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11/28「医療観察法廃止！」全国集会へ 
 
昨年以降私たちは、「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」「国

立武蔵病院（精神）強制・隔離入院施設問題を考える会」「心神喪失者等医療観察法をなくす会」
「NPO大阪精神医療人権センター」4者での連帯共闘を深め、国会前行動、院内集会、日弁連へ
の要請、署名活動等を取り組み、今年7月25日には初めて全国集会を京都で開催し大成功をお
さめた。9月28日には、国会前行動～院内集会～全国集会（東京）と全日行動を闘い抜き、今
秋臨時国会をめぐる攻防の火蓋を切った。10 月 26 日には「刑法・更生保護法改悪案」反対国
会前行動、11月28日には東京において全国集会＆マリオン前情宣が予定されている。法務省・
厚労省交渉も開催に向け準備している。今臨時国会において、「廃止しかない」実態を施行状況
報告として強制し、医療観察法廃止への道筋を切り開こう。法務省・厚労省交渉で論理的・運
用的破綻状況の実態を追究し、廃止への転換を勝ち取ろう。 
「障がい者制度改革推進会議」の仲間、障害者権利条約締結に向けた取り組みとも連携し、

さらに大きな流れをつくりだそう。「医療観察法廃止！」の一点共闘で、国会内外を貫いた闘い
と結びつき闘おう。国会前行動、院内集会、街頭情宣など、現場行動で積極的に訴え       
ていこう。また署名運動、リーフレット作成、ミニ学習会開催などの取り組みをはじめ、それ
ぞれの地域で創意工夫を持った活動を展開しよう。「医療観察法は廃止しかない！」「すべての 
保安処分攻撃を許さない！」をスローガンに、この秋の闘いを全国の仲間の力を一つにして闘
い抜こう。 
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私たちは医療観察法５年後の「見直し」の今年の闘いを、法の推進者たちが狙う法の「見直

し」＝改悪を許さず、廃止を勝ち取るものとして、１月の通常国会開会日の国会行動から開始

しました。この日の闘いは、３月、５月に続く３波目の国会行動・院内集会、全国集会も７月

の京都集会に次ぐものとなります。 

 「見直し」のいま、国は施行状況に関する国会への報告義務を負っています。この５年間は、

この法が「医療法」などではない保安処分法以外の何ものでもないこと実証するものでした。

果たして国はいかなる報告を出すのか。欺瞞的な報告など断じて許すわけにはいきません。攻

防の一つが臨時国会の場となります。また「廃止を！」との闘いのうねりをさらに大きくして

いかなかければなりません。というわけで、この日の闘いは国会行動、院内集会、夜の屋内集

会という全日行動となりました。混沌として政治状況のなかで、臨時国会がまだ開催されない

中での闘いとなりましたが、全国の仲間をはじめ、延べ１３５名（国会前３０名、院内集会４

８名、全国集会５７名）の仲間の結集で闘われ、闘いの決意を更にうち固めた１日となりまし

た。 

 

国会行動 

 新しくできたばかりの衆議院第２議員会館前で８時半からの開始です。９時半までは地下鉄

永田町駅と国会議事堂前駅でもビラまきを行い、終了後は議員会館前で青森、京都、岡山の仲

間を含め７名によるリレートークと、議事堂に向かってのシュプレヒコールで１０時３０分に

終了。肌寒い雨の中での闘いでしたが、３０名ほどで貫徹しました。 終了後すぐに院内集会

会場となっている新築の衆議院第１議員会館に向かいましたが、入館する一般人へのチェック

態勢はこれまでとは一変。裁判所と同じく、荷物・身体検査を経なければ入れないシステムに

なっていました。院内集会参加者は電子カードをもらえば、その荷物・身体検査は免れること

になっていましたが、その電子カードで再度のチェックで初めて入館できる２重チェックシス

テム。「危機管理態勢」「反テロ対策」強化があらゆる場で着々と進行していることを改めて実

感させられました。 

 

 

 

 

 

差別と拘禁の医療観察法に反対する９・２８全日行動 
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夜の全国集会 

  場所は池袋の芸術劇場。司会は桐原尚之さん（全国「精神病」者集団）と渡辺乾さん（連帯

労組・成増厚生病院）の若い二人。最初に龍眼さんから基調報告。「障がい者制度改革推進会議」

（現政権下の障害者権利条約締結に向けた「障がい者制度改革推進本部内」に設置）が６月に 

一次意見書提出、「精神障害者の強制入院等の見直し」を１２年内を目処に結論を出そうとして

いること、自殺者が公式１４人も出ているなど医療観察法が破綻にあること等々「精神医療を

医療として純化させるのか、『司法精神医療』の下僕にするのかが問われている」現状下で医療

観察法は廃止しかない！と提起。「7．25 全国集会in 京都」報告を同実行委員会大阪医療人権

センター有我譲慶さんから受けました。有我さんは集会状況をパソコンより投射しながら「関

西の当事者パワーが炸裂した集会。京都・大阪・京都の当事者同士の相互のつながりが広がり、

関西の運動の周辺で闘っている人にも伝わり、大衆的な運動の広がりも獲得した集会」となっ

たと報告。次に５人の方から問題提起を受けました。精神科医の伊藤哲寛さんはレジュメ「精

神医療改革のための法改正作業」にそって、「『精神医療改革推進法』を制定し、これまでの保

護中心の誤った精神医療政策について国が精神障害者および家族に謝罪するとともに、精神医

療改革を確実に進める決意を国民に示す」方向性と、医療観察法を認めない原則を含む「改革

に必要な１０原則」を提起。弁護士の藤岡毅さんからは障害者自立支援法違憲訴訟について。

７１名１４地裁での闘いの経過と障害者自立支援法廃止の確約（遅くとも１３年８月までに）

を勝ち取ったこと、成功のポイントとして「・原告団、弁護団、支援団体の結束 ・自己責任

路線への反省、批判の世論の流れに乗り、うねりを作り出したこと ・諸団体の立場を越えた

連帯」の３点を提起。弁護士の池原毅和さんは医療観察法について、入院決定が増えているこ

と、医療観察法上の処遇が終わっても２３％の人が精神保健福祉法上の入院下にあること、１

４人が自殺（入院中３人、通院中１１人）、「２１年度自殺に関する調査」でも自殺未遂例２３

例、自殺既遂例２例となっている等々「治療というよりは対象者を追いつめるものになってい

る」と批判。差別禁止法の制定に向けて闘う太田しゅうへいさんは、「人間にとって最も大切な

ことは自由と尊厳、精神障害者を含め障害者は日々それが侵されている状況にあり、多くの人

たちが閉じこめられている世界を抜本的に改めさせていくためにも権利条約の批准が必要、推

進会議だけに任せるだけではなく、大衆的な運動で差別禁止法を」と提起。保安処分病棟に反

対する有志連絡会の高見元博さんは、医療観察法病棟に収容された人の語りをまとめた冊子「保

安病棟からの生還～人生を返せ～」を製作するに至った経過とその内容を紹介し「冊子を広げ

てもらいたい」と提起。質疑応答のなかでは「精神疾患と障害ということをどう考えるのか」

「患者権利法のようなものをつくるべき」「厚生労働省予算はほとんど強制医療の予算。許さな

い闘いを」「医療保護入院をどう考えるのか、議論は必要」「医療観察法を終了した人たちがど

うなっているのか、明らかにされなければならない。今まで通院してきた人もこの法で通院し

なくなっている」等々の意見が出されました。全国から結集してくれた仲間への交通費カンパ

要請を行い、主催者から方針提起。①データ開示要求を行いながら欺瞞的な「国会報告」を許

さない厚生労働・法務省交渉、②１０／２６国会行動（医療観察法の廃止を！ 重罰化と保護

観察強化の刑の一部執行猶予・社会貢献活動反対！ 甦らせるな共謀罪法案！ 戦争と治安管 



   
  4  

ネットワークニュースNO.24                         2010.10 

 

理のエスカレート反対！）、③１０／３１国立武蔵病院考える会第１０回連続学習会「精神障害

者を病院に閉じこめないで！～国立精神・神経センター８・９病棟の現状は？」、④１１／２８

全国集会、以上４つの闘いへの結集が訴えられ、最後にシュプレヒコールで終了しました。そ

して池袋駅前の居酒屋での交流会へ。ハードな一日でしたが５７名の参加でした。 

 集会は、基調提起、５人の方からの問題提起、そして会場からの提起と、今後さらに論議を 

深めなければならない重要な課題がそれぞれに提起された集会となりました。全国から結集し

てくださった仲間の皆さん、ご苦労様でした。その後体調を崩されていなければよいのですが。 

 医療観察法の廃止にむけて、それぞれができるところで、できることに取り組んでいければ

いいのではないでしょうか。共に闘いましょう！（文責 長谷川） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

院内集会 

 ９月２８日に開かれた院内集会は、１１時より１時まで衆議院第１議員会館第２会議室で行

われました。最初に司会の池原さん（弁護士）より、資料の説明が行われました。最新の申し

立て等の状況（2010年3月22日現在）をみると、申し立て件数1,702件のうち入院決定が989

件となっており、入院決定率が増えています。また、厚生科学研究の09年度の自殺に関する調

査では、入院対象者に関してみると、4 年間で自殺未遂例２３、既遂例２という数字があげら

れており、その24例が病棟の中の自殺企図であることが報告されています。このことが何を示

しているのかは解明されなくてはなりませんが、入院施設の中での「治療」なるものが本人に

与えている影響を見逃すことはできないと思います。 

 この院内集会は、「障害者制度推進会議から精神保健福祉の未来を語る」ということで、大谷

恭子さん（弁護士）、川崎洋子さん（全国精神保健福祉会連合会）のお二人がそれぞれの立場か

ら今後の精神保健福祉について語りました。 

 また、この集会には、議員では郡和子さん、大島九州男さん、辻恵さん、石毛えい子さん、

中村哲治さんのほか、5人の秘書の方が駆けつけてくれました。 
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本年は「心神喪失者等医療観察法」が施行されて5年目の「見直し」の年にあたる。医療観

察法は「同様の行為の再発の防止」を目的として、すなわち予測不可能な「再犯の可能性」を

根拠として拘禁する「予防拘禁法」「実質的な保安処分」であるという当事者･医師･医療従事者･

弁護士・労働者の多くの反対の声を押し切って強行成立させられた。この悪法の今日の実態は、

｢見直し｣どころか｢廃止して出直す｣しかないことをつぶさに示している。論理的破綻と運用上

の矛盾、何より当事者にとっての悲惨な運用実態を露呈しているのだ。見直しの年に当たる今

年こそ、医療観察法の廃止を勝ち取ろう。 
 

■ 医療観察法の実態～論理的破綻と運用上の矛盾が露呈 

表立って明らかになっている事実だけでも、対象者における自殺者数は14名（入院中3名、

通院中11 名：2010 年3 月現在）、入院対象者における自殺未遂件数は23 件（2009 年調査）

とされている。分母となる施行から2010年3月1日までの入院決定数が989件、通院決定数

が297件であることからすると、極めて高い発生率となっており、医療観察法による入院・通

院での「手厚い医療」が、対象者を自殺（未遂）へと追いつめている実態がないか、一刻も早

い調査と検証が急がれる。 
実際に医療観察法による入院経験者への聞き取りからは「認知行動療法」による苦痛や病状

悪化、投薬や病状についての医者の対応の悪さや無対応、医療機関によるチェック・評価を良

くするためには「良好」であるふりをするしかない実態などが切々と訴えられており、これら

はやっとの思いで声を上げることができたほんの一例にしか過ぎない。どれほどの仲間が、そ

もそも強制的な不当拘禁の下で、本来の自由な自発的治療をも阻まれ、ひたすら管理・監視の

中での苦痛や重圧に耐えているのか。 
また、「重大な他害行為を行った者」、「適切な医療ならびにその確保のため」という法の建て

前とは異なり、軽微な事件や治療反応性に疑義のある対象者、医療機関側で退院可能の判断を

しても司法段階で戻されるケースなども明らかになっており、異議を申し立て得る適正手続き

の保証もない。基本的な権利が奪われたままである。 
鳴り入りもので予算をつぎ込んだ施設・設備面についても、予定施設数の設置遅れによる病

床不足を、2008年8月には省令による代用病院制度を認め、2010年3月には政令による「非

公務員型の独立行政法人立」を「国立とみなす」という改悪ですり抜けようとしてきた。指定

入院医療機関不足を資格・設備条件の緩和によって取り繕わざるを得ず、しかもそれを「法の

見直し」ではなく「省令・政令」で行うという、本末転倒もはなはだしい事態に至っている。

うたい文句の「手厚い医療」の前提であった「指定入院医療機関」は、なし崩し的に条件の緩

和、すなわち『手薄い医療』へと移行しているのだ。 

今年こそ、医療観察法の廃止を勝ち取ろう！

                       安藤 
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また当初から指摘されていた、「治療の連続性の切断」や「医師との信頼関係構築の困難性」、 

「地域生活との連携不備」などについては、運用直後から現実的な問題が明らかになり、裁判

でも争われている。 
さらに法案審議段階から言われ続けた「医療観察法と一般精神医療の底上げは車の両輪」論、

および、「刑事手続きにおける鑑定の適正化と医療保障」の必要性については、一般精神医療は

相変わらず貧困なままであり、刑事手続きの改善も一向に進んでいない。 
詰まる所、施行後この 5 年間で明らかになったことは、「手厚い医療」のデマゴギーと「医

療観察法」の本質からくる保安処分的運用であり、精神障害者であることを理由に拘禁する「精

神障害者差別法」としての性格そのものである。 
 

■『廃止に向けた』国会報告を！～5年目の見直しと国会報告 

しかし、こうした現実と実態を意図的に覆い隠しつつ、１）破綻の根拠を｢保安処分としての

不徹底さ｣に求め、またぞろ精神障害者差別と偏見を煽ることを通して、｢保安処分法への純化｣

へと｢見直し｣を謀ろうとする流れ、２）この法が出発点において根底に有している｢保安処分法

としての性格｣｢司法の関与による監視と決定｣という本質に眼をそむけ、「医療観察法を梃子に

一般精神医療の底上げを」を言い募る流れ（あくまで対象者のみに予算をつぎ込んで適用され

る「再発防止のための医療｣を｢手厚い医療｣と言いなし、結果、医療観察法の温存・推進に手を

かさざるを得ない）、がこの運用過程において生み出されてきている。法の成立時に共に反対し

た日弁連は、今年3月に医療観察法を基本的に容認する「意見書」をまとめた。 
施行後 5 年を経過するにあったっては、「施行状況の国会報告」と「必要に応じた見直し」

が規定されている。政府および推進勢力は、実態とかけ離れた｢手厚い医療｣としての報告、も

しくはおざなりな国会報告をもって事態を乗り切ろうとすることは想像に難くない。こうした

姑息な｢常套手段｣を許さず、この5年間の破綻的運用実態を徹底して当事者側から明らかにし、

｢見直しではなく廃止しかない｣ことを目の当たりに突き付ける闘いが極めて重要となる。 
政府・推進勢力側からの｢『推進に向けた』国会報告｣を待つのではなく、かつ、矛盾の隠蔽

を許さず、当事者の声と可能な限り結びながら、法の適用～鑑査入院～決定後の入院・通院に

おける問題点と矛盾をつぶさに明らかにする｢『廃止に向けた』国会報告｣を出させていくため

に、全力で国会内・外における準備と働きかけを行っていく必要がある。 
昨年12月障害者当事者を中心に設置された「障がい者制度改革推進会議」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。こうした障害者権利条約締結に

向けた取り組みとも連携し、さらに大きな流れをつくりだして行こう。 
 

■ 本格的的保安処分策動を許すな！～医療観察法の通院処遇とともに進む地域

保安処分体制 

医療観察法の推進と並行して、本格的な保安処分の一里塚として「杉浦（元）法相の一行諮 
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問」（2006年）による「被収容人員適正化方策に関する部会」が開催され、すでに答申がされ

ている。私たちもこの間開催された法制審へのビラ入れを行い、保安処分新設策動に抗議と警

鐘を鳴らしてきた。 
当初の目論見であった「刑務所満期出所後の処遇義務付け」「GPS 装着」という本格的保安

処分策動については、さすがに法制審過程で後退を余儀なくされたものの、「社会貢献命令付き 
一部執行猶予」（刑の一部を実刑と執行猶予に分割する）など、重罰化と保護監察強化の答申が

出された。「刑法・更生保護法改悪案」として、秋の臨時国会にも上程される動きである。この

改悪案は、一見、「拘禁から制限付き社会生活への移行」を進めるかのような形をとりながら、

実態的な地域保安処分体制、保安処分的管理・監視の強化が目論まれている。本来「獄内から

獄外へ」「施設内処遇から地域内処遇へ」とする主張との関係で、「拘禁より制限付き社会生活

の方がよりまし」という方向に流れやすく、反対運動の状況は厳しい現実がある。 
今日、「被害者感情の尊重」や「裁判への被害者参加」が声高に取り上げられ、犯罪者に重罰

を科すことで、被害者の立場に立つとともにあたかも犯罪（者）をなくせるかのような風潮が

煽られている中では、「刑の分割」は「実刑を一部執行猶予に」ではなく「執行猶予を一部実刑

に」となり、「保護監察強化」は詰まる所「予防拘禁」の保安処分体制へと向かうことは容易に

想像がつくところだ。「犯罪」の起こる社会的原因に根本的にメスを入れることなく重罰化をも

ってする対応は、「犯罪」の減少に効果がないばかりか結果的には保安処分的「予防拘禁」へと

向かわざるを得ず、同時に警察・国家権力の肥大化と冤罪の温床を拡大する。これらの動きは、

「地域（丸ごと）保安処分体制」の強化・一環として、医療観察法の通院処分における処遇や

保護監察所・監察員の役割強化と密接に関連しているといえる。今年6月に厚労省は「地域精

神保健医療体制の検討チーム」を発足させ、「早期発見」「早期治療」「入院重視から地域でのケ

アを」等をキーワードに、地域でのネットワーク・体制強化に動き出した。医療観察法の指定

入院医療機関である都立松沢病院を軸にした「心の健康政策構想会議」での提言を受けた動き

である。 
「刑法・更生保護法改悪案」法案の保安処分的本質を明らかにし、地域保安処分体制の強化

を阻止しよう。 
 

■ 今秋臨時国会での闘いをともに闘おう！～全国・各領域の仲間の闘いと結び、

「医療観察法廃止」のうねりを大きく作り出そう！ 

私たちは、医療観察法が国会上程された当初から「再犯防止」（「初犯防止」へと行きつく）

と「社会防衛」論理に基づく精神障害者差別の予防拘禁法であるとして反対し、強行成立以降

も「悪法はいったん廃止するしかない」として闘ってきた。必要なのは、「見直し」ではなく「廃

止」である。医療観察法反対派勢力の中でも、様々なスタンスや領域での取り組みが始まって

いるが、重層的にウィングを広げながらも「医療観察法廃止！」の一点共闘で結びつき、力を

再結集していかなければならない。 
昨年以降私たちは、「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」「国 
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立武蔵病院（精神）強制・隔離入院施設問題を考える会」「心神喪失者等医療観察法をなくす会」

「NPO大阪精神医療人権センター」4者での連帯共闘を深め、国会前行動、院内集会、日弁連

への要請、署名活動等を取り組み、今年 7 月 25 日には初めて全国集会を京都で開催し大成功

をおさめた。 
9月28日には、国会前行動～院内集会～全国集会（東京）と全日行動を闘い抜き、今秋臨時

国会をめぐる攻防の火蓋を切った。10月26日には「刑法・更生保護法改悪案」反対国会前行

動、11月28日には東京において全国集会＆マリオン前情宣が予定されている。法務省・厚労 
省交渉も開催に向け準備している。 
今臨時国会において、「廃止しかない」実態を施行状況報告として強制し、医療観察法廃止へ

の道筋を切り開こう。法務省・厚労省交渉で論理的・運用的破綻状況の実態を追究し、廃止へ

の転換を勝ち取ろう。 
「障がい者制度改革推進会議」の仲間、障害者権利条約締結に向けた取り組みとも連携し、

さらに大きな流れをつくりだそう。「医療観察法廃止！」の一点共闘で、国会内外を貫いた様々

な闘いと結びつき闘おう。 
国会前行動、院内集会、街頭情宣など、現場行動で積極的に訴えていこう。また署名運動、

リーフレット作成、ミニ学習会開催などの取り組みをはじめ、それぞれの地域で創意工夫を持

った活動を展開しよう。 
「医療観察法は廃止しかない！」「すべての保安処分攻撃を許さない！」をスローガンに、こ

の秋の闘いを全国の仲間の力を一つにして闘い抜こう。 

                                

 

 

 
 ２０１０年９月１８日、１７時１５分から１８時１５分まで、精神障害者を閉じ込める医療

観察法廃止！青森集会を開催した。ＪＤＦ地域フォーラム inあおもり後の同日同会場での開催

ということもあり、多くの方に医療観察法のビラを配ることができた。 
全国「精神病」者集団運営委員、障がい者制度改革推進会議構成員、ＪＤＦ政策委員・国際

委員、日本病院・地域精神医学会理事、心神喪失者等医療観察法（予防拘禁法）を許すな！ネ

ットワーク代表などを務める、関口明彦氏を招いて、医療観察法に関する基本的な説明、運動

の現状・報告をいただいた。 
 医療観察法を取り巻く政治・政策の概要を述べた後、それに対する運動をこころの健康政策

構想実現会議の動向と精神保健従事者団体懇談会関係人の動向に大別した上で比較評価し運動

の在り様をわかりやすく説明した。また、佐藤秀峰著のブラックジャックによろしくのカット

を用意し、著作権に配慮しつつ学習会の資料として採用した。          （桐原） 
 

地域からの便り 

精神障害者を閉じ込める医療観察法廃止！青森集会 
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決議文    精神障害者を閉じ込める医療観察法廃止！青森集会 

 ２００５年７月、池田小学校事件を契機に心神喪失者等医療観察法が強行採決されまし

た。マスコミ各社からは、「危険な精神障害者が野放しになっている」などと報道され、

同時に精神障害者は「在野の精神障害者は地域から消えろ」と言わんばかりの差別、偏見

をうけました。 
 心神喪失者等医療観察法は、重大な犯罪を犯した者が心神喪失等で不起訴や無罪などに

なった場合、再犯の可能性などを理由に強制治療処分にすることを旨としています。そし

て、強制治療処分は一人当たり２２００万円の予算を賭けて、特殊な医療機関で手厚くな

されます。しかし、当たり前と言えば当たり前のことですが、いかなる特殊な精神科の治

療であっても、犯罪を治療なんかで防ぐことはできません。実際に、２０１０年５月、医

療観察法の処遇終了になった方が再犯に至りました。犯罪は、どの時代に、どの国でも、

異なる人間同士の入り混じる社会で、必ず起きてきたものです。現実の問題として、なく

なることはあり得ません。だから、起きた時にどうするかを考えるわけです。 
 また、手厚い医療というのは、単に精神障害者を心理的に追い詰めるものでしかないよ

うです。というのは、医療観察法の対象者が１４名も自殺しています。恐らく、精神科病

院や指定医療機関での自殺が多い理由は、そこに絶望しかないからだと思います。 
 現在、精神科病院には、全国で３５万人の入院患者がいて、その内４人に１人は、５年

以上の長期在院者と聞きます。日本の精神病床は全３５万床、それは、日本の全病床のう

ち２５％になります。これほどの病床を使って、精神障害者を何年も閉じ込めておいて、

「野放しになっている」などと言ってくるわけです。極めて、不愉快です。精神病は、罹

れば著しい苦痛があるものの、やはり、ただの病気です。なのに、精神障害者と言うだけ

で、こんなにも酷い目に合わされます。 
 ２００６年１２月に国連で採択され、２００７年９月に日本政府が署名した障害者権利

条約では、人身の自由に関する規定があります。国連高等弁務官事務所は、障害者である

ことに加えて、ケアの必要性や自傷他害の恐れなどを要件としたものも、障害に基づく人

身の自由であるとしています。医療観察法は、心神喪失等や再犯の可能性を理由に閉じ込

める法律なので、障害者権利条約に違反しています。 
仮に治療が必要ならば、獄中でも地域でもいいので、まずは医療を受けられることだと

思います。心神喪失無罪となったら、行為の非難可能性がないわけですから、非難できな

いため無罪でいいわけです。不起訴ならば、裁判を受けられないわけだから不起訴でいい

わけです。 
 そこに、精神障害者の偏見と重罰化路線をうまいこと利用して保安処分施設を作り上げ、

精神障害者をまたしても閉じ込めて、且つ、それで利益を得るやつらがいることが、すべ

て許せません。参加者一同は、心神喪失者等医療観察法に強く反対します。 
 
２０１０．９．１８   
          精神障害者を閉じ込める医療観察法廃止！青森集会 参加者一同   
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パンフレット紹介 

「保安病棟からの生還～人生を返せ～心神喪失等医療観察法病棟収容者は語る」 

   保安処分病棟に反対する有志連絡会 ２０１０．８．５発行 
   ６２Ｐ 400円  
注文するには、郵便振替 00960-1-140519 共生舎に、パンフ題名明記のうえ、400 円振

り込めば、送るとのことです。 
 
 7 月京都集会で販売されていたので、購入したのだが、医療観察法病棟入院経験者から

の、詳しい聞き取りをまとめたパンフレット。直接の具体的な体験が記されており、法文

上の問題ではなく、実際に何が行われているのか、を読むことができる。法成立により、

対象者が多数出ている、出続けている、ことを、病棟が運営され続けている、ことを、感

じつつ法を廃止させる運動を進めるために、お勧めします。 

 

 

 

 

■ 精神障害者差別と拘禁の医療観察法を廃止しろ！甦らせるな！共謀罪法案 

10・26国会行動  8時30分より13時まで  

座り込み・情宣・昼休み集会 

  呼びかけ 医療観察法（予防拘禁法）を許すなネットワーク、刑法改悪阻止！保安処分粉砕！

全都労働者実行委員会、破防法・組対法に反対する共同行動 

 

■ 10月31日（日）13：00～ 

「精神障害者を病院に閉じ込めないで！～国立精神・神経センター8・9病棟の現状は？～」  

  お話 池原毅和さん（弁護士・8病棟外部評価会議メンバー） 

  国分寺労政会館  資料代500円 

  主催 国立武蔵病院（精神）強制・隔離入院施設問題を考える会 

 

■ 11月5日（金）、6日（土）  第53回日本病院・地域精神医学会 

ホテルメトロポリタンエドモンド（JR飯田橋駅5分） 

シンポジウムⅢ「医療観察法を問い直す」（11月5日13:00～14:40） 

シンポジスト 中島直さん（多摩あおば病院）、岩尾俊一郎さん（兵庫県立光風病院） 

  関口明彦さん（当事者）、指定討論 中川実さん（こころのクリニック西尾） 

 

 

 

集会のお知らせ 
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ネットワークのケイタイ電話のお知らせ 

 

 ・ネットワークとしてケイタイ電話を事務局員が所持することなりました。 

 ・終日というわけにはいかず、以下の時間帯だけですが、何かありましたら、どうぞお電話

下さい。 

           ０８０－１９８４－６６０４（平日の１６：００～１９：００） 

  ・よろしくお願い致します。 

 

[編集後記] 8 月に引き続きニュースをお送りします。執筆していただいた方ありがとうござ

います。国会も始まり、廃止に向けた取り組みをさらに強化していかなければなりません。 

全国の皆さんとは、11月28日の集会で再会できることを願って、共に闘いましょう。 
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