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精神医療国家賠償請求訴訟に関わる 

証言聴き取りへのご協力のお願い 【当事者・家族用】 

精神国賠研では、精神国賠訴訟を進めていくために「証言陳述書」集めの活動を始め

ることになりました。精神科病院に入院して悲しい思いをしているのは、原告の伊藤さんだ

けではないことを、裁判官に伝えるための大切な証拠書類になります。 

別紙の「陳述書記載例」は、多くの精神医療ユーザー（入院経験のある患者・家族）の

「証言」を集めるために、架空の事例をもとに記入モデル例として作成されたものです。 

会員の身近な方で、聴き取り（あるいは自身で記入）に協力していただけそうな方がい

らっしゃれば、ぜひ参考にしてください。 

聴き取りにあたっては、以下の点に留意してくださるよう、お願いいたします。 

①原告の伊藤さん同様に、長期入院（目安として入院期間１年以上）を体験された方が望

ましいですが、１年未満の方の入院体験を通しての訴えも、ぜひお聞かせください。 

②個人情報に関わる事柄を取り扱いますので、別紙の「聴き取りに当たっての説明文書

の内容」を、ご本人に十分に説明し、よく理解をしていただいた上で、必ず承諾を得るよう

にしてください。 

③あくまでも、ご本人の自由意思に基づく聴き取りになりますので、無理強いにならぬよう

特に注意してください。 

④聴き取りを担当された会員の方は、秘密を厳守するとともに、情報が漏洩せぬようデー

タの取り扱いには、必ずパスワードをかけるなど管理を徹底してください。 

⑤聴き取った内容を、「証言陳述書（記入シート）」に簡潔に要約して、まとめてください。

お一人につき、A4 用紙２枚程度でまとめていただければ幸いです。 

⑥聴き取りをさせていただいたご本人から、不安な点や心配な点の相談を受けた場合に

は、そのお気持ちを受け止めて、相談に乗ってください。 

⑦もし、「証言」を提出することに、ご本人の不安や心配が強い場合には、無理をしないで

提出を保留もしくは取り下げてください。 

⑧聴き取り者自身で判断がつかない時には、精神国賠研の相談部会にご相談ください。 

⇒電話：03－6820－1198 あるいは ０３－６２６０－９８２７ へ 

（10：00～20：00 相談電話担当者が交代で電話をお受けしています） 

  メール：seishin.kokubai@gmail.com 

⑨この聴き取りに関する文書は、会員のお手元限りとし、不特定多数の方に配布したり、ネ

ットに拡散する等は決してしないでください。裁判資料の守秘にご理解をお願いします。 
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証言聴き取りにあたっての説明文書 

【当事者・家族用】 

今回お聴きするのは、精神国賠訴訟の原告を支援するための裁判資料として、多くの精

神医療ユーザー（入院経験のある患者・家族）の「証言」を集めるためのものです。 

聴き取りの趣旨をご理解いただき、あなたの精神科病院での体験を教えていただけれ

ば幸いです。 

1) 聴き取りへの協力について 

 聴き取りにご協力いただくか否かは、あなたの自由意思です。ご協力いただけない場合

でも、あなたに不利益は全く生じません。 

 聴き取りへの協力にあたっては、以下のことをご承知おきください。 

①ご協力いただいた方の陳述書が、実際に裁判で採用されるかどうかの判断は、弁護団

に委ねられています。匿名化して使われる場合や、一部抜粋して使われる場合のほか、使

われないこともあることをご了解ください。裁判所に提出する際には、弁護士よりご本人に

確認をした上で、了承を得てから提出します。 

②裁判資料として採用された際には、裁判所に提出され、裁判官と被告国側に写しが手

渡されます。また、裁判記録の証拠資料として閲覧可能になることをご了解ください。 

③このため、匿名を希望し個人を特定されたくない場合には、被告国側や閲覧者に伝わっ

ても良いところまでの記載に止めてください。 

（例えば、「東京都 A 病院へ 24～3４歳まで１０年間入院、４０歳埼玉県在住、男性」等と

記載するなど） 

④聴き取りの際に、細かな年月日や固有名詞を記録してあっても、実際に裁判所に提出

の際には、ご本人のご希望により「××年××月」「○○市の●●病院」等の伏字に加工し

て提出することは可能です。 

⑤裁判所に提出する段階で、個人情報に関わる記載内容について、弁護団側で一部記

載を修正して、黒塗り等の加工をすることがあります。 

2) 協力の中断 

 もし、いったん聴き取りに同意しても、心配や不安がある時には、裁判所に提出されるま

では、いつでも同意を撤回したり、内容の書き換えは可能です。 

協力を撤回しても、それによってあなたに不利益が生じることは決してありません。 

同意を撤回した場合には、あなたに関わる全てのデータを破棄し、今後の裁判や研究
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会の活動等には用いません。 

同意を撤回する場合は、聴き取りをさせていただいた担当者にご一報ください。 

 

３) 情報の管理 

①この聴き取り調査の内容は、精神国賠の訴訟資料以外に流用されることは、決してあり

ません。 

②Zoom などオンラインで聴き取りを実施する場合には、セキュリティ対策には万全の配

慮をします。 

③この聴き取りの対象者のプライバシー情報は厳重に管理します。録画、録音、文書デー

タは暗号化した電子データとして、パスワード入力が必要な電子記憶媒体（USB メモリ

等）に保存し、鍵のかかる安全な場所にて保管します。 

④記録データの保管期間は、精神国賠訴訟の終了時までとします。 

⑤ 聴き取りインタビューの際に、ご了解頂ければ IC レコーダーによる録音と筆記による

記録をおこなわせていただきます。音声データは、決して外部に出ることがないよう厳重に

管理します。 

 

４）問い合せ 

①この聴き取りについて、わからないことがあれば、聴き取り担当者に、なんでもお尋ねく

ださい。 

  不安なことや心配なことがあれば、ぜひ聴き取り担当者にご相談ください。 

②裁判のことについて不明な点は、パンフレットもしくはホームページをご覧いただくか、以

下の精神国賠研の相談電話にご連絡ください。 

⇒電話：03－6820－1198 あるいは ０３－６２６０－９８２７ へ 

（10：00～20：00 相談電話担当者が交代で電話をお受けしています） 

  メール：seishin.kokubai@gmail.com 
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精神医療国家賠償請求訴訟研究会 【取り扱い注意】 

精神医療国家賠償請求訴訟に関わる陳述書 

【当事者用：記載モデル例】 

※以下、青字が記載項目、黒字が記載モデル例本文、赤字が留意事項を示しています。 

※記載モデル本文は 2400 字程度（A４用紙で 2 枚程度）に簡潔にまとめてください。 

※この書類は、会員のお手元限りとし、不特定多数の方に配布・配信はしないでください。 

記載（聴き取り）日時                 

２０２１年１０月１日 １３：３０～１５：００ 

聴き取り者氏名                       

自署      東 谷  太 郎     ㊞ 

聴き取り者連絡先                     

電話  ０８０－１２３４－５６７８      

※裁判所に証拠として示すには、聴き取りした方の自署＋印鑑（三文判で可）が必須です。 

※後日、弁護士より確認をさせて頂きますので、直接つながる連絡先は必須です。 

 

1. お名前：古屋 次郎さん（仮名）   年齢：55 歳   性別：男性 

※できれば実名を伺いたいところです。実名を出すことに、ご本人の抵抗や不安があれば、仮名や伏

せ字にすることも可能です。 

※証言聴き取り件数が多ければ（100 件程度）、匿名でも一定程度の信頼性は担保できます。 

 

2．診断名：統合失調症 

※ご本人が診断名や病気の説明を受けてなければ、「不明」でも可です。 

※診断名が途中で変遷している場合もありますが、診断書等で明らかになっているものを、一つ記載

していただければ大丈夫です。 

 

３．入院までの生活と入院のきっかけ（学歴、職歴等、差し支えない範囲で） 

高校卒業後、地元の会社に就職し、営業の仕事をしていました。2 年ほど経った頃から幻

聴が聞こえ、体調もすぐれず、会社に行けなくなりました。家族から仕事に行くよう促されても、

自分ではどうにもなりませんでした。心配した母親が私を精神科病院に連れていき、入院に

なりました。 

※発病前の生育歴や、発病後の病歴を細かく聞く必要はありません。主に発症に至る経過と入院に

至るきっかけ等を聞いてください。 

※ここでは細かな年月日は不要です。大まかな生活史が把握できれば結構です。 
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４．入院した病院名、期間、入院形態、その時の状況と感じたこと 

・第 1 回目入院：○○市の●●病院、1986 年 7 月 15 日～1988 年 1 月 10 日。医療保

護入院 

最初の入院をした時は、精神病院に入れられたこともショックで、混乱の中で鉄格子に頭

を打ち続けていると、保護室に隔離されました。真夏にエアコンもない蒸し暑い部屋に入れら

れ、トイレの悪臭が漂うひどい環境でした。薬で治療し、そのうち落ち着きましたが、1 年半く

らい退院させてもらえませんでした。 

・1989 年～1990 年頃：退院後は１年くらい通院していました。自宅から外来に通って薬を

飲み、1 年後にはアルバイトに就きましたが、長続きしませんでした。とても疲れやすく、集中

できなくてぼーっとしてしまうのは、薬のせいに感じられて、しばらく飲みませんでした。また幻

聴が聞こえ始め、会社の上司に抗議をしていたところを止められ、無理やり精神科病院に連

れていかれました。 

・2 回目入院：○○市の●●病院、1990 年 2 月 15 日～2008 年 3 月 10 日。医療保護

入院 

2 回目の入院は 18 年に及びました。最初の 1 年は、閉鎖病棟で幻聴や妄想に悩まされ

ていましたが、その後落ち着きました。入院を証明する書類は、わたしは見たことはありません。 

病棟には 80 人くらいの人が入院していて、長い人だと 30 年以上の人もいました。自分

は退院したい気持ちがずっとありましたが、「ずっとここにいるつもり」という人もいて、信じら

れませんでした。 

病棟は最初は畳敷きの狭い空間で、ひどい環境でした。途中できれいな新館の病棟もで

きましたが、長期入院の私たちは、古い汚い病棟のままでした。職員も少ないせいか、ほとん

ど個別に関わってもらえた記憶はありません。 

・2008 年～現在：2 回目の長期入院して退院後は、ずっと通院して、薬も飲んでいます。外

来に 2 週間に 1 回受診して、地元の地域活動支援センターに通っていました。 

※ここでは、事実とその時の思いを時系列で整理し、最も不当に感じた時の入院に焦点化して尋ね

てください。入院と入院の間の通院期間の生活も簡潔に記述してください。 

※詳しい入院年月日・退院年月日、入院形態などがわかれば、なお良いですが、個人特定の不安等

が示されるようであれば、入退院年と期間をお聴きください。 

※入院を証明できる書類があればベターです。病院が発行する診断書・入院証明書のほか、障害年

金や精神保健福祉手帳の診断書など、入院期間等が記載されていれば大丈夫です。 

※退院後の外来通院治療期間、治療の種類（外来診察のみ、デイケア、作業療法など）、服薬の状

況などもお聴きしてください。 

※ご本人が病院名を出すことに抵抗がある場合には、記録上は記しても、裁判資料として提出する際

には黒塗りも可です。 

※家族や医療従事者からの証言を得る際にも、入院期間・在職期間などをお聴きください。 
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５．入院中に最も不当に感じた（ている）入院の詳細を教えてください。 

（①退院意思を表明したか否か、②長期入院となった理由、③入院中の処遇での不満（権

利侵害）、④退院の決め手、などについて、本人の思いを簡潔に記述してください） 

① 入院中に退院の意思を示されましたか。 

18 年間の入院中、最初はずっと「退院したい」と言っていましたが、主治医や看護師は

「よくなったら、退院だから」とは言いましたが、病気の状態やどのぐらいでよくなるか、具体

的なことは何も教えてくれませんでした。面会に来てくれていた母に「退院させてくれ」と言い

ましたが、「病気が良くなって、先生が大丈夫と言ったら」と言われました。早く退院したかっ

たけど、何回も何回もダメと言われ続けていたので、また「まだダメ」と言われるのが怖くて、

入院後 7～8 年経ってからは、だんだん聞けなくなりました。自分ではずっと退院を願っていま

した。けれど、もう誰にもそう言えず、18 年間、結局退院できませんでした。いつからか、自分

は退院できないんだ、一生ここで暮らすんだと思うようになりました。 

※退院をしたいと表明した事実があったかどうかは重要です。無かった場合にも、意思表示ができな

かったのはなぜか、ご本人のお気持ちをお聴きしてください。 

※入院が長期に及ぶ方であれば、入院中の退院への思いなどをお聴きください。 

② 長期入院となった理由 

入院して 5 年後に父親が先に亡くなり、10 年後には保護者だった母親も亡くなり、もう帰

れる場所もなくなってしまったからです。妹も、わたしが入院中に結婚して他県に行ってから

は、会う機会もほとんどなくなりました。両親が死んでからは任意入院になっていましたが、主

治医からは「家族の同意がなければ、退院は無理です」と言われていたので。自分の意志だ

けではどうしようもありませんでした。 

※退院を阻害する要因にはいろいろな事柄が関連していると思われますが、ご本人の主観的な判断

で構いませんので、なぜ退院できずに入院が長期化したのかをお聴きください。 

③ 入院中の処遇での不満（権利侵害） 

入院は 18 年に及びました。長過ぎます。病棟では、毎日毎日同じことの繰り返しです。主

治医からいわれて作業療法の活動には出ていましたが、毎日毎日ただずっと紙袋を作る単

純作業で。いくら頑張っても、1 ヶ月の工賃は 1000 円にもなりませんでした。あとは、病棟で

テレビを見てるか、病室でゴロゴロしているしかありませんでした。 

わたしは医療保護入院で、電話の制限や外出の制限がありました。欲しいものを買うこと

もできず、箸が折れてもテープで巻いて使っていました。家族が 1 年に数回来た時に頼んで、

次に来た時に持ってきてもらうので、不自由ばかりです。 

あとに入院した人が先に退院していった時のやるせない思いは、言葉にできないです。退

院する思いを失ってしまった人たちが多すぎます。何十年もいると、外にでることが怖くなるん

です。このまま病院がいいと言っているけれど、本心の思いではないです。もう、心を殺さない

と生きられないからです。 
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何か不満を看護師に言うと、すぐ病状のせいにされました。いつも、「忙しい、忙しい」と言

って、ほんの数秒の立ち話でさえ、聞いてもらえなかったです。黙っている方が退院に近づくと

思って、できるだけ我慢して何も言わないことにしました。いろいろしつこく要求をしてる患者

は、「具合が悪い」と言われて隔離され、ずっと身体拘束されたまま出してもらえないひともい

ました。 

※取り合ってもらえない、きつい言葉や邪険にされた悔しい思い出、明らかな権利侵害（拘束・暴力・

暴言等）など、多々エピソードはあると思われます。 

※しかし、主観的な不満が前面に出ると客観性が保てないので、どのような事実があったかをお聴き

するようにしてください。 

※長期入院を体験した方であれば、今振り返っての思いなどを聴き取ってください。 

※家族の方であれば、医療従事者とのかかわりや病院内で見聞したことなどをお聴きしてください。 

※医療従事者の場合には、自身が直接体験したことを中心に、院内で見聞したことなどもお聴きして

ください。 

④ 退院の決め手となったこと 

両親が相次いで亡くなり、わたしの入院費を負担できるひとがいなくなりました。病院のワ

ーカーが福祉事務所に相談し、生活保護を受給できるようにしてくれました。たまたま、病院

が退院促進を進めることになり、地域移行支援というスタッフの人がいろいろ手伝ってくれた

りして、グループホームに空きがあって入れました。 

現在は、地元の事業所のピアスタッフになりました。週 3 回働いています。病棟に出かけて

いって入院患者さんたちと話をしたり、地域移行支援の外出同行をやっています。 

※退院を促進した要因も様々な事柄があるでしょうが、ご本人の主観や具体的な経過の聴き取りで

可です。 

 

６．あなたが経験したことを繰り返さないために精神科医療にどう変わって欲しいか、ご意見

をお聞かせください。 

ふつう病院はすぐ退院させるところだと思っていました。でも、精神科は違って、退院させる

つもりがないように思いました。同室の人たちは、普通の人たちで、なぜずっと入院している

のか、わたしにはわかりませんでした。 

わたしは自分の人生を 18 年失ったと思います。人生で一番輝く 20 代、30 代の時期をも

う取り返すことができません。同じ思いをする人が一人でも少なくなってほしいです。 

やはり、入院する時には説明がほしいです。状態が悪くて、話が理解できなくても、あとで

落ち着いた時に、どんな病気で、いつ頃退院できるのかを教えてほしいです。先のことがわか

らないまま、ずっと時間が過ぎると、気持ちがあせります。でも、どうすることもできないので、

あきらめの気持ちになります。他にも退院できる人がたくさんいます。この人たちを普通の生

活に戻してほしいです。 
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※ご本人が体験したことをベースに、精神科医療への思いを率直に語って頂ければ結構です。 

※ご本人が他の方から聞いたことや、マスコミやネットの情報、諸外国との違い、政治の話など色々

出る可能性がありますが、あくまでご自身の体験をベースにお聞きします。 

※家族や医療従事者の方への聴き取りも同様です。 

※精神科医療の改善点、何をどうして欲しいなど、希望を具体的に聴き取ってください。 

 

以上 


