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なくそう！差別と拘禁の医療観察法11/24全国集会｣報告 

        悪法廃止にむけた闘いの大きな一歩を踏み出す             

                               
  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 
                  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 
 
 「なくそう！差別と拘禁の医療観察法１１／２４全国集会」は、各地から参加した１１９名の仲

間たちが医療観察法は「廃止しかない！」という思いと、２０１０年「見直し」の年を廃止の年に

するために更に闘いを強化していこうとの決意を改めて確認しあった意義ある集会となりました。 
 主催は「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」、「医療観察法をなくす会」の３者です。ネットワークは

０３年１１月の結成以来、毎年１１月に総会・全国集会を開催してきましたが、今年７月には２０

１０年の「見直し」にむけて、なくす会が結成され、全国集会に先だって前日１１月２３日になく

す会第２回総会、当日午前中にネットワーク第５回総会が開催されました。 
 全国集会の司会は足立修一さん（弁護士）と生島直人さん（多摩あおば病院・ソーシャルワーカ

ー）。医療観察法そのものの問題点・施行以降に明らかになった問題点を指摘し、廃止しかないこと

を訴えたネットワーク代表・龍眼さんの主催者挨拶から開始。次にアメリカのティナ・ミンコウイ

ッツさん（世界精神医療ユーザー・サバイバーネットワーク議長、障害者権利条約草案作成委員） 
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から「国際法の下での強制的精神科医療による介入」と題するレジュメを用意しての連帯挨拶をい

ただきました。彼女は「法の枠組みとして障害者権利条約、拷問と虐待の禁止、恣意的拘禁の禁止」

があること、障害者権利条約の基本原則は個人の自律と非差別であり、この原則を基にすべてのこ

とが解釈されるべきこと、強制医療・同意に基づかない医療は拷問・深刻な犯罪であり国はそれを

是正する義務をもつこと、等々、今後の闘いへの貴重な理論的枠組みの一つを提起してくださいま

した。 

 
 
 また今年７月に日弁連に人権救済申立を行った３人の方のうちの一人と、ご家族二人から申立に

至った理由・経過などが話されました。「高裁で入院取り消しになっても帰りの旅費も払われない」

「通院処遇になっても指定通院病院は遠く不便」「以前に通院していた時よりも指定入院病院から出

てきたときのほうが恐怖で病気が悪化。『言うことをきかないとＭ病院に入れるぞ』と言われたとお

びえていた」「審判では検察がいかにこの人が悪いかを言い立てるだけで、無理矢理に医療観察法処

遇にもっていきたいのじゃないかとの疑問を強くもった」等々。３人の話は、この法がいかに精神

障害者を差別し、人権を侵害するものであるかを、説得力をもって伝えてくれるものでした。 
 休憩をはさんで、弁護士の吉峰康博さん、大杉光子さん、刑法学者の稲田朗子さん、内田博文さ

ん、精神科医の松王強さん、富田三樹生さん、大阪ぼちぼちクラブの森川敏子さん、保安処分病棟

に反対する有志連絡会の高見元博さん、全障連関東ブロックの八柳卓史さん、東京中部精神保健福

祉センターの藤本豊さんと、１０名の方々のそれぞれの立場からのリレートークがありました。

後に、精神科医の金杉和夫さんから集会決議文「共同声明」の提起があり、その「共同声明」採択

と「共同声明」運動拡大への取り組みを確認しあい、集会を終了しました。それぞれの総会と全国

集会という２日間は、１０年の「見直し」に焦点をあてた廃止への闘いの大きな一歩を踏み出すこ

とができた取り組みとなりました。結集してくださった方々に感謝し、更なる方々の取り組みを要

請致します。（Ｈ） 
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ミンコウィッツさんのお話 

  国際法の下での強制的精神科医療による介入 

 
国際的法の枠組み 
障害者権利条約 
拷問と虐待の禁止 
 拷問等禁止条約 
 市民的及び政治的権利に関する国際規約7条 
恣意的拘禁の禁止 
 市民的及び政治的権利に関する国際規約9条 
 

非差別 
障害に基づく差別なし、国際法におけるすべての義務は適用されなければならない 
障害者権利条約は障害者の権利に関しての義務について 新の理解を反映し上で、国連総会によっ 
て主要な条約の一つとして採択された。 
国連の障害者権利条約事務局は、先行する「精神疾患者の保護および精神保健の改善への国連原則｣

は障害者権利条約に矛盾する範囲では条約に取って代わられるといっている。 
 

影響力 

障害者権利条約は国際法体系の枠組全体の発展に寄与する。そして障害者権利条約の障害者の権利

へのアプローチは国連の各条約体や各特別報告手続きの作業へ指針となることが期待される障害者

権利条約の強制医療に関する条項は国連原則と矛盾しており、各条約体、特別報告手続き、および
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国家のそれぞれにおいて、条約に適合するよう改変されることが求められている。 
 

強制医療についての障害者権利条約 

「締約国は、障害のある人が生活のあらゆる側面において他の者との平等を基礎として法的能力を

享有することを認める。」(12条) 
「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。」（17条) 
締約国は、保健の専門家に対し、他の者と同一の質の医療〔ケア〕（特に、十分な説明に基づく自由

な同意に基づいたもの）を障害のある人に提供するよう要請すること。」(25条) 
 

障害者権利条約と施設収容 

「締約国は、いかなる場合においても自由の剥奪が障害の存在により正当化されないことを確保す

る。」(14条） 
「締約国は、障害のある人が、他の者との平等を基礎として、居住地及びどこで誰と生活するかを

選択する機会を有すること、並びに特定の生活様式で生活するよう義務づけられないことを確保す

る。」(19条) 
 

障害者権利条約一般原則(3 条) 
「この条約の原則は、次のとおりとする。 
(a) 固有の尊厳、個人の自律（自ら選択する自由を含む）及び人の自立に対する尊重 
(b) 非差別〔無差別〕 
(c) 社会への完全かつ効果的な参加及びインクルージョン 
(d) 差異の尊重、並びに人間の多様性の一環及び人類の一員としての障害のある人の受容 
(e) 機会の平等〔均等〕 
(f) アクセシビリティ 
(g) 男女の平等 
(h) 障害のある子どもの発達しつつある能力の尊重、及び障害のある子どもがそのアイデンティテ

ィを保持する権利の尊重 」 
 

拷問に関する国連特別報告官 

人権理事会によって指名された専門家 
現在の報告官はマンフレッド・ノワク 
08年7月25日の中間報告は障害者への拷問と虐待の防止への義務を検証した「特別報告官は、こ

うした行為が障害者に対して行われているにもかかわらず、多くの場合それらが表面化せず、また

拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取り扱い、又は、刑罰と認識されていないこ

とに懸念を表明する。 近発効した障害者権利条約とその選択議定書は障害者に関して反拷問とい
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う枠組みから再点検する絶好の機会を提供している。」 
 

懸念されるべき課題 

 「障害者は施設に入れられ社会から隔離されていることが多い。こうした施設には刑務所、福祉

的ケアセンター、児童施設そして精神保健施設が含まれる。障害者 は意思に反しあるいは自由なイ

ンフォームドコンセントもなしに、長期間自由を奪われている。これは時には一生にわたる場合も

ある。これらの施設内部では、 障害者は、頻繁に言語に絶する屈辱的な処遇、放置、身体拘束と隔

離拘禁といった厳しい処遇、同様に身体的、精神的、性的暴力にさらされている。拘禁施設におけ

る合理的配慮の欠如は放置、暴力、虐待、拷問そして残虐な処遇にさらされる危険を増加している

といえよう。」 
 「民間領域において、障害者はとりわけ暴力と性的虐待も含む虐待にさらされやすい弱者である。

家庭内、家族の手によってあるいは介護するもの、保健従事者、そして地域社会の成員の手によっ

て虐待が行われている。」 
 「医学実験や侵襲的で非可逆的な医療が同意なしに障害者に対して行われている（例えば、不妊

手術、中絶そして、電気ショックや抗精神病薬を含む精神を変容させる薬といった障害を矯正した

り軽減したりすることを目的とした介入）」 
 

ガイドラインとしての障害者権利条約 

障害者権利条約3条、12条、25条を参照したうえで 
「したがってかつての拘束力のない基準、例えば国連原則として知られている、1991年の精神疾患

者の保護および精神保健ケアの改善に関する原則（決議 46／119）について、特別報告官は非自発

的治療と非自発的拘禁を受け入れることは障害者権利条約の条項に違反と明記する。」 
 

医療の分析 

 「医療は侵襲的で非可逆的な本質があるがゆえに、治療的目的に欠けるときあるいは障害を矯正

するまたは軽減する目的を持つときで、当事者の自由なインフォームドコンセントなしに強制され

行われるならば、拷問そして虐待を構成することとなろう。 」 

 

強制的精神医療の介入 

「特別報告官は、精神状態の治療のための、強制的そして同意のない、精神科の薬の投与とりわけ

抗精神病薬の投与は詳細に検証される必要があることを明記する。 個別のケースの情況、与えられ

る苦痛そして個人の健康への効果、これらの検証しだいでは、拷問あるいは虐待の一形態となるこ

ともありうる。」 
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差別を伴う意図 

｢拷問等禁止条約の第 1 条の意図という要件は障害に基づいて差別されてきた人については有効に

適用されうる。このことはとりわけ、障害者に対する医療の文脈に おいて、重大な侵害と差別が障

害者に対して、保健専門職の一部においては『よき意図』というごまかしにおいてなされうるとい

うことについては重要な関連がある。」 
 

電気痙攣療法 
「特別報告官は、非修正電気痙攣療法は、重大な痛みや苦痛そしてしばしば重大な医療的結果例え

ば骨折、じん帯の損傷や脊髄損傷、また認知障害や記憶喪失の可 能性などをもたらすことがあるこ

とを明記する。非修正電気痙攣療法は医療行為として許容されることはできず、また拷問あるいは

虐待を構成しうる。修正電気 ショックの形態であれ、当事者の自由なインフォームドコンセントに

もとづいてのみ行われることはきわめて重要である。この自由なインフォームドコンセント には、

副作用や心臓への影響や混乱、記憶喪失さらには死亡といったリスクの説明を受けること含まれ

る。」 
 

非自発的収容 

障害者権利条約とその交渉過程の歴史に触れ、障害に基づいた自由の剥奪は他の要素例えば｢自傷他

害のおそれ｣あるいは｢ケアと治療の必要性｣といった他の根拠を伴ったときでさえ認められないと

している。 
 「特定の事例においては恣意的あるいは不法な障害の存在を根拠とした自由の剥奪はまた個人へ

重大な痛みや苦痛をもたらす場合もあり、したがって拷問禁止条約の対象となる。自由剥奪による

苦痛の影響を検証するには、施設収容の期間、また拘禁や処遇条件が考慮されなければならない。」 
 

国連人権機関 

国連高等人権弁務官事務所は拘禁下にある障害者についての情報ノートを発行し、また施設拘禁を

経験した人の体験記を公表している 
「障害者権利条約は障害の存在に基づく自由の剥奪は国際人権法に反しており、本質的に差別であ

り、そしてそれゆえに不法であることを明確に宣言する。障害に加えて追加の根拠が自由の剥脱の 
正当化に使われる場合に対してもこうした違法性は拡大して認められる。追加の根拠とは例えばケ

アや治療の必要性あるいはその人や地域社会の安全といったものである。」 
 

結論 

国家は、強制的精神医療の介入を国家の権限として行いあるいは許可することは、障害者の人権に

反していること、そして拷問あるいは虐待の責任を負うこともありうることを理解しなければなら 
ない.[障害者権利条約は、われわれに、基本的仮説を再検証し、よりよいものとする機会を提供し

てくれる.. 
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障害者権利条約のロードマップ 

精神障害者の法的能力を平等に認め、非強制的な支援された意思決定へのアクセスを提供すること 
精神障害者団体と緊密に協議し、差別的な法律を廃止し、障害者権利条約に即した支援とサービス

を履行すること 
障害にかかわらない中立的な法律と合理的配慮(非強制的)こそが、法律体系に対して精神障害者が

懸念を表明し続けてきたことに対する好ましいアプローチである 
 

情報収集のために(英文） 
tminkowitz@earthlink.net 
www.wnusp.net 
www.PsychRights.org 
www.un.org/disabilities 
http://www2.ohchr.org/english/issues/disability/index.htm 
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisabilityDoesNotJustifyDetention.aspx 
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/60UDHR/detention_infonote_4.pdf 
本報告中の、障害者権利条約邦訳は以下サイト掲載の川島聡＝長瀬修 仮訳（2008年5月30日付） 
より引用させていただいています。 
 http://www.normanet.ne.jp/~jdf/shiryo/convention/index.html 
その他の訳は山本眞理によります。 
 
 

１１．２４集会の基調                               龍眼 

 
心神喪失者等医療観察法は2005年7月に施行された。法の付則により、2010年が見直しの時期

となる。この間のデータ等は資料に譲るとして、主な問題点を再確認したい。まず、法案審議過程

で批判され続けた、再犯の恐れ要件がそのまま残っている。文言の手直しに終わり、本来不可能な

未来予測が前提となっている。未来予測は不可能だろう、と言うと、法律に書いてあるという始末

である。法律に書いてあれば、不可能が可能になるということは、生物科学である医療の取るべき

立場とはかけ離れている。これは、もはや呪術の世界だ。その結果として、擬陽性の問題がおきる。

つまり再犯しないはずの人が、閉じ込められる、という問題である。再犯するかどうかは、拘禁を

解いて見なければ分からないのだから、いわば無実の罪で拘禁されているのと変わりはない。計算

してみれば分かるがこの擬陽性の人の割合は大変大きなものとなる。濃密な医療だからと言って、

そして本人の為と言い繕っても、本人の憲法に保障された、自由権、幸福追求権の重大な侵害であ

る。そもそも、再犯の恐れという未来予測は人を拘禁する理由とはなりえない。刑事犯人は行った 
法律違反の責任を取ってのみ拘禁が許されるのは、自明の理である。まだ行っていないことの責任

を取らなければならない合理的理由は存在しない。では刑法 39 条の場合はどうであろうか？ 心

神喪失の場合は無罪、すなわち責任を問わないということであり、心神耗弱の場合は取るべき責任 
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は軽減されるという事である。罪刑法定主義からいえば、拘禁の理由は無いか、減じられるのだ。

そこで、本人の医療の為というごまかしが登場する。医療のためなら、刑務所類似の拘禁施設は本

来必要ないはずだが、そうはなっていない。危険な人なのだから、閉じ込めるということが、前提

となっているわけだ。危険性というのは、その人を危険と分類する属人主義であり、罪を憎んで人

を憎まずという立場とは、正反対の立場である。つまり、危険とみなされる（予測される）人間に

人権は無いということが前提されていることが分かる。このことは、まだ行っていない犯罪の恐れ

に対処する事を合法化する事にたやすく直結する。医療観察法は治安管理社会への、重要な一里塚

であると同時に突破口になりえるのだ。 
さて、現実を少し見てみよう。まず、検察官が 39 条該当のおそれがあるとして、不起訴か起訴

猶予処分にした人間は全て医療観察法のルートにのせられる。裁判となっても、刑として一日でも

刑務所に入らなかった人間も同様である。無実、すなわち該当行為が無かったと認定されない限り、

全てである。さて、考えれば容易に分かることだが、裁判で該当行為の有無を争えない場合がある。

つまり検察の判断どまりの人々だ。つぎに問題なのは、心神喪失、心神耗弱の判断は法律判断であ

る、ということだ。検察が 39 条該当かどうかを判断する材料は簡易鑑定か鑑定である。この鑑定

は 39 条鑑定と呼ばれていて、専門の鑑定医がおこなう。裁判においても同様だが、医師に依頼し

ておきながら、裁判官は平然と、医師の鑑定意見を無視することができるのだ。これでは、専門医

の鑑定は都合よく利用されるだけと言われても仕方が無い。39条鑑定の為の期間は拘留期間には含

まれないので、精神障害を疑われた人は普通人の上限である、23日を超えて拘束される。さらに医

療観察法のルートに乗せられると、医療観察法 37 条鑑定というのが待っている。要するに医療観

察法の医療が必要かどうかの鑑定である。ここで、再犯の恐れという未来予測が勘案されるのは言

うまでも無い。この期間は2ヶ月であるが、もう1ヶ月は延長することが出来る。 長約4月間拘

束される。しかも、その間の医療保障の定めは無い。普通、ここまで拘束されると、会社の席はな

くなるだろう。 
37条鑑定の結果をうけて、審判が開かれる。これは審判であり、裁判ではない。当事者の人間と

しての権利が奪われているのは、弁護士ではなく、付添い人という形でしか弁護士が付かないこと

からも明らかである。当然、通常の裁判で被告に与えられるはずの権利は制限されている。審判は

医師と裁判官の2名による合議で行われるが、これに精神保健参与員が加わることもある。事実認

定は裁判官の専権事項である。つまり、事実認定についても、通常の法廷で争う時にある、弁護側

の権利を制限しているのだ。医師と裁判官の 2 名の一致で審判結果がだされることになっている。

ところで、現在診療報酬上は、入院3月だけ、急性期として、点数が高い。審判が終わるころまで

には、急性期の患者でも、まともな精神医療を受けていれば、落ち着いているはずだ。37条による

医療が必要と判断されれば、拘禁医療施設にいくことになる。37条による医療が必要なのに、精神

保健福祉法の医療で代用することは、許さないとの 高裁の判示がでている。そのため拘禁施設は

満床となり、ご存知のような法の根幹を破壊しその存立自体の論拠を自ら破棄する厚生労働省令

133 号がこの 8 月 1 日に出されるに至っている。もはや、医療法とも呼べないむき出しの応報刑、

保安法として、存続を図っている状態である。 
次に出口である。医療観察法のクリティカルパスによれば、1年半で退所のはずである。これは、 

東京都の社会的入院の定義が1年であることを考えれば、長い。拘禁施設の医者が判断すると、退

所の為に再び審判が開かれる。問題はここで審判所が拒否する例が見られることである。理由の多

くが環境調整である。これは、医療側がもう拘禁の必要が無いと判断しているのに拘禁を続けると
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いう、いわば社会的拘禁入院である。また、地域に出したとたんに、医療観察法のみならず、自立

支援法、精神保健福祉法のもとに組み入れられる。退所して、精神保健福祉法での入院をする例も

ある。対処した後原則3年間は保護観察所のもとに置かれる。これはさらに2年延長できる。その

間の予算措置は拘禁時と比べると著しく低い。 
 社会的入院の解消と精神医療の底上げは医療観察法を作るときに車の両輪とされてきたはずであ

る。来年度概算要求で、拘禁施設のための予算は221 億、その為の、住民対策費は 12 億である一

方、退院促進の予算は17億に過ぎない。ペテンではないか。 
 自立支援法の下、本来公的責任である社会福祉が大きく民間に委託されている。民間は公的な委

託業務を、まるで対等な契約者のように振舞って、当事者を平気で選別する。これは社会福祉法61
条への明確な違反行為である。 
また、新自由主義の名の下に、農産物の輸出入自由化、民営化、規制緩和、労働市場の柔軟化、

治安管理国家化が推し進められてきている。障害者問題も、この波にまきこまれ、人々の貧富の格

差も拡がってきた。医療観察法は多くの意味で、こうした政策に奉仕する、民の力を借り、官の治

安管理を進め、法の規制をないがしろにする、突出した法律としてある。廃止の為に共に戦おう。 
 

 

       
 
★ 相原久美子 参議院議員 
 
 「なくそう！差別と拘禁の医療観察法11・24全国集会」の 

       ご盛会を心からお喜び申し上げます!! 

 
 会場にご参集の皆さん、おつかれさまです。参議院議員の相原久美子です。本来であれば直接ご

挨拶を申し上げなければならないところ、書面でのメッセージとなりますことをお許しください。 
 「心神喪失者等医療観察法」が施行されてから、すでに三年以上が経過してしまいました。この

間、隔離収容、差別偏見を助長するこの法律によって、誤った審判などを受けた三人の方が、日弁

連に人権救済申し立てをしていることは、皆さんご存知のとおりです。 
 また、指定入院医療機関不足に起因する代理病床を省令改正によって“正当化”する一方で、遅々

として進まない精神医療福祉の向上・社会的入院の解消等々の現状は、法制度自体が破綻している

ことの証明に他なりません。 
 懸念されていたことが現実となってしまっていることに対して、非常に歯痒く思うとともに、国

会議員としての責任を改めて痛感しています。法律の附則に書かれている施行５年後の国会報告、

検討結果を受けての「法整備」の時期が迫りつつありますが、国会は今度こそ誤りのない判断を立 
法府の責務として果たさなければなりません。 

１１．２４集会集会によせらせた国会議員 

からのメッセージ 
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 私も皆さんの期待に応えるよう、努力をいたしますことをお誓い申し上げつつ、集会にあたって

のメッセージとさせて頂きます。 
 ともに頑張りましょう！ 
 
 ２００８年１１月２４日 
                               参議院議員  相原 久美子 
 
★ 今野東 参議院議員 
 

なくそう！差別と拘禁の医療観察法11/24全国集会へのメッセージ 

 
 心神喪失者医療観察法の廃止を実現しようとお集まりの皆さん、大変ご苦労様です。民主党の参

議院議員今野東です。休日のため地元での活動が入っており、メッセージで失礼させていただきま

す。 
 2005 年に施行された医療観察法ですが、厚生労働省が準備するとしていた指定医療機関が 6 割

に満たない現状を見るにつけ、政府の｢拘束ではなく高度な医療｣と言う建前が崩れ、現場では矛盾

が噴出し、大変な事態に陥っていると思います。 
 2010年には同法の見直しがなされるのですから、来年は勝負の年になります。 
 精神しょうがい者への差別と人権侵害に反対し、精神科医療を充実させるために、多くの人々が

力を合わせていくことが必要です。私もこの問題への理解を深め、皆さんと問題を共有していきた

いと思っています。ともに頑張りましょう。 
 
 2008年11月24日 
                                  参議院議員 今野 東 
 
★ 谷博之 参議院議員 
 

なくそう！差別と拘禁の医療観察法11/24全国集会へのメッセージ 

 

数の横暴で施行された医療観察法は、皆さまご存知の通り現場で様々な問題を引き起こしており

ます。 
私たち民主党は６月にまとめた障害者施策中間報告の中で、「精神障がい者が地域社会で自立した

生活を営むことができるようにする観点から見直し、新たな精神医療体制を構築する」との大方針

を示しております。この方針に沿って今後医療観察法の存廃、改正についても皆さまのご意見を拝

聴しながら、しっかりと議論をまいる所存です。 
 

参議院議員 谷 博之 
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★ 古川元久 参議院議員 
 
 ｢なくそう！差別と拘禁の医療観察法 11.24集会｣の開催にあたり、厳しい条件の中、地道な粘 
り強い活動を続けてこられたご関係の皆様方に、心より深い敬意を表します。 
 2003年与党の強行採決、2005年からの施行以来さまざまな矛盾、人権侵害が指摘されておりま

す。 
 廃止を目指して、皆様方とご一緒に頑張ってまいります。 
ご出席の皆様方のご健勝を心よりお祈り申し上げます。 

 
平成20年11月24日   

      参議院議員 古川 元久  
 
★ 保坂展人 衆議院議員 
 
  なくそう！差別と拘禁の医療観察法11.24全国集会参加の皆様へ 

 
 本日は所用により出席でき誠に申し訳ありません。 
 2003年に｢医療観察法｣の成立に反対いたしましたが、基本的な立場は当時といささかも変わりま

せん。これからも悪法の廃止に向け尽力したいと思います。あらゆる差別に反対し、人権が尊重さ

れる社会を目指してともに頑張りましょう。 
 
         2008年11月24日 
                           社会民主党 衆議院議員 保坂 展人 
 
★ 松野信夫 参議院議員 

メッセージ 

 
「なくそう！差別と拘禁の医療観察法 １１．２４全国集会」にお集まりの皆さん、大変ご苦労 

様です。医療観察法をめぐる皆様方の闘いにあらためて深甚の敬意を表するものです。 
 医療観察法が施行されて３年４ヶ月が経過しておりますが、いよいよその問題点が明らかになっ

てきましたし、２０１０年の正式な見直しまで時間も迫ってきました。もともとこの法律自体、国

会での審議の時から極めて問題が多く、国会内外からも厳しい批判がなされておりましたが、強行

採決で成立したものです。しかし法施行前から指摘されていた問題点は相変わらずであり、ともす

ればこの法律のもとで進められる医療がまさに現代の保安処分という実態になりかねないものです。 
 本年１０月には国連自由権規約（Ｂ規約）委員会からもあらゆる自由の剥奪に適用される問題点

も指摘される有様です。私もこうした指摘を真剣に受け止めなければならないと考えております。

人権擁護を強く訴えて皆様方と一緒に今後とも闘うことをお誓い申し上げメッセージとさせていた

だきます。 
 ともに頑張りましょう。 

民主党 参議院議員   松野 信夫 
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★ 松本剛明 衆議院議員 
 
 人権を守る立場からの「医療観察法をなくす会」のご活動、並びにこの度の全国集会開催にあた

り関係各位のご尽力に敬意を表します。 
制定の際から懸念されてきた通り、同法について種々問題が生じてきたとの報告を聞いておりま

す。 
立法府として責任ある対応が必要であると認識しております。 
皆様のご活躍と集会のご成功を祈念いたします。 

 
                                衆議院議員 松本 剛明 
 

 
  
ネットワークは昨年１２月１６日、日本弁護士連合会に対し申し入れを行いました。「なくそう！

差別と拘禁の医療観察法１１／２４全国集会」決議文「共同声明」や資料集などを提出しながら、

「廃止へ！」へのネットワークの考え・思いを直接伝えるための、１０月１４日に続くものです。

ネットワークからの参加は５人、日弁連からは刑事法制委員会医療観察法部会事務局長の伊賀興一

さんと事務局の橋本さんです。 初にネットワークからこの申し入れの趣旨を説明し、１１／２４

全国集会の決議文「共同声明」を読み上げ、私たちの基本姿勢を伝えました。伊賀さんからは、「日

弁連として医療観察法に関するスタンスは決まっておらず、現在議論中。廃止を要求すべきとの意

見もある。現時点では保安処分の施行と言うかどうかの意見は一致していない。保安処分か医療法

かの綱引きが行われている。この議論はあと半年かかるだろう。たぶん見直しについては①医療法

として純化へ、②付き添い人活動で障害になったり壁になったりしている点は修正へ、③一般精神

医療の改善、の３点について改正を求めることになるのではないか。この問題は大きな取り組みと

したいので、議論は医療観察法部会から刑事法制委員会さらに全国討議へと、執行部が反対できな

いというレベルまで行っていきたい」等々が話されました。ネットワークの「結論を出すまで精神

科医と当事者との話し合いをしてもらいたい」との要請には、伊賀さんから「やります」との返答

がありました。 
  国会での医療観察法案審議中では制定阻止に向けて共に闘った日弁連ですが、現時点では「日弁

連として医療観察法に関するスタンスは決まっておらず、現在議論中」とのことでした。このよう

な現状のなかで、日弁連に「廃止へ！」の運動の存在を知らしめ、当事者の声を直接届けることが

できたことは意味あることと思います。日弁連の結論・見解がいかなるものであれ、以降の関連す

る様々な政策の在り方に大きな影響をもたらすものであることは言をまちません。私たちの以降の

話し合い要求に対し、伊賀さんは了承しました。今回はネットワークからの申し入れとして２回目

でしたが、これからも引き続き、日弁連に対する申し入れを行っていく必要があると考えています。  
（Ｈ） 

News １ 
   １２．１６日弁連への申し入れの報告 



 13 

2009.1                           ネットワークニュースNO.16                           

 
資料 日弁連への要請書 
                               ２００８年１２月１６日 

日本弁護士連合会 御中 
   
                         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 関口 明彦 
                 連絡先 東京都板橋区板橋2-4-10-203 ヴァンクール板橋 
                                                        北部労働者法律センター気付 
                                                  e-mail:kyodou-owner＠egroup.co.jp 
 
                             要   請   書 
 
 人権擁護の立場からの日本弁護士連合会の日頃の活動に敬意を表します。１０月１４日には心神

喪失者等医療観察法（予防拘禁法）を許すな！ネットワークの要請にお応え下さり、私たちの声を

直接聞く場を設定していただきましたことに、改めてお礼を申し上げます。 
 その場でも話をし、貴弁護士会の個々人の皆さんにも御参加いただけるよう要請致しましたが、

去る１１月２４日に、国立武蔵病院（精神）強制・隔離収容施設問題を考える会、医療観察法をな

くす会、それに私たちの３者による共催で「なくそう！差別と拘禁の医療観察法１１／２４全国集

会」を開催しました。別紙「報告」にありますように、全国から１１９名の方々の参加をいただき

ました。また、国会開催中のお忙しい 中ではありましたが、衆・参国会議員７名の方々からもメ

ッセージが寄せられました。集会は、医療観察法は廃止しかないことを再確認し、「見直し」の２０

１０年を廃止の年にするために更に闘いを強化していこう、との決意を確認しあうことができた意

義あるものだった、と私たちは考えています。 
 いま、医療観察法の２０１０年「見直し」に向けて関係諸団体がさまざまな動きを示しておりま

す。貴連合会の刑事法制委員会でも、医療観察法について議論・検討をし、現在、意見集約の段階

にあると聞き及んでおります。改めて指摘するまでもなく、貴連合会による見解は、いかなるもの

であれ、以降の関連する法や様々な政策の在り方に大きな影響をもたらすものであることは言をま

ちません。どのような見解を示されるのかを、多くの関係諸団体・個人は大きな関心をもって注目

しております。 
 １０月１４日にも、１１／２４集会の決議文を提出したいので、そのときはまたその場を設定し

ていただけるよう要請致しました。つきましては、本日ここに、１１／２４集会の決議文として採

択された「共同声明」を提出するしだいです。あわせて、「廃止へ！」の私たちの考え・思いに直接

耳を傾けていただき、検討の一材料としていただければと考えております。 
 お取りはからいのほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。 
                                          以上  
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  10月27日に、都庁職病院支部松沢分会との交流を持ちました。 
  
＊ 分会長中田さんの話 
・ 病院の職員数が減っている。 
・ 観察法の病棟については、担当に一人看護長が配置されている段階で、まだ細かい提案等はな

されていない。 
・ 建設費は、100％国が出すことになっている。 
・ 4月24日に、住民説明会が行われた。町内会のレベル。 
・ 八幡山の住民は病院に理解があるが、上北沢(高級住宅街)の住民にはそれはなく、観察法の施

設が外に近すぎるというので、当初予定されていた場所から変更されている。 
・ 施設を作るとなるときちんとした人員が必要だが、岡山県では他の病院があおりを食っている

し、武蔵では司法病棟を中心に退職者が増えている。都の行財政改革で来年度までに 4000 名削減

しろといわれているが、今はまだ1400名の削減。金がついてくるのと、人がつくとは話しは別で、

精神科も同様。病院経営本部による松沢病院の査定は入っていないが、建物ができると人なしでは

いけないので、人の病院間での取り合いになるのではないかと思う。 
＜自治労＞ 
・ 自治労として、8月の大会で基本方針｢法理念、運用は間違っている。一旦止めて立ち止まって｣

を再確認した。 
・ 衛生医療評議会としては基本線は下ろさないが、どこかで基本的な条件の話をしていかざるを

得ない。事務局長の松井さんは、今は自立支援法を抱えているが、もう1回は観察法の話をという

ところ。 
・ 来年1月中旬に徳島で地域保健精神セミナーを開催予定。分科会を一つ持つので、どういう組

み立て方をするのかを議論している。自分も担当の一人なので、伊藤哲寛さんを呼ぶかどうか考え

たい。 
・ 県立の病院が動き出したので、これからは情報が入りやすくなる。 
 
 

 
 
 
医療観察法が実質的な破綻状況にあるにもかかわらず、東京都は都立松沢病院の全面建て替えと 

News 2 
松沢労組との交流 

News 3 
都立松沢病院の医療観察法拘禁施設建設始まる 

―１２．２「工事説明会」に参加して 



 15 

2009.1                           ネットワークニュースNO.16                           

 
併せて拘禁病棟建設を強行しようと、去る１２月２日に新築工事説明会を開いた。２００８年１１

月に着工し、30床フル装備／鉄筋２階建て／２４時間警備／2重電動扉／2重フェンスで囲った「病

棟」を数年で完成させるというもの。 
私は八幡山駅で公安警察に囲まれながら医療観察法ネットのビラを配布し、その後、住民の反対

で位置が変更された真っ暗な建設予定地を眺め、１８時半から体育館で開かれた説明会に参加。参

加者は１００人程度でガラガラ。都病院経営本部・松沢病院作成の医療観察法に関するリーフ、都

財務局・工事業者の工事関連資料が配られる。 
説明会は冒頭から、主催者が“今日は医療観察法の説明は省略し、基礎工事に関する説明のみに

する”と表明、論議を封じこめセレモニーにしたいとの意図がありありと見える。しかし前列に座

っていた住民から“松沢病院の外来患者だが、町内会・商店会の人ばかりで地域住民がきていない。

説明責任を果たしていない。ノーマライゼーションに反する”と強い批判、さらに“怖い、心配し

ている”住民からは“作ると勝手に決めた、1軒 1 軒周知していない”との批判の声があがる。当

局は困惑しながら 11 月から始めた地域連絡会議や警察・消防・学校・町内自治会・商店会代表と

の連絡協議会（過去３回開催)で意見交換をしていると答弁したが、それらの間で交わされた文書回

答などの開示は拒否する始末。“病院の図面を何時公開するのか”との質問にも“セキュリティー保

持などのため図面を出せるかどうかは検討”と実質的に拒否。工事車両が使う門についても変更し

ないと拒否。住民の間からは“出席者の質問にまともに回答しないのがこの説明会の特徴だ”と断

罪される。野次が飛び騒然とする中で、医療観察法は保安処分だと批判する仲間が３人（私もあま

りのひどさに発言)抗議し回答を求めたが、司会が“これ以上やっても議論がかみあわない”と一方

的に説明会打ち切りを宣言、終了した。 
反民主主義的というしかない「説明会」は医療観察法の差別的・強権的本質をよく表わしている

ことを実感させられ、暗澹とした思いを抱えながら帰途につかざるをえなかった。（Ｓ） 
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【医療観察法追加情報】 
 
○国立病院機構久里浜アルコール症センター(神奈川県)に、17床の第２病棟平成２０年度中に開棟

予定 
 国立病院機構琉球病院に、既存の17床にくわえる17床を平成２１年度中に増築開棟予定 
 都道府県県立では、すでに開棟の３病院、建設準備中の４病院にくわえて、長野県立駒ヶ根病院

の5床が建設準備中となる 
○厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課長は、平成20年12月8日に、障精発

第1208001号をもって、各都道府県・指定都市精神保健福祉担当部(局)長にあて、法対象者の地域

地域社会における処遇が円満にすすめられるよう、精神保健福祉法および障害者自立支援法を活用

し、また社会復帰調整官に積極的に協力したい、などを内容とする通知を発した。 
 

資料 省令改正に対する学会の見解 

                         

１ 日本病院・地域精神医学会 理事会 

 

   医療観察法省令改正に反対する見解 
 「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療および観察

等に関する法律に基づく指定医療機関等に関する省令等の一部を改正する省令（案）等について」

の概要が２０年７月付けで公表され、７月１８日から２５日までの極めて短期間の意見募集（パブ

リックコメント）が行われ、８月から実施されている。 

 日本病院・地域精神医学会は医療観察法に関心を抱き、本法の成立に対しては一貫して反対の意 
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見表明をしてきたが、かねてより重大な関心を抱いており、今回の省令改正案には看過できない問

題があると考えるので、以下の通り見解を述べる。 
 

                  記  

 改正省令は指定入院医療機関の医療観察法病棟以外の病床（特定病床）と、国公立病院や精神保

健福祉法に規定する「指定病院」（特定医療施設）にも臨時の措置として対象者を入院させることが

できるとするものである。 

 省令改正の背景には、指定入院医療機関の整備の遅れに伴う病床不足があり、審判において指定

入院医療機関への入院の決定がなされた対象者が、入院先がなく、鑑定入院を行った医療機関に「指

定入院医療機関からの外泊の形での入院」が継続されるという重大な人権侵害に相当する入院処遇

すら行われている。 

 この間の医療観察法の運用をみると、極めて軽微な対象行為に過ぎない者が法の対象者として指

定入院医療機関に入院しており、それとは逆に指定入院医療機関の病床不足のため、申立ての取り

下げや却下も行われるなど、法の恣意的な運用がなされている。また、昨年７月には、医療観察法

の申立てがあった事例について、原審（地裁）は精神保健福祉法による入院で足りるとしたが、検

察官による抗告で高裁は原審取り消し・差し戻しの決定をした。それに対して対象者からなされた

再抗告を、 高裁は棄却し、法の厳格な適用を求めているが、このような法の恣意的な運用と機械

的な適用との相反する事態すら生じており、本法の対象者である精神障害当事者には説明不可能な

事態を招いているといわねばならない。 

 このたびの厚生労働省の省令改正は、臨時的な措置としながらも、指定入院医療機関（病床）以

外の場所での対象者処遇を可能にするものである。しかし、省令改正によって設けられた特定病院

は治療や社会復帰に関する自律的な医療権限は何ら担保されておらず、一時的収容施設に過ぎない。

指定入院医療機関は本法の根幹をなす施設であるにもかかわらず、省令改正という姑息な手段で特

定病院との冠を付けることにより、事実上一般精神科医療の中に医療観察法を導入することは、国

がこれまで医療観察法の制度を説明してきた論理を自ら放棄すると共に、その制度的な破綻を認め

ているといわねばならない。 

 以上から本学会は、このたびの省令改正に反対の態度表明を行うとともに、法そのものの存続に

も反対するものである。 

                             ２００８年10月25日 

                             日本病院・地域精神医学会理事会 

                                    理事長 白澤英勝 

２ 日本精神神経学会   法・倫理関連問題委員会 

平成20 年１１ 月15 日 
  
「医療観察法に基づく指定医療機関に関する省令の一部を改正する省令」に関する見解 

一あらためて医療観察法を凍結し、精神科医療を再建することを求める一 

 
日本精神神経学会   法・倫理関連問題委員会 

                            委員長 富田 三樹生 
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Ⅰ  医療観察法の施行体制の変更について 
  平成20年8月１日付けで、「心神喪失者等の状藤で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等 
に関する法律に基づく指定医療機関等に関する省令(平成17年厚生労働省令第117 号) 」の一部を

改正する省令(厚生労働省令第 133 号。以下 「改正省令」という。)が施行され、上記省令 117 号
の附則第2 条が変更された。 
  この改正省令により、指定入院医療機関において病床が不足する間、暫定処置として 「特定病床」

及び「特定医療施設」への対象者の入院が可能となった。 
これは、措定入院医療機関の整備が進まず、この法による入院医療が必要とされた対象者の入院

治療に必要な病床が不足している現状に対する応急処置としてなされたものである。 
 
  医療観察法は平成17年7月15日に施行されたが、施行間もない平成17年1O月28日、厚生労

働省は各都道府県知事あて障発10228002号を発し、医療観察法指定入院医療機関の整備方針を変

更するとともに，その方針に沿って全国の都道府県に対して指定入院医療機関整備の協力を依頼し

た。この指定基準の変更は、 
  １) 小規格病棟・病床の設置を認めた。 
  ２）都道府県による指定病床数を当初予定より減らし、国立関連の指定病床数を増やした。 
の2点を中心としたもので、いずれも措定入院医療機関の整備が進まぬ実情を補うための変更であ

った。当委員会は平成１8年4月24日付けの委負会見解で、この方針変更を強く批判し、医療観察

法の凍結を求めた。この 「小規格病棟，病床」の導入によっても指定入院医療機関の病床不足は解

消されず，審判によってこの法による入院治療が必要とされた対象者が、指定入院治療機関に速や

かに入院できないといぅ状況が現出している。この慢性的な病床不足を解消するための、更なる応

急処置として今回の改正省令が施行されることになった。 
 
 Ⅱ  あらためて医療観察法の凍結と精神医療の再建を求める 
  厚生労働省がこれまで示してきた指定入院医療機関の整備に関する度重なる方針変更は、医療観

察法の目的の問題点、医療観察法の実施体制と精神保健福祉法に基づく医療との関係の矛盾の結果

である。 
  今回の改正省令においては，医療観察法による入院治療が必要とされた対象者が、精神保健福祉

法に基づく通常の精神科医療を提供している精神科病院、病床において入院治療を受けることを認

めている。このうち「特定医療施設」については、いくつかの基準が示されている。しかしそれは、

いわゆる精神科救急病棟や精神科急性期病棟を有しているという基準であり、もしくは一定の看護

基準を満たした上で精神保健福祉士や作業療法士を配して SST などを行っていれば認めるという

程度の基準に過ぎない。さらに「特定病床」については、指定入院医療機関を有する病院であれば、

設備面でも人員面でもなんらの改築や増員を行うことなく認可されることになっている。 
  医療観察法は、これまで多くの批判に曝されながらも、それまでの我が国の精神科医療に用いら

れたことのない潤沢な人的資源と医療環境に裏付けられていた。しかし、今回の改正省令によって、

その医療観察法による入院医療も、精神科特例等によって貧しい医療環境を余儀なくされてきた精 
神保健福祉法による一般の精神科医療と同じ水準に切り下げられることになった。このような切り

下げが、殆ど議論らしい議論が行われることなく施行されたことは容認できない。 
  このようななし崩し的な取り繕いを余儀なくされ、医療観察法はずでに破綻している。厚生労働 
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省はすみやかにこの法の運用を凍結し、以下の課題を解決しなければならない。 
１） 指定入院医療機関の整備が進まず、病床不足が続いていることについて、その整備状況を明ら 
かにするとともに、整備が遅れている原因の分析を早急に行うこと。 
2) 現時点で指定入院医療機関の病床数がすでに不足している状況と思われるが、審判によってこの

法による入院治療が必要ときれた対象者で、すみやかに指定入院医療機関に入院できていない人た

ちがどのような処遇を受けていたのかを明らかにすること。 
3) 破綻した医療観察法の運用を凍結し、十分な財政的裏付けを伴う精神科医療全体の抜本的改革を

図ること。                              以上 
 

     

共同声明  

私たちは医療観察法の廃止を求めます 
2008年11月24日 

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 
 

 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 
 

共同声明への賛同をよろしくお願いします 

次のページをコピーしてFaxして下さい 
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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。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

共同声明に賛同します。 

[名前](個人でも団体でも賛同できます。ペンネームも可です。出来れば肩書・所属などもお願い

します) 

 

 

 

[住所](都道府県名はご記入ください) 

 

 

 

[連絡方法](電話・ＦＡＸ・ＭＬ・郵送など) 

 

 

 

[公表の可否](○で囲んでください) 

            可           不可 

 
●私の一言 
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【共同声明運動の要領】 
■共同声明は、院内集会や各種集会毎に更新・配布し、社会的にアピールする力にします。また「私

の一言」をビラやＨＰなどに掲載することがあります。 

共同声明運動は２００９年７月まで続けます。周りの人にも働きかけてください。 

■個人でも団体でも賛同できます。ペンネームも可です。個人情報は医療観察法廃止運動以外には

使いません。 
■共同声明の 終集約先は「医療観察法をなくす会」です。郵送・ＦＡＸあるいはメールでお送り

下さい。 

 ・〒１１３－００３３ 東京都文京区３－１８－１１ ＹＳビル３０２ 

            東京アドヴォカシー法律事務所気付 医療観察法をなくす会 

 ・ＦＡＸ ０３－３９６１－０２１２ 北部労働者法律センター気付  

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 

・Ｅｍａｉｌ：ｒｅｂｏｏｔ２０１０－ｏｗｎｅｒ＠ｙａｈｏｏｇｒｏｕｐｓ．ｊｐ 

■共同声明を広げるためには多大な費用がかかります。出来ればカンパをお願いします。 

［振込先］郵便振替口座  00130-3-357697 口座名義 医療観察法をなくす会  
＊共同声明賛同カンパとお書き添えください。 
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2009.1                           ネットワークニュースNO.16                          

 

 

   
 

 

２０１０年の医療観察法の「見直し」を１年前に控えた今年、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いきたいと考えています。 
 というわけで、以降の会員拡大による収入増は今後の闘いに不可欠です。 
  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） 
 
 
 

ネットワーク会員になってくださ

い！ 
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○会員： 個人会員 一口 ５００円、 団体会員 一口 １，０００円 
○郵便振込： 口座 ００１２０－６－５６１０４３、加入者名 予防拘禁法を廃案へ！ 
 
 

 
 2005 年より施行が強行された医療観察法は、様々に綻びを取り繕いながら、２００８年８月末  

現在 １１９７人がこの法律の適用を受けているのが実態です。 

 施行5年後の2010年には、その見直しをすることが明言されています。今年はその意味で、この

法律の帰趨を決める重大な年に当たります。 

 多くの皆さんと共に、法の廃止の闘いを強化するために力を合わせていきたいと思います。 

 全国より｢地域での取り組み｣｢この法について思っていること｣などをこの誌面に報告してほしい

と思います。 

 

● 今年は2ヶ月に１回 奇数月に発行予定をしています 

 

● 原稿の締め切り 第一土曜日 
   
● 発行日     第３土曜日 
 
 原稿をお待ちしています。 
 
 
 
編集後記 
＊ 世界大の金融恐慌の中で、戦後のアメリカ主導の政治経済体制は崩壊の危

機を迎えています。２００９年の幕開けは、悲惨にもイスラエルによるガザへ

の無差別の空爆の中で、迎えました。１２月２７日のイスラエルの空爆の開始

より、既に1,000人以上の命が失われているといいます。そういう中、今日知

り合いの日本人医師Ｋさんがガザに入域したとの新聞報道がありました。そん

な報道に触れながら、編集後記を書いています。＊ 施行 4 年目に入った｢医

療観察法｣もまた、正念場を迎えています。今年は、皆さんと共に、廃止の戦

いを共にしたいと思います。＊ 今年もよろしくお願いします。原稿をお寄せ

ください。 

ネットワーク・ニュースの 

発行について  編集部から 


