要とするものでは
なかった。症状を抑えるために薬を処方するにして
も、単剤を基本とし、薬剤の影響について十分に
モニターしながら治療が行われるしくみを作る必要
がある。
　聞き取り調査では、受診前の精神科のイメージと
のギャップを指摘する声も多かった。カウンセリン
グなどが主体だろうと考えて受診したが、実際は薬
物療法中心であり、精神科は「心の専門家」とは
言えないという評価も多数あった。彼らが精神科に

期待していたものとして、生活問題や心身の不調に
対するアドバイスがあった。しかし、それは精神科
の役割ではない。日常生活における病気とはいえ
ない心身の不調を読み取る方法はむしろ東洋医学
などのほうが優れている。実際、調査協力者らの多
くは鍼灸治療やヨガ、食事の見直しなどによって、
自分で体調管理していく方法を取り入れている。
心身の不調と関連していた生活上の課題について
は、本人が自律性を取り戻せるような福祉的サービ
スの充実や利用しやすさの方が大事だ。
　たとえば、A さんを例にして考えてみよう。A さ
んは妻が「産後ノイローゼ」により精神科を受診し
ていた。自宅で寝たきりになった妻に代わって、幼
い子どもふたりの育児（保育園の送り迎えや弁当の
準備）や家事を A さんがこなさなければならなかっ
た。A さんの仕事は機械修理であり、広い範囲の
顧客企業を電車で乗り継いで訪問する責任の重い
仕事だった。企業の要望に応じて、早朝出勤や長
時間勤務もあった。育児のために、仕事を早めに
切り上げなければならなくなると、そのぶん他の
同僚に負担がかかる。A さんはそのことも気になっ
た。保育園が終わった後にファミリーサポートを利
用したが、経済的な負担が重かった。サポート宅
に子どもを迎えに行くと、帰宅が遅くなり、夕食は
コンビニで出来合いのものを買って帰るしかない。
　このような育児・家事・仕事の負担から、朝、
保育園に出かける前に子どもが愚図ったりすると、
仕事に遅刻してしまうではないかとキレやすくなっ
たり、常に緊張状態だったために寝つきも悪くなっ
た。しかし、ある意味、これは当たり前の反応であ
る。このような状態の A さんに必要だったものは、
薬や休養ではなく46、このような家庭の危機に対応
していくための支援だったと言える。病人を抱えて
いたり、小さい子どもを抱えていたりする家庭であ
れば、似たような問題が発生するだろう。A さんに
は身近に助けてくれる親族ネットワークがなく、転
勤により近所づきあいもなかった。このような家庭
の孤立状況によって困っている人が、たとえばワン
ストップで相談支援を受けられるしくみがあれば、
Aさんの人生は破壊されずにすんだのではないだろ
うか。
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ることにも抵抗がなくなる。結果として、うつ病への認識が高い
社会ほど、うつ病の人が多くなってしまう。病気の認識度合いに
よって、患者数が変わってくるのだ」（冨高 2011:157）。

9  「うつは心の風邪」であるというキャッチフレーズや、精神科の
治療薬は糖尿病のインシュリンのように飲み続けるものといった
例えにみられるように、精神疾患を身体的な疾患になぞらえる方
法をとることで、患者の自覚する症状を病気と解釈して、薬物療
法を導入する方法がとられてきた。

10  精神科医の宮岡等はうつ病診療は「危機」に陥っているとし、
それは診断基準の拡張にあると述べている。かつては内因性
うつ病と神経症性うつ病という区分があり、前者には抗うつ薬
治療が有効とされていた。だが、現在の診断方法では、両者
を区別せず、後者に対しても抗うつ薬治療を行うようになってし
まった。現在うつ病として治療を受けている患者の多くは、か
つてなら神経症性うつ病に分類された患者であり、抗うつ薬治
療が有効ではない。にもかかわらず、抗うつ薬が処方されるこ
とで、患者に「被害が及ぶ可能性もある状況になっている」と
宮岡は危惧している（宮岡 2014:35）。

11  http ://www.mhlw.go. jp/kokoro/special i ty/detai l_
depressive.html（2016 年 8 月 20 日取得）。厚労省が実施し
た 2008 年の患者調査によると、精神疾患の患者数は約 323
万人である。4 大疾病で最も患者数が多い糖尿病の約 237 万
人を大きく上回り、がん患者約 152 万人の 2 倍に上る。精神
疾患の患者数の急増が診断数の安易な増加による面が大きい
という認識を持ちながらも、厚労省は 2013 年より、地域医療
の基本方針となる医療計画に盛り込むべき疾病として指定して
きたがん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病の４大疾病に、新
たに精神疾患を加えて「５大疾病」とした。

12  「疾 病 及 び 関 連 保 健 問 題の国 際 統 計 分 類：International 
Statistical Classification of Diseases and Related Health 
Problems」とは、異なる国や地域から、異なる時点で集計さ
れた死亡や疾病のデータの体系的な記録、分析、解釈及び
比較を行うため、世界保健機関憲章に基づき、世界保健機関

（WHO）が作成した分類である。厚労省が医療機関の診断基
準のガイドラインとして定めているものは ICD-10 である。

13  ガイドラインでは同じ個所で、「薬物療法を導入することに消
極的になりすぎれば、治療の時期を失して重症化を招く怖れが
ある」と述べられている ( 日本うつ病学会　気分障害の治療ガ
イドライン作成委員会 2012：20)。医者は治療をせずに患者
を悪化させる過誤よりも、健康な人を診断して治療する過誤の
ほうを害が少ないとする判断も治療決定に影響を及ぼすが、そ
もそも、診断も治療もしないという不確実性に、患者のみなら
ず当の医者自身が耐えられないことが「過剰診断」をもたらす
要因として指摘できる（Welch et al. 2011=2014:235）。

14  「前者（引用者注「過剰処方」のこと）には害がある。後者（引
用者注「過剰診断」のこと）には、さしたる実害はない。問題
の本質は、過剰処方であって、過剰診断ではない。過剰処方
がなければ、過剰診断はさしたる問題になるはずがない。…
実際、うつ病概念の広がりは、それだけ幅広い自殺リスク層を
精神科医の観察下に置くことになり、弊害よりも利益の方が大

より「向精神薬」指定された。ケンタン（一般名ロキソプロフェ
ンナトリウム水和物）は、解熱・鎮痛効果・炎症を抑える薬（ロ
キソニンと同じ）。エペナルド（一般名エペリゾン塩酸塩）は筋
肉のこわばりを緩和する薬（筋弛緩剤）である。

2  89 年、メバロチンというコレステロール低下剤が発売されると
同時に、総コレステロールの基準値が 250 mg/dl から 220mg/
dl に変更された。NPO 医薬ビジランスセンター編 （2014）によ
れば、この基準値を用いると、「成人の半数近い 4000 万人以上」
が「患者」になる。2014 年、日本人間ドック学会と健康保険組
合は共同で、男性は 254 mg/dl まで、女性は 280 mg/dl まで
を基準値（正常値）とすると発表した。コレステロールの基準
値に関しては、「善玉」「悪玉」の区別がなされるようになったが、
米国の２つの心臓病関連学会の合同による改訂ガイドラインで
は、LDL コレステロールに基準値を設けて治療する方法の妥当
性を証明した証拠はないとしている（NPO 医薬ビジランスセン
ター編 2014:28）。ロンジュリルは、コレステロールが心臓発作
や脳卒中の主要原因であり、これらの心血管疾患から身を守る
予防策はコレステロールを減らすことだとする「コレステロール
学説」と、コレステロール低下薬の中でもスタチンの効果が高
いとする臨床試験の結果がいかにバイアスのかかったものであっ
たかを明らかにしている（Lorgeril 2008=2009）。

3  坂口啓子（特定非営利活動法人医薬ビジランスセンター事務局
長）によれば、「21 世紀型薬害」は「医学的に因果関係が証明
できても、それによる被害とは認めない」という特徴を持つ。「開
発者や製薬企業、国にとって、全体的には『毒』であってもよ
しとする時代になってきて」いる。「病気が部分的にでも改善す
るなら、他の臓器に害があっても目を瞑り、いかにも病気に役
立ちそうなシナリオを作り、そのシナリオ通りに発現してくれる医
学・薬学の権威者を集め、権威付けのための臨床試験をし、場
合によってはデータをねつ造し、有効かつ安全と印象づけられ
る結果を出し、権威ある医学雑誌に掲載し宣伝をし、学会主導
の治療ガイドラインで推奨し、講演会を持ち、一般の医師・薬
剤師の『有用』と信じ込ませることができれば、『毒』であっても

『薬』として通用する」（NPO 医薬ビジランスセンター 2014：
11-12）。80 年代以降の米英における新自由主義政策の推進に
より、巨大製薬会社へと成長する製薬会社（ビッグ・ファーマ）
が登場し、高血圧や高脂血症、糖尿病、精神疾患など「慢性」
疾患に対する治療薬は世界的に巨額の売り上げを記録するよう
になった。製薬会社が持つ権力は「薬害」の持つ意味すらも変
えていると言えるだろう。

4  Watters（2010=2013）によれば、もともと GSK 社やイーライ
リリー社等に代表される SSRI メーカーらは、日本での SSRI 販
売を前向きに考えていなかった。日本で新薬の承認を得るには
長い年月と膨大な費用を費やして治験を行う必要があり、かつ、
それだけの投資に見合う薬の市場が日本には存在しないと考え
られたためである。当時、日本で治療が行われるのは重篤な精
神疾患の場合であり、治療が必要とされるような重いうつ病は稀
だと見なされていた。SSRI を日本で売り出すためには、重篤な
患者のみを治療対象と見なすような診療体制では無理なのであ
る。そこで、製薬会社が考えたのは、悲しみや抑うつに対する
日本人の文化的な考え方を根本的に変容させ、薬による治療が
必要な状態と思わせることであった。

5  Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders．アメリ
カ精神医学会による。邦訳『精神疾患の診断・統計マニュアル』。

6  新自由主義と DSM ならびに SSRI との関連性については、以下
を参照。高岡（2003:151-168）、高木（2012:66-78）。

7  診断数の増加は、受診しやすい街中の精神科クリニックが急増
したことも一因である。「医療施設調査」によると、96 年には「精
神科」を標榜する診療所は 3198 施設だったが、2005 年に
5144 施設、2014 年に 6481 施設に増え、この 18 年間で倍増
した。
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きい。…万一、双極性障害と過剰診断しても、それによって気
分変動を慎重にモニターしようという診療姿勢につながれば、
患者にも資することがある。ただちに強引な薬物療法と結びつ
けることをしなければ、ことは混乱しないはずである」（井原
2013b:138-139）。

15  レーン（2007=2009）によると、製薬会社が「パキシル」（選
択的セロトニン取り込み阻害薬）をアメリカで売り込むために
用いた戦略は以下の通りである。パキシルがアメリカ市場で売
り出されたのは 1993 年のことだった。すでに同種の薬 SSRI と
してはプロザックとゾロフトが売り出されていたため、後続商品
だったパキシルは分の悪い立場だった。そこで、パキシルの製
造部長であるバリー・ブランドは、パキシルの適応を拡大する
戦略を打ち出した。彼が示した方針は、「社会不安障害」を「重
度の精神疾患」と定義し、この「消耗の激しい」疾患の治療
薬としてパキシルが最初に承認されるよう全力を尽くすというも
のだった。その目的を達成するためには、この疾患の認知度を
高める必要があった。パキシルの製造販売元であるスミスクラ
イン・ビーチャム社は、社会的に不安であるという状況を徐々

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

に拡大し、この疾患に苦しんでいるといわれる人の最大数を強
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

調した
0 0 0

。社会不安障害という「未知のマーケット」を製薬会社
は育て、その結果、パキシルは世界的に有名なベストセラーを
記録する薬になったのである。

16  シェフは「慢性的な病気」という経歴をたどりはじめる出発点
に「ひっかけられる (hooked)」という現象が存在することを指
摘している。「過剰診断」は、診察場面における医者と患者の
相互作用によって生み出されていくが、診療場面における患
者の不安・緊張や暗示性が作用していく点を指摘している点
で非常に重要である。「一人の人物が、混乱した暗示性の高
い状態にいる時、彼が自分の感情と行動を病気の役割を用い
ることによって組織化する時、そして、彼の役割選択が、一人
の医師もしくは他の人びとによって妥当だと認められる時、彼は

『ひっかけられる (hooked)』のであり、それからは慢性的な病
気という経歴をたどりはじめると主張できる」（Scheff 1966 ＝
1979：125)。

17  ゴフマンは、「精神疾患の既往歴がある人たち」は感情表出を
抑制しようとすると指摘している。それは、「感情を表出すると、
それが精神疾患の徴候とされるのではないかという懸念がある
からである」（Goffman 1963=1987:31）。これは、断薬者た
ちが精神医療から離脱した後も抱え続ける問題である。断薬者
たちは精神医療に対して批判的な視点を持っているが、そのよ
うな意見の表明は「感情的」「攻撃的」等のレッテルを容易に
貼られうる。そのように受け取られることで、「本当はまだ治っ
ていない人」「病識欠如」と見なされるリスクを冒すことになる。
元精神科患者という経歴は記録として残り続けるだけでなく、
元患者としての立場を明らかにすることで、今現在の自分の主
張すらもが根拠を疑われるのではないかという恐れを抱かせら
れる。精神障害者というレッテルは、判断能力が十分ではない
人という見方をともなっており、いったん精神障害と診断される
と、その重荷を背負っていくことにもつながる。

18  井原自身も同様のことを述べている。自らの意思で精神科に
やって来る人のほとんどは「『悩める健康人』であって、本来、
病気の範疇に組み込まれるべき人では」ない。医者は「そも
そも『人を見たら病気と思え』が職業的本能」であり「多くの
精神科医は悩める健康人と病気としてのうつを区別するのが難
しい」。「そこへ自ら進んで尋ねていったらどうなるか」は「火
を見るよりも明らか」である。つまり、悩みを抱えた人が受診
すれば、すぐにうつ病またはうつ状態と診断されて薬を処方さ
れる。その薬は効かないだけでなく副作用がある。精神科医
の多くはできることが薬を出すことぐらいしかないため、患者の
ために何かをしてあげたいという善意から患者を「薬漬け」に
してしまうのだと井原は述べている。「薬漬けへの道は善意で

敷き詰められている」という井原の言葉は至言である（井原 
2015:34-43）。

19  F さんは、受講していたカウンセリングセンターに、内海聡の
著書『精神科は今日もやりたい放題』が置いてあったのをたま
たま読んだことで、断薬を決意した。内海の本を読んだとき「最
初は認知的不協和で認められなかった」。なぜならば、カウン
セリングセンターでは向精神薬は安全で効果があると授業の中
でも説明されていたからだ。講師の中には自分も服薬している
ことを積極的に話す人もいた。けれども、本に書かれている内
容と自分の体験を照らして、「言ってる通りになってるな」「どう
考えても辻褄合うなぁ、これは」と感じたという。辻褄が合うと思っ
たのは、本に書かれている通りに服薬し始めてからむしろ状態
が悪化していることや、薬に依存するようになっていたことを指
している。内海の本では向精神薬は「麻薬」だと書いてあった
が、それに「合点がいった」という。F さんが向精神薬を「麻
薬」だと実感した理由は、「飲んだときに気持ちよくなるけど、
あとでしんどくなるっていう。で、依存する」という点からである。
90 年代後半以降、うつ病キャンペーンが展開され、その流れ
で精神科を受診し、治療が長期化した人たちの中から、2010
年代以降、断薬する人たちが出てきている。向精神薬の断薬は、
日本では当事者主導で行われてきた。減薬や断薬の方法や離
脱症状への対策なども、ブログや掲示板などで当事者がお互
いに情報交換する中で発達してきた。インターネットという匿
名性の世界の中で、減断薬を自力で実行する当事者らを同じ
ような当事者が支えるという関係性が形成されてきたのである。
それらの人たちに影響を与えている有名なブログとして「精神
科医の犯罪を問う」(2006 ～）、「八咫烏」（2008 ～）、「キチ
ガイ医の素人的処方箋」（2010 ～）が挙げられる。「精神科
医の犯罪を問う」は「CCHR（市民の人権擁護の会日本支部）」
の米田倫康、「八咫烏」は「精神医療被害連絡会」の中川聡、

「キチガイ医の素人的処方箋」は内海聡のブログである。出
版された書籍としては、冨高辰一郎『なぜうつ病の人が増えた
のか』（2010）、内海聡『精神科は今日もやりたい放題』（2012）
などの影響を挙げる人が調査協力者では多かった。また、医
療用医薬品添付文書をインターネットで得やすくなったことも、
薬の情報を得る上で役に立っている。調査協力者たちが自己
断薬する場合には、医薬品添付文書を調べたり、中川の提供
する情報を参考にしたりする人が多かった。2013 年には、「断
薬 .com」という「向精神薬の断薬・減薬・離脱症状に苦しむ
人たちを支援するサイト」が作られた（2013 年 2 月 8 日設立）。
設立者は、精神科を受診し薬物療法を受けていた当事者であ
るとサイト内で以下のように説明されている。

　　　 　私もかつて向精神薬を服用した事があり、処方量通りに
服用していたにも関わらずいつの間にか常用量依存にな
り、止めようとして離脱症状に苦しめられた事のある経験者
です。その後無事断薬に成功し、現在はまったく服用して
いませんが、離脱症状が出ていた当時は本当に苦しく、再
服用も考えたほどでした。そんな時、心の支えとなったの
はある断薬成功体験者の方のブログでした。それを毎日の
ように読んで、いつか自分も楽になる時が来ると信じて乗
り切る事ができました。そのブログのように、向精神薬の
離脱症状に苦しむ人達がどれぐらいで症状が緩和されるの
かの目安として、心の支えになるような情報を提供できる
サイトを目指します。また、あまり知名度のない離脱症状
の恐ろしさや断薬の大変さを広く世間に認知してもらえれば
と思います。

　  　2016 年 8 月現在、489 件の断薬体験が寄せられている。
ただし、断薬を終えた人の体験だけでなく、現在、減断薬中の
当事者の書き込みが多い。https://danyaku.com/（2016 年 8
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り、K さんは途方に暮れたが、自分が受けてきた治療自体への
疑いをよりいっそう強めることになった。もし、主治医が K さん
の要望を受け入れてより催奇形性の低い薬への変更に応じて
いたら、「今も自分は精神障害者として生き続けていた」だろう
と K さんは述べている。

24  ヒーリーは、SSRI（選択的セロトニン再取り込み阻害薬）の副
作用に伴う危険について、次のように述べている。「これらの副
作用にともなう危険は、従来の抗うつ薬のもつ昔からある副作
用（口の渇き、排尿困難など）と違って患者本人が、自分の
せいとか、心の不調が悪化したのだと勘違いしてしまいがちな
ことだ。このような勘違いをすると、坂道を転げ落ちるような結
果になる。私はこの要素が病像に少なからず影響するといまで
も思っているが、患者の背負う余計な苦痛が、本人の勘違い
だけによるとは思わない。薬物に直接引き起こされる不快感の
ほうがはるかに大きな要素だと思う」(Healy 2004=2005:73）。
ヒーリーが述べているのは SSRI についてだが、ここに書かれ
ている薬による症状悪化を患者が「自分のせいとか、心の不
調が悪化したのだと勘違い」してしまうような事態は、向精神
薬全般にともなうリスクなのではないかと思う。日本では複数
の薬が併用される場合が多いため、副作用症状も複雑化しうる
し、どのような症状が出るかは予測困難である。

25  井原は、精神科医が時に薬に対して「ファナティック」な執着
を持っていると指摘し、それは「精神科医として薬物療法以外
にできることが少ない」からだと論じている（井原 2011:22）。
しかし、現在の精神障害者に対する医療と福祉の連携支援を
見ていると、生活習慣の指導、精神療法、SST、作業療法、
就労 ( 移行 ) 支援、生活支援など、薬物療法以外にもいろいろ
なメニューが患者・利用者には提供されている。支援メニュー
は充実していても、依然として、医療職・福祉職には薬に対す
る信仰心が共有されており、薬からの卒業が念頭にないような
支援が続けられている。患者・利用者が薬を飲まないと悪化
するという認知バイアスが共有されており、退院支援において
も地域生活支援においても服薬管理がきわめて重要視されて
いる。薬を飲まないこと・飲み忘れることは、病気の再燃やそ
の徴候と恐れられており、治療によって悪化しているとか、離
脱症状からおかしくなっているとはなかなか捉えられない。ま
た、服薬を前提にしない支援や、薬物療法から離脱しての回復

（リカバリー）といったイメージはほとんど存在していない。こ
のように、治療者・支援者たちが、薬に対する信仰心を捨てな
い限り、また服薬を前提にした制度設計を変えない限り、問題
は解決していかないのではないだろうか。

26  厚生労働省地域におけるうつ対策検討会「うつ対策推進方策
マニュアル―都道府県・市町村職員のために（平成 16 年 1 月）」
の「5. 適切な診断・治療のために」の章では、「治療経過中、
継続した情報提供が重要である事項」として次の 5 点を挙げて
いる。(1) うつ病の正しい知識（脳の神経伝達物質に関する問
題であって、性格や考え方の問題ではないこと）、(2) 第一に薬
物療法と休養が必要であること、(3) 適切な服薬指導（再発予
防のため、改善後も一定期間服薬が必要であり早めの薬物中
止は再発のおそれが高いこと、薬の副作用についてなど）、(4) 
ある程度改善した後にもストレスを軽減するため、思考法やリ
ラクゼーション、気分転換の方法を身につける必要があること、
(5) 症状が遷延した場合、治療を継続するために役立つ福祉制
度などの社会資源について知ってもらうこと。うつ病啓発活動
が盛んになり始めた時期 (2004 年 ) に作成されたマニュアルで
あるが、うつ病は「脳の神経伝達物質に関する問題」であり「薬
物療法と休養」が第一の治療法であり、「再発予防のため、改
善後も一定期間服薬が必要」だと述べられている点は SSRI を
販売するために製薬会社が考えた宣伝文句そのままである。こ
のマニュアルは、厚労省のホームページ「知ることからはじめ
よう　みんなのメンタルヘルス　総合サイト」に掲載されてい

月 26 日取得）
20  従来、精神科領域において「サバイバー」という場合には、

精神疾患・精神障害のサバイバーという意味で用いられること
が多かった。その場合に、精神疾患という病気の苦しみと、入
院治療における人権侵害、薬物療法による有害事象、社会的
差別等のもたらす苦しみを生き延びてきた人という意味合いが
込められている。本稿で用いる「サバイバー」は本来薬物療
法の対象ではない人たちが「過剰診断」による治療の害を受
けて状態が悪化していったが、その問題を認識し治療をやめる
ことで自己を取り戻していったという意味で使用している。前者
の意味でのサバイバーと後者の意味でのサバイバーがどう重な
り合うのかについては、今後の研究課題とする。

21  G さんは調査協力者の中では唯一、医者の判断と指導のもと
で断薬をした人である。病院側の都合で主治医が突然変更とな
り、G さんは意気消沈していた。それまでの主治医は、G さん
に対して 1 日あたり30 錠以上の多剤大量処方を行っていたが、
G さんはこの主治医のもとで治療を続けなければ治らないと信
じ込んでいた。新しい主治医は G さんに対して「あなたは薬で
うつにさせられていた」「あなたは薬物依存症です」などと伝え、
薬を減らす治療法を説明した。G さんは当初、その意味が理解
できず混乱し、抵抗もした。しかし、実際に減薬していくうちに、
薬が体から抜けていく感じを「体感」することで、その意味が
よくわかったという。以下、この点に関する G さんの語りを紹
介する。「あるとき、薬が抜ける瞬間があるんですよ、スカッと。
それで、わかったんですよね。体感するまで、私、わかんなかっ
たんです。その、『薬で、うつにさせられていた』の言葉の意
味とか、その、『薬で、こうなっているんだよ』っていう言葉の
意味を体感したことで、やっとわかったんですよ。今までと違
う、体の感覚？うまく、上手に言えないんですけど。まず、その、
世の中が鮮明に見えるとか、あと、体の重さが違っているとか、
こう、布団から起きあがったときの体の感覚。なんだろう？　今、
ちょっと体が軽いみたいな、そういう瞬間が来たときに、ああ、
こういうことだったのかと。これが、薬飲む前の、私の体の感
覚に近い。抜けたから、今、私こうなってるんだって。で、今
まで、すごい反抗的だったのに、『先生、お願いします』ってなっ
たんですよ。」

22  B さんは婦人科でデパスを処方され、眠れたことを伝えたら精
神科を紹介された。当初、精神科に受診するのは気が進まな
かったが、その頃、「たまたま新聞見たときに、うつ病のチェッ
クリストがあって、それ全部あてはまったんで、自分自身もこれ
は精神的な病いかもしれないと思って」受診することにした。G
さんは、「気持ちの浮き沈み」があり、「これがどんどん強くなっ
ていったら、私はうつ病になっちゃうんじゃないか」と心配になり、

「予防」のために精神科を受診した。「自分はまさにうつ病キャ
ンペーンに取り込まれたひとり」だと語っている。

23  たとえば、K さんの場合、うつ病の治療を経て双極性障害に
診断名が変更した。当初は薬の調整に苦労したが、炭酸リチ
ウムとベンゾジアゼピン系睡眠薬の 2 種類に減らしてからは状
態が安定するようになった。K さん自身が多剤処方をしない主
治医を探し当て、自らの希望する薬を処方してもらえるように
なってから、体調が安定し復職もできた。新しい主治医との関
係は良好だった。しかし、K さんが妊娠を希望し、炭酸リチウ
ムは催奇形性が高いとされているため他の薬への変更を主治
医に依頼した時に、主治医は炭酸リチウムに変わる薬などなく、
この薬をやめたら K さんは「廃人となり、二度と社会復帰でき
なくなる」と主張した。また、もし炭酸リチウムを服用したまま
妊娠出産し、万が一障害児が生まれてきた場合には病院を訴
えないよう念書をあらかじめ書くように催促した。結局、K さん
は他の病院に行くよう主治医に言われ、紹介状を持たされてそ
の病院から追放された。病院の精神保健福祉士に相談したが、
主治医の言うとおりだと言われるだけだった。この出来事によ
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る。http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/01/s0126-5b5.
html（2016 年 8 月 26 日取得）

27  K さんの断薬時のエピソードについては、注 23 を参照。
28  デパスは日本で最も処方されている抗不安薬である。精神科

や心療内科だけでなく、内科や整形外科などでもよく処方され
ている。これまで向精神薬に指定されていなかったため、処方
制限がなかった。2016 年 9 月より法律改正され、アモバンと
ともに向精神薬に指定された。他科でデパスを処方されたこと
がきっかけで、精神科にかかるようになった人は筆者が実施し
た調査では、B さんと K さんである。デパスは短時間作用型で
あり、効き目が鋭く、作用が短時間で切れるところから、薬物
依存を引き起こしやすいことが指摘されている。

29  「いや、本当だまされたな」と B さんは語っている。その薬に
効果があると感じられることが、その薬を適応症とする疾患で
ある根拠とするような医師の表現は、他の人の語りでも出てき
た。K さんは催奇形性の問題により主治医より実質的に診療拒
否された後、他の病院でセカンド・オピニオンを求めた。K さ
んは自分が本当に双極性障害なのかどうかを尋ねたが、担当
医より「リーマス（炭酸リチウム）で安定しているなら、双極
性障害なのでしょう」と言われた。「正常な人がリーマスを飲む
と、どうなるのですか？」と K さんがさらに尋ねたところ、担当
医は「それはわからない」と答えたという。田島によれば、向
精神薬の作用の「疾患中心モデルでは、薬物は異常な脳の状
態を正常化し、治療の効果は推定される病態に対して発揮され
る。また薬物の効果は、病態のない健常者と患者では異なっ
ていると考えられている。薬物の役割は糖尿病に対するインス
リンのようなものである」（田島 2011:137）。これに対して、「薬
物中心モデルでは、薬物はむしろ異常な脳の状態を生じると考
えられている。治療の効果は薬物が投与される社会的な文脈
すなわち状況によって異なると考えられる。疾患モデルとは異
なり、薬物の効果も健常者と患者の間で違いがない。ちょうど
社交不安に対するアルコールのようなものである」（同書 :138）。

30  医薬品添付文書によるドグマチールの効能・効果は、「胃・
十二指腸潰瘍、統合失調症、うつ病・うつ状態」である。もと
もと胃薬として開発されたが、高用量で向精神薬の作用がある
ことが発見された。精神科で処方される場合には、抗うつ薬と
して処方される場合が多い。

31  このような処方が行われていた数か月後、B さんは激しい腹痛
を感じ、肝炎により総合病院に緊急入院した。数値が改善して
退院となったが、依然として体調がすぐれなかったため、別の
病院を受診したところ、胆嚢が腫れていることがわかり、胆嚢
摘出手術を受けることになった。しかし胆嚢と肝臓が癒着して
いたために、手術は長時間に及んだという。手術後も、「腎盂炎、
膀胱炎、ぎっくり腰、耳管開放症、顎関節症」など、B さんは
さまざまな病気や不調に襲われた。全身の痛みも酷く、死んで
しまおうかと思いつめていた。そのような時に、職場の同僚か
ら神道系宗教の道場に来るようにと誘われた。ふだんから悩み
を聞いてもらっている友人でもあり、職場で無自覚なまま「便
失禁」してしまったショックもあり「カルト」ではないかと警戒
しながらも B さんはその道場に行ってみることにした。道場で
導師により「手かざし」を受け、B さんは神秘的な体験をした。
そのことをきっかけに症状が劇的に軽減し、B さんは道場に通
うようになった。薬の害を強く認識するようになったことと、道
場での体験により「神様の存在を感じられるようになったこと」
により、B さんはその後、自力で断薬した。

32  古川（2012）によれば、FDA の臨床試験データを基にしたメ
タアナリシスでは、抗うつ薬の投与によって、投与しなければ
見られなかった希死念慮や自殺企図が 60 ～ 100 人に 1 人発
生しうるという結果（若年層では 2 ～ 3 倍）が出ている。

33  厚労省は、精神科の多剤処方と過量服薬との関連について
認識し、特にこの問題を自殺対策との関連から重視している。

2010 年 6 月 24 日、地方自治体や医療関係団体に対して「向
精神薬等の過量服薬を背景とする自殺について」と題した通知
を発信した。向精神薬の「投与日数や投与量」に対する注意
喚起を促す内容だった。この通知には、注意喚起を促す理由と
して、①最近の厚生労働科学研究において、精神科に受診し
ていた自殺者が自殺時に向精神薬等の過量服薬を行っていた
例が多くみられたという調査結果が出たこと。②最近のマスコ
ミ報道にもみられるように、向精神薬の適切な処方に対する国
民の関心が高まっていることの 2 点が挙げられ、以上を踏まえ
て「自殺念慮等を適切に評価したうえで、自殺傾向が認められ
る患者に向精神薬等を処方する場合には、個々の患者の状況
を踏まえて、投与日数や投与量に注意を払うなど、一層の配慮
を行っていただくよう」にと周知を依頼する内容になっている。
さらに、2010 年 9 月 9 日には、「自殺・うつ病等対策プロジェ
クトチーム」が「過量服薬への取組－薬物治療のみに頼らな
い診療体制の構築に向けて－」をまとめている。その中で、(1)
うつ病等により精神科や心療内科を受診している患者が処方さ
れた薬を用いて過量服薬をする例があること、 (2) 厚労省として
は、自殺対策として、過量服薬問題に取り組む必要があると認
識していること、(3) 過量服薬の背景には、諸外国と比較して
我が国の精神科医療においては多種類の薬剤が投与されてい
る、いわゆる多剤投与の実態が過量服薬の課題の背景にもあ
ることを厚生労働省も認識していることなどが述べられている。

34  たとえば、K さんの場合、受診 2 年目の処方は次の通りだった。
　　　パキシル　40mg
　　　デプロメール　150mg
　　　トフラニール　150mg
　　　ワイパックス　3mg
　　　ランドセン　1.5mg
　　　チスタニン糖衣錠　600mg
　　　メトリジン　4mg
　　　酸化マグネシウム　2mg
　  ランドセンはベンゾジアゼピン系抗てんかん薬、チスタニンは

痰を切りやすくする薬、メトリジンは血圧を上げる薬。酸化マグ
ネシウムは下剤である。向精神薬による治療によって体調が悪
化することで、向精神薬以外の薬も処方されるようになる。この
頃に K さんは過量服薬を起こし、大学病院の ICU に救急搬送
された。しかし、退院後にかかりつけの精神科クリニックに通院
したところ、過量服薬をしたことは伝わっていたにもかかわらず、
処方は見直されなかった。当時の 1 ヶ月分の診療報酬点数は
およそ 1000 点である。また、調剤保険点数は 3600 点であり、
医療費は月 4 万 6 千円である。K さんは自立支援医療（通院）
を利用していたため、自己負担は 1 割（月 5000 円弱）だった。
なお、過量服薬によって救急搬送された時の保険点数はおよそ
19000 点だった。

35  この 3 名は休職期間が長引いた点も共通している。
36  A さんは 2 週間に 1 回、定期的に通院していたが、そのうち

2 回に 1 回は窓口で処方箋を受け取るだけだった。それは A
さんが希望したわけではなく、当初からそのような形になって
いたという。「次の時は受付に来てくれたら、処方箋だけを渡し
ます」と主治医に言われたのだという。開示した診療報酬明細
書（レセプト）によると、診察を受けた時は実際の主治医の氏
名が記録されているが、窓口で処方箋のみ受け取る回は会っ
たこともない知らない医師の氏名が記録されていることがわ
かった。記録として残っているのは、2008 年 11 月から 2009
年 9 月までである。それ以前の記録は期限切れにより開示され
なかったが、このような診療形態が始まったのはこの病院に通
院するようになった 2008 年 4 月からであるという。

37  向精神薬の副作用として性的な機能障害が起きる場合がある。
これは本人からは口に出しにくい問題である。山梨宗治（NPO
法人全国精神障害者ネットワーク協議会事務局長）は、「妊娠
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した」と述べている（伊豫 2013: ⅳ）。ドパミン過感受性精神
病は、抗精神病薬によってドパミンを遮断し続けてしまうことに
よって、「受容体のアップレギュレーション」など、「そういっ
た薬を投与していることに対応するためのいろいろな脳の中で
の動きが起こる」ことによって起こると説明されている（伊豫 
2013:13）。ウィタカーによれば、このような向精神薬による受
容体の反応は、抗精神病薬だけでなく、抗うつ薬やベンゾジ
アゼピン系薬剤でも同様の現象が起きることが指摘されている

（Whitaker 2011=2012）。また、精神病のモノアミン仮説（統
合失調症のドパミン仮説とうつ病のセロトニン仮説）は、多く
の研究者がその真偽を確かめるべく研究を行ってきたが、未だ
説得力ある科学的根拠は見つかっていない。向精神薬の使用
が長期的な転帰を改善するという十分な証拠も見つかっていな
いうえ、むしろ向精神薬の服用は、慢性化や悪化を引き起こし
ているというデータがある。ウィタカーは、薬物療法が慢性化・
遷延化をもたらす要因として、向精神薬が「脳内の神経伝達物
質に混乱」をもたらし、「不可逆的に受容体を変化させる」ため、
長期的な転帰が悪化するのではないかという説を紹介している
(Whitaker 2011=2012:234)。向精神薬の服用がどれぐらいの
ダメージを脳に与え、またそこからの回復がどれだけ可能であ
るかは不明であるが、調査協力者たちの語りにおいては、認知
機能の低下など脳の機能の障害を後遺症として挙げる人が多
かった。

42  佐藤はこの点に関連して、次のように述べているが同感である。
「自殺対策の一つとして、うつ病対策を進めることは間違いで
はない。問題は、心因性や軽いうつ状態の人までが薬物偏重
のうつ病治療にからめ捕られたことにあった。こうした人たちへ
の薬物投与は、克服すべき問題から遠ざけて気晴らしの酒を
与えるようなもので、仕事上のストレスや借金、失業、家庭不
和、身体疾患、性格的な弱点など、落ち込む原因となった様々
な問題や苦悩が置き去りにされ、かえって追い込まれるケース
が続出した」（佐藤 2013:145）。

43  G さんだけが、新しく担当になった医師による指摘で、断薬を
行っている。G さんが他の断薬者と違う点は、精神科医から、
これまで受けてきた治療が間違いであり、うつ病ではなかった
と指摘されたことと、その医師のもとで充分なサポートを得な
がら減断薬を行ったことである。主治医に絶望して孤独な中で
行う断薬と、そうでない状況で行う断薬を単純に比較すること
はできない。しかし、医者が自ら過去の治療の間違いを認める
ことは、被害者に大きな癒しを与える可能性がある。たとえ謝
罪するのが、被害をもたらした医師とは異なる医師だったとし
てもである。

44  メダワーとハードンは、「善意の陰謀」という観点から、製薬
会社が推進する「医療化」を捉えている。以下にメダワーたち
が述べている薬に対する人々のある種の観念、まさに認知バイ
アスこそが、薬の開発・販売・処方・服用を推進する重要な
要因になっている。「人々が虜になるのは薬剤自身の力による
だけではなく、薬剤が精神的苦痛を消散させてくれるという観
念のせいでもある。権力と依存の微妙な相互作用が、あたか
も『善意の陰謀（Conspiracy of Goodwill）』とでもいうべき力
を通じて「病気作り/ 薬漬け（medicalization）」のプロセスを
促進しているのである。医薬品の中核には、恐怖、霊感、希望、
夢などの底知れない混合物を基盤とした、この繊細だが強力な
相互依存性がある。『善意の陰謀』の根底にあるのは、薬剤は
安全かつ有効であるべきであり、それ以下の何者でもあっては
ならない、というすべての医療当事者（保健医療専門家、政
府、製造者、使用者）の熱い願いである。そしてその下には、
飽くなき欲望、満たされぬ要求、失望した期待、また時には、
物事がうまく行かない場合の強引な拒絶といったリスクが横た
わっている。（Medawar & Hardon:2004=2005:16）

45  佐藤もこの問題を指摘している。「精神科で不当な扱いを受

をしていないのに、乳汁が出たり、生理が止まったり、無排卵
生理がおきたり、性欲がなくなったり、勃起不全がおきたりす
る障害」であるとし、「こうした影響で、子供をつくることがで
きない身体であると思い、結婚をあきらめてしまう人も当然」
いると説明している。そして、昔は法律によって障害者に断種
することができたが、今日、薬の副作用で性機能障害が起きて
しまうことは「一種の薬による断種と同じだと私は思って」いる
と述べている（山梨 2013:16-17）。生殖機能の障害により子
どもを作れないと思い、自分は一人前ではないのだという意識
を持つようになるだけでなく、快楽やコミュニケーション手段と
しての性に制限をもたらされることも大きな問題である。イタリ
アの映画「人生、ここにあり」では、この問題が正面から取り
上げられていた。薬の副作用により勃起障害や性欲減退に悩
む男性患者たちが減薬によって機能を取り戻し、みんなで買春
に行くシーンが描かれている。買春についての是非はここでは
議論しないが、「売春婦」にあらかじめ事情を話して交渉の上、
その行為を行っていることを付け加えておく。逆に、向精神薬
の副作用による性欲の異常亢進によって、風俗通いを頻繁に繰
り返したり、露出行為をしたり、好きでもない人とのゆきすがり
の性交を行ってしまったと語っている人が複数いた。

38  市民の人権擁護の会（CCHR）は、「1969 年にサイエントロ
ジー教会とトーマス ･ サズ精神医学名誉教授によって設立され」
た「非営利の精神保健監視団体」であり、「精神保健の分野に、
人権を取り戻すため」の活動を行っている。CCHR のホームペー
ジより。http://jp.cchr.org/about-us/what-is-cchr.html（2016
年 8 月 25 日取得）

39   「リタリン中毒」について D さんは次のようにその時の状態を
語っている。「もう朝も昼もなく、ずっと起きてられるという状況。
あと誇大妄想があって、これは夜中に神様の声が聞こえてきた
りとか、幻聴も含んでいるんだと思うんですけど。あと、神様
に自分が選ばれてるとかっていう変な妄想にとりつかれたこと
があったりとか、あと、感覚的に、背筋がぞくぞくっとしてきて、
天から霊的なものが自分の体にガーッと入ってきて、のりうつっ
たような感覚とかっていうのがありました。これは、感覚も伴っ
たような形の妄想だと思うんですけど、そういう妄想があったの
と、あと、リタリンを飲んですぐ、30 分後から２時間後ぐらい
までは、ものすごい幸福感があると。あと、食欲が全くなかっ
たので食べ物を本当に食べなかった。食べるものは、お腹す
いたときに何を食べるかといったらコンビニ弁当なんです（笑）。
僕ずっとおばあちゃんに食事をつくってもらってたので、食事の
大切さって、ある程度理解してたつもりだったし、大学に入って
１人暮らししても、本当に自分で手づくりしたりとか。あと、近
所でもわりとおばちゃんが手づくりでつくってくれるような定食
屋選んで行ってたようなタイプだったのに、このときばかりは食
事に気をつける気持ちっていうのは、完全に抜け落ちてしまっ
て、食べることの大切さっていうのを失ってしまったんです。食
べることより、リタリンを飲むほうが自分にとっては重要だった
時期なので」。

40  リタリン乱用が社会問題化した結果、2007 年 10 月 26 日、
リタリンの適応症からうつ病が除外され、適応症はナルコレプ
シーのみとなった。また、同日、リタリンと同じ成分（塩酸メ
チルフェニデート）の徐放剤「コンサータ」が認可され、適応
症は、小児期における注意欠陥 / 多動性障害（AD/HD）とさ
れた。

41  伊豫雅臣（千葉大学大学院医学研究院精神医学）らは、抗
精神病薬の投与により「ドパミン過感受性精神病」、すなわち
薬剤性統合失調症が作りだされるという病態仮説を提示してい
る。「自分自身の治療経験を振り返っても、患者さんを治すた
めに正しいと思って行ってきたことが、長期的にみると却って
患者さんにはマイナスになっていたのかもしれないという自分
たちの仮説の結果に当惑し、また残念に思わざるを得ませんで
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けた被害者が、その問題を公に訴えても、そうした行動自体
が『反社会的』『被害妄想的』『病気の証』とされ、訴えは
無視されてしまう。そして真の問題が隠蔽され続ける」（佐藤 
2013:127）。

46  B さん、E さん、J さんも子育て中の母親たちだった。小さな
子どもを抱え、本来であれば、育児や家事をこなす必要があっ
た。しかし、精神科の薬を処方されたために、日中も強烈な眠
気が出てしまい、育児も家事もじゅうぶんにできなくなったと述
べている。彼女たちはもともと育児や家事ができなかったので
はなく、それなりにこなしていたことが重要である。処方を通じ
てむしろ育児・家事の能力が低下したことを問題にしているの
である。J さんにいたっては、「育児心理科」という名称から、
本人は精神科であることを認識しないまま、子育ての悩みを相
談できると思って通院していた。J さんは超低出生体重児を出
産し、自宅で子育てをしていた。出生児の体重が 1㎏未満の小
さな子どもの子育ては情報も少なく、大変なものである。出産
した先の周産期医療センターでの紹介により、受診することに
したのである。しかし、J さんにはベンゾジアゼピン系睡眠薬
等が処方され、服薬による眠気やだるさに悩まされた。転倒も
経験している。小さな子どもを抱える母親に対して向精神薬を
処方すること自体が母子の立場に寄り添っていないと J さんは
批判している。


