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7・25 「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 が行われる 

 

 今年の7月で「医療観察法」が施行されてから丸5年がたちました。私たちは、この法律

に反対するために、関西の仲間たちはもとより、全国の仲間たちとともに京都に集まり全国

集会を持ちました。参加者は200名でした。 

 集会は、基調報告、特別報告のほか、ぼちぼちクラブによる寸劇「輝く陽の中で」、ハルシ

オンライブ（「大和川」「生活保護の歌」他）、森実恵さんの詩の朗読（「本当に怖い人はどこ

にいる？」「弱い心 小さい心」）、全国の仲間からのリレートークなど多彩な内容で行われま

した（詳細は次号で報告・編集部）。 

 差別や偏見をなくし、ともに地域で当たり前に暮らすことのできる社会にとって、この法

律は必要ありません。医療観察法の廃止のため、思いを力に変えて、闘い抜きましょう。 
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１ 心神喪失者等医療観察法をめぐる情勢 

 
（１）施行後５年を迎える運用状況 

   
２００５年７月の施行からこれまでの審判の決定状況や指定医療機関の整備状況につ

いては、資料の一覧表のとおりである。入通院審判の結果としては、入院決定が約６割、

通院決定２割弱、不処遇が２割弱である。 

 

（２）施行後に実際に生じている問題点 

 
 ① 精神障害者に対する差別であり、さらに差別偏見を助長すること 

   そもそも、精神障害を理由として拘禁するという制度自体が、精神障害者に対する差別

である。 

   さらに、診断名や治療歴、生活環境などの違いを無視して、事件を起こして刑務所に行

かないという点のみを共通項として特別に厳重に隔離するシステムを作ることには、治療

としての合理性はなく、「精神障害者は危険である」という差別偏見を助長することにな

るだけである。 

 ② 不可能な再犯予測という不確実な根拠で自由を奪うこと 

   この法律では、運用上、「同様の行為を行う具体的現実的可能性」という将来の危険性

判断が求められている。しかし、１００％の将来予測は不可能であり、必ず間違って再犯

可能性があるとされて拘禁される人が生まれる。このように不確実な根拠で人を拘禁する

ことは許されない。 

   また、強制入通院中には指定医療機関は定期的に患者の評価を行うが、そこにも純粋な

医療以外のリスク（危険性）に関する項目（「内省・洞察」「対人暴力」等）が含まれてい

る。それゆえ、リスク管理の観点から、退院判断のみならず外出外泊等の判断もなされる

ことになる。 

 ③ 「手厚い医療」の内実 

         そもそも、リスク管理が強調され、常にその観点から評価されて処遇が決まる、通院 
        しなければ再入院させるという脅しを使って通院を確保する、という強制入通院制度の

基調報告 「ともに地域で暮らしたい」 
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       下で、治療関係が成立しうるのかという疑問がある。 

        申立直後の鑑定入院中には、医療や処遇についての規定が法律に一切ない。そのため、 
事件から一番近い時期の強制入院であるにもかかわらず十分な治療が行われなかったり、

法的根拠もなしに隔離や身体拘束が行われたり、ということが起きている。しかも、精神

保健福祉法の処遇改善請求のような制度すらないため、不当な処遇に対する救済制度がな

い。 

   審判で入院決定になってしまうと、ほとんどの場合、指定入院医療機関が遠方になるた 
め、本人の外出・外泊も家族等の面会も困難になり、退院に向けた関係調整に困難が生じ

る。 

   入院期間については、厚生労働省が出しているガイドライン（指針）では標準１８か月

とされていたはずだが、実際には３年近く入院している事例もある。入院治療が終了して

いても受け入れ先の調整が進んでいない等の理由で、裁判所が指定入院医療機関からの退

院許可申立を認めない事例もあり、新たな社会的入院の作出である。 

   通院処遇については、外来、デイケア、訪問看護などを組み合わせて定期的にケア会議

を開くなど多くの関係機関が関わるようになっているようだが、硬直的に過剰な介入が行

われているのではないかと思われる事例もある。また、指定入院医療機関と比較すると、

通院処遇には経済的な裏付けが極めて薄く、入院偏重・強制隔離中心の制度であることが

明らかである。 

   なお、医療観察法による強制入院中や強制通院中に自殺をした人が、２０１０年３月時

点で入院中３人、通院中１１人の合計１４人いるということが明らかになっている。自殺

の経緯などの詳細はほとんど明らかになっていないが、「手厚い医療」がどれほどの手厚

さなのか、逆に本人を追い詰めてはいないのか、慎重に検討されるべきである。 

 ④ 治療関係が寸断されること 

   この制度の下では、鑑定入院先→指定入院医療機関→指定通院医療機関→地元の医療機

関というように治療を担当する医療機関が次々に変わることになり、治療が寸断されてし

まう。これでは、治療者との信頼関係を作って継続的治療を受けるということができず、

治療の面から見てもマイナスである。 

 ⑤ 置き去りのままの精神科医療福祉の底上げと刑事手続き中の医療保障 

   法案審議段階では、この法律と精神科医療・福祉の底上げとは車の両輪として進めると

繰り返し言われてきた。しかし、実際には一方の医療観察法には莫大な予算をつぎ込んで

きたが、他方の一般精神科医療・福祉は貧困なままである。 

   他方、法案審議過程で再三問題とされた刑事手続における鑑定の適正化や刑事手続中の

医療保障についての改善はあまり進んでいない。特に、刑事収容施設における医療保障に

ついては、名古屋刑務所事件を受けた刑事収容施設被収容者処遇法成立により法律上は社

会一般の水準に照らして医療を行うこととされたが、実際には十分な医療が保障されてい

るとはいえない。 
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⑥ 適正手続き保障の不備等 

    全治５日程度の軽微な傷害で責任能力があれば不起訴か罰金で釈放されるような事件後入院

治療を経て既に退院して自発的に通院しながら地域生活を送っており明らかに強制入通院が必

要とは思われない事例までもが申し立てされている。 

   去年１１月の全国集会以降、国会議員等への働きかけを強めるために、院内集会を連続 
して行ってきた。 

   具体的には、通常国会開会日である１月１８日には国会前での座り込みを行い、３月５

日「障害者制度改革と精神障害者」（主催：医療観察法をなくす会／医療観察法(予防拘禁

法)を許すな！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）、同月９日「障害者権利条約と精神保健福祉の抜本

改革」（主催：ＤＲＴＡＰ（アジア太平洋障害者人権審査機関創設委員会）／医療観察法

をなくす会）、５月２５日「精神医療の実状と医療観察法」（主催：医療観察法をなくす会

／医療観察法(予防拘禁法)を許すな！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）などの院内集会を開催してき

た。 

   また、去年１１月に作成した三つ折りリーフレットを各所に配布し、宣伝・署名活動に

利用した。 

   反対署名の取り組みには、７月２５日現在で、１２２９人の署名が集約されている。 

 

２ 障がい者制度改革推進会議での議論やその他の団体等の見直しに向けた動き 
 

   ２００９年１２月、障害者施策に障害当事者の声を反映させるということで、障がい者

制度改革推進会議が設置された。各回ごとにテーマを決めて議論を進めているが、そのう

ち２０１０年３月３０日が司法手続き、障害児、医療についてであり、そこで医療観察法

の問題も採り上げられた。その中では、医療観察法は障害者権利条約に違反するという意

見が大勢を占めた。 

   これを受けて、同年６月７日にとりまとめられた障がい者制度改革推進会議第一次意見

書では、精神障害者に対する強制入院制度について、「障害者権利条約を踏まえ、自由の

剥奪という観点から検討すべき」とされた。 

   また、関連するさまざまな団体、学会等が５年後の見直しに向けてシンポジウムや雑誌

の特集等をしている。その中には、廃止に向けた意見もあるが、存続を前提として改善し

ようという意見、より保安処分的な方向に拡大しようという意見もある。 

   このような動きに対しては、再度、悪法は廃止すべきという原点に立ち返って、取り組

みを進めていく必要がある。 

 

３ 医療観察法の「改善」ではなく廃止を！ 
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  医療観察法を「改善」するのではなく廃止するために、今秋に向けて、次のような取り組 
みを進めることが必要である。 

 
（１）広く問題点を知らせるための取り組み 

   これまで年２回（７月と１１月）東京で全国集会を開催してきたが、今年は初めて京都 
で開催した。これは、東京一極集中ではなく、各地域に取り組みを広げていくための一つ

の動きである。本集会の準備は、主に関西の精神障害当事者が中心となって進めてきた。

今回の取り組みを通じて、関西や全国各地での運動を広げていきたい。 

 
   また、去年１１月に作成した三つ折りリーフレットに加えて、新しいリーフレットも作

成中である。これらのリーフレットを利用して、新たな仲間に問題点を知らせていく。 

 
（２）障害者権利条約批准や障害者自立支援法廃止に向けた運動等との連帯 

   障害者自立支援法廃止に向けた取り組みや障害者権利条約批准に向けた取り組み、監視

社会化・治安管理強化の動きに反対する取り組みなどと協力、連帯して運動を進めていく。 

 
（３）国会内外を貫く廃止のうねりへ 

   国会前座り込みや街頭での宣伝活動、院内集会や院内学習会に継続して取り組んでいく。

また、今秋に見込まれる施行５年後の国会報告に向けて、国会議員への働きかけを強めて

いく。１１月の全国集会へと大きな廃止のうねりを作りだそう。 

以 上 
 

 

 
 
 
 
 
 

 心神喪失者等医療観察法（予防拘禁法）を許すな！ネットワーク代表の関口明彦です。内閣府

の障がい者制度改革推進会議の構成員をしてます。25人（内1人はオブザーバー）の中で唯一の

精神障害当事者です。全国「精神病」者集団の関口明彦として、構成員になることを求められま

した。相手は行政ですから、私が医療観察法に反対してる事は承知のはずです。あるいは、こ 
こでは2年以上、中野区の自立支援協議会の区長から委嘱された委員で在った事も関連してるか

も知れませんけど。そこで制度改革推進会議ですが、去年（2009年）の12月8日に障害者改革本

部制度推進本部が閣議決定されてます 

障がい者推進会議における医療観察法の論議について 

                             関口明彦 



 
 
 
 

6

ネットワークニュースNO.23                         2010.8 
 
平成２１年１２月８日 閣議決定  障がい者制度改革推進本部の設置について  

 

１ 障害者の権利に関する条約（仮称）の締結に必要な国内法の整備を始めとする我が国の障害

者に係る制度の集中的な改革を行い、関係行政機関相互間の緊密な連携を確保しつつ、障害

者施策の総合的かつ効果的な推進を図るため、内閣に障がい者制度改革推進本部（以下「本

部」という。）を設置する。  

２ 本部の構成員は、次のとおりとする。ただし、本部長は、必要があると認めるときは、関係

者の出席を求めることができる。  

本部長 内閣総理大臣  

副本部長 内閣官房長官  内閣府特命担当大臣（障害者施策）  

本部員 他のすべての国務大臣  

３ 本部は、当面５年間を障害者の制度に係る改革の集中期間と位置付け、改革の推進に関する

総合調整、改革推進の基本的な方針の案の作成及び推進並びに法令等における「障害」の表記

の在り方に関する検討等を行う。  

４ 本部長は、障害者施策の推進に関する事項について意見を求めるため、障害者、障害者の福

祉に関する事業に従事する者及び学識経験者等の参集を求めることができる。  

５ 本部の庶務は、関係行政機関の協力を得て、内閣府において処理する。  

６ 前各項に定めるもののほか、本部の運営に関する事項その他必要な事項は、本部長が定める。  

７ 平成１２年１２月２６日閣議決定により設置された障害者施策推進本部（以下「旧本部」と

いう。）は廃止し、これまで旧本部が決定した事項については、本部に引き継がれるものとす

る。  

 

 というものです。そこで障害者の権利に関する条約（仮称）とはなにかと言うことになります。

外務省が民主党に示した「障害者権利条約の公定訳文案」が谷参議院議員議員のホームページ

に載っています。そこでは 

第一条 目的 

 この条約は、すべての障害者によるあらゆる人権及び基本的自由の完全かつ平等な享有を促進

し、保護し、及び確保すること並びに障害者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的とする。 

 障害者には、長期的な身体的、精神的、知的又は感覚的な機能障害であって、様々な障壁との相

互作用により他の者との平等を基礎として社会に完全かつ効果的に参加することを妨げ得るもの

を有する者を含む。 
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となっています。従ってまず精神障害者は入っています。これはとても重要なことです。制度

改革推進本部のもとにに閣議決定により推進会議がエンジン部隊として創られました。障害当

事者・家族が過半数を占める今までにない画期的なものです。 

福島内閣府担当特命大臣から、エンジン部隊には当面3つの課題が与えられました。1つは

障害者基本法の抜本見直し、もう一つは障害者差別禁止法の制定、最後は自立支援法に替わる

障害者総合福祉法の制定です。 

私は構成員として仲間の協力を得ながら頑張っています。 

その成果として先頃、推進本部に第一次意見書を提出しました。これが、現在の到達点といえ

ます。その中で、例えば、歴史部分ですが、私は、5人のワーキングチームの一員に選ばれ、精

一杯努力しました。推進本部への第一次意見書は内閣府のホームページで見ることが出来ます。

さらに、医療観察法関連では、例えば意見書の中の【精神障害者に対する強制入院等の見直し】

の部分で等を入れました。またその段落の中に「障害者権利条約を踏まえ」という文言を入れさ

せました。つまらないようなことと思われるかも知れませんがこれは、重要な成果なのです。 

 

非常に早いペースなので時間との戦いですし、神経戦でもあります。例えば、内閣府から、発

言記録が添付で送られてくるのですが、すぐさま添削して添付返しで送り返します。自由の束縛

が自由な束縛になっていたり、法制審が法精神になっていたりするので気が抜けません。期限内

にやらないと、とんでもない文書がホームページに載ることになります。 

 

現在は、既に総合福祉法部会が立ち上がっています。55人の大所帯ですが、山本真理さんはそ

の構成員です。 

 

近々、障害者基本法の議論が本会で始まると思います。さらには、第2次意見書も作らなけれ

ばなりません。そのうち、障害者差別禁止法の部会も設置されるはずです。 

ただし、問題点もあります。制度改革推進本部の設置根拠法がないことです。つまり、閣議決

定ではあっても、国会の議決を経ていません。例えば、既存の障害者基本法に基づく内閣府の中

障協（中央障害者施策推進協議会）や、文科省の中教審、厚生労働省の社会保障審議会障害者部

会、等に比べると法的根拠が弱いのです。この点については、障害者基本法の抜本改正と共にそ

の中に他省庁への勧告や調査の権限を入れることが考えられています。 
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中教審は意見書に基づいてだされた、閣議決定に沿うという名目で障害児教育の特別部会を開

くようです。内閣府や推進会議自体には何の連絡もありませんでした。推進会議の3名の構成員

には声が掛かったようですが、推進会議はこうした動きに危機感を持っています。 

 

さて、障害者虐待防止法は、議員立法で準備されているようですが、それには大きな問題点

があります。対象から、精神病院が除かれているのです。第一次意見書には、学校や精神科を

始めとする病院等における関係者も虐待行為者の範囲に含める、と明記されてます。 

厚生労働省の足立大臣政務官は、ヒアリングの席で精神病院は精神保健福祉法があるので人権は

守られているというとんでも発言をしました。また、医療観察法は自由の剥奪には当たらないそ

うです。意味不明の許し難い暴言だとは思いませんか。 

 

高齢者と児童の虐待防止法は既にあり、今、障害者虐待防止法が創られようとしています。こ

のうち高齢者虐待防止法をみると、例えば拘束は勿論のこと、多量の精神薬による薬物拘束も、

暴言・侮辱までもが禁止されてます。例えば、転落防止のベッドの柵ですら禁止で、たとえ転落・

死亡してもその点は争点にはなりません。巡回見回りの頻度が争点になるのです。 

 

それは、高齢者の尊厳を尊重するところから来るものです。それに比べると精神病院ではやり

たい放題ではありませんか。障害者権利条約は人権条約です。尊厳の尊重は目的条項に入ってい

ます。関連して、権利条約では多様性＝ダイバーシティーが重要な概念です。あるがままの、多

様な存在を社会に包容＝インクルージョンしようと言うことです。 

 

最後に権利条約は精神障害者にとって武器になるか、と言われたら、武器になり得るというこ

とは目的条項から自明の事だと思います。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

9

ネットワークニュースNO.23                         2010.8 
 

集会決議文 

「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 

集会決議 

 
 
 私たちは、本日、「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京都に参加し、医療観察法の問題点を改めて学びました。 
 医療観察法が施行されて、今年７月で丸５年が経ちました。 
 この法律は、不可能な再犯予測という不確実な根拠で人の自由を奪うものであり、しか 
も、精神障害者のみを危険視して差別するものです。他にも、施行後５年間の運用の中で、 
たくさんの問題が起きてきています。たとえば、刑事手続きと比べても適正手続きの保障 
が不十分という問題や「鑑定入院」「入院処遇」「通院処遇」」というように治療を寸断して 
しまうという問題があります。 
 さらに、指定入院医療機関（医療観察法専用病棟）の設置が予定通りに進まないことか 
ら、指定入院医療機関ではない一般の精神科病院（民間を含む）を「代用病院」として使 
うことができるという政省令を作り、「手厚い医療」という建前を自ら放棄してまでも、拘 
禁する施設を確保して地域から隔離しようとしています。このように、医療観察法は、実 
質的にはすでに破綻しています。 
 また、法案審議過程では、一般の精神科医療福祉の底上げと医療観察法が「車の両輪」 
であると繰り返し強調されていましたが、実際には一般の精神科医療福祉の底上げは一向 
に進んでいません。 
 私たちは、障害の有無にかかわらず、あらゆる人が、ともに地域で自分らしく暮らすこ 
とができる社会を求めます。そのような社会には、医療観察法のような法律は必要ありま 
せん。 
 私たちは、立場の違いを超えて、医療観察法の廃止を求めます。 
 
２０１０年７月２５日 
 
「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 参加者一同 
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■ 祝辞 

 『心神喪失者等医療観察法に反対する全国の集い in 京都』のご盛会を心よりお慶び申し上

げます。 

  本集会を機に、誰もが安心して利用できる精神医療実現に向けたネットワークが、全国に一

層広がることを心よりお祈り致します。 

 本日ご参加の皆様のご健勝とご多幸をご祈念申し上げ、メッセージと致します。 

 

衆議院議員 大谷啓 

 

■ 御祝辞 

 集会の開催をお祝い申し上げます。 

 精神障がい者の人権を守るために奮闘しておられることに心から敬意を表します。 

 日頃は私と民主党の政治活動に大きなご支援をいただきありがとうございます。 

 障がい者への虐待を防止し、当事者と家族の皆さんへのよりよい支援ができるよう、また国

と自治体の予算が充実されるよう私も力を尽くします。 

 運動の最先頭で苦労されてきた皆さんの民主党への一層のご指導とご支援をよろしくお願

い申し上げます。 

 結びに、本集会の成功、本日ご参加の皆様のご健勝・ご多幸を心から祈念申し上げまして、

私からの祝辞とさせていただきます。 

２０１０年７月２５日 

 

民主党副幹事長 衆議院議員 つじ恵 

 

■ メッセージ 

障がいを持つ人たちが、特殊な存在と位置づけられ「普通に生活する」権利が保障されてい

ない現実。 

 

集会に寄せられたメッセージ 
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地域の中で、普通に買い物に行ったり、行楽に出かけたり、あるいは必要に応じて生活しなが

ら診察や診療をうけたりという、あたりまえのことが保障されていない現実があります。 

そんな中で、「ともに地域で暮らしたい」という想いがでてくることは、当然のことといえ

ます。 

ただ、今回の集いのテーマである「ともに地域で暮らしたい」は、心神喪失者だけの問題で

はありません。障がい者の医療や福祉がどうあるべきかを、国や行政のこれまでの施策と現状

から総合的に検証し、見直しを求める声が強まっています。障がい者福祉政策の根本的改善が

求められているのです。 

今回の集いのテーマ「ともに地域で暮らしたい」を実現させていくためにも、その現実、実

態を一番知っておられる、みなさまがたが声を上げておられることは、とても重要なことだと

考えます。 

そのためにも「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京都が実りあるものとなりますようお祈り申し上げます。共に頑張りましょう。 

2010年7月25日 

 

衆議院議員 辻元清美 

 

■ メッセージ 

  「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京都にお集

まりのみなさま、こんにちは。本日は出席できず、申し訳ありません。 

 ２００３年、有事法制が強行採決されたのと同じ国会で、心神喪失者等医療観察法もまた強

行採決されました。精神障がい者に対する偏見や差別が根強いなかで、池田小学校事件をきっ

かけにつくられた医療観察法は、偏見や差別を助長してきた側面を強く感じますし、日本を管

理国家や相互監視社会へと向かわせる恐ろしさすら感じています。 

 施工から５年が経過し、法の見直しの年をむかえて、理解のできない入院をさせられたとい

う当事者や家族の声も聞こえますし、精神保健医療・福祉の仕事に携わる人たちからは、医療

の連続性が失われているとか、触法精神障がい者に関わる敷居だけが高くされているなど、数

多くの問題点が指摘されています。 

 いま直面している課題は、「再犯のおそれ」を根拠とした違憲性の強い拘禁制度ではなく、

全般的な精神保健医療・福祉の底上げ、特に地域ケア体制の整備・充実によって、ストレスを

溜め込まない社会、加害者を生み出さない社会をつくることです。 

 医療観察法の根本的な見直しと、精神保健福祉法の充実を求めて、「ともに地域で暮らせる

社会」をつくっていきましょう。 

 

社民党 衆議院議員 服部良一 
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■ メッセージ 

「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 京都をご開

催とのこと。 

  日頃のご活動に深い敬意を表します。 

  ご招待を賜りありがとうございます。本来ならば出席し、皆様とともにすすめ 

 させていただくべきところではございますが、出席することが叶わず大変残念で 

 ございます。集いのご成功をご期待申しあげますと共に、皆様のご活躍、ご健 

 勝・ご多幸をお祈り致します。 

 

 国土交通大臣 前原誠司 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
医療観察法に関連する刑事政策及び医療福祉にかかわる地殻変動は保安処分実現に向けた刑

事当局の執拗な策動と１９８０年代から本格化した新自由主義に基づく医療福祉構造の転換の

流れの中にある。 
医療観察法は、積年にわたる刑事当局の保安処分への憧憬が池田小学校事件と小泉政権とい

う取り合わせの中で端緒をつかんだものである。他方で、新自由主義政策の中で進められてき

た医療福祉への国費投入の削減による差別と格差、貧困の拡大化は、障害のある人を含めた市

民の生活苦、生きづらさ、社会的排除という問題を一層拡大してきた。このような社会状況の

なかで発生しうる犯罪に対して、刑事当局は被害者感情をことさらにあおり、応報感情を梃子

にして重罰化を進めるとともに、刑罰を受け終わった者に対してお為ごかしに更生保護政策と

して福祉的措置の衣をつかってさらなる治安政策を推進してきている。一般精神医療は切り下

げて、刑事問題に特化した分野に何十倍も予算を投入し、刑事責任を問えず強制的な負担を科

しえない者に対して本人の意思を無視して過大な負担を利益と称して科す医療観察法の手法は、

まさに、２１世紀の治安対策の実験モデルとなるものであった。 
最良の刑事政策は最良の福祉政策であるといわれるが、これはむしろ刑事分野に特化されない

一般的な市民の福祉が増進されれば、当然に社会の犯罪量が減少するということを言っている

ものであり、刑事政策のために福祉を流用することを主張しているのではない。これに対し  

医療観察法とその関連政策の動きにつ

いて         池原 毅和（弁護士）
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て現在の動きは、一般の福祉政策を最低限にまで切り下げ、それによって増加する社会の犯罪

量に対して、治安のためにだけ福祉を活用する政策であり、その方向性は倒錯している。 
福祉政策の切り下げの象徴は、応益負担を原則とした障害者自立支援法の制定であったし、

さかのぼれば高齢者に対する介護保険制度もその前身となるものであった（高齢者の犯罪化現

象はこの問題と無関係とは言えない）。また、最近は知的障害、発達障害のある人の分野で、更

生保護政策の必要性が当事者の家族や支援者団体からも警戒心なく訴えられている。これらは、

他の人と同じような自己決定と自己責任を障害のある人にも認めようなどという大義名分や現

に出所後の支援のない悲惨な状況を強調することで、関係者の支持と国民的合意を得ようとし

ているが、いずれもその本質は障害の問題が個人の領域にとどまるときは福祉的支援をせず自

己または家族の責任に委ね、国費を投入するのは社会の側が迷惑を受ける場合（治安）に限定

するという政策にある。 
以上に対して本年１月から本格的に活動している内閣府内の障害者制度改革推進会議の動きに

は期待を持つことができる。ここでは障害者自立支援法の廃止を前提とした新たな総合福祉法

の制定、障害者基本法の改正、障害者差別禁止法の制定などが中心的な課題とされているが、

精神医療福祉の分野について、障害者権利条約の観点から医療観察法を含む強制入院、強制医

療のあり方の検討を進めることが確認されている。また、委員のほとんどが医療観察法は障害

者権利条約の観点から認められないという意見を述べている。ただ、問題は、同会議が内閣府

内の機関であり、必ずしも厚生労働省、法務省に優越する権限を与えられているわけではない

という点である。障害者権利条約が憲法の下位であるが法律よりは上位にあることからすると、

障害者権利条約の批准のために国内法の整備を任務とする同会議の権限は、障害者権利条約に

関する事項については他の省庁に優越する権限が認められる必要がある。 
政府関連の機関としては、この会議をどう動かしていくかが一つの重要な梃子になるとも考

えられる。また、医療観察法がもたらしている問題や、その中に込められた非福祉・治安管理

国家への傾斜という本質を障害団体や労働団体、新たに生じさせられた貧困層の人々と共有化

し、対抗勢力の基盤を形成強化していくことが必要だろう。 
 
 

 

 

 

 
人身保護法の概要 

 
史料で明らかになっているだけでも既に半世紀に及ぶ歴史を持つ「精神病」者運動だが、強   
制の廃絶／人身の自由を主張しながらも、人身保護法の活用と問題整理については、ほとんど

手をつけることなく今日に至っている。もちろん、個別の「精神病」者が退院を望み、弁護士

地域からの便り 青森 
 人権保護請求         桐原尚之 
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を代理人にして人身保護請求をしたことは、過去に何件かある。しかしながら、申立件数が少

ないこと、勝訴件数が極度に少ないこと、ベースに運動がある裁判がないことなど、課題山積

状態なのである。 
 精神障害者に関する人身保護請求として受理されたものは、１９７０年は２９件、１９７１

年は３４件、１９７２年は２２件であり、１９７０年の収容患者数２５３，４３３名と対比す

ると、２５３，４３３対２９で０．０１％と極めて少ないことが分かる。 
 
人身保護請求までの経緯 
  
２００９年１１月にＢさん（３０歳、女性）、２００９年１２月にＣ君（２８歳、男性）、２０

１０年１月にＡ君（２５歳、男性）、２０１０年３月にＤさん（２５歳、女性）から、精神科病

院から退院したいから手伝ってほしいと救援依頼があった。Ａ君は、病棟勤務の看護師に腹   
部を手で圧迫されるなどの暴行をうけており、Ｂさんも病棟勤務の看護師から頭を叩かれるな

どの暴行を受けていた。これら一連の暴行については、青森地方法務局人権擁護課に人権侵犯

救済申立をし、また、青森県弁護士会人権擁護委員会への人権救済申立にも記した。 
精神保健福祉法では、任意入院者が退院の申出をした場合、退院させることになっている。

また、例外として医療及び保護の必要性がある場合については退院を制限することを認めてい

るが、それも７２時間以内とされている。制限した場合は、カルテに記載することが義務付け

られている。 
Ａ君、Ｂさん、Ｃ君については、任意入院者であったため、Ｚ病院長宛に内容証明郵便で退

院等の請求を行った。Ａ君は、２０１０年１月、Ｂさんは２００９年１１月、Ｃ君は２０１０

年４月に行った。その結果、Ｚ病院長からＡ君、Ｂさん、Ｃ君に対して「退院させるつもりは

ない」と診察の際に言ったらしい。ちなみに、カルテにはその旨の記載はなかった。直ぐに、

３日が経過し、７２時間を超えて退院を制限するに至った。この時点で、明らかに違法である。 
 そこで、２０１０年１月、Ａ君と、Ｂさんの件を取り上げて、青森県知事に対して実地指導

の要請をした。ところが、いつになっても実地指導の結果が知らされることはなかった。青森

地方法務局人権擁護課も、ことあるごとに意味不明な理由をつけて動くことをしなかった。青

森県弁護士会人権擁護委員会は、動きがとても遅かった。青森県知事に対して退院等の請求を

しようと問い合わせたが、青森県立精神保健福祉センターは、「退院等の請求は、強制入院者に

しか適用しない」と返答された。そんなことはないのだが、後で調べてみると、そうした回答

をする自治体は少なくはなかった。 
最後の手段として、青森地方裁判所に人身保護請求をした。 

 
準備調査と棄却（決定） 
 
 人身保護法第９条では、請求の理由を確認するため準備調査をできることとしている。準備
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調査は、審問期日（１４条、１５条）とは異なる。 
 準備調査期日は、Ａ君が２回、Ｂさんが１回、Ｃ君に至ってはなしとなった。準備調査期日

でＺ病院長は、「退院等の請求をうけたが、そのご、自分が説得して、退院等の請求を取り下げ

させた、本人が決めた」と発言した（平成２２年（人）第一号第一回準備調査期日調査）。一貫

して退院を望むＡ君、Ｂさんがそのようなことを言うはずもなく、改めて電話で発言があった

かなかったかの確認をとった。すると、Ａ君もＢさんも、そのようなことを言っていないと強

く主張した。すぐに記録し、疎明資料をつけた準備書面を出した。また、任意入院者Ｚ病院長 
が主張している退院等の請求を撤回したとする内容は、カルテに記載されていなかった。そし

て争点は、退院等の請求を撤回したことの事実としての客観性になっていった。しかし結果的

には、すべて棄却（決定）となった。判決の内容は、Ｂさんを除けば、どれも同じように、人

身保護規則第４条に基づく、補足性を満たさないとするものであり、精神保健福祉法第３８条

の４に基づく退院等の請求を県知事にしなかったことを理由とされた。Ｂさんに関しては、準 
備庁期日中に退院が決定して請求事実がなくなり棄却となった。後で仲間にも詰めが甘いと攻

められたが、法律条文上は、任意入院であっても趣旨は違うが退院等の請求を妨げることを書

いてはいない。とはいえ、精神保健福祉法第３８条の４に規定された退院等の請求を出すだけ

で補足性は満たされず、あらゆる機関に出さなければならないというのは、少々、見当違いの

様な気もした。また、Ａ君、Ｂさんが退院等の請求を撤回していないとする主張については、

相当の時間が経過しているので気が変った可能性もあり、これだけの時間が経過しているため

証拠性はない旨が判決文に書かれていた。何よりも許せないのは、人身保護とは無関係な、Ａ

君、Ｂさん、Ｃ君がしたとされるいわゆる問題行動がひたすら列挙されていたことである。そ

して、患者側の主張は、基本的に書かれていなかった。すぐさま上告を試みたが、決定に対し

ては上告できないということで、判決は確定してしまった。煮え切らない思いを抱えつつも、

新たな人身保護請求をしようということで、県知事に退院等の請求をしたところ、Ｃ君は退院

が決定した。Ｃ君は、５年ぶりに入院ではない生活へとなった。 
 
課題 
 他にも人身保護請求をしなかったＤさん、病院との関係から途中で救援を取り下げざるを得

なくなったＥさんがいて、両者とも退院した。しかし、Ａ君だけは、精神科病院に取り残され

てしまった。彼は、主治医の判断によっても、精神医療審査会の判断によっても、人身保護請

求の決定によっても、退院できない任意入院者である。彼に対しての働きかけは、難航状態に

ある。要因は、精神保健福祉法の設計である。任意入院は、任意に入院できても、任意に退院

できないため、ある種の強制入院である。とりわけ、退院意思を示せば病識欠如とされ医療保 
護入院になり、それが嫌だからこその任意入院となっている。 
 もうひとつ、人身保護規則の問題である。人身保護規則第４条の策定にあたっては最高裁判

官も反対派が割合多くいたという。これが、棄却決定を出させる仕組みとなり、人身保護法を

殺している。こうしたことも含めて、運動の課題とされていくことが、今の課題である。 
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精神障害者 自由回復を 

医療観察法廃止求め集会 

 

精神障害者や医療関係者らが医療観察法の廃止を訴えた集会（京都市北

区・府部落解放センター） 

 心神喪失医療観察法に反対する全国集会者「ともに地域で暮らしたい」が

25 日、京都市北区の府部落解放センターで開かれた。精神障害者や医療関

係者が「再犯予測という不確実な根拠で自由を奪われるのはおかしい」と廃

止を訴えた。 

 同法は殺人などの重大事件を起こし、心神喪失を理由に不起訴や無罪に

なった人に対し、裁判所が強制的に入院・通院をさせる。施行５年の見直し

時期を迎え、医療関係者らが廃止に向けて開いた。 

 集会には約２００人が参加し「精神障害者への差別を助長するだけ」「退院

に向けた関係調整が不十分で、医療機関も転々と変わり、治療が寸断され

る」「法の適用を受けた 14 人が自殺した」などと述べた。精神障害者による

バンド演奏や詩の朗読もあった。 

【 2010 年07 月25 日 22 時10 分 】 京都新聞  
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医療観察法はいま、２００５年７月１５日の強行施行から５年目の「見直し」の年に入ってい

ます。施行後の運用実態は、「精神障害者は危険」との差別偏見を助長、法的根拠なしの隔離や

身体拘束、長期入院、治療の寸断、適正手続き保障の不備等々、この法が精神障害者差別法であ

ることを実証するものとなっています。この強制医療下で１４名が自殺に追い込まれました。 

  国はこのような問題点を覆い隠したまま、入院施設の「整備が進まない」現状を省令「改正」

や告示というウルトラな手法で法破綻を繕ってきました。唯一の謳い文句「手厚い医療」の水準

を引き下げるなど、法の建前さえ否定せざるをえないところに負い込まれているのです。国はい

ま、少なくも施行状況に関する国会報告の義務を負っていますが、それさえも先送りしようとし

ています。 

 内閣府に設置され多くの当事者で構成される「障がい者制度改革推進会議」でも医療観察法は

障害者権利条約に違反するとの意見が大勢を占めました。しかし一方、改悪に向けた様々な動き

も顕著になっており、私たちは更に大きな廃止のうねりを作りださなければなりません。 

 私たちは、「見直し」を「廃止」にすべきものとして、今年の闘いを１月の通常国会開会日の

国会行動から開始しました。３月、５月には国会行動・院内集会、７月の京都集会では約２００

名の仲間とともに廃止への決意を新たにしました。この決意の下、９・２８全日行動を計画しま

した。多くの仲間のご参加を要請します。 

 

 ２０１０年９月２８日 （火）の行動（予定）  

   ○ 国会行動（８時半～１０時半）  ○ 院内集会（１１時～ ） 

   ○ 集会（午後６時半～ ） 

 （東京芸術劇場 豊島区西池袋１－８－１ JR池袋西口 徒歩３分） 

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・隔離入院施設問題を考える会／NPO法人大阪精

神医療人権センター 
 

[編集後記] 暑いですね。今年の夏は並大抵ではありません。熱中症対策はぬかりなくしてい

ますか？7月の京都集会から、もう1カ月がたつのですね。これから、いよいよ秋の陣が始ま

ります。まだまだ私たちには力はあるし、何よりも道理を持っているので、さらに一歩を踏み

出しましょう。次号に回された報告もありますが、楽しみに＾  ^

差別と拘禁の医療観察法に反対する 

  ９・２８全日行動へ！ 


