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なくそう！差別と拘禁の医療観察法１１／２４全国集会 

 

０５年７月施行から３年有余、医療観察法は至るところで矛盾を引き起こし、既に破綻して

いるといって過言でない状況を迎えています。施設建設は反対運動によって政府が想定したよ

うには進まず、同法にすら違反する応急処置が繰り返されています。微罪での適用、遠方施設

入院などの人権侵害が強行され、指定入院施設の医者は"４人に１人は入院不相当"と言ってい

ます。入院施設の退院請求に対して裁判所が不許可決定を出し徒に拘禁しています。入院患者

の自殺が起きるなど"医療法"が建前に過ぎないことも露になっています。政府がいかに"医療法

"と言いくるめようとも、３年間の適用・運用実態は、裁判所主導で医療が保安処分体制の従属

物にされていることを示しているのです。医療観察法は、憲法違反の悪法です。また政府が医

療観察法と"車の両輪"として充実させると言っていた精神科医療全体は劣悪なままです。入院

医療費は、一般の精神科病院の年３６５万円に対し医療観察法では年２２００万円。精神障害

者の差別と拘禁のために巨額の税金が投入されているのです。こんな不条理なことはありませ

ん。 
 医療観察法の"見直し"は２０１０年。医療観察法で突破口を切り開いた政府は"再犯防止"を
錦の御旗に更に保安処分体制の強化を狙っています。小手先での "修正"など翼賛の動きもあり 
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ます。しかし実態が露になるにつれ当事者・精神医療関係者・弁護士・学者などの反対・廃止

の声が急速に強まっています。「医療観察法をなくす会」も７月２７日に旗揚げをしました。ま

た政府は障害者権利条約に署名せざるをえませんでした。私たちは"見直し"作業が始まる来年

に向けて、悪法の廃止をどのように勝ちとるのか? 共同集会を世界の精神障害者差別に反対す

る仲間、全国の仲間と共に力を合わせる場として勝ち取りたいと思います。多くの皆さんのご

参加を訴えます。 
 
   ● 日時    ２００８年１１月２４日（月・休）１３時～１７時 
   ● 場所    南部労政会館 
   ● 交通    JR山手線大崎駅 南改札口下車 徒歩３分 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
●  資料代  ５００円 
●   集会内容  
            ・連帯挨拶 
              ティナ・ミンコウィッツ 
             （アメリカ 世界精神医療ユーザー・サバイバーネットワーク共 
        同議長 障害者権利条約草案作成委員） 
            ・人権救済を申し立てた仲間の発言 
            ・リレートーク 
            （当事者・議員・精神科医・弁護士・学者・労働者・市民の発言など） 
主催 
 ◆ 心神喪失者等医療観察法（予防拘禁法）を許すな！ネットワーク 
      E-mail:kyodou-owner＠egroups.co.jp  ＦAX ０３－３９６１－０２１２ 
◆ 国立武蔵病院（精神）強制・隔離入院施設問題を考える会 

      TEL.FAX ０４２－３４８－１１２７ 
 ◆ 医療観察法をなくす会 E-mail: reboot2010-owner＠yahoogroups.jp 
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 「保安処分施行3年！ 心神喪失者等医療観察法の廃止を求めて」の集会は、7月27日、南

部労政会館において開かれました。主催者は、「心神喪失者等医療観察法（予防拘禁法）を許す

な！ネットワーク」と、「国立武蔵病院（精神）強制・隔離入院施設問題を考える会」です。 
 初めに主催者を代表して、橋本久雄さん（小平市議）が挨拶をされました。続いて、3 月に

亡くなった森泰一郎さんに対して黙祷をささげました。 
 シンポジウムは、岡田靖雄さん（精神科医）の司会で、龍眼さん（当事者・心神喪失者等医

療観察法（予防拘禁法）を許すな！ネットワーク代表）、菊地香さん（「閉じ込めないで、もう

これ以上」毎日新聞意見広告担当者）、池原毅和さん（弁護士）が話されました。 
それぞれの要約を、以下記します。 
 
龍眼さん：国公立で作り、手厚い医療を施すといったにもかかわらず、最近は病床が足りない

から一般病院でもいいというのは、論理的に破綻している。また、「擬陽性」の問題とか、主治

医が問題ないといったにもかかわらず、審判で「この法律による医療が必要」というのは、医

療的ではない何かがそこには作用している。審判まで、最低3ヶ月拘束されるが、何の保証を

してくれるわけではなく、付添い人はつくが、それは弁護人ではなく、権利主体と認められず、

「障害者」差別以外のなにものでもない。 
 
菊地香さん：社内のものが発案するのは珍しいことだが、2003年5月25日、意見広告を毎日

新聞に掲載した。目標金も、高木俊介先生らの働きかけで、6 日ほどでめどをつけることが出

来た。私が思い立った動機は、① 私が元当事者であったことで、病気と闘うだけでもしんど

いのに、何故また差別されなければならないのか、ということと、② アートをしていた井上

廣子さんにお会いして、彼女が精神病院の窓を内側から撮っているのを目にして、自然に感じ

たことがきっかけとなった。その数ヵ月後、池田小の事件が起こった。また、この危険な人は

出てこないでほしいというムードが、「裁判員制度」ともリンクしているのではないかと感じて

いる。 
 
池原毅和さん：「医療観察法」については、いくつかの問題がある。１．実態要件 どういう

要件がそろうと、強制入院や通院になるかということ。これが、措置入院よりゆるい要件とい

うことが明らかになっている。一つは、過剰な危険予測に基づいて、保安的に拘禁している。

もう一つは、社会防衛で拘禁するのはよくないが、本人の医療を行なうなら、ゆるい要件でも

いいのではないか、という考えがある。それは間違い。２．手続き的な問題。適正手続きが保

報告 「保安処分施行3年！心神喪失者等医療観察法の廃止を求めて」 

７．２７集会 
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証されず、病気に即応できる医療が与えられていない。普通の刑事犯なら23日の拘留だが、 
医療観察法の対象者は、更に 3 ヶ月の鑑定入院が加わり、4 ヶ月もの間ほったらかしにされて

いる。３．誤診、誤判の問題。擬陽性の判定の問題で、入院している人の20％は、何故こんな 
人が入院しているのか分からないと言われている。また、場所によっては、県の中に指定通院

機関が２ヶ所しかなく、100km～150km のところに行かなければいけないというのがある。

病気の重さや、医療の必要性からではなく、たまたま対象行為を行なったというだけで、この

制度の適用になってしまっている。４．社会の保安化、予防化が進んでいく危険性。刑事立法

も出来ている。最近は、責任をとっても、それでは足りないという声もあり、責任主義につい

て、どう考えているのだろう。 
 
岡田靖雄さん：この法律は、保安処分以外の何ものでもない。いくつかの問題点を指摘したい。

① 鑑定の問題。診断が間違っている場合があり、責任能力を決定する力を持っているのか疑

問である。下総療養所でも、誤診があり、非該当を該当としたり、身体疾患を見逃していたり

している。② 入院施設が不足し、超過収容となっている。入院決定の割合も、四国 38.7％、

東北 72.6％などばらつきがある。③ 治療の連続性が保たれていない。鑑定入院、入院施設、

通院施設とまわされる。④ 「医療観察法」は精神医療を食いつぶしている。当初国は、車の

両輪といっていたが、一輪車はおろか、片輪車である。⑤ 今の報道の姿勢も心配である。精

神鑑定の問題が、信用ならないと大きく報道されたり、取り組むべきは、パーソナリティ・デ

ィスオーダーとまで言っている。 
 
 その後休憩を挟んで、全国から見えた人たちからの発言が続きました。 
 発言者は、内田博文さん（刑法学者）、有我譲慶さん（看護師）、足立昌勝さん（刑法学者）、

八柳卓史さん（全障連関東ブロック）、岩壁節子さん、山本真理さん（全国「精神病」者集団）、

坂根輝吉さん（京都）、桐原尚之さん（青森）、李まり子さん（精神保健福祉士）、足立修一さん

（弁護士）の9人。足立さんからは、当日結成された「心神喪失者等医療観察法をなくす会」

について、今後の方向性として「国会での廃止への足がかりをつけていく、そのためにもマス

コミ、NGO、労働組合、医療関係団体へ働きかけていく、廃止に向けた議員獲得にも院内集会

を秋に開催したい」旨が提起されました。 
 最後に、「集会決議文」が読み上げられ、集会参加者全員で確認されました。 
 
 なお、本集会へは個人 120 名、団体 58 団体の賛同が寄せられ、また、本集会は、昨年の集

会を上回る７６名の参加者がありました。 
 今後とも、全国の多くの仲間の人たちと、綻びの見え始めた「医療観察法」の廃止に追い込

むまで共に闘い抜きましょう。                     （文責 t.o.） 
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集会決議文 

 
 「心神喪失者等医療観察法」は、この7月で施行後3年間が経過した。2年後には、「見直し」

の時期を迎える。わたしたちは、法施行後もさまざまに法の廃止に向けて活動を続けてきたが、

2 年後の「見直し」に向けて、更に一層闘いを強化し、反対勢力の陣型を築いていきたいと決

意している。 
論理的に破綻した中で強行された法律であり、この3年間の施行の中で、より一層さまざま

な問題点が露呈してきている。 
 今年 1 月 31 日の法務省の資料では、973 名の申し立てがあり、874 名が最終決定されてい

る。内訳は、入院決定506名、通院決定182名、不処遇決定156名、却下決定30名、申し立

て取り下げ9名である。そして、3月末現在、入院決定者399名のところ、稼動している病床

数は387床にとどまり、十数名が鑑定先の病院で待機している状態である。国は当初720床の

予定で建設計画を進めていたが、これが思うように進まず既存の精神病床の転用をも進めると

いう、なりふりかまわぬ病床の確保を進めてきたにもかかわらず、この有様である。これには、

微罪による申し立てや、刑事裁判を経て無罪や執行猶予になった人、すでに退院をして地域の

施設に通所している状態の人たちに対しても、不起訴処分になったということで申し立てがな

され、鑑定入院からの一連の処遇手続きに回される人が後をたたないことにも因っている。 
 こればかりではない。国は昨年７月２５日の最高裁第２小法廷の判決で、「医療観察法での入

院の必要が認められたものについて、精神保健福祉法による措置入院などの医療で足りるとし

て、医療観察法による医療を行なわない旨の決定をすることは許されない」との決定を行なっ

た。まさに、この法律が医療を保証するというのは建前で、実際は「再犯予測」に基づく予防

拘禁的措置が現実に行なわれているわけである。 
 更に、手厚い医療を施しているはずの「医療観察法」の対象となった人の中から既に３名の

自殺者がでている。昨年１２月、肥前精神医療センターに入院中の人が、２名の付き添い外出

中に行くえ不明となり飛び込み自殺しており、同病院では、その後外出患者に GPS 機能のつ

いた携帯を持たせることを決めている。 
 この他、この法の地域での対象者の処遇の統括は、「保護観察所」及び「社会復帰調整官」が

担っているが、現在「保護観察所」は、「自立更生促進センター」を全国３ヶ所に建設を予定し

ている。これは仮出所者を一定期間施設内に居住させて、「24 時間、365 日体制による濃密な

指導監督」するとして、専門的な処遇プログラムを施し、更生と「再犯防止」を行なおうとし

ているものである。 
 また、昨年７月、杉浦元法相からの諮問を受け、「非収容人員の適正化を図るとともに、犯罪

者の再犯防止・社会復帰を促進する」という観点で、「被収容人員の適正化方策に関する部会」

が開かれ、社会防衛、「再犯防止」に基づく強制的な保護観察を目指し、自立支援法とも相まっ

て、保護観察所に「地域保安処分体制」作りの役割を持たせようとしている。 
 2010年の「医療観察法」の見直しは、このような未来予測に基づく「再犯防止」制度を全社

会的に作り出すこと、すなわち「全社会的な保安処分体制」を導入する攻撃と一体となったも 
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のである。 
 あまつさえ、既に「医療観察法」は、車の両輪とされた精神保健福祉法による既存の精神保

健福祉の体制を、予算においても、人的資源においても圧迫、変質させるものとなっている。 
 私たちはこのような排外主義的な攻撃を許さずに、本格的な保安処分制度の導入にあくまで

反対し、医療観察法の廃止に向けて闘うことを決議する。 
 
２００８年７月２７日 
保安処分施行３年！心神喪失者等医療観察法の廃止を求めて！７．２７集会参加者一同  
 
 
 

        
 
 

日本弁護士連合会に７／２７集会「決議文」を提出 

 医療観察法の「見直し」は２０１０年です。その「見直し」にむけて関係諸団体がさまざま

な動きを見せていますが、日本弁護士連合会の刑事法制委員会医療観察法対策部会でもその論

議がなされているようです。国会での医療観察法案をめぐっては日本弁護士連合会は法案制定

阻止にむけて私たちとともに闘いました。そのような日本弁護士連合会に対して１０月１４日

に、７／２７集会の「決議文」を手渡し、私たちの廃止への思いと決意を伝えるとともに、「な

くそう！差別と拘禁の医療観察法１１／２４全国集会」要請ビラを提出してきました。医療観

察法に関していま刑事法制委員会はで意見集約の段階であり、１１月にはその「骨子が決まる」

ということでした。日本精神神経学会にも同様の趣旨の文書を提出しました。この悪法の廃止

に向けて全力で共に闘いましょう。 
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資 料  省令改正案に反対する 大杉光子さん（弁護士）のパブリックコメント 

 
「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく指定

医療機関等に関する省令の一部を改正する省令（案）等」に関するご意見募集（パブリックコ

メント）に対する意見 
 
意見の趣旨 
 今回の省令改正案に反対する。そもそも医療観察法は速やかに廃止すべきである。 
 
意見の理由 
１ 今回の省令改正案は医療観察法に違反している 
  医療観察法は、その４３条１項で「（入院）決定を受けた者は、厚生労働大臣が定める指定

入院医療機関において、入院による医療を受けなければならない」と対象者の義務を定めると

ともに、８１条１項で「厚生労働大臣は、（入通院決定、退院許可決定、再入院決定）を受けた

者に対し、その精神障害の特性に応じ、円滑な社会復帰を促進するために必要な医療を行わな 
ければならない」、同条３項で「第１項に規定する医療は、指定医療機関に委託して行うものと

する」と厚生労働大臣の義務を定めている。 
  すなわち、入院決定を受けた者については、指定入院医療機関において必要な医療を行う

ことは、医療観察法が定める厚生労働大臣の義務である。そうであれば、入院決定を受けた者

について、指定入院医療機関において必要な医療を行わないことを規定する今回の省令改正案

は厚生労働大臣の義務違反を定めたものであり、条文上、医療観察法に違反している。 
 
２ 医療観察法の目的および指定入院医療機関の趣旨とされてきたはずのものを無視するもの

である 
  そもそも、医療観察法は、「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者については、国

の責任において手厚い専門的な医療を統一的に行い、また、継続的かつ適切な医療を確保する

ための仕組みを整備すること等により、その円滑な社会復帰を促進することが特に必要である

ことから、本法により、そのための新たな処遇制度を創設することとされたもの」（刑事裁判資

料第２８４号最高裁事務総局解説）という建前になっていたはずである（医療観察法１条１項

参照）。また、「本法に基づく入院による医療は、一般の精神医療とは異なり、公共性及び専門

性が極めて高いことに加え、継続的かつ適切な医療を実施するためにも、その実施主体におい

て安定した病院運営が行わなければならず、また、裁判所の決定を受けた対象者に対する医療

であり、全国で公平一律に実施されなければならないことなどを考慮し、指定入院医療機関と

なり得る病院の設置主体を国、都道府県、特定独立行政法人又は都道府県若しくは都道府県及

び都道府県以外の地方公共団体が設立した特定地方独立行政法人に限定することとされたも

の」（刑事裁判資料第２８４号最高裁事務総局解説）という理由により、私立病院は指定入院医

療機関として指定できないことになっていたはずである（医療観察法１６条１項参照）。 
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  ところが、今回の省令改正案が規定する「特定病床」は、診療報酬上の救急病棟急性期治

療病棟であって精神科作業療法等を実施していることで足りるとされており、指定入院医療機

関に求められているような人員配置や設備は何ら要求されていない。しかも、指定通院医療機

関で入院医療を行うことができるものという形で、私立病院をも「特定病床」とすることを可

能としている。 
  これは、医療観察法の目的および指定入院医療機関の趣旨とされてきたはずのものを無視

するものであり、医療観察法の成立基盤を否定するものである。 
 
３ 裁判所の決定を一個人が覆すことを可能とするものである 
  今回の省令改正案は、入院決定を受けた者について、「委託指定入院医療機関に勤務する精

神保健指定医」の判断により、「精神障害の特性に応じ、円滑な社会復帰を促進するために必要

な医療を受けることができなくなるおそれがないと認められる者」「早期に社会復帰することが

可能な病状にあり、上記の措置の実施によりその円滑な社会復帰を促進するために必要な医療 
の提供に支障が生じないと認められる者」であるとされれば、指定入院医療機関ではなく「特

定病床」で入院医療を行うことができるというものである。 
 そもそも医療観察法における入院決定は、「本法による処遇は、本人の意思にかかわらず医療

を強制するという、人身の自由に対する制約や干渉を伴うものであって、このような処遇を行

うか否かの判断は、対象者の正当な権利が適切に保障された手続により、十分な資料に基づい

て中立・公平になされることが必要であるところ、そのためには、行政機関における手続より

も一般に厳格性や慎重さ等を有する裁判所における手続によりこれを行うことが適当であると

考えられる」（刑事裁判資料第２８４号最高裁事務総局解説）ことから、裁判所が決定するもの

とされていたはずである（医療観察法１１条１項参照）。 
 ところが、今回の省令改正案は、裁判所がした入院決定を一個人に過ぎない「委託指定入院

医療機関に勤務する精神保健指定医」の判断により覆すことを可能とするものであって、裁判

所を決定機関と位置づけた医療観察法の構造を実質的に否定するものである。 
 また、内容的には、「精神障害の特性に応じ、円滑な社会復帰を促進するために必要な医療を

受けることができなくなるおそれがないと認められる者」「早期に社会復帰することが可能な病

状にあり、上記の措置の実施によりその円滑な社会復帰を促進するために必要な医療の提供に

支障が生じないと認められる者」であるという判断が可能であるなら、その者は入院決定を受

けたこと自体が誤りということであって、この省令改正案は違法状態を助長する制度というこ

とになる。 
 
４ このような省令改正案が可能であるということは、そもそも医療観察法は必要ないという

ことである 
  すでに、入院決定を受けた者が指定入院医療機関ではないところに拘禁されているという 
違法状態が生じていると聞いている。それを合法化するために、今回の省令改正案が提案され

ているものと思われる。 
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  しかし、これまで指摘したように、今回の省令改正案は、法の目的および指定入院医療機

関の趣旨、裁判所による決定の構造といった医療観察法の基本構造であるはずのものを否定す

るものである。 
  このような省令改正案を構想すること自体が、実際にはこれらの法の目的等は重要ではな

く、対象とされた者を閉じこめることさえできればよいというなりふり構わぬ姿勢を表すもの

である。 
  このような法の基本構造を否定する省令改正案が可能であるということであれば、そもそ

も医療観察法は必要ないということである。ゆえに、医療観察法はすみやかに廃止されるべき

である。                                   以 上 
 

解説 
厚生労働省は、この７月「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等

に関する法律に基づく指定医療機関等に関する省令の一部を改正する省令（案）等」に関する

ご意見募集（パブリックコメント）を行った。７月１８日から７月２５日（金）までの8日間

という異例の短い期間であった。 
その後、８月１日付けで、省令の改定（厚生労働省省令１３３号）を行った。 
それは、指定医療機関に関する省令の第２条を改定するものであり、指定入院医療機関以外

の医療施設（「特定医療施設」）及び医療機関の病床（「特定病床」）で、入院による医療を行う

もので、３ヶ月を限度として、また、3 ヶ月を越えない範囲で期間を延長することができると

したものである。 
具体的には、入院決定を受けたものに対して、「委託指定入院医療機関に勤務する精神保健

指定医」の診察の結果、「精神障害の特性に応じ円滑な社会復帰を促進するために必要ない量を

受けることができなくなる恐れがないと認められるもの」、また、入院している対象者に対して

も、「早期社会復帰することが可能な病状にあり、この項に規定する措置を実施した場合におい

ても、その円滑な社会復帰を促進するために必要な医療を受けるにあたって師匠が生じないと

認められるもの」に対して、「特定医療施設または特定病床」に入院医療を行うことができると

した。 
この「特定医療施設」となれる病院は「国又は都道府県立の病院」、「都道府県または都道府

県及び都道府県以外の地方公共団体が設立した独立地方行政法人の病院」のほかに、「精神保健

福祉法に期待された指定病院」、「指定通院医療機関の指定を受けた病院」である。 
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  国はいま医療観察法の破綻を糊塗しながら、対象者の「合併症治療のため」と称して、小平

市の国立武蔵・神経センター内にもう一つの拘禁施設建設を目論んでいる。一方で、国が医療

観察法案審議過程で「車の両輪」としてその水準向上に取り組むとした一般精神科医療は果た

してその通りになっているのか。９月２３日、国立武蔵病院（精神）強制・隔離入院施設問題

を考える会第６回連続学習会で、精神科医の岡田靖雄さんから日本の精神科医療の現状につい

て話していただいた。用意された資料の副題は「日本精神科医療黒書」。最初に現在おこなわれ

ている基本的な精神科治療技術や問題点などに触れ、精神科医療の現状について様々な統計資

料などを示しながら話してくださった。 
 「主要傷病別受療率で精神障害が他の傷病と比較して上昇傾向が著しく、精神障害者は０５

年で３００万人（１９５４年の４倍を越す）、全入院患者の２２．３％、全外来患者の３．２％

を占め、特に外来では躁うつ病などの気分障害が急増。世界の地域処遇が潮流のなかで、社会

的入院といわれる患者数はいまなお７．２万人（１０万人とも）、退院できる条件を社会が作っ

てこなかったことが原因。国際的にみても、平均在院日数は日本が極端に多い数字を示してお

り、退院しにくい現状は明白。一時期叫ばれた病棟開放の勢いは逆流し、終日閉鎖入院は全入 
院の００年４４．４％から０５年５５．９％（いまは任意入院の人も多くは閉鎖病棟に）と増 
 
えている。自立支援法（身体・知的・精神の３障害が統合）による各種支援サービスの利用状

況をみても、行動援護は身体８％、知的９２％、精神０％の現状。戦後、世界的には精神科病

床が激減したが、日本は冠たる人口１万対病床数を誇る。いまも変わらない精神科「特例」（人

員配置基準：一般病床は患者１６人に医者１人、精神科病床は患者４８人に医者１人）。非常勤

医で増床がつづいていた水ぶくれの後遺症は続いている。世界的には差別を減らすために単科

精神科病院を減らし一般病院の精神科を中心とする方向に向かっているが、それに逆行してい

るのも日本。公立病院の民間への売却が加速化（この６年間で民間譲渡されたのは少なくとも

１９病院）。一般病院精神科の減少、保健所機能の衰退が地域化の芽を摘んでいる一方で、医療

観察法の附則“政府はこの法律による医療の対象とならない精神障害者に関しても・・・精神

医療全般の水準の向上を図るものとする”は無視されたまま、医療観察法入院病棟には５倍強

の金が出ている。日本は教育にも医療にも金を出さない国。いま医療の崩壊がいわれるが、実

国立武蔵病院（精神）強制・隔離入院施設問題を考える会

第6回学習会 

 

「どうなっているの?! 日本の精神科医療」

 
講師 岡田靖雄さん（精神科医） 
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は精神科患者が収容施設にとじこめられることがクッションになって崩壊をくいとめてきたが、 
それももう限界の現状」等々。呉秀三の言葉「我邦十何萬ノ精神病者ハ実ニ此病ヲ受ケタルノ

不幸ノ他ニ、此邦ニ生レタル不幸ヲ重ヌルモノト云ウベシ」の状況は現在においても変わらず、

「国は心の病をもつ人のためにほとんど何もしてこなかった。民間まかせ。いまも低医療費・

少人員配置の施設に患者をとじこめつづけている。まさに憲法違反の状態」と締めくくった。

話を終えて精神科医療の流れを示すスライド上映も。日本の精神科医療の「白書」にあらず「黒

書」であることに納得。 
 学習会のたびに地域の新しい方々の参加がある。今回もまた新しい方々による質問や発言が

活発になされるなど、着実にこの闘いが地域に根ざしつつあることを実感させてくれた学習会

だった。（Ｈ） 
 
 
 
「心神喪失者等医療観察法をなくす会」よりのアピール 

 

心神喪失者等医療観察法 

廃 止 の た め に 

 

２００５年から施行されている心神喪失者等医療観察法が２０１０年に見直される予定で

す。 
この医療観察法は、当初、露骨な精神障害者の保安処分として政府によって提案されたもの

ですが、強い批判をうけたために急遽与党によって対象要件等についての修正がなされ、２０

０３年の国会で強行採決されました。 
この法律が施行されて３年を経過しております。私たちが心配したようにさまざまな問題が

起こっています。この法律は対象者の医療と社会復帰を目指すものとの装いのもとに、実際に

は再犯予防のために精神障害者をいたずらに隔離し、社会復帰を妨げるものになっています。 
実際、審判においては医療の必要性や社会復帰のための手だてだけではなく、再犯の危険性に

着目して処遇が決定されています。そのため、鑑定入院期間中にすでに急性期を過ぎ、入院治

療が必要でなくなっている対象者をあらためて指定入院医療機関に入院させることが少なくあ

りません。入院処遇となった対象者は、医療観察法患者という烙印、生活の場から遠く離れた

指定入院医療機関への入院による社会復帰の困難性、さらに帰る地域での受け皿不足という三

重の壁によって、不当で長期の強制入院を余儀なくされます。 
地域に戻ってからも医療的・福祉的配慮よりも、犯罪者として保護観察所による精神保健観

察が優先され、保安的管理にさらされ続けます。 
すでに保安処分施設を持つ諸外国におけると同様に、医療観察法が存在する限り、このよう

な問題は避けることができません。近い将来、指定入院医療機関は多数の長期収容者を抱え、 
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荒廃した収容所と化すことが心配されます。 
さらに、医療観察法制定時の国会審議で課題とされた「車の両輪」の一方の車輪「精神医療

の改革」は進んでいません。医療観察法が精神医療保健福祉向上の「突破口」になるどころか、

その貧しさは増すばかりで地域で暮らす人たちへの支援すらおよそ十分なものとは言えず、ま

た社会的入院の解消も遅々として進んでいません。 
これ以外にもこの法律を廃止すべき根拠は多岐にわたります。 

それにもかかわらず、法の見直しに当たって、治療可能性のない者へと対象者を広げようとす

る意見も出はじめています。この法律が存在する限り、予防拘禁的な方向への法「改正」の動

きが強まる危険性が常にあります。 
こうした現状の下で医療観察法がさらに改悪されることはなんとしても食い止めなければ

なりませんし、医療観察法を廃止しなければならないと私たちは考えています。できるだけ多 
くの方に、廃止に向けて行動をともにしていただくことを呼びかけます。 
 
 2008年7月27日 
 

心神喪失者等医療観察法をなくす会 
 

〒113-0033   
東京都文京区本郷3-18-11 ＴＹビル302 

 東京アドヴォカシー法律事務所 気付け 
E-MAIL: reboot2010-owner@yahoogroups.jp 

 
呼びかけ人 
朝日俊弘（精神科医） 足立修一（弁護士） 足立昌勝（関東学院大学教授） 有我譲慶（看

護師・全国精労協政策委員） 石橋新一（刑法改悪阻止！保安処分粉砕！全都労働者実行委員

会） 池田直樹（弁護士・大阪アドボカシー法律事務所） 池原毅和（弁護士） 位田浩（弁

護士） 伊藤哲寛（精神科医） 稲垣俊雄（精神科医） 稲田朗子（高知大学人文学部准教授）   
内田博文（九州大学法学研究院教授） 大賀達雄（日本病院・地域精神医学会・精神医療と法

に関する委員会） 大杉光子（弁護士） 太田隆男（すみれ会顧問） 大谷恭子（弁護士） 大

野素子（家族） 岡崎伸郎（（社）日本精神神経学会理事） 加々見陽子（社会福祉士） 加藤

真規子（全国ピアサポートネットワーク・NPOこらーるたいとう） 金杉和夫（精神科医）   
北北太郎（青森県精神障害者連合会代表） 桐原尚之（NPO 法人精神障害者フォーラム理事

長） 坂根輝吉（京都ユーザーネットワーク代表） 里見和夫（弁護士・ＮＰＯ大阪精神医療

人権センター） 柴田牧子(NPO 法人精神障害者フォーラム理事) 白澤英勝（精神科医） 関

口明彦（心神喪失者等医療観察法を許すな！ネットワーク 龍眼） 高木俊介（精神科医） 高

見元博（保安処分病棟に反対する有志連絡会・代表） 千木良正（弁護士） 塚本正治（ユー

ザー・サバイバー） 中島直（精神科医） 永住幸輝（九州大学大学院博士後期課程） 韮澤

明（心理） 野本千春（精神保健福祉士・精神科ユーザー） 藤本豊（心理） 森川敏子（ユー
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ザー・サバイバー） 八柳卓史（NPO 法人自立生活センターHANDS 世田谷理事） 八尋光

秀（弁護士） 山口博之（ユーザー・サバイバー） 山中雅子（全国精神病者集団運営委員・

JDF担当） 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） 山本深

雪（ＮＰＯ 大阪精神医療人権センター） 山本真理（世界精神医療ユーザー・サバイバーネ

ットワーク理事） 吉峯康博（弁護士） 李まり子（精神保健福祉士）  
 

■ １０月１４日「なくそう！医療観察法」院内討論集会の開催 

10月14日に、 「心神喪失者等医療観察法をなくす会」は院内討論集会を行い、内田博文さん

（九州大教授：刑法）、岡田靖雄さん（精神科医）他が問題提起を行ないました。 
 
 
 
安永健太さんの死亡事件に関する公正な裁判を求める要請署名 
 
 7 月 27 日の集会では、39 名の方の署名をいただいて、さっそく安永健太さんの死亡事件を

考える会に届けました。 
  

25 歳の知的障害をもった青年 安永健太さんは、2007 年 9 月 25 日夕、路上をいつものよ

うに自転車を蛇行運転中、交差点でバイクにぶつかり逃げようとした、として5人の警察官に

取り押さえられ、死亡したが、顔が全体にはれあがり、多くの傷がありました(健太さんは手錠

を後ろ手にかけられもした）。解剖では心臓性急死。しかしその原因は解明されないまま。 そ

して地検は、死因がわからぬので警察官の行為は死亡と結びつかない、と警察官を不起訴とし

た。 遺族はそれを不服として、裁判所に付審判請求の手続きを行っています。 
 
 安永健太さんの死亡事件を考える会は、〒849-0904  佐賀市金立町薬師丸1800－1    
                                      
 
 
          
 
 
 
 
 
 
       


