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なくせ！差別と拘禁の医療観察法 

７・２６全国集会 

 心神喪失者等医療観察法は衆参両院での強行採決の繕果2003年7月に成立し、2005年7月から

施行されています。この法律は、世界的な精神障害の当事者団体(WNUSP)をはじめ国際障害同盟、

日本障害者協議会などの障害関係団体、ほとんどの精神保建福祉団体、日本弁護士連合会や日本精

神神経学会などの専門家の団体、その他多くの市民団体が反対をしてきた法律です。医療観察法が

施行されて4年になりますが、指定入院医療機関は過剰拘禁になって倉庫まで病室に転用して患者

さんを拘禁しています。それでも病室が足りず、設備・人員が不十分な代用病院で待葉させられる

患者さんがどんどん増えてきています。 指定通院医療機関も整備が進まないために指定入院医療機

関から退院できない患者さんも増えています。さらに、医療観察中の対象者の自殺も多発していま

す。一方、政府が「車の両輪」としていた一般の精神保健医療は貧しいままで、退院できた社会的

入院者はごくわずかです。多くの市民が指摘し、野党が厳しく追及した医療観察法の問題点は、ま

さに現実のものとなっているといわなければならないのですが、政府や官僚はその誤りを認めよう

と:はしていまぜん。現在、批准を進めようとしている障害者権利条約は、すべての障害のある人は

「その心身がそのままの状態で尊重される権利を有する」と定め「いかなる場合においても自由の

はく奪が障害の存在によって正当化されないこと」と定めています。来年は医療観察法「見直し」 
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の年です。私たちは破綻した医療観察法の現状を正しく検証し、市民の力を結集して医療観察 
法をなくすために、この集会を開きます。是非ともご参加ください。  
 
日時 ７月２６日（日）１３時から１７時（１３時１５分開場） 
場所 東京芸術劇場 大会議室 
   豊島区西池袋１－８－１ 
   JR池袋駅西口 徒歩３分 
 

 
 
会場費 ３００円 
集会内容、リレートーク 音楽など 
主催・問い合わせ 呼びかけ団体  
心神喪失者者等医療観察法（予防拘禁法）を許すな！ネットワーク 
 mail kyoudou-owner@egroups.co.jp 
国立武蔵病院（精神）強制・隔離入院施設問題を考える会 
 電話・ファックス042-348-1127 
心神喪失者等医療観察法をなくす会 
   mail reboot2010-owner@yahoogroups.jp 
NPO大阪精神医療人権センター 
  電話06-6313-0056 ファックス 06-6313-0058 
＊ 実行委員会への参加・賛同をお願いいたします 

（一口１０００円以上個人・団体を問いません） 
 呼びかけ団体にご連絡ください 
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岡田靖雄 

 
 心神喪失者等医療観察法をなくす会の主催による、連続院内集会第2回「医療観察法と精神障害

者の人権」は、6 月 2 日 16 時～17 時 30 分と参議院議員会館第4 会議室で行われた。弁護士の池

原毅和さんが司会。 
 

 
 
 まず、京都の弁護士大杉光子さんが、弁護士の立場から医療観察法の問題点を、理論面と6か所

の入院施設をまわった見聞、付添人としての経験から体系的に報告された。全治5日程度の障害で

も申立がされたり、措置入院などをへて退院し、地域生活をしているのに申立がされる。抗告害で

入院から通院になったとき入院施設から地元に帰る費用も出してもらえずに病院玄関で放り出され

る、という実情など。 
 
 次に、東京都中部総合精神保健施設センターの心理職藤本豊さんが精神科医療従事者の立場から、

地域処遇になった方をうけもった経験を話された。  
入院施設での治療は治療者ペースでやられていて、対象者の心をふみにじっている。対象者はイエ

スと言わなくては退院できない。建物は立派だが、職員には心がないのである。医療観察法は無駄

遣いである。 
 
 討論にうつって、精神科医の岡田が、TBSが東尾張病院の指定入院施設を 
写したテレビで、患者が手を振らずにつっぱって歩いていることを指摘した。 
治療がキレギレにされていて、薬物療法もうまくやられているようには見えない。 
 
 DPI日本会議の尾上浩二さんからは、700人の医療観察法に230億出ているのに、7万人の社会 
的入院者の退院促進に17億しか出ていないことを指摘した。 
 
 日本病院地域精神医学会理事の龍眼さん（当事者）は、同学会の指定入院施設からのアンケート 

６月２日 院内集会開かれる 
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によると、処遇改善要求で通ったものはないことを報告した。 
 自治労衛生評議会の松井龍之介さんは、自治労の基本路線は、医療観察法の凍結廃止であるが、

入院施設不足で対象者が基準を満たさぬ民間の代用病院に収容されている現状では、その人たちを

救うため自治体の病院は施設をつくるべきでないか、との考えがでている、と報告。これにたいし

ては、池原さん、藤本さんから反論がでた。自治体の一般精神科病棟の水準を上げるべきだ、代用

病床に入れられる人がかわいそうというなら、もっともっとかわいそうな人のほうが多い。ともか

くもこの問題は、直接に本法の執行にたずさわる立場におかれた医療従事者は、現場でいかにたた

かうべきか、という問題をつきつけている。 
 ネットワークの石橋新一さんは、対象者からすでに 12 名の自殺者がでていることを指摘した。

しかも厚生労働省、法務省の担当者は、自殺の実態を把握しようとはしていない。 
 参加者は３５名ほど、郡和子議員は、自殺問題にとりくむことを約束した。 
他に議員秘書で顔をだした人８名。あつい集会だった。 
 

 
 
ネットワーク側参加者７名 
精神医療課長は前と同じ中村（㋐）、補佐吉田病院経営本部は、前回と異なり、病院経営本部経

営企画部精神医療センター開設準備担当課長 松崎浩一（㋑）、補佐島崎今回は医師は交渉に出てき

ていない。 
昔は課長が医師、副参事が事務方だった。今の課長から課長が事務屋、副参事が医師、これは体

制強化。課長は、関係機関との調整等事務的なことやるので。 
 
 医療観察法は施行から３年有余が経過したが、いまや誰の目にも明らかな破綻状況を呈している。

しかし多くの様々な人々の強い反対の声があるにもかかわらず、このような現状を無視したまま、

いま松沢病院では、医療観察法病棟の建設が昨年１１月に着工が強行され、建築が進行している。

このことにまず強く抗議する。病棟の完成は来年１月予定ということだが、このような現状のなか

で、過去２回の交渉（０６年１２月２５日、０７年３月９日）を踏まえながら以下の質問項目を提

出するので、誠意ある回答を寄せられるよう強く要請する。 
 
質問項目と回答 
 
１．住民説明会について 
  私たちの強い抗議・要求にもかかわらず、昨年も４月２４日、１２月２日に秘密裏に近隣住民

しかも町内会・商店会レベルに限った説明会が行われた。松沢病院は全都の市民・患者の病院であ 
り、今後、説明会を開催する場合は、すべての市民・患者に開かれたものとして開催するように要

求する。 
㋑平成１８年１０月に精神医療センター全体の整備計画ができ、１２月に、計画全体についての、 

報告 東京都交渉 
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全都民対象の説明会を行った。１０月計画ができた際にホームページに載せ、説明会も、インター

ネット等で参加者を公募した。関連資料は、病院経営本部のホームページに。 
昨年平成２０年４月１２月の説明会は、医療観察法病棟の建物や建設工事についての説明会で、

これは、法令では建物の高さの二倍相当の範囲の住民に説明することになっている、建設工事上の

もので、その範囲より広く、上北沢地区の範囲で行った。説明は松沢病院のホームページ。 
 
２．地域処遇ガイドラインについて 
 ①私たちから０６年１２／２５交渉でガイドラインの問題点を指摘し、都も、個人情報について

不十分な点があることは認め、様々な意見を聞いて改訂していくとの回答がなされた。０７年３／

９交渉では「改訂作業はしていない。改訂するなら保護観察所と都がやるだろう」との回答であっ

たが、その後の経過、及び現時点での見解を明らかにされたい。 
  ②１１月から地域連絡会議が開催され、また過去３回にわたり警察・消防・学校・町内会・商店

代表との連絡協議会で意見交換がなされたようだが、これは「平成１７年７月１５日付」「東京都の

地域社会における処遇に関するガイドライン」の「運営協議会」を指すのか。ここでの「地域」と

はどの範囲であるのか。地域連絡会議と連絡協議会の違い・位置づけを明らかにされたい。 
 ③またその地域連絡会議や連絡協議会で何が話されたのか明らかにし、交わされた文書回答等を

開示されたい。 
  ④０７年３／９交渉では「運営協議会」の構成機関の「その他、精神障害者の社会復帰を促進す

るための活動を行っている適当な個人または団体」として「都精民協の中の８つの精神福祉関係団

体の集まりを選び、そこが構成員」との回答があった。具体的にその８つの機関名及び選定基準に

ついて明らかにされたい。 
 
 ㋐改定作業は行っていない。内部的なマニュアルやメモに沿って行う。 
 世田谷区上北沢の意見交換は、都立松沢病院連絡協議会。平成２０年４月より５回。要望、意見

交換、進捗状況。関係機関は、地域連絡協議会。平成２０年１１月より２回。これは、厚生労働省

の医療観察法の指定入院機関ガイドラインに沿って年一回以上。医療観察法病棟整備状況。運営協

議会は東京都の指針。と会が３つあるが、３つとも議事録公開はない。個人情報にかかわるから。 
 
３．医療観察病棟の建設予定地の変更について 
  松沢病院における医療観察病棟の建設予定地は当初のものから現在のものに変更された。それ

は「近隣町会からの要望に応えるため」とのことだが、「要望」を都としてどのように捉え、変更す

ると決定したその理由を明らかにされたい。 
 
㋑平成１８年１０月に策定した、整備について、では、C37,38の跡地の予定。だったが、業務連

携の関係、また地元町会や自治会の要望で、建設地を変更した。 
 
４．病院の図面の公開について 
 
 病院の図面を公開されたい。 
㋑設計図面は施設セキュリティーのため一般的公開は差し控える。一般の病院も公開していない。 



 6 

ネットワークニュースNO.1８                          2009.６ 
 
「この辺が外来病棟」ぐらいの概要図は構わない。 
㋧完成直前の内覧会をしてほしい。 
㋑内覧会は予定している。配置図は住民説明会で配った程度しか出せない。 
㋧配ったものは医療のことはほとんど書いていない。 
㋑資料の中に入っている。説明もしている。 
㋧療養環境は大切。施設に入るまでに三か月で、急性期は収まっている。中庭とか、庭があって

も扉が開くかどうか、フレッシュエアー、個室の広さ。どういう病棟配置でどう運用するのか。運

用は各病院で違っていると聞いているから東京都としていいものを作ってほしい。 
㋑個室の大きさは国基準で 低が決まっている。松沢は基本は１４平米で、比較的広い。国基準

以上。全部屋で窓が開く（容態によっては１０センチしかあかないとかで防ぐ）採光は上から届く

ようにする。真ん中に庭はできなかったが、屋上を使う。緑化を施した屋上庭園。 
 
５．医療観察法病棟の人員について 
  都の行政改革では来年度までに４０００名削減するとのことだが、医療観察法病棟は一般の医

療病棟よりも配置人員の基準は高い。人員の確保はどうなっているのか明らかにされたい。 
 
㋑指定入院医療機関として求められる、医療・情報管理・地域連絡のガイドラインによる所要の

人員を配置する。 
 
６．医療観察法病棟の今後について 
 医療観察法に関し、この３月、既に指定入院医療機関の指定を受けた病院の開設者が非公務員型

の独立行政法人に移行した場合においても、当該病院の開設者を引き続き国等であるものとみなす

旨の規定を設ける、との省令改正のパブリックコメントがあった。また０７年３／７交渉では「医

療観察法施設以外の松沢病院の運営はＰＦI 方式」とのことだった。今回の省令改正によれば、松

沢病院内での医療観察法病棟も非公務員型独立行政法人に移行することが可能となると考えられる

が、今後そのような移行はありうるのか、明らかにされたい。 
 
㋑移行は都としては具体的な計画がないので回答を差し控える。２２年３月までには医療観察法

施設を始めたい。２１年末までの開棟予定。で、２３年の新館開設までは直営。その後はPFI方式。

事業者の運営は２４年２月以降で、清掃、給食、施設維持など今も委託しているもの。医療行為や

経営は都が直営する。医師、看護婦は都の職員で、自前でやる。公務員型かどうかとかは、そもそ

も都では検討もしていない。 
 
７．現在のＤ４０、Ｄ４１、Ｄ４２病棟について 
 これらの病棟の位置づけは、０７年３／９交渉で「男子急性期で、隔離施設の数の違い等施設面

での区分。夜間救急はＤ４０。Ｄ４２にはエレベーターがないので夜間には対応不可能」との回答

であった。 
 
 ①新たな病棟が建設されたとき、このまま移行するのか、明らかにされたい。 
 ②他の病棟も含め現在の人員基準について明らかにされたい。 
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㋑D40は男女精神科救急、41 は男女急性期、42はアルコール専門病棟が現在。新館開設後はそ

の機能を移行する。人員基準は、医療法等の人員基準。 
 
８．ECTについて 
 ①「現在までの ECT の頻度ならびに位置づけを明らかにされたい」との質問に対し、０７年３

／９交渉では「平成１７年度９９９件で、精神科専門療法の一つ」との回答であった。質問は「平

成１７年度」の頻度のみならず「現在までの ECT の頻度」を尋ねているのであり、過去の年ごと

の頻度についての推移を明らかにされたい。 
  ②ECTに関する事故の有無、有効性を含めて松沢病院における調査・研究・結果を明らかにされ

たい。 
  ③０７年３／９交渉において、ロボトミーについて、「実施しない。入院処遇ガイドラインで精神

外科手術は行わないことになっている」との回答が寄せられた。ロボトミーは現在も行われていな

いのか、３／９交渉以降の実状について明らかにされたい。 
 ④またECTについて、都は「ECTは熟練した医師がやる。一人ではやらない、等の実態。ECT
は患者さんからのインフォームドコンセントが得られることが実施条件」と言いながらも、実際は

インフォームドコンセントなしにECTを行っていることを認めた回答を寄せた。ECTに関するイ

ンフォームドコンセントの現状について明らかにされたい。 
  ⑤私たちは脳手術や ECT は患者に取り返しのきかない重大な侵襲性のあるものであり即刻やめ

るべきと考えているが、ECTに関する現時点における都の考え、今後の方針について明らかにされ

たい。 
 
㋑ECT の事故はない。ロボトミーはやっていない。ECT は原則として本人の同意を得ている。

医師より説明をきちんと行っている。ECT は有効な治療なので、必要なら同意を得て実施。件数、

平成１６年９５２回、１７年９９９回、１８年１０９５回、１９年１２５６回、２０年１１９９回。

うつ病のガイドライン等で有効。有効性は確立しているので調査研究は行っていない。  
㋧入院定員は減っている。ので、増えているのでは？ 
㋧うつ病のガイドラインでやむを得ない場合のみにしては件数が多すぎる。ほかの病院からの受

け入れがどのくらいかも明らかにしてほしい。 
 
９．退院促進について 
  ０７年３／９交渉で改築に伴って「入院生活から地域生活へ、の方針がある。長期入院患者の

退院促進を行う」との回答があった。現時点で「退院促進」をどのように考え、どのように具体化

しようとしているのか、明らかにされたい。 
 
㋑平成１６年厚生労働省精神保健福祉の改革ビジョンで、入院医療から地域生活へ、となった。

社会復帰支援は、センター運営方針の一つで、諸機関と密接に連携して行う。長期入院者も新入院

者も退院に向けて連携して。 
 
１０．医療観察法の現状について 
  国は０５年７月の法施行直後の１０月には「異例の方針転換」をして「全ての都道府県におい 
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て整備を目指す」としたが、現時点で全国の都道府県での医療観察法病棟・拘禁施設建設は、開棟

３病院、松沢も含め建設準備中が７病院と、１０病院だけで遅々として進んでいない。また、全国

で対象者とされた１２名の方が「自ら」命を絶った。このような現状についての都の見解を示され

たい。 
 
㋐国会を通じ制定。法の趣旨で実施。法務省厚生労働省に尋ねてほしい。 

自殺は承知していない。あるいはお答えする立場にない。ほかの病院のことなので、松沢がどうこ

う言えない。詳細は知らない。 
㋑松沢でやる時には、法目的、患者の社会復帰のため手厚い医療を行う。自殺が起こらないよう

に、全力で、治って復帰できるようにする。 
㋧他の病院で起こっていることを知っていないとガイドラインは立てられないでしょう？同じ

ようなことが松沢で起きるかもしれないから。 
㋧各施設で運営方針、ニュアンスが違うようだ。松沢なりのノウハウがあるはず。伝統もあるし

看護師も熟練なんだろうから。医療内容もCVPPTを一回も使わずに済んでいるよ、みたいにして

ほしい。 
㋧自殺はアンが―マネージメントで、悪い事をしたんだと考えさせられ、自殺したくなる。医療

として疑問。CVPPT はガイドラインをそのまま持ってくる必要はない。不穏・多動な患者にコミ

ュニケーションスタンスで、熟練した看護師なら、口で話がついてしまうでしょう。 
 
１１．松沢病院敷地内の新予防拘禁施設の建設の中止を要求する 
  私たちは医療観察法は「精神障害者」を「危険」視し、拘束して強制医療を強いる、予防拘禁

と「精神障害者」差別の法であり、この法は廃止されるべきと考えている。医療観察法に基づく新

拘禁施設の建設を即刻中止するよう要求する。 
 
㋑法第一条目的、が大切。法に定められた医療の提供を行っていく。 

                                                                
一時間ちょいで終了。 後に、医師が都の説明者側にいないために返答できなかった部分があっ

たことについて、都側が申し訳ない、と。あと、ネットワーク側より次回を設けてほしい旨、都よ

り同じ内容では答えることがあまりない旨、で、ネットワークより事前提出項目が前と同じだと思

ったら交渉を断ってかまわない旨、話あった。 
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 国は昨年３月１７日に突然、小平市議会に国立精神・神経センター病院内に合併症治療のための

二つ目の医療観察法病棟を建設すると言ってきた。３月２９日に住民説明会を開催したが、そこで

は、４月に「武蔵病院」を「精神・神経センター」と改称すること、それに伴う武蔵病院施設全体

の見直しと新たに医療観察法病棟を建設する旨の話がなされただけで、新病棟に関する資料は一切

示されなかった。考える会は今年１月２２日に病院に赴き、厚生労働省と病院にこの建設中止を求

める「申し入れ」を提出した。この時の病院の話では「２月中に業者の入札・決定、来年度中に完

成させたい。国は住民説明会を考えていないようだ」とのこと。私たちは住民に何ら説明もせずに

建設を強行することに抗議したが、その後、この新病等の現状について市が全く知らされていない

ことも３月の小平市議会で判明。このように、国が小平市や地域住民に何ら具体的な説明もせずに、

国立精神・神経センター病院内に二つ目の医療観察法病棟建設を強行しようとしている。病棟建設

に反対し、改めて医療観察法の問題点を考えようと、学習会「人権を侵す医療観察法－なぜ人権救

済を申し立てたのか－」の開催となった。   
 初に、国立東尾張病院の医療観察法病棟の活動に関する TBS ドキュメンタリー『社会に帰る

触法精神障害者』を上映。精神科医の岡田さんから「映っている病者や、退院していく人の歩きか

たは、体にかなりきつい薬が入っている姿。体にきついということは、心の働きもかなりおさえこ

まれていることであり、あれで社会生活がうまくやれていくだろうか」と精神科医としての立場か

らの感想が述べられた。次に本題へ。語ってくださったのは人権救済申立に関わった弁護士の池原

毅和さん。人権救済を申立たのは「本当は統合失調症ではなかったのに、統合失調症だと誤信・誤

判されて入院させられた A さん」「本当は同様の行為を行う具体的・現実的な危険性はないのにあ

ると誤信・誤判され、北海道から東京まで連行されて入院させられたが、後に取り消され、帰路は

人的援助も経済的援助もなしに放置されたＢさん」「もともと『社会復帰』の条件が十分であったの

に、事件後、半年以上放置しておいて不起訴処分をし、医療観察法の申立、保護室収容となり、

終的には略式起訴で罰金にされ、手続きに翻弄されたＣさん」の３名。医療観察法の問題点を「①

精神障害のある人の人間としての尊厳、自律性、あるがままの状態の尊重（integrity）を害する、

②精神障害のある人に対する差別法、③新自由主義による保険数理原理による社会統制、④過剰な

強制と硬直化した医療体制」と指摘したうえで、人権救済の論点として「①誤診・誤判による自由

の略奪とそれについての無責任性、②既存の治療関係の破壊、③反治療的な連行と放置、④杜撰な

刑事責任認定と官僚的形式主義による患者の立場の無視」の４点を挙げた。裁判所ではなく日弁連

に申立を行ったのは、裁判所が行政追随の「行政の奴隷」で頼りにならないこと、医療観察法に反

対するのではなくより良く使っていこうという議論があがっている日弁連内部に対して、何らかの

影響を与えたいという思いもあったからとのこと。あるがままの状態の尊重（integrity）とは、障

害は矯正するようなものではなく、「障害をとってやります、直してあげます」という考え方を否定 
する障害者権利条約の重要な言葉であり、医療観察法はこの条約に違反するものであることも。人 

報告 ４／２６国立武蔵病院を考える会連続学習会第７回 

「人権を侵す医療観察法－なぜ人権救済を申し立てたのか－」 
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権救済を申立ててはいないが、同じような状況におかれた仲間から、入院を強制された問題点とと

もに「入院して良かったのは、病気のメカニズムを知らせてもらったこと」と、医者が患者に十分

に説明する時間がない現在の一般の精神科医療の問題点も指摘された。地域から３４名の方々が参

加してくださり、一般精神科医療の向上の必要性、「障害者」が地域で生きていける地域づくりの大

切さ、医療観察法の差別性などを改めて考え、医療観察法の廃止を共に確認しあえた学習会となっ

た。 
 なお、この４／２６学習会の時点では、まだ工事は始まっておらず、「認可申請を出しているが、

まだ認可が下りていない現状。今年度中に完成の予定だったが、事実上無理なのではないか」とは

その後の病院の話だった。私たちは国立精神・神経センター内の第二の病棟建設の中止はもちろん、

医療観察法の廃止を求めて、これからも地道に地域での活動を続けていきたいと考えている。まず

は共に７／２６集会の成功を！（考える会 Ｈ） 
 
 

 
 
                                       高見元博 
 
兵庫県で行われた、「心神喪失等医療観察法撤廃の集い」に５２人の「精神障害者」や労働者が

参加しました。集いは、保安処分病棟に反対する有志連絡会の主催、兵庫県精神障害者連絡会の共

催です。「肥前病院自殺事件から収容所列島日本を問う」と題した学習集会です。 
 集いは兵庫県精神障害者連絡会の高見から医療観察法の概要、自殺事件の概要の報告、社会的入

院の解消に関する政府のペテンの報告をしました。昨年の学習会以降、御遺族と連絡がつき、また

発病原因が自衛隊内のでいじめとわかりました。医療観察法は「再犯予測はきわめて難しい」と認

めながら事実上は再犯予測をするという矛盾、政府やマスコミが「精神障害者」は危険だというキ

ャンペーンを行ったがそれがいかに事実に反しているかを数字を挙げて具体的に示しました。その

後、若干の質疑をした後、兵庫県立光風病院精神科医師の柴田明さんのお話を受けました。 
 
 柴田さんの発言の要旨は以下のものです。 

 
近代精神医療は保安処分に流れる傾向 

 「精神医療というのは、明治以降、医療より保安的流れが先だった。うちの病院の創立には警察

（内務省）が関与している。近代精神医療は、ほっておくと保安処分に流れてしまう傾向があり、

注意が必要です。医療観察法では強制通院処遇の決定でありながら精神病院に入院という、一般の

人が理解できない判定があります。通院処遇なのにどうして入院という話が通るのでしょう？保安

処分が医療の装いをしている医療観察法のほころびがそこに出ています。『通院』を保安処分施設へ

の通所命令と置き直すとハッキリします。医療の衣を被せる前の姿がそこに出て来ます。 
医療の場にいると、医療観察法にはだましの流れがあるのが分かります。再犯予測が出来ないの 

兵庫より 「心神喪失等医療観察法」撤廃集会 

に５２人が参加 
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に出来ると読み誤って作成した法律なので細部に無理があります。法を通すときは『再犯予測は極

めて困難』と認めながらごまかして、表面の言葉を取り繕って通してしまった。根拠が１８０度変

わっても構成は全く同じというのは変です。そもそもがうさんくさい出来方で、その影響があちこ

ちに波及してゆきます。まず県です。うちの病院にも、利益になるから指定入院機関を受けるよう

に打診があった。しかし、利益は保証されていないことが途中で分かり、危うく国に県がだまされ

るところでした。国のだましはさらに続きます。次は指定通院機関の話です。国は途中でこそっと

条件を変えました。訪問看護が必要だと後出しで入れてきた。たまたま見つけて、訪問看護ステー

ションはないのでできないと言うと、『訪問看護ステーションの名前だけ書いておいてください。黙

っていれば分かりませんから』と私たちにだましをやらそうとしてきた。それはさすがに出来ない

でしょうと断ると、ある訪問看護ステーションを指名して、そこに無理矢理させるやり方をしてき

ました。そのようなだましの流れがあります。それが今回の自殺事件の処理で、ついに医療現場ま

で波及してきたのです。うちの病院でも自殺はあったが、患者に死なれたら医者は落ち込んで悔や

むものです。信頼関係はあったと開き直らずに、真摯に事件を受け止めるのが普通です。今回の自

殺に関して第３者機関が医療上の問題はないし信頼関係もあったと言いきっている。信頼関係は患

者側が言うもので医療側が言うべきことではない。 
 
医療のモラルの崩壊 
以下は私の推測を交えた考えです。今厚労省としては、医療観察法に非があることを認めるわけ

に行かないし、医療観察法を担っている医師を傷つけるわけに行かない。医療観察法を担っている

関係者に、決められたチェックリストを手順通りたどっていれば患者が自殺しても、信頼関係まで

含めて問題ないことになるのですよ、と強いメッセージを送ろうとしたのですね。患者との関係よ

り、チェックリストの手順を追えばいい、その方が大事だと。医療の普通の受け止め方を厚労省が

医療観察法を守るために歪めたわけです。それに麻痺させられてしまうと医師のモラルを崩壊させ

る危険な話です。 
 この事件では、入院後、職場であり発病原因だった自衛隊のことを自殺した患者が言っても取り

合ってもらえなかったのではないか。反省が先、起こした事件が問題だとされてしまったのではな

いか。妄想として病気扱いされたかも知れない。医療内容が公開されないので永久にチェックが入

らない仕組みになっている。この方の自殺に至る深い絶望には、医療観察法の仕組みが関与してい

る。それは第三者機関の結論の出し方に象徴されている。『信頼関係はあった。何の問題もない』と。

追い込まれた側の言い分はシステム的に圧殺されました。真相は公開されず、そんな結論で締めく

くられる以上、医療観察法に対する不信感は益々強くなる。 
 この方の発病にいたる自衛隊時代の苦しみ、発病、自衛隊に対する思い、入院処遇への無念の思

いを汲んでいかないといけない。医療観察法の問題を批判する根拠としてこの方の自殺を記憶にと

どめておかないといけない。この方の親の無念の思い、亡くなった方の無念を晴らすためにも医療

観察法を廃止にもっていきたい」 
 
「医療観察法」は保安処分 
討議では、柴田さんから「処罰的にではなく、苦しんでいる人を医者として楽にする、幸せにする

ことが出来ないか、見通しを与えながら、どう生きるかを提示していきたい。」「病を抱えた人間の 
生き方を模索する、しんどさを共感していくことてはないか。若い医者は薬で病を抽象化して対処 
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する人が多い。入院させればよくなるという根拠のない発想だ。何十年も入っている人がおり入院

させれば良いということはない。」とまとめられました。 
 
討議では「医療観察法は医療で対応するからよい法律だと思っていた。しかし、自殺があり保安

処分だとするとよくないと思う」という意見や、「高見の方から精神病院の解体と言われたが、精神

病院は必要ではないか」という意見がありました。これに対しては高見から「２０年３０年と収容

されているあり方を解体しないといけない。イタリアで「自由こそ治療だ」というスローガンで精

神病院が解体された。しんどいときに休む場所は必要だが」と答えました。その他にも、熱心な議

論がなされました。参加した「精神障害者」や労働者は医療観察法の問題性から「精神医療の問題

性」にも思いをはせる学習会となりました。「精神障害者」の生き方を模索する、生き様に思いをい

たす学習会などを今後企画して行きたいと思います。 
 
 

         札幌 太田隆男 
 
 北海道で医療観察法に初めて、問題意識を持ち反対の意思を表明した団体は家族会ではなかった

かと思っています。 
ご承知でしょうが、この法案が国会で審議されている’03年5月25日付け毎日新聞20面全部に

「閉じこめないで！もうこれ以上」医療観察法案反対と訴えた意見広告が載りました。この記事は

家族会に衝撃を与えたのですが、札幌市精神障害者家族連合会では、この広告掲載費のカンパ要請

に応え、資金を集め、「医療観察法反対意見広告を出す会」（代表者・高木俊介氏）へ送っておりま

す。 
残念ながら法案はその年強行採決され、国会で成立しましたが、学者、法律家、当事者らの多く

は本法廃棄を期待しているのではないでしょうか。その灯は燈っていると評価するものです。 
 思えば2004年に第100回日本精神神経学会総会が同年5月21日～22日に札幌市で開催される

に当たり、山本真理さんからこの学会と合わせ「医療観察法を考える集会」をとの連絡があり、私

どもはこの学会の関連行事とさせて頂く了解を学界から取り付け、集会準備に取りかかりました。 
 集会実行委員会を立ち上げ、その中心となる「北海道医療観察法を考える会」会長・伊藤哲寛氏 

を結成しました。この会の名で共同募金会から、配分金を得るなどして、集会を成功裡に実施出来

たのです。 
 この催しには、120 名もの参加（本州からの学会参加者も駆け付けた）があり、予想外の熱気あ

ふれる集会でありました。 
私どもはこの集会が足場になってその後の運動が維持されていると思っております。そして期を

一にして立ちあがった「札幌市障害者とマイノリティーの人権と生活を考える会」（代表・新保清和

氏）とも緊密な連携が取れ、我々「なくす会」と手をつないでいるという状況です。 
 この会はアイヌ問題の識者が多くいろんな行事を計画されるので、「なくす会」のPRには好都合 

各地からの便り  ① 北海道 
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というものです。 講演会には、真理さんをお招きしたこともあります。 
 「なくす会」はこれから地方起こしをやっていく必要があると考えるのですが、同憂の士、皆さ

んのご支援をお願いし、北海道からの便りとします。 
 みんな元気で頑張りましょう。            
 

共同声明への賛同 引き続きよろしくお願いします 

 
 医療観察法が施行されて３年を経過しましたが、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。 
 私たちは、６つの理由から、医療観察法を廃止し、精神障害者への誤った隔離的・差別的政策を根本から改めるこ

とを求めます。  
①  医療観察法は、精神障害者への偏見や差別に基づいて制定されたものであり、その存続は偏見や差別をさらに助

長しています。 
②  医療観察法は、医療と社会復帰の名の下で、実際には、誰にも予測できない「再犯のおそれ」を理由に対象者を

収容し、管理し続けています。 
③  法制定時には対象者に対して手厚い医療を提供するとされていましたが、実際には貧しい水準の既存の精神科病

院に対象者が収容される事態となっています。ここに至って医療観察法は実質的 
に破綻していると言わざるを得ません。 
④  保健医療福祉サービスを「鑑定入院」「入院処遇」「通院処遇」と時間的、空間的にぶつ切りにしても対象者を保

安的管理の下に留め置こうとする医療観察法は、医療の継続性を破壊し、患者と医療福祉スタッフとの信頼関係の成

立を妨げています。 
⑤ 医療観察法制定後、「車の両輪」とされた精神保健医療福祉改革はおざなりにされ、医療観察法は、「閉じ込め」

中心の貧しい精神医療を改革するどころか、金食い虫として精神医療・地域福祉を破壊しています。 
⑥ 医療観察法は、日本国憲法、近代刑法の原則、障害者権利条約などに抵触しています。法の解釈・運用や条文修

正によってこれを解消することは不可能です。 
 

 
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。 
  皆さんにとりましても厳しい現状にあることとは思いますが、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） 

ネットワークの会員になってくだ

さい 
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[編集後記] 皆さんお元気ですか？ もうすぐ医療観察法が施行されて4年目を迎えます。7月26日のなくす会他と

の集会にはぜひ全国から大勢参加して、廃止に向けた声を上げましょう。再会できるのをお待ちしています。（O） 


