
1 
 

 

   ネットワーク・ニュース NO.２７ 

   201１年 ６月１８日発行 
   発行 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 
  
  連絡先 板橋区板橋２-44-10-203ヴァンクール板橋北部労法センター気付 
   e-mail :ｋyodou-owner@egroups.co.jp    

 
    郵便振替口座 00120-6-561043  加入者名 予防拘禁法を廃案へ！ 

                                          June 2011 

目次 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿               
医療観察法―現状と問題点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 
資料 災害と障害者 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６

日本社会臨床学会。報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１  
お知らせ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２ 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿      
 

 

医療観察法廃止！全国集会開催 
 
昨年２０１０年は医療観察法が施行されてから５年が経過し、国会報告と法見直しの年でし

た。この間、ほとんどと言っていいほど明らかにされてこなかった法の運営実態が詳らかにさ

れることが求められていました。 
しかし、厚生労働省、法務省は具体的な実態が一切明記されていない表面的な数値を並べた

だけの報告書を作成し、２０１０年１１月２６日に国会報告の閣議決定を行いました。国会の

場で一切の議論をすることなく、議員に配布するだけで国会報告としたのです。 
これに対し、ネットワークでは、２０１１年２月２２日に中島直医師、池原毅和弁護士を招

き、国会報告についての検討会を行いました。また、３月１１日には院内集会を開催し、運営   
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実態を詳らかにするよう訴えました。 
そして、今回の全国集会では、これまで行ってきた議論から国会報告では明らかにされるこ

とがなかった医療観察法が抱える問題点を改めて指摘し、明らかにされなければいけない問題

点は一体何かを皆さんと共に考えて行きたいと思っています。 
 
日 時 ：７月３１日（日） １３：３０～１６：３０ 

集合時間：１３：００ 

開催場所：中野区勤労福祉会館 

中野駅南口より徒歩５分 03-3380-6946 

当日問合せ先 090-6122-7700 ※当日のみ有効 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共同呼び掛け  

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 
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                                 大賀達雄 

１ はじめに 

「医療観察法」は、2001年6月に起こった大阪池田小学校児童殺傷事件を契機として、当時

の小泉首相の｢保安処分新設｣の発言を受けて、与党＝自民党を中心に国会上程が準備され、最

終的に2003年7月に当時の与党3党の強行採決により成立した法律である。その後2005年7

月15日より施行が開始され、昨年７月、法の附則第4条で「国会報告」及び必要な「検討を加

える」ことが明記された５年目を迎えた。 

昨年11月26日に、菅民主党政権は法務省、厚生労働省より提出された心神喪失者等医療観

察法の5年間の施行状況に関する「国会報告」1を了承する閣議決定を行った。この報告は、施

設の整備状況や審判による処遇の決定及び処遇終了の状況などを報告しているにすぎない（資

料）。指定入院医療機関設置が計画通りに進まず「手厚い医療」は崩壊し、「長期入院」や、

「社会的入院」が引き起こされており、17名の自殺（入院中3名、通院中１４名）や23名の

自殺未遂が、入院や通院の処遇の中で引き起こされており、「手厚い医療」の中身こそが問わ

れなければならない。しかし、報告書はこのこと全く触れず、問題の隠ぺいがなされている。

このような報告を容認した閣議決定は断じて認めるわけにはいかない。 

 

２ 医療観察法の適用実態とこの間進行している事態 
 

2010年7月31日の適用実態は次のようなものである。検察官の申し立て件数は1860件、

地方裁判所の審判は 1755 件なされており、入院決定 1078 件、通院決定 324 件、医療を行な

わない決定303件、申し立ての却下60件である（法務省の資料）。また、指定入院医療機関は、

昨年9月30日時点で、国関係15ヵ所、都道府県関係10ヵ所、建設中が都道府県関係３ヶ所

である。これにより、整備目標７２０床のところ現在 599 床、国関係 478 床、都道府県関係

121 床である。このため、省令の改正により既存の施設の病棟の一部を転用することが行なわ

れており、これは法の逸脱にあたる。一方、指定通院医療機関は全国で342ヵ所あるが、これ

も現在偏在している。 
                                                  
1 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000wvym.html 

医療観察法―現状と問題点 

―5年目の国会報告の隠蔽的対応を批判するー 
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＜この間に進行している事態＞ 

 指定外の病院も認める措置は、2008 年 8 月 1 日に省令改正によって、すなわち、指定入院

医療機関の病床に余裕がない場合、①入院決定を受けた対象者、または②入院中の対象者につ

いて、指定入院医療機関以外の医療施設（特定医療施設）または指定入院医療機関の病床のう

ち指定を受けていない病床（特定病床）において、法の「入院による医療」を行なう措置を可

能としたものである。措置の上限期間は、①の一項措置は最大 3 ヶ月、②の二項措置は原則3
ヶ月、最大6 ヶ月と規定された。しかしその後、2009 年 3 月 10 日、一項措置の上限期間を、

特定病床の場合最大６ヶ月に延長した。そればかりか、特定医療施設の人員配置基準も緩和し、

「精神科救急入院料もしくは精神科急性期治療病棟入院料を算定する病棟」より少ない基準で

も特定医療施設として認めたのである。 
 また、2007年７月25日には、最高裁判所の決定がなされた。これは、医療観察法による医

療を行なう必要はないと不処遇の決定がなされたにもかかわらず、高裁で差し戻され、再抗告

を最高裁判所は棄却し、地裁は入院を決定し指定入院医療機関に送られたケースである。最高

裁は、「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行ったものの医療及び観察等に関する申し立てが

あった場合に、医療の必要があり、対象行為を行った際の精神障害の改善に伴って同様の行為

を行うことなく社会に復帰できるようにすることが必要な対象者について、措置入院等の医療

で足りるとして、医療観察法による医療を行わない旨の決定をすることは許されない」とした

もので、これは法案の審議の過程で「再犯予測」は不可能という多くの反対意見により、その

条文が削除されたことを否定するものである。「再び対象行為を行なう恐れの有無」は削られた

が、法の目的は「同様の行為の再発の防止をはかり」（第 1 条）とされており、この法律はま

ぎれもなく治安を目的としたものである。 
  

３ いくつかの問題 
１ 自殺事例の多発 
これまでは、2007年12月、肥前精神医療センターに入院していた男性患者が外出訓練中に

行方不明になり、自殺と見られる鉄道事故で死亡した（「佐賀新聞」）事例が唯一新聞報道され

たものである。この方には、二人の看護師が付き添っていた。その後同センターでは、所在場

所が確認できるＧＰＳ機能のついた携帯電話を持たせることを試みている。 
 厚生労働省への情報開示の要求により、2009年の９月末日現在、入院では６ヶ月以内２件、

１年６ヶ月から２年以内１件、通院では６ヶ月以内４件、６ヶ月から１年以内5件、１年以上

６ヶ月以内１件、計入院３件、通院 10 件の自殺者がいることが明らかにされた。自殺の様態

は、入院では、外出訓練中に無断退去し、その後自殺１件、病院内での自殺１件、外泊訓練中

に自殺１件、通院では、自宅において自殺を図り、死亡５件、自宅外において自殺を図り、死

亡５件と報告されている。その後通院中の自殺者は14件と報告された。 
 この人数はあまりに高率であると思われるが、特に入院中の病棟内の自殺もあり、これだ

け手厚い装備のなかでも起こっていることに大きな問題がある。また、入院のプログラムで、
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内省化が施されていたと思われるが、これが自らへの攻撃性を助長したと予想される。 
 
２ 通院措置となっても精神保健福祉法の入院となっている 
 ２００８年１１月末現在、直接通院の４３％、移行通院の１２％が精神保健福祉法の入院を

している。一つには、住居探しが難しいことがあると思われる。自宅放火のために、帰る家自

体がないということや、事件のために元の住所地には戻りにくいということが指摘されている。

これらは病状的には問題ないのに、社会的な問題によって入院を余儀なくされているわけで、

「社会的入院」と言える。また、入院処遇で本来の対象を外れていて、治療反応性に問題があ

る、すなわち治療可能性のない「人格障害」や「知的障害」が入院処遇終了を言い渡されて、

通院処遇となったり、治療困難例が長期化し、処遇終了となる場合も起こっているようである。

実際、「１９年度厚生労働科学研究」によると、入院対象者３６３名のうち、鑑定書の診断に疑

義のあるものが４６名（１２．７％）、治療反応性に疑義のあるものが４０名（１１．０％）い

ると指摘されている。すなわち、そのような治療可能性のない人が、一般の精神科病院に転院

する事例となって、一般精神科病院を圧迫することになっているのである。 
 
３ スティグマの進行 
公共のセキリュティ、安全性のために、社会的な安全性が制限されており、この下にあるの

が、医療観察法である。６罪種に限って、それも病気の重さには関係なく、お金をかけ、閉じ

込めているという差別性である。それは、「再犯防止」で、精神障害者は危ないもの、「同様な

行為を行なう具体的現実的危険性」のなかで、医療を受けなければならず、そこにはインフォ

ームド･コンセントも自己決定権も認められていないのである。 
 その上、情報公開はほとんどなされないまま、地域の関連機関に本法の対象者であることを

知らしめて、地域住民へも情報提供をうたっているが、実際の運営指針は明らかにされていな

い。 
 

４ さいごに 
 
「医療観察法」は、「医療」の側面を持たざるを得ないものであったため、国は、本格的な保安

処分体制の、全社会的な導入を図ろうとしている。2010 年 2 月、法制審議会「被収容人員の

適正化方策に関する部会」の「刑の一部の執行猶予制度の導入及び保護観察の特別遵守事項の

類型に社会貢献活動を加えるための要綱案の答申を受け、法務省は「刑の一部執行猶予と社会

貢献活動」法案を上程しようとしている。 
最近の法務省による様々な動きは、「刑が終わればそれで終わり」とするのではなく、「贖罪

しないものは刑務所から出さない、死ぬまで監視・管理し、危険とみなせばいつでも収監でき

るようにする」という攻撃に繋がっている。 
「医療観察法」の見直しは、このような「再犯防止」制度を全社会的に作り出すこと、すな
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わち全社会的な保安処分体制を導入する攻撃と一体となったものである。これらの動きには

「重罰化」と「再犯防止」の思想が一貫して流れている、と思われる。 
私たちは医療観察法の施行状況の実態を明らかにしないこのような国会報告を決して認めず、

問題を隠ぺいして「見直し」を強行しようとする法務省・厚労省・国会に対して実態を究明す

る働きかけをしていかなければならない。 
精神障害者差別の医療観察法はただちに廃止しよう。 
 

（編集部）本稿は、「社会臨床雑誌」第１９巻第１号 ２０１１年５月よりの転載です 
 

 
 

 
 

 

          

（編集部）第三十二回障がい者制度改革推進会議 意見提出フォーマット（関口明彦 委員）

よりの抜粋です 

 
下記意見は全国「精神病」者集団運営委員の関口、桐原、佐々井が JDFみやぎ支援センター

に赴いた結果に基づいている。 
 
２、避難所での障害者の現状について 

① 多くの避難所では、「障害者はいない」「特別な支援はいらない」と門前払いであった。

障害者といっても、避難所の世話役の方のイメージする障害者は、車椅子の重度及び重複の

障害者などであることが多かったため、内部障害や難病、精神障害などを想定していない模

様であった。 
・宮城県内某避難所にて精神障害者の家族から聴取した内容 
自治体の保健師が、避難所で生活する障害者への支援と称して、施設や病院、よくても福祉避

難所につなぎ、一般の避難所から排除してしまうケースが相次いでいるという。こうした実態

を知る精神障害者は、自分の病状について誰にも打ち明けることもできず、不可視化されてい

る。また、単純に支援に向かおうとすれば、医療モデル的な対応に陥った、一般避難所からの

分離の可能性もあり、身動きが取れない状態であるという。 
 
《関係する資料》 
◆2011年3月31日 河北新報 

200人以上が避難生活を送る陸前高田市内の公民館。重度の知的障害のある男性が、夜中に 

資料  災害と障害者  

  
           関口明彦 
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走り回ったり、所構わず排泄をしたりするなどの行為が続いた。ほかの避難住民から「安心し

て寝られない」との不満が相次いだ。 
避難所の担当者が、地区の民生委員を通じて保健所や市役所に相談。当面、専門施設に移れ

るよう手配し、一緒に避難している母親や本人との話し合いを進めている。 
 
② 先に述べたとおり、自治体の保健師が、避難所で生活する障害者への支援と称して、施設

や病院、よくても福祉避難所につなぎ、一般の避難所から排除してしまうケースが相次いで

いる。こうした実態を知る精神障害者は、自分の病状について誰にも打ち明けることもでき

ずにいる。それは、避難所にいながらにして、外部からはわからない状態ということになる。 
肢体不自由などで外部から見てわかる障害者や精神障害者（発達障害を含む）が、自宅に

隠れるように暮らしている話しや、車の中で隠れるように暮らしているという話しを聞く。 
しかし、わかる範囲でも、避難所に障害者は、一定数以上いて、それぞれに困難を抱えて

いる。排除されている事実はあるが、少ないとは一概に言えない。とりわけ、被害の大きか

った地域の避難所には、重度の障害者もいることが多い。 
 
 具体例として精神と知的の障害がある５０歳代の男性と８０歳代の母親が小学校の体育館に

避難していたが、薬も無く、何の薬を飲んでいたかも分からず避難所生活をしているうちに、

障害による行動などで、他の避難所生活者との間で問題が起きて、避難所に居づらくなり、そ

こを出て近くの公民館に２人だけで居るところを JDF みやぎ支援センターのチームが尋ねて

いった。 
ここには保健師とケースワーカーが週に１回たずねてくると言う話だったが食料、水など物資

はほとんど無い状態だった。 
 
３、福祉避難所での障害者の現状について 

  
４、今回の災害において求められた被災障害者への支援について 

① 精神障害者の場合 

・第一に、「衣」「食」「住」であり、これがなければ、当然のごとく体調の悪化に繋がる。 

・暇つぶしになるものや、役割が必要。 

・一般の避難所にいる人で、そこにいたい場合、福祉避難所への移動や施設収容にならないよ

う、本人の弁護をするアドボケイトが必要である。 

・薬が必要である。 

・精神障害のある人による相談の電話等が必要である。 

・一般の避難所に合理的配慮として、個室等の休息ができるスペースが必要である。 

・精神科医による訪問診療活動は、一概に評価できない。 

・とりあえずの施設収容も一概に評価できない。 

・カウンセリングも、傷口を穿り返すようなものも少なくないとの報告があり、一概に評価
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できない。 

 すなわち現在の支援においては、まず全体の状況を把握することが先決であり、障害者には

在宅で確認されていない人たちもたくさん居るのではないかと思われる。 
まず情報収集などの人手が必要ではないか。 
 

５、被災障害者にとっての被害とは 

  以上の現状を踏まえ、災害時に必要な支援を体系的に考えるには、改めて障害者にとって

震災による被害とは何かを検討する必要があると思われる。下記は、被害を類型化した場合

の例示である。 

 

① 生命、身体、財産への直接的被害。 

  
塩釜市の離島にすむ障害者が、「あと１メートル低いところにいたら、自分は死んでいた」と

話していた。津波が足元まできていたという。移動困難な人の生命の保護は、移動可能な人と

比べて難しい。また、精神病院が津波による被害をうけた場合、身体拘束や隔離の処遇にある

精神障害者の避難が遅れることが想定できる。 
 
② 従来から福祉・医療のサービスを受けて生活を営んでいた障害者がこれらのサービスを利

用出来なくなること。 
 

 従来から福祉・医療のサービスを受けて生活を営んでいた障害者がこれらのサービスを利用

出来なくなることは、障害者の生命に関わることが少なからず含まれる。そのため、福祉・医

療の復旧は、電気・水道・ガス・住宅と同様、ライフラインとして考えなければならない。し

かし、そもそも、障害者の生活保障を権利ではなくサービスとして民間に任せてきた国策こそ

が、利用できない状況を招いたわけであって、第一に、こうした認識にたつべきである。加え

て、従来から問題が指摘されてきたもの（たとえば、施設中心主義）を、あえて、復旧する必

要はなく、議論を重ねる必要があると考える。すなわち、これまで自立支援法によりサービス

の利用を制限されてきた障害者に、更なる追い討ちがかけられただけに過ぎないのである。（精

神障害者については、医療を受けることが難しくなっているのではないか。実例としてうつ病

の患者である母親と娘が、薬が無いと言うことで、車で１時間かかる病院まで自衛隊の車両で

１度は行くことが出来たが薬を１か月分もらって帰っても状態が悪くなれば病院まで行く交通

手段は無く、薬がなくなっても病院まで行くことが出来ない。） 
③ 公的サービスを受けず、家族や地域社会の支えで生きてきた障害者が、こうした支えを失

うことによって、生活が困難になること。 

 
 公的サービスを受けず、家族や地域社会の支えで生きてきた障害者が、こうした支えを失

い、その後、再び地域社会の支えを獲得することは、非常に大変なことである。少なくとも、
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再び地域社会の支えを獲得するまでの間は、公的な社会保障が必要となる場合が想定され、こ

うした障害者に対しては、とくに柔軟な支援が求められる。そうでなければ、単に精神病院に

入院し、そのまま長期入院者となる場合も想定される。被災後の地域生活支援は重要であるの

に、安易な施設化に拍車がかかることを懸念している。（在宅でヘルパーのサービスを受けて

いた高齢の障害者の方が、事業所がサービスを再開して避難所でサービスを受けることになっ

たが、集団生活の中では時間内にこれまでのサービスを受けることが出来ず、ケアマネージャ

ーがボランティアで手伝いに来ているとのことだが、みんな疲れきっており常駐でボランティ

アに来てくれるヘルパーさんは居ないだろうかと言う相談を受けた。） 
 
④ 家族や地域社会の支えがなくとも生活できていた障害者にとっても、生活環境、社会環境

の急激な変化によって、生活が困難になること。 

 
 家族や地域社会の支えがなくとも生活できていた障害者にとっても、生活環境、社会環境の

急激な変化によって、生活が困難になることは、考えられる。とくに、発作や再発といったも

のは、数年単位ででていないのに、ある出来事を期に急に起こりうるものであるため、これら

が生活を困難にすることが想定される。しかし、本人が支援を要求していないならば、あえて

医学的な支援の提供を必要以上に進める必要はないと考える。 
 
⑤ さまざまな支援の欠如が、障害者を社会生活から排除する要因を生み出すこと。 

 
 まさに、福祉避難所があること自体、一般の避難所が合理的配慮をしていないためであるこ

とを意味している。2011 年 3 月 31 日の河北新報の記事からわかるとおり、一般の避難所にお

いても、他の住民が障害者を差別し、排除することに積極的である。そして、支援とは、障害

者を施設や病院、福祉避難所に移動させることと同義になっている。 
こうしたことがされている原因は、地域生活にかかる保障がないことと、排除・分離の機能

が支援として残されていることにある。排除・分離の機能が縮小され、地域生活にかかる保障

が拡大されなければならない。 
 
④ 新たなニーズについて 

  

  まず、生存に関わるニーズが満たされる必要がある。既存のサービス体系にとらわれるべ

きではない。個々の必要性に応じたサービス提供が必要で、その部分はNGOも担いうる。（食

料、必需品供給、ピアカウンセリングなど） 

  精神的に不安定になっている被災者は多いことと思うが、だからといって、すべて精神医

療に結びつけば、それでいいとは考えない。精神医療による二次的被害をうけるようなこと

は、あってはならないし、慎重に判断がされるよう、アドボケイトをつける事業を行うこと

が望ましい。 
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⑤ 行政と障害関連団体との連携について 

 精神障害者（手帳や自立支援医療費の受給をしていない者で、精神科から医療保険の請求

があった者）の個人情報がリストになることは、精神医療の対象に結び付けられ、結果とし

て不利益になる場合が想定される。 

  そのため、情報公開というよりは、行政が丸抱えしないように、障害者団体及びＮＧＯを

行政の一部を担わせたり、公的な支援制度の中に位置づけるなどして、活動を進めやすいよ

うにすべきと考える。（本人の了解を取った上でNGOに繋ぐのが望ましい） 

 

７、従来型の精神病院への入院中心から新しい精神医療の在り方に転換する好機である。 

 

中長期的に精神医療の在り方を含めて考えなければならない。安易に精神病院の再建を許

すべきではない。（東京において、避難入院されてきた方が、入院は不要と思われるとの事

例が報告されている） 

 

８、その他、救援の在り方、制度、仕組みなど、 

 

自立支援法のPCプログラムで、地区別の障害者は簡単に把握できるはずである。要支援者

の人権を考えると同時に、行政が持っているその情報を元に優先的に安否確認を行うことが

必要である。 

 

今般の事態では強制入院の要件が緩和されたが、あくまでも自由なインフォームドコンセ

ントを第一にして、精神障害者をむやみに入院に結びつけることは慎むべきである。 
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 第19回日本社会臨床学会が、5月14日、15日と帝京科学大学にて開かれました。14日は、

シンポジウム1「『発達障害』概念を問い直すー教育、精神医療の変化の中で」、15日は元大阪

府立高校定時制課程教育の山田潤さんによる講演「『教育』ではない、まず『仕事』だ」と、シ

ンポジウム２「不安定雇用をどう捉えるのかージェンダー、若者の『自立』を通して」がもた

れました。 
 シンポジウム1の「発達障害概念を問い直す」は、今日、精神科においても、人格障害が嫌

われる中で、発達障害というラベリングが急速に拡大していると思われますが、2005 年 5 月

に成立した「発達障害者支援法」以来、学校教育の中で、高機能自閉症、注意欠陥・多動性障

害、学習障害などの発達障害児が 6.3％いる（文科省）という「実態」を背景に対策が採られ

てきています。岡崎勝さん、戸恒香苗さんはそれぞれ、教育、小児科の分野での実態が話され

ましたが、教育現場では診断名はあまり意に介せずに、子供との付き合いが行われていること、

小児科においては、「知能テスト」が求められ、教育現場に送り返され、さまざまな「支援」が

大学生にいたるまで取り組まれるようになっているようですが、それらが果たして「社会」に

出たときにどれほどの力になっていくのか、という危惧が話されました。 
広瀬隆士さんは、精神科医療の現場から「統合失調症」の診断の拡大を問題化し、そこから

の脱出をもたらすものとして「発達障害」概念を取り上げました。「統合失調症」はだめで、「発

達障害」なら相対的にいいということにはならないし、医療の名の元に、彼らが排除されてい

ることこそが問題で、それを支えている「社会」の枠組みを問題化していかなければならない

のではないかと思われる。今や「発達障害」観、「発達障害」概念は急速に拡大してきており、

精神医療が塗り替えられつつあるという指摘までしている論者もいるぐらいである。そういう

意味で、このテーマはきわめて時宜にかなったものと思われます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第１９回 日本社会臨床学会の報告 

  
                大賀達雄 
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ネットワーク・定例会 

 

2011年７月１６日(土)13：00より    スマイル中野・会議室 （予定） 

 

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しています。 

 ・以下の時間帯になりますが、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。 

 

「ネットワークニュース」 は、メールでも配信しています 

ネットワークニュースをメールで受け取れる方は、郵送費節約のためにご協力ください。 

ネットワークの事務局まで、連絡ください。よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[編集後記]  

 「ネットワークニュース」をお送りします。「東日本大震災」から、早いもので３カ月がたち

ました。福島原発の事故により、放射能の汚染はじわじわと日本全土に広がろうとしています。 

そんな中、医療観察法は６年目を迎え、７月３１日に東京で集会を予定しています。参加の方

よろしくお願いします。（お） 
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