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11月 27日（日） 

医療観察法廃止！全国集会 
 

■ 日時   １１月２７日（日）１３時～１７時 

■ 講演  東 俊裕 さん （弁護士・障がい者制度改革推進会議室長、 

国連障害者権利条約特別委の日本政府代表） 
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 他に、基調報告（国会報告批判、共同声明運動の提起、 

 共同声明のめざすもの（リレートーク）など  

■ 場所  南部労政会館  
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７月３１日に中野勤労福祉会館で「医療観察法廃止！全国集会」を７７名の参加を得て開催

しました。タイトルは「実態を隠した国会報告を許さない」とし、２０１０年の国会報告では

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全体で確認していきました。 

集会の司会は主催団体の運営に携わる当事者、弁護士、医療従事者の若手３名が担い進行を

行いました。 

最初の発言は、３・１１大震災の被災当事者支援を宮城県で行っており、自らも被災を体験

した、宮精連（宮城精神障害者団体連絡会議）の山本潔氏から震災体験を報告して頂きました。

震災直後の生活は困難な状況でありながら、被災者同士で助け合いながらの生活は幸福感すら

感じていたとのこと。しかし一方で、避難所では障害者や高齢者の居場所がなく、避難しても

自宅に戻らざるを得ない状況だったそうです。更に精神病院では病棟を閉鎖化し面会謝絶にす

るといった対応をした病院もあったそうです。被災地の状況や障害者の置かれた状況を被災当

事者の視点で語って頂きました。山本さんは今後、被災当事者に対しての電話相談を継続的に

行っていくそうです。 
震災については、歴史学者の兵頭晶子氏にも発言して頂き、震災が起きて閉鎖化を強化した

精神病院の問題性が指摘されました。 
基調報告は、「医療観察法をなくす会」の池原毅和弁護士が行い、法の全体状況の確認を行い

ました。特に「安心・安全」の下に強化されて行く治安管理体制や刑の重罰化が進められて行

く中で、福祉が治安管理の道具として利用されてきていることが指摘され、その先鞭として医

療観察法が導入されてきたとのこと。その為、医療観察法だけではなく治安管理、福祉なども

視野に入れ、多くの団体と連帯し運動を作って行く必要性が語られました。 
国会報告批判は、ネットワークの大賀達雄氏が行いました。１７名の自殺と２３名の自殺未

遂者が出ていることについて、「内省プログラム」という人格矯正を行うための治療法との関係

が疑われること。入院処遇終了後に精神保健福祉法下での入院となった事例が相当数存在し、

社会的入院を生み出していること。偏見・差別の深刻化などが指摘されました。 
その後は大杉光子弁護士より警察権限の拡大と治安目的にシフトした医療・福祉の問題点など

が語られました。また、集会参加者から三里塚現場闘争本部撤去を巡る裁判所内での５０名不

当逮捕についての緊急アピールが。龍眼氏からは障害者基本法を巡る情勢報告を。大阪精神人

権センターからは上坂紗絵子氏から面会活動を通じた入院の実態報告と連帯の表明が。そして 

７月３１日  

「医療観察法廃止！全国集会」報告 

 
渡辺乾（連帯労組・成増厚生病院）
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最後に岡田靖雄医師より医療観察法廃止に向けた運動を今後も行っていくという決意が語られ

閉会となりました。 
私たちは厚生労働省、法務省が表面的な数値を並べただけの報告書を作成し、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閣議決定したとこを決して見過

ごすわけにはいきません。今回の全国集会で確認した破綻した法の実態を基に、国会報告に対

しての批判を改めて行い、１１月の全国集会に向けて取り組んで行きたいと思います。 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 ネットワークニュースに掲載された小文「「双葉病院事件」をめぐって」における、「原発の

近くに造られた双葉病院」という表現について、以下のように訂正・補足致します。 

 

 福島第一原子力発電所の立地調査は、福島県が 1960 年に日本原子力産業会議に加盟し、原

子力発電事業の可能性について調査を実施、大熊町から双葉町にまたがる地点など３カ所の「適

地」を選定したことから始まる。これを受けて東京電力は追加調査を県に依頼し、大熊町に原

子力発電所を建設する意向が内定した。東京電力が大熊、双葉の地元自治体に接触したところ、

「両町議会共全員賛成で発電所誘致を陳情した」という。 

 1964年に入ると、用地買収や冷却のための海水の取水権獲得などが開始された。1967年９

月には同原発１号機が着工し、1971 年３月に営業運転を開始した。２号機も 1969 年に着工、

1974 年に営業運転開始、以下６号機に至るまで続々と着工・営業運転開始が進められ、1979
年３月をもって、６号機の営業運転も開始した。 

 一方、医療法人博文会双葉病院は、同法人が公表している資料によると、昭和 37（1962）
年２月 11 日に開設した。なお、同法人が設立年について公表している資料はなく、筆者が福

島県庁に問い合わせたところ、守秘義務により、公表されている資料以外の回答はできないと

のことであった。 

 以上の情報をふまえると、大熊町に福島第一原発が建設されるまでの動向と、同じく大熊町

に位置する双葉病院の開設時期はやや重なるものの、実際に開設されたのは双葉病院の方が先

であり、「原発の近くに造られた双葉病院」という表現は、その意味では適切ではない。上記の

小文を書いた当時は、同病院の開設・設立時期を特定できる資料が見当たらず、同病院の設立

が1970年以降ではないかと推測できる情報があったため、上記のような表現となった。ここ

双葉病院と福島第一原子力発電所の設立

時期に関する補足と訂正  

兵頭晶子（歴史学） 
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に訂正するとともに、福島第一原発と双葉病院の設立時期について、以上のように補足したい。 

 ただ、今回の痛ましい事件が起きた大きな要因として、双葉病院が同原発から南西約４㎞に

位置しており、従来の災害における避難支援計画では想定されない「病院や福祉施設の患者・

入所者が、一斉に施設外への避難を強いられた」異例のケースであったという事実を無視する

ことはできない。このたびの補足と訂正をふまえ、なぜ病院と原発がともにあの場所を選んだ

のか、結果的に近くに位置することになった両者は、互いの存在をどう考えていたのだろうか

ということも含めて、真摯に検証を続けていきたい。 

 

（ この文章は、「ネットワークニュース」NO.２６「双葉病院事件をめぐって-〈精神病の

日本近代〉という歴史からの問題提起」への補足と訂正です  編集部） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
第35回障がい者制度改革推進会議が2011年9月26日（月）に開催された。議題は、・「障

害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言」について 及び・その他であった。 
障害者基本法が、7月29日に参議院で可決成立して、8月5日に公布・施行された。概要の以

下の通り。（参照 http//www.tani-hiroyuki.com/pdf/kihonhogaiyo110729.pdf ）これは1年

以内に作られる政策委員会（30人以内）の人選である。 
 
一方で障害者虐待防止法（議員立法）が6月17日に可決され、2012年10月に施行される。

こ れ は 厚 生 労 働 省 所 管 と の こ と 。 概 要 は 以 下 の 通 り 。（ 参 照 

http://www.tani-hiroyuki.com/pdf/1106gyaktaigaiyo.pdf ）これは、都道府県に作られる障害

者権利擁護センターと市町村に設置される障害者虐待防止センターのあり方となる。 
 
更に、谷博之参議院議員は、9月29日の日本身体障害者連合会主催の参議院議員会館でのセ

ミナーで挨拶し、概略以下のように述べた「法務大臣政務官に就任したが、障害者問題は引き

続きやっていく。目下の任務は国内人権救済機関を創ることで、次の常会には法案を提出した

い。医療観察法などの課題もあり、法務の立場からしっかりとやっていきたい。」強制入院全般

の見直しがなされる模様と筆者は読んでいる。 

 

障がい者制度改革推進会議他 

最 近 の 動 き
龍眼
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 このアウトリーチ事業はすでに２０１１年度にも試行されていますが、その検証は調べた限

り明らかにされていないまま、２０１２年度には全国２９都道府県で試行がもくろまれていま

す。 
 従来の ACT などの地域医療はあくまで治療同意の取れている方に医療保険を使って行われ

るものですが、これは治療同意のない人が対象（図参照）であり、医療保険ではなく福祉予算

でおこなわれます。精神病院によって行われ精神病院の病床削減と引き換えのものです。私た

ちにとっては突然精神病院から人が押しかけてくるという恐るべき事業です。家族警察隣人な

どからの通報によりこのチームが動くのですが、当面の間は統合失調症重度の気分障害認知症

による周辺症状のあるものとされていますが、医師は顧問非常勤であり、そもそもその判断を

誰がするのかチーム発動の決定は誰がするのかも不明です。 
 こうした人権侵害に多額の予算がつきこまれることに多くの皆様の反対の声を集中していた

だきたいと存じます。なお同封の署名用紙にある資料についてはインターネットをお使いでな

い方は全国「精神病」者集団にご請求いただければお送りいたします 
以下 障害福祉保健関係主管課長会議 20011年2月22日資料より 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012年度アウトリーチ事業弾劾声明ご賛同のお願い 

全国「精神病」者集団 山本眞理 
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１ 池原毅和 著 「精神障害法」  

三省堂  3400円+税 

  第１篇 総論 第２編医療と精神障害法 第３篇精神障害のある人の経済的、社会的、文化

的権利、第４篇 成年後見・保護者制度と権利擁護制度 第５編 刑事事件と精神障害法 

 

「精神障害と社会と法の関係を体系的に明らかにし、障害者権利条約、治療同意、強制入院、

個人情報保護、成年後見、自立、支援法と総合福祉法、刑事責任と医療観察法など多くの論

点を解き明かす」 

２ 富田三樹生 著 「精神病院の改革に向けて-医療観察法批判と精神医療」 

  青弓社 3000円+税 

序章 ボロメオの輪――医療観察法問題と精神病院改革 第１章――精神病院改革と医療観

察法 第２章――医療観察法を批判する 第３章――精神医療の経験 
  
「医療観察法は、犯罪抑止のための保安処分が目的か、精神障害者の治療と社会復帰のため

のものか。貧困な精神障害者対策を背景にした病院事情を支える医療観察法を根底から批判

し、民間精神病院を改善し病床を削減することで精神医療を変革せよ、と提言」 

３ 岡田靖雄 著 「吹き来る風に-精神科の臨床・社会・歴史」  

中山書店 3500円+税 

  第一章 たどってきた道 第二章 臨床 第三章 社会 第四章 歴史 
「吹き来る風の「おまへはなにをして来たのだ」の問い掛けに『知行合一を目ざしてきた』

とこたえるという、著者のたどってきた道と，臨床・社会・歴史の分野での公的な活動と

発言」 

 

 

本の紹介 
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● ネットワーク・定例会 

１１月１９日(土)１３：００より  スマイル中野 

１２月１７日(土)１３：００より   スマイル中野 

 

● １０月１６日(日) １２：４５～１４：４５ 反貧困ネット全国集会・分科会「精神障害」 

          法政大学市ヶ谷キャンパス503号室 

● １０月２２日(土) １３：００～１６：００  

連続学習会 震災から見えた精神病院の実態～「双葉病院事件」をめぐって～ 

兵頭晶子さん（歴史学）「＜精神病の日本近代＞という歴史から問題提起」 

渡辺乾さん（連帯・成増厚生病院）「相双地区の精神医療・福祉の現状」 

          スマイル中野・和室     

● １１月 ８日(金) １１：００～ 院内集会（四者共催） 

         ８：３０～１０：３０ 国会行動(ネットワーク・考える会共催) 

● １１月２６日(土) １８：００～ なくす会総会    

１１月２７日(日) １０：００～ ネットワーク総会  

         １３：００～ 全国集会 

＊ 会場はいずれも南部労政会館（JR大崎駅・下車） 

 

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。 

今後の予定 


