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『ともに地域で暮らしたい・心神喪失者等医療観察法に反対する 

全国の集い in 京都』について。 
 全国のみなさま、長年にわたり、私たち「精神に障害をもつ」仲間を、差別や偏見で苦しま

せた象徴とも言える「医療観察法」は今年「見直し」の筈ですが、どこからも見直す声が聞こ

えてきません。 
 それどころか何回にもわたる制度の改悪で政府は、この悪法によって「精神に障害をもつ」

仲間をさらに深く閉じ込めています。 
 多くの反対を押し切って、この悪法をつくったのは「小泉政権」でした。ところが、この悪

法にこぞって反対した当時の野党は、政権を手にしたら、なんとこの制度を維持するためにき

ゅうきゅうとしてなんら恥じることもないのです。この５年間で多くの仲間たちが苦しみ、１

０余人も「自殺」の道に追い込まれてしまいました、私たちは怒りと悔しさで心を揺るがせて

います。 
 この制度は何としても廃止せねばなりません。今年は京都で、全国の仲間が集まり廃止への
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道を、ともに求めます。私たち近畿の仲間は「集会」だけにとどまらず、互いのきずなをさら

に強めようと「しんどい」ですが歩んでいます、ぜひとも全国の仲間の参加をもとめます。 
 これから政府がどんな形になるのか予想もできませんが、世界の流れを見ると、どう転んで

も私たちが良い方向に行くとは考えられません、これまでもそうでしたが、これからはさらに

苦悩の社会へと追いやられて行くと思います、そして疲れ切った世界の仲間は次々と死んでゆ

くでしょう。 
 この道を断ち切り、「生きて」行く彼方をしっかりと見据えて腕を結びあい支えあって、おた

がいの心を気遣いながら、ゆっくりでも前へ歩みましょう、どうかみなさん７月２５日には京

都に集いましょう。私たち「精神に障害を持つ」者だけではなく様々な苦しい生活を強いられ

ている、すべての人々とも手を取り合って行きましょう。 
                          ７、２５実行委員会  坂根輝吉 

 

「ともに地域で暮らしたい」心神喪失者等医療観察法に反対する全国の集い 

in京都                                                               

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 / 心神喪失者等医療

観察法をなくす会 / 国立武蔵病院（精神）強制医療を考える会 / NPO法人大阪精神医療人権

センター 

日時 2010年7月25日（日）午後1時～4時 

場所 京都府部落解放センター 京都市北区小山下総町５-２ ℡ 075-415-1032 

資料代500円 
  
京都市営地下鉄 烏丸線 鞍馬口駅ホー

ム  中央エレベーター ⇒ 改札口 
⇒ １番出口エレベーター ⇒ 右手方

向 
連絡先  
とうがらしハウス 0774-23-3615（℡

/Fax） 
ぼちぼちクラブ 06-6973-1287（℡）

06-6973-1289（Fax） 
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５月２５日に国会行動を取り組んだ。今年３回目。国会前８時半より１０時半の情宣・座り

込みののち、参議院議員会館第４会議室にて院内集会を１１時より１３時まで行った。国会前

の参加者は約２０人。院内集会は、議員３名（熊谷、平岡、石毛）秘書４名、一般２６名、計

３３名。 
 司会は池原弁護士。発言は、熊谷議員、平岡議員、石毛議員、堂本元千葉県知事、医療従事 
者の有我さん、医療観察法での入院者家族、岡田医師、そのあと、二人の精神障害当事者より 
質問が出され、病院職員２名及び家族から答えがあった。 
 
発言内容の概略： 
熊谷議員、平岡議員、石毛議員より挨拶をいただいた。平岡議員からは、法案審議当時、民 

主党は司法と精神医療プロジェクトチームを作ったが、民主党対案は成立せず、結局政府提出

案が若干の修正で通った、幸い、政権も変わった、法の問題点や外国の制度の勉強をする、と

積極的発言があった。 
 
堂本さんより； ＴＢＳ記者時代に番組「人間らしく生きたい」を作ったが、２０年たつ今 

でも見られているということは精神医療は変わっていないということ。国会議員時代に精神衛

生法が精神保健法に。県知事のときに千葉県で条例はできた。が、社会的入院は必ずしも減ら

せなかった。推進会議における、精神医療と地域の議論においては、精神保健法をなくすべき、

地域移行を、と話が出た。精神障害者が障害者の中でも一番日の目を見ていない。政権交代し

たので総理が決めれば変わる。日本は遅れている、今を逸すると何年も続く。日本の入院予算

は１兆４千億。地域で暮らすために使えば入院は１万５千くらいでいいんじゃないか。千葉で

は市川市でアクトを始めた。日本全国でやればいい。それと、イタリアに比べて、日本は強制

入院の際、医者の裁量が大きすぎる。イタリアでは何人もの目が加わる。 
 
岡田さんより； 医療観察法の問題点。入院者中、病名違い・治療反応性なしが１６％。入 

院率の地域格差。省令で変えること。精神障害者の再犯率は低い。対象者の自殺。対象者の治

療を分断。一般精神科から病床を削っている。治安のための実績は上がらない。かっこだけ治

安のために努力しているとみせ、対象者をスケープゴートにしている。強行採決でやられたも

のは検討しなおすべき。人格障害・知的障害・認知症は、医療観察法では対象外だが措置入院

では対象になる。国や県の立派な施設で治療が難しい人が来ると私立で不満が出ている。精神

保健福祉法は、治療及び保護、の保護で、どんな人でも置いておける。治療しない、治療の対

象とならなくても入院させる。保安処分推進派は、治療の難しい人格障害等を積極的に医療観 

５．２５ 院内集会の報告 
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察法の対象に、とする。が、治療の対象になりにくい人を病

院にとどめるのは人権侵害。この点は精神保健福祉法につい

ても考えないと。 
一般病院の精神科は日本では減っている。精神科の医療費

が安いから。公的病床の割合が精神科は少ない。 
  

 
 
 
家族より； 治療を目的としているにもかかわらず、それに反する、ストレスのある監禁・ 

制限。治療プログラムの心理面接の問題。投薬に本人の意思が反映されない。薬を、監禁によ

るストレスに対して処方。薬の副作用。医者とけんかすると薬を盛られる、と本人。病院によ

って内容に格差。鑑定中に急性期が終わっているのに急性期から治療（病状を見るため）ゲー

ム・携帯・パソコン等できない。一般の入院ではできていた。心理面談の後症状が悪い。 
池原さんよりコメント； 措置と医療保護で落ち着いてきた人、一般病院では外出、ゲーム、 

携帯、それなりの治療。鑑定入院では治療は２次的３次的。医療観察法入院２か所それぞれで

振り出しの急性期から（それぞれの病院でアセスメント）。ちょっと行動が乱れると薬。心理療

法が、医療観察法の売り物だが、かえって病状を悪くしている。 
 
有我さんより； 全国精労協でイタリアへ 精神病院勤務２７年。指定通院医療機関。 
（ビデオ、写真、図表を、パソコンより投射しながら） 
イタリアも政権交代時に世の中全体の社会の改革と機を一に精神医療改革を行った。イタリ 

アも改革前、拘束・隔離があって悲惨な状態だった。今イタリアでは落ち着かないと２時間交

代で一人が、２４時間ついている。 
先進国のベッドの１８％が日本。７０―８０年代から他の国は病床を減らしている。在院も 

日本を除くと１８日、日本は３００日。日本では身体拘束・隔離は２００４年に行動制限最小

化委員会ができて減るかと思ったら最近増えている。精神科救急で増え、また、機能分化・認

知症で、行動制限が増えている。医療上必要なら厳密にチェックすべき、行動制限するなら人

員も多くするべき。 
トリエステは精神科医療費が、精神医療地域化で６割減。犯罪率は変わらず。 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

5

ネットワークニュースNO.２２                        2010.６  
 
＊質問 
○医療関係者に質問。任意入院すると本人が言っても医療保護に誘導している。事故を恐れて

いるのか、儲かるからか？ 
 答： 救急は診療報酬が高いが、それは強制医療が何割以上、という基準がある。統計上医 
療保護が増えているのは、認知症が増えているのと医療保護が連動。医療保護ということでは 
経費的にはプラスにならない。５点。だから経済的なものではない。医療保護のほうが病院で 
何かあった時に責任が生じる。退院したいと言い出したときのことでか。 
○退院促進は？ 
 答： 今持っているベッドを失いたくない。病床減はコスト的に病院がもたない。病床減＋ 
人員配置を厚くする必要がある。               （メモ：山中雅子） 
                               
 
 
 
 
 
 

   保安処分病棟に反対する有志連絡会・高見元博 
 

５月９日の高槻市富田コミュニティセンターでの「精神医療学習会 精神病院を捨てたイタ

リア」には２０人が参加、その大半は「精神障害者」でした。参加者の内訳は、ビラを見ての

参加が５人、その内この手の会合には初参加という方が２人でした。また、精神科医のＳさん

が参加されました。遠く京都や松原市、神戸からの参加もありました。 

 

有我さんの講演要旨 

光愛病院で看護師を２５年している。ぜひ行ってみるべきところと思い昨年１０月イタリア

を訪問した。有志１７人、自費で行った。 

「イタリアだから出来たのではないか」という意見は違う。イタリアはもともとは保守的な

ところ、ファシズムの発祥の地でもある。イタリア全土で単科の精神病院は廃止され、閉鎖病

棟も保護室もない。日本は精神病院大国だ。ＯＥＣＤ２５カ国の精神保健データを見ると、１

９６０年に日本のベッド数は人口１０００人に一つだったが、どんどん増えて２００５年には

２．８ベッドになっている。その間にヨーロッパでは地域型に転換した。平均在院日数はヨー

ロッパでは１８日。日本は３００日を越える。 

また、日本は隔離・拘束が多い。任意入院者の５０％以上が閉鎖病棟に入れられる。ＷＨＯ

は身体拘束を４時間以内としている。日本では拘束と隔離病棟が増えている。精神科救急でそ

れが促進された。 

精神医療学習会―「精神病院を捨てたイタリア」―

の報告 



 
 
 
 

6

ネットワークニュースNO.２２                        2010.６ 

 

Ｇ８の比較でも日本は病床数が格段に多い。人口当たりの医者の数はイタリアと変わらない。

受け持ち病床が桁違いに多い。 

 

イタリア訪問 

 変革の始まりに、マルコカバール（イタリア語で青い馬）を先頭に患者たちが自由を求めて

トリエステの街中をデモ行進した。張りぼての馬の背が高く、病院から出られないからバザリ

ア自身が病院の門を壊した。 

１９７０年代からバザリア医師によって始められた地域保健への転換だった。病棟は廃止さ

れ、いまは精神保健局や、人気のあるレストランや博物館になっている。院長室は地域で暮ら

せない患者７０人の住まいになっている。昔の写真を見ると拘束衣が多用されていた。 

１９７８年に７００人から１２００人の入院者という巨大精神病院の廃止が進められた。単

科の精神病院は廃止され、総合病院の隔離室のないところへの転換が進められた。精神保健セ

ンターを各地域に作っていった。そこには診療所と訪問看護と食堂などがある。 

何かに掴まりたい衝動の患者を医師たちは本人が納得するまで努力する。２時間交代で２４

時間看護師が付き添う。拘束すると症状が強く出るからしない。看護師が抱きしめている。具

合の悪くなった人は数日間センターに入院できる。 

１９７０年代に８０号法というものを作り、新規入院と再入院を禁じ、地域でのケアへと転

換した。民間の精神病院は残っているが療養所のような金持ちの入るところだ。病院を出た者

の働く場として協同組合が作られていて基本給が保障されている。 

イタリア全土で今は入院のためのベッドは、総合病院に４０００床、大学病院に１６０床、

ショートステイに１０００床、あと民間病院があり、全土で９２００床ある。人口は日本の半

分だから日本がいかに多いか。（日本は３３００００床） 

強制入院は一部にあるが閉鎖病棟はないからいつでも出られる。拘束衣はなく縛ったりしな

い。司法精神病院へ行く人はほとんどいないが、廃止法案は実現していない。 

平均入院期間は９日。日本と同じ様な薬を使っているが安心できるから出す薬の量は少なく

とも落ち着ける。入院ベッドは各室にシャワーとトイレがある個室。家庭的雰囲気がある。精

神病院跡地は博物館になっており、高校生が社会見学で行くところとなっている。 

尊厳と安心、信頼が必要だ。スタッフは柔軟に対処し、その人の苦痛を受け止めることが大

切だ。制度と文化を変える取り組みが必要だ。病院都合、職員都合を押し付けることは患者の

苦痛だ。スタッフの意識改革が必要だ。地域で寄り添っていく中に社会的役割がある。日本は

世界標準から５０年遅れている。 

 

討議 

討議では、まず、電気ショックのことが問題になりました。以前には懲罰目的に使われたり

しました。高圧の電流を流すので、そのショックで骨折することがよくあり、最近では全身麻

酔で行なうのが一般的です。治療効果に疑問があります。良く用いる精神科医でも「なぜ効く 
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のか分からないが効果があるからいいのだ」と無茶なことを言う人もいます。副作用が大きい

ことも問題視されており、２週間前からの記憶が飛んでしまうので、病気には悪いと言われて

います。自分で総括が出来ない形で症状だけを消してしまうことも闘病ということにマイナス

だとも言われています。少しでも良心的な医師は使わない療法ですが、悪い病院では頻繁に用

いられています。 

日本での地域生活支援を行なっている京都の上野診療所や往診専門の診療所を開いている高

木俊介医師の実践は、イタリアのような地域精神医療が日本でも出来るということを示すもの

だという意見がありました。いずれもバザリアの改革を目の当たりにして実践されているそう

です。 

看護の意識改革も話題になりました。看護師などに対してもバザリアは強制するのではなく、

変わっていくように働きかけて待っていたそうです。マニュアルはなかったし、看護師が今の

ように自信を持つようになるには時間がかかったのです。文化が変わるプロセスです。 

当事者活動はイタリアよりも日本の方が活発だが、医療従事者が変わらないと医療はよくな

らないという意見がありました。これに対して医師の方から、当事者の声があるから病院で働

くものとして今の医療にノーという声を聞くことができる。救急医療が入ってきて、電気ショ

ックとか、治療を受ける側の了解のないことが進んでいる。観察法と救急に金をかけている分、

一般医療に届かない構造になっている。当事者がノーという声を上げているのを聞いて医者も

医療に疑問をもつようになる。観察法でスタッフが多いから隔離・拘束が無くて済むという報

告がある。司法病棟が良いということを意味しない。普通の精神科では特例があり医者も看護

師も少ないから付き添うような医療は出来ない。利用者の使い心地ということを入れようとい

う動きもあるから、当事者が声を上げることは必要だということでした。 

本当の意味での政権交代に期待するという意見もありました。イタリアでも左派政権と精神

医療改革が結びついたからできたことであることを考えると本当にそうだと思います。民主党

は厚生労働省足立政務官が「医療観察法は人権面に配慮されており、大きな問題はない」と発

言するなど本当の意味での政権交代とは言えないものです。 

また、精神科救急が患者の利益のためではなく、民間精神病院が「財産」として患者を抱え

込むために利用されている実態を糾す発言がありました。日本では患者の利益は二の次三の次

にされ民間精神病院が営利目的で運営されている実態があります。患者虐待や患者殺しで有名

になった大和川病院は行政が望んで出来たものだという批判がありました。また、大和川病院

では労働者も無権利状態でした。医療労働者の権利と患者の人権は表裏一体という意見があり

ました。 

初参加の方の感想が聞かれなかったのは残念でしたが、講演の内容が良かったのでいい感想

を持っていていただければよいなと思いました。 

学習会は最後に、日本でもイタリアの実践をやれば出来る、精神医療改革を実現しよう、そ

の一歩として７月２５日の医療観察法廃止の全国集会にも参加しようとまとめられました。 
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４月４日、「身体合併治療の機能を有した医療観察法病棟」の  

内覧会に参加して 
                                渡辺 久恵 
 
 「全国で初めての身体合併症治療の機能を有した医療観察法病棟」が、独立行政法人・国立

精神・神経医療研究センター病院内に開設したという事で、内覧会に行ってきました。そこに

は既に３３床の医療観察法病棟があり、二棟目の医療観察法病棟です。 
 ４月４日朝、小平駅近くの病院の駐車場に車を止め、道に迷いながら正面玄関へ行き、職員

の持ったプラカードを見ながら院内を結構歩いて目的の医療観察法病棟につきました。ここは

国立武蔵病院という古い大きな精神病院だった所ときいていますが、桜等が咲いて趣はあって

も広い荒れた院内には廃屋がいくつもあり、一方中央には高層の病棟らしきものなどが建築中

で、そして極め付けに医療観察法病棟が二棟もあるという異様なものになっていました。 
 八病棟という既に稼働している医療観察法病棟の隣に連なる形で、新しい「身体合併治療」

の九病棟が出来ていましたが、八病棟の外周には「こちらへ向けて写真撮影をしないで下さい」

という張り紙が何枚も貼られていて、そちらに目を向けてはいけない雰囲気になっていました。

建物はどちらも緑色の屋根の平屋建てです。 
 目的の九病棟という身体合併治療医療観察法病棟の入口は警備員常駐の構造になっていて、

そこから入ると内覧会の受付ができていました。（入口には金属探知器らしきゲートがあるし、

玄関は電気錠による二重扉のはずですが、この時はオープンになっていて、本当の物々しさは

消されてます。）受付の名簿を見ると参加予定者は１５０名弱となっており、名前の横の肩書は

医療観察法関係者や警察・行政・弁護士がほとんどに見えました。「先生お久しぶりです。いや、

かっぷくがよくおなりで」「ここは禁煙なんだね。私たちの所もそうするか、ははは」などお気

楽な会話もちらほら聞こえます。ここでトラブル発生！何と名簿に私たちの名前が載っていな

かったのです。どういうこと！と思いましたが、結局単なるミスと判明して無事に内覧会参加

となりました。 
 十字型の建物の中央に「アトリウム」という吹き抜けのホールがあり、そこで参加者は十数

名の班になり、担当者がついて説明を受けながら見て回るということになります。 
 内覧会の印象。 
 ①とにかくお金をかけている。 
 ②身体合併症の為に作ったというのは嘘っぱち。 
 ③職員が変にプライドを持っている。 
 ④逃げられない！ 
 ⑤「良い治療」を沢山やってあげますという胡散臭さ。（③に通じる。） 
 ⑥入浴設備が取っても少ない。どうしてかな？ 
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 等でした。 
 最初に強く違和感を持ったのは、中庭に案内された時でした。下の二枚 
写真にあるように中庭は厳重な二重のフェンスで囲まれています。扉があって施錠されていま

す。私は病院職員ですが、火災や災害の時にどう患者さん達が無事に逃げられるかが病院では

重要事項となっています。それで「この扉の鍵は職員はだれでも開けられるのですか」と質問

しました。すると私たちの班の説明担当職員は、職員が常時持っている鍵では開かないという

のです。それでは火事などで逃げる時はどうするのか等聞くと、感じ悪い口調であれこれいっ

ていましたが、これは病院ではない、治安施設だということがはっきり判る象徴的な事だと思

いました。そして職員が、その事に何の違和感を持っていないという事は恐ろしいことです。 
 

 
 
 次に嫌だなあと思ったのは、アトリウムを中央にして十字架状の建物の一翼にある回復期ユ

ニットという１５床の内部を案内された時でした。医療観察法施設は全て個室で、ここもそう

です。各ドアには丸い観察窓が開けられています。個室内に監視カメラがあるのか質問したと

ころ、説明担当職員からは、むっとした口調で「監視カメラは有りません。私たちは自分の目

で観察します。」というお言葉でした。（それなら廊下等に監視カメラをつけるな！）この医療

観察法施設で働くという事にプライドを持っていてその後の説明でも、如何に素晴らしいチー

ム医療を行うのかと力説していました。このように思いこんでいる職員は多いと思います。医

療観察法施設に配転を命じられた職員がそれを拒否すれば運営できないのにと思うのです

が・・・ 
 この後、「身体合併症治療の機能を有した全国初の医療観察法病棟」という謳い文句のユニッ

トを見ました。たった三床です。それもお金かけまくりだろう仰々しい「陰圧室」などです。

ピカピカの手術室も有りました。全身麻酔の手術には対応しないそうで、どんな手術をするの

かは不明です。後で別の職員に、現在どのくらい「身体合併症の人」の入院予定があるのか聞
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いた所ほとんどないという事でした。これらのことから、「身体合併症治療の為」というのは隠

れ蓑で、とにかく増床したかったのだというのが本音と考えられます。以上、簡単な報告です。 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

手術室 個室のドアの観察用窓 
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                                    太田隆夫 
 

1994 年 5 月札幌で、第 100 回日本精神神経学会が開催されたが、その関連行事として「心

身喪失者等医療観察法と地域精神医療を考える集い」を催した。〈演者・シンポジストは、池原、

富田、樋田、山本（真）、向谷地の各氏〉この集いのため、札幌では同法を考える会（代表・伊

藤哲寛）を結成し、この集いの主催者となった。 
 あれから6年、医療観察法が施行されて3年を経過して今日にある。 毎年この種の行事を

続けたいと思いつつ果たせないでいた。 たまたま当地に「障がい者・マイノリティーなどの

人権と生活を考える会」（代表・新保清和）と交流している中で、市民啓発行事をとの話しがき

っかけとなって、「障がい者施策の転換期が来た！ みんなの意見を出し合おう！トーク トー

ク！」を、4月17日に行うこととなった。 
 そこで、主旨であるが、障がい者自立支援法を表向きにし、医療観察法廃棄の訴えは理解を

深める程度に止める、しかしチラシ、署名は求めていくとした。 
 演者は3名。伊藤哲寛さんには、精神医療改革と医療観察法は、なぜ廃棄しなければならな

いか。関口明彦さんには、障がい者制度改革推進会議での議論とその方向。 知的障がい当事

者として推進会議の要員となっている、ピープルファースト北海道会長の土本秋夫さんには、

私たちがめざすものという内容で話していただいた。 
  いずれも内容のある、今日に即した発表であり好評を得た。配布した資料も広く濃いもの

を整えたので、参会者から感謝された。参加者は主催者側人員を含めると150名、北海道新聞

の取材もありマスコミの関心について確信を得ることができたことを報告する。 

 

 ４・17 札幌集会  「障がい者施策の転換期が来た！ みんなの意見を出し合

おう！トーク トーク！」 
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★ 緊 急 抗 議 声 明 

与党による「障害者自立支援法一部改正案」提案に断固反対！ 

 

２０１０年５月２４日 

障害者自立支援法訴訟の基本合意の完全実現をめざす会 

障害者自立支援法違憲訴訟弁護団 

 

このたび、自民党・公明党提案にかかる障害者自立支援法の一部改訂案につき、政権与党が、

ほぼ同内容の法案を厚生労働委員会委員長提案として今国会に提案することが確実視されてい

ると報道されています。 

これが事実だとすれば，昨年の政権交代以来、政府・与党として首相及び厚労大臣が一貫し

て表明し、当訴訟団との基本合意文書において確認された「障害者自立支援法を廃止し、平成

25年8月までに制度の谷間をつくらない新しい法律を当事者の意見を十分に聞いてつくる」と

した国及び与党の姿勢に真っ向から反するものであり、看過できない重大な事態です。 

政府・与党は、障害者自立支援法に代わる新たな総合的福祉法制については、与党がかねて

より提案していた「障がい者制度改革推進本部」を内閣府に設置し、その下の「障がい者制度

改革推進会議」において、障害のある当事者中心の検討に基づき構築するとの閣議決定の下、

精力的な議論がなされ、本年4月27日からは「総合福祉部会」が発足し、新法制定までの当面

の課題について意見集約をしているまっ只中にあります。 

にもかかわらず、そこにおける議論を一切踏まえず、自・公提案の一部改訂案に与党議員が

同調することによって提案しようとする今回の態度は、推進本部の存在意義を自ら否定し、推

進会議と部会を侮り、さらに障害者問題を国会の政争の具とするという、政権与党のこれまで

の政策・姿勢にも当訴訟団との基本合意文書にも背くものであり、「私たちのことは私たち抜き

に決めないで」という障害当事者の人としての尊厳を踏みにじるものと強く非難せざるをえま

せん。障害のある人にとって何が最善かは、当事者参加による十分な検討によってこそ初めて

わかる、ということを、政府与党が理解し、障害者自立支援法制定時の愚行を反省したからこ

そ、基本合意文書が締結され、障がい者制度改革推進会議が設置されたはずです。 

推進会議と訴訟団を無視した今回の法案には「遅くとも平成25年8月までに障害者自立支援 

法は廃止される」ことも「施行の終期が平成25年8月までである時限立法である」ことも明記

障害連事務局FAXレターより 

       NO.1７３～１７８より
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されておらず、障害者自立支援違憲訴訟に基づく基本合意により廃止が決まっている悪法の延

命を図るためのものと批判されて然るべきものです。また、内容面でも今般の改正法案は、私

たちが願う『改正』とはほど遠く、基本合意文書の水準を大きく下回るものです。そればかり

ではなく現在進められている検証会議や推進会議・総合福祉部会の存在を軽んじる以外の何物

でもなく、ここでの論議の幅を狭めかねません。 

よって、直ちに今国会における与党合意に基づく厚労委員会委員長提案を撤回し、自・公提

案の一部改訂案については、廃案とするよう強く求めるものです。 

以 上 

 

★意見者のまとめに入る 

―地域生活の権利をより明確に（第１２回推進会議）― 

 

２４日(月)の推進会議（第１２回）は意見書について議論した。 

  議論では、「地域社会での自己決定・自己選択」の権利について、前提となるのは、自己決定・

自己選択できるような必要な支援があるかどうかではないかという意見が、何名かからあった。 

  障害者差別禁止に関連して「欠格条項も全て見直していくべきである」という意見が出され、

東室長も方向性は「その通りだ」とした。 

  また、家族依存体制からの脱却も入れ込まないと、家族負担がより強まってしまう危険性が

あるという意見もあった。 

  これからの改革の進め方について「基本法の改正と差別禁止法と同時にやるのか」という質

問に対しては、東室長は推進会議の力量もあり「推進会議で基本法改正を議論し、差別禁止法

部会で差別禁止についてはやる」と述べ、差別禁止法については２４年度にひとつのめどをつ

けたいとした。 

  また、「言語とコミュニケーションについてきちんと触れる必要がある」という意見に対し、

東室長は「その通りだ」と述べた。 

 

  第２コーナーでは個別課題について議論された。特に、「情報・コミュニケーション保障」に

ついては、新たに立法化すべきとの意見も出された。交通・建物利用に関して、「移動の権利が

明記されたことは前進であるが、そこへの情報アクセス権についても示すべきである」との考

え方である。 

  医療については、まず、「精神科病院への強制入院自体が人権侵害なのだ」という認識をもう

一度もつべきだという発言が何名かから出され、さらに、「精神保険福祉法の改正を行い、医療

と福祉施策を分けるべき」とする意見が出された。 

  身体障害については、「たんの吸引等の医療的ケアについても介助者ができるようにすること

が地域生活の権利確立すること」や「入院中でもホームヘルプサービスを受けられるようにす 

べきだ」との意見もあった。 
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  質問にこたえる形で、佐藤委員は「厚労省障害者雇用実態調査の中で、身体、知的、精神の

間で大きな賃金格差があることが明らかにされている」とした。 

  また、「障害者の地域生活の権利」をより明確化させたほうがよいという意見も出された。虐

待防止については、現在、国会に出されているが、より包括的で中身のある法律にしなければ

ならないという発言があった。 

  推進会議の資料の中で、表現が難しいのが多く、より易しい表現を用いることと、人的サポ

ートの必要性についても意見が出された。 

 

  成年後見制度を受けることにより、政治への参加権が奪われる問題についても指摘された。 

  司法については、被拘禁者への通訳保障が重要であるという指摘がなされた。 

  国際支援のあり方は、その国の障害当事者のエンパワーメントという視点が重要であるとい

う意見が出された。 

  佐藤委員は、意見書をまとめるにあたって「自立支援法訴訟の基本合意も柱に入れなくては

ならない」と提案した。しかし東室長は、「基本合意のみならず、ＩＬＯ文書など、視点に入れ

なくてはならないものは多くある」と回答をぼかした。 

自立支援法訴訟が推進会議の発足を前にそれに託すという意味で、政府と基本合意を結び、

和解したという経過から、推進会議は基本合意を重く受け止めなければならない責任があるこ

とは明らかなはずである。 

 福島大臣は「みなさんが熱心に議論したまとめを６月の閣議で了解をとり、政府の方針とし

たい」と挨拶した。 

  最後に、｢はじめに｣の部分をまとめる起草委員が提起され、北野委員、松井委員、関口委員、

新谷委員、大谷委員がその仕事にあたることとなった。 

 

 ★自立支援法「改正」案廃案！ 

 

また奇跡を起こすことができた。６月１６日（水）国会は閉幕し、障害者自立支援法一部「改

正」案は審議未了のため、廃案となった。６月１日（火）に参議院の厚生労働委員会を通過（共

産・社民反対）し、２日（水）の本会議に上程される予定だったが、突然の鳩山首相の辞任と

なり、本会議が流会したために、「改正」案は採択されずにそのままになっていた。 

 

１０月フォーラムやめざす会実行委員会を中心に、この間反対運動を大きく展開し、６月８

日（火）には２０００名を集める大集会を国会で開催した。さらに１４日（月）からの３日間

国会前で緊急連続行動を、のべ１０００名の参加によって行った。 

 

１６日（水）の最後の土壇場になるまで、どうなるかわからなかったが、同日午後４時、本

会議が開かれないことが決定し、廃案が正式に決まった。 
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 なぜ自民・公明の「改正」案に与党である民主党がのっかり、推進会議や訴訟団に一切の相

談もなく、強行しようとしたのか、全く理解できないし、多くの当事者・関係者は憤っている。

今後この事実解明が求められていると同時に、推進会議には、当事者の視点に立った制度改革

に全力で取り組んでほしい。当事者の視点に立つ限り、応援を惜しまない。 

なお、１６日の行動には社民党福島みずほ党首や、共産党小池晃参議院議員

が応援にかけつけてくれ、逐一国会の情勢報告を行ってくれた。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 第 106 回日本精神神経学会が、2010 年 5 月に広島において開かれ、「医療観察法の存続は可能

かー見直しのときを迎えてー」が持たれました。以下は、シンポジストとして発言した中島直医師

（多摩あおば病院）の発言の要約です。（編集部） 
 
 医療観察法の存続は可能かー見直しのときを迎えてー 
 
  医療観察法は即座に廃止されるべき 
 
Ⅰ 医療観察法は無意味かつ有害 
  
１ 治療の面から 
  医療観察法は治療の面でもマイナス面が多い。 
 ① 
 ・鑑定入院中は治療が行えるとされているが、鑑定入院機関の水準は問われておらず、入院

中の治療や処遇、説明が適切ではない。 
   ・鑑定入院を経て指定入院医療機関に入ると、従来医療と比較して退院までに数倍の時間を

費やす。 
 ・入院処遇、指定通院医療機関への通院、自宅近くへの医療機関への通院と、治療関係を細

分化している。 
 ・医療観察法上の再入院は少ないが、通院処遇中の者の41％が精神保健福祉上の入院を経験

しており、再入院率が低いとはいえない。 

第106回日本精神神経学会 シンポジウム （2010年 5月22日） 
 

医療観察法の存続は可能かー見直しのときを迎えてー 
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 ② 一部、特に家族が被害者の場合は、従来は退院が困難であったが、数年で退院している。 
 ③ 一部は、病状は改善しても退院できていない。退院先や指定通院医療機関、保護観察所

の調整不良、退院の申し立てが裁判所に拒絶される、住居探しを誰が行うかでもめる、親族

が率先しないと円滑でない、社会復帰調整官や指定通院医療機関の職員が時間を取れない等

が理由となっている。 
 ④ 病状が改善せず、指定入院医療機関での長期入院例が増加している。 
 ⑤ ③④の一部は、改善不能で通院処遇ないし処遇終了となって、一般医療に回され処遇終

了となっている。 
 ⑥ ⑤の一部の人は、一般医療の融通性を生かして転院後早期に退院となっている。 
 
２ 保安の面から 
・法律家の多くは保安･再犯予防を法の根拠としている。 

 ・破格の予算がついているので、法の保安への貢献の期待を無視･軽視するのは誤っている。    
 ・しかし、法は保安に役に立たない。対象者は「危険な他害行為を繰り返してきた人」では

ないし、再犯予測因子として重要なものは、逮捕歴の存在、アルコールや覚せい剤など薬物

関連性の精神障害や人格障害で、精神障害者は再犯率が低い。 
 
３ 指定入院医療機関以外の社会資源に負担となっている 

   法は一般医療の貧困を基盤に成立したが、その貧困な一般医療に頼らなければならないと 

いう矛盾を持っている。書類の煩雑さ、遠方へのケア会議の出席など、指定通院医療機関や関

わる諸機関の負担はあまりに大きく、財政的保障は極めて薄く、非対象者への待遇の劣悪を招

いている。この様に法は地域の力をそいでいる。 
 
４ 指定入院医療機関の治療･処遇も適切といえない 
 指定入院医療機関は豊富な人員と多彩なかかわりが強調されているが、極めて閉鎖的であり、

複数の職員の同行が義務づけられている外出、外泊は十分かつ速やかには行われているとはい

えないし、他職種チームがうまく機能していない例も散見する。入院中の自殺例も出ており、

治療や処遇が不適切であった可能性もある。 
 入院期間の平均もガイドラインより長くなっており、施設間の格差も実証されている。 
 そもそも、濃密な医療を要するものと、重大な他害行為を行なって心神喪失･耗弱とされた

ものは一致しない。  
 
Ⅱ 法は未来もない 

   現在の多くの問題点を、施行当初や過渡期であるなどとして将来にその解決を求める者があ

る。指定医療機関の不足から、遠方入院などの問題をもたらされているというが、事例発生の

地域･時期のばらつきは制御できないから、この問題は残る。 
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   また、司法精神医学の成果が一般精神医療に広められると言われてきたが、広められるべき

個別事例の実践はプライバシーを口実として絶たれており、指定入院医療機関からの鑑定や審

判への疑義すらフィードバックされていない。 
   司法との対話の成立も見込めない。検察官による申し立てには種々の問題が指摘されている、

平成 19 年の最高裁決定は、鑑定人、審判員ら、医師による法の医療は不要との判断を、検察

官と裁判官のみの独自の理論に基づく「臨床的リスク評価」によって覆したものである。 
   また、法を治療と治安の妥協の産物として、今後の実践に期待をかけるという見方は、これ

まで精神科医療は、保安を目的としなければ予算がつかないという状況の中で、提示された制

度をそれなりに病者の治療に生かす実践をしてきた歴史がある。しかし、この法は、裁判所を

関与させ、決定権を医療サイドから奪い臨床的視点の持込を否定しているので、将来の見込み

もない。 
 
  Ⅲ 改革の第一段階 
   法の問題は、迅速さと継続性が重要な医療と、事実認定など慎重さが重視される司法という、

全く理念も実際も歴史性も異なった二者を、入り口を「検察官」という、医療の素人に委ね、

後戻りや別ルートが極めて難しいという風に無造作に接合したことによる。 
   このためには、迅速さを要求される医療を先にすればよい。具体的には、入院治療が一定の

段階を経たところで、司法手続きに乗せるべきか否か検察官が判断すればよい。迷う事例は鑑

定を行えばよい。 
   検察官は二つのミスを犯す可能性がある。一つは治療に回すべきを回さないというもので、

これは、保釈や拘留執行停止での入院医療を行なえばよい。もう一つのミスは、起訴すべき人

をしない誤りで、これは検察審査会の活用を考える。 
   この段階では、法改正は不要で、資源も現在あるもので足りる。 
 
   Ⅳ 改革の第2段階 

これには新しいシステムを必要とする。 
人をその意思に反して拘禁し強制的に治療を加えるための施設は、高規格化する必要がある。 
例えば、医師で言えば、当初は 16 対 1、順次 8 対 1 程度が必要。保護者制度及び医療保護

入院は撤廃し、強制的な入院加療の必要性一点のみの基準の制度を作るべきである。 
自傷他害要件は不要である。保護者の役割は市町村が行い、医療内容の監視を行い、医療費

の保証もする。 
   ソーシャルワークステーション（SWS)を、人口１０万人に一つ（全国１３００カ所）設置

し、入院から一定期間後にすべての強制入院者に会い、病院と協力し、退院に向けての環境調

整を行う。また、ＳＷＳ及び市町村は、在宅生活を支える新たな社会資源を創出することも責

務となる。２４時間対応、選択可能な複数の訪問チームの創出なども必要となる。 
   真の治療困難者が長期化例として析出してくる可能性がある。その場合には、医療費の逓減 
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性を改めることを考慮する。それでも治療が困難なものがでてくれば、濃密な治療を行うナシ

ョナルセンターの設立を検討する。 
   司法事例で特別の配慮を要するものが出てくるのなら、ＳＷＳのいくつかに一つ、司法部門

を作ることを検討する。そこでは特別な治療をすると言うより、検察や矯正施設との調整機能

が主たる役割となる。一般の治療機関での鑑定が困難な例については、集中治療鑑定センター

での対応を考える。医療側のシステムであれば、検察官の不適切な不起訴の監視が容易になる。 
   法は即時撤廃が適切だが、第一段階の当初から運用上で新規処遇者を減少・停止させること

が可能であり、遅くとも第二段階の終わりまでには不要となる。 
 

Ⅴ 予算的裏付け 
  上記の改革案では、ＳＷＳ及び病院の活動への保障が求められる。 
 第Ⅰ、法の廃止により、数百億単位の予算が浮く。 
 第2に、病床削減を考える、大胆な病床削減を打ち立て、それによる予算の獲得を目指すべ

きである。参考に、多摩あおば病院の実績を参考に試算する。多摩あおば病院では退院促進の

結果、2006年度の6ヶ月未満の短期入院の比率は51.5％（全国は23.8％）であった。全国の

病院も多摩あおば病院同様の比率になったとすると、半年までの短期入院はやむを得ないとし、

それ以上の入院を減らすとすると、必要な病床数は１４万８千床となる。 
 

 
 
 

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 


