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なくせ！差別と拘禁の医療観察法 7．２５ 京都集会へ 

 
 医療観察法は、2005年7月に施行されてから、今年の7月で5年を迎えます。 
 医療観察法は、付則で5年を経過した後、政府は施行の状況について国会に報告し、検

討を行うことになっており、私たちはより一層、医療観察法の現状を検証し、廃止に向け

た訴えを多くの人たちにしていきたいと思います。 
 多くの皆さんの、京都集会への参加を呼びかけます。詳細は次号で 
 
日時 ７月２５日（日） 午後 

 

場所 京都府部落解放センター           
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３／５院内集会「障害者制度改革と精神障害者」 

  
 院内集会「障害者制度改革と精神障害者」が、３月５日、衆議院第２議員会館で開催さ

れました。医療観察法は２００５年７月施行５年後の「見直し」の年を迎えています。ま

た、障がい者制度改革推進本部（本部長・鳩山由紀夫首相）内に障がい者制度改革推進会

議が設置され１月１２日から議論が始まっています。この日の院内集会はこのような現状

のなかで開催されました。 
 最初、横山晃久さん（障害者の地域生活確立の実現を求める全国大行動実行委員長）か

ら１９７３年１２月で始まった「重度脳性マヒ者等介護人派遣制度」制度化の歴史につい

て語られました。それは７１年の都立府中療育センター移転阻止闘争の中でセンター在所

生２人が地域で自立するための生活保障の闘いとして東京都から引き出し、更に脳性マヒ

に限定させない闘い、全身性障害者への拡大・単身生活者に限定させない闘い、更に「全

日保障」や「単価アップ」要求の闘いと、１９９８年までの２５年の闘いの歴史です。横

山さんの話は、権利とは闘いの中でしか勝ち取ることができないことを改めて痛感させて

くれるものでした。次の３人の発言者はみな障がい者制度改革推進会議のメンバーの方々

です。関口明彦さん（全国「精神病」者集団運営委員）は当事者としての立場からの発言。

障がい者制度改革推進本部の設置目的が、障害者権利条約の締結に必要な国内法の整備や

「障害者に係わる制度の集中的な改革」「関係行政機関相互間の緊密な連携を確保」「障害

者施策の総合的かつ効果的な推進を図る」ためのものであり、関口さんは「障害者権利条

約の批准にあたって、最も障害者の人権を侵害している法律は医療観察法」「制度改革推進

会議が基本法、自立支援法の次にあげるべきは医療観察法、精神保健福祉法、及び不可避

的にそれに関わる医療法」と提起しました。大谷恭子さん（弁護士）は、精神障害者に関

わる障害者権利条約に抵触する国内法は精神保健福祉法と医療観察法であると明確に指摘

したうえで、障がい者制度改革推進会議での精神医療に関する論点は「強制収容と強制介

入（現行法の問題点）と、医療サービスの地域化・２４時間緊急対応を含む地域生活支援

についてどう考えるか」であり、「基本は当事者抜きには決めないこと」を強調。最後にら

い予防法の改廃が遅れたことに触れ、遅れは「国会議員の怠慢」と指摘しました。山崎公

士さん（神奈川大学教授）は国際人権法の観点から医療観察法の問題点を指摘。鑑定入院

命令が「何人も、法律で定める理由及び手続によらない限り、その自由を奪われない」と

規定する市民的および政治的権利に関する国際規約（自由権規約）９条（身体の自由およ

び逮捕または抑留の手続き）１項に違反するおそれがあること。また強制入院等は「指定

入院機関」での「医療」が無期限に及ぶ可能性があり、自由権規約８条「奴隷の状態」、少

なくとも「隷属状態」とみなされるおそれがあることを指摘。医療観察法廃止を求める私

たちにとっては力強い発言でした。４人の発言に続いて、兵庫の仲間は医療観察法の対象
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にされた仲間たちの自殺や自殺未遂の現状を、北海道から来た高齢の仲間は「医療観察法

を目の黒いうちになくしたい」、京都の仲間は「精神障害者はりっぱなものではない。難し 
いこともいいが、大上段の運動よりも精神障害者の意識を変えていくことが大切。敷居を

低くして参加できるようにしてもらいたい」、同じく京都の仲間は「障がい者制度改革推進

会議では言いたいことを言わせておく、政府がそれを取り上げる義務はない」と過度の期

待への戒めの発言等々、医療観察法に対する強い思いや鋭い発言が続きました。以上のそ

れぞれの発言が国会議員に響いてくれることを願わずにはいられません。   
  主催は、一昨年より連帯・共闘を強め、共に７月・１１月全国集会の開催や、共同声明

「私たちは医療観察法の廃止を求めます」に取り組んでいる医療観察法をなくす会、ネッ

トワーク、国立武蔵病院（精神）強制・隔離入院施設問題を考える会、NPO 大阪精神医

療人権センターの４者です。 
この日の院内集会は、１月１８日に続く２度目の国会前情宣を８時半から１１時まで展

開し、その後１１時半より１３時半までのものでした。北海道や青森、大阪、京都、兵庫

など全国の仲間や、衆参国会議員・秘書１７名と、合わせて５６名の参加でした。院内集

会は昨年から開始し、この日で４度目になります。私たちは、医療観察法を知らない国会

議員も多くいるなかで、院内集会が今後の国会での闘いに大きな道筋を作ってきていると

考えています。今後とも適宜開催していきたいと考えていますので、多くの皆さんのご参

加を訴えます。（ネットワーク長谷川） 

 

 
阿部議員事務所仲介の厚生労働省・法務省交渉が ２０１０年３月１２日（金曜日）１

３時半より１５時１０分まで 衆議院第一議員会館面談室で行われた。ネットワーク側６

人 厚労省２人法務省５人が参加。 
 
１．自殺について 
● 厚生労働省：入院中自殺 ３名 
 厚生局を通じて再発防止の注意喚起している  
 「指定入院医療機関運営ガイドライン」（課長通知）により、事例が起こると対応方針の

会議がある（それぞれの病院） 
 情報は、「医療介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン

（平１６．１２．２４）で対応 
自殺は遺憾 

厚生労働省法務省交渉 
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● 法務省：通院中 自殺と推定 １１名（先月末まで） 
 ケア会議で地域関係機関とそれについて振り返りをしている 
自殺は残念 

 
２．５年目の法見直し 
● 厚生労働省：５年目の 平成２２年７月を経過して、施行状況を国会報告、それを踏

まえて検討を行う 
 国会に何を報告するか未定。見直しは報告後に検討する。いつ国会報告かも定められて

いない。５年経過後だが、いつまでにとはない。国会報告も、検討も、内容も時期も未定。 
 
３．国立精神神経センター、独立行政法人化の対応 
● 厚生労働省：「高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法」に、政令

によって国とみなす規定がある。国立大学法人を国とみなす政令と同様。 
政令は３月中に公布する（今月中に閣議決定） 
医療観察法においては、センター全体を国とみなす、政令を公布の予定 

 
※そのほか 
● 厚生労働省：第９病棟（センター合併症病棟）は法対象者のみ。合併症を優先。病床

があいていれば合併症以外の対象者も入りうる。 
 
● 厚生労働省：鑑定入院が終わってそのままその病院にいる人数（省令による）は持ち

合わせていない。後で議員事務所に送る。 
 

     
 

「イタリアには精神病院がない」という話を聞いたことがあるだろうか？私は作業療法

の学生時代に授業で初めてそのことを知った。それ以来、３５万床を誇る精神病床大国で

ある日本の精神医療従事者として、イタリアには多少の関心を抱いていた。 
そんな中、昨年の３月に全国精神医療労組協議会（以下、全国精労協）主催の研究懇談

会でジャーナリストの大熊一夫氏が行った、『精神病院をぶっ壊した国イタリア』という講

イタリア・トリエステの精神医療を訪ねて 
 

連帯・成増厚生病院  全国精労協・政策委員 
作業療法士 渡辺 乾 
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演を聞いたことをきっかけにイタリアへの関心は一気に高まった。そして、１０月に幸運 
にも全国精労協の仲間と共にトリエステ・ローマ・ヴェネツィアとイタリアの精神医療現 
場を訪ねる機会を得ることが出来た。イタリアで見聞きしたい現状は、当初の想像よりも

遥かに衝撃的で、日本とのあまりの落差に、呉秀三の如く「この国に生まれた不幸」とつ

ぶやきたくなる思いだった。 
イタリアの精神医療が、『精神病院をぶっ壊した・・』という、いわゆる『脱施設化』を

実現させた大きな要因になったのは、１９７８年法１８０号（通称バザーリア法）の制定

である。そこでは、精神病院への新規入院が禁止された。それによって、１９９８年には

精神病院が全廃となる（正確には公立精神病院が全廃。総合病院と民間病院には病床が残

っている。しかし１万床以下で開放病棟のみ）。この精神医療改革の道先案内人となったの

がフランコ・バザーリア（精神科医）だ。彼は１９７１年にトリエステのサン・ジョバン

ニ精神病院の院長になり、「自由こそ治療だ」というスローガンを掲げ、様々な改革に取り

組んだ。（詳しい説明は専門書に譲る。オススメは『精神病院を捨てたイタリア、捨てない

日本』大熊一夫著）。 
病院が無くなったということは、当然元入院患者は地域で暮らすことになるので、地域

生活を支えるシステムが日本とは段違いで充実している。元サン・ジョバンニ精神病院は、

現在では精神保険局や就労施設、共同住宅、博物館などに姿を変えている。見学をする中

で、特に印象的だったのは共同住宅と、社会協同組合B型という就労支援事業だ。 
共同住宅は、元院長室を改装して作ったという場所を見学した。非常にオシャレな内装

で室内も綺麗に整理されていた。あまりに整理整頓された室内に生活感を全く感じなかっ

た程だ。現地のフタッフに事前に大掃除をしたのではないかと聞くと「普段からこうだ。

あなた方が見学に来ることは聞かされていなかった。」と怒られてしまった。共同住宅は散

らかっているに違いないという偏見が私の中にあったようだ。何より印象的だったのが、

そこで暮らしている当事者の人たちだ。失礼な話だが、一見すると私が働いている病院の

慢性期病棟に何十年も入院している患者さんそっくりだった。日本では退院どころか外に

散歩に行くことすら危ぶまれている様な人たちが、イタリアでは地域生活を送っていると

いう事実は、私たちが普段患者さんへ治療と称して行っている関わりが不毛に思えて仕方

のない体験だった。 
社会協同組合B型については、そこに辿り着くまでの歴史的な過程に非常に興味を惹かれ

た。社会協同組合B型とは、社会的に不利な立場の人々の就労を目的とし、構成員の三分

の一を障害者で占める事業活動だ。バザーリア法以前、患者は精神病院で強制労働を強い

られていた。それに対し、ちゃんと対価を得られる仕事を出来るようしようという運動が

起きた。そして現場の職員や患者で設立したのが労働者協同組合である。つまり労働運動

として取り組まれたのだ。当初は患者が働くということに社会的な理解は得られなかった

ようだが、徐々に人々の共感を得て運動は広まり、ついには社会的に大混乱を引き起こす

までになった。そして、行政を動かし社会協同組合法が出来た。トリエステの精神医療改
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革は、そういった社会的な運動と合流し連帯することで大きな前進を成し遂げて来たの 
である。日本の病院で極小組合を作っている私としては、その様な歴史になぜか勇気をも 
らった。日本でも労働運動の波が徐々に広がっていく光景を想像して。 
さて、イタリアではトリエステ以外にも元精神病院をいくつか訪問して回った。建物を

取り壊しては行けないという法律があるらしく、元精神病院はリフォームされ博物館や共

同住宅へ、中には５つ星ホテルへ変貌を遂げているところもあった。それらの施設はどれ

も広大な敷地の中にあり、かつての精神病院の巨大さを容易に想像させた。各施設では、

現地の医療従事者からイタリアの精神医療改革と現状についての話を聞いた。その中で、

彼らが必ず口を揃えて語ったことがある。それは精神障害者の『人権』についてである。

過去、強制入院をさせていたことは『市民権の剥奪』であり、『人権の侵害』であったとい

うのだ。そして、精神障害の名の元に社会からの隔離・収容、身体拘束、閉鎖処遇に追い

込むことに治療的効果などなかったというのだ。彼らはその様な過去を、繰り返しては行

けない経験として語り継いでいた。バザーリアが唱えた「自由こそ治療だ」という哲学が

精神医療の常識として根付き、文化として継承されていることを実感した。 
イタリアだけでなく、世界の多くの先進国が精神病院の扉の鍵を開けだしている。しか

し、日本は病床数も隔離・拘束も閉鎖処遇も一向に減らすことが出来ずにいる。日本の精

神医療を前進させる為には、人間を強制的に隔離し病院に閉じ込めること、それは治療と

呼ぶ前に、そもそも人権を侵害していて、そこに治療効果が本当にあるのかということを

もう一度問い直す必要があるのではないかと感じた。日本の精神医療にも人権に根ざした

新たな文化を作っていかなければいけないのではと。 
これは余談だが、トリエステの地域精神保健センターで働いているラファエロさんとい

う年配の看護師と食事に行った。そこで、私が日本の精神病院で労働組合を作って職場環

境を改善する為に活動をしているという話をしたところ、彼は私にこう言った。「精神障害

者もそこで働く職員も、精神医療という同じ枠組みの中にいるのだから、まったく一体の

存在なのだ。精神障害者の人権が侵害されている国で、職員の権利が尊重されるわけがな

いだろ」と。私が職場で職員の権利を主張する時、同時に日本の精神医療が抱える人権を

巡る大きな問題が、まったく同じレベルで私たちの前に立ちはだかっているということに

気付かされた貴重な言葉だった。 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

7

2010.３                      ネットワークニュースNO.２１ 
 

  
↑サン・ジョバンニ精神病院 
 

           
↑患者が拘束衣を着たまま転がされていたという長い坂道 
 

  
↑フランコ・バザーリア 
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↑社会協同組合B型、レストラン「野いちごの家」 

 

             
「野いちごの家」で働くスタッフと当事者 

 

 
↑共同住宅 
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５つ星ホテルの隣にある、バルコラ精神保健センター 
 

 

         
総合病院の急性病棟のフロア 
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★ 大 き な 一 歩 の 年 
２０１０年新春、歴史の大きな一ページが開いた 
障害者自立支援法訴訟の原告が国(厚労省)と基本合意を交わしたことと、もう一つは「障

がい者制度改革推進会議」がスタートしたことである。 
まず「障がい者制度改革推進会議」の方であるが、１月１２日(火)第 1 回目が行なわれ

た。この会議は審議会と同等のものとされ、総理大臣を本部長とする「障がい者制度改革

推進本部」のもとにおかれるもので、障害当事者の委員が過半数を占めるというものであ

る。障害者基本法の問題や、差別禁止法、総合福祉法等の問題が議論されていく。政権交

代によるものとはいえ、障害当事者運動の成果、ここ最近の団体間の大きな連帯の結果で

あることはまぎれもない。 
 一方、「障害者自立支援法訴訟」についても、長妻厚労大臣の「自立支援法廃止」と「新

法の制定」発言を受け、原告たちは与党・政府との協議を重ね、基本合意文書に調印し、

そこの「障害者自立支援法制定の総括と反省」の中で「障害者、家族、関係者に対する多

大な混乱と生活への悪影響を招き、障害者の人間としての尊厳を深く傷つけたことに対し、

原告らをはじめとする障害者及びその家族に心から反省の意を表明するとともに、この反

省を踏まえ、今後の施策の立案・実施に当たる。」これによって、この訴訟は終結に向かう

が、今後の障害施策について、現行の介護保険の統合を前提として行なわないことや、応

益負担の廃止、谷間の障害をつくらない新たな法制の確立など、いくつかの重要な確認が

なされたことは、非常に画期的な出来事であった。 
 このような大きな成果・変革の中で、まさに障害当事者運動の力量が問われてくる。理

想的なスタイルを作り出したとしても、それを支える当事者の声・要求がなければ、結局

は今までと似たり寄ったりになってしまう危険性がある。 
 障害連は、重度の全身性障害者の声をいま一度束ねていきながら、大きな運動と連帯・

連携をしていき、障害者の新時代を築く一定の役割を微力ではあるが果たしていきたいと

思う。 

 

 

障害連事務局FAXレターより 

         NO.158～１６０を転
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★ 差別の禁止、障害の定義で議論白熱  

－第２回障がい者制度改革推進会議開かれる－ 
 ２月２日（火）内閣府で第２回障がい者制度改革推進会議が行なわれた。冒頭福島

大臣が挨拶し、「制度改革推進法案は今国会に提出していて成立を目指し頑張りたい」

と述べた。 
 この日の議題は、障害者基本法。 同法の中に、差別の禁止、包括的で漏れのない

障害の定義をしていくことについて、おおよその委員の意見は一致していた。また障

害者を保護の客体から権利の主体へと改めていくべきことが何人かから提起された。 
 差別については、直接的差別、間接的差別、合理的配慮の欠如という障害者権利条

約に基づく３つについて、差別の概念の中に盛り込んでいくべきだと多くの構成員は

指摘した。 
 さらに、障害者差別禁止法という実効力のある法律の制定についても、多くの構成

員が指摘、差別禁止について考え方を整理させ、基本法で行なう部分と、差別禁止法

で規定する部分を、今後しっかり検討することが必要であるなどの指摘も出された。 
 また、基本法の中に、狭間のない包括的な障害の定義をしていくことが、権利条約

の観点からも、行政施策をしていく観点からも重要であるということが異口同音に指

摘されていった。 
 次回は２月１５日（月）。議題は総合福祉法と雇用。 
 この会議の模様は内閣府のサイト 
 http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/kaikaku.html#kaigi 
から、動画配信で見ることができる。 

 

★ 「地域社会で生活する権利」明文化を 

～障がい者制度改革推進会議、第３回行われる～ 
 

「地域社会で生活する権利」を権利規定に盛り込むことを大方の委員の合意となっ

た。 
 ２月１５日（月）午後１時から３回目の「障がい者制度改革推進会議」が内閣府で

行なわれた。この日は障害者自立支援法に替わる総合福祉法制に関して活発な議論が 
交わされた。 
障害の定義については社会モデルとしていき、ニーズに基づいてサービスを給付す 
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べきだとの意見が大多数であった。ただ、社会モデルについて委員の間でイメージが

一致していないのではないか、とする指摘もあった。また、聴覚障害関係の委員から

は、基本法では社会モデルによる定義で行うべきであるが、総合福祉法においては数

値的なものをおとしこむことにより、現実的なものとなってくるという意見もでた。 
 さらに、自立の定義については自己決定という意味合いにしていく方向性の議論と

なったが、それは支援を前提とする自己決定であるというのが大方の意見の一致した

ところであった。一方、自分自身で行うことがいまだもって自立とされている社会的

な意識の中で、自立という言い方をしなくてもいいのではないかという意見もあった。

さらに自己決定を自己責任論と絡めた議論もあった。 
 他省庁が勝手に障害者関係のものを議論していく中にあって、この推進会議がどう

いう位置付けとなっているのかという質問もでた。それに対して福島大臣は「他省庁

に目配せをさせながらやっていきたい」と発言した。それに対して目配りをするだけ

ではなく、きちんと指示を出して欲しい、他施策、たとえば、女性の政策の中に障害

という視点が盛り込めるようにして欲しいという意見がでた。 
 支援決定プロセスについては本人中心で行うことがおおよその方向性となったが、

それは「ケアマネジメント」というのか、「セルフマネジメント」というのかなどの

概念の在り方については今後の議論となった。 
 地域生活移行への法定化についてはおおくの委員が賛成し、「施設がなぜ必要とさ

れているのかという原因を探ることが重要。待機者がいるが、地域基盤がつくられれ

ばなくなっていく」という意見も出された。 
 精神障害者の社会的入院・地域移行を進めるにあたっては、精神障害者の保護者制

度をなくさなければならない、とする発言も出された。 
ニーズに基づくサービスがきちんと行われれば、たとえコストがかかっても、人々

の納得を得られるという意見もでた。さらに、聴覚障害のコミュニケーション事業に

ついては広域・集団的派遣も必要で個別給付にはなじまないという意見も出された。 
 利用者負担のあり方については、応益で行うことにほとんどの委員が賛成ではない

とした。 
医療に関しては、医師が障害者についての知識が乏しすぎ、啓発の必要性が訴えら

れ、また精神科病院を大幅に少なくしていき、地域医療へと移行させていくことが何

人かの委員から指摘された。 
さらに、国庫負担基準をなくしていくことが、論点整理の中で出された。 
この日の会議は、時間がなく、予定されていた「雇用」については、次回での議論

となる。 
緊急性の高いものについては、予定よりも早く部会を設置することとなり、総合福 
祉法の部会が設置されることとなり、部会員の選任については、議長団・政務三役・

内閣府の東室長らで、調整されることとなった。 
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次回は３月１日（月）午後１時から。議題は、雇用、差別禁止法制、虐待防止法、

政治参加など。 

 

 

 
Ⅰ はじめに 
 埼玉の済生会鴻巣病院の心理の大賀です。今回のシンポジウムは、医療観察法の指定

通院や、「地域処遇」をめぐるさまざまな問題がテーマになっています。指定通院を引き受

けている精神科単科病院の心理として、どんなことを考えているのかを話して、発題に代

えたいと思います。 
  
Ⅱ 心理で行なっていること 
 僕は６０年代後半に大学に入り７０年安保闘争を経験しましたが、その時全国の大学で

起こった全共闘運動と言うのは主要には「誰のための、いかなる学問なのか」を問う運動

だったと思います。またかってある若い医師が「医者は世の中にあって、何者にも左右さ

れずに患者を診ていればよい」と言った権力者のイデオロギーを廃して、「いかなる社会で、

いかなる状況で患者を見ているのか、また、患者とは誰で、見るとはどういうことをさし

ているのか」を問う側にいると明言していましたが、その問いは現在でも様々な領域で有

効な問いとして生き続けていると、僕自身は思っています。ですから、僕らは「何のため

に、誰のために医療をしているのか」を問わなければならなければいけないし、患者さん

の立場に完全に立つことは出来ないけれど、どれだけ役に立つことをしているのかを問い

続けていかなければいけない、と思っています。 
 心理の面に限っていえば、社会への視点が少なくて、問題を個人に還元してしまうとか、

一方的に密室の中で「観察」とか「治療」をすることになってはないか、と言う反省を持 
っています。自分たちがしていることが患者さんが自立していくことに本当に繋がってい

るのかを考えていかなければいけないと思っています。 
 臨床心理学というのは、心理、精神状態と行動特徴から行動の理解と予測を課題にして

きています。これらは、犯罪の防止や社会防衛に関わっており、私たちは治安管理的、社 
会防衛的な役割を背負わされてきています。更にいえば、心理学そのものが戦争や産業界

からの要請で発展してきた歴史的な経過もあります。 
 

第45回 日本臨床心理学会（２００９．１１．８） 
 シンポジウム「医療観察法の現状と課題」より   
      「医療観察法のある社会」 大賀達雄（鴻巣病院・心理
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Ⅲ 医療観察法における「通院処遇」の問題点 
 
① 医療観察法の適用実態 
医療観察法は、既に施行されて 4 年 3 ヶ月たっていますが、2009 年 4 月の適用実態は

次のようなものです。検察官の申し立て件数は1415件、地方裁判所の審判は、1362件な

されており、入院決定 825 件、通院決定 252 件、医療を行なわない決定 239 件、申し立

ての却下 46 件です（法務省の資料）。また、指定入院医療機関は、今年の 3 月末時点で、

国関係 13 ヵ所、都道府県関係 3 ヵ所、建設中がそれぞれ３ヶ所と７ヶ所です。これによ

り、整備目標７２０床のところ、現在４４１床、国関係３８６床、都道府県関係５５床で

す。このため、省令の改正により既存の施設の病棟の一部を転用することが行なわれてい

て、これは、明らかに法の逸脱にあたります。一方、指定通院医療機関は全国で３３０ヵ

所ありますが、これも現在偏在しています。 
 
② 通院処遇の問題点 
 ２００７年度、２００８年度に報告がまとめられた「厚生労働科学研究」「通院処遇にお

ける関係機関の連携体制の構築に関する研究」を参考にして、通院の問題点を見ておきた

いと思います。対象となった人は、前者は２００８年１月１５日現在で、２２８人分の統

計です。内訳は直接通院１３７人、移行通院９１人です。後者は、２００８年１１月末日

現在で、３１４人分、内訳は直接通院１５９人、移行通院１５３人です（２名は内訳が不

明）。２００７年度の研究の方が、扱っている問題が広いので、それをベースに、必要に応

じて２００８年度の研究を見ていこうと思います。調査はいずれも社会復帰調整官による

ものです。 
 
 １ 「通院処遇」で対応困難な事例 
 病状そのものが通院処遇では対応できないもの、病識や内省･洞察の欠如、治療必要性の

欠如、かかわりを拒絶する事例などが挙げられています。通院処遇が困難な事例は、精神

保健福祉法の入院で対応していますが、本来は通院処遇で対応するべきではないものです。

１０４人が入院から開始しています。病識や内省･洞察の欠如、治療必要性の欠如、かかわ

りを拒絶する事例は、これは通院処遇で対応可能なのか、と「報告」で述べられています。

手厚い「入院処遇」の体制と「通院処遇」の体制の相違が指摘されています。 
 
２ アルコール、薬物依存症、知的障害への対応 

 アルコール、薬物依存症、知的障害は本来医療観察法の対象者ではないですが、そのよ

うな副病名がついている人たちが、通院決定されています。今回の調査の対象者のうち５

５人がそうで、４人に一人に当たり、知的障害２６人（４８％）、人格障害９人（１６％）、

精神作用物質性障害９人（１６％）が主なものです。アルコールや薬物依存症は、指定通
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院医療機関の多くで対応が十分でないことや依存症の回復率が高くないこと、知的障害が

絡む場合も事例によっては対応が難しい場合があり、いつまで「通院処遇」で対応すべき

なのか、という疑問が出されています。 
 2007年度、2008年度の精神科主病名の統計によると、統合失調圏１５６人（６９％）

から２３３人（７２％）、気分障害３３人（１５％）から４１人（１３％）、知的障害７人

（３％）から１８人（５％）、精神作用物質性障害２０人（９％）から１６人（５％）、器

質性精神障害８人（４％）から8人（２％）となっており、統合失調症や知的障害が増加

していると指摘されています。 
 
 ３ 精神保健福祉法の入院 
 精神保健福祉法の入院で開始したものは、全体で６６人（２９％）おり、直接通院５８

人（４２％）、移行通院８人（９％）です。その理由は、信頼関係構築が２０人（１９％）、

開始準備未整備が２５人（２４％）、住居なしが２１人（２０％）、地域に戻すには問題が

２６人（２５％）、その他１２人（１２％）というものです。一時的な病状悪化や処遇のつ

なぎ目の通院処遇開始時などには、比較的短期間に限定すれば、精神保健福祉法の入院を

利用するのも円滑に処遇を進めるためには有用ではないかと述べられています。しかし、

入院期間は９割前後が１年以内という統計が出されていますが、それ以上の人も出ていま

す。 
 ２００８年度の調査では、全体で８７人（２８％）、直接通院は６９人（４３％）、移行

通院で１８人（１２％）となっています。通院処遇中での精神保健福祉法の入院経験者は、

合わせて１２３人（４１％）となっています。このうち、通算で１年以上精神保健福祉法

の入院の経験者は、直接通院で１２人、移行通院で３人、合わせて１５人（４．９％）で

す。このなかで、連続１年以上の入院の経験者は１２名（８０％）、そのうち３名は３０ヶ

月を超えています。また、入院回数別では、１回７人（４７％）、２回２名（１３％）、３

回３人（２０％）、４回１人（７％）、５回以上２人（１３％）となっています。通算１年

以上の入院となった理由は、１２人（４６％）が病状不安定や未改善で、その他の要因と

しては家族が引取りを拒否するため住居がない３人（１２％）、単身で住居がない５人（１

９％）、その他身体合併症などがあります。 
 
 ４ 通院処遇に求められるもの 
 医療観察法の目的（第１条）からすれば、通院処遇に医療観察法の真価がかかっている 
と述べられていますが、実際は入院処遇のほうに多くの予算がつけられており、通院処遇

にはわずかな通院医学管理料がつけられているほかは、既存の地域精神医療の体制を利用

するしかない現状となっています。その上で、この通院処遇で、関係者と十分な信頼関係

が出来ている、関係機関の連携が機能しニーズにあったサービスが提供されていること等

を評価し、通院医療の二本柱である「信頼関係に基づくネットワークによる支援」と「共
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通評価項目等の客観的評価による丁寧な医療の実施」が実現されていると述べています。

そして緊急の課題としてあげられているのは、臨床心理技術者を中心として、通院処遇で

必要なプログラムを開発、実施体制を整えると言っています。 
 実際には、外来診療、デイケア、訪問看護などの医療サービスの提供状況は、外来診療

は多くの場合週一回から開始され、デイケアは、開始当初１０４人（５５％）、現在８９人

（４６％）が参加しており、訪問看護は、開始当初１２７人（６６％）、現在１２９人（６

６％）が受けています。そのほかは、心理療法３６人（３４％）、外来作業療法２７人（２

５％）、服薬指導２６人（２５％）、ＰＳＷ面接、栄養指導、断酒会などの、様々なサービ

スを受けています。 
 ２００８年の調査では、外来診療、デイケア、訪問看護すべて利用は、１３７人（４４％）、

外来、訪問看護利用は８７人（２８％）、外来診療のみ利用は４１人（１３％）、外来診療、

デイケア利用３０人（１０％）となっています。デイケアだけの利用５４％に対して、訪

問看護は７２％となっております。 
 
 ５ 住居確保の課題  
 対象行為は放火が多く、自宅への放火で住居を失うことが多く、また他害行為時に単身

者や単身生活である者が７５人（３２％）と、処遇時に住居を失っていることが少なくな

いということから、住居確保は大きな問題となっています。住居の確保に苦労して、住居

が決まるまで精神保健福祉法の入院となる場合もあるようです。 
 ２００８年度の調査では、精神保健福祉法の入院が長期に及んでおり、その実情が詳し

く調査されています。住居の状況は、同居１８０人（５６％）、単身民間住宅６０人（１９％）、

社会復帰施設５３人（１７％）、単身自家･社宅９人（３％）、単身公共賃貸住宅１人（０．

３％）でした。単身民間賃貸住宅に居住している人は、その理由として、本人の強い希望

２６人（３２％）、自宅がないため２１人（２６％）、家族の受け入れ拒否のため１６人（２

０％）、社会復帰施設入居不可のため７人（９％）と言う結果です。本人の強い希望が最多

の理由となっていますが、自由を強く望むものと分析されています。社会復帰施設利用者

は、援護寮２９人（４４％）、福祉ホーム１１人（１７％）、グループホーム９人（１４％）、

生活保護者入所施設５人（８％）、知的障害者入所施設３人、ケアホーム３人となっていま

す。  
 
 ６ 関連機関の連携と地域住民の受け入れ 
 関係機関の連携は全体としては、良好であったと報告されています。具体的には、「積極

的に協力連携」の割合は、① 指定通院医療機関、障害福祉サービス事業所、８５％ ②

福祉事務所、保健所、市町村、５０～７０％、③ 精神保健センター、都道府県、４０～

４５％の順となっています。 対象者の地域の受け入れ状況は、単身生活５０人（２２％）、

家族と同居１２９人（５８％）、居住系サービス利用２８人（１２％）、その他の施設３人
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（１％）、入院中１５人（７％）です。しかし実際に入院中は３１人います。 
  
④ 次に、以上の「地域処遇」を参考に、いくつか問題点をとりあげてみたいと思います。 
 
１ 自殺事例の多発 
 自殺事例は、これまで、２００７年１２月、肥前精神医療センターに入院していた男性

患者が外出訓練中に行方不明になり、自殺と見られる鉄道事故で死亡した（「佐賀新聞」）

事例が唯一新聞報道されたものでした。 
 最近明らかにされた資料によると、昨年９月末日現在、入院では６ヶ月以内２件、１年

６ヶ月から２年以内１件、通院では６ヶ月以内４件、６ヶ月から１年以内５件、１年以上

６ヶ月以内１件、併せて入院３件、通院１０件の自殺者がいることが明らかにされました。

自殺の様態は、入院では、「外出訓練中に無断退去し、その後自殺」１件、病院内での自殺

１件、外泊訓練中に自殺１件、通院では、自宅において自殺を図り、死亡５件、自宅外に

おいて自殺を図り、死亡５件と報告されています。 
 この人数はあまりに高率であると思われますが、特に入院中の病棟内の自殺もあり、こ

れだけ手厚い装備のなかでも起こっていることに、大きな問題があると思います。また、

入院のプログラムで、内省化が施されていたと思われますが、これが自らへの攻撃性を助

長したと予想されます。 
 
２ 精神保健福祉法の入院 
 これについては、治療可能性のない人が一般の病院に転院する事態となっており、一般

精神科病院を圧迫することになっています。 
 
３ 治療の一貫性が保たれていない 
 治療は、鑑定入院、入院医療、通院医療と一貫性なく、分断されています。本来治療は、

主治医との信頼関係の中で、なされるべきものであると思います。 
 また、入院は重装備の建物の中で、社会復帰期といえども、本人の自由な外泊や外出は

許されていないのが実情です。普通なら、この時期は開放処遇になると思われますが、入

院処遇終了時点まで、そのような本来あるべき柔軟な対応はなされていません。 
 更に、通院処遇になったとしても、保護観察所の管理下の体制で、強制通院が行なわれ 
るわけです。まさにこれらは、再犯防止という法の目的がある限り、とらざるを得ない行

為と思われます。 
 
４ スティグマ（烙印、偏見） 
 公共のセキリュティ（安全性）のために、社会的な安全性が制限されており、この下に

あるのが、医療観察法だと思います。 
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 ６罪種に限って、それも病気の重さには関係なく、お金をかけ、閉じ込めているという

差別性です。それは、精神障害者は危ないものと言う偏見や、「同様な行為を行なう」具体

的現実的危険性という再犯防止を目的として、医療を受けなければならず、またその決定

にあたっては、インフォームド･コンセントも自己決定権も認められていません。 
 その上、情報公開はほとんどなされないまま、地域の関連機関には本法の対象者である

ことを知らせ、一方、地域住民への情報提供もうたっているが、実際の指針は明らかにさ

れていません。 
 
５ 社会復帰調整官をめぐって 
 社会復帰調整官は、関係機関の連携を確保したり、「精神保健観察」を行うなど、処遇の

実施をいわば強制する役割が与えられています。しかし、実際には強制力を行使できない

体制となっています。 
 
Ⅳ 医療観察法のある社会 
 
 社会学者の市野川容孝さんは、今の日本はセキュリテイや安全性という概念、すなわち

公共の安全性の論理が肥大化する一方、社会的な安全性、社会保障の枠組みがやせ細って

いることに警告を発しています。市野川さんはこのことをルソーの「社会契約論」によっ

て説明しています。「この基本契約は自然的に人間の間にある肉体的な不平等のようなもの

の代わりに道徳上、及び法律上に平等を訴えるものだということ、人間は体力や生死につ

いては不平等―つまり違っている、様々でありうるが、約束によって、また権利によって

すべて平等になるということである」と書かれています。つまり、ソーシャルセキュリテ

イにはそういう強い平等への意志が書き込まれていて、そのような社会的な安全性の論理

が、やせ細ってきているということを言っています。 
 医療観察法を含めたこの社会のあり方は、いろいろな問題を個人の内面に還元し専門家

に任せるとか、病院とか学校とかいろいろな形でミクロな権力装置が働いていたり、情報

機器を使って監視する社会が出来ています。医療観察法によって監視体制が更に強化され

ていきつつあると思いますが、個人の責任が強調され、相互の監視が奨励されるこの社会

に歯止めをかける意味でも、この医療観察法の廃止を実現させたいと思います。 
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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、医療観察法をなくす

会 国立武蔵病院（精神） 強制・隔離入院施設問題を考える会、NPO大阪精神医療人

権センター 
 
私たちは医療観察法の廃止を求めます 

 医療観察法が施行されて４年半を経過しましたが、予想されたようにさまざまな問題が

起こっています。この法律は、医療と社会復帰を目指すものだとの装いのもとに、精神障

害者を危険なものと見なして、隔離し、その地域生活を妨げています。そればかりでなく

著しい人権侵害を引き起こしています。医療観察法は既に破綻しています。部分的「手直

し」ではその基本的欠陥を正すことはできません。 
 
 
署名用紙は、こちらからダウンロードできます 
http://nagano.dee.cc/haisisyomei2.doc 

 

 

 
 

 
（表）http://nagano.dee.cc/kuraha1.pdf   （裏）http://nagano.dee.cc/kurahraB.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

共同声明への賛同  引き続きよろしくお願いします 

医療観察法廃止のリーフレット 
下記よりダウンロードできます 
ご活用ください 
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２０１０年の医療観察法の「見直し」を目前に控えた今年、ネットワークは差別と予防

拘禁の医療観察法の廃止に向けて更に闘いを強化していきたく、ニュース発行もこれまで

の年３回から更に数を増やしてきました。 そのためにも、会員拡大による収入増は今後

の闘いにとって不可欠です。 
多くの皆さんがネットワークの会員になってくださり、会費を納入してくださること、ま

たはカンパをお寄せくださることを、切に要請致します。（財政担当 長谷川） 
 

 
 
 
［編集後記］ 
 １月１８日の通常国会開会日から、今年の闘いは始まりました。３月５日の国会前行動

及び、院内集会、１２日の、厚生労働、法務省との交渉や署名活動、チラシやリーフレッ

ト配布活動に参加・協力された皆さん、ご苦労様です。更にいっそう、廃止に向けた行動

を展開していきましょう。そして、皆さんの活動や声をニュースに反映

させていきたいと思います。原稿はいつでも構いませんので、送ってく

ださい。（お） 
 

ネットワークの会員になってくだ

さい 

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 

からのお願い 
ニュースの郵送料がかさみ、財政が逼迫しておりますので、「ネットワークニュース」

をメールで受け取れる方は、アドレスをご連絡下さい。 
連絡先は ｋyodou-owner@egroups.co.jp まで 

 


