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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 

  
2012年11月24日に大崎の南部労政会館にて、医療観察法廃止に向けた全国集会を65名 

の仲間の参加を得て開催した。 
 この間、精神医療の領域では、今後の強制入院に大きな影響を与える可能性を持った議論が、

厚労省での検討会において行われている。取り分け、昨年の6月に公表された取りまとめにお

いて、「保護者制度の廃止に伴う医療保護入院の見直し」「精神科病院における入院期間と人員

基準の見直し」「精神保健福祉法の改定について」は、医療観察法への影響が考えられるため、

全体状況の確認と今後の動きの予測を全体で行う必要があった。加えて、障害者権利条約の批

准に向けた動きと、刑法における再犯防止名目の重罰化との絡みも強く連動していることが予 
 

報告 
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測されるため、早急に確認する必要あった。 
 それを踏まえ、今回の全国集会の内容は ①基調報告―法務省・厚労省の「検討結果」批判

②講演―精神保健福祉法見直しは、医療観察法に何をもたらすか ③提起―刑法・更生保護法

に「再犯防止」が入る時 ④当事者からの発言―テーマ「精神障害者は地域で生きる」とした。 
  
①基調提起は、ネットワーク代表の関口明彦氏が行った。法務省・厚労省は2012年7月に、

法施行後5年間の検討結果を公表した。しかし、その内容は様々な問題を棚上げにし「施行状

況はおおむね良好であり…有効に機能している」と

している。多数起きている自殺について、入院が長

期化していること、心理プログラムと称し人格の変

容まで強いていること、医療の建前を取りながら司

法による社会的防衛の視点が混在している点など、

見逃しがたい問題点が多数指摘された。そして、医

療観察法は法の運営の見直し以前に、憲法、障害者

権利条約に反していること。司法手続きにおいて、

処遇の要否を決定する審判の際に付けられる付添人の権限が限定的であり、そのことにより争

いによる防御が極めて難しい実態（検察官による処遇申し立て件数 2521 件うち、処遇決定は

2397件）となっており、これは精神障害者差別の問題であると提起があった。 
 
 ②講演は「医療観察法をなくす会」事務局長の池原毅和弁護士が行った。この間、厚労省で

行われている精神医療を巡る動きは複雑であり、何が意図されているのか包括的に読み取るこ

とが困難であったが、全体状況と今後の流れの予測が分かり易く説明された。その内容は、精

神保健福祉法見直しの動きの特徴として、保護者制度（治療を受けさせる義務等）の廃止と、

医療保護入院（強制入院）の単純化、早期介入の強化がある。これまでの精神障害者政策との

共通点は、医療化の強化（入院中心、早期介入）、前のめりの介入の強化（安心安全、予防の視

点）、障害者権利条約に制約されない領域の確保であるとの指摘があった。 
また、医療観察法との絡みでは、強制入院・強制医療

介入において、医療観察法の視点を取り入れ、「おそれ」

「予防」「予測」などのリスクファクターを使い、強制

処遇の拡大が行われるのではないか。また、手続き上

も保護者制度を取り除き、よりシンプルに行えるよう

にするのではないかとの指摘があった。 
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最後に根本的な問題として、日本の精神医療の構造が入院中心主義を脱することが出来ず、強

制力に依然頼り続けている。地域生活支援に必要な福祉の予算が医療費対比3％（約1兆9500
億：500億）であり、極端に医療へ傾斜している。何より予測と予防を飯のタネにする制・官・

医の利権構造から脱却出来ていないとの指摘があった。 
 
③京都の大杉光子弁護士より、刑法改悪による刑の一部執行猶予法案について、薬物使用者

に対し福祉・社会貢献、社会復帰を建前とし、保護観察対象期間を引き延ばし、社会内処遇の

強化が行われようとしている。その視点は「再犯防止」であり、監視下に置くことで社会から 
の「無害化」を図っている。それは医療観察法における

「再犯のおそれ」による拘禁と、内省による矯正の視点

と一致しており、医療観察法の拡大ともいえる動きが具

体的に進行しているとの提起があった。同法は衆議院解

散により廃案になったもの、自公政権では更なる本格的

な保安処分が現れる可能性があり、刑法改悪を許さない

闘いが必要であるとの提起があった。 
  

④今回の全国集会では、精神障害当事者の地域での活動を報告してもらった。京都の仲間か

らは、宇治市の福祉事務所による生保抑制のために「妊娠・同棲をしたら保護を打ち切る」な

どの不当な誓約書を受給者自らに書くことを強いていた事件について報告をもらった。次に兵

庫の仲間から、JR 西日本との間で起こった障害者差別、雇止め・解雇問題について話をして

もらった。最後に東京の連帯労組・ファミリーマートの仲間から、障害者雇用枠での雇止め・

解雇攻撃が緊迫化しており、注目と支援をお願いしたとの報告があり、閉会をなった。 
 最後に、医療観察法は、医療・社会復帰の皮を被りながら、「再犯おそれ」を名目に対象者を

強制収容し、また、地域社会の中で監視・管理下に置くことを強います。そして、私たちはこ

の対象は他障害、多領域に拡大し、本格的な保安処分へと繋がって行くと考えています。ゆえ

に、医療観察法はこれまで度々繰り返されてきた刑法全面改悪＝保安処分新設の流れを汲む新

たな予防拘禁法であり、精神障害者のみの問題ではなく、あらゆる障害者運動・労働運動・社

会運動全てに直接的に通じる課題であると考えています。その意味でさまざまな運動を行って

いる方々と課題を共有する機会を求めています。共に連帯し、管理・監視強化を許さない闘い

を作りましょう。（連帯労組 渡辺乾） 
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森崎さんは性暴力の被害者です。加害者と会社を相手に裁判で争い、顔と名前を出していま

す。38歳で、脳性まひで1種1級の障害者です。パソコンが堪能で車の運転もします。 
簡単に時間軸でまとめます。 
 
2006・2・1ＪＲ西日本に採用 神戸支社 姫路鉄道部に配置 障害者枠・1年単位の契約社員 
会社の女性用のトイレは階段を上がり、和式で使えず。障害者枠で採用しながら何のバリア

フリー化もしなかった。 
2007年11月22日全員参加の社内旅行・日帰り・かにかに旅行 
 その帰りに上司によって強引にホテルに連れ込まれ性的暴行を受けた。 
 加害者Aは「誰にも言うな、言ったら次の契約はないぞ」と脅し、交際を思わせるメールを

多数送りつける。 
 
2008年3月契約更新 
 同5月意を決して科長に事実を話す 
 セクハラ相談室は先に上司のいうことを聞いて、「恋愛のもつれ」という予断と偏見を持って

里美さんから聴取。Ａと付き合っていたというストーリーを飲ませようとする。｢あんたの体と

焼き鳥とどっちが高い｣部長は「男女問題」「2人で解決しろ」と繰り返す。 
7月セクハラ相談室は「セクハラの事実はなかった」と口頭で通告 
セクハラ相談室による2次被害。 
以後職場で執拗ないじめに遭う。仕事を与えない。同僚は無視する。「森崎菌」とばい菌の様

な呼び名を付ける。たまに与えられる仕事はマウスの操作を中心とするもの。首の骨で首の神

経を削る動作を強制された。 
ＰＴＳＤ・うつ病と脊椎症性神経こん症で休みがちとなる 

2008年10月姫路地裁たつの支部に提訴。 
2010年5月に怒りネットに相談のメール。 
同6月一審判決。客観的証拠がないという理由で訴えを退けた。 
9月控訴 
11月控訴審開始。里美さんの裁判を支える会が結成。80人 
2011年11月控訴審判決。加害者Aの責任と賠償を命じる一方で、加害企業は免責。 

森崎里美さんの解雇事件   

        高見元博 
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同月上告 翌2012年6月上告棄却。 
12月労災を申し立てる。ＰＴＳＤ・うつ病は労災であるとして。 
2012年2月会社と団体交渉。関西合同労組という、一人でも入れる地域合同労組に加盟して。

3月からのリハビリ出社の約束を会社側と結ぶ。 
同2月、会社は契約を更新せず雇い止めにすると通告 
3月精神障害者の復職プログラムに沿ってリハビリ出社 
3月31日をもって雇い止め解雇される。 
6月地位確認訴訟提訴・仮処分の申し立て。 
7月第1回公判  第5回公判までが開かれている 
 
双方の主張 
会社側 

1 年 6 か月出社しておらず、障害者雇用であることの合理的配慮の範囲を超えている。精神

障害者に対する合理的配慮は森崎には適用できない。 
前回の裁判で会社に責任はないと認められている。 
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私の住む奈良県は２０１０年８月、近畿ではじめて医療観察法の専用病棟（３３床）が開設

された土地です。法案が浮上したときから制度に疑問をもっており、地元のフリーの記者とし

て問題点を発信しようと書いた「重装備病棟の矛盾～７年目の司法精神医療」が昨秋、『週刊金

曜日』ルポルタージュ大賞の佳作に入選しました。 
いかなる制度であれ、公権力がだれの身柄をどのように拘束しているのか、目を光らせてい

たいですが、触法精神障害者の一群が強制的な医療を受けているこの専用病棟をめぐっては依

然、運用が不透明であります。 
司法と医療が合体した複雑な仕組みで、法務省、厚労省、そして最高裁の三つの機関にまた

がっており、医師ら専門家でも「わかりにくい」ともらす声を時折、耳にします。しかし、人

間の自由をしばる制度が、いつまでも国民にわかりにくいままでよいはずがありません。 
今回の取材は首都圏と関西を中心に行い、入院を経験した障害者や家族をはじめ、医師、ソ

ーシャルワーカー、公務員らに聞き取りをしました。また、専用病棟が稼働している全国の医

療機関のうち、東北や九州などにある１７の病院をはじめ、国や自治体に対し、情報公開法や

条例に基づく開示請求を行い、数百枚の公文書を集めて裏づけに活用しました。 
法案の審議当時から多くの問題点が指摘されましたが、非常に重装備の病棟であり、それだ

けで精神障害者に対する地域社会の偏見を増殖する恐れが十分にあります。また、事件の発生

から検察官の申し立てまでの時間が半年以上も経過しているのに、今さらながらの鑑定が行わ

れ、強制入院を余儀なくされる人がいたり、自治体の精神科救急病棟で回復期にある人が制度

の対象になって鑑定入院の振り出しに戻されるなど、取材をするほどに疑問は深まります。 
治療法が確立していないのに、長期にわたる医療を強制するのは、ある面において刑罰より

残酷ではないでしょうか。医療観察法の欠陥を早くから指摘している池原毅和弁護士が述べて

いましたが、障害者の権利条約とは反対の方向に突き進む、逆立ちした国家予算が投じられて

いるというわけです。 
昨年、ある研究者が佛教大学の修士論文において、精神障害者を取り巻く奈良県の１００年

史を考察しました。そこに一人の保健所職員が登場し、社会福祉の専門職として当事者との援

助関係を丹念に築いていく様がくわしく描かれています。８０年代のことで、その人の熱意は

やがて、県初の家族会結成を導いていきます。 
新自由主義のような考え方が台頭すれば、こうした業務はますます縮小するでしょうし、こ

んどは医療観察病棟の質を低下させた長期の強制入院も起きうるとの懸念を、関係医療機関の

医師から聞きました。残念なことに、国会議員には忘れられた問題になりつつあります。 
私のルポは単行本化をめざし、今も取材中です。大幅な加筆に向けて、医療観察法の適用を

受けた当事者や家族の方々、関係者の声を引き続き集めています。情報をお寄せ下さい。 

ルポ「重装備病棟の矛盾～７年目の司法精神医療」 

を書いて      浅野詠子（ジャーナリスト） 
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ＮＥＷＳ 

２人刺殺の被告に無期懲役 心神喪失で不起訴後に再犯 大阪地裁 2012.12.12  

 大阪市西淀川区で平成２２年、知人男性ら２人を殺害したとして殺人罪に問われた矢野裕一

被告（４７）の裁判員裁判の判決公判が１２日、大阪地裁 （岩倉広修（ひろみち）裁判長）で

開かれた。岩倉裁判長は「ナイフで多数回刺すなど執拗（しつよう）で残虐な犯行だが、被害

者の挑発が事件を招いた面もあ る」などとして無期懲役（求刑死刑）を言い渡した。 

 弁護側は「精神疾患で心神喪失だった」などとして無罪を主張。岩倉裁判長は判決理由で 「精

神疾患だが、投薬治療により軽度にとどまっていた」と完全責任能力を認めたが、一方で「善

悪の判断や行動制御の能力がある程度減退していた疑いはあ る」とも指摘。死刑を回避した理

由のひとつに挙げた。 

矢野被告は、９年のハイジャック事件で逮捕されたが心神喪失により不起訴。１０年の 殺人

事件では心神耗弱で刑を減軽された。さらに２０年１０月に傷害事件を起こした際、精神鑑定

の結果不起訴処分となり、心神喪失者等医療観察法に基づく入 院治療を受けて退院。３カ月後

に事件を起こした。 

 医療観察法による入院決定を受けた者 が，入院３日後に指定入院医療機関の入

院患者を殺害した事件                   裁判所判例情報より 

被告人は，平成１２年頃から異常な行動を見せるようになり，統合失調症の疑いがあると診

断され，その後精神科への入通院を繰り返していたところ，千葉県内に所在するＡ病院に医療

保護入院中の平成２３年４月２日，入院患者を殺害する事件を起こし，精神鑑定の結果，妄想

型統合失調症に罹患しており，犯行時には心神喪失の状態にあったと判断され，同年１１月１

日，千葉地方裁判所において，心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察

等に関する法律による入院決定を受け，同日，神奈川県横須賀市Ｂセンターに入院することと

なった。 

被告人は，自分がキリストであり，社会の役に立たないのに多額の税金が投入されている精

神病患者（被告人は「害人」と称している。）は殺すべきだとの妄想をもっていたところ，同

月３日午後１時頃，前記ＢセンターＣ病棟１０６号室において，同センターの入院患者である

Ｄ（当時５６歳）は，身寄りもなく，愛と絆がない「害人」であると考えたことなどから，同

人に対し，殺意をもって，同人の背後からその頸部を両腕で絞め付け，同室内ベッドに仰向け 
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に倒した上，さらにその頸部を両手で絞め付けるなどし，よって，その頃，同所において，同

人を頸部圧迫により窒息死させて殺害したものである。 

なお，被告人は，本件犯行当時，妄想型統合失調症のため心神耗弱の状態にあったとされ、

判決は懲役10年が言い渡されたものである。 

 

 

悪質運転規制:「危険運転」未満にも新罰則…法改正試案   毎日新聞 2013年01月16

日  

 悪質運転に対する新しい罰則を検討している法制審議会刑事法部会で１６日、法務省の事務

局は法改正に向 けた試案を示した。無免許運転の罰則を現行より重くし、危険運転致死傷罪（上

限は懲役２０年）と自動車運転過失致死傷罪（同７年）の中間に新しい罪（同 １５年）を設け

ることなど四つのポイントを盛り込んだ。今後さらに議論を詰め、今年の通常国会での改正法

案提出を目指す。 

 危険運転致死傷罪は、現行では▽アルコールや薬物で正常運転が

困難▽制御困難な高速度や制御技能を有し ないで走行▽危険な割

り込みや幅寄せ▽意図的な信号無視−−を要件としているが、試案で

は、一方通行の逆走など「通行禁止道路の走行」を追加した。同罪

と 自動車運転過失致死傷罪の中間罪については、てんかんなど政令

で定める病気で意識障害に陥る可能性があることを認識しながらの

運転や、現行法の「危険運 転」と言えないまでもアルコールや薬物

の影響で死傷事故を起こした際に適用する。 

 アルコールや薬物による死傷事故を隠すため逃走する「逃げ得」

を許さない罪の新設も提案。最高刑は、現行の酒酔い運転（道交法違反）と自動車運転過失致

死傷罪との併合罪（上限は懲役１０年６月）より重い１２年とした。              

◇試案で示された罰則対象病名   統合失調症▽てんかん▽再発性の失神▽無自覚性の低血

糖症▽そううつ病▽重度の眠気の症状を呈する睡眠障害 

※これら病気の影響で正常な運転が困難な状態に陥った場合に適用 
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心神喪失者等医療観察法による入院対象者の状況  医療観察法の入院対象者の

状況  （H24.12.31現在）                    厚生労働省 

■ステージ別、男女別内訳 

  男性 女性 合計 

急性期 79名 26名 105名 

回復期 273名 78名 351名 

社会復帰期 165名 47名 212名 

合計 517名 151名 668名 

■疾病別（主）、男女別内訳 

    男性 女性 合計 

F0  症状性を含む器質性精神障害 12名 1名 13名 

F1  精神作用物質使用による精神および行動の障害 34名 6名 40名 

F2  統合失調症、統合失調型障害および妄想性障害 433名 122名 555名 

F3  気分（感情）障害 16名 13名 29名 

F4  神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害 0名 3名 3名 

F6  成人のパーソナリティおよび行動の障害 4名 5名 9名 

F7  精神遅滞［知的障害］ 4名 1名 5名 

F8  心理的発達の障害 12名 0名 12名 

G4  挿間性及び発作性障害(てんかん) 2名 0名 2名 

※疾病名は指定入院医療機関による診断（主病名） 

※国際疾病分類第10改訂版（WHO作成）に基づいて分類 
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医療観察法の医療機関等の状況 

1指定入院医療機関の指定数（H24.12.31現在） 

  ・指定数：28か所（707床） 

※詳細な整備状況は「指定入院医療機関の整備状況」 

2指定通院医療機関の指定数（H24.12.31現在） 

  ・指定数：2,925か所 

※都道府県別の指定状況は「指定通院医療機関の指定状況」 

3鑑定入院医療機関の推薦数（H24.12.31現在） 

  ・推薦数：275か所 

4精神保健判定医等の推薦数（H24.12.31現在） 

  ・精神保健判定医の推薦数：1,026名 

  ・精神保健参与員の推薦数：777名 
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第 21 回 連続学習会 「精神障害をめぐる現在の全体状況は？ 隔離・差別の強化と生

存権剥奪をゆるさない！」 

 

問題提起 山本真理さん（全国「精神病」者集団） 

 

日時 2013年3月16日（土）14：30～17：00 

 

場所 スマイル中野5階和室   ＪＲ「中野駅」北口徒歩5分 

 

参加費  500円   

 

 

ネットワーク・定例会 

 

 ３月16日（土）13：00～ スマイル中野 

 ４月20日（土）13：00～ スマイル中野 

 ５月18日（土）13：00～ スマイル中野 

 

 

 編集後記 

 安倍自公政権が昨年末に発足して、精神保健福祉法の改正問題は大きいですけど、その他に

も共謀罪などの治安立法や憲法改悪の動きが準備されています。今年もまた、ネットワークと

なくす会、共に闘いましょう。安倍政権打倒！医療観察法廃止に向けて！ 

 

「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。 

連続学習会のお知らせ 
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