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７･２７ 医療観察法廃止！全国集会 

 
 

日 時 ：７月２７日（日） １３：３０～１６：３０ 

受付開始：１３：００ 

開催場所：中野勤労福祉会館 
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内 容  ：  

講演    井上芳保さん（日本社会臨床学会運営員、前札幌学院大学教授） 

 「精神医療を脱制度化した社会の構想 

―精神科病院をなくしたイタリアの実例から考える」 

基調報告 医療観察法の現状報告  池原毅和さん 

 

 

参加費  ： ５００円         

※終了後、交流会を予定しています。 

当日問合せ先 ０９０－９２４０－９７１６ 

＊全国から参加される当事者の方の交通費は、１人上限 5000円まで補助します。 

 
私たちは、触法精神障害者を予測不可能な「再犯のおそれ」を理由に長期に渡り拘束・管理

し続ける「心身喪失者等医療観察法」に対し、数多くの仲間と共に廃止を訴えて来ました。 
医療観察法は施行されてから９年が経とうとしています。法施行5年間（2005年7月～2010

年7月）の運営実態では、入院日数は約600日に達し（先進国は平均18日）、長期収容を強い

ている。1度も退院していない対象者も存在する。自殺者が計 36名いて、一般自殺率の 50倍

に及んでいる。処遇終了後に一般精神科病院に入院になる例が相当割合存在する、ことなどが

わかっています。 

一方、精神保健福祉法は、強制入院を容易に行えるよう法改悪となりました。また、空いた

精神科病棟を居住系施設に転換しようという暴挙も画策されており、管理・監視体制は拡大の

一途を辿っています。 
私たちは、管理・監視の対象は精神障害者のみならず、さらに拡大し、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、医療観察法はあらゆる運動全てに直接的に通じる課

題であると考えています。全国集会への結集をよろしくお願いします。 
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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 

 

 

東京都板橋区板橋２－４４－１０－２０３ オフィス桑気付 

Fax：03-3961-0212 TEL：090-9240-9716  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
１ 医療観察法の全体状況と問題点 
 （１） 医療観察法の運用状況 
     年間約400件の申し立てがあり、約250件の入院決定がおこなわれる。 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

資料 医療観察法の現在と闘いの方向性 

             池原毅和（弁護士）    
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地方裁判所の審判の終局処理人員 

（H17.7.15からH24.12.31までの状況） 

◇終局処理人員総数 2,724 

  ・入院決定 1,719 

  ・通院決定 425 

  ・医療を行わない旨の決定 464 

  ・却下   

① - 対象行為を行ったとは認められない 9 

② - 心神喪失者等ではない 86 

  ・取下げ 19 

  ・申立て不適法による却下 2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



5 
 

ネットワークニュースNO.36                                        2014.6 
 
 
病床整備状況は、平成26年1月31日現在 

        国関係487床、都道府県関係304床、合計791床 
 
（２）医療観察法の内部的問題 

   a. 鑑定入院 
    ① 医療観察法による医療を受けさせる必要が明らかにないと、裁判官が認める場合

を除いて強制入院させる正当性はない。 
対象行為を行ったことと心神喪失とされたことから医療の必要性について擬制に

近い推定をしたもの。国連原則はもとより措置入院・医療保護入院の要件さえ満た

さない強制入院 
対象行為から7年も経過して鑑定入院となった事例まである。 

②  鑑定入院中のインフォームドコンセントの保障、処遇改善請求手続きなどの不

備 
③  従前の治療関係の切断、本当の意味での急性期なのに腰掛的治療関係、手薄い

医療 
④  鑑定作業は実際には１～2週間の診察で終わっていて、後は鑑定書の作成と審

判の期日待ちのために身柄を拘束されている。この余剰の身柄拘束を正当化する

ことができるのか。 
  
 b. 入院による医療 
    ①  入院期間の長期化 
      791床に対して毎年約250人の新入院者があるとすると、平均入院期間が3年を

超えると過剰拘禁を生じる。 
②  超長期入院者 

      5年を超える入院者、7年を超える入院者の存在、「重症患者」を引き受ける特殊

指定入院医療機関待望論、地域で支える視点の欠如 
③  退院者の転帰・アウトカムは好成績ではない 

 精神保健福祉法による通院に結びついた者は6割弱で、もともと6割弱の者は

対象行為前、通院していた者 
④  再度、医療観察法申し立てとなった事例、再犯化などの問題 
⑤  3 要件論（疾病性、治療反応性、社会復帰阻害要因）の定着、同様の行為を行

う可能性が違和感なく使われている。 
 
  c. 入院によらない医療（通院医療） 

①  精神保健福祉法で医療保護入院などしている事例が少なくない。 
②  自殺者が多い。 
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 ③ 支援が精神保健福祉法と障害者総合支援法を土台とするので、「重症患者」、「難治患者」

を退院させられない。 
④ 一般精神医療関係者からの実務的な医療観察法批判も出始めている。杓子定規 

で柔軟な地域支援が組み立てられない。 
⑤ 細切れの治療関係の弊害 

   
 （３） 医療観察法と精神保健福祉法 
    ① 措置入院の増加、医療保護入院の要件緩和、隔離拘束の増加など、手っ取り早く

強制力を使って医療介入する手法への傾斜が共通項として見られる。 
② 早期発見・早期治療のスローガンは、リスク管理社会の価値観と同じ。 
 

 （４） 医療観察法と刑事立法 
    ① 刑事責任能力の機能的変質、いずれにせよ自由は剥奪される。 
      刑事責任能力は、対象者に対して刑罰を選択するほうがよいか、医療介入を選択

するほうがよいかを振り分ける機能しか持たない。刑罰のほうが犯罪抑止効果があ

り、社会も溜飲を下げやすい場合には刑罰を使い、医療介入のほうが犯罪抑止効果

があり、社会的に許容されるなら医療観察法による自由剥奪を行う。 
    ② 行為責任を超えた責任 
      応報刑の範囲を超えた教育刑、再犯防止のための十分な刑期の言い渡し（重罰化） 
    ③ 医療福祉の治安利用と医療福祉万能性信仰 
    ④ 予測と予防に対する過剰期待に乗じた治安管理体制の強化 
 
３ 闘いの方向性 
 （１） 医療観察法内の問題として 

① 医療観察法サバイバーグループの形成 
    ② 通院医療関係者の現場の声の集約 
    ③ 医療観察法の理論的問題点の指摘（結局再犯のおそれで入院させていること、治

安的機能の審判、偽陽性問題、治療反応性疑義事例、障害と自由剥奪の問題、イン

テグリティ・拷問等禁止と精神工学としての医療観察法） 
④ 医療観察法の実務的問題点の指摘（過剰拘禁問題、超長期入院問題、自殺問題、

時期に遅れた申立問題、細切れの治療関係問題、指定医療機関に縛られる医療福祉

の問題等々） 
  
（２） 精神保健福祉分野との共闘 

    ① 医療保護入院改悪反対、病床転換型居住系施設反対などの人々との連携 
    ② 民間精神科病院、診療所は医療観察法に期待外れ感を持っているのではないか。  
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（３） 刑事法分野との共闘 
    ① 道交法改悪反対、自動車運転死傷行為処罰法反対などの動きとの連携 
    ② 特定秘密保護法反対などの動きとの連携 
（４） 他の障害者運動との共闘 
     ＪＤＦなどの横断組織への呼びかけと理解の促進 
（５） 他の市民運動との共闘 
（６） 障害差別解消法・障害者権利条約の活用可能性 
（７） 政権変動を狙って 
 

 

 

                                               

 

 

石橋新一（刑法改悪阻止！保安処分粉砕！全都労働者実行委員会） 

■共謀罪・テロ資産凍結法の臨時国会上程阻止！ 

昨年8月金融活動作業部会FATFに「共謀罪新設」を通告した安倍政権は、12月10日には犯

罪対策閣僚会議「世界一安全な日本創造戦略」で国連組織犯罪条約の「早期の」法整備を謳い、

更に5月1日、訪英中の安倍は「FATF勧告遵守（共謀罪創設！）」の日・英共同声明を発表し

た。執拗に共謀罪国会上程の機を窺っていることは明らかである。 

加えて4月6日『共同通信』は「安倍政権は『共謀罪』創設を検討している。だが世論の反

発が根強いため、テロリストの資金源根絶を先行して実施する方針に切り替えた形だ」として

「テロ資産凍結法」の臨時国会上程を報じた。「国内活動家」をテロリストに指定し、預金・

送金を許可制にする資産凍結法は、治安維持法にも破防法にもない超ド級の攻撃である。法案

内容は明らかでないが、報道による限りそれは、2004年以降、犯罪対策閣僚会議が「後の課題」 

としてきたテロ対策基本法制定を狙ったものと思われる。今通常国会で改悪された公衆脅迫目

的資金提供処罰法改悪はその布石である。 

共謀罪・テロ資産凍結法・改悪盗聴法国

会上程阻止！ 戦争・治安立法阻止決戦

を切り開こう！ 
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■盗聴法・ＣＩA型捜査手法導入―緊迫する法制審をめぐる攻防 

4月30日法制審議会「新時代の刑事司法制度」特別部会に事務局試案が提示され、法務省・

警察庁らによる、部分可視化を餌にした盗聴法改悪・CIA型捜査手法導入策動との激しい攻防

が始まった。特別部会は6月に3回、7月に予備日として2回の開催を予定し、9月法制審総会

答申を受けて、法務省は来春通常国会への刑事訴訟法・盗聴法・組対法改悪案上程を目論んで

いる。法務省・警察庁は冤罪被害者や有識者らの全面可視化の声を踏みにじるばかりか、99年

制定の盗聴法を窃盗・詐欺・傷害など広範な一般犯罪に拡大しようとしている。村木事件・袴

田事件などは文字通りの国家犯罪であり、その自己批判、腐敗しきった組織の切開こそが求め

られているにも拘わらず、文字通り焼け太ろうとしているのだ。『暴露―スノーデンが私に託

したファイル』（新潮社）が暴いた予防刑法の登場、全面的な警察監視社会化である。 

集団的自衛権行使―憲法９条破壊の安保法制懇報告による戦争国家策動と一体になって、文

字通りヒト・モノ・カネ・情報総体を支配・管理し、自民党改憲草案(社会に害を加える表現・

結社禁止)を先取りすることが本格的に目論まれている。 

■反撃が始まった！大衆的うねりを創りだそう！ 

5月30日に仙台で開かれた日弁連総会では、部分可視化の餌に釣られた執行部が事務局試案

を全体として容認する特別報告を閉会間際に強行、これに対して、議長の制止を振り切って会

場から激しい反対意見が噴出した。また法制審の危険な動きをようやく知った全国の弁護士の

反対の声が急激に強まり、緊急の共同声明は1200人超に達している。かつてなかったことであ

り、各単位会でも京都・福井・広島・新潟・埼玉に続き、5月以降、三重・仙台・埼玉・兵庫・

栃木・千葉・山形・東北（2）・京都（2）弁護士会が会長声明・総会決議で反対の声をあげた。

また盗聴法改悪反対緊急市民集会（東京）、総会前日に開かれた冤罪糾弾！日弁連に徹底抗戦

を求める市民集会、（仙台）、日弁連主催の今国会2度目の共謀罪院内集会など、労働者・市

民の治安立法に反対する声は広がってきている。もちろん秘密保護法廃止への闘いは続いてい

る。 

安倍の暴走の中では、悪法の国会上程前にいかに闘いを創りだせるかが勝負の分かれ目とな

る。今秋、共謀罪の4度目上程を許すのか否か、法務省・警察庁らが主導する法制審答申を許

すのか否か、日弁連執行部の屈服を許すのか否かで、攻防の様相は大きく変化する。 

また、共謀罪・盗聴法・秘密保護法・テロ対策法、そして医療観察法や再犯防止政策が合体

した時に現れる〝現代版の治安維持法体制″とでも呼ぶべき攻撃をどう打ち砕くか、闘いの質

が深刻に問われる。広く連帯を求めると共に、自らの固有の現場に固執しながら越境し、タコ 
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壺化を超える闘争陣形が必要になる。昨年10月26日、本年4月26日の〝ストップ安倍！つぶ

せ改憲″共同集会・デモなど、共謀罪など治安立法と闘う仲間、日の丸・君が代や教育破壊と 

闘う仲間、保安処分と闘う仲間の共闘をさらに発展させたい。私たちは、夏から来春にかけて、

何としても大衆運動の力で、共謀罪・テロ資産凍結法・改悪盗聴法上程策動を打ち砕き、秘密

保護法廃止を勝ち取る。共に闘いましょう。 

・6月23日（月）法制審抗議昼集会12～13時 弁護士会館前（霞が関） 

・6月28日（土）連続討論会Ⅲ 集団的自衛権-戦争と治安 提起 池田五律さん 

18時～21時 ばるーん303号室 新橋駅烏森口3分 資料代500円 

・7月  9日（水）法制審糾弾！霞が関昼デモ 12～13時 日比谷公園霞門12時集合 

・7月17日（木）連続討論会Ⅳ テロ対策基本法を批判する 提起 遠藤憲一弁護士 

18時～21時 京橋プラザ区民館 資料代500円 

・7月31日（木）日弁連・共謀罪創設反対を求める市民学習会 18～20時 弁護士会館17階 

 

 

 

何回かご案内してきました、ＪＲ西日本の上司による障がい女性に対する性暴力事件につき。 

森崎里美さんの裁判終了後、日にちが経ちましたが報告集会を開きます。関西近辺の方はぜ

ひご参加ください。 

あわせて報告集を発行します。予約販売しますので、全国の方よろしくお願いします。 

集会は、「～閉ざされた扉を開けるまで～ ８／３１ＪＲ西日本セクハラ裁判報告集会」。 

８月３１日、１４時、兵庫県尼崎市立小田公民館多目的ホールにて。 

集会と冊子のご案内 
兵庫県精神障がい者連絡会 髙見元博 
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 （ＪＲ神戸線尼崎駅北東５分） 

１３時３０分開場、１４時開始、１６時終了予定です。 

集会の中身は、報告集の紹介、担当弁護士の報告、里美さんから、会場からの発言などで

す。 

参加費をお願いします。集会参加の方には報告集をお配りします。 

 

報告集は、「～閉ざされた扉を開けるまで～ ＪＲ西日本セクハラ解雇と闘う！里美さんと

仲間の記録」と題し、二つの裁判の資料に富んだ報告集です。 

資料として、セクハラ裁判での周藤意見書、解雇撤回裁判での垰田（たおだ）意見書を収録

しました。周藤意見書はセクハラ問題での重要な観点を提起し、裁判一部勝訴の原動力となっ

たものです。垰田意見書は、障がい者が労働する上での職場における配慮の問題で重要な観点

を提起しています。裁判官は原告敗訴の判決を書くために、この意見書に触れることが出来ま

せんでした。意見書に触れたら敗訴判決が書けない、それほど迫力のあるものです。この二つ

の意見書を読んでいただくだけでも資料価値があると思います。他に、里美さん自身の文章、

担当弁護士の文章、支援した仲間たちの文章などを収録しています。全体で、裁判の総括文書

になっています。今までこの裁判にご関心のあった方はぜひご一読ください。 

Ａ４版８０ページ（予定）、カンパ５００円（送料込み）にて。 

８・３１に発行予定ですので、予約販売をいたします。郵便振替にて報告集予約と書いて、

１冊につき５００円を振り込んでください。よろしくお願いします。 

郵便振替、00940-3-171194里美さんの裁判を支える会 
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１ 最近では、あまり話題にもならなくなった「医療観察法」（正式には、心身喪失等の状態

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法律）の強制的処遇に取り込まれた

人たちの実態を探るルポルタージュが出版された。この法律は施行が、2005年7月だから、9

年近くの時が経過している。その間に、この新たな法律によって「手厚い医療」を受けた人は、

入院処遇1719人、通院処遇425人（2012年12月現在）になっている。その実態はなかなか伝

わってこない。著者は、いろいろな会議録を情報公開請求して取得し、この法律の体験者やそ

の関係者及び関係する施設の職員に話を聞いたり、施設を訪れたりして、実に 2年間にわたり

全国各地で情報収集を行ってきている。 

２ この法律に対して、表向きに言われていることは、法律を犯した精神障害者に対して、多

くのお金を注ぎ込み（年間一人2200万円）、全国の国立、公立病院の敷地に完全個室の新たな

病棟を建設し、職員体制も、手薄と言われている現行の精神医療の 3倍の人員を配置し、手厚

い治療体制を確立し、治療可能な人たちを時間をかけて鑑定したうえで、入院および通院処遇

して、「手厚い医療」を施している、というものである。しかし、医療観察法のシステムは決

して医療の質を継続的に保障しようというものではない。従来から受けている医療を切り離す

形で鑑定入院（3か月）－入院処遇（1年6か月）－通院処遇（3年ないし5年）と長期の特別

処遇を受けるからだ。 

３ 本書は、16話からなるルポルタージュから構成されているが、第 1話の近畿での初の医療

観察法病棟の話から始まり、最終話のある患者会の反社会復帰の試みを記載するところで終わ

っている。この中で取り上げられている話題をいくつか紹介してみると、鑑定入院で行われる

医療内容やその中身にはブレがある（第1話、第4話）、入院の長期化は、保安処分と言える

もの、すなわち、社会防衛のために刑罰によらずに公権力が人間の自由を拘束しているからで

ある（第5話）、新薬クロザピンが安易に使われていたり（第11話）、治療に反応しない患者

を抱え込んでいる（第10話）、地域が受け入れる体制を持っていない（第 14話）、この法律

の推進する側についていくのか、伴奏する側についているのか（第 15話）などである。 

 

本の紹介 １ 

浅野詠子著 「ルポ刑期なき収容ー医療観察法という社会防衛体制」 

発行 現代書館        
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 なかでも強調しておきたいのは、自殺の頻発である（第 6話）。「内省プログラムは本当に

効果があるのか、実態がかなり不明瞭だ…自殺の一因ではないのでしょうか」（p.92）との弁

護士の意見が取り上げられている。本人にとっては過酷とも思える内省をさせることが入院治

療の眼目とされているようだが、これは治療と言えるものではなく、刑罰ならぬ刑罰が科せら

れており、本人の根底を揺るがす危機をもたらすものといえよう。 

 詳しい中身については実際に読んでもらうしかないが、今日の医療観察法の問題を改めて考

える本だし、多くの人に一読を進めたい。                  

（大賀達雄） 

 

 

 

 

 

1 本書は、2000年に出版された「共生の法律学」(ゆうひかく選書）の続編であり、更に大幅

に書き加えられた増補改訂版である。今日の日本の社会のなかでマイノリティの人たちと共に

闘い、共生社会という理想を勝ち取るべく、リーガルベース・法的基盤を読者に提示し、自ら

の弁護士としての35年間の闘いを熱く語りかける書である。 

 「共生」とは、｢差別と闘い人権の実現を求めるマイノリティに勇気と希望を与え」るもので、

「それは憲法のみならず、種々の人権条約において、法的根拠を持っている」。｢人は価値にお

いては同じでも、生きた具体的な人間は、それぞれが異なった存在であり、この異なった多様

な存在が、多様性を否定されることなく、人と社会に関わり合うことを求める。そのために、

社会そのものの多様性をもとめる」(「共生の法律学」)からである。 

 ２ 本書の取り上げている領域は、①男女、②障害者、③病者、④外国人、⑤アイヌ、⑥部落、

⑦犯罪者、⑧死刑問題、⑨被災者、⑩原発、⑪米軍基地、と幅広く、この中で評者もかかわり

のある障害者、精神病者の問題を取り上げてみたい。 

 

本の紹介２ 

大谷恭子著 「共生社会へのリーガルベース 差別と闘う現場か

ら」 
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 国連は、障害者差別に対して、「1981年『国際障害者年』、そして83年から10年の行動計

画を経て、障害者と健常者が”共に生きる“ための「障害者差別撤廃条約』なるものが採決さ

れるはずだった」。しかし実際は、そのような国際的コンセンサスはすぐには得られず、「2001

年12月『国連障害者権利条約に関する特別委員会（ad hoc committee）』が計8回開催され、

2006年12月ついに障害者権利条約が採決されたのである。日本からも多くの障害者がニュー

ヨークに駆けつけた。東俊裕さん（DPI日本会議）は、日本政府代表団顧問として参加し、ま

た多くの障害者団体が国際障害コーカス（international disability caucus:IDC）というネッ

トワークに参加し、条約作成過程に深くかかわった。この時の障害者たちの共通のスローガン

は、「Nothing about us,without us! 私たち抜きに、私たちのことを決めないで！」であっ

た。条約は、障害者を治療や保護の対象から権利の主体へと組み替え、障害の医学モデルから

社会モデルへと転換する画期的なものであった。 

 日本においては、2009年12月政府が、「総理大臣を本部長とする障がい者制度改革推進本

部を設け」、制度改革の意見を聞くため「障がい者制度改革推進会議」を内閣府に設置した。

この会議の構成メンバーの過半数を障害者が占め、2012年7月までに38回の会議を精力的に 

行っている。大谷さんもこの会議の構成メンバーとして参加している。その結果、2010年6月

に「障害者制度改革の推進のための基本的方向（第一次意見）、2010年12月には「障害者制

度改革の推進のための第二次意見」がまとめられ、障害者基本法改正案（2011年7月）、総合

支援法（2012年6月）、障害者差別解消法（2013年6月）が成立した。 

 障害者基本法は、「障害のある人もない人も分け隔てられることのない共生する社会を実現

することを掲げ、すべての施策の共通の目的とした」画期的なものである。しかし、著者は、

「障害者の権利法となっていない」ため、「障害者の自立と参加を阻む最も大きな要因である

差別を撤廃しなければならないということ、そのためには社会が変わらなければならないとい

う基本視点が欠けている」ことを適格に指摘している。 

 また、「障害者差別解消法」も「差別の定義が曖昧で」あり、「わが国で初めて障害者差別

が存することを正面から認めその解消に向け国が取り組むこととした法律である」けれども、

「『不当な差別』としか規定しておらず」、「障害者権利条約は差別の例示として『区別、排

除または制限（同条約第２条）』であって、「その他の不利益な取り扱い」と明記し、あらゆ

る権利の場面での差別の内容を規定している」。 

 このように権利条約の理念にはまだ到達していないもののある程度の条件は整い、2014年1

月権利条約の批准が行われた。闘いはまだ継続されなければならないのである。 
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３ 精神障害者に対する差別は、ハンセン病やエイズなどの「うつされるかもしれない」差別

ではなく、「『予想できない行動』『変わった行動、行為』が人を不安にさせ、『危害を加え

られるかもしれない』という恐れにより長い間精神病院に隔離されてきた」。 

「精神保健福祉法により、精神病の人が『自傷他害』の恐れがあるときは、知事は強制的に精

神病院に入院させることができる」。「犯罪から社会を守ることに比重をかけると、できるだ

け『おそれ』を拡大解釈し、拘禁を多く長くしたがる」。「『保安処分』という病気の人を隔

離することを目的とする制度の導入」も、今日まで何回も試みられてきた。 

しかし、精神障害者に対する予防拘禁として機能する「心神喪失者等医療観察法」は 2003年7

月強行採決され、2005年７月にはついに施行され、既に8年９か月を経んとしている。この法

律は、他害行為を行なった精神障害者だけが、病気の重さに関係なく、お金をかけ閉じ込めら

れ、「同様な行為を行う危険性」があるとして、「再犯防止」を目的として、「医療」を受け

なければならないシステムとなっている。 

４ 大谷さんの著作は、これまで読む機会がなかったが、2012年7月29日に、「予防拘禁法

を許すな！ネットワーク」の集会で講演「どうする、どうなる障害者制度改革」を聞いており、

「図書新聞」（2009年）の小嵐九八郎氏によるインタビュー記事「政治少女から人権派弁護士

へ」を読んでもいた。彼女は、早大での BUND系の学生運動を経て弁護士になり、金井康治君の

自主登校裁判から、永山則夫裁判など絶えずマイノリティの裁判にかかわり、「権利を実現す

るために法律という武器をもっと使いましょう」と、一貫して彼らに寄り添い、本書において

共生社会の実現に向けてまい進する生きざまを明らかにしている。 

 また本書の中で、各章の終わりに「Memorial」として書かれた著者の思いは、人間味あふれ

る筆致で描かれており、今は亡き金井康治君とか新見隆弁護士に宛てた文章は、特に心を揺さ

ぶられる思いがした。多くの共に闘う人たちにぜひ読んでもらいたい書である。 

（「情況」2014．5・6月合併号より、一部割愛して転載）      （大賀達雄） 

 

 

★ ネットワーク例会 

７月２０日（土） 例会（13:00～ スマイル中野５F和室） 

   ８月１７日（土） 例会（   同上                ） 

お知らせ 
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精神科病棟転換型居住系施設を 
考える集い 

  
2014年 6月 30日 19:00 - 21:00 

福岡市市民福祉プラザ ふくふくプラザ６０２ 

 

基調報告 倉知 延章 氏（九州産業大学教授） 
 

精神科病棟を居住施設などにして、そこに社会的入院の患者を退院させて住まわせよう

という構想が浮上し、厚生労働省の検討会で議論されています。 

病院の敷地内に患者を退院させることは看板の架け替えに過ぎないと、以前から批判が

出ていました。 

社会的入院の解決法としては、地域にこそ予算を配分すべきだとの声も上がっています。

今月中にも検討会の結果が出ると言われています。この問題を考えるために、急きょ、

集いを開きます。講演の後に意見交換の時間を持ちます。お誘いあわせのうえ、ぜひご

参加ください。 

 

参加費 無料  申し込み不要 

 

呼びかけ人  

石松 周（障害者の生活と権利を守る会福岡県連絡協議会） 

古賀知夫（きょうされん福岡支部） 

下川悦治（日本てんかん協会福岡支部） 

白石雄二（すずめのお宿・家族会世話人） 

野澤重信（福岡市精神保健福祉協議会） 

藤田幸廣（NPO法人自立生活センター福岡） 

八尋光秀（弁護士） 

山梨宗治（NPO法人全国精神障害者ネットワーク協議会） 

和田幸之（統合失調症患者） 

和田智子（こころの病の患者会うさぎの会）  

有吉時寛（社会福祉法人福岡あけぼの会理事長） 

一木 猛（公益社団法人福岡県精神障害者福祉会連合会会長） 

星野秀治（元帝京平成大学・社会保障法学） 

         （６月１６日現在） 

   お問合せ 080-7069₋9530(和田） 


