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研究の概要

アジア太平洋地域では、障害を有することによっ
て失われた年数（以下、YLD）の原因疾患の第
2 位は精神疾患です。しかし、こうした患者の半
数以上が何らかの医学的な治療を受けられてい
る国・地域はありません。これは一過性の危機
ではありません。これが常態化しているのです。

世界では政策決定者や医療界がこの問題に気
付き始めています。日本では 2012 年に医療法
に定める 5 疾病の一つに加えられました。中
国では 2012 年に、初の精神衛生法が制定さ
れました。2014 年にはインドネシアの国内法
が大幅に近代化され、インドでも初の精神衛
生政策が採用されました。また国際的なレベ
ルでは、APEC および ASEAN もこれらの問題
への取り組みを開始しました。

本報告書で取り上げる 15 の国と法的管轄地域 1

（以下、本書内では単に国と表記します）では、
精神疾患を抱える人々を入院治療や施設入所以
外の方法で治療し、彼らが地域社会に受け入れ
られるよう支援することを目指しています。エコ
ノミスト・インテリジェンス・ユニット（The 
Economist Intelligence Unit/EIU） は 本 研 究 に
おいて、 ヤンセン・アジア太平洋（Janssen 
Asia Pacific）の協賛の下、アジア太平洋地域の
国々におけるこうした問題に関する取り組みの
現状を検証します。そのために、地域社会への
統合に関連した各分野の取り組み状況を数値化
したインデックスを利用し、さらに各国および
国際的なメンタルヘルスケアの専門家 19 名へ
のインタビュー、ならびに大規模な机上調査を
実施しています。主な見解は以下の通りです。

精神疾患は、アジア太平洋地域の医療および
経済に対する負荷を増大させています。1990
年代に導入された測定法を用いることによって、
かつてはわからなかった精神疾患による損失が
明らかになっています。平均すると、調査対象
となった 15 の国々における YLD の 5 分の 1 以
上、および障害調整生存年数（以下、DALY：
YLD と早期死亡によって失われた年数の合計）
の 9.3% が精神疾患に起因するものです。イン
ドおよび中国では、2030 年までに精神疾患に
よる経済成長の減少額が 11 兆ドルに達すると
みられています。現時点で、精神疾患によって
オーストラリアでは GDP が 3.5%、ニュージー
ランドでは 5% 減少しています。特に韓国や日
本で大きな問題となっている自殺の影響は、こ
れらの計算には含まれていないため、精神疾
患による人的および経済的負担は、実際はさら
に深刻である可能性が高いと言えるでしょう。

精神疾患による相対的な影響は増加していま
す。年齢で標準化した DALY によると、精神疾
患による絶対的負荷量については、どの調査
対象国でもわずかな変化が見られるのみで、
経済成長と個々のリスクの間に明確な関連は認
められません。それでもなお、精神疾患はそ
の他の疾患よりも早急に症状が進行するため、
精神疾患に起因する医療負担の割合が増加し、
公衆衛生における重要性が高まっています。

治療を受けていない患者があまりにも多いの
が現状です。オーストラリアやシンガポールな
どの国では、精神疾患患者のうち治療を受け
ているのは半数未満で、インドや中国に至って
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は、わずか 10 分の 1 程度です。これらは先進
国および途上国全体を対象とした推定値に一
致します。さらに悪いことに、これらの治療の
多くは不十分あるいは不適切だということも分
かっています。オーストラリアでは不安障害患
者のうち「適切な」治療を受けているのはわ
ずか 16% です。

理想は「患者を中心とした」「地域社会が基盤の」
「統合的な医療サービスの提供」ですが、現実

は異なります。現在、治療の目的は精神疾患
患者の「リカバリー」をサポートすることです。
これは要するに、彼らが地域社会において意
義のある生活 ‐ 自らがそのように感じられる
生活 ‐ を送れるようになることを意味します。
これには医療、社会、住宅および雇用の統合
的なサービスが必要です。こうした支援方法は、
過去何十年にもわたって、最適な方法と考えら
れており、今回の調査対象国の行政機関で現
在もそのように認識されています。しかし多く
の国々では、いまだに病院での治療が主流と
なっています。

作成されたインデックスからは、メンタルヘル
スケアの地域への統合という観点から、対象国
が 4 つのグループに分類されることが明らかに
なっています。各国のスコアは大きく異なり、
雇用機会に関しては 2 カ国が 100 点満点中
100 点、3 カ国は 0 点でした。しかし全体的に
は以下の 4 つのグループに明確に分類されま
した。（1）ニュージーランドおよびオーストラ
リア、（2）アジアの高所得国（台湾、シンガポー
ル、韓国、日本、香港）、（3）高中所得国（マ
レーシア、中国、タイ）、および（4）低中所
得国（インド、フィリピン、ベトナム、インドネ
シア、パキスタン）。各グループに属する国々
を見てみると、メンタルヘルスに関する取り組
みの成功と経済成長のレベルには関連がある
ことは明らかですが、さらに詳しく調査してみ
ると、経済成長だけではない様々な要因が関
与していることがわかります。

ニュージーランドおよびオーストラリア：メンタ
ルヘルス分野に多くのリソースを投入している
だけでなく、非常に優れた取り組みを行ってい
ます。この 2 カ国には、地域社会を基盤とした
ケアへの一貫した取り組みを行ってきた歴史が
あり、その中で必要なインフラの整備、実践、
および人材確保が行われています。さらに重要

なのは、この 2 カ国では、精神疾患をもつ人々
への差別や偏見が減少し、非政府および非医
療関係者らが政策決定および関連サービスの
提供において重要な役割を担うなど、文化的
にも抜本的な変化が見られたということです。
しかし今もなお、社会的に孤立している人々や
地方の住民への対策などの課題への取り組み
は続いています。

アジアの高所得国：これらの国々は高度な医療
制度を有し、政府機関は高品質の社会サービ
スの提供に必要な技術力を備えています。ま
た過去 10 年間の大半を費やして、地域社会を
基盤とした、精神疾患患者のための対策を推
し進めてきました。しかしこれらのサービスは
まだ発展途上段階であり、人材も不足していま
す。主な理由として、医療制度においては、予
算を増やしたり、訓練を受けた人材を確保した
り、様々な省庁が関与する政策を一つの方向
にまとめたり、多岐にわたる専門サービスを調
整したりするのに時間を要するということが挙
げられます。しかし、日本や韓国では入院治療
がほとんどであり、また台湾でもある程度同様
の状況であるという事実から、経済的および臨
床的な固定概念を払拭することの難しさが示さ
れています。さらに、差別や偏見への対策も
進んでいるとは言えず、むしろ状況は悪化して
いる可能性さえあり、患者の権利擁護が充分
果たされていません。しかし、自殺率について
の懸念から、メンタルヘルスに焦点を当てた政
策が維持されています。

高中所得国：これらの国々でも地域社会を基盤
としたケアへの重点的な取り組みが認められま
すが、取り組みが開始されたのは高所得国より
もごく最近のことです。さらに、マレーシアや
中国では、精神疾患をもつ人々のための地域
社会を基盤とした統合医療サービスが広がって
いますが、その一方マレーシアやタイでは専
門家による精神疾患ケア施設よりも病院を基盤
とした医療サービスの方が一般的です。メンタ
ルヘルスに必要なケア施設全般の整備と人材
育成は進みつつあるものの、治療格差が非常
に大きいことや、医師不足、医療サービスの
不足または不在、および既存の医療サービス
と医療提供者の調整不足など、高所得の国 と々
比べると取り組みは遅れており、ニーズは高まっ
ています。

理想は「患者を
中心とした」「地
域社会が基盤の」

「統合的な医療
サービスの提供」
ですが、現実は
異なります
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低中所得国：これらの国々は非常に大きな課
題を抱えています。精神疾患をもつ人々が利用
できる医療サービスはほとんどなく、メンタル
ヘルスの専門家も明らかに不足しています。医
療以外のサービスもほとんどありません。多く
のメンタルヘルスケアは大病院に集中していま
すが、その医療も不十分なことが多く、中には
人権侵害も見られるような状況です。医療制度
予算は切迫したニーズに対して不十分で、技
術的な問題から予算を十分に使いこなすことが
できません。しかしその一方、本研究でインタ
ビューに回答した専門家からは、改善の徴候
や、新たな法律制定の動きやプログラムの実
施も指摘されています。

全てのグループに共通した課題もありますが、
その詳細はそれぞれの国で異なります。

l データ：途上国では有病率に関する基本的
な情報も推測値でしかありません。経済発展国
ではこうしたデータが存在するものの、時系列
的データ（その後、患者がどうなったか、等）
に関する情報はほとんどありません。

l	地方と都市の断絶：途上国の多くでは、地方
で受けられるメンタルヘルスケアのサービスは
存在しないかごくわずかです。そのためケアを
必要とする人々は、治療を受けないままでいる
か、または高い費用をかけて通院が困難な街
の施設まで出向くことになります。裕福な国々
では対策が進んでいるものの、地方でのメンタ
ルヘルスケアサービス利用率の低さ、および
自殺率の高さから改善が必要なことが示唆され
ています。

l 差別や偏見：精神疾患をもつ人々、特に統
合失調症など重度の症状の人々への差別や偏
見はまん延しており、拘束されることもあれば、
友人から不公平な扱いを受けたと感じるなど、
その形態も様々です。またそのような病気をも
つ人々は道徳観念がなく、（物理的危険がない
にしても、社会的に）危険であるというという
潜在的な考え方も非常に多く見られます。こう
した差別や偏見への対策には、文化面の抜本
的な変化、ならびにより高度な人権の観点から
のメンタルヘルスに関する議論が必要です。こ
うした対策を怠ると、地域社会への統合に向け
た全ての取り組みが台無しになります。
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エコノミスト・インテリジェンス・ユニット（EIU）
は、アジア太平洋地域の 15 カ国を対象に、精
神疾患をもつ人々のケアを地域社会に統合する
ための取り組み状況を評価することを目的とし
て本調査を実施しました。本報告書はジョンソ
ン・エンド・ジョンソン（Johnson & Johnson）
の 一 部 門 で ある ヤン セン・ アジ ア 太 平 洋

（Janssen Asia Pacific）の委託、協賛によって作
成されました。

本報告書では「アジア太平洋地域におけるメ
ンタルヘルスの統合インデックス」と題するベ
ンチマーク調査の結果に焦点を当てています。
EIU が作成した「欧州におけるメンタルヘルス
の統合インデックス 2014 年版」を参考に、本
報告書では、精神疾患をもつ人々のケアの地
域社会への統合に関するインデックスを用い
て、各国の取り組み状況を比較しています。本
インデックス作成に用いたデータは、2016 年
3 月から 5 月にかけて収集しました。18 の指標
を以下の 4 つのグループに大別しました。

l 環境：精神疾患をもつ人々が通常の生活を
送るための環境 

l 医療やサービスの充実：精神疾患をもつ人々
のための医療支援やサービスの利用状況

l 機会：特に精神疾患をもつ人々の雇用機会
について

l 管理：人権問題や差別・偏見に対する取り
組みなどを含む管理体制について

インデックス作成方法の詳細は本報告書の付

録に記載されています。インデックスの作成過
程において、EIU は世界中の多数の専門家か
ら助言を受けています。本プロジェクトでは下
記の協力者の皆様にご協力を賜りました。この
場をお借りして心からの感謝を申し上げます。

l Chee Ng 氏、メルボルン大学、アジアオース
トラリア・メンタルヘルスパートナーシップ部

（Asia-Australia Mental Health Partnership, 
University of Melbourne）部長、オーストラリア

l Jack Heath 氏、SANE Australia、CEO

l Hong Ma 教授、北京大学医学部、精神衛生
研 究 所（Institute of Mental Health, Peking 
University）、中国

l Pallab K. Maulik 氏、ジョージ国際保健研究所
（The George Institute for Global Health）、 

副所長兼研究開発部長、インド

l 竹島正氏、国立精神・神経医療研究センター、
精 神 保 健 計 画 部（Mental Health Policy and 
Administration, NCNP Japan）、元部長、日本

ベンチマーク調査に加えて、本報告書作成に
あたって大規模な机上調査、および専門家を
対象とした詳細なインタビューも実施しました。
インタビューにご協力いただいたのは以下の
皆様です。この場をお借りして心からの感謝を
申し上げます。

l Nor Hayati Ali 氏、顧問精神科医（地域社
会／リハビリテーション精神科）、並びにマレー
シア保 健 省（Ministry of Health Malaysia） の
皆様 

本研究について
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l Shu-Sen Chang 氏、国立台湾大学（National 
Taiwan University）、台湾

l Sung-Ku Choi 氏、 国 立 精 神 保 健センター
（The National Center for Mental Health）、セン
ター長、韓国

l Judi Clements 氏、ニュージーランドの複数
機関代表者会議議長、ニュージーランド精神
保 健 財 団（Mental Health Foundation of New 
Zealand）元会長、ニュージーランド

l Daniel Fung 氏、シンガポール精神医学協会
会 長（Singapore Association for Mental 
Health）、シンガポール

l Patanon Kwansanit 氏、タイ保健省、 精神
保健部、国際精神保健ユニット（International 
Mental Health Unit, Department of Mental 
Health, Thai Ministry of Health）、 ユニット長、
タイ

l Cynthia R. Leynes 氏、フィリピン大学医学部、
精 神 お よ び 行 動 医 学 部（Department of 
Psychiatry & Behavioral Medicine, University of 
the Philippines College of Medicine）、フィリピ
ン 精 神 医 学 協 会（Philippine Psychiatric 
Association）元会長、フィリピン

l Harry Minas 氏、メルボルン人口および世界
保健スクール、精神保健センター、国際・文
化 精 神 保 健 セ ン タ ー（Global and Cultural 
Mental Health Unit, Centre for Mental Health, 
Melbourne School of Population and Global 
Health）、所長、オーストラリア 

l Thanh Tam Nguyen 氏、ベーシックニーズ
ベトナム（Basic Needs Vietnam） 国 内 部 長、
メンタルヘルス・コミュニティ開発（Mental 
Health and Community Development/MHCD）
設立者兼 CEO、ベトナム

l Hugh Norriss 氏、ニュージーランド精神保健
財団、戦略・支援運動・研究チーム（Strategy, 
Advocacy and Research, Mental Health 
Foundation of New Zealand）、元部長、ニュー
ジーランド

l Vikram Patel 氏、インド公衆衛生財団（Public 
Health Foundation of India）、インド

l Siham Sikander 氏、 人 間 発 達 研 究 財 団
（Human Development Research Foundation）、

パキスタン

l 堤敦朗氏、金沢大学、国際機構（Organisation 
of Global Affairs, Kanazawa University）、 准 教
授、日本

l Dan Yu 氏、香港心理衛生会（Mental Health 
Association of Hong Kong）会長、香港

l Nova Riyanti Yusuf 氏、 インド ネ シアの 元
MP、メンタルヘルスに関する新法支持団体の
代表、インドネシア

本報告書の記載内容は、EIU が単独で責任を
負います。記載された見解や意見はスポンサー
の見解とは異なる場合があります。本報告書の
インタビュープログラム協力者に対する金銭的
謝礼は一切行っておりません。本報告は Paul 
Kielstra が執筆、Gareth Nicholson が編集を担
当しました。インデックスの考案および作成は
EIU 研究チームが担当しました。研究チーム責
任者は Trisha Suresh です。
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はじめに：アジア太平洋地域における
メンタルヘルスの課題1

もはや見過ごすことのできない大きな
問題

「アジア太平洋地域では、先進国、途上国共に、
人々が精神疾患について理解することの重要性
を認識し始めています」金沢大学、国際機構、
准教授の堤敦朗氏は言います。「とはいえ、他
の、より『注目されやすい』疾患に対する理解
にはまだ及びません」この曖昧な状況がまさに
この分野の進歩（の欠如）を象徴しているとも
いえるでしょう。

精神疾患は非常に広い意味をもつ用語で、そ
の症状は多岐にわたります 2。しかし数十年前
までは、これらの問題に向き合うことよりも無
視することの方が社会にとって都合がよいとい
うのが、アジア太平洋地域、および世界の大
部分で長きにわたって共通していた事実でし
た。そのような既存のケアでは、重症患者の
病院への隔離（しばしば永久的に）がつきも
ので、それも通常は人口の多い中心部から遠
く離れた施設でした。

このような態度が長く続いていたということを
最も的確に言い表しているのが、世界保健機構

（WHO） の「No health without mental health
（メンタルヘルスなしに健康なし）」という標語
です。今ではいたるところで目にするような、
ありきたりの表現ですが、この 10 年と少しの
期間で、この標語のコンセプトが国際的にも広
く共通理解を得られるようになりました。今回
の調査対象国の一部では現在も、患者が家族
によって、または精神疾患治療施設においてさ
えも、拘束を受けている例がときおり見られま
す。これは開発途上国に限った問題ではありま
せん。韓国では 2014 年に離島の塩田農家が
精神疾患をもつ人々を奴隷労働者として使って
いたことが発覚し、大事件となりました。

1990 年代までの医療データは、こうした傾向
が目につきにくいものでした。利用可能なデー
タでは、死亡率に焦点が当てられていました。
人々の直接的な死因としての精神疾患は、今ま
でも、そして現在も、公衆衛生上大きな問題
ではありません。WHO の世界疾病負担研究（以
下、GBD）の 2013 年のデータに基づくと、本
研究の調査対象となった 15 の国々では、年齢
標準化死亡率に占める精神疾患の割合は、
各々、平均 0.5% 未満でした。死因の大半はア
ルコールおよび薬物中毒で、これらは既に公
衆衛生上の大きな問題と認識されています。

1990 年代には WHO によって疾病評価尺度が
導入されましたが、これによって明らかにされ
たのは、死亡率に現れる数字は巨大な氷山の
一角にすぎないということです。こうした評価
尺度の一つに障害によって失われた年数（以
下、YLD）があります。これはある疾患の有病
率と、それによって長期的にどの程度、健康寿
命が影響されるのかを評価する尺度です。精
神疾患は比較的若年齢で発症することが多い
ため、その損失は大きく、調査対象国の YLD
に占める比率は平均して 20% を越えています。
この評価尺度によれば、精神疾患はアジア太
平洋地域において、2 番目に大きな医療問題
です。

より頻繁に使われる評価尺度に、障害調整生
存年数（DALY）があり、これは YLD と早期死
亡によって失われた年数を合わせたものです。
これによると、国別データは低いものの、平均
すると調査対象国の疾病負担全体の 9.3% が精
神疾患に起因するものであることが明らかにさ
れています。

GBD 以外の調査から得られた数値でも、問
題の大きさが示されています。比較データは

精神疾患は非常に
広い意味をもつ
用語で、その症状
は多岐にわたり
ます
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ないものの、調査対象国で精神疾患との診断
を受けた成人の割合は、年間 4%（シンガポー
ル）からおおよそ 20%（ベトナム、タイ、ニュー
ジーランド、およびオーストラリア）となって
います 3。

これによる経済的損失は莫大です。やはり比較
データはありませんが、ハーバード大学の研究
からは、2012 年から 2030 年までの間にこうし
た状況によって生産性の向上率が低下すること
が予測されており、その額は中国では 9 兆ド
ル超、インドでは 2 兆ドル超とされています。
一方、オーストラリア・ニュージーランド精神
医学会（RANZCP）は、オピオイド利用者を除
いた精神疾患に関する費用（治療費から職場
での生産性低下による損失額まで）の年間総
額の対 GDP 比を、オーストラリアでは 3.5%、
ニュージーランドでは 5% と見積もっています。
これらの数字は、世界の他の先進国でも同様
です 4。

ほとんどの場合、人的および経済的損失に関
するこれらの評価は、実際よりもかなり低い数
値となっています。例えば GBD データでは、
自傷行為は精神疾患との間に明確な関連性が
あるにもかかわらず、別のカテゴリーとして分

類されています。1 例として、韓国政府の研究
では自殺を図った人の 75% が 2 つ以上の精
神疾患を抱えていることが明らかにされていま
す 5。これによって実際の死亡率の理解が大き
くゆがめられています。調査対象国では、自
殺による死亡は精神疾患による死亡よりもは
るかに多くなっています（表参照）。実際、韓
国や日本では自殺率が特に高く、年齢調整死
亡率全体のそれぞれ 4.8%、および 4.3% を占
めています。以前は、自殺による死亡率は、
糖尿病や慢性閉塞性肺疾患（COPD）による
死亡率に匹敵するものだったのです。経済面
で言えば、2012 年の韓国における自殺関連
の経済負担（治療費および経済活動の損失額
などの間接的費用を含む）の総額はそれ自体
で 59 億ドル、すなわちその年の GDP の 0.5%
未満程度でした 6。

同様に、国民皆保険を導入している先進国で
さえも、重度の精神疾患患者の平均寿命は一
般集団と比べて 13 年から 30 年短く、主な死
因はその他の非感染症（NCD）とされていま
す。平均寿命の短さの原因の一つに、精神疾
患患者の危険度の高い行動があります。最近
のオーストラリアの調査からは、影響力の大
きい精神疾患を有する人々の 48% は肥満症
で、66% は喫煙者でした。後者については、
この 10 年間で一般集団における割合は低下
しているにもかかわらず、精神疾患患者では
変化がありませんでした 7。基本的医療を利用
する機会が乏しいことも問題の一つです。最
近オーストラリアで行われたもう一つの研究か
らは、格差が広がっていることも明らかにされ
ました 8。RANZCP は、オーストラリアおよび
ニュージーランドでは、早期死亡はそれ単独
で、GDP の 1% 程度の社会負担を生むと推計
しています 9。

様々な地域にまたがる共通課題
パキスタンの NGO 団体、人間開発研究財団

（Human Development Research Foundation）
理事長の Siham Sikander 氏は、精神疾患につ
いて「公衆衛生上の重大な課題であり、地域
全体にとって莫大な負担となる」と指摘してい
ます。しかし、どの地域が最も罹患率が高く、
その割合が増加しているか否かは、評価尺度と
して何が用いられているかによって異なります。

表 1：2013年の死亡率	
（年齢で標準化）

精神疾患 自殺

韓国 0.41% 4.76%

日本 0.18% 4.31%

台湾 0.42% 2.76%

香港 0.41% 2.25%

オーストラリア 1.03% 2.12%

ニュージーランド 0.38% 2.09%

シンガポール 0.05% 1.96%

インド 0.10% 1.89%

タイ 1.20% 1.85%

中国 0.39% 1.25%

マレーシア 0.55% 0.89%

ベトナム 0.34% 0.75%

パキスタン 0.07% 0.42%

フィリピン 0.43% 0.42%

インドネシア 0.14% 0.29%
出典：WHO 世界疾病負担データ *
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表からも明らかなように、これらの患者集団に
おける人口 10 万人当たりの年齢標準化 DALY
の比率は驚くほど一定しています。1990 年か
ら 2013 年までの年平均変化率はいずれの国で
も 0.7% 未満で、多くはそれよりはるかに低い
値です。これは精神疾患の内訳の詳細が変化
していないという意味ではありません。例えば
一部の国々では、この数十年間で自然災害に
よる大規模な心的外傷後ストレス障害への取り
組みが行われてきました 10。それにもかかわら
ず、全体的な年齢標準化 DALY には変化があ
りません。

これらの国々では、精神疾患以外の疾患に関し
ては、急速な経済成長に伴って疫学的な変化
が見られているだけに、こう着状態ともいえる
この状態はさらに特筆すべきことと言えます。
経済成長は、その程度に応じて、実際にメンタ
ルヘルスに影響を及ぼすことがあります。韓国
国 立 精 神 保 健 センター（National Centre for 
Mental Health）、センター長の Sung-Ku Choi
博士は、同国の高い自殺率の原因は多様かつ
複雑であるが、大規模な文化的変化や個々の

表 2：精神疾患に起因する人口 10万人当たりの年齢標準化DALY

1990 2000 2013
1990 ～ 2013 年の

年平均変化率

オーストラリア 3,058 3,138 3,138 0.11%

ニュージーランド 2,805 2,838 2,818 0.02%

シンガポール 2,418 2,420 2,405 -0.02%

香港 2,328 2,419 2,364 0.07%

タイ 2,018 2,259 2,347 0.66%

パキスタン 2,289 2,300 2,315 0.05%

マレーシア 2,226 2,271 2,230 0.01%

インド 2,149 2,177 2,191 0.08%

中国 2,140 2,114 2,035 -0.22%

フィリピン 1,942 1,982 2,006 0.14%

韓国 2,135 2,043 1,970 -0.35%

日本 1,972 1,956 1,973 0.00%

インドネシア 1,861 1,876 1,885 0.06%

ベトナム 1,822 1,840 1,856 0.08%

台湾 1,858 1,858 1,855 -0.01%

出典：WHO 世界疾病負担データ *

学生への過剰な競争圧力がこの国の成長モデ
ルに不可欠であった、という事実が大きく影響
していると報告しています。しかし全体的には、
経済的な変化は国内の DALY にほとんど影響し
ませんでした。

同様に、国の発展レベルとも無関係なようです。
台湾とベトナム、また香港とタイの数値はほぼ
一致しています。特定の疾患の罹患率につい
ては、各国で明確なパターンがありますが、全
体として、オーストラリアとニュージーランドを
除いては、比較的狭い範囲に DALY が納まっ
ているという類似性が見受けられます。

しかし、人口あたりの年齢で標準化した評価尺
度から得られるのは、現実の一側面でしかあり
ません。例えば、中国およびインドについての
最近の研究では、そういった評価尺度による数
値が一定している国でさえも、母数となる人口
の変化によって医療制度の総負担額に重大な
影響が及ぶ可能性があることが明らかにされて
います。 たとえばインドで は、1990 年 から
2013 年にかけて、DALY における統合失調症
の割合は人口増加と高齢化によって 70% 超増
加したものの、年齢で標準化した値には変化
がありませんでした 11。

全般的に、調査対象国の多くでは、DALY 全体
に占める精神疾患の割合が増加し、平均で
6.8% から 9.3% となっています。ロンドン・ス
クール・オブ・エコノミクス（London School 
of Economics）、 国 際 精 神 保 健 学 教 授 の
Vikram Patel 博士は次のように説明しています。

「国内経済状況の変化に伴って、精神疾患に起
因する疾病負担の割合が増加します。しかしこ
れは、経済状況の改善により精神疾患の有病
率が増加するということではありません。こうし
た状況の多くは、感染症の負担割合が相対的
に低下することに由来しています」

精神疾患の割合の相対的な増加は、むしろそ
の他の疾病対策が、精神疾患対策よりも急速
に進歩しているということを反映しているので
す。これは、個々の患者の精神疾患全体のリス
クはそれほど変化していない一方で、公衆衛生
上の課題が増大しているということを意味して
います。
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十分な対策がとられないまま、ニーズ
は多様化
メルボルン大学、アジアオーストラリア・メン
タル ヘ ルス パ ートナーシップ（University of 
Melbourne's Asia-Australia Mental Health 
Partnership）部長である Chee Ng 教授は、アジ
ア太平洋地域における精神疾患負担の規模より
も憂慮すべきことは、「治療格差を埋めて、全て
の患者さんに治療を行きわたらせるまでの道の
りが長い」ことだと述べています。Sikander 博
士はパキスタンの厳しい現実について次のよう
に語っています。「この国の 2 億人の人口に対し
て、精神科医は 600 人、さらに訓練を受けた看
護師はそれよりも若干少ないのです」その結果

「治療格差」（治療を必要としている患者のうち、
必要な治療を求めない、または治療を受けられ
ない患者の割合）は非常に大きくなっています。

これはパキスタンだけの問題ではありません。
主な精神疾患患者のうち治療を受けられない
患者の割合は、中国では 92%、インドでは約
90% に上ります 12。富裕国ではこの割合はか
なり異なりますが、それでも完璧な状態からは
ほど遠いのが実状です。シンガポールでは全
般性不安障害患者の 57%、重度のうつ患者の
60% が治療を受けていません 13。この数値は
世界の多くの国々と一致しており、先進国では
精神疾患の治療格差は 50% を上回り、低所得
国の多くでは 90% に近くなっています 14。

何らかの治療を受けている人が非常に少ない
中、適切な治療についての議論も活発に行わ
れています。この数十年の間で、従来広く通用
してきた概念に二つの変化が現れ、抜本的か
つ複合的な再編成が行われました。第一の変
化は、治療の場に関するものです。今日の社
会で最良とされる方法は、社会から隔絶され
た施設への隔離ではなく、できる限り地域社会
の中でケアすることです。これは治療を受ける
患者にとってより望ましいことです。隔離され
た大型施設では患者が見過ごされやすくケア
が不十分になる傾向があります。運営が良好
に行われている施設でさえも、患者に見られる
改善はあくまでも隔離された施設内において認
められるものであって、通常の社会生活に戻っ
てまで継続するようなものではありません。外
来ベースの地域社会での治療は、大病院での

治療と比べて医療制度が負担する費用も圧倒
的に少なく済みます。

第二の変化はメンタルヘルスケアの性質に関
するものです。従来、精神科の治療は、多くの
症例において疾患の根本原因の治療が不可能
であったことから、主に薬物療法などを通じた
身体的症状の除去に焦点が当てられていまし
た。これは生物医学モデルによる治療と呼ばれ
ます。過去数十年の間に、新たな枠組みであ
る生物・心理・社会モデルが広がっています。
このモデルでは、精神疾患は生物学的、心理
学的、および社会的な要素が相互に混ざり合っ
て生まれると仮定しています。したがって、治
療に当たっては単独分野の専門家に頼るので
はなく、精神科医、心理士、作業療法士、ソー
シャルワーカー、その他患者のニーズに応じた
専門家を含む、分野横断的なチームで行うこと
が最適であるとしています。

さらに、この共同作業の包括的なゴールは、
症状を取り除くことではなく、「リカバリー」、つ
まり精神疾患を抱えた個々の患者の生活の質お
よび自立機能を、本人が納得できるレベルまで
向上させるよう試みることです。リカバリーとい
う用語がしばしば用いられますが、その定義は

「個人の考え方、価値、感じ方、目標、技術、
役割において見られる、非常に個人的な、独
自の変化の過程。これは、病気による制限が
ありながらも、満足感をもち、希望に満ちた、
何かに貢献することができる生活を送る方法で
ある。リカバリーには、患者が精神疾患による
悲惨な状況を乗り越えて成長し、生活に新たな
意義や目標を見出すことも含まれる」15。

これらの変化には医療制度の内外における大
規模で、複雑な、文化的かつ構造的な改革が
求められます。欧米におけるこうした取り組み
は、1960 年代初頭に米国で開始され、1970
年代には西欧諸国、オーストラリア、ニュージー
ランドに広がりました。オーストラリアとニュー
ジーランドでは、正式な政策が採用されるまで
に実質的な脱施設化がかなり進められており、
1990 年代にはほぼ完了していました 16。

公式には、調査対象となったアジアの全ての国々
も地域社会でのケアへに取り組んでいます。し
かし、後述されるように、地域社会でのケアと
いう理念の採用と、現場における変化のスピー

今日の社会で最良
とされる方法は、
社会から隔絶され
た施設への隔離
ではなく、できる
限り地域社会の
中でケアすること
です
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ドは、高所得国では著しく遅く、中所得国では
実際のところ始まってすらいない段階です 17。ま
た同時に、こうした変化のより政治的かつ個人
的要素、すなわち患者の権利保護や理想的なリ
カバリーなどといった要素について、個人主義
的な欧米社会型から、共同体的なアジア文化に
転換するのに、特に時間がかかっています。

最後に、ニーズが満たされていないのは医療
面だけではありません。ニュージーランド精神
保 健 財 団、 戦 略・ 支 援 運 動・ 研 究 チ ー ム

（Strategy, Advocacy and Research, Mental 
Health Foundation of New Zealand）元部長の
Hugh Norriss 氏は次のように述べています。「多
くの人々が臨床的な問題を抱えて精神医療施設
に行きますが、彼らの問題は精神の問題では
なく、社会的な問題であるという結論に至る場
合があります」したがって、こうした精神症状
を持つ人々が一般的に必要とするのは専門家
による社会的サービスであり、住宅面でのサー
ビスであり、雇用サービスなのです。

後ほど詳しく述べますが、途上国ではこうした
サービスがほとんど利用できません。社会的、
および住宅面でのサポートは主に家族が担って
います。こうしたサービスが切望される場合で
さえ、最終的には多くが路上生活者になるか施
設に入れられてしまいます。北京大学医学部、
精神衛生研究所（Peking University's Institute 
of Mental Health）の Hong Ma 教授は、精神
病棟の患者が「仕事も家もなく、何もないこと
を理由に、医学的理由がないにもかかわらず
生涯入院し続けなければならない」ことは珍し
いことではないと言います。一部の優良な施設
では、病院の付属農場など、独自の雇用機会
を創出しています。富裕国では通常ある程度の
水準を保った社会および雇用サービスを提供し
ていますが、独自の大規模なリソースが必要で
あり、その調整には困難が伴います。

注目は集まるものの、現場に反映され
るか
アジア太平洋地域では現在、精神疾患による医
療負担が無視できないレベルに増大し、治療格
差が著しく広がり、ケアのニーズ自体も進化し、
これらを見過ごすことができなくなりました。メ
ルボルン大学の国際・文化精神保健センター

（Global and Cultural Mental Health Unit, Centre 

for Mental Health, Melbourne School of 
Population and Global Health） の 所 長である
Harry Minas 博士は次のように述べています「メ
ンタルヘルスはこの 5 年から 10 年の間でより
大きな注目を集めるようになりました。この問
題を放置することにより発生すると考えられる費
用についての理解が地域全体で深まりつつあり
ます。政府の理解も進んでいます」

前向きな結果が得られた事例の一つに、国内
での、そして国際的な政策、法整備の広がりが
あります。各地の国々が国際レベルでこの問題
に取り組んできました。インドのジョージ国際
保 健 研 究 所（George Institute for Global 
Health）、副所長兼研究開発部長 Pallab Maulik
博士は、精神疾患を他の非感染症に含めること
は世界保健総会の該当分野で近年注目されて
きた取り組みであり、この取り組みを成功に導
いたことは、インドが誇るべきことであると指摘
しています。また、今回の調査対象となった 15
カ国中 10 カ国が加盟する WHO 西太平洋地域
事務局（Western Pacific Regional Organisation 
of the WHO）では、WHO の「グローバル・メ
ンタルヘルス・アクションプラン 2013 ‐ 2020」
の実行に向けて、明確な目標を記した詳細な
実践計画を 2015 年に発行しました。

多国間の協力によって、国際的な保健機構の通
常の活動をはるかに超えた取り組みがなされて
います。2011 年以降、ASEAN は多国籍政府協
同のメンタルヘルスタスクフォースを定め、精
神疾患をもつ人々のためのより良い医療および
心理社会学的な対策を促進し、最良の実践モ
デルを共有しています。最近の例として、アジ
ア太平洋経済協力（APEC）は公式には経済協
力機構ですが、「健康なアジア太平洋における
メンタルウェルネス向上のためのロードマップ

（Roadmap to Promote Mental Wellness in a 
Healthy Asia Pacific）（2014 ～ 2020 年）」を発
表しました。APEC は今年の前半には、国際的
な開発課題としてメンタルヘルスにこれまで以
上に注力するよう、世界銀行や WHO とも協力
を開始しました。

国レベルでは、アジア太平洋地域で大規模な
法整備および政策活動が行われています。ここ
数年で最も顕著な取り組みとしては、中国にお
ける初の精神衛生法の制定（2012 年）、2014

こうした精神症状
を持つ人々が一般
的に必要とするの
は専門家による社
会的サービスであ
り、住宅面での
サービスであり、
雇用サービスな
のです
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年のインドネシアにおける国内法の抜本的な
近代化、また同年インドで初のメンタルヘルス
政策が採用されたことが挙げられます。今回の
調査対象国中この分野における法整備がされ
ていないのは、現時点でフィリピンとベトナム
のみです。調査対象国の中でも富裕国には、
長年にわたるメンタルヘルス関連法および政
策を立案してきた歴史があります。特にアジア
の高所得国など、一部の国では近年その取り
組みが大幅に前進しています。一つの事例とし
て、2012 年に日本で精神疾患が 5 疾病の一つ
に指定されました。国立精神・神経医療研究
センター、精神保健計画部の元部長である竹
島正博士は、日本では「5 疾病として指定され
ることで、メンタルヘルス対策の改革が将来的
に促進されるだろう」と考えています。

しかし、5 疾病に指定されたことが、実際に現
場においてどのような意味をもつのかという疑
問は残ります。Ng 教授のコメントは多くの人
に共通する意見です。「私たちは皆、法律を制
定したからといって、草の根レベルでの変化が
自動的に起こるわけではないことを知っていま
す。そこには実行が伴わない可能性もあります。

法律には必ずしもそれを実行させるためのリ
ソースが伴っているとは限りません」これは途
上国に限ったことではないと同氏は付け加えて
います。さらに、お金があれば法律の実施を
保証できるかというと、そうでもありません。こ
れはとくに中所得国でまん延する課題です。最
後に、後述するように、実施環境が十分に整
備されたメンタルヘルス関連法および政策で
あっても、社会における否定的な態度への対
応が必要です。そうした否定的な態度というの
は、ただ単に法律で禁止するだけで解決する
問題ではありません。

政策決定者とその他関係者が、法律で掲げた
高い志を現実に落とし込もうとする際には、そ
の地域における膨大で、かつ多様な課題に、
否応なく直面します。そこで、エコノミスト・イ
ンテリジェンス・ユニットは調査対象の 15 カ国
における精神疾患をもつ人々への対策の長所
と短所について、関係者の理解を促す材料とし
て、またそれらがどの程度改善されていると考
えられるかを指摘する材料として「アジア太平
洋地域におけるメンタルヘルスの統合インデッ
クス」を作成しました。
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序文に記載された精神疾患の負担の概要は、
大まかな部分では正確ですが、データに関し
て重大な問題があるため、詳細の多くは正確
とは言えません。

最も顕著な問題は―とくに途上国に関する
―データ不足です。調査対象国を多数含む東
南アジアのほぼ全域で、有病率の高い疾病に
ついての調査結果すらなく、東南アジア全体
のうつ病および不安障害についての調査は人
口のわずか 15% を対象としたものです。南ア
ジアではこの問題はより深刻で、平均すると、
これらの調査は人口の 5% を対象としている
にとどまっています 18。「低・中所得国につい
て現段階で入手可能な調査結果は明らかに不
適切なものです」と、Maulik 博士は指摘して
います。また「データを入手できていない国々
におけるばらつきを含め、大きなデータ格差
があります」と言っています。結果として、こ
れらの国々に関する数値は、僅かな調査をも
とに作成されたモデルをもとにしており、これ
ら調査結果の数値に誤りがあった場合、この
誤りが他の国々の予測値にも反映されてしま
います。

公衆衛生上の優先順位がより高いその他の疾
患がメンタルヘルスと被っていたとしても、適
切なデータが収集されることはほとんどありま
せん。Ng 教授は、周産期のメンタルヘルス
に関するプロジェクトの実行にあたって、東南
アジアでは母体と子どもの健康に重点がおか
れているため、母体と子どもの健康にとって
関連が深く、重要な産後うつの問題もある程
度注目されているだろうと期待していたと述べ
ています。しかしベトナム以外の国では、そう
した症状に関する公表データがほとんど見つ
かりませんでした。

予想通り、富裕国では、特に重度のうつ、不
安障害および統合失調症に関しては、一般的
に良質なデータが得られましたが、ぜい弱性
も散見されます。2013 年に行われた大規模
な文献レビューから、オーストラリアとニュー
ジーランドを除くアジア太平洋地域の高所得
国における軽度のうつおよび双極性障害につ
いての有病率調査では、平均して人口の 5%
未満しか調査の対象とされていなかったこと

が明らかにされました 19。その上、Patel 博
士の指摘によれば、データの有用性が個々の
疾患によって著しく異なるとのことです。例え
ば、同氏は次のように述べています。「アジア
の国々では、自閉症について、人口に基づく
実質的な有病率調査を行っている国は一つも
ありません。間もなく発表されるインドで初め
て実施された調査が、アジア初の調査となる
でしょう」

有病率のデータというのは基本的なデータで
すが、それだけで十分ではありません。例え
ばニュージーランドについて Norriss 氏が次の
ように述べています。「私たちの国では治療後
の経過に関する包括的なデータはありませ
ん。治療の記録は行っていますが、治療法の
違いによる経過の変化は分かりません」これ
は多くの地域でみられる問題で、Ng 教授に
よれば、オーストラリアを除くアジア太平洋地
域の先進国でも同様の問題が認められており、

「私たちはこれがいかに大きな問題であるか
を理解していますが、治療結果に関する良質
なデータがないのです」とのことです。

こうしたデータの不足は学術的な問題にとどま
りません。まず政策レベルでの問題が挙げら
れ、Fung 博士は「政策決定者が正確な情報
無しに行動を開始することは困難です」と述
べています。データの不足はケアの質にも影
響します。Choi 博士は、韓国では 「全ての病
院が独自の方法で治療を行って」おり、エビ
デンスによる裏付けがないことにより、治療の
標準化が進んでいないと説明しています。国
立の精神保健センター（National Centre for 
Mental Health）を新たに設立する場合、主
な目的の一つは、最良の実践モデルの標準化
に必要な情報を収集することです。

プラスの側面として、Minas 博士は次のよう
に指摘します。精神疾患による影響に大きな
差があることは、YLD や DALY および死亡率
から測定されますが、これは地域を越え「全
ての国々が疾病負担の指標を認識しつつあり、
データの改善のための方策をとっている」と
いうことを意味しています。とはいえ、完全な
データを得るまでの道のりはまだ長いと言え
ます。

データに関する注意点
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アジア太平洋地域のメンタルヘルスの
統合インデックスの作成とその結果2

本インデックスではアジア太平洋地域の 15 の
国々を 18 の分野（指標）について評価しラン
ク付けを行いました。これらは全て精神疾患を
もつ人々が地域社会で満足のいく生活を送る上
で必要な能力をサポートするために重要なも
のです。指標は次の 4 つのカテゴリーのいず
れかに分類されました：環境（精神疾患をも
つ人々が安定した家族生活を送るための能力
をサポートする政策について）、医療やサービ
スの充実（医療サービスの有無と、その利用
可能性について）、機会（精神疾患をもつ人々
の就業機会を促進する政策について）、管理（メ
ンタルヘルスサービス利用者への差別や偏見
をなくし、人権意識を喚起、促進することにつ
いて）。スコアは最終的に一つの総合スコアと
して集約しました。インデックスの構成方法お
よび採点システムについての詳しい説明は付録
2 をご覧ください。

本インデックスの目的は興味本位で勝者と敗者
を決めることではなく、調査対象国が現在どの
ような状況にあるか、またどのように改善を図っ
ていけるかについての議論を促し、調査対象
国間で最良の実践モデルを共有できるようにす
ることを目的としています。以下の図に、各分
類カテゴリーと全体的な結果を示しています。

結果からいくつかの重要な事実が浮かび上がり
ました。

幅広い多様性の中にも国々の順列が存在してい
ます。まず二つの印象的な結果にお気づきに
なると思います。一つは、取り組み状況に非常
に大きな差があることです。これは「機会」に
分類される指標で最も顕著に認められ、調査
対象国中 2 カ国は満点、3 カ国は 0 点でした。
その他の分野ではこれほどの差はないものの、

最上位国と最下位国では常に大差がありまし
た。総合スコアについては、2014 年に欧州に
おいて今回の対象国の倍の 30 カ国を対象とし
て作成された同様のインデックスでは最上位と
最下位の差が 60.6 ポイントであったのに対し
て、今回の調査では最上位と最下位の差は
81.9 ポイントでした。

こうした大差は想定の範囲内でした。Minas 博
士は次のように述べています。「アジア太平洋
地域は非常に広く、経済成長、歴史、政治制度、
文化の面など、想像し得るすべての点において
実に多様性に富んでいます」

このような多様性の中にあっても、全体的なラ
ンキングおよびカテゴリーごとのランキングに
おいて、対象国は明確に 4 つのグループに分
けられました。

1. ニュージーランドおよびオーストラリア； 

2. アジアの高所得国（台湾、シンガポール、
韓国、日本、香港）；

3. 高「中」所得国（マレーシア、中国、タイ）；

4. 低「中」所得国（インド、フィリピン、ベト
ナム、インドネシア、パキスタン）。

これは偶然ではありません。地域社会における
精神疾患をもつ人々のケアの統合において、
各国が抱える問題の内容は各グループ内で類
似していますが、他のグループの国とは（指標
の種類ではなく）程度の面で明らかに異なって
います。アジア太平洋地域全般について考察
すると、必然的に曖昧な結果となってしまうた
め、本報告書では、その全容を描写するので
はなく、4 つのグループごとに各国の現状を順
次紹介していきます。
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しかしその前に、本インデックスのスコアにつ
いていくつかの一般的なポイントも説明する必
要があります。

上位国は完璧でもなければ、革新という面に
おいては上位を独占しているわけでもありませ
ん。ニュージーランドおよびオーストラリアで
はこの分野が比較的優れていることを考慮する
と、高得点は妥当と言えます。にもかかわらず、
この 2 カ国の専門家らはいくつかの弱点の存
在も指摘しています。詳細は後述しますが、両

国はサービスの多様性や調整などの面で重要
な問題を抱えています。またニュージーランド
では、意に反する治療の実施率が高いといっ
た問題もあります。さらに、良好な手法を実践
しても結果が伴わない場合があります。オース
トラリアは機会のカテゴリーで満点を得ていま
すが、Minas 博士は様々な理由から次のように
指摘しています。「重度の精神疾患をもつ人々
の持続的で安定した雇用を真の意味で達成す
るには、大きな課題が残っています」

総合スコア
スコアインデックス

90+
60-80
30-60
10-30

香港

シンガポール

マレー
シア

フィリピン

台湾

ベトナムタイ

インド

パキス
タン

中国
日本

韓国

インドネシア

ニュージー
ランド

オーストラリア

出典: エコノミスト・インテリジェンス・ユニット

総合スコア

順位  国 スコア

1 ニュージーランド 94.7

2 オーストラリア 92.2

3 台湾 80.1

4 シンガポール 76.4

5 韓国 75.9

6 日本 67.4

7 香港 65.8

8 マレーシア 54.1

9 中国 45.5

10 タイ 44.6

11 インド 29.4

12 フィリピン 25.5

13 ベトナム 20.6

14 インドネシア 16.7

15 パキスタン 12.8
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Sikander 博士はパキスタンが最下位にいるこ
とを当然のことと受け止めていますが、近々改
善が実現することも期待しています。特に保健
省（Ministry of Health）は、「メンタルヘルス
のギャップに関するアクションプラン（Mental 
Health Gap Action Plan）」 の下、4 つの地域
でプログラムを試行しています。このプログラ
ムでは医師やプライマリーヘルスケアワーカー
への研修を行い、9 大精神疾患についての認
識を高め、基本的な治療法を教えています。
この取り組みが上手くいけば、国全体に広がる
でしょう。

国の豊かさという要素は重要ですが、それが
全てではありません。指標調査の結果から、調
査対象国が 4 つのグループに分類され、この
分類から各国の豊かさ（人口 1 人当たりの
GDP で算出した所得）と精神疾患をもつ人々
へのサポート体制の間には重大な関連がある
ことが指摘されました。

しかしその関連性は部分的なものです。例えば、
ニュージーランドの国民 1 人当たり GDP は韓
国とほぼ同じで、シンガポールの半分未満です。
メンタルヘルスへの政府の直接支出額もまた、
結果に表れた差を説明するのに十分ではありま
せん。WHO の「メンタルヘルスアトラス 2014
年版」によると、パキスタンではメンタルヘル
スに対して 1 年間に人口 1 人当たり 0.01 ドル
しか費やされていません。一方ニュージーラン
ドは 184.63 ドルです。この差はインデックスの
スコアにも表れています。しかし、同費用は韓
国で 44.81 ドル、日本では 153.70 ドルです。
にもかかわらず韓国が上位に来ているのは、
経済以外の理由があることを示唆しています。

しかし、各国におけるアジア太平洋地域のメン
タルヘルスへの負担対策およびそれに伴う統合
に向けた課題への取り組みを進める上で重要に
なる、経済以外の要素をより深く理解するには、
調査結果から分類された 4 つのグループごとに
課題と実績を詳細に観察することが必要です。
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アジア太平洋地域は、EIU がメンタルヘルスの統合インデッ
クスを作成した 2 番目の地域です。2014 年に作成された
欧州版では、30 カ国を調査対象としました。これらの二
つの調査では、カテゴリーと指標は同一となるようにデザ
インされています。しかし残念ながら、採点法に技術的な
違いがあることから、アジア太平洋地域と欧州の結果を個
別に直接比較することはできません。しかし、両調査から
得られた様々な結果から類似点と相違点を見つけることは
可能です。またそれによって、精神疾患をもつ人々のケア
を地域社会に統合する上での国際的な課題を浮き彫りに
することができます。

両地域には類似点が多く認められます。欧州およびアジア
太平洋地域の富裕国は、取り組みが優れているばかりで
はなく、重要な条件を兼ね備えています。欧州におけるこ
の分野の先進国であるドイツ、英国、および北欧諸国は、
古くから、垣根を取り払い、地域社会を基盤としたケアに
取り組みんでいます。さらに、これらの国々ではこうした取
り組みを多角的に行っており、いずれのカテゴリーにおい
てもスコアが高くなっています。このように、これらの国々
の取り組みはニュージーランドやオーストラリアと非常に
類似しています。ニュージーランドやオーストラリアでは欧
州の上位国と同時期に、施設中心のケアから、地域社会
を基盤とした、リカバリーに焦点を当てたケアへの転換が
始まりました。

その他の共通点として、こうした転換が今なお道半ばであ
るということがあります。脱施設化でさえ完全には達成さ
れていません。日本や韓国、台湾同様、欧州の調査対象
国の多くでも（上位 10 カ国中 4 カ国を含む）、地域社会
を基盤としたケアよりも病院の精神科への長期的な入院を
利用する患者の方が多くなっています。全般的に、両イン
デックスで調査対象となった全ての国が、治療に関する
様々な要素を統合し、精神疾患をもつ人々のために医療と
雇用、住宅その他の社会サービスを適切に調整するため
の、より良い方法を模索しつづける必要があります。

一方、二つのインデックスにおける各国間の違いで最も顕
著なのが、文化的な違いです。西欧では、地域社会を基
盤としたケアにおいて、またリカバリー自体においても、
個々の患者の尊厳や希望に焦点が当てられています。これ
は偶然ではありません。欧州における脱施設化の先駆け
となったのは人権活動家らで、最も有名な例として Franco 
Basaglia らによるイタリアの民主的精神医療運動

（Democratic Psychology movement）が挙げられます。
彼らの活動には施設外でのケアがより良い結果をもたらす

ことについての医学的な実証は欠けていました（実際に行
われていなかったため）。しかし精神医療施設でまん延し
ている人権侵害が精神に害を及ぼすこと、さらに倫理的な
矛盾があることについては確信を持って活動していました。

アジアにもこうした活動がないわけではありません。しか
し国立台湾大学（National Taiwan University）の Shu-
Sen Chang 博士は「そうした活動は表面化されないかも
しれない」と指摘しています。台湾では 30 年前の民主化が、
地域社会におけるケアの改善に、間接的に大きな影響を
及ぼしました。「民主化によって、精神疾患をもつ人々に
対する意識も含めて、人権意識は広がりました」博士はこ
のように付け加えています。しかしこれは全体的な広がり
には至っていません。Minas 博士は次のように指摘します。

「アジア太平洋地域の一部の国の政府は、人権活動に敏
感になっています」

全般的に、精神疾患をもつ人々またはその代理人による
支援活動は、アジアの民主化された高所得国でもまれに
しか見られません。その理由の大半について Fung 博士は、
精神疾患があるという事実だけでも「アジアの人々はそれ
を伝えることを困難に感じる」と述べています。他の文化
圏ではそのような、精神疾患について口を閉ざす傾向は
時間と共に克服されてきましたが、重要な、高度に個別
化されたリカバリーの理念をアジア文化仕様に転換するの
は複雑な作業です。個人の自主性と、家族としての（また
はより広義には社会的な）義務との間のバランスが、欧米
のそれとは異なっているアジアの地域では、個人的に満た
された生活、またはそれを求めるための自由が何を意味
するかが、かなり異なってくると考えられます。堤博士は、
アジア文化においては社会に調和することなどが非常に重
要視されることから、患者は、新しい生活を構築したいと
望むよりも、実際には生物医学的な治療により症状を除去
し「治癒」することを重視しがちなのかもしれないと指摘
しています。少なくとも、人々が考えるリカバリーという概
念が、重要な点で異なっているのです 20。

2013 年のある研究では「多くのアジア諸国では、リカバリー
という概念の開発およびその実現を開始したばかりである」
と指摘されており、香港では当時、「リカバリー」の適切
な中国語訳すらなかったことも驚くにはあたりません 21。

文化は変わりゆくものです。今後、アジアの国々が地域社
会でのケアに向けた取り組みを進めていく中で、欧米的概
念を現地の規範に適応させていく過程は大変興味深く、観
察しがいのあるテーマです。

欧州とアジア太平洋地域のインデックスの類似点と相違点
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ランキング3

1. 環境

順位 国

パキスタン

インドネシア

フィリピン

ベトナム

インド

タイ

中国

日本

マレーシア

シンガポール

香港

韓国

台湾

ニュージーランド

オーストラリア

15

14

13

12

11

=9

=9

8

7

=5

=5

4

3

=1

=1

15.0

25.0

33.3

40.0

50.0

60.0

60.0

65.0

71.7

73.3

73.3

75.0

81.7

90.0

90.0

出典：エコノミスト・インテリジェンス・ユニット

2. 機会

順位 国

ベトナム

フィリピン

インドネシア

パキスタン

インド

タイ

中国

マレーシア

香港

韓国

シンガポール

台湾

日本

ニュージーランド

オーストラリア

=13

=13

=13

12

11

10

9

=7

=7

=5

=5

=3

=3

=1

=1

0

0

0

11.1

16.7

22.2

38.9

61.1

61.1

72.2

72.2

88.9

88.9

100.0

100.0

出典：エコノミスト・インテリジェンス・ユニット

3. 医療やサービスの充実

順位 国

パキスタン

インド

ベトナム

インドネシア

フィリピン

中国

タイ

マレーシア

日本

香港

台湾

シンガポール

韓国

ニュージーランド

オーストラリア

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0.5

10.0

10.3

20.2

26.9

27.4

37.0

43.6

58.6

72.9

77.8

81.5

82.7

95.8

96.9

出典：エコノミスト・インテリジェンス・ユニット

4. 管理

順位 国

インドネシア

パキスタン

ベトナム

フィリピン

インド

マレーシア

タイ

中国

香港

日本

韓国

台湾

シンガポール

オーストラリア

ニュージーランド

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

15.1

23.8

24.0

31.9

35.9

42.6

50.3

53.3

53.9

65.6

72.1

75.6

77.0

84.9

94.9

出典：エコノミスト・インテリジェンス・ユニット

メンタルヘルスインデックス2016̶総合スコア

総合スコア

順位 国

パキスタン

インドネシア

ベトナム

フィリピン

インド

タイ

中国

マレーシア

香港

日本

韓国

シンガポール

台湾

オーストラリア

ニュージーランド

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

12.8

16.7

20.6

25.5

29.4

44.6

45.5

54.1

65.8

67.4

75.9

76.4

80.1

92.2

94.7

出典：エコノミスト・インテリジェンス・ユニット

先進 2カ国：ニュージーランドおよび
オーストラリア
本インデックスではニュージーランドとオースト
ラリアが他の全ての国よりも明らかに優れてい
るという結果になりました。全体でも 1 位と 2
位であり、全てのカテゴリーにおいて上位 2 カ
国を両国が独占しています。詳しい検討の結果
も同じです。いずれか 1 カ国が単独で、また
は両国が同率 1 位です。これは分野横断的政
策と精神科医の数を除く全ての指標およびサブ
の指標に共通していました。とはいえ、分野横
断的政策と精神科医の数についても、両国は
4 位以上でした。これは専門家の意見とも合致
します。堤博士はこの結果について「当然のこ
とです。ニュージーランドおよびオーストラリア
は精神疾患をもつ人々の地域への受け入れが
非常にうまくいっています」と述べています。
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シ ン ガ ポ ー ル 精 神 医 学 協 会（Singapore 
Association for Mental Health）の会長の Daniel 
Fung 博士など、ニュージーランドおよびオース
トラリア以外の研究者の目には、成功の主な要
因は明らかです。メンタルヘルスサービスへの
大規模な資金投入です。ニュージーランドでは、
メンタルヘルス分野への医療予算は 1993/94
年 度 に は 年 間 2 億 7000 万ド ル でし た が、
2010/11 年度には 12 億ドルに増額しており、
これは医療予算の 10% に相当します。患者の
大半（76%）は地域社会を基盤としたケアを受
けています。こうした支出によって格段とケア
が受けやすくなっています。2002 年から 2009
年にかけて専門職の活用度が 51% 増加しまし
た。同様に、オーストラリアでは 1992/93 年度
から 2010/11 年度にかけて、メンタルヘルスケ
ア関 連 の 国 および 州 の 支 出 額 が 実 質 的 に
178% 増加し、関連医療および社会サービスの
労働力が人口 1 人当たり 35% 増加しました 22。

予算が非常に大きな要素となっているのは確か
ですが、地域を基盤としたケアの専門家らは、
それ以外の点からこれら 2 カ国が上位にある理
由を説明します。これらの優れた要素は長期間
にわたる取り組みの歴史から始まっています。
Minas 博士は次のように説明します。「オースト
ラリアおよびニュージーランドは数十年かけて
メンタルヘルス関連の改革を続けてきました」
長い時間かけて培われた強みの一部は実行力
です。Minas 博士は次のように付け加えていま
す。「地域を中心に据える取り組みには非常に
時間がかかります。こうした取り組みは法体制、
資金調達や支払いシステムの整備も含まれて
います」

その他の成功の要因であり、長期間の努力を
要するものとして「人々が、地域で暮らす精神
疾患をもつ人々をより気持ちよく受け入れるよ
うになるための、文化的変化」も必要であると
Minas 博士は述べています。ニュージーランド
精神保健財団の元会長で、現在はニュージー
ランドの政府、差別反対活動を行う NGO 団体
とサービス利用者団体から成る複数機関代表
者会議の議長を務める、Judi Clements 氏もこ
れに同意しています。「広く共有されている意
識、例えば障害のある人々を社会から排除し、
隔離された場所でケアするべきだ、などという
考えは、それほど根強くはないのかもしれませ

んが、そうした意識の変化は非常に大きな社
会的変化で、短期間で成し遂げられるもので
はありません」差別や偏見は今も存在しますが、
目に見えて少なくなってきました 23。Norriss 氏
は次のように続けています。「ここまでくるのに
ずいぶん長くかかりました。20 年前には精神
疾患を危険で恥ずべきものとみなす文化があり
ましたが、今では人々がほとんどためらうこと
なくそれについて話すことができる文化に変
わったのです」

文化的な変化を医療制度に組み込むのにも時
間が必要です。例えば、ニュージーランドのメ
ンタルヘルスサービスにおいては、1998 年以
降、リカバリーを基本とした方法が義務化され
ています。しかし初期には、こうした変化に対
して医療界である程度の抵抗があり、医師と患
者がこれを完全に理解するにはさらに時間が
かかりました 24。

上位 2 カ国とその他の国 と々の違いを生んでい
る重大な要素の最後の一つは、構造的および
文化的変化の必要性です。幅広い分野の関係
者がメンタルヘルサービスに関与することです。

これらの関係者の中でも最も重要なのが精神
疾患をもつ人々（サービス利用者と呼ばれるこ
ともあります）で、次に重要なのが、僅差で介
護者です。上位 2 カ国では、1990 年代半ばか
らメンタルヘルスとソーシャルケアにおいて
サービス利用者と介護者の影響力が増加しまし
た。ニュージーランドでは、この 2 者は現在、
意思決定の全ての段階に関与しています 25。
学術的な研究の場でも、いわゆる研究者と患
者の「共同作業」がトレンドになりつつあります。
またオーストラリアでは、これらの人々の参加が

「際立った特徴」であると Minas 博士は述べて
います。国内の全てのメンタルヘルスの計画お
よび諮問機関において、サービス利用者およ
び介護者が何らかの役割を担っており、公式発
表によると、2011 年までには、国および州レ
ベルでサービスを行っている組織の 4 分の 3
でこれらの人々が管理職についているとのこと
です 26。

これらの人々は非常に大きな価値をもたらして
います。Norriss 氏は重要な見識、つまりサー
ビス利用者側の視点をもつ者だけが提供でき
る見識について指摘しています。例えば、「彼

文化的な変化を
医療制度に組み
込むのには時間
が必要です
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らの声に耳を傾けることで、病院を基盤とした
政策によって起こり得る弊害に対して異議を唱
えたり、リカバリーを促すケアの方法について
教育したりすることも可能になります」

ニュージーランドでは特に、精神疾患をもつ
人々への対策において、NGO 団体から非常に
大きな恩恵を得ています。現在では、メンタル
ヘルスに関する州予算の 24% が数百もの関係
機関に割り当てられており、「通常、地域社会
に暮らす精神障害者は公的な地域のメンタル
ヘルスサービスチームの治療を受けつつ、NGO
からの日々のサポートも受けています」27。
Norriss 氏によると、こうした状況は、資金調達
や研修などを含む第 3 セクターの活動支援に
対する政策への強力な取り組みの結果によるも
のです。これらの地域に根付いた NGO 団体は
通常、国や州が運営する団体よりも、社会的
な支援のための様々な地域のリソースをユー
ザーのニーズに沿って活用することに長けてい
ます。

ただし、ニュージーランドおよびオーストラリア
の高得点は、経済成長においてかなり遅れを
取っている国も含むその他の国々と相対化した
得点です。精神疾患をもつ個々の人々のため
の対策はまだ十分とは言えません。例えばオー
ストラリアでは、治療格差は著しく減少してい
るものの、いまだに 50% を超えています。他
の富裕国と同様、「適切な最低限のケア」の提
供を受けている者は少なく、不安障害や情動
障害の患者ではたったの 16% です 28。

根本的な欠陥はないものの、この 2 カ国がメ
ンタルヘルス分野で直面している課題は、シス
テムの強みを、あらゆる人に対して、一貫して
確実に機能させることであると言えます。場合
によっては、不完全な環境の中でうまく対応し
ていく、ということも含まれます。Minas 博士は、
精神疾患をもつ人々が安全な住居を手に入れ
るのに苦労する重大な理由の一つとして「主要
都市において住宅価格が高騰しており、健康
に問題がない人でも住宅を見つけるのが困難
になっている」と指摘しています。ここでは、
医療政策よりも住宅政策が鍵となります。

ただし、メンタルヘルスケア提供の面でも、い
くつかの重要な欠点が残っています。この 2 カ
国のケアシステムには大きな地域格差が存在

し、各州の支出の差から判断すると、オースト
ラリアではその格差がここ数年で広がっていま
す 29。地方ではこのような状況の固定化が目立
ち、今回の調査対象国でも共通した問題となっ
ていますが、その特徴は国ごとに異なります［囲
み記事参照］。

同様に、先住民族の人々のメンタルヘルスサー
ビスの利用率および治療経過はあまり好ましく
ない傾向にあり、メンタルヘルスという概念に
違いもあるため、そうした人々に特化したサー
ビスの設計が必要とされています 30。この 2 カ
国ではこの点がここ数年の政策上の懸念となっ
てきました。しかし Norriss 氏はニュージーラン
ドについて「私たちは先住民族の人々への対
策を改善してきました」としながらも「統計的
に見れば、彼らへの支援は遅れています。まだ、
改善すべき点があるのです」と述べています。

両国に共通するもう一つの課題は、精神疾患
をもつ人々の地域社会での生活を支援するた
めの、調整が行き届いた統合的な方法を見つ
け出すことです。ニュージーランドでは、地域
でのサービス提供については課題が存在して
いますが、Norriss 氏によれば「各地域の保健
機関によって異なる」とのことです。地域での
サービス提供においては NGO 団体が大きな役
割を果たしており、効果的な調整モデルを用い
た試験的な取り組みが実施できています。しか
しより大規模な政策レベルに目を向けると「ケ
アに必要な社会的、心理的かつ文化的手段全
てを考慮した計画をどのように立てればよいの
かを理解するには、まだまだ道は長い」と同
氏は述べています。

オーストラリアでは、根がさらに深い、体系的
な問題があります。国、州および地域間で異な
るケアの内容についての責任の所在が国の構
造上分散しており、さらに制度内でサービス利
用者と NGO の役割が大きく、それらの調整が
医療制度全体における長年の問題となっていま
す。メンタルヘルスへの取り組みにおいては統
合が最も重視されたため、これらの問題による
影響がさらに拡大しています。例えば、脱施設
化は確立されているにもかかわらず、西オース
トラリア州の政府が 2010 年に出した概算によ
ると、「精神科専門病院の入院患者のうち、住
宅やその他に関する適切なサポートがあれば

この 2 カ国が直面
している課題は、
システムの強み
を、あらゆる人に
対して、一貫して
確実に機能させる
ことであると言え
ます
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退院が可能な患者」の割合は 43% に達してい
ました 31。

地域社会でのケアに移ると、より調整が行き届
かなくなり別の問題が持ち上がります。最近の
政府高官の審査会では「地域社会の施設化」
に苦言が呈されました。それによると、このよ
うな状況の中で人々は「断片的な支援しか受け
られないか、支援そのものを全く受けられなく
なり、健康状態が良くなく、生活における様々
な機会が制限された状態という負の循環から
抜け出せなくなります。そして病棟、不完全な
住宅や教育および雇用支援システム、ならび
に業務の幅が広すぎる地域社会や非政府組織
によるサービスなど、閉鎖的でつながりのない
サービスの間を行ったり来たりすることになり
ます」32。

ニュージーランドでは、調整は上手くいってい
るものの、措置通院制度（CTO）の利用、す
なわち地域社会における本人の意に反する治
療が増加しているという問題があります。強制
治療と隔離の実施率は国際標準から見ると高
く、また CTO の利用法については、国連人権
委員会から注視されるレベルになっています 33。
皮肉にも、これはメンタルヘルス分野における
長年の取り組みの歴史の負の側面を反映してい
るのかもしれません。CTO に関する法的な制限
は、1992 年に制定された、地域社会でのケア

への移行を定めた法令内で定められました。当
時としては非常に先進的な法律でしたが、その
後最良の実践モデルは変化してきており、法律
の見直しが必要とされています 34。

上位 2 カ国には著しい進歩が認められますが、
統合された、地域社会を基盤としたケアに関す
る実務的な課題への取り組みは続いています。
これは当然のことです。こうしたサービスの提
供への移行は非常に大きな動きで、改善の余
地は常にあるものです。オーストラリアとニュー
ジーランドの課題も特別なものではありませ
ん。EIU の「欧州版メンタルヘルス統合インデッ
クス」において最上位であったドイツの最大か
つ圧倒的な弱点と課題は、同国に存在する強
力な個々のサービスの統合です。同様に、社
会から取り残された人々や集団のために、より
調整が行き届いたケアを提供し、サービスを
改善する必要があるというのは、欧州の上位国
の多くが直面する課題です。

つまりニュージーランドおよびオーストラリアに
おけるここ数十年で最も重要な変化は、精神
疾患についての認識、およびそうした症状をも
つ人々の居場所に関する文化的な変化と言える
かもしれません。この変化によって、サービス
の実施という実務的な課題への取り組みが確
実に継続されるでしょう。

Norriss 氏は「反差別・偏見を訴えた 20 年に
及ぶ強力な運動」が、ニュージーランドで精
神疾患をもつ人々の地域での統合的ケアが成
功した主な理由だと考えています。この運動
の中心は「Like Minds, Like Mine」という差別・
偏見反対を訴えるプログラムでした。このプ
ログラムは 1997 年に開始され、現在世界各
国で展開されている同様の運動の先駆けとな
りました。

「Like Minds, Like Mine」という表現は同国に
おけるメンタルヘルスサービスの一般的なア
プローチ方法を表すものです。国が保健省

（Ministry of Health）および健康促進庁
（Health Promotion Agency）を通じて運動を

推進し、現在では継続的な財政的支援及び監

督を行っています。精神保健財団（Mental 
Health Foundation）という NGO 団体が全国
的な調整および連絡機関となり、地域社会の
様々な団体が各地方で取り組みを行っていま
す。このプログラムでは全ての段階において、
精神疾患に罹患した経験のある人々にリー
ダーおよびプロジェクトの実行者として参加し
てもらうことを重視しています。

「Like Minds, Like Mine」は二つのレベルの活
動を行っています。一つ目は、全国的な広報
活動でした。その目的および性質は、5 つの
段階を経て成長を遂げ、より意欲的で大規模
な活動となりました。広報活動の初期の目的
は、うつ病などといった一般的な精神疾患に
ついての意識啓発にありました。広報活動で

ニュージーランドの「Like	Minds,	Like	Mine」キャン
ペーン—20年に及ぶ差別・偏見との闘い
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は、長い時間をかけて、かつてないほど低下している精神
疾患に対する人々の意識の改善を図り、回復の可能性を
強調し、固定観念と闘い、差別に関する意識を高め、好
ましい態度の規範となることを目指しました 35。これらの
メッセージの有効性について Clements 氏は、活動の開始
時から「俳優ではなく一般の人々が、精神疾患について
の自身の生の経験を TV で話すことについての準備ができ
ていた」ことが大きいと指摘しています。当時これは、世
界で初めての出来事だったと同氏は考えています。

将来的には、Clements 氏はプログラムのこうした広報活
動は、時間とともに変わっていくだろうと述べています。同
氏は、活動はマスメディアを通じたものから、費用も安く、
ターゲット層に届く可能性がより高いソーシャルメディアを
通じたものに移りつつあると述べています。「Like Minds, 
Like Mine」のもう一つの特筆すべき活動は、地域社会を
基盤としたプロジェクトの支援です。これらの活動は通常、
協力団体に委託されます。これらの団体は全国的な取り組
みを地域レベルで再現するのではなく、対象集団を絞って
活動しています。例えば、クライストチャーチで活動する、
市内に暮らす太平洋地域の人々を対象とした団体「太平洋
の真珠（Pearls of the Pacific）」などのように地理的要素

に基づく団体もあります。その他、場所に関係なく、特定
の集団の人々（雇用者や警察など）と共に、その人々に関
連した課題を理解するような取り組みを行う団体や、精神
疾患による負担が大きかったり、負担が認識されていない
人々の集団（先住民族や若者など）における知識や態度
に焦点を当てて活動している団体もあります。

進化し続ける、多様性に富んだこのような取り組みに一貫
性を持たせるには、乗り越えなければならない課題も出て
きます。Clements 氏は、直近の地域社会プロジェクトへ
の資金援助が行われる前までは、「本来の目的からずれた
取り組み」もあったと指摘しています。「Like Mind の活動
に参加する地域団体の中には、目的は素晴らしいものの
調整が不十分な団体や、差別反対に焦点を当てていない
団体も比較的多くありました」

そこで、2011 年にはプログラムの見直しの一環として協
力団体の数を減らし（それでも幅広い団体を含んではいま
したが）、差別反対に焦点を当てた活動に絞りました。ま
た同時に、共通の基本理念によって、全てのプログラム活
動に理論的一貫性を与えています。この基本理念とは、差
別は人権侵害を生むと強く訴える人権的アプローチ、そし
て障害は生まれつきではなく、社会の設計から生じた障壁
の単なる結果であることを示す社会的モデル、さらに排除
されている人 と々、その人々を排除している集団を結び付
け、態度の変化を促す力です。

もしも効果が表れていなければ、「Like Minds, Like Mine」
の戦略はさほど関心をもたれなかったでしょう。定期的に
影響力を評価することは、このプログラム開始時からの主
要な取り組みでした。この評価によって、プログラムの進
歩状況がわかります。差別や偏見を測定することは困難な
ため、評価は、それに代わる特定の態度についての質問
という形で行われることが多くなります。ニュージーランド
で繰り返し行われた調査からは、多くの評価項目が時間と
ともに変化していったことが明らかにされました。例えば、

「精神疾患をもつ人 と々話す事は気持ちの良いものではな
い」という項目について、「そう思わない」と回答した人
の割合は、2000 年には 61% だったのが 2012 年には
78% になりました。しかしその他の質問への回答における
変化はわずかでした。これらの調査全体に対する全体的
な印象は、全体的な態度には、ゆっくりとではあるものの
明らかな変化がある、というものです 36。サービス利用者
による評価でも改善が示されています。最近の調査で、

「Like Minds, Like Mine」の取り組みは過去 5 年間の差別
の減少に大きく役立ったと答えた人の割合は 48%、少しは
役に立ったと答えた人は 22% でした 37。これらの結果はも
ちろん完璧ではありませんが、正しい方向に進んでいるこ
とはわかります。

順位/15カ国中 スコア/100点中
総合スコア 1 94.7

1) 環境 =1 90.0

2) 機会 =1 100.0

3) 医療やサービスの充実 2 95.8

4) 管理 1 94.9

ニュージーランド
平均
最高

1) 環境

2) 機会

3) 医療やサービスの充実

4) 管理 0
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1. 環境

順位 国

パキスタン

インドネシア

フィリピン

ベトナム

インド

タイ

中国

日本

マレーシア

シンガポール

香港

韓国

台湾

ニュージーランド

オーストラリア

15

14

13

12

11

=9

=9

8

7

=5

=5

4

3

=1

=1

15.0

25.0

33.3

40.0

50.0

60.0

60.0

65.0

71.7

73.3

73.3

75.0

81.7

90.0

90.0

出典：エコノミスト・インテリジェンス・ユニット

2. 機会

順位 国

ベトナム

フィリピン

インドネシア

パキスタン

インド

タイ

中国

マレーシア

香港

韓国

シンガポール

台湾

日本

ニュージーランド

オーストラリア

=13

=13

=13

12

11

10

9

=7

=7

=5

=5

=3

=3

=1

=1

0

0

0

11.1

16.7

22.2

38.9

61.1

61.1

72.2

72.2

88.9

88.9

100.0

100.0

出典：エコノミスト・インテリジェンス・ユニット

3. 医療やサービスの充実

順位 国

パキスタン

インド

ベトナム

インドネシア

フィリピン

中国

タイ

マレーシア

日本

香港

台湾

シンガポール

韓国

ニュージーランド

オーストラリア

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0.5

10.0

10.3

20.2

26.9

27.4

37.0

43.6

58.6

72.9

77.8

81.5

82.7

95.8

96.9

出典：エコノミスト・インテリジェンス・ユニット

4. 管理

順位 国

インドネシア

パキスタン

ベトナム

フィリピン

インド

マレーシア

タイ

中国

香港

日本

韓国

台湾

シンガポール

オーストラリア

ニュージーランド

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

15.1

23.8

24.0

31.9

35.9

42.6

50.3

53.3

53.9

65.6

72.1

75.6

77.0

84.9

94.9

出典：エコノミスト・インテリジェンス・ユニット

メンタルヘルスインデックス2016̶総合スコア

総合スコア

順位 国

パキスタン

インドネシア

ベトナム

フィリピン

インド

タイ

中国

マレーシア

香港

日本

韓国

シンガポール

台湾

オーストラリア

ニュージーランド

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

12.8

16.7

20.6

25.5

29.4

44.6

45.5

54.1

65.8

67.4

75.9

76.4

80.1

92.2

94.7

出典：エコノミスト・インテリジェンス・ユニット

アジアの高所得国：台湾、シンガポール、
韓国、日本、香港
アジアの高所得国の堅実な結果からは、これら
の国々の豊かさと同時に、政策能力と実行力の
両面における強みが見て取れます。

これらは第一に、基本的な医療制度が整ってい
ること、および政府が成熟した社会保障プログ
ラムを提供する能力を持っていることによるも

のです。精神疾患をもつ人々へのサービスに
ついては、これらの国では積極的な支援団体
の存在や雇用支援の提供に関して満点のスコ
アを得ています。治療の無償化または手厚い
治療助成金、これらの疾患をもつ人への金銭
的補償、および意に反する治療に対する法的
保護についても、それぞれアジア高所得国の 5
カ国中 4 カ国では上位水準ですが、例外的に
一つ下位のランクとなった国もあります。

各国の強みは実に様々です。それぞれの国の
医療制度のどの部分がメンタルヘルスケアに関
して優れているかという質問に対し、このグルー
プに属する国の専門家らは一様に治療費の安さ
を挙げています。しかし、国立台湾大学（National 
Taiwan University）の Shu-Sen Chang 博士は、
台湾の長期的な精神保健法（Mental Health 
Act） の 取り組 み につ いても指 摘しました。
Fung 博士はシンガポールの住宅サービスの拡
大を、Choi 博士は韓国の国民健康保険制度に
よる新薬開発への資金提供を指摘しました。

これらの国・地域におけるメンタルヘルス政策
の一部は、一般的には何百年も前から存在し
ていましたが、地域社会に統合され、リカバリー
に焦点を当てたメンタルヘルスケアのための有
意義な取り組みが開始された、または大きくス
テップアップを遂げたのは、ここわずか 10 年
から 15 年の間のことです。
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実際にはその数年前から変化は始まっています
が、特定の重要な政策決定の日付が各国のター
ニングポイントを示しています。日本では 2004
年に「精神保健福祉の改革ビジョン」が発表さ
れ、改革が始まりました。台湾では 2007 年に「精
神保健法（Mental Health Act）」が改訂されま
した。同年にシンガポールでは同国初の「メン
タルヘルス行動計画（National Mental Health 
Blueprint）」が採用されました。香港では 2010
年に「メンタルヘルスサービスプラン（Mental 
Health Service Plan）」が採用され、これが香港
全域で「精神健康統合コミュニティ・センター

（Integrated Community Centres for Mental 
Wellness/ICCMW）」へと展開されました。韓国
では、正確なターニングポイントを特定するの
は難しいですが、1998 年以降、法令によりメ
ンタルヘルスに関する 5 カ年計画の策定が義務
付けられるようになりました。ただし、2011 ～
2015 年版の 5 カ年計画では取り組みの規模が
大幅に拡大されています。

これらはいずれも単発的な取り組みではありま
せん。日本では 2004 年以降、2009 年に改革
ビジョンのための取り組みの見直しを図り、
2012 年に精神疾患を 5 疾病の一つに追加する
と宣言しました。シンガポールでは「メンタル
ヘ ル ス 行 動 計 画（National Mental Health 
Blueprint）」に沿って 2012 年に「地域社会の
メンタルヘルス基本計画（Community Mental 
Health Master Plan）」を採用し、Fung 博士に
よれば、現在、同国民のメンタルヘルスに焦
点を当てた第 3 段階の改訂版も作成中とのこと
です。韓国の 2016 ～ 2020 年版「メンタルヘ
ルス計画（Mental Health Plan）」には 100 を
超える実行項目があり、香港では、精神疾患を
もつ人々のための医療および社会サービスを
適切に調整するための包括的枠組みに関する
協議が終盤を迎えています。

これらの政策変更には通常何らかの財政的支援
が伴っています。最も顕著なのが韓国で、メン
タルヘルス関連の財政的支援額が 2010 年から
2014 年までの間で 2 倍強に増加しています 38。
これらの国々では、国際社会における最良の実
践モデルを地域の現状に合わせて適用させると
いうサービス改善のための取り組みも多く行わ
れています。香港における積極的な支援プログ
ラムのベースとなったのは、オランダの FACT

という質の高いプログラムです 39。さらに、香
港 心 理 衛 生 会（Mental Health Association of 
Hong Kong）の会長である Dan Yu 氏は、香港
のメンタルヘルスサービスの大きな強みの一つ
は「他の国々の取り組みから学び続けているこ
と」であると述べています。

取り組みは本腰が入ったもので、進捗もしてい
ます。では、この5カ国がニュージーランドやオー
ストラリアから著しく後れを取り、場合によって
は中所得国の結果と同様のケースもあるという
事実は、どうすれば説明がつくのでしょう？

アジアの高所得国の事例から、地域社会に統合
された、リカバリーに焦点を当てたケアの開発
に要する時間、また長期的な取り組みの必要性
が明らかにされています。Fung 博士は、シン
ガポールについて「メンタルヘルス行動計画

（National Mental Health Blueprint）」の採用か
ら約 10 年が経過した現段階で「私たちの抱え
る問題は地域社会のリソース開発です。これは
基本的な段階です。私たちが費やしてきた時間
と費用は、やっと成果を出し始めているにすぎ
ません」と述べています。さらに、こうした取り
組みでは通常、固定化された障壁を乗り越えな
ければなりません。Choi 博士は韓国について
次のように述べています。「韓国では地域社会
でのメンタルヘルスケアと脱施設化が非常に重
要であるという点は理解されています。しかし
その実現は非常に困難です」

地域社会を基盤としたケアを推進するにあたっ
てこれらの国々が共通して直面する第一の問題
は、近年では改善されつつあるものの、新たな
政策を実行する上での制度上のリソースが不足
しているということです。韓国では、2014 年ま
での 5 年間でメンタルヘルス関連の予算が 2 倍
に増加しているにもかかわらず、医療費全体で
見るとわずか 2.6% にすぎません 40。最新の調
査結果（多少日付は古いですが）によれば、本
インデックスの対象国となったアジアの高所得国
中、医療費全体に占めるメンタルヘルス関連費
用の割合が、WHO が先進国に推奨している最
低基準である 5% に達している国はありません。
さらに、こうした予算の大部分が地域社会を基
盤としたケアではなく病院で使われています。

メンタルヘルス関連の労働人口も非常に少ない
です。これらの 5 カ国で人口当たりの精神科医
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数が最も多いのは日本（人口 10 万人当たり
20.1 人）ですが、他の 4 カ国では人口 10 万人
中 2.8 ～ 6.9 人という少なさです。ちなみに欧
州版メンタルヘルス統合インデックスでは、対
象国 30 カ国中 28 カ国の精神科医数はこれより
多いです。こうした人材不足は、財政支援の少
なさを反映するものです。しかしそれ以上に、
人材を増やすには時間が必要であるという事実
を物語っています。OECD のデータによれば、
2004 年から 2014 年にかけて、韓国では精神
科医の数が約 2 倍に増加しています。台湾でも
この 20 年 間で 同 様 の 変 化 が 起こっており、
Chang 博士によれば「研鑽を積んだメンタル
ヘルス専門家の数が著しく増加した」とのこと
で、精神科医の数は約 3 倍に増加しています。

精神科医が不足すると、患者は治療を受けにく
くなります。香港では精神科医の多くが民間機
関 の 医 師で、 公 的 な 医 院 管 理 局（Hospital 
Authority）に雇用されている医師はわずか数
百人です。公立の病院では初診まで 3 年ほど
待たされる場合もあります 41。さらに、そうし
た病院では医師との面談時間は 5 分から 10 分
程度しかないと Yu 氏は述べています。このよ
うに患者 1 人当たりへのサービスが限られる状
況でも、香港の ICCMW では、職員不足のため

「業務過剰によって職員が消耗している」とのこ
とです。職員数が比較的多い日本でも、外来
患者への面談時間は 10 分足らずということが
多く、さらに最近の調査では、職員の不足が、
薬の投与により入院患者の安静を図るという文
化に影響を与えてきたのではないかとの指摘も
されています 42。

しかし、精神科医の増加はおそらく見込めない
でしょう。少なくともこれらの国々全体に広まる
とは考えられません。Fung 博士は次のように
述べています。「シンガポールでは、経済的に
持続が困難であると思われるため、OECD の掲
げる人口当たりの専門医の比率の実現を目指す
ことを避けてきました」それに代わって、同国
では利用できる人材を最も効率的に活用する試
みを続けており、メンタルヘルスの専門家以外

（スクールカウンセラーなど）を対象とした適切
な研修を提供し、医師には医師だけにしかでき
ない診療を行ってもらうようにしています。

しかし精神科医の問題から一歩進んで、専門
家の連携に目を向けると、さらに好ましくない

状況です。このグループの国々の中で心理士の
数が最も多いのはシンガポールですが（人口
10 万人当たり 1.6 人）、これはオーストラリア
の 40 分の 1 強にすぎず、欧州の平均の 11 分
の 1 未満です。ソーシャルワーカーの数にも同
じことが言えます。これはケアの規模だけでは
なくその質にも影響します。統合的なケアに必
要とされる分野横断的なチームには、定義上、
複数の分野の関わりが必要です。

精神科医に関する問題同様、専門家の連携が
遅れている問題も、その原因は変化に時間を要
することです。この件については、研修の遅れ
という問題に加えて、医療制度全体で関連する
政策を改訂するという重大な課題もあります。
日本では、リハビリテーションを基盤としたチー
ム医療を目指しています。精神科専門看護師や
心理士の国家資格はまだありませんが、日本看
護協会では精神科看護師の独自の資格を設け、
心理士の国家資格（公認心理士）も今後数年
以内に誕生する見通しです。一方、Chang 博士
は次のように説明します。台湾では「心理士が
独自にサービスを提供できますが、全民健康保
険（台湾の国民皆保険制度）による医療費補償
は十分ではありません。こうした状況が、心理
士と精神科医の比率に影響を与えています」

固定化された制度によって、制度全体の変化
がさらに遅くなります。脱施設化の問題では、
非常にわかりやすい事例が示されています。日
本の精神科の病床数は、人口 10 万人当たり
266床（2014年）で世界でも群を抜いて高くなっ
ています。韓国はそれに比べるとはるかに少な
く、人口 10 万人当たりの病床数は 98 床ですが、
2004 年から 2014 年にかけての人口当たりの
病 床 数 の 増 加 は OECD 加 盟 国 中 最も多く、
2004 年には OECD 加盟国平均を下回っていた
病床数が、2014 年にはその平均の 1.5 倍にま
でなりました 43。

日本の病床数は、認知症による長期入院患者の
病床数が含まれていることから若干実態よりも多
くなっていますが、他の国々ではそういったケー
スは介護施設に分類されている可能性もありま
す。いずれにせよ、脱施設が進んでいないこと
は明らかです。2004 年に出された改革ビジョン
では、精神科病棟に長期間入院する 69000 人
の患者の退院を妨げている唯一の問題は、地域
社会におけるケア施設の不足であるとしていま
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す。2009 年の改訂では、この数が減少するどこ
ろか 76000 人に増加していることが明らかにな
りました 44。この年に政策が刷新されたにもか
かわらず、OECD のデータからはその後病床数
は大きくは減少していないことが明らかになって
います。さらに、病床数の 3 分の 2 は 1 年以上
の長期入院患者が占めています 45。また、地域
社会を基盤としたサービスも存在していますが、
その規模は大きくありません 46。

韓国では、地域社会を基盤とした医療施設お
よび心理社会的なケア施設が同時並行的に増
加するというめずらしい状況に伴って病床数が
増加しています。しかし依然として、ケアの大
半は病院で行われており、病院外でケアを実施
しているのは一握りの精神科医だけです 47。

互いに絡み合う二つの問題が明らかになってき
ました。一つ目は、政策と金銭的利害にずれ
があることです。日本と韓国では、医療機関は
公式には非営利組織ですが、開業医が経営す
る医療機関が多くを占めています。精神科につ
いて言えば、韓国では 90%、日本では 83% が
民間の医療機関です 48。精神科医療の多くは
開業医による診療所か、民間病院精神科の勤
務医によって行われています。Choi 博士は韓
国の開業医についてこのように述べています。

「医師らの主な関心事は患者を長く入院させる
ことであり、退院させることではありません。
なぜなら患者は大事な収入源だからです。医
師にとっては現状が好ましい状態で、それを変
えることは困難です」

この点に関しては日本と韓国の事例のみが突出
しています。台湾では人口 10 万人当たりの精
神科の病床数は 91 床［2014 年、台湾衛生福
利部（Ministry of Health and Welfare）調べ］で、
日本と韓国よりは少ないですが、先進国の平均
は上回っており、病床の多くは長期治療に利用
されています。病床数は、病床増加に関する
政策が改訂された 2007 年以降ほぼ変化してい
ません。Chang 博士は、台湾では経済面から、
特に医療制度の財源の面から、地域社会での
ケアよりも病院による治療の方が好まれると言
います。問題はアジアに限ったことではありま
せん。ベルギーでは精神科の病床数が多いこ
とから、それらの医療機関の経営者らが利益面
で不満を訴えることがよくあります。

変化を起こすには、報酬や計画を変えるだけで
は不十分です。2013 年、日本では、都道府県
ごとに医療連携体制や在宅医療などを含めた医
療計画が策定されました 49。堤博士は次のよう
考えています。政府は「脱施設化の重要性に気
付き、その実現に向けて大きな努力を払ってき
たものの、状況が大きく変わることはありませ
んでした。それは実現に向けた地域社会や家
族の支援およびケアシステムが、十分に確立さ
れていなかったからです」さらに Choi 博士は、
韓国では政府がこの課題への取り組みをそれほ
ど強力に推し進めることを望んでいないと言い
ます。それは、地域社会のケア施設は増加して
いるものの、「精神科病棟から退院した大量の
患者に対応する能力がない」との理由からです。

施設面の問題より重大なのは、非常に悩ましい
文化的な問題です。日本と韓国では、社会的入
院や、介護施設でのケアが相応しいと思われる
高齢患者が入院病床を利用するというケースが
非常に多く見られます。さらに、日本人の多くは、
精神疾患をもつ人々は病院で治療を受けるべき
だという考えをもっていると堤博士は指摘しま
す。これらの二つの課題が一つの問題となって
顕在化しました。日本では、精神科への長期入
院患者のうち 65 歳以上の患者の割合が着実に
増加しており、2002 年には 38% だったのが
2008 年には 47% になり 50、現在では 50% を超
えていると見込まれています。彼らを地域社会に
戻すためには、両国共に、社会的入院や適切な
ケアの方針などに関する、幅広い問題に取り組
む必要があります。Choi 博士は「複雑で手のか
かる問題がある」と控えめに述べています。

しかし、既存の医療制度の構造に利点がある
場合もあります。シンガポールでは小規模医療
機 関 の 一 つ で あるメンタル ヘ ルス 研 究 所

（Institute of Mental Health）が同国のメンタル
ヘルスケアの 80% を担っています。この医療
機関は、従来型の精神科病院から地域社会に
よるケアサービスの創造を牽引する機関へと転
換を図り、シンガポール全土に及ぶ変化を促し
ました。

これらの国々で、地域社会を基盤としたケアを
阻む問題への取り組みにおけるもう一つの課題
は、サービスに一貫性を持たせることです。香
港では公的および包括的なメンタルヘルス政策
が欠如しています。そうした政策を担う部署すら
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はっきりとはしていません。医院管理局（Hospital 
Authority）が実施するンタルヘルス計画（Mental 
Health Plan）によってその不足を埋めようとして
いますが、 医院管理局（Hospital Authority）、
社会福祉課（Social Welfare department）およ
び様々な NGO 団体間の協議システムがあるに
もかかわらず、それらの調整が行き届いていま
せん 51。Yu 氏は「メンタルヘルスに関する政策
および他国のような関連法がない限り、ケアサー
ビス実施の計画が必要としているところに活か
されず、断片的なものになる」と考えています。

古くから公的政策があったとしても、調整が行
き届かなければサービスは低下します。韓国で
は、約 20 年間にわたってメンタルヘルス関連
の政策に継続的に取り組んできましたが、病院
や地域社会の予算はいまだに断片化しており、
施設数の急増の原因の一つとなっています 52。
Choi 博士の説明によると、地域社会でのケアに
関しては、同国内で約 500 の施設が建設されま
したが、これらの管理運営を担っている省庁が
ばらばらだとのことです。2016 年前半に国立精
神 保 健 セ ン タ ー（National Centre for Mental 
Health）が設立されるまで、関係省庁間の「連
携または調整がない」状態が続いていたのです。

統合されたサービスを提供するための強力な
法的支援があっても、それによって、精神疾患
をもつ人々が必要とする医療や社会、雇用、住
宅その他のサービスを担う機関に内在する閉
鎖性が速やかに切り崩されるという保証はあり
ません。台湾では 2007 年に、行政院衛生署

（Department of Health）が社会部（Ministries of 
Social Affairs）、労働部（Ministries of Labour）、
教育部（Ministries of Education）と連携し、
地域社会のケアサービスを確立することが法的
に決まりました。しかし組織的な変化はなかな
か進みませんでした。2013 年にいくつかの部
署 が 統 合 さ れ て 衛 生 福 利 部（Ministry of 
Health and Welfare（日本で言う厚生労働省））
ができたことで、保健機関と社会サービスの全
般的な連携がとりやすくなると期待されました
が、Chang 博士によれば、こうした取り組みが

「精神疾患をもつ人々のための統合されたサー
ビスに反映されることはなく、医療提供者と社
会サービス提供者間の調整はまだ十分ではな
い」とのことです。

最後に、不適切な奨励制度や一貫性に欠ける政
策よりもさらに重大な問題は、地域社会での統
合のために、精神疾患に対する社会的な理解を
変化させるのには、時間がかかるということです。
これらの国々のインタビュー回答者らによれば、
メンタルヘルスへの理解レベルは相変わらず低
く、差別や偏見は減少傾向にあることが一部で
は指摘されているものの、依然として重要な問
題であるとのことです。多くの国で見られる顕著
な例として、精神疾患をもつ人々が関与する殺
人事件等を、メディアがセンセーショナルに取り
扱う傾向があります。Choi 博士は「人々は精神
疾患や患者の症状に恐怖を感じています」と指
摘します。その結果、患者が治療を受ける意思
を失ったり、脱施設化に必要なステップが社会
から拒否されたりすることになります。

同様に重要なのは、そうした症状をもつ人々に
対して非常に否定的な社会の態度が今も残って
いるという事実で、これによって、オーストラリ
アやニュージーランドにおける変化の重要なけ
ん引役を果たしてきた患者支援団体の活動が、
これらの国々では強化されていないということ
です。Fung 博士は、「シンガポールでは『精
神疾患はよくなりました。体験談を話すことも
可能です』と口にすることすら困難です」と説
明しています。積極的な運動や支援活動に参加
することはさらに困難でしょう。Chang 博士は
次のように指摘します。「患者らが、自らのため
に声を上げるという、欧米の国々で現れた動き
を、私たちはまだ待っている段階です。そうし
た動きは、台湾ではまだ一般的ではありません」

これらの国々では、患者が変化を求めることに
よってではなく、メンタルヘルスに関する医療
負担の何らかの一要素によって、政府のメンタ
ルヘルスに対する関心が維持される可能性が
あります。前述した通り、自殺率に関していえ
ば韓国と日本が非常に高く、自殺に対する政策
も積極的に打ち出していますが、こうした課題
は他の高所得国にも広がっています。台湾で
は大規模な自殺防止対策が採られ、近年自殺
率が低下しています。一方香港では最近 10 代
の若者の自殺が増え、世間の注目を集めてい
ます。竹島博士は次のように考えています。「メ
ンタルヘルスは個別の問題とされる傾向があ
り、これは欧米の国々でも同じです。自殺予防
のための政策によってメンタルヘルスや精神疾
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Ng 教授は、精神疾患をもつ人々への差別や
偏見は「重大な問題」であると述べています。

「多くの国で、先進国でさえも、根強く残る問
題です」本調査のインタビューに回答した専
門家はこうした状況を、地域社会でのより良い
統合を阻む最大の壁と呼んでいます。
差別や偏見の性質や構造は多面的で、問題を
複雑にしています。特定の精神疾患は様々なレ
ベルの差別や偏見を生みます（例えば統合失
調症は、たいていの場合うつ病に比べて敵意
をもたれやすい疾患です）。差別や偏見の程度
は時間とともに変化し、国によっても異なりま
す。差別や偏見による行動は様々な形で存在し、
拘束されたり、虐待が行われたりする国もあり
ますし、目には見えないものの、やはり悲惨な、
社会からの排除が行われている国もあります。
差別や偏見によって傷つけられる人も様々で
す。疾患をもつ本人が傷つくのは万国共通で
すが、アジアの多くの国では、先進国でも途上
国でも、親族の社会的地位や、場合によって
は結婚までもがその影響を受ける場合がありま
す 53。その一方で、差別や偏見に影響された
行為の加害者となりがちなのも家族です。
一つはっきりしていることは、差別や偏見は普
遍的に広がっているということです。本インデッ
クスで最上位のニュージーランドでさえも、
2010 年には、精神疾患をもつ人々の 70% が、
1 年以内に少なくとも 1 回の中程度またはひど
く不公平な扱いを受けたと報告しています 54。
差別や偏見について、このように明らかなばら
つきはあるものの、ある程度の一般化は可能
です。差別や偏見には、まず否定的な思い込
みがあり、そこから行動が生じます。まず後者
については、あからさまな敵意など、差別や
偏見から生まれた特定の行動は、統合を妨げ
る明らかな障害となります。以下に紹介するの
は、それほど顕著ではないものの、一般的に
共通した3つの課題です。これらの課題からは、
地域社会を基盤としたケアの弱体化を招く恐
れのある様々な原因が示されています。
自己差別や偏見が治療を遅らせます。Choi 博
士が韓国について述べている内容は、先進国
にも十分にあてはまることです。つまり、ケア
を必要とする人が「全くサービスを受けません。
彼らも、彼らの家族も、精神疾患であるという
診断を医療記録に残したくない」という状況で
す。これは雇用や保険の加入の際に影響があ
るかもしれないためです。また、ハノイのメン
タルヘルス・コミュニティ開発（Mental Health 

and Community Development）設立者であり、
ベーシックニーズベトナム（Basic Needs 
Vietnam）の国内部長を務める Tam Nguyen
氏は、症状のある人々は「病院というのは完
全に『気が狂った』人が行く場所だ」との思
いから、ケアを受けようとしないと言います。
医療制度の内部にある差別や偏見がケアの質
を低下させます。Sikander 博士は、差別や偏
見は「医療提供者」にも影響するとしててい
ます。同氏によれば「影響を受けた人々は精
神疾患患者との接触に消極的になり、彼らへ
の治療の質が低下します」これもまた、すべ
ての所得水準の国々に当てはまることです。
オーストラリアで行われたある大規模な調査か
らは、一般の人 よ々りも医療従事者の方が、
精神疾患をもつ人々に対して否定的な態度で
接しやすくなる傾向にあるということまで明ら
かにされています 55。
社会にある差別や偏見が脱施設化を阻んでい
ます。地域社会が受け入れなければ、地域社
会への統合を開始することすらできません。
Chang 博士によれば、台湾では政府が地域社
会を基盤としたメンタルヘルスのケア施設を作
ろうとした場合、たいてい「昔から地域住民
に拒否されてきた」ということです。これが悪
循環を招きます。日本では、いくつかの学術
研究から、差別や偏見の結果、そうした人々
を世間から遠ざける傾向が生じることが示され
ています。その他、地域社会に暮らす精神疾
患をもつ人々が少ないために知られざる存在
となってしまい、差別や偏見が悪化することが
わかっています 56。
差別や偏見は強い思い込みから生じます。地
域全体を通して、メンタルヘルスに関する理解
が薄いところに、精神疾患によって倫理観が著
しく低下したり欠如したりするという強い思い込
みがまん延します。これもまた、様々な形で表
れます。Sikander 博士は、特にパキスタンの
地方での状況について次のように指摘します。

「何百年もの間、黒魔術と悪意に満ちた目とい
うものは、私たちの文化の一部として語り継が
れてきました。精神疾患のように人々の理解の
及ばないものは全て、スピリチュアルなど、何
か別次元のことというレッテルが貼られてきま
した」ある学術的な調査から、アジアの途上国
では「精神疾患に対する超自然的、宗教的、
および呪術的アプローチが広まっている」こと
が明らかになりました 57。先進国ではそのよう
な傾向はあまり一般的ではありませんが、それ

差別や偏見という多くの課題
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患をもつ人々への社会の態度が変わることも期
待されます」

高中所得国：マレーシア、中国、タイ
高中所得国の結果は、全般的には今回の調査
対象となった富裕国よりはかなり劣るものの、
一部のカテゴリーにおいては、高所得国中最下
位となった国と同等かそれよりも好成績となっ
ています。しかし医療やサービスの充実のカテ
ゴリーにおいては、医療やサービスの充実に関
する純粋な政策の選択よりも支出を強く反映し
た結果となっているため、低中所得国に分類さ
れる国々の結果に近くなっています。これらの
高中所得国が今回の結果に至った原因には重
要な共通点があります。その共通点とは、現行
の医療制度と、成功を阻む現実的かつ文化的
な壁が共存している社会において、精神疾患を
もつ人々の受け入れ状況を改善するという切実
な願いが明確に示されているということです。

これら 3 カ国は様々な方法で、通常はアジアの
高所得国よりも遅れて、ごく最近になってから
メンタルヘルスに関する比較的大きな政策に取
り組んできました。顕著な改善に限定した場合、
サービスの質や規模の面でいくつか顕著な改
善が見られます。最も顕著な法律上の変化は、

27 年 の 議 論を経て中 国で 初 の 精 神 衛 生 法
（Mental Health Law）が制定されたことです。
この法律は 2013 年に施行されました。この法
律は同国の 686 プログラムで得た教訓を基に
作成されました。これは 2005 年に開始された、
チーム医療を基盤とし、リカバリーに焦点を当
てた、統合された地域医療を中国国内で生み
出すこと目的とした小規模な試験的取り組みで
したが、これが成功をおさめ、その後規模が
大幅に拡大されました［囲み記事参照］60。

マレーシアでは、メンタルヘルスに関連した法
整備の歴史はかなり古くからありますが、地域
社会を基盤としたケアに向けた動きが活発化し
たのは最近のことです。2001 年には最新のメ
ンタルヘルス法が成立しましたが、政府による
関連法等が発表されたのは 2010 年のことでし
た。これらは、法律が目指すところの地域社会
を基盤としたケアの促進に向けて、現実的な進
捗のために不可欠なものでした。ビジョンの実
現に向けて、持続的な財政面での支援が始まっ
たのは 2014 年になってからでした。しかし現
在では、Mentari プログラムの下、20 の地域
ケア施設（各地域 1 施設以上）において、分
野横断的なチーム医療を基盤とした積極的な
ケア、雇用サービス（個々の就職あっせん支援、

らの国々でも倫理的側面の問題は多々残ってい
ます。最近の調査では、シンガポール人の半
数は精神疾患が「個人の弱さの兆候」であり、
10 人中 9 人は、そうした症状が著しい人々は「本
人がよくなりたいと思えばよくなる可能性があ
る」と考えていることが明らかになりました 58。
多くのアジア諸国では、精神疾患は恥ずべき
社会の欠陥ともとらえられています。Minas 博
士は次のように説明します。「階層的な社会構
造をもつ国々では、社会の秩序は重要な目標
であり、他の人と違う行動やだらしない行動は
非常に大きな問題とされています。急性また
は持続性の精神疾患系の人々は社会保護セン
ターや施設に収容される傾向にあります」
アジアの社会において、予測不能な存在である
ことはそれだけで十分に不利なことですが 59、
精神疾患に関する上記のような考え方が極端
に表れているのが、精神疾患をもつ人々は危
険であるという思い込みです。これはメディア
によるセンセーショナルな表現からもわかりま
す。Choi 博士は、最近の典型例として、韓国
で統合失調症の患者の妄想が引き起こした悲

惨な殺人事件を挙げました。こうした行動は非
常にまれであるにもかかわらず、メディアは「全
ての統合失調症患者を登録して、管理する」こ
とを声を大にして訴えました。Yu 氏は、香港
では差別や偏見は徐々に減少してはいるもの
の、精神疾患をもつ人々が関与する暴力事件
をメディアが掴んだら「差別や偏見の減少に向
けた私たちの取り組みは台無しになってしまう
でしょう」と述べています。
しかし、今回のインタビュー回答者が社会の
態度にいくらかの改善を感じているように、悪
いニュースばかりというわけではありません。
とはいえ、Ma 博士の言葉にもあるように、精
神疾患によって社会的・身体的にリスクを負う
のと同様に、倫理観が低下すると、いまだに「精
神疾患と診断されたら、正常な人ではなく、
したがって人権はないのだと思われるかもしれ
ない」というリスクが存在するという根本的な
問題は相変わらず残っています。このようなこ
とを露骨に言われる国ばかりではないでしょう
が、精神疾患を見下す傾向は、非常に根強い
ものです。
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1. 環境

順位 国

パキスタン

インドネシア

フィリピン

ベトナム

インド

タイ

中国

日本

マレーシア

シンガポール

香港

韓国

台湾

ニュージーランド

オーストラリア

15

14

13

12

11

=9

=9

8

7

=5

=5

4

3

=1

=1

15.0

25.0

33.3

40.0

50.0

60.0

60.0

65.0

71.7

73.3

73.3

75.0

81.7

90.0

90.0

出典：エコノミスト・インテリジェンス・ユニット

2. 機会

順位 国

ベトナム

フィリピン

インドネシア

パキスタン

インド

タイ

中国

マレーシア

香港

韓国

シンガポール

台湾

日本

ニュージーランド

オーストラリア

=13

=13

=13

12

11

10

9

=7

=7

=5

=5

=3

=3

=1

=1

0

0

0

11.1

16.7

22.2

38.9

61.1

61.1

72.2

72.2

88.9

88.9

100.0

100.0

出典：エコノミスト・インテリジェンス・ユニット

3. 医療やサービスの充実

順位 国

パキスタン

インド

ベトナム

インドネシア

フィリピン

中国

タイ

マレーシア

日本

香港

台湾

シンガポール

韓国

ニュージーランド

オーストラリア

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0.5

10.0

10.3

20.2

26.9

27.4

37.0

43.6

58.6

72.9

77.8

81.5

82.7

95.8

96.9

出典：エコノミスト・インテリジェンス・ユニット

4. 管理

順位 国

インドネシア

パキスタン

ベトナム

フィリピン

インド

マレーシア

タイ

中国

香港

日本

韓国

台湾

シンガポール

オーストラリア

ニュージーランド

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

15.1

23.8

24.0

31.9

35.9

42.6

50.3

53.3

53.9

65.6

72.1

75.6

77.0

84.9

94.9

出典：エコノミスト・インテリジェンス・ユニット

メンタルヘルスインデックス2016̶総合スコア

総合スコア

順位 国

パキスタン

インドネシア

ベトナム

フィリピン

インド

タイ

中国

マレーシア

香港

日本

韓国

シンガポール

台湾

オーストラリア

ニュージーランド

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

12.8

16.7

20.6

25.5

29.4

44.6

45.5

54.1

65.8

67.4

75.9

76.4

80.1

92.2

94.7

出典：エコノミスト・インテリジェンス・ユニット

支援付きの雇用など）、並びに患者および介護
者の支援グループなどが提供されています。

タイのメンタルヘルス政策では、地域社会を基
盤としたケアが何年も前から推奨されてきました
が、その取り組みもなかなか進みませんでした。
しかし、2008 年に制定された精神保健法（Mental 
Health Act）によって、メンタルヘルスの費用が
国民健康保険の適用となり、その実施について
当局がモニタリングおよび評価を行うよう定めら

れました。さらに 2012 年になって、メンタルヘ
ルスケアが地域保健医療委員会（Area Health 
Board）の管轄となり、メンタルヘルス・サービ
スプラン（Mental Health Service Plan）に従って
提供されるようになりました。このサービスでは、
少なくとも医療面では統合型のサービスが求め
られ、自己管理の促進を目標としています 61。

メンタルヘルスによる医療負担が生じているこ
れらの国々で近年行われている積極的な取り組
みは、これらの国々が依然として直面している
メンタルヘルス領域の重大な問題を考えると、
今後不可欠となっていくでしょう。まず、治療を
受けていない人の数が膨大であるという問題が
あります。データの質はあまり良くないのです
が、中国では精神疾患をもつ人々の 92% が、
これまでに一度も治療を受けたことがありませ
ん。現段階では、何らかの精神疾患をもつ人々
のうち治療を受けたことがない人の数は推計
1 億 5800 万人です。686 プログラムは確かに
優れたプログラムでしたが、今のところ、調査
から 1300 万人と推計される最重度の精神疾患
をもつ中国人のうち、300 万人強の人々にしか
届いていません。マレーシアでは全国的な調
査はありませんが、同国の人口第 3 位の地域
で実施された調査から、メンタルヘルスに関す
る治療格差は推計 90% です。タイでは精神疾
患全体に関する治療格差のデータは得られてい
ませんが、ADHD に関して言えば 96% です 62。
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医療制度は十分に整っておらず、変化に向けた
予算配分も不十分です 63。有資格の人材は著し
く不足しています。本インデックスの「メンタル
ヘルス関連の労働人口」に関する指標では、タ
イとマレーシアが特に点数が低く、低所得国に
属しているパキスタンやフィリピンにも後れを
取っています。タイ保健省、精神保健部、国際
精神保健ユニット（International Mental Health 
Unit, Department of Mental Health, Thai Ministry 
of Health）、ユニット長の Patanon Kwansanit 氏
によると、タイ国内の精神科医数は、高中所得
国の精神科医数として WHO が推奨する人数の
半数にも満たない状況とのことです。マレーシ
アでは、推奨の 4 分の 1 ほどです 64。両国では、
心理士や作業療法士はさらに不足しているた
め、チームを基盤としたケアが困難です。

一方中国は、公式発表による精神科医の数は
ここ数年で著しく増加し、本インデックスのデー
タによると人口 10 万人当たり 1.7 人です。この
数は高中所得国の数値としては悪くありません。
しかしその質には深刻な問題があります。中国
では精神科医として登録されている医師の
14% が専門医としての研修を全く受けておら
ず、29% 以上が 3 年制の専門学校卒業程度の
学位認定者とのことです 65。Ma 博士の指摘に
よれば、2009 年以降、中国では標準化された
全国的な臨床研修制度が試行されており、こ
の研修では学生が 3 年間の研修を受講します。
しかし実際には「とにかく精神科医が不足して
いる」とのことです。これは、医師だけでなく
より幅広い範囲の十分な研修を積んだメンタル
ヘルスの専門家が、非常に深刻なレベルで不
足している状況のほんの一例です 66。

いずれの国も精神科医の増加に取り組んでい
ますが、これには時間とリソースが必要です。
中国では精神科医の数を 2020 年までに 4 万
人に倍増する計画を立てていますが、これに
ついて Ma 博士は次のように述べています。「ど
の程度目標が達成できるかについては、大き
な不安があります。我々に必要なのは希望的
観測ではなく、現実的思考です」

しかし代替策にも問題があります。理論上、タ
イでは数年前からプライマリーケアワーカーが
地域社会においてメンタルヘルスケアを担って
きましたが、関連した研修は（あったとしても）
ごくわずかです。また差別や偏見があることか

ら、一般開業医は患者にメンタルヘルスサービ
スを紹介することをためらう傾向にあります 67。
また中国では、政府の政策の一部によってメン
タルヘルスケアをプライマリーケアレベルで行
うことが増えていますが、そうした医師や地域
のケアワーカーはメンタルヘルスに関する必要
な研修を受けていないとMa 博士は指摘します。

これらの国々では、治療を受けているとしても、
その提供方法には注意が必要です。これらの
国々の中では GDP が最も高いマレーシアでは、
取り組みがかなり進んでいます。1970 年代に
開始された、病院システム全体を通じた精神疾
患治療の分散化政策によって、メンタルヘルス
ケアの提供が、4 つの精神科専門治療施設に加
えて、49 の総合病院でも行われるようになりま
した。マレーシアの医療保健制度では薬物療法
を含む治療が無料で受けられます。マレーシア
保健省（Ministry of Health Malaysia）の顧問精
神科医である Nor Hayati Ali 博士は次のように
述べています。「私たちは深刻な精神疾患のた
めに多くの取り組みを続けています。完璧では
ありませんが、何らかの意味はあると思ってい
ます」このシステムにおいても格差はあります。
現在では多くの総合病院でメンタルヘルスケア
を行っているにもかかわらず、これらの総合病
院の全てに精神科専用の病床があるわけでは
なく、また精神科の病床の多くが、いまだに専
門施設に集中していることです。病床不足の解
消のために、再発予防と精神病の早期発見の
取り組みが行われていますが「地域社会でのケ
アを増やして、プライマリーケアとの統合を促
進する必要があります」と Ali 博士は説明します。

社会サービスその他には、一貫性がありませ
ん。例えばマレーシアは、本インデックスの「機
会」のカテゴリーで高得点となっており、近年
では雇用サービスがメンタルヘルスケアの重点
項目とされているという事実がありますが、そ
の一方で、Ali 博士の指摘によれば、地域レベ
ルでの社会および医療サービスの調整は、サー
ビス提供組織の窓口となるスタッフの質に左右
される傾向があるとのことです。

タイでも治療の中心を、無料のままで、精神科
の専門病院から移しつつあります。精神科の外
来治療を行っている 122 の診療所のうち、専
門病院は 17 で、25 の総合病院でも入院治療
を行っています。またタイでは大規模な電話相
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談サービスも行っています。これらのことから、
メンタルヘルスケアが地域社会を基盤としたも
のとは言えないでしょう。地域社会のサービス
では、精神疾患をもつ人々のための病床があ
りません。むしろ、病院を基盤とした「リハビ
リ施設」の方が、患者の社会復帰を促す試み
であると言えます。同様に、作業療法が受けら
れるのは入院治療のみで 68、雇用プロジェクト
は拡大していません。事実、タイは本インデッ
クスの「機会」のカテゴリーの得点が低く、マ
レーシアの 3 分の 1 程度です。またメンタルヘ
ルスに関する医学的な専門家の間でも、「リカ
バリー」という概念よりも、疾患の医学的モデ
ルの方がはるかに良く知られています 69。

中国では医療制度が急速な進化を遂げていま
すが、他の分野に共通する課題がメンタルヘ
ルス分野にも存在します。現在では医療保険
が広い範囲で適用されていますが、その恩恵
は限定的で、治療の利用が妨げられています。
新たに制定された精神保健法（Mental Health 
Act）でも特定の治療を無料化する事が公式に
義務化されていますが、Ma 博士によれば、同
氏の所属機関が行った非公開の調査からは、
精神疾患を抱えている家族が 2 名以上いる家
庭の 93% が貧困層であることがわかったとのこ
とです。

また、治療の提供に関する地域格差および都市
と地方の格差は、高中所得国のいずれにも見
られますが、中でも中国の数値が突出して高く
なっています。3 分の 2 の地方では、大規模な
精神疾患治療施設建設プログラムが実施され
た後でも、精神疾患用の病床がありません 70。
しかし、これらの高中所得国において精神疾患
をもつ人々への適切なケアを提供する上での最
大の壁は、医療制度の脆弱性よりも、国民の意
識にあると言えます。他の国と同様、これらの
国々にも、差別や偏見が存在します。Ma 博士
は次のように指摘します。「この問題の重大性
を明確に示す研究はありませんが、大きな問題
であることは確かです」

差別や偏見はその他の文化的な課題と隣り合わ
せの、直接的な問題です。精神疾患の原因と
最適な治療法に関する現代医学の考え方は、
欧米の文化に由来しています。これは、伝統中
医学（TCM）的な視点、またはタイで一般的

な仏教やアニミズムに影響を受けた精神疾患
の理解とは重要な点で異なっています 71。また
マレーシアの主な文化（マレー系、中国系、イ
ンド系）はそれぞれに信仰の対象が異なり、さ
らにそれらは欧米の信仰とも異なっています 72。

こうした文化的多様性は課題でもあります。そ
の一つは、精神疾患治療において患者が伝統
的医療を好むという点です。中国では、わず
かなデータからですが、精神疾患を治療する
際に西洋医学よりも TCM による治療を好む傾
向にあることが明らかにされています。TCM は
西洋医学と比べて有効性を示す科学的データ
が不足しているにもかかわらずです 73。Ali 博
士によれば、マレーシアでは、これらの疾患に
伝統療法の治療師を活用するため、西洋医学
の医師の受診が 18 カ月も遅れるとのことです。

しかし、患者の信仰を尊重せずに、西洋医学
や科学的アプローチにこだわると、最終的に良
くない結果を招きます。Ali 博士は次のように述
べています。「信仰を無視したら、患者は二度
とその医師を受診しなくなるかもしれません」
Minas 博士はさらに、「精神疾患を文化的な観
点からとらえようとした場合、多くの人は伝統的
手法の活用は有用であると考えるでしょう」と
付 け 加えま す。 タイ保 健 省 の 精 神 保 健 部

（Department of Mental Health）では、精神疾
患をもつ人々の診断や治療プログラムで、地域
の僧侶と協力してきました。また、特定の症状
をケアする際に、仏教の概念である念や気付き

（mindfulness）および瞑想を、西洋医学に統
合するプログラムでも、同様の協力を行ってき
ました。Kwansanit 博士は、タイでは将来を見
据えて「地域社会の宗教指導者によるリハビリ
テーションなど、独自の文化に基づくリカバリー
モデルプログラムの開発に取り組んでいる」と
述べています。

これらの国々で行われる地域社会でのメンタル
ヘルスケアにおいて取り組むべき文化的課題と
して特に重要なのが、家族の役割です。国際
社会で主流とされているメンタルヘルスの概念
は、WHO の定義にもあるように、個人に焦点
を当てることです。これは東洋の文化、特に大
規模な経済発展によって社会的つながりが弱め
られていない地域の文化には調和しない場合
があります。例えば、マレーシア政府の関連政

高中所得国にお
いて精神疾患を
もつ人々への適切
なケアを提供する
上での最大の壁
は、国民の意識
にあると言えます
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策において、メンタルヘルスは「個人および集
団の目的の達成に向けて～（中略）～主観的
な幸福と最適な機能を求めて相互に協力する
ための、個人、集団、および環境的な能力．．．」
と定義されています 74。

上記で引用された定義では、最も重要な集団
は、精神疾患をもつ人々の家族です。例えば、
これらの国々では、精神疾患をもつ人々が地域
社会で暮らすための住居は、ほとんどの場合
家族が提供することになっています。親族が患
者の退院を拒否した場合（少ない例ではあり
ません）、永久に施設に入れられることになり
ます。これは避けられない事態ではありません。
Ali 博士によれば、多くの場合「家族は最大の
支援者」ですが、医療介入が必要か否かにつ
いて、年長者と意見の不一致があると、治療
が妨げられることがあるとのことです。さらに
同氏は、例えば子どもを守りたいという非常に
素晴らしい親の思いさえも、雇用およびそれに
よってもたらされる利益の妨げとなる場合があ
るとも言います。したがってこれらの国々では、
個人だけに焦点を当てるのではなく、その周り
の広い範囲に目を向けることがケアを成功に導
く上で不可欠なのです。

本指標で高中所得国に分類された国々に関す
る最大の疑問は、現在の政策の焦点が今後も
維持されるか否かということです。支出の変化
が一つの指標だとすると、前向きな兆候が見ら
れます。タイでは、ここ数年の変化のスピード
はこれまでで最も遅いですが、2011 年にはす
でに医療予算の 4% がメンタルヘルスに費や
されており、2004 年の 3.5% からも増加してい
ます。この額はアジアの高所得国に分類される
国々からもそれほど後れを取っていません 75。
また Kwansanit 博士によれば、メンタルヘル
ス関連指標の収集や分析がかつてないほど増
加しているという現状は、政策決定者の関心を
維持するのに役立っているとのことです。

中国では、将来に向けて前向きな兆候は見ら
れるもの の、 全 土 に 広 がっては いませ ん。
2014 年以降、686 プログラムへの財政的支援
が飛躍的に拡大し、ここ数年で 550 のメンタル
ヘルス施設が新たに建設または拡大されてい
ます。その一方、メンタルヘルスへの支出割
合は医療費全体の 1% 未満で、2020 年までに
精神科医を倍増するなどといった重点目標には
予算が付けられていません 76。マレーシアでは、
2011 年のメンタルヘルス関連の支出は医療費
全体の 0.4% 足らずですが 77、Mentari プログ
ラムの開発に伴い関連予算が増加すると見込
まれています。
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メンタルヘルスサービスについ
て、全ての医療サービスと同様に、
プライマリーケアでのサービスの
提供を増やすよう奨励する試みは
数多くあります。しかしながら、
特に中・低所得国においては、
その成功例は非常に少ないです。
しかし、患者の近くにいる臨床医
やケースマネージャーに治療の
調整を強いたところで、十分に訓
練されていない、業務の幅が広
すぎるコミュニティワーカー、看
護師および医師に、一般的な精
神疾患を少々確認させるだけとい
う結果になりがちです。

しかしある大規模な取り組みで
は、試みが功を奏しています。
それは中国の「精神疾患管理・
治療プログラム（National 
Continuing Management and 
Intervention Programme for 
Psychoses）」で、一般に、686
プログラムとして知られています。
2005 年に 60 の施設で試行が始
まり、2014 年末には中国国内の
行政区の 87% にまで広がりまし
た。Ma 博士によれば、最終的
には国内全土に広がる予定です。同氏が所属
する北京大学医学部、精神衛生研究所（Peking 
University Institute of Mental Health）は開始
時からこのプログラムを牽引してきました。こ
の期間中に、深刻な精神疾患をもつ 430 万
人の患者がプログラムに参加し、2014 年末
には地域社会を基盤とした管理およびサービ
スが提供されるようになり、315 万人の患者
が対象となったと同氏は付け加えています。

この事業の成功には、ニーズに基づいた治療
費の支援などを含む、十分な財政的支援、政
府および国際的な専門家による支援、世界で
最良とされる実践モデルを同国の文化に合わ
せた方法で適用、などといった様々な要素が
大きく寄与しました。Ma 博士はこのプログラ
ムから得られた最大の教訓は、中国を含む全
ての途上国に当てはまると述べています。「地
域社会のメンタルヘルスサービスを創造した
いと思ったら、人材教育と人材開発が欠かせ
ません」

686 プログラムの初期の目的は非常に野心的
なものでした。2005 年の開始前は、中国国
内に地域社会のメンタルヘルスケアは存在し
ていませんでした。治療は全て、数百の老朽
化した精神科の病院で行われていました。プ
ログラムの目的は「病院という壁の中から飛
び出して、ケアを地域社会に広げること」だっ
たと Ma 博士は述べています。患者を中心と
したリカバリーベースのケアを、地域社会の
診療所に基盤をおく分野横断的なチームで管
理する計画でした。これらのチームには医師
や看護師の他に、ソーシャルワーカー、ケー
スマネージャー、地域の警察、家族そして患
者代表も参加することになっていました。各
診療所は、近郊の精神科病院の専門家の支
援を受け、必要に応じて患者を紹介し合うこ
とができるとされていました。

こうした目的を実行に移すには、新たな労働
力が大量に必要でした。中国には、このよう
な取り組みを運営する専門家が不足しており、
精神科専門医の研修担当者には地域社会を
基盤としたケアの経験がありませんでした。

中国の 686プログラム–地域社会でのケアのための
人材発掘

順位/15カ国中 スコア/100点中
総合スコア 9 45.5

1) 環境 =9 60.0

2) 機会 9 38.9

3) 医療やサービスの充実 10 27.4

4) 管理 8 53.3

中国
平均
最高

1) 環境

2) 機会

3) 医療やサービスの充実

4) 管理 0

25

50

75

100
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非専門家との協業からは独自の問題が生じま
した。Ma 博士によれば、中国における医療
の提供は最上級の国家レベルから始まり、地
域社会（ここで話題としている診療所はこの
レベルになります）、さらに村レベルまでの 6
段階になっているとのことです。同氏は、地
方に行けば行くほど、「研修や教育から得られ
る情報量は減少する傾向にあり、したがって
知識のレベルは徐々に下がり、最下層の村レ
ベルに至っては、十分な知識が得られない可
能性があります。これは難しい課題です。現
在私たちは、こうした問題の解決方法として、
例えば、地域社会でメンタルヘルスに携わる
人々に、彼らが必要とする重要な情報をまと
めた小冊子を配布するなど、様々な方法を用
いています」と述べています。

一方、このプログラムが採用した知識不足へ
の主な対策は、地域社会を基盤としたケアの
運営に必要な知識をもつ様々な分野の関係者
を集めることでした。トレーナー研修の方法
で、研修受講者の迅速な拡大を目指しました。
これらの取り組みにはもちろん医師も含まれま
した。2005 年から 2014 年にかけて、このプ
ログラムでは地域社会を基盤としたケアのた
めのメンタルヘルスの専門家向け研修を実施
し、2014 年までには中国の精神科医全体の
86%、および国内のメンタルヘルス専門看護
師の 69% との連携が生まれました。

しかし数字的に見れば、これは、この期間に
同プログラムのトレーニングを受けた合計で
ある 66 万人のごく一部（5 万人未満）でしか
ありません。多くはその他の臨床医（プライ
マリーケアの医師）、看護師、および地域の

保健ワーカーでした。研修では、地域社会に
おけるメンタルヘルスの基本だけではなく、
ケースマネジメントや個別の治療プランの作
り方や監督方法、多分野チームの運営方法お
よび地域社会との連携の構築方法などを学び
ました。

研修者の大半は専門家ではなく、地域社会出
身の人々で、診療所関係者ではありませんで
した。多くは、主に精神疾患の可能性のある
患者の診断の照会や、メンタルヘルスの支援
活動などでプログラムに関与している、村や
地域社会の委員でした。また 2005 年から
2014 年までに研修を受けた人のおよそ 5%
が警察官で、精神疾患の人々が何らかの危機
に巻き込まれた場合の介入に役立てることを
目的としていました。これらの人々が全員、様々
な診療所のケースマネジメントの取り組みに
参加し、特にリソースが少ない地域では、現
地のプライマリーケアチームも協力しました。

これほど多くの関係者が参加したことは、この
プログラムの特徴の一つです。Ma 博士はこ
れらのことから「包括的な地域社会のチーム
を継続的に拡大させていく」ことが重要であ
り、潜在的な実行力の源を決して見落とすべ
きではないと述べています。例えば同氏は「家
族が研修を受けてケースマネージャーになる
ことも考えられます」と指摘し、家族らがプロ
グラムの重要な一角を担うようになると述べ
ています。こうした能力の開発には時間がか
かります。しかし 686 プログラムの研修方法
によって、地域社会を基盤とした効果的なケ
アを数百万の人々に提供できる人材が育成さ
れました。
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1. 環境

順位 国

パキスタン

インドネシア

フィリピン

ベトナム

インド

タイ

中国

日本

マレーシア

シンガポール

香港

韓国

台湾

ニュージーランド

オーストラリア

15

14

13

12

11

=9

=9

8

7

=5

=5

4

3

=1

=1

15.0

25.0

33.3

40.0

50.0

60.0

60.0

65.0

71.7

73.3

73.3

75.0

81.7

90.0

90.0

出典：エコノミスト・インテリジェンス・ユニット

2. 機会

順位 国

ベトナム

フィリピン

インドネシア

パキスタン

インド

タイ

中国

マレーシア

香港

韓国

シンガポール

台湾

日本

ニュージーランド

オーストラリア

=13

=13

=13

12

11

10

9

=7

=7

=5

=5

=3

=3

=1

=1

0

0

0

11.1

16.7

22.2

38.9

61.1

61.1

72.2

72.2

88.9

88.9

100.0

100.0

出典：エコノミスト・インテリジェンス・ユニット

3. 医療やサービスの充実

順位 国

パキスタン

インド

ベトナム

インドネシア

フィリピン

中国

タイ

マレーシア

日本

香港

台湾

シンガポール

韓国

ニュージーランド

オーストラリア

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0.5

10.0

10.3

20.2

26.9

27.4

37.0

43.6

58.6

72.9

77.8

81.5

82.7

95.8

96.9

出典：エコノミスト・インテリジェンス・ユニット

4. 管理

順位 国

インドネシア

パキスタン

ベトナム

フィリピン

インド

マレーシア

タイ

中国

香港

日本

韓国

台湾

シンガポール

オーストラリア

ニュージーランド

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

15.1

23.8

24.0

31.9

35.9

42.6

50.3

53.3

53.9

65.6

72.1

75.6

77.0

84.9

94.9

出典：エコノミスト・インテリジェンス・ユニット

メンタルヘルスインデックス2016̶総合スコア

総合スコア

順位 国

パキスタン

インドネシア

ベトナム

フィリピン

インド

タイ

中国

マレーシア

香港

日本

韓国

シンガポール

台湾

オーストラリア

ニュージーランド

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

12.8

16.7

20.6

25.5

29.4

44.6

45.5

54.1

65.8

67.4

75.9

76.4

80.1

92.2

94.7

出典：エコノミスト・インテリジェンス・ユニット

低中所得国：インド、フィリピン、
インドネシア、ベトナム、パキスタン
本インデックスで低中所得国に分類された 5 カ
国では、新たなメンタルヘルス関連法や政策お
よび革新的プログラムの制定といった顕著な動
きがいくつか見られました。しかし、精神疾患を
もつ人々を取り巻く状況を概観すると、いずれも
厳しい状況であることに変わりはありません。

全体およびカテゴリー別のスコアからは、問題
が広範に及んでいることがわかります。さらにこ
れらの結果は、意図的ではないにせよ楽観的過
ぎるとも思われます。このカテゴリーに属する
国々で最上位はインドですが、この国の脱施設
化に関するスコア、すなわちインドの総合スコ
アの 10% にあたる数値は、精神疾患をもつ人々
が地域社会で暮らす割合が高いことによるもの
です。しかしこれは、多くの人々が治療を全く受
けていないこと、すなわち治療の多くが病院を
基盤としたものであることを表しています。

これらの国々に広く共通する弱点から、これら
の結果を説明することができます。第一に、政
策環境が不明瞭であることが挙げられます。フィ
リピンとベトナムにはメンタルヘルスに関連し
た法律がありません。この分野への取り組みに
焦点が当てられない状態が放置され、法的権
利には多くの問題が潜んでいます。Nguyen 氏
は次のように指摘しています。法律がなければ

「精神疾患をもつ人々ばかりかサービス提供者
でさえもどう行動したらよいかわかりません」

この 2 カ国以外の国に存在している法律も、必
ずしも意義が明確であるとは限りません。イン
ドネシア政府は 2014 年に制定された精神保健
法（Mental Health Act）で予定された施行規
制の多くをいまだに発行していません。またパ
キスタンでは 2001 年に大統領令で精神保健法

（Mental Health Act）が制定されただけで、厳
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密な解釈ではすでに無効化されています。さら
に、パキスタンでは 2012 年に憲法で医療制度
が各地域に移管されたため、各地域で独自の
法整備を行う必要がありますが、半分程度しか
実施されていません 78。

これらの国々では法律よりも形式的なメンタル
ヘルス政策の方が一般的です。ただしそうした
政策は 10 年以上前に作られたものが多いのが
現実です。さらに、予算が非常に限られている
ことを考えると、それらの実質的な意義は不明
です。Sikander 博士は「財政的支援は誰も触
れたくない問題なのです」と述べています。こ
れらの国々のメンタルヘルス関連の支出は、少
ない医療費全体の 1% またはそれ未満です。
5% のフィリピンでさえも、不適切な財政的支
援によって医療機関は大混雑し、改築を余儀な
くされています。2011 年には、総合病院に 72
の精神科病棟を新設するという計画が予算上
の都合で制限され、開設できたのはたったの
10 棟だけでした 79。新たな政策ができてもそ
の予算は保証されません。インドでは新たなメ
ンタルヘルス政策（Mental Health Policy）が
適用されてから数か月以内に総医療予算が
20% も削減されました。

さらに悪いことに、組織的な能力不足のため、
限られた財源さえも消化しきれないこともある
のです。2012 年から 2013 年にかけて、インド
では国家精神保健プログラム（National Mental 
Health Programme）予算の 42% しか使われま
せんでした 80。また同様に、インドネシアの元
MP で、メンタルヘルスに関する新法支持団体
の代表である Nova Riyanti Yusuf 氏は、政府に
対して 2010 年から 2012 年にかけてのメンタル
ヘルス関連の支出を約 5 倍に増やすように働き
かけ、活動自体は成功したものの、「残念ながら、
精 神 保 健 委員会（Mental Health Directorate）
は予算を消化できなかった」ために以降の予
算が減額されたと指摘しています。

Minas博士は、全体としてこれらの地域では「『メ
ンタルヘルス関連の法および政策』の実行に
何が必要なのかがあまり理解されていない」と
指摘しています。地方自治体政府の関与は、
富裕国では地域サービスの調整強化に役立ち
ますが、これらの国では逆に調整を難航させる
ことになります。例えば、インドでは 2014 年
にメンタルヘルス政策（Mental Health Policy）

という画期的な政策が生まれましたが、この政
策は国内各州で実施されることとなっており、
Maulik 博士によれば、「地方政府にはそうした
政策を適切に実行する施設や設備が備わって
いない」とのことです。パキスタン、インドネ
シア、フィリピンにも、地方自治体政府に実施
権限が移管された医療制度で同様の課題があ
り、それらの組織はメンタルヘルスの専門知識
や技能を備えていない場合があります。

これらの様々な問題によってメンタルヘルスケ
ア制度のリソースが不足しています。本インデッ
クスのデータによると、これらの国々はすべて
人口 10 万人当たりの精神科医数が 1 以下です。
インド、インドネシア、パキスタンに至っては、
その数は 0.3 以下です。心理士の数はさらに少
なく、作業療法士はごくわずかです。さらに、
人口の大半が地方在住のインドネシアを除く全
ての国でも、医師および医療機関は都市部に
集中しています。

研修のための資金投入だけでは問題の解決に
なりません。移住を促進するのは報酬や待遇
の改善です。オーストラリアやニュージーラン
ド、イギリス、および米国で働くインド人の精
神科専門医の数は、インド国内で働く人数の 2
倍を超えています。パキスタンについては 3 倍、
フィリピンについてはおよそ 5 倍です 81。医療
保健制度が機能していない場所では、高額の
費用と医師の不足によって、医療を受ける機会
がさらに制限されます。フィリピン精神医学協
会（Philippine Psychiatric Association） 元 会
長である Cynthia Leynes 博士は次のように指
摘します。「病院でのケアを受けられない人は
数多くいますが、地域社会にはメンタルヘルス
関連の労働力が非常に少ないのです」またパ
キスタンでは、うつ病の治療を受けている患者
の多くでは治療費、薬代、および交通費を含
めた費用の合計が収入の 60% に達することも
あります 82。最近までのベトナムのように、一
部の精神疾患については治療費の補助が受け
られる地域でも、補助の対象外の疾患をもつ
人々にとっては自己負担額が大きな課題となっ
ています 83。

医療やサービスの充実に関する問題から、人々
のニーズがほとんど全く満たされていない理由
がわかります。インドやインドネシアでは、精
神疾患と診断された患者のうちエビデンスに基

組織的な能力不足
のため、限られた
財源さえも消化
しきれないことも
あるのです
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づくケアを受けられているのは、最高でも 10%
程度とされています 84。その他の国については
データが乏しいため、アナリストらは通常国際
的な数値を用いた上で、「治療格差は非常に大
きい」という Sikander 博士の見解に一様に同
意します。

ケアを受けられている人々についても、その質
はバラバラで、不十分なケアという程度から悲
惨なものまで様々です。精神疾患治療のほとん
どは、依然として大規模な精神科病院において
行われ、メンタルヘルス関連予算の大部分はそ
うした病院に吸収されてしまいます。フィリピン
ではその割合は 95% に上ります 85。このような
施設への集中は最良の実践モデルに逆行する
ばかりでなく、Patel 博士によれば、もともと制
約のあるリソースをさらに無駄にしているとのこ
とです。同氏は「アジアの多くの国々で今でも
実施されている、前時代的な精神疾患の治療
法を変更し、リソースを地域社会でのケアに配
分しなおすこと」が必要だと述べています。

医療機関自体が過密状態になることも多く、そこ
で明らかな人権侵害が行われている場合もあり
ます。インドネシアでは、ヒューマンライツウォッ
チ（Human Rights Watch）の調査から、国内の
精神科病院および政府認証のソーシャルケアセ
ンターにおいて、措置入院、麻薬なしで行われ
る強制的な電気ショック療法などを含む強制的
治療、さらに、1970 年代以降法律で禁止されて
きた長期間の拘束が行われているという問題が
明らかにされました 86。また、インドの国家人
権委員会（National Human Rights Commission）
は、1990 年代以降同国のメンタルヘルスケア施
設に関する複数回にわたる調査の報告書を発表
した後、国内に 43 ある精神科病院のうち、適切
な住環境にあるのは約 6 施設のみであるとしま
した。ヒューマンライツウォッチ（Human Rights 
Watch）の調査はさらに詳細で、女性のための
施設の多くで、インドネシアと同様の問題が起
こっているとことを明らかにしました 87。フィリピ
ンではこうした大規模な告発は見られませんが、
メンタルヘルスの専門家集団である、心理社会
的行動のための市民ネットワーク（Citizen's 
Network for Psychosocial Response）を主宰する
June Pagaduan-Lopez 博士は、「病院やホスピス、
刑務所病院などの医療環境で行われる虐待や酷
使」に対して苦言を呈しています 88。

ほとんどの場合、病院外でのケアはごく限られ
ているか 存 在しな い か のどちらか で す 89。
Minas 博士は、これらの国々では「プライマリー
ケアに携わる医師等の多くが、精神疾患に対
処するための知識や技能をほとんど持っていな
い」と指摘します。一方、本インデックス作成
のための調査からは、これらの国々では在宅ケ
アが非常に少なく、小規模で散発的な取り組み
を除いては、地域社会を基盤とした積極的な
支援団体が存在していなかったことが明らかに
なりました。Maulik 博士はインドについて次の
ように述べています。「国または地域レベル、
あるいは在宅ケアレベルでも支援プログラムが
ありません。地域社会を基盤としたケアが明ら
かに不足しています」

唯一ベトナムだけが、国家精神保健プログラム
（National Mental Health Programme）の下で、

地域社会を基盤としたケア施設の実態がありま
す。しかし実際は、Nguyen 氏の説明によれば、
そのサービス内容の多くがもともと病院で承認
された処方の書き換えまたは補充で、患者の
環境変化に合わせて用量を調整する努力はほと
んど、または全く行われていないとのことです。
同氏は続けます。「その結果、多くの人々が薬
物療法を中断してしまいます」低中所得国全般
に言えることとして、Minas 博士は次のように述
べています。「地域社会レベルでは、精神疾患
の専門知識を持った人の数が非常に少なく、専
門家の多くは医療機関に勤めています」

こうした限られたケアが受けられない人々に関
しても、結果は変わりません。インドネシアで
は 政 府 の 推 計 で は、 精 神 疾 患 をもつ 人々
18800 人が長期間拘束されています。ケアが
受けられない場合、こうした拘束の多くが家族
によって行われています。この課題に関しては
インドネシアのデータが最も優れていますが、
その理由の一つには政府が段階を追ってこの
問題に取り組む努力をしてきたことがあります。
拘束に関する報告は本インデックスの低中所得
国の複数の国々で認められています。

こうした状況では、精神疾患をもつ人々のケア
の統合に関連する様々な問いかけがほとんど
意味をなさなくなります。ある学術関係者によ
ると、「インドネシアで見られる精神疾患をもつ
人々の拘束という現象から、リカバリーが最適
なものであると考えられていないことがわかり
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ます 91。その上これらの国々では、リカバリー
の概念自体が現実味のないものなのです。ベ
トナムの Nguyen 氏は次のように指摘します。

「リカバリーモデルについて語る人は多いです
が、こうしたサービスが実際に行われたことが
あるとは思えません」また Sikander 博士も次
のように指摘しています。パキスタンでは「まだ、
あらゆる精神疾患を単に医学的な問題と考える
ことから脱しようと試みている段階で、生物心
理社会的モデルとしてとらえる段階には至って
いません」

また、精神疾患をもつ人々への医療面以外で
のサービスはほとんどありません。これらの国々
のうち 3 カ国は、雇用サービスの評価項目で
ある「機会」のカテゴリーのスコアが 0 点でし
た。Leynes 博士はこう述べています。雇用主
の社会的責任どころか、「精神疾患と診断され
た人を会社から追い出すという圧力が存在しま
す」ニーズは逼迫しているのに脆弱な対策しか
ないという状況は、差別や偏見、およびメンタ
ルヘルスに関する理解の希薄さが相関しあって
生じています。精神疾患の原因に関する誤解、
精神疾患の予後を運命として諦めてしまうこと、
恐怖を正当化するかような不適切なケア、これ
らが組み合わさった結果、精神疾患への取り組
みに対する社会的コストが高くなっています。
その結果、エビデンスに基づくケアの利用が遅
れているのです。それに代わってこれらの国々
の多くでは、患者も家族も、西洋医学よりも伝
統療法の治療師による治療を求めるのです。

前述したように、伝統療法の治療師らとの協力
の可能性も残っていますが、伝統療法にはエ
ビデンスに基づく治療が完全に欠如しているほ
か、拘束などの人権侵害、程度は様々ですが
危険や痛みを伴う効果のない治療などといった
負の側面もあります 92。家族が単に問題から逃
れたがることもあり得ます。人権保護意識の低
さから生じる、家族の指示による措置入院は、
これらの国々の多くに共通した課題です。

現在は暗く、長いトンネルの中にいるような状
況ですが、多くの専門家らはその先に希望を見
ています。はっきりとした変化の兆しが見られて
います。インドネシアでは 2012 年に初めて精
神保健法（Mental Health Act）が制定されまし
た。インドでは 2014 年に同国初のメンタルヘ
ルス政策（Mental Health Policy）が採択されま

した。パキスタンでは 2014 ～ 2024 年の国家
保健計画でメンタルヘルスに関する独自部門を
設置し、メンタルヘルスをプライマリーケアに
統合する取り組みを始めています。ベトナムで
は、Minas 博士によれば、新たなメンタルヘル
ス戦略（Mental Health Strategy）が間もなく採
用されます。

このような動きは過去にもありました。インドネ
シアは 1966 年に初のメンタルヘルス関連法を
成立させ、それに伴って予防やリハビリ、治療
を中心とした政策も採用しました。その後 20
年ほどは、大規模なメンタルヘルスケア施設の
建設プログラムが施行されるなど、取り組みが
支援されてきました。しかしこれらの取り組み
は 1990 年代に衰退しました 93。政府に一貫性
がなかったのです。ベトナムでは国家メンタル
ヘルス戦略（National Mental Health Strategy）
は別として、外来患者への治療を担う国家メン
タルヘルスプログラム（National Mental Health 
Programme）の予算が、昨年大幅に削減され
ました。同国では健康保険の適用範囲が拡大
されていますが、Nguyen 氏は次のように予測
しています。「これまでプログラムで支給対象と
なっていたサービスに健康保険が適用されるま
でには何年もかかるでしょう」

上記のような現状にもかかわらず、一部の楽観
的観測は理にかなっているようです。インタ
ビュー回答者らは一様に、変化に向けた具体
的な取り組みを行う政策決定者が増えているこ
とを指摘しています。例えば Minas 博士は、医
療とソーシャルケアを調整する必要性につい
て、ベトナム政府高官の理解が著しく改善して
いると述べています。またパキスタンについて
は、Sikander博士はやる気のない役人ではなく、

「保健省長官（Director-General of Health）が
素晴らしい協力者であり、メンタルヘルス政策
の実現者だ」と述べています。

さらに、患者支援の動きは弱いか存在していな
いものの、Yusuf 氏はインドネシアの精神保健
法（Mental Health Act）制定による現段階での
最大の成果は「地域社会の大きな動きを誘発
し、活動家に力を与え、この国のメンタルヘル
ス政策を前進させ続けている」ことだと述べて
います。その上で同氏は、メンタルヘルスケア
対策の既知の欠陥を長 と々議論することで、人
権侵害から目をそらさないという姿勢や、変化

現在は暗く、長い
トンネルの中にい
るような状況です
が、多くの専門家
らはその先に希望
を見ています
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に向けた熱心な取り組みなどといった、より重
要な要素が見落とされてしまうと述べています。

「私たちが歩む道のりは長いですが、しかしす
でに暗いトンネルの出口には来ているのです。

他の方法を押し付けられたくはないのです。と
りわけ、私たちのこれまでの歩みを理解しない
人の言葉を受け入れることはできません」

国全体が都市である香港とシンガポールを除
き、本インデックスの調査対象国の全てにお
いて、地方のメンタルヘルスサービスは都市
部のそれと比べて劣っていました。Minas 博
士はこの状態について「利用可能なリソース
がどの程度公平に分配されているかという問
題です。多くの医師は大都市の中心部で働い
ており、全体に行きわたるには人材が不足し
ています。各国間に見られる差は質的な差と
いうよりは規模の差です」と述べています。

この規模の差が大きな問題になる場合があり
ます。途上国の多くでは、地方のメンタルヘ
ルスサービスはほぼ存在していません。例え
ば中国では、地方の 3 分の 2 には精神科の
病床がありません 94。インドネシアでは、数
少ない精神科医の大部分が 3 大都市に集中し
ています 95。マレーシアでは、堤博士によれば、
約 250 人いる精神科医のうち「約 200 人はク
アラルンプール地域で働いている」とのことで
す。フィリピンでも精神科のケア施設は首都
に集中しています。Leynes 博士は次のように
説明します。「都市外には専門医がほとんどい
ません。（そうした地域に住む）精神疾患をも
つ人々は、通常ケアを受けることが困難です」
また、ケアを受けるには都市部に移動しなけ
ればならないことから、ケアを受けるのがま
すます困難になります。さらに、Maulik 博士
はインドについて「薬代そのものではなく、
プライマリーケアやセカンダリーケアの医師の
診察を受けて必要な薬をもらうための移動に
かかる費用」が患者にとっての大きな金銭的
負担となり得ると指摘しています。

富裕国の状況はこれほどではありませんが、
理想とはほど遠い状態です。Ng 博士は次のよ
うに述べています。「アジア太平洋地域で最も
リソースの整った医療制度をもつオーストラリ
アでさえ、都市部と地方のメンタルヘルスの
提供には大きな格差があります」都市部の外
では人口 1 人当たりの精神科医数は、大都市
部の 33% で、心理士については 54% です。
支出額の差はさらに顕著です。メディケア

（オーストラリアの国民皆保険制度）による人

口 1 人当たりのメンタルヘルス関連の支出額
は、都市部から最も離れた地方では、精神疾
患の有病率は同程度であるにもかかわらず、
大都市の 11% でした 96。

自傷行為のデータがこれらの差の影響を物
語っています。オーストラリア、中国、インド、
日本、マレーシア、ニュージーランド、韓国お
よび台湾では地方の自殺率が高くなっていま
す 97。その他の国々の地方の状況については
適当なデータがありませんでした。

簡単な解決策はありません。明らかにデータ
が少ないことから、本インデックスの調査対
象国では地方におけるメンタルヘルスに関す
る理解が低いことが示されています 98 が、こ
れは教育だけで何とかできるものではありま
せん。Maulik 博士は、自身が主導するプロジェ
クトの経験から、広範囲に及ぶ問題点をまと
めています。「メンタルヘルスについての意識
が高まって、地方の村に住む人々はプライマ
リーケア施設に行きましたが、そこには必要
な薬がありませんでした」さらに、地方在住
者が伝統療法の利用を希望するのは、あるい
はオーストラリアの地方在住者が都市部の住
民と比べて、うつ病との闘いにおいて精神科
医をあまり信用せず、どちらかというとアル
コールに頼りがちになるのは 99、信仰の問題
というよりも、医療やサービスが利用しにくい
ことが原因となっている可能性もあります。イ
ンドの研究では、伝統療法と西洋医学による
ケアを利用したことがある地方の住民では、
治療の効果があったことから、圧倒的に西洋
医学の方が好まれていることが明らかになりま
した 100。同様に、ある調査から、中国の地方
在住者の 80% は精神疾患の際には専門的な
医療を受けたいと望んでいながら、利用でき
る病院や診療所を知っているのは 12% しかい
なかったことが明らかにされました 101。

より多くの人が医療やサービスを受けやすくす
るために欠かせないのが、プライマリーケア
提供者に向けたより良いメンタルヘルス関連
の研修です。これは実に役に立ちますが、先

地方と都市の断絶
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に述べたように、これで十分というわけではあ
りません。例えば、近年ニュージーランドで地
方の医師向けに実施された自殺予防プログラ
ムでは、危険な兆候を見抜く能力を強化する
中で、そのような患者の管理の方法および専
門家への紹介の手順についての研修が必要で
あることが明確に示されました。そこで政府は

「地方のメンタルウェルネス行動計画（Rural 
Mental Wellness Initiatives）」のプログラムに
財政的支援を行っていますが、本インデック
スの調査対象国の全ての政府がそのようなリ
ソースを確保できるわけではありません 102。

距離による壁を減らす際に、テクノロジーが
活用できる場合もあります。Minas 博士は次

のように指摘します。「現在多くの取り組みに
おいて、メンタルヘルスサービスの提供に
mHealth（モバイル端末を使った）アプロー
チを活用しています」最近では mH2 という略
称でも呼ばれています。mHealth アプローチ
には多くの種類がありますが、費用対効果、
あるいはその効果のみですら、まだ証明され
ていません。

結局のところ、メンタルヘルスにおける地方と
都市の断絶は医療全般に通じることです。地
方の医療制度を全般的に強化し、その流れの
中にメンタルヘルスも統合していくことが必要
です。
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結論

変革の鍵
精神疾患をもつ人々の治療を、施設入所から、
地域社会での統合的なケアに移行し、必要な
サービスや環境を提供するための取り組みに
おいて、本インデックスの各調査対象国の現状
は著しく異なります。その完全な実施が可能に
なったなら、どの国も現状は変わります。とは
いえ、それほどの変化がなかった国々の多くで
も取り組みの増加を示す顕著な兆候が認めら
れており、こうした取り組みは全ての国におい
て共通するものとなっています。Patel 博士に
よれば、問題は「政策的利益と、システム全体
としてのケア提供能力との間に大きな差がある
ことです」

調査対象国間で大きな格差があることから、詳
細な提言を行うことは適切とは言えませんが、
以下に挙げるいくつかの全般的な傾向を捉える
ことは出来ました。

確固たる展望が不可欠です。ベトナムやフィリ
ピンではメンタルヘルス関連法が、また香港で
は包括的な政策が不足しているため、地域社
会での統合されたケアの構築が進みません。一
方、中国は比較的最近になってメンタルヘルス
に取り組み始めたにもかかわらず、そのスコア
はマレーシアをわずかに（8.6 ポイント）下回
る程度の好成績ですが、これは、中国が「地
域におけるメンタルヘルス政策の実行を主導し
ている」からであるとPatel 教授は述べています。

固定化した壁を打ち破ることができるのは、長
期的、継続的な努力のみです。ニュージーラン
ドとオーストラリアの取り組みは他の国 と々比べ
てはるかに進んでいます。それはこの 2 カ国が
実務的および制度的な課題に対して必要な取り
組みを続けてきたからです。施設の建設や労働
力の確保には時間がかかります。同様に、台湾
がアジアの他の高所得国よりも好成績だったこ
との理由について Chang 博士は「過去 20 年
以上 にわ たる、 精 神 保 健 法（Mental Health 
Act、1990 年制定）、およびメンタルヘルスケ
アをカバーする国民皆保険制度（1995 年より）
の取り組み」によるところが大きいと考えていま
す。しかし数十年前のインドネシアのように、こ
うした動きが消滅することもあります。

金銭は問題ですが、より重要なのは財源をどの
ように使うか、そしてどのように配分するかで
す。経済発展の遅れている国々では、メンタル
ヘルス制度における処理能力を強化していく必
要があります。それを強化しないと、限られた
予算を消化することすらできないからです。わ
かりやすく言えば、病院受診を減らして、地域
社会でのケアを増やすという政策目標に沿っ
て、資金援助が行われる必要があります。アジ
アの最高所得国においてもこうした変化は必要
です。

利用可能なすべてのリソースを活用することは
もちろんですが、より重要なのはその開発です。
NGO は貧弱な社会制度を補う次善の策ではあ
りません。本インデックスでトップの成績を誇

施設の建設や労
働力の確保には
時間がかかります 
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るニュージーランドでは、取り組みを支える鍵
となっています。また中国の 686 プログラムで
は医師よりも専門家以外の人材の研修が多く行
われ、精神科専門医よりも診療所の職員がは
るかに多く研修を受けました。しかしこれらの
取り組みからは、様々な制度上のリソースを開
発し、統合するには、戦略、財源、および努
力が必要であることがわかっています。

取り組むべき課題の本質を理解することが重要
です。アジア太平洋地域のメンタルヘルスの医
療負担の程度は、新たな尺度で計測すること
で初めて明らかにされました。有病率や最善
策についての基本的な疑問はほとんど解明さ
れていません。各医療制度の下、最優先すべ
きデータ上の格差を埋めるためには、限られ
た財源をどのように配分するべきかを検討する
必要があります。

統合は、最終的には文化的な受け入れ次第で
す。精神疾患をもつ人々を危険なよそ者とみな
して拒絶する地域社会では、そうした人々が居
場所を見つけることは決してできません。嫌々
受け入れるということではなく、十分な配慮を
伴う受け入れが必要です。具体的には、個々
の治療から包括的なメンタルヘルス政策の作
成に至るまで、あらゆる場面において当事者の
参加が不可欠です。さらに、地域社会を基盤と

したケアのための施設や設備の構築と並行し
て、それぞれの文化に適した反差別・偏見の
取り組みを行う必要があります。

この段階に至るには、文化的な変革が絶対的
に必要です。欧州では、地域社会でのケアが
効果および費用対効果の上で優れていることを
訴えるのと同時に、人権に訴えることが有力な
手段となりましたが、こうした変革はいまだに
成し遂げられていません。アジアの国々では、
文化について熟慮することが問題解決の足掛か
りになります。とはいえ、アジアの国々では人
権擁護活動や患者支援活動についての認識が
曖昧であったり（また一部ではそうした活動へ
の敵対心もあり）、また、地域社会や家族およ
び個人の役割に関する考え方が欧州文化とは
異なること、さらに社会秩序において調和が重
視されるというアジアに独特な文化があること
から、精神疾患をもつ人々の受け入れが阻害
されることがあります。

全ての文化は進化します。ニュージーランドで
はほんの数十年前まで、精神疾患をもつ人々
は忌避されてきました。しかし現在は、完璧で
はないものの、彼らは居場所を得ています。ア
ジアの国々は、精神疾患をもつ人々を地域社
会に受け入れるための独自の方法を模索して
いく必要があります。

統合は、最終的
には文化的な受
け入れ次第です
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付録 1：	
インデックスの

概要

総合スコア 環境 機会 医療やサービスの
充実

管理

順位  国 スコア 順位  国 スコア 順位  国 スコア 順位  国 スコア 順位  国 スコア

1 ニュージーランド 94.7 =1 オーストラリア 90.0 =1 オーストラリア 100.0 1 オーストラリア 96.9 1 ニュージーランド 94.9

2 オーストラリア 92.2 =1 ニュージーランド 90.0 =1 ニュージーランド 100.0 2 ニュージーランド 95.8 2 オーストラリア 84.9

3 台湾 80.1 3 台湾 81.7 =3 日本 88.9 3 韓国 82.7 3 シンガポール 77.0

4 シンガポール 76.4 4 韓国 75.0 =3 台湾 88.9 4 シンガポール 81.5 4 台湾 75.6

5 韓国 75.9 =5 香港 73.3 =5 シンガポール 72.2 5 台湾 77.8 5 韓国 72.1

6 日本 67.4 =5 シンガポール 73.3 =5 韓国 72.2 6 香港 72.9 6 日本 65.6

7 香港 65.8 7 マレーシア 71.7 =7 香港 61.1 7 日本 58.6 7 香港 53.9

8 マレーシア 54.1 8 日本 65.0 =7 マレーシア 61.1 8 マレーシア 43.6 8 中国 53.3

9 中国 45.5 =9 中国 60.0 9 中国 38.9 9 タイ 37.0 9 タイ 50.3

10 タイ 44.6 =9 タイ 60.0 10 タイ 22.2 10 中国 27.4 10 マレーシア 42.6

11 インド 29.4 11 インド 50.0 11 インド 16.7 11 フィリピン 26.9 11 インド 35.9

12 フィリピン 25.5 12 ベトナム 40.0 12 パキスタン 11.1 12 インドネシア 20.2 12 フィリピン 31.9

13 ベトナム 20.6 13 フィリピン 33.3 =13 インドネシア 0.0 13 ベトナム 10.3 13 ベトナム 24.0

14 インドネシア 16.7 14 インドネシア 25.0 =13 フィリピン 0.0 14 インド 10.0 14 パキスタン 23.8

15 パキスタン 12.8 15 パキスタン 15.0 =13 ベトナム 0.0 15 パキスタン 0.5 15 インドネシア 15.1
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アジア太平洋地域のメンタルヘルスの統合イン
デックスでは、アジア太平洋地域の 15 の国々
における、精神疾患をもつ人々のケアの地域
社会への統合支援の程度を測定します。作成
にあたっては欧州版のメンタルヘルスインデッ
クス 2014 年版用に開発された枠組みが用いら
れました。 妥当性について専門家のクロス
チェックを受け、アジアの国々に関する適切性
も確認済みです。目的は各国の長所と短所を
明らかにし、それに基づいて改善が必要と思
われる政策を指摘することで、統合に向けた議
論を促すことです。

本インデックスでは、「環境」「機会」「医療やサー
ビスの充実」および「管理」の 4 つのカテゴリー
について各国にスコアを付けました。各指標
は 2 種類に大別されます：

• 量的指標：本インデックスの 18 ある指標の
1 つ「メンタルヘルス関連の労働力」は量的デー
タに基づいています。これは、精神科医、看
護師、心理士およびソーシャルワーカーの人数
から成る 4 つのサブ指標で構成されています。

• 質的指標：17 の指標は各国におけるメンタ
ルヘルスサービスの様々な要素の質的評価に
基づくもので、通常 0 ～ 2、または 0 ～ 3 の
整数スコアで評価されます（数値が高い＝好
成績）。

付録 2：	
インデックスの
作成方法

データソース
エコノミスト・インテリジェンス・ユニットの研
究チームは 2016 年 3 月から 5 月にかけて本イ
ンデックス作成用のデータを収集しました。可
能な限り、手に入り得る最新のデータを、公開
された公式資料から収集しました。質的指標の
スコアは、公開情報（政府の政策や報告など）
および各国の専門家へのインタビューにより得
た情報に基づいています。質的指標はエコノミ
スト・インテリジェンス・ユニットが採点しました。

比較可能なデータにするため、各データを次
の基準に基づいて標準化しました。

標準値	x	=	(x	-	最小値(x))	/	(最大値(x)	-	最小値(x))

最小値 (x) と最大値 (x) はそれぞれ、該当指標
における最低点と最高点（15 カ国中）の数値
です。標準化された値を評価尺度である 0 ～
100 の正数に変換します。量的指標についても
同様に数値化します。高値は統合に向けた環
境が優れていることを示しています。

全カテゴリーの標準化されたデータを合算し、
総合スコアを比較できるようにしました。
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カテゴリーと重み付け
指標を 4 つのカテゴリーに大別しました。

• 環境：精神疾患をもつ人々が安定した家庭
を持ち家族と生活を送れるようにするための、
政策および環境の有無について検討します。こ
のカテゴリーには住宅の確保や金銭的な支援
の有無などといった指標が含まれます。

• 医療やサービスの充実：ここでは精神疾患
をもつ人々が医療および社会サービスを利用
するための政策および環境の有無について検
討します。これにはそうしたサービスの認知度
を高めるためのプログラムなどの指標も含まれ
ます。

• 機会：ここでは、精神疾患をもつ人々が仕
事を見つけ、安定的に、差別を受けずに働くこ
とを支援する政策措置の有無を検討します。

• 管理：ここでは、精神疾患をもつ人々への
差別や偏見との闘い、および彼らの人権保護
のための政策措置の有無を検討します。これ
には、意識啓発運動や、精神疾患をもつ人々
の意思決定への関与を促す政策などの指標が
含まれます。

各指標には同じ重み付け（5.55%、すなわち
100% の 18 分の 1）がされていますが、各カ
テゴリー内の指標の数が異なるため、各国の
全体的なスコアにおいては以下の通り一部の
カテゴリーで重み付けが異なっています。

• 環境（指標数 5）28%

• 医療やサービスの充実（指標数 5）28%

• 機会（指標数 3）17%

• 管理（指標数 5）28%

以下の表に各指標についての簡単な説明を示
します。

環境（指標数5）
給付金と資産管理 社会保障給付金の有無、および精神疾患をもつ人々による資産の管理。

脱施設化 脱施設化政策の有無、および地域社会を基盤とした脱施設化ケアへの金銭的
支援の程度。

在宅ケア 精神疾患をもつ人々のうち、地域社会において長期的な支援を受けている人の
数が、病院または施設への長期入院（入所）者数と比べて多いか少ないか。

親権および養育権 精神疾患をもつ親の養育権をできる限り保護する政策の有無

家族および介護者支援 財政的支援のある介護者の補助計画、介護者の法的権利の保証の有無、およ
び／または家族支援団体の有無

医療やサービスの充実（指標数5）
積極的支援 地域社会を基盤とした支援サービスおよびその他の専門家集団によるメンタル

ヘルスサービスの有無

メンタルヘルス関連の労働力 人口10万人当たりの精神科医、心理士、メンタルヘルス専門看護師、およびソー
シャルワーカーの人数を反映した総合的なスコア

医療制度内での支援 国がメンタルヘルスサービスの利用者に対する支援計画に対して財政的支援を
しているか否か

治療および薬の利用 様々な治療法、気分安定剤、および／または抗精神病薬の利用のしやすさを反
映した総合的なスコア

刑務所内での支援 収監された（または出所後の）精神疾患をもつ人々のためのメンタルヘルス支援
措置の普及
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機会（指標数3）
職場復帰計画 例として、精神疾患をもつ人々の職場復帰計画、そうした社員への適切な配置調

整や雇用に関する雇用者側の法的義務、職場復帰の際の実務的サポートに対す
る財政的支援、精神科医からの「業務復帰への適性」に関する意見書の有無。

就職支援計画 精神疾患をもつ人々の就職支援のメカニズム、個人への就職あっせん計画へ
の財政的支援、研修および職業訓練支援プログラム、職場適応援助者（ジョブ
コーチ）への財政的支援の有無

仕事関連のストレス 国に仕事に関連したストレス予防などを含む職業安全衛生に関する政策や規制
があるか否か

管理（指標数5）
意に反する治療 精神疾患をもつ人々に対して、本人の意思に反する拘束や治療を行う場合に、

満たさなければならない適切な基準の有無

人権保護 国が人権に関する諸条約に署名またはそれらを批准しているか否か、およびメン
タルヘルスサービス利用者の人権保護を評価する監視団体が国内に存在してい
るか否か

分野横断的な政策 精神疾患をもつ人々のニーズに対応するための政府機関（教育、雇用、住宅）内
での組織的な協力体制の有無

態度の変容 職場や学校におけるメンタルヘルス認知促進プログラムの普及 

患者の視点からの評価 メンタルヘルスケアの品質評価において患者の意見やフィードバックがどの程度
考慮されているか
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