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医療観察法廃止！１１・２４全国集会 

    精神医療を治安の道具にするな！ 

 

 ■ 日時：１１月２４日（日）１３時開場、１３時１５分～１６時４５分        

 ■ 場所：日本キリスト教会館４階                                     

 □ 講演：浅野詠子さん（フリージャーナリスト）                                            

「〈新型〉の収容主義を語る－心神喪失者等医療観察法」      

□ 特別提起：太田順一郎さん（岡山市こころの健康センター所長）                     

「精神保健福祉法の改正に関する報告」                    
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プロフィール                                                               

 ○浅野詠子さん                                                           

   ２０１２年、医療観察法の矛盾、人権問題を取材した『重装備病棟の矛盾－７年目の司

法精神医療』で週刊金曜日ルポ対象の佳作入選。再取材し、大幅に加筆した著書『〈新型〉

収容主義』（仮題）を近く発行予定        

         

○太田順一郎さん                                   

     精神科医。岡山市こころの健康センター所長、日本精神神経学会の代議員、精神保健福

祉法改正に関する特別委員会の委員長          

 

□ リレートーク                                                               

■参加費：５００円    

                                                       
○終了後、交流会を予定してい

ます。 

○全国から参加される当事者

の方への交通費は１人上限５０

００円まで補助します。 

 

  

 

 

医療観察法の０５年７月施行から８年が経過しました。その実態は、入院期間が着実に長期

化し５～７年も退院できない人がいる（ガイドラインでは１年６ヵ月）、３６名の自殺者の実態

が明らかにされていない、医療を終了しても４割の方が地域で安定した生活ができていない、

等々。いかに法務・厚生労働省が「有効に機能している」と強調しようと、この法が当事者の

ための「医療」「社会復帰」ではなく予防拘禁法・治安対策の保安処分法であることを実証する

現状にあります。しかしその「充実」が策動されています。 

通常国会では精神保健福祉法が精神障害者の強制入院を強化するものとして改悪されました。

また臨時国会では安倍政権による本格的な戦争と治安法のラッシュのなかで、精神病を列記す

る自動車運転致死傷特別法さらに生活保護法改悪等、精神障害者を社会から隔離・排除する制

度の強化法案が上程されようとしています。 

今回の集会では、医療観察法の矛盾・人権問題を取材してきた浅野詠子さんから実態を報告、

精神保健福祉法「改正」の問題点を太田順一郎さんから提起していただきます。 
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医療観察法が精神保健福祉法に食い込む企てが進行しています。精神障害者差別・予防拘禁

の医療観察法廃止にむけていま私たちに問われているのは何か。共に考えながら廃止運動の強

化を目指していきたいと思います。集会への皆さんの参加を訴えます。  

 

 
共同呼びかけ  

○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大阪精神医療人権センター 

○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 

 

東京都板橋区板橋２－４４－１０－２０３  

オフィス桑気付 

 

E-mail：kyodou-owner＠egroups．co.jp．  

Fax：03-3961-0212 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.はじめに 

 

最初に簡単に自己紹介をします。私は精神科医です。一般病院に勤めています。性暴力サバ

イバーの診療と緩和ケアが現在の主な仕事です。いわゆる臨床医です。障害学界隈では研究者

が善玉で、医療者、特に臨床医は悪玉、精神科医となると極悪人、何となくそんな雰囲気です。

そんな中で発表するのは気が引けるのですが、昨今いろいろと危機感を覚えるので出てきまし

た。 

なお、今日の話の内容には関係がありませんが、私は吃音者です。つまりどもる人です。最近

はずいぶん軽くなっていて、ここで見事に声が出なくなることはないと思いますが、用意し   

第10回障害学会報告 

【インテグリティの侵害と精神障害～障害者権利条約を起点として】         

山田嘉則(阪南中央病院) 

 



4 
 

ネットワークニュースNO.３４                                            201３.10 
 

た原稿を一定ペースで読み上げるのは吃音者にとっては難度が高いのです。なので、ところど

ころお聞き苦しいところがあるかもしれません。吃音者にとっての「合理的配慮」は障害学会

の宿題にして頂いて、今日は決められたルール通りにやってみます。 

 

1. インテグリティについて 

 

障害者権利条約の批准に向けた国内法の整備が進んでいます。この6月には障害者差別解消法

が成立しました。障害者自らがこれらの条約や法律の作成過程に参画して来たことの意義は改

めて言うまでもありません。こうした動きには私自身力づけられて来ました。しかしその一方、

対照的に、精神障害を巡る昨今の動きには失望や怒りばかりを感じます。精神保健福祉法    
の改正では医療保護入院という強制入院の要件が緩和されました。そして厚生労働省が開催す 

る「精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針等に関する検討会」は委員の大半が

医療プロバイダーでありその中心は精神科医です。当事者と言える委員はたった1人です。相

変わらず精神障害者は強制医療を含む医療を提供される客体であり、自分のことを自分で決め

る主体とは見なされていないようなのです。 

この現状を変えたい、と私は思います。障害学会大会参加者の中にも同じ思いの方はたくさ

んおられるでしょう。その助けになればと思い、今日この場でお話することにしました。 

今日のお話はインテグリティという概念についてです。 

 

さて、ご存知のようにインテグリティは障害者権利条約に現れる語です。その第17条に、長

瀬・川島訳によれば 

 

「障害のあるすべての人は、他の者との平等を基礎として、その身体的及び精神的なインテグ

リティ〔不可侵性〕を尊重される権利を有する。」  

 

とあります。インテグリティの後に「不可侵性」と訳語がついています(インテグリティの意味

については後でお話しします)。この第17条、直接言及はしていないのですが、実は強制医療

の禁止を定めたものです。制定の経緯から言えば、拷問の禁止を定めた第15条に当初含まれて

いた強制医療の禁止が独立したものです。「他の者との平等を基礎として」すなわち、障害があ

ろうとなかろうと、とりわけ精神障害があろうとなかろうと、ということですから、精神障害

を理由として医療を強制されることはあってはならない、ということです。 

さかのぼって、インテグリティの尊重がはじめて国際条約に現れたのは1966年に採択された自

由権規約においてでした。そこでは生命を奪われない権利をうたった第6条、拷問・虐待・同

意のない医学的実験などを禁止した第7条、奴隷・強制労働を禁止した第8条がインテグリテ

ィの尊重を述べた条文です。 

このようにインテグリティは人権に関連する国際条約に現れる基本概念です。障害者にとっ

て国際条約が力になることはこの場のみなさんの共通認識ではないでしょうか。実際に、法律
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の優先順位は憲法、国際条約、国内法です。これは憲法98条の定めるところです。ちなみに、

インテグリティの文脈では、憲法第13条が重要です。 

 

「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利につい

ては、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」 

 

13条は立憲主義を定めたもので、憲法中でもっとも重要な条項の一つです。そこで「すべて

国民は個人として尊重されている」と言われています。「個人」というのは英語ではindividual、

つまり分割できない存在を指します。これはインテグリティと深い関係がある概念であると言

えます。 

さて、改めて、インテグリティとは何でしょう。こういう言葉はたいてい定義しにくいし説   
 
明しにくいものです。ですのでこの場では仮の定義や説明をしておいて、後は実際にそれを使 

って行くことにします。 

まず辞書的定義を見てみましょう。オックスフォード英語辞典には 

 

"the state of being whole and undivided,the condition of being unified or sound in 

construction" 

 

とあります。すなわち「結合していて」「全体」としてあり「分割できない」状態です。そのよ

うなインテグリティを持つものとしての個人こそが人権の主体である、と言ってよいでしょう。

だからこそ国際条約にも現れるわけです。 

障害学に関心を持つみなさんはすでにイメージが湧くのではないでしょうか。分割できない

全体である個人としての障害者、というイメージ。障害の個人モデル、あるいは医学モデルと

言われるものと対比させてみると分かりやすいでしょう。分割できない個人、その部分や属性

を第三者、それは専門家や家族や地域、つまりは「社会」ということになりますが、第三者が

「障害」= インペアメントと名指し、それを否定的な何か、あるべきではない何かと見なすこ

と、そして介入すること。個人モデル、医学モデルとはそういうものです。これはすでにイン

テグリティの侵害と言うことができるのではないでしょうか。従って、インテグリティを尊重

するためには障害についての別の見方が要請されます。それはすなわち社会モデルでしょう。 
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さて、インテグリティ自体についての議論を深めて行くことは必要ですが、ここらで先に進

みましょう。精神障害の分野でインテグリティの侵害とはなにか、そして尊重とは何か、につ

いてお話したいと思います。 

 

2. 精神障害とインテグリティ 

 

さきほども言いましたが、障害者権利条約第17条は強制医療の禁止を求めています。それは

インテグリティの侵害であるから、という論理です。私個人はずっと以前から精神科での強制

医療は廃止すべきと考えています。広く強制医療を合法化している精神保健福祉法、そして医

療観察法は廃止すべきです。そして、それに代わる、権利に重点を置いた法律を作るべきだと

思っています。医療を受ける権利だけでなく受けない権利もそこでは認めるべきです。また、

侵されがちな精神障害者の権利を擁護する仕組みを作ることも重要です。 

そのためには、国際条約に訴えることが有力な戦略ではないでしょうか。 

強制医療を禁じているのは障害者権利条約だけではありません。もう一つの国際条約、拷問等

禁止条約も強制医療を禁じています。拷問とは「もっとも深刻な人のインテグリティと尊厳の

侵害」とされていますが、この条約によると強制医療は拷問なのです。「拷問」という言葉の語

感からすると違和感があると思います。少し説明します。拷問等禁止条約第1条は拷問の要件

を述べています。 

 

「この条約の適用上、「拷問」とは、身体的なものであるか精神的なものであるかを問わず人に

重い苦痛を故意に与える行為であって、本人若しくは第三者から情報若しくは自白を得ること、

本人若しくは第三者が行ったか若しくはその疑いがある行為について本人を罰すること、本人

若しくは第三者を脅迫し若しくは強要することその他これらに類することを目的として又は何

らかの差別に基づく理由によって、かつ、公務員その他の公的資格で行動する者により又はそ

の扇動により若しくはその同意若しくは黙認の下に行われるものをいう。「拷問」には、合法的

な制裁の限りで苦痛が生ずること又は合法的な制裁に固有の若しくは付随する苦痛を与えるこ

とを含まない。」 

 

拷問には4つの要素があるとされています。拷問とはすなわち「意図的」に「目的」をもって

「公務員その他の公的資格で行動する者」が「苦痛を与える」ことです。かつては治療という

「目的」、「よき意図」による行為であるという理由で、苦痛を与える、いわゆる「侵襲的」な

ものであっても、医療行為にこの条項は適用されませんでした。しかし現在は「精神障害者だ

から」という差別に基づいていたり、強制的であったり、十分な説明とそれに基づく本人の自

由な同意(インフォームド・コンセント)がない場合は、治療という「目的」、「よき意図」とい

う理由では免罪されることはないとされています。ここには身体拘束、隔離室への収容、電気

痙攣療法、投薬などの行為が広く含まれます。これに加えて、実際の精神医療現場では、治療

とは言えない、「よき意図」とはいささかも言えない暴力も決して珍しくはありません。組織  
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的暴行として有名な事例として宇都宮病院事件や大和川病院事件がありますし、強制医療の事

例としては朝倉病院事件があります。ご存じの方も多いでしょう。ただし、それらは過ぎ去っ

てはいないし、単なる逸脱や例外とは言えない、と思います。この場におられる精神医療経験

者の方はご存知だと思いますが、精神医療は、拷問、インテグリティの侵害が容易に起こりえ

る場です。このことが重要です。そもそも医療においては、医師をはじめ医療スタッフと患者

のパワーには較差があります。精神医療ではそこに精神障害者差別が加わることで不均衡は著

しいものになります。その上さらに強制入院という状況が加わるのです。このような条件のも

とでは、そこで行われる医療がどんなものであれ、たとえ「正しい」医療であっても、本人の

同意に基づかない強制的性格を帯び、インテグリティを侵害する行為、拷問となるのです。 

 

さて、精神医療について話すとき、インテグリティという言葉が現れるもうひとつの文書に

触れないわけには行きません。国連経済社会局女性の地位向上部の『女性に対する暴力に関す

る立法ハンドブック』は性暴力に対する立法を求める中で、性暴力を次のように定義していま

す。 

 

「性暴力は、身体のインテグリティと性的自己決定を侵害するものと定義すべきである。」 

 

たとえば日本の強姦罪、強制わいせつ罪というのは、19世紀的な家父長制を背景としている

のですが、それに代えて、性暴力をこのような個人のインテグリティの侵害として定義しよう、 

ということです。 

 

精神医療ユーザーには虐待や暴力、特に性暴力被害経験のある人たちが多く含まれています。

彼らはサバイバーと呼ばれます。サバイバーには女性が多いものの、ジェンダーを問いません。

すなわち男性もセクシャルマイノリティも含まれます。精神医療ユーザーに占める割合につい

ては明らかではありませんが、かつて考えられていたよりはずっと多いのではないか、と言わ

れており、それは私の臨床医としての経験にも符合します。さて、サバイバーにとって必要な

ことは何でしょう。それはまさにインテグリティの回復であるはずです。しかし、彼らはその

真逆のことを精神医療で経験することがしばしばあります。すなわち、インテグリティを侵害

された人々が精神医療によってインテグリティを侵害される、ということが起こるのです。そ

の例を私はいくつも挙げることができます。 

 

実はこれはサバイバーに限りません。精神疾患は「自由を失う病」「自由を奪われる病」など

と表現されてきました。ただし、かつてこう表現した人々のように精神障害者が疾患によって、

すなわちインペアメントによって自由を失う、と私は考えません。精神障害者とはインテグリ

ティが脅かされたり自己決定が困難になったり妨げられたりしがちな人々である、と言い換え

たいと思います。そうであるなら、暴力によって、障害によって奪われたインテグリティを取

り戻す、脅かされたインテグリティを守る、彼らにとってこれが特に重要なテーマとなるはず
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です。支援者はこのことを共有する必要があります。インテグリティを侵害しない支援、であ

るだけでなく、精神障害者の権利主張を支援し促進すること、すなわちアドボケイトが支援の

不可欠な部分になるでしょう。それは強制医療の対極にあると言えます。 

 

3. まとめと提案 

 

まとめます。 

障害者権利条約の批准に向けた動きの一方で精神障害に関してはそれに逆行する動きが見ら

れます。この状況を変える手立てを考えて行きましょう。 

そのために国際条約を活用すること、自由権規約、障害者権利条約、拷問等禁止条約に現れ

るインテグリティという概念に注目することを提案しました。 

この概念を使用することで、強制医療の廃止に向けた取り組みの正当性を訴えることができ

るだけでなく、精神障害者の支援に指針が与えられるのではないか、とも考えています。 

今回の発表は一つの問題提起であり、予備的なものです。  

今後私たちはこの方向での活動を呼びかけて行くことを考えています。 

改めてご案内することになるかと思います。 

関心のある方はぜひご参加下さい。 

 

最後に。私は精神科の臨床医です。精神障害者本人でもないし研究者でもありません。です 

ので最終的には私自身の臨床が現場です。そこでこそインテグリティの尊重が問われます。こ

のことは強く意識しています。現場でインテグリティの尊重を具体化し実体のある概念として

鍛えて行くこと、こうしたいわば「ボトムアップ」な営みもまた必要だと考えています。「言っ

てることとやってることが違う」人、そういう不整合を意に介しない人も医療プロバイダーに

は多いですが、自分には耐えられません。医師としての自分自身の活動をインテグリティの概

念に基づいて反省し監視して行く「反省的実践家」であり続けようと思います。 

 

 

【解題】    山田嘉則 

 

本年9月14,15日に開催された障害学会第10回大会で発表する機会を得ました。障害学会で

は情報保障のために発表内容を逐語的に記した原稿を提出することになっています。掲載させ

ていただいたのはその原稿です。 

障害学会大会には第2回から参加しています。参加する理由は主に、障害学に関係する人た

ちに知り合いが多いからです。ある友人は「同窓会」と言っています。まさにその通りで、障

害学会大会そのものよりその外で、またはその後で、知り合いと交流することが私にとって大

切でした。 

 障害学(disability studies)とは何か、という問いに十分に答えるだけの知識は持ちあわせ
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ていません。ただ、障害学を他の障害研究から区別するのは 

1. 健常者、特に医療福祉サービス提供者ではなく、障害者の視点からの障害研究であること 

2. 障害を個人に属するものではなく、社会的に作られるものと見る、「障害の社会モデル」の

視点からの研究であること 

この2点であると考えています。 

 

近年の障害学会大会の報告を見聞していて、この障害学の趣旨があいまいになっている印象

が私にはありました。また、障害学は障害者運動との連携が常に問われていたのですが、障害

学会からの呼応が十分でない印象もありました。 

今回の報告は山本真理氏からの示唆と、私自身の臨床、とりわけ性暴力サバイバー支援の領

域からの関心に基づいていますが、私なりに障害学会に寄与したい、ということもありました。 

報告後、数人から感想をうかがいました。伝わる人には伝わった、とささやかながら手応えを

感じています。 

なお、文中にあるように、今後、インテグリティをキーワードに国際人権条約の活用に向け

た研究活動を有志とともに進めていくつもりです。これは決して精神障害の分野、障害の分野

に限局する活動ではありません。人種差別撤廃条約、女性差別撤廃条約など国際人権条約の実

現を求める動きとも連動した大きな流れの一部だと考えています。 

改憲の動きなど、人権を巡る社会環境・政治環境はとても厳しいですが、大きな流れを見据

えつつ、一方で私自身の現場に拘りつつ、できるところから、と思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

【全体の流れ】 

 
現在起こっていることを説明するために、医療観察法の手続きの流れを見ておきたいと思いま

す。対象行為をすると逮捕され、3 日間、それから 10 日間、更に 10 日間と勾留が延長され、

検察官は 23 日目までに検察官が起訴するか、不起訴にするか決めます。検察官が、責任能力

がないと考える場合は不起訴にしますし、限定責任能力と言って、責任能力が半分くらいしか

ないと考える場合は、不起訴にする場合も起訴する場合もあります。全体的な印象では、社会

7.28全国集会 特別報告 

医療観察法の適用実態 
                       池原毅和（弁護士） 
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を騒がすような「重大事件」では起訴にする方向に傾き、そうでもない事件では不起訴にする

傾向があるように見えます。不起訴や起訴猶予になった人は、医療観察法の申し立てになりま

す。 
 その後鑑定入院が始まります。原則2 カ月ですけれど、3 カ月まで延長できます。この間に

審判が行われ、審判の結果、不処遇、入院、通院となります。入院になった人は、退院許可が

得られると通院になります。すなわち入院が終わると、そのまま不処遇で医療観察法の終了に

なる人、通院になる人がいます。通院は原則3年で、5年まで延長できるのが全体の流れです。 
 

【医療観察法の申し立て】 

 
 この流れの中でどういうことが起こっているかをお話しすると、まず最初に逮捕とか、勾留

されて不起訴になり、医療観察法の申し立てが行われるまでのことです。これは医療観察法が

できた当初から批判されていたことですが、逮捕、勾留されると検察官は 23 日以内に何かし

なくてはいけないという縛りが発生するので、だいたい 23 日以内に医療観察法の申し立てま

でにたどりつくわけです。ところが逮捕、勾留されない事件、 或いは一回逮捕したけれど、精

神症状がすごくあって取調べとか、留置場に入れておくことができないとして措置入院の方に

回してしまった人や在宅の人がいます。こういう人たちは、典型的なケースのように 23 日間

という時間の制限を全然かぶらないので、ずっと在宅におかれておいて気が付いた時に警察と

か検察庁に呼び出されて、医療観察法の申し立てになりますよと言われたり、いったん措置入

院に回されて、医療保護入院や任意入院、あるいは退院して、どうやら落ち着いたようだから、 
 
もう一度取り調べ、対象行為の当時は具合悪くて、責任能力なかったみたいだから不起訴で、 

その代わり医療観察法の申し立てになりますよ、という人がいるわけです。医療観察法の法律

ができた当時に、半年ぐらいほったらかしにされていて、半年前の事件で急に呼び出されて、

改めて不起訴にするから、医療観察法となった人がいました。私が扱った事件でも8か月とい 
う人がいて、これは問題だと指摘されていました。在宅で地域で生活ができていたり、措置入

院に一回まわっても治療がある程度すんで、在宅で生活ができていて作業所にも行き、安定し

て落ち着いている人をわざわざ医療観察法の申し立てをすると、自動的に鑑定入院がスタート

するわけです。鑑定入院は、まず保護室からはじまるということになるので、昨日まで普通に

作業所に通っていた人が、突然今日から、保護室ですという極端な現象が発生してしまうこと

になります。そういうのはおかしいからやめるべきだと議論されていたのですが、相変わらず

それが続いています。7 年という人がいるという話を聞いたことがあります。医療観察法が施

行された当時に対象行為があって、7 年たって鑑定入院になりましたという人がいるのです。

この様に充分に地域で生活し、安定している人であっても、医療観察法の申し立ての対象にさ

れてしまうということが、いまだに起こっているのです。その結果、医療的にも非常に問題に

なるのは、彼らは福祉の面でも、医療の面でも、十分に地域と密着しながら、関係性もよく形
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成されているのに、医療観察法の申し立てになると、突然保護室に入れられてしまうので、少

なくとも3カ月切れた状態を続けさせられてしまうのです。下手をすれば、入院になってしま

うことが起こって、ここでの混乱は、逮捕、勾留されて 23 日経過して、刑事裁判になるか、

不起訴になって医療観察法になってしまうかもしれない、覚悟ができている人に較べると、非

常に衝撃が強いということがひとつあるわけです。 
 

【鑑定入院】 

 
鑑定入院で前から批判されているのは、例えば処遇に不服がある、昨日まで地域で生活して

いた人が、どうして今日から保護室なのか、医療上の根拠はあるのかということになると、本

当はないはずです。ただ、鑑定入院を受け入れている病院の方は、その患者さんについて全然

わからないということがあります。 
病院に来る情報は、人を殴ってけがをさせたとか、人を刺して殺人未遂だとかのいかめしい

名前の犯罪が書いてあるだけなので、どんな大変な人なんだろうと思って受け入れているので、

最初はとりあえず保護室に入って下さいということになるのです。しかし、本当は精神保健福

祉法の隔離・拘束の基準からしたら、明らかに保護室を使用するという実質的な根拠がなくて、

医療機関側が情報不足だけだということです。精神保健福祉法的に考えれば、処遇改善請求し

ますということになります。しかし、精神保健福祉法の処遇改善請求もたいしていい制度では

なくて、処遇改善請求しても結論が出るのに3カ月かかり、それより前に保護室を出ているの

は当たり前のことなので、ほとんど実効性のないシステムです。それでも精神保健福祉法には

その規定があるわけですが、医療観察法の鑑定入院のところには、一切そういう処遇上の問題

について、不服を言う手続きがないのです。だから、保護室に入れられて、付添い人や私たち

は、医師と交渉したり、裁判所と交渉して、それは法律上保障された手続きではないけれども、

保護室に入れるのはひどすぎるからやめてくださいと言って、出してくださいとお願いするし

かないということがいまだにあります。 

 

【不処遇の問題】 

  
更に、鑑定が終わって不処遇になってしまうことですけど、刑事事件的に考えると、これは

無罪になるのと同じこと、何のために 3 カ月入れられていたのかということになるわけです。

刑事事件だったら、不起訴になるまでの 23 日だとしても、後になって無罪ということが分か

れば刑事補償を受けることになります。ところが医療観察法は保障がないので、ごめんなさい、

間違えてましただけで、補償は一切受けないのです。国は、いい病院でお金かけて、治療をし

ていたわけだから、むしろ良かったでしょう、と言わんばかりです。更に問題となるのは、こ
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の不処遇になる人は、もともと申し立てをするべき人ではなかった人なのです。そこに大きな

問題があります。検察官は不起訴にしたら、ほぼ99％医療観察法の申し立てをしなければなら

ないシステムになっていて、全然絞りこみはできていません。この不処遇になる人は、毎年20％
ぐらい発生しているので、決して無視できない問題です。 
 

【入院】 

 
 次に入院の中身ですけれど、効果があるとして認知行動療法がされています。しかし、それ

がどのくらい効果があるのかは疑問です。いまだに自殺者が結構発生しているのが、気になり

ます。自殺者は過去8年間で8名ぐらいですけど、全体では600とか700とかの中で自殺され

る人が出てきているのは、何らかの処遇上の問題があると思われます。 
 
 同時に、指定入院医療機関が報告してますけれど、毎年入院してくる人のだいたい15～20％
の人が症状が改善しなくて、病院に沈殿して、長期入院化している現象があります。ガイドラ

インでは1年半で退院させるとなっていますが、どんどん長期入院化しています。入院期間が

長期化しているだけでなく、厚生労働省が発表しているデータは、退院できた人の退院までの 
日数のデータなのです。それ以外に退院できていない人が存在していて、実際国立精神神経医

療センターでも、5 年から7 年という人はいるようです。すなわち開棟以来ずっと入院してい

るという人がいて、なかなか退院のめどがつかないわけです。二つの理由から、退院のめどが

立たないのです。病状自体があまり変化しない、つまり入院しても、あまりよくもならなけれ

ば、悪くもならない、場合によっては、少し悪くなる。彼らは、出口が見えない状態にずっと

置きっぱなしにされるので、自分はいつになったら出られるのかというのが分からなくなり、

そのことがストレスになる。従って、病状に反映し、少しもよくならないわけです。それと同

時に、医療観察法の対象者ということで地域の受け入れの状態も非常に難しく、心理的な意味

で地域が扉を閉ざしてしまうことがあるし、もう一つは医療観察法のシステムでは指定通院医

療機関に通わないといけないので、精神科のクリニックであればどこでもいいというわけには

いかないのです。お手元の資料にあるように東京は 52 か所しかなく、指定通院医療機関が少

なく困っているという状況です。従って、通えるとことを見つけるのが大変で、指定通院機関 が
見つかったかと思えば住む場所が遠すぎたり、住む場所が見つかったかと思えば指定通院医療 
機関が遠すぎたりがあって、システム的に地域資源の利用がしにくい、制限されてしまうので

す。しかも、地域の側も受け入れに拒否的になっているので、構造的に一般の精神病院より社

会的入院が起こり易い状況があって、大体20％ぐらいがずっと沈殿しています。それでベッド

は2倍ぐらいにしましょうという議論も出てくるわけです。通院のところは一般精神科医療に

乗っかって行なわれているので、あまり大きな違いはありません。ただ医療観察法では、通院

と呼ばれていても、実際には医療観察法の病棟を退院して、一般の精神科病院での医療保護入

院とか任意入院している人が結構います。 
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【退院後の状況】 

 
 この医療観察法を終わった人のグループで、どれぐらいの人が精神保健福祉法に基づいて、

通院継続ができているかを調べると、56％ぐらいが通院ができている、残りの45，6％の人た

ちは自殺して亡くなってしまったり、治療中断しているとか、行方が分からなくなっていると

かです。治ったとデータ上書いてあるものもあるのですが、何を基準として治ったと言ってい

るのかよく分からない。治ったという厚生労働科学研究の事例を取り除いても、約4割の人は

地域に戻って安定した状況になっているとは言えなくて、56％ぐらいの人たちだけが大体通院

が一応できて、安定した生活ができていると推定されるわけです。 
 ところがもっと皮肉なことに、この医療観察法のこの入り口の対象者のうちで、もともと通 
院できていた人たちはどのぐらいだったかというと 6，7 割いるのです。だから、この制度を

ブラックボックスと考えた時に、このブラックボックスに入る前に 6，7 割の人が通院できて

いて、出てくると6割ぐらいの人が通院できていることになっているので、全体を通してみる

と何のためにやっているのかということになるわけです。 
 

【自殺者の発生】 

自殺者も、特に通院している人の中では、8年間に28人発生していることが最近分かって、

これもまったく無視できない数字といえます。しかし、彼らの言っている自殺者の統計はちゃ

んと調べていなくて明確に自殺があることが分かる者に限定していて、遺書を書いて亡くなっ

ているとかで、あまり理由のよく分からないものは自殺から取り除かれているので、厳密に調

べると自殺している人の数はもっと増えるかもしれないのです。 
 更に言えば、処遇が終わった人たちは調べていない、やっと医療観察法から解放された人た

ちがその後一体どういう生活をしているのかはよく分からないし、そういう人たちの中にも、

相当数自殺されたり、そのようなリスクが高まってしまっている人がいるかもしれないのです。

もともと、8 年前に医療観察法に問題があると言っていた点は、そのまま問題として残ってい

るし、実際に動かしてみて、よく彼らがストライクゾーンと言っている、薬物療法が効果があ

る人たちは医療観察法を使わなくても症状が改善して出てきている。それは医療観察法だから

できたのではなくて、どこにいてもできる話です。逆に医療観察法では、そういう明るい側面 
ではなくて、暗い側面が全然発表されていなくて、それが非常に大きな問題です。 
一つ言い残しましたけれど、入院から通院に切り替えるときに、退院許可の申し立てを裁判

所にしなければならない。しかし裁判所が退院許可を認めないという事例が全体の 10～1５％

発生しています。それから、通院に切り替わって、通院にしているけれど、もう医療観察法を

終了させてくださいと、保護観察所の方から裁判所に終了の申し立てをしても、裁判所がまだ

終了させては駄目と認めない事例がやはり10～15％あります。これが何を意味しているのかと 
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いえば、現場で治療とか社会復帰の働きかけをしている人から見ると、もうこれ以上やること

がありませんと言っているのですが、裁判所は駄目だというのです。このまま辞めてしまった

ら再犯の危険性があるから駄目ですという可能性がそこにあるのです。つまり裁判所の役割が

非常に保安的で、これも、保安的になるのにきまっていると最初から行っていたわけですけど、

その通りになっています。 
 もっと言えば、最近社会福祉士が検察庁に検察官のサポーターとして入ってきて、医療観察

法がいわば保安とか予防拘禁ということについての一つの扉を開いたわけですけど、それとと

もに更にその医療とか福祉を治安の道具として使っていく、医療とか福祉の従事者を保安の、

いわば「しもべ」として、手段として組み込んでいくという現象が進んできているというのが、

8年目の状況で分かってきたことだと思います。 
 
（編集部）以上の文章は、当日の録音をもとにテープ起こししたものです 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ 安倍政権は、本格的な戦争と治安法ラッシュに突進している。国家安全保障会議新設、集

団的自衛権行使、原発再稼働や辺野古新基地建設、そして秘密保全法・改悪盗聴法・共謀罪新

設で〝強い国家″を創りだし、解雇フリー・消費税増税・生活保護削減など労働者民衆に全て

の犠牲を押しつけることを狙っている。本格的な新保守主義・新自由主義の改憲政権づくりで

ある。 
■ 15日から始まった臨時国会の悪法の目玉は、国家安全保障会議設置（日本版NSC）法 
とセットで上程される秘密保護法案だ。同法案は、権力が「防衛」「外交」「特定有害活動防止」

「テロ防止」に係る秘密を指定し、その漏洩行為・特定取得行為を禁止、10年もの重罰を科す

という稀代の悪法である。法案は、防衛・外交に加え、従来流布されてきた「公共の安全及び

秩序」を「特定有害活動防止」「テロリズム防止」に改作して４分野の特定秘密を指定している。

沖縄返還協定時の密約やイラク派兵時の大本営発表、TPP交渉など、日本国家は既に膨大な情

報を隠しているが、「別表」を見ても秘密の範囲は広く、何が秘密に該当するかも分からないま

ま、私たちは怯え委縮することにならざるを得ない。 
秘密保護法の大きな特徴は、①NSC設置法とセットで画策されていること、②軍事・外交に

加え警察所管領域にまで特定秘密が拡大されること、③適正評価制度を導入しようとしている

こと、④情報漏洩拡大処罰・重罰化と共に労働者民衆の取得行為処罰
．．

が導入されていることで

ある。 

秘密保護法はヤバい 

 
石橋新一 
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■ 秘密保護法案の特徴 
①戦争・外交の指令塔であるNSCの中に、内閣情報調査室を格上げして内閣情報局が新設さ

れる。法案第１条が「（秘密を）保護する体制を確立した上で収集
．．

し、整理
．．

し、及び活用するこ
．．．．．

とが重要
．．．．

である」とするように、NSC創設と情報統制・情報収集は表裏一体である。 
元警察庁・内調初代室長の佐々淳行はこれを盾と矛とし〝日本版KGBを創れ″と煽っている。 
②「特定有害活動」とは何か？ 政府は「スパイ」とするが、法案は「特定有害活動」を、な

んと核兵器・細菌兵器・無人航空機などの開発・製造に係る情報の取得のおそれがあるもの等

としている。政府がコッソリと核武装化・民衆虐殺能力を獲得し、その反対の声を事前に封じ

ようというのだ。また「テロリズム」を法律で規定するのはおそらく初めてである。 
③秘密保護法案の柱の一つが、特定秘密を取り扱う公務員等の「適性評価制度」である。対象

者は、国家公務員、警察職員のほか、国と契約関係にある民間会社や大学、研究機関職員など。

本人の犯罪歴や経済状況、精神疾患などはもちろん、父母や子、配偶者とその父母などの家族

の氏名、年齢、国籍、住所などの個人情報が調査される可能性がある。評価対象者の周辺の広

範囲な市民や所属する団体の思想傾向、宗教まで調べない保証はない。特定有害活動やテロ活

動に関する調査も、思想・信条調査にならない保証は全くない。既に警察は、日本在住のイス

ラム教徒や団体の情報を秘密裏に違法収集している。この点から考えれば、法案はむしろ違法

捜査を合法化するための法案となる。文字通り「プライバシー侵害の領域に踏み込むもの」（日

本ペンクラブ意見書）である。 

④戦後日本の国家秘密法制は、国家公務員などの漏洩処罰に重点を置き、01年自衛隊法改悪で

も防衛秘密漏洩のそそのかしや共謀を罰しているが、取得行為そのものを処罰する規定はない。

沖縄密約を暴いた元毎日新聞の西山記者は国家公務員法（教唆）で処罰された。しかし法案は、

民衆の情報取得行為処罰（しかも独立共謀罪まで）を新設して〝スパイ・非国民狩り″の武器

を得ようとしている。 
だからNSCに内閣情報局を新設するのだ。首相・官房長官直属の大規模なスパイ組織を新

設・情報集約することで一元化することが狙われている。そして盗聴法改悪を通じた常時・大

量盗聴を可能とする米NSA並みの態勢、そして住居侵入による室内盗聴やスパイ潜入など

CIA・FBI並みの態勢を作りだそうとしている。 
防諜（秘密保全）と諜報（スパイ活動、非国民狩り）は一体であり、戦争・治安管理国家確

立に向かう攻撃の全体を睨んだ反対運動を創りだす必要がある。自民党・石破は〝国そのもの

が揺らいだら、「知る権利」などと言っておられなくなる。「知らせない義務」は「知る権利」

に優先する″と公言している。「知らせない義務」の裏面には〝国は民衆のことを知りつくす義

務と権利がある″との発想がある。まず国家・安全保障ありきなのだ。「知る権利」「報道の自

由」論での反撃ではあまりに狭く弱い。私たちは民衆に対して秘密を護持し生みだし続ける国

家のあり方そのものを問う必要がある。            （10月18日） 
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10月26日（土）“STOP！安倍の暴走 つぶせ！改憲―共謀罪も秘密保全法も盗聴法もいら

ない”集会・銀座デモ 

13時～16時：集会 国労会館（東京都港区新橋５丁目１５−５、新橋烏森口下車） 
16時：デモ出発～17時：水谷橋公園解散 
共謀罪や盗聴法改悪、弾圧と闘う仲間と共に、医療観察法ネットも実行委に参加してい

ます。ご参加をお願いします。 

 

 

★ １１月２３日（土）なくす会総会（18:30～21:00 小会議室） 

  １１月２４日（日）ネットワーク総会（10:00～12:00 小会議室） 

★ ネットワーク１２／１３連続学習会No．２２ 

   「医療経済に引き裂かれる精神医療」 

日時 ２０１３年１２月１３日（金）１８：３０開場 １８：４５～２１：００ 

  場所 すまいる中野 ５階第１～２会議室 

（中野区中野５－６８－７、JR中野駅北口より徒歩５分 TEL０３－５３８０－０８９１） 

    提起 早川久恵さん（陽和病院労働組合委員長） 

    参加費 ５００円 

★ ネットワーク例会 
１１月１６日（土） 例会（13:00～ スマイル中野５F和室） 

   １２月２１日（土） 例会（   同上                ） 

 

 

今後の予定 


