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  国立武蔵病院に「心神喪失者等医療観察法」 

隔離・予防拘禁施設をつくらせないぞ！ 

  保安処分新法「心神喪失者等医療観察法」の発動期限は来年７月だが、国は３月発動

を策動している。国が予定している隔離・予防拘禁施設建設は２６カ所。そのうち指定病

院として、昨年に国立精神・神経センター武蔵病院（国立武蔵病院）と国立病院機構肥前

精神医療センター（国立肥前療養所）、今年３月に国立病院機構花巻（国立療養所南花巻

病院）、国立病院機構東尾張（国立療養所東尾張病院）、更に６月には国立病院機構下総

精神医療センターと国立病院機講北陸が新たに付け加えられ、現在では６カ所において設

計が進行していることが明らかにされている。 

国が新法の主導的病院と位置づけているのが東京都小平市にある国立武蔵病院。既に小

平市議会に対して昨年１１月と今年６月、地域住民に今年３月と７月それぞれ説明会を開

催し、１０月施設建設の強行を狙っている。この武蔵病院に設置を許すのか否か。法案制

定阻止の闘いでは創り出せなかった小平市や近隣地域の仲間たちとどのような共闘を創り

出せるのか。手探りの闘いづくりが始まった。その最初の試みが３月１３日の「心神喪失

者等医療観察法と地域精神医療を考える集い」実行委員会による「集い」の開催。いかな
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る差別も許さず、精神障害者とともに地域

で生きていこうとするすべての人々にとっ

てこの新法は何を意味し何を地域にもたら

すのか、まずはそのことを共に考えあうこ

とから始めようと、小平市議３名、国会議

員２名を含む小平地域とその近隣の三多摩

地域の方々３０名の呼びかけで小平学園教

会で開催。講師の精神科医の富田三樹生さ

んは「保安の目的に従属させられる医療は

医療ではない」と、新法が精神医療を破壊

するものであることを指摘。弁護士の池原

毅和さんからは、精神保健福祉法が精神障

害者を強制的に入院させる特殊な法律であ

り更に特殊化したのがこの法であること、

精神障害者の犯罪は圧倒的に少なく「精神

障害者から社会を守らなければならない」

状況にはないこと、にもかかわらず、社会

復帰目的といいつつ実際は対象者に拭いが

たい烙印を押し、かえって社会復帰できな

い状況を創り出してしまうことなど、この

法の特殊性・反社会性が指摘された。予想

を超えた６３名の参加で第一歩の闘いを踏

み出すことができた。 

 「５／２２国立武蔵病院に『心神喪失者

等医療観察法』拘禁施設をつくらせない集

会」を国分寺労政会館で開催。前半は小平

市議常松大介さんから集会趣旨説明、精神

科医岡田靖雄さんから新法の「入院・通

院・地域処遇ガイドライン」の問題点の指

摘を受け、「患者隔離からみえてくるもの」

と題する弁護士八尋光秀さんの講演へ。八

尋さんは隔離政策の非人間性、精神障害者

に対する弁護士総体の弁護活動の不十分

な現状等々、ハンセン病国賠訴訟を体験し

てきた立場から語ってくれた（講演内容は

作成準備中のパンフに収録予定）。前半の

最後に立川・反戦ビラ弾圧で逮捕され、５

月１１日に７５日ぶりに帰ってきた２人

の仲間から緊急アピールを受けた。後半は

オープン・スペース街の歌、ハンセン病療

養所多摩全生園の鈴木禎一さんのアピー

ル、当事者の歌をＢＧＭにしながらの当事

者のアピール、最後に小平市議の橋本久雄

さんからの行動提起で終了。集会には前日

開催された「心神喪失者等医療観察法と地

域精神医療を考える札幌集会」の仲間から

もアピールが寄せられた。当日の参加者は

７５名。全国の仲間も含め１７８個人・１

５団体が呼びかけ人・賛同人になってくれ

るなど、３／１３「集い」から出発したこ

の闘いの歩みを確実にすることができた

ことを感じさせるものとなった。この集会

での「決議文」提出行動を６月１１日に小

平市議会、６月２１日国立武蔵病院、小平

市長それぞれに行い、小泉純一郎・厚生労

働省・法務省・最高裁・指定病院・指定病

院のある都道府県・全国の保護監察所に郵

送した。 

 ７月１７日には国立武蔵病院の前にあ

る小川東町地域センターで、小平市在住

の５名の呼びかけによる「小平市の地域

精神医療・福祉と国立武蔵『強制・隔離

入院施設建設問題』を考えるミニ学習・

討論会」を開催。国立市内作業所勤務Ｐ

ＳＷの寺田悦子さん、多摩あおば病院勤

務ＰＳＷの生島直人さん、ＮＰＯ法人精

神障害者サポートセンターこらーるたい

とう代表の加藤真規子さんに話をしてい

ただいた。参加者は小平地域周辺の人々

を中心に３０名。少しずつではあるがこ

の闘いが小平やその周辺地域三多摩にひ

ろがりつつあること実感させるものだっ

た。今後どのような闘いを対置していく

のか、地域の仲間たちと議論を深めてい

くことになっている。 

この闘いに注目と、共闘・連帯を！  
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資料 ５．２２集会決議文 

 

「心神喪失等の状態で重大な他害行為

は、厚生労働省は「心神喪

院医療は、重装備の

保護観察所がたてる

 

の拘禁施設の

は既に

 

を行った者の医療及び観察等に関する法

律」（心神喪失者等医療観察法））は昨年

７月、障害者、精神医療従事者、労働者

などの多くの反対にもかかわらず、強行

採決され成立しました。誰もが予測し得

ない「再犯の恐れ」を要件として、刑罰

に代わり無期限に予防拘禁する法律を私

達は断じて認めることは出来ません。 

 現在、法務省、厚生労働省は、２００

５年の施行に向けて準備を進めています。

既に、国立精神・神経センター武蔵病院

（東京小平市）、国立療養所肥前病院（佐

賀）、国立療養所東尾張病院（愛知）、国

立療養所南花巻病院（岩手）の４ヶ所に

予防拘禁施設の新設を決め、最終的には

全国で２４ヶ所の国立・都道府県病院に

建設することが内定し、予算措置もされ

ています。 

 ３月４日に

失者等医療観察法」について担当者会議

を開催し、法施行のためのガイドライン

を公表しました。 

 それによると、入

閉鎖病棟が急性期（３ヶ月）、回復期（９

ヶ月）、社会復帰期（６ヶ月）の計１８ヶ

月を目標にユニットに分けられ、病床は

それぞれ６床、１４床、８床、それに共

用として５床。スタッフも医師3～４名、

看護師４０～４８名、作業療法士、臨床

心理技術者、精神保健福祉士 6～７名を

予定。治療はリスクアセスメント、リス

クマネージメントに偏重し、ロボトミー

は使用しないものの、電気痙攣療法、隔

離、身体拘束が明記され、倫理会議の合

意の下に強力な麻酔の使用、デポ剤の使

用、外出、外泊も同伴付でないと認めな

い。これらがインフォームドコンセント

に基づく「治療」と呼べるものではない

ことは明白です。 

 一方、強制通院は

処遇計画により、医療や地域社会におけ

る処遇を図るとしていますが、警察を含

めた地域の関係機関との緊密な連携をは

かり、地域住民に対しても個人情報の開

示をするなど、この連携が精神医療福祉

を治安的に再編するものとなっています。

 このように、一旦施設から出られても

強制通院処分が課せられ、全国５３箇所

の保護観察所が中心となり、地域の精神

保健福祉の関連施設との連携のもと個人

情報が開示され、監視下に置かれ、いつ

でも再入院の危険にさらされています。 

 まさに、本ガイドラインは、この法の

施行を通して、一般の精神医療・精神保

健福祉を治安管理的に再編するものです。

これは、現在政府の進めている刑法の重

罰化や共謀罪など治安管理の強化に呼応

するものでもあります。 

 現在新たに作られる４つ

中でもその主導的施設として位置づけら

れている国立精神・神経センター武蔵病

院において隔離拘禁施設を建設する準備

が進んでいます。既に昨年１２月、小平

市議会に、今年３月２０日には地元住民

に対して説明会を行い、６月の小平市議

会への説明を最後に、隔離拘禁施設の建

設を強行しようとしています。 

 これらの動きに対して、私たち

厚生労働省との３回にわたる交渉を持っ

てきましたが、同時に国立武蔵病院に拘

禁施設を作らせないため地元での運動を

展開しています。３月１３日には、小平

学園教会で「心神喪失者等医療観察法と

地域精神医療を考える集い」を開催し、

三多摩地域に住む人々を中心に 63 名が

集まり、精神障害者差別に基づく隔離拘

禁施設は作らせないことを確認しあいま

した。 
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 今日再び私たちは集まり、“国立武蔵病

ガイドラインとは、本年3月4日に厚

生

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 審判  

ラインでは審判に触れる

措置診察を

民衆と

 

００４年５月２２日 

失者等医療観察

 鑑定対象は年間400名、鑑定入院機

 入院医療  

人口500万人あたり

0名、その80％

院に「心神喪失者等医療観察法」拘禁施

設をつくらせない集会”を持ちました。 

 私たちは精神障害によって事件を起こ

したとされた人の将来の犯罪を予測し、

予防的に隔離・収容する特別な拘禁施設

の建設は決して認めることは出来ません。

私達は厚生労働省、法務省を初め関連す 

る施設、諸団体に拘禁法の施行反対を訴

えていきます。そして、全国において行 

  

 

 

 

 

 

 

労働省全国精神保健福祉関係担当者会

議に、資料として提示されたもので、会

議での検討などをへて、やがて成案が示

されるはずである。このガイドラインに

ついては、森泰一郎さんによる学習会も

行われたが、ここでは私が5月22日の集

会で報告した内容を記す。そのさい『ジ

ュリスト増刊－精神医療と心神喪失者等

医療観察法』（有斐閣、2004 年 3 月）も

参照した。問題点は〔  〕内に記した。 

 

＊

 

Ⅰ

 今回のガイド

部分はごくわずかである。 

審判員の選定：過去5年間に

行った精神保健指定医から、判定医リス

トを作製して、そこから審判員・鑑定医

を選ぶ。〔こうなると、精神科医は一般医、

指定医、判定医、審判員・鑑定医に選ば

れる人、と階層づけられる。〕 

動を起こしている病者、労働者、

共に大きなうねりを作り出し、病棟の建 

設阻止と、法の発動阻止に向けて闘い抜 

く決意です。 

以上決議します

 

２

国立武蔵病院に「心神喪

法」拘禁施設をつくらせない５・２２集

会参加者一同 

 

 

 

 ラ
 

 

 

 

入 院 ・ 通 院 ・ 地 域 処 遇 ガ イ ド イ ン （ 案 ） な ど か ら 

見えてくるもの                     岡田靖雄 

■

関は人口100万人あたり２～３か所。400

名中入院となるもの300名、通院100名。

〔精神鑑定は、本法のまえに責任能力を

みきわめる鑑定(簡易鑑定を含む)、本法

による鑑定と2回行われる。その結果、

本格的治療開始はいちじるしく遅れる。〕 

 

Ⅱ

■ 入院医療機関は

１か所として、全国で24病棟を国立・都

道府県立精神病院などに。関東甲信越で

8～9か所。まず国立の武蔵(東京)、肥前

(佐賀)、東尾張(愛知)、花巻(岩手)、下

総(千葉)、北陸(富山)に。6 月中にあと

２か所決定。〔24 病棟が完成しても、半

数の人は隣県の病院に入院することにな

る。これで社会復帰がうまくいくのか。

まして完成途上には？〕 

■ 入院対象者は、年間30

は 18 か月で退院し、在院者は 600～700

名で定常状態となる見込み。〔取らぬ狸

の・・・・・〕 
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■ 病棟は３０床の運営病床のほか、予

け

4名、看護師は夜勤

画は、すべての対象者に個別

は、急性期（3 ヶ月）→回

復

わな

い

出・院外外出（ともに同伴者つ

き

．通院治療の対象者は 1,000～2,000

院医療機関は、精神保健指定医が

が作る処遇実施計画にも

対

けいれん療法のやり方は未定。〔電気けい

れん療法は、かならず本人の同意をえて、

また麻酔医も加わっての修正法で、パル

ス電流を使って、というのが世界的原則。

これをきっちり守るだろうか。また、電

気けいれん療法では、ひどい記憶障害を

伴わなくても、異常体験と他害行為との

関連がパッと切れることがある。とする

と、他害行為をおこなった人の治療には

不適〕 

院内外

備病床３。区分は急性期６床、回復期14

床。社会復帰期8床、共同（回復期、社

会復帰期）5 床を標準とする。全個室、

保護室は33床の他に1室（足りるだろう

か？）。公衆電話はすくなくとも1か所、

可能なら急性期ユニットに１か所。 

■ 病棟は、裁判所より入院を義務づ

られている者を対象とするので、閉鎖病

棟とする。安全管理体制は充分にする（夜

間に警備員、無断退去時には警察官の応

援を求める体制など）。〔開放的になって

いる病院のなかに、いわば刑務所病棟が

できることは、病院全体の治療的雰囲気

をこわし、その病院を地域社会から切り

離すことになる。〕 

■ 人員は、医師3～

）は回復期から、外泊（同伴者つき）

は社会復帰期から。〔同伴なしの外出はさ

せないのか。同伴つきで遠くへ外泊して

いた人が、通院に移るのは、飛躍にすぎ

る。〕 

 

Ⅲでも5～6名（全体で40～48名）、作業療

法師・臨床心理技術者・精神保健福祉士

6～7 名など。〔本来は、一般の精神病床

にこのぐらいの人員が必要。ところで、

国立精神病院に医者が集まらなくなって

いるのに、ここにだけ集めたらどうなる

のか？〕 

■ 治療計

名。 

■ 通

常勤する医療機関。国立・都道府県立の

専門機関はすべて対象とし、不足分は民

間病院（訪問看護を実施していて、看護

配置基準3：1以上）から指定。各都道府

県に最低２か所、人口100万人あたり２

～３か所。〔所によっては通院が丸一日が

かり。〕一時的症状悪化の際などに、精神

保健福祉法などによる入院医療も提供で

きるところ。 

■ 保護観察所

の計画、また基本的には対象者の同意を

得る。リスクアセスメント、リスクマネ

ジメントを重視。怒りのマネジメント、

被害者への共感性、他害行為の問題の認

識が大事。 

治療の流れ とづき、地域内処遇の一環として、医療

を行う。保護観察所がケア会議を開く。 

■ 治療の流れ 前期（６か月） － 中

期（9 か月）→社会復帰期（６か月）

の計１８か月を目標とする。80％はこれ

で退院。〔まさに絵にかいた餅〕 

精神外科手術（ロボトミー）は使

期（１８か月） － 後期（１２か月） 

→ 一般精神科医療。３年の法定期限経

過の時点で、多職種チーム会議で通院処

遇終了評価し、必要あれば通院継続の意

見などを保護観察所に出す → 再入院 

/ 2年延長（計５年まで） / 終了 

■ 被害者や地方自治体などの要請に

。薬物療法は標準的ガイドラインによ

る。麻酔剤などで強力な鎮静を行ったと

きは、倫理会議の評価をうける。デポ剤

は使用に対象者の同意が得られないとき

は、倫理会議全員一致の合意を要する。 

隔離、身体的拘束のやり方は未定。電気 しても、必要な情報提供を行う。〔個人情
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報漏れのおそれ充分。〕 

 

Ⅳ 地域社会における処遇  

への定

、保護観察所、

裁判所の終局決定に

が終了

・・・・・・ 

精

よ

”はこうして、精神科医療

心神喪失者当

■ 力点は、医療継続、地域社会

着、本人への生活支援。 

■ 関係機関 地方厚生局

都道府県主管課、精神保健福祉センター、

保健所、市町村等主管課、福祉事務所、

指定通院医療機関、精神障害者社会復帰

施設などに必要に応じ、警察署、社会福

祉協議会、民生委員協議会などの協力を

もとめる。〔まさしく、総動員体制！〕 

■ 保護観察所 （北海道に４か所、各

都道府県に１か所、八王子、堺、北九州

にそれぞれの都府県のものの支所があ

る）は、本制度の地域処遇において、当

初審判の段階から一貫して対象者に関与

する立場にあり、地域社会における処遇

のコ－ディネーターの役割をはたす。保

護観察所は、平素からの連携やケア会議

などの開催を通じて、地方厚生局、指定

医療機関との緊密な連携体制を築く。 

■ 対象者の社会復帰が促進されるとみ

こまれるときは、対象者の同意にもとづ

き、一定範囲で地域社会に対象者の個人

情報を開示する。 

■ 地方厚生局は、

先だち、指定入院医療機関、指定通院医

療機関をあらかじめ内定する。 

■ ″本ガイドラインは、本制度

した後における一般の精神医療及び精神

保健福祉の継続をも視野に入れつつ、広

く地域の精神保健福祉全般の向上へも寄

与することを目指すものである”。〔本法

は、医療福祉を治安面から再構成しよう

とするものだ、と、私たちは前から指摘

してきた。保護観察所を中心とする地域

施設網はまさにそういうものである。そ

して、措置入院を解除された者について

も、同様の追跡観察体制が必要だ、との

論がすでに出はじめている。〕 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

心神喪失者等医療観察法の付則は、”

神医療全般の水準の向上”、”精神障

害者社会復帰施設の充実等精神保健福祉

の全般の水準の向上”をうたっている。

この法律の施行と精神医療全般の水準向

上とは”車の両輪”だと、政府与党側は

国会審議のなかでくりかえしてきた。”

平成 16 年度精神障害者社会復帰施設等

の運営費国庫補助（新規分）50％カット

に強く抗議し、その 100％の国庫補助を

求める”とは、日本精神科病院協会（汚

い政治献金もして本法制定を強力に推進

してきた、ほかならぬ日精協）の定期代

議員会・臨時総会の決議である。医療福

祉切捨ての時代にあって精神科医療にだ

け予算がよけいにまわされることはあり

えない。心神喪失者等医療観察法のため

の予算・人員は、精神科医療関係全体の

予算・人員からむしりとられるのである。 

こうして、心神喪失者等医療観察法に

る入院施設は、それが作られる病院を、

閉鎖的な雰囲気の暗い施設に変え、また

その親病院から不足している医師、看護

師をさらに奪い、精神科医療の全体を予

算不足に追い込む。そのようにして荒廃

させられた精神科医療を、保護観察所を

頂点とする監視的なものに作りかえてい

く。この法律がしようとしているのは、

精神科医療の破壊以外のなにものでもな

い。隣りの県の入院施設、ひきつづく通

院施設も住所からはるかに遠い。そんな

条件で対象者の社会復帰の実があがるべ

くもない。 

 “車の両輪

一般の輪は小さくなり、もう一方の心神

喪失者等対策の輪は形だけは立派な輪と

なろう。こういった両輪を持った車がど

うなるか、明白である。 

 ガイドラインの検討は、

医療観察法の破産を明らかにした。ガイ
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ドラインの続く部分、またそれらが成文

化されるものへの監視を強め、反対運動

にさらに結集していこう。 

 

拘禁法あり 有事関連七法なりて 

 

心神喪失者等医療観察法と地域精神医

組み 

    

） 

 

第１００回日本精神神経学会総会が、

わっ

で、PRチラシもできた。

喪失者等医

集いの実施状況 

６時から前座として、法の内容の

進行 

 本番座長は、樋田精一氏（つるい養生

氏（全家連顧問弁護士・

日本精

北海道医療大学・

此の邦はいよいよ改憲にすすむ。 

            （青人）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「

療を考える集い」報告 

―札幌５．２１集いの取り

                   

太田隆男（「集い実行委員会」

 

‘０４年５月２０日～２２日の３日間、

札幌において開催されたが、この総会の

２日目、５月２１日に表記集会を別会場、

別時間帯に、同会関連行事として行った。 

 この集いについては、数ヶ月前から、

山本真理氏から実施するについて打診を

受けていた。私たちは、こういう学会に

全国から医師、病院スタッフが参加する

わけだから、札幌としては全国の人たち

から刺激を受けるいい機会である。よし、

予防拘禁法を市民関係者に知ってもらう

ためにも取り組もうと決意した。 

 幸い、東京での本法反対運動に関

た数名がおり準備が進められたという次

第である。道精神保健福祉センター伊藤

所長が中心となってくれて各当事者、自

治労、札幌市内運動者等５名で実行委員

会を結成した。 

 自治労の肝いり

北海道共同募金からの賛同助成金をもら

えるようになった。というわけで、準備

は順調に進んだのである。 

 集会名は表記の通り「心神

療観察法と地域精神医療を考える集い」

とした。 

 

 

全国各地から 

・東京北海道・大阪・兵庫

 ５．２１、日本精神神経学会総会の２

日目、午後６時３０分、学会総会参加者

も流れてきた。網走、釧路のほか、近辺

市町村の関係者、市内の医師、各職種、

地域活動従事者、本人、家族、一般とい

うような彩りで参加者は１７１名であっ

た。 

 午後

予備知識というような意味で実行委員が

中心になって勉強会。６時３０分から本

番という設計をした。資料の配布、参考

書の販売もやった。レジュメは４０頁に

渡るもので、３００円という参加費は十

分償えるものだったと思う。 

 

村病院名誉院長）から、日本・病院精神

医学会が本法に対する反対声明を出した

内容を話した。 

 講演・池原毅和

東京アドボカシー法律事務所）から、一

般医療と精神医療の違い、刑法における

精神障害者の犯罪の扱い、刑法予測の問

題等を力を込めて講演をした。 

 シンポジスト・富田三樹生氏（

神神経学会法関連問題委員長）は、７０

年代保安処分問題に関わってきた経緯、

本法の国会提案における審議の状況、ま

たガイドラインの中での諸矛盾点等を分

かりやすく説いた。 

 同、向谷地生良氏（
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看護福祉学部助教授）は、ワーカーとし

て勤務していた浦河日赤、ベテルの家の

実践の中から自分の感ずる当事者の戸惑

い、最近惹起した事件、多くの病院ワー

カーが現状の中でやる気を失っている諸

状況等を憂いをあらわにして話した。 

 同、山本真理氏（ユーザー・全国「精

神病」者集団会員）は、人間は危険な存

在である。一番危険なのは、国家権力で

ある。それをチェックするために刑法が

あり、民主主義がある。裁判の脱理念化、

儀式化等本法に及ぼす危険な所以を熱を

入れて訴えた。 

 

討論 

討論の前に座長から新任の社会復帰調整

から次々と当事者、ワーカー

委員から提起した集会アピ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   

              山口博之 

「池田小事件」は我々の地元で起こり

精連ニュース」でも、塚本氏が「こ

 

から、ともに闘う皆様

も見よ、あるものが正気であ

官（札幌保護観察所）を紹介し、当人か

ら重症の障害者を支えたい気持ちで調整

官に応募し採用されたこと、当事者と向

き合う時ソーシャルワークがあると思う

が、やれることとやれないことがあると

はっきりさせ、仕事をやりたいと心情を

吐露した。彼女の述べたことは勇気ある

発言であると会場の中から評価の声が上

がった。 

 フロアー

等の発言があり、座長、シンポジストの

応答は真剣に交わされ、時間の不足が悔

やまれた。 

 最後に実行

ールを採択し閉会した。午後８時４０分。 

 

・・

大阪から 

 

 

ました。あのヒステリックな「精神障害

者報道」による「二次被害」を強烈に訴

え、事あるごとに「大精連」「精神医療人

権センター」が核となって訴え続けてい

ます。この事に対して、大阪の家族会「大

家連」や「障大連」が我々の主張を理解

し、明確な意思表示も行ってくれていま

す。 

 「大

の法案を廃案にするまで一生闘い続け

る」と書いた決意は、法の成立後も「廃

止」を求め続ける意志があり、人権セン

ターも同様です。大精連は例会で、人権

センターはシンポやセミナー等で機会を

作りながらも活動しています。今年度は、

６月１９日の大精連大会にてこの問題が

「風化」しないためにも「障害者の人権

ネットワーク宣言」が出され、了承され

ました。また人権センターは、今年１１

月１３日にシンポジウムを行う予定です。

 現在、「障害者の権利条約」「差別禁止

法」が論議されています。「心神喪失者等

医療観察法」は「間違いなく、この条約・

法のネックになる！」と私として断言し

ておきます。今後５年は確実に闘えると

思っています。 

 最後に大阪の私

へ「エール」として、アメリカで現実に

社会的反響を起こした「ブルース・エニ

ス」の言葉を送ります。（かなり前の話で

す。それだけ日本の現実が遅れているの

です。） 

 「考えて

れば、彼がいかに危険であろうと、将来

彼がしでかすかもしれないことのために

『自由を奪う』ということはありえない。

アメリカでは受刑者の８５％は『再犯』

を犯すことが分かっていても、刑が満期

に達するとその日のうちに『釈放』する。

ところが、あるもの（前科者を含めて）

が『精神障害者』であると考えられれば、

将来彼が『何をしでかすか分からぬ』と

言う理由で『彼から自由を剥奪する』こ

とが出来るのである。何故、そういうこ

とになるのであろうか？我々は正気のも
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のの『予防拘禁』は禁じているのに、何

故『精神障害者』の『予防拘禁』を許し

ているのであろうか。いわゆる『精神障

害者』に対する『差別的処遇を認めてい

くいわれは全く無い』し、このことはい

ろいろな機会に批判・非難を受けるべき

事である」 

 

仲間とともに、『日本の人権的遅れを正

す

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

庫県立光風病院・岩本院長との話し

尼崎市では保安処分学習会がかさねら

れ

こちら側は兵精連3名、小川医師、虹

の

長からは、－こういう病棟をや

っ

係

       

蔵病院 「地元住民説明
会」

     

 

一回目は3月20日に、国立武蔵病院

内

』誇りとともに闘い続けよう！ 

 

・・

 

兵
合い－保安処分病棟、引き受けたくな
いが－ 
 

てきたが、今般、関西各地の国立病院

に対し、保安処分病棟を作らないよう申

し入れなどを行っていく目的で、保安処

分病棟に反対する有志連絡会が設立され

（「精神病者」有志、精神医療従事者有志、

「障害者」有志、労働者・市民有志、兵

庫県精神障害者連絡会、虹の会、医師小

川紘その他）、同連絡会が6月7日に、兵

庫県立光風病院・岩本院長と行った話し

合いの報告が、兵庫県精神障害者連絡会

の高見元博さんから送られてきたので、

その内容を紹介したい。 

 

会2名ほか。光風病院側は岩本院長と

事務方2名。まず、“あらゆる意味で心

神喪失者等医療観察法は、精神医療の破

壊であり、私たちが長年にわたって積み

重ねてきた精神医療改革を亡きものにし

てしまう法律です。そのような法に基づ

いた収容施設を光風病院には絶対に作ら

ないということを求めるものです”とい

った内容の申し入れの趣旨をこちらから

説明。 

岩本院

てほしいとは民間から強く要望されて

いる。前の院長は受けるといっていた。

だが、積極的にやりたいと手を挙げてい

る医者はいない。法で決まっているから

と命令的に上からおりてきたら、副院長、

両部長の4役で相談する。保安処分病棟

だからといっても普通の医療をやってい

くしかない。でも、反対の力が弱かった

から、この法律ができちゃった。ある院

長（京都府立洛南病院・岡江院長）はも

ろ手をあげて賛成している。大阪府立中

宮病院は、２次救急、「触法」、「処遇困難」

と引き受けて医者が来なくなった。その

轍は踏みたくない。そういう病棟は引き

受けたくないが、公務員として、県が言

ってきたらどこまで反対といえるか。ま

た、政策医療で引き受ければ、医者も看

護師もつくし、赤字を出しても大丈夫と、

民間の先生方からいわれる。こういうこ

とをいって、あんな人を院長にしておい

てはまずい、となるかもしれない。 

 その後，兵庫県障害福祉課精神保健

は、交渉の申し入れを、厚労省からまだ

何もおろしてきていないのに、反対団体

と話すことは何もない、と拒否。今後は

洛南病院に申し入れの予定。      

         （文責・岡田靖雄） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 
小平 国立武
 感想 

                    

七瀬タロウ   

第

レクレーション室で行われました。参

加者は40名程度。内容はおもに「ガイド

ライン」の説明でした。地元住民からは、

まず広報のありかた（町内会の回覧板を

 9



つかって、半径500メートルの住民に知

らせた）に関して、町内会は自治会で上

意下達の機関ではないし、任意加入なの

で、加入していない住民には知らされて

いない点等の指摘がありました。 参加

者が大変少なかったこともあり、なぜ住

宅地の小平に建設するのか、住民の安全

は大丈夫なのかといった点がおもな質問

でした。基本的に「ガイドライン」の趣

旨説明ということもあって、具体的な内

容に乏しく、設計図が出来た時点で、広

報のあり方も含め検討し、もう一度説明

会を行うということでした。 

 さて、7 月 10 日の「地元説明会」は、

 

ぢか、建設予定地の、

国会の衆議院法務厚生労

水島委員 そうしますと、法務省に重

設計図面を基にしたある程度具体的な説

明でしたが、国立武蔵が指定通院機関に

なるのか等の住民の各種質問に、まだ決

まっていない、検討中という厚生労働省

側等の返答も多く、ちゃんと具体的に決

まった上で、もう一度地元説明会をやっ

てほしい、という意見も相次ぎました。 

 また、10 名程度傍聴という形で参加し

ていた、都内の当事者の一人が、一通り、

地元住民の質疑が終わった後、「発言を求

めまーす」「私たち精神障害者は建設に反

対しまーす」と挙手して、発言を求め、

地元の方も「当事者にも発言させるべき

だ 」とおっしゃってくださったのですが、

3 名の厚生労働官僚に取り囲まれ、発言

を阻止され、私自身も衆議院での国会答

弁と 明らかに違う「説明」をしていた点

を、指摘しようと思ったの に、「こうい

う形で、『当事者』の発言を、封じ込める

のか」、「 要するに二枚舌で建設しようと

しているのではないか」「行政府の人間が

立法府での答弁を無視するような『説明』

を地元住民にする権限はどこから来るの

か！」と相当くいさがったのですが、あ

っさり、もうおしまいです。帰ってくだ

さい、ということで、一応は引き下がり

ました。しかし地元説明会が、とうてい

説明会の体をなしていないことは明らか

になったのではないかと思います。（帰り

際に「あなたたちもっとがんばりなさい

よ、言ってやらないとだめよ！」と励ま

してくださった、地元の方もおられまし

た） さて地元住民の質問に対して、入所

者の人権保障、「社会復帰」のあり方、40

メートルほどのすぐ近くにある保育園と

の問題等、諸問題山積で、結局具体的な

回答のできないまま、法律施行にあわせ

て、ごり押し的に建設を進めようとして

いるようです。  

 このままでは、ちか

樹木の伐採も始まってしまいそうです。

国会答弁と食い違っているように思われ

た点は、「退院後に患者さんがなにか「事

件」を起こした場合、誰が責任をとるの

か」という質問に対して「難しい質問で

すが、裁判官や精神科医がとることにな

ると思う」という回答です。この「責任

問題」は、入院期間の長期化とも直結し

かねない大変重要な論点であり（「責任問

題」をおそれて、退院させずらいシステ

ムになってしまう）、国会でも論点になっ

た点です。  

 なお以下 155

働委員会（11 月 27 日）でのやりとりの

会議録当該部分をコピーしておきます。 

 

○

ねてお伺いしたいんですけれども、この

修正案の手続に基づいて、精神科医、審

判員が、この人には今はこの治療が必要

だ、この治療が必要でないというふうに

判断をして、そして治療が必要なくなっ

たと判断した方が、この法律の制度の枠

の外に出て普通に生活を送っている中で

不幸なことにまた同じような事件を起こ

してしまったというような場合に、この

審判員であった精神科医というのは責任

を問われることになるんでしょうか。 
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○樋渡政府参考人 お答えいたします。

審判の中で裁判官と協議して、審判員が

裁判官とともにそのような決定を下すわ

けでございますから、通常そういったよ

うなことは考えられないと思います。 

国会での論点は「法の外」に出た方が、

「

 

に反対する

10

 

く

9月議会

で

うとしてい

同じような事件」を起こした場合の「精

神科医」の「責任」についてですが、答

弁の趣旨からしても、住民説明会での発

言と相当食い違っているように思います。

ここはいずれにせよ、入院長期化と直結

しかねない大変重要な論点だと思います。

 

一橋学園一番街商店会の中にカジャとい

精神神経センター武蔵病院に刑務

平市議会議員 橋本久雄 

 

うリサイクルショップがあった。精神障

害者の自立をサポートするグループホー

ムを作る運動の中から生まれた店だった。

たくさんの障害者がふらっと訪れ、ひが

な一日のんびりとおしゃべりができる素

敵な所だった。私もよくこのお店に立ち

寄り、おしゃべりを楽しんだ。今でもお

店の裏のアパートに障害者が自立して暮

らしている。しかし、このお店は公的助

成が受けられなかったこともあり、数年

で閉めざるを得なかった。 

古いことだが、「保安処分

0 人委員会」の事務局に関わっていた

こともあり、精神障害者を取り巻く状況

の厳しさを改めて感じざるを得なかった。

小平市には三つの精神病院があり、た

さんの障害者が暮らしている。いくつ

かの障害者団体も活発に活動している。

しかし、市は国や都に準じた対応しかせ

ず、独自の施策を持っていない。私も議

会で「自立支援」というテーマで二度「職

親制度」などの質問をした。 

今回の問題については昨年の

全会派が一致して国に対する意見書を

提出した。その後2回担当者から議会に

対し説明会が開かれた。また周辺住民に

対する説明会も一度行われ、7 月中に小

平、東村山市の市報で案内を出し、説明

会が行われる。そもそもこうした施設を

なぜ作らなければならないのか、犯罪が

増えたということが言われるが、そうし

た事実はない。増えたのは警察官の犯罪

が約4倍になったことだ。しかも「重大

な犯罪を犯した障害者がもう一度犯罪を

犯すケースがあるか」との質問に、担当

者は「データがないのでわからない」、「障

害者の再犯率は決して高くない」という。

自民党の議員ですら「やり方が性急過ぎ

るのではないか」と言わざるを得ないほ

ど、作ることの意味は見えてこない。で

はなぜ作るのか。三大障害の中で精神障

害者へのケアはほとんど行われてこなか

った。「精神障害者は危険だ」として、で

きるだけ健常者から引き離す「隔離・収

容」という国の姿勢は一向に変わらず、

むしろそうした姿勢を更に強めようとし

ている。外国人の犯罪も増えていない。   

しかし、マスコミも含め「犯罪が増加し

ている。治安が悪化している」という雰

囲気を作り出すことで市民を国家の意思

に統合していく動きと今回のことは無関

係ではない。多くの市民は「危険な施設

が小平に来たら怖い」という意識を持っ

ている。そうではなく、「障害者が地域で

ひとりの市民として、あたり前に暮らし

ていける関係を作る」ことができる。だ

からこそ、こうした「人格を破壊する隔

離・収容施設はいらない」という私たち

の思いとどう切り結んでいくことができ

るのか、大変重い課題だ。 

 すでに秋には工事が始まろ

所のような予防拘禁施設が作られ
る！ 

小
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る中とはいえ、粘り強く施設の建設を止

めさせる運動を続けたいと思う。 

 

 聖書の中にこんな話しがあります。イ

 「予防逮捕」の幕開け 

小平学園教会牧師  宗像基 

エスがガリラヤ湖の東岸ゲラサ人の住む

地に行ったとき、その湖岸にある墓場の

中に住み着いている一人の男に出会いま

す。彼は「悪霊に憑かれた凶暴な男」と

いうレッテルを貼られて危険視され、し

ばしば墓石に鎖で繋がれるのですが、そ

の鎖も引きちぎるほどに暴れるというの

です。しかし町の連中は彼が墓場から出

ることは許しません。町のボスたちは彼

には恐ろしいレギオン（ローマの軍団）

の霊が憑いている、だから何をするか分

からない、そんなやつは墓場に予防拘禁

をして閉じこめておくべきだと考えたの

でしょう。 

 どれほど叫んでも、自分の体を傷つけ

的な話しで恐縮ですが、

置

この物語のなかに、「予防拘禁」というも

のの意味、目的が見えてきます。まず彼

の過去を強調して、「危険人物」のレッテ

ルを貼りつけ、彼を強制的に隔離拘禁し

て、彼自身が自分をレギオンだと思いこ

むまでに説得するのです。そして町の

人々には、彼を解放しておくことがいか

に危険であるか、経済的にも大きな損失

であり、思想的にも「非国民的」である

かを、脅かしをもって宣伝し、その彼を

解放しようなどと考える連中は追放する

か、村八分にせねばこの國は不安である

と騒ぎ出すのです。私の住む小平の地に

その「予防拘禁施設」が造られるときい

て、私も驚き、あわてています。これは

精神障害者に対する人権無視だけでなく、

すべての人に対する「予防逮捕」を可能

にするその第一歩です。かつて「あいつ

は……だ」のうわさだけで特高に捕らえ

られた、あの忌まわしい歴史の幕開けに

なる危険性を持っています。いや既に始

まっています。力を合わせて阻止しまし

ょう。 

 

 

ても誰も自分を助けてくれない、その内

に自分が本当にレギオンなのかと考えて

しまう、他人はすべて敵に見える、だか

ら出会ったイエスにも悪態をつく、「おれ

にかまうな」と。しかしイエスは彼の内

心の「自分を助けてくれ」という叫びを

聞き、彼の中の悪霊を追い出し、彼を解

放するのです。するとそのレギオンと言

う多数の悪霊は、その地でゲラサ人の飼

っていた豚２千匹の中に入り、その豚は

暴走して、崖の上から湖の中に飛び込み、

溺れて死んでしまいます。町の人たちは、

その男が癒され、解放されたことを喜ぶ

よりも、豚の損失を怒り、イエスはその

地から追放されてしまうのです。（マルコ

福音書５章） 

 いささか伝説

水道橋のシニアワークにて、「精神保健福

第３回学習会の報告 

ソーシャルワーカー） 

      

 生島 直人（

 

祉法・東京の民間精神病院について」と

いうテーマで勉強会が開かれました。参

加者は病者が6人～7人、組合関係者が4

人～5人。医療従事者が6人～7人でした。 

最初に、精神保健福祉法の中から、措

入院・医療保護入院・任意入院が法律

的には、どのように規定されているのか

話をした。入院形態としては、任意入院

は自発的な入院と言われているが、退院

の意思を本人が表しても必要があると指

定医が診察をして認めると、72時間の退
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院延期をできる内容があり、その間に医

療保護入院に形態を変更できることを考

えると、強制入院と考えられる。 

また、現在の法律には、その中で、一

般

院の数について簡単に触

れ

とその

他

院

ては、病者を中心とし

て

 

去る７月１０日の暫定拡大事務局会議

人や公的な機関が、精神障害者または、

その疑いのある人に対して、知事に通報

するシステムがはりめぐらされているこ

とを話した。 

次に、措置入

た。措置入院は、申請件数、措置入院

者件数も一度減少したが、申請件数につ

いては、87 年を境に増えている。また、

措置入院の入り口は、66年には一般人か

らの通報が多く、次に警察官通報が続い

ていた。現在は、警察官通報が8割ぐら

いを占めている。措置率（01 年 10 月 1

日現在）は、大坂の0.0％（0人）、滋賀

県の3.9％（85人）とかなりの幅がある。

措置入院期間については、20年以上の措

置入院者が40％である。しかも、地域格

差が大きく、京都や千葉は0人で山口県

は措置入院者の69％・福井は54.5％であ

る。これは、措置入院の為の指定の診察

や措置入院中の解除の為の指定医の診察

結果にばらつきがあると話す。 

入院形態別の構成比は措置入院

の入院が減り、任意入院が増えている。

総数としても、35万人が33万3千人で1

万7千人が減少した。 

次に日精協に入っている東京都民間病

について話をした。病院数は71病院、

ベッド数は、21042 床で東京都全ベッド

数に対し、約81％をしめている。東京都

の民間の精神病院は、入退院数・外来数

等の活動性やマンパワーは病院のベッド

数に影響を受けている。大きな規模の病

院が活動性が高くマンパワーも多く、小

さい病院は活動性も低くマンパワーも少

ない。規模の分かれ目は、300 床以上か

以下かで決まってくる。また、診療報酬

上でも、高い診療報酬の基準に対応して

いる病院も大きな病院である。そして、

措置入院の指定病院も大きな病院である。

この事は、東京の民間の精神病院は、大

きな規模で色々な事に対応していると言

える。しかしながら、この事は長期在院

者を多く抱え、その売上を使って、活動

性やマンパワーを支えていると考えられ

る。活動性が高く、マンパワーが多いの

は、いい事であるがそれを支えているの

が長期入院者の存在であるという矛盾が

そこにはある。 

質疑応答につい

活発な質問があった事は記憶している

が、内容についてはすいませんが、覚え

ていません。 

 

 

 

後の方向性に関する

ご

１１月１９日（金）～２０日（土）

「ネットワーク」第１回総会へ 
ご参加を！ 
皆さんも今

意見をお寄せください 
 

 

で、第１回総会開催日を１１月１９日 

（金）～２０日（土）と決定しました。

昨年１１月３日の「ネットワーク」結成

から早くも半年が経過しました。約２年

に及ぶ心神喪失者等医療観察法制定阻止

闘争を闘った精神障害者、医療従事者、

労働者、市民、弁護士、学生、学者など、

様々な領域を超えた仲間による結成でし

た。結成の際に「ネットワーク」の方向

性は第１回総会までの約１年をかけて全

国の仲間との共同論議・共同闘争を経て

確定していくこととし、当面は①保安処

分体制構築と法の発動を許さない活動、

②情報の交換・共有化（通信の発行を含

め）、③学習・討論会活動の３本を基軸に

据えて活動してきました。 
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これまでの主な闘いは 

具体的には以上の当面の方向性に沿っ

て

の主な闘い 

ご意見を！ 

・・・・・・・・・・・・・・・ 

ク例会 

曜ですが、８月は

（日） １３：００～１７：００ 交

）～４日（土）全精連大会（福岡）  

９ ル 

10 日（土） 病院地域精神 

「

yodou-owner@egroups.co.jp 
 

、２ヶ月に１回（偶数月の第２土曜日）

の例会を基本に、３回の厚生労働省交渉、

東京都小平市にある国立精神・神経セン

ター武蔵病院（国立武蔵病院）に保安処

分・予防拘禁隔離施設をつくらせない闘

い、通信の発行（今回も含め２回に留ま

っていますが）、５回の学習・討論会活動

（２ヶ月に１回）に取り組んできました。

中でも緊急課題としてあるのが国立武蔵

病院に予防拘禁隔離施設づくりを許さな

い闘いの形成です。国は既に全国６か所

に保安処分施設を建設すると発表。国立

武蔵病院をその主導的病院と位置づけ、

来る１０月に建設を着工すると小平市議

会に明らかにしています。３／１３心神

喪失者等医療観察法と地域精神医療を考

える集いを第一歩に、模索しながらの運

動づくりを地域の仲間と共に進めている

ところです。 

１１月第１回総会まで

 １１月の第１回総会までの闘いとして

は、これまで私たちとの交渉を拒否して

きた法務省と、更に最高裁判所との交渉

（ヒアリング）、引き続きの第６回連続学

習・討論会（テーマは新法の司法判断に

関するガイドラインについて）の開催、

国立武蔵病院への予防拘禁隔離施設をつ

くらせない闘い、今後の方向性に関する

議論等を中心に取り組んでいきたいと考

えています。 

今後の方向性に関する

 長期隔離収容されている入院患者の退

院促進は一向に進まず、心神喪失者等医

療観察法にのみ予算が集中しそちらには

金がいかない現状が生まれています。一

方、国が明らかにした「入院・通院・地

域処遇ガイドライン」は、危惧したよう

に心神喪失者等医療観察法を一つの突破

口に、すべての精神障害者を地域総動員

態勢によるより強化された隔離・監視・

管理下に置こうとしていることをあから

さまにしています。それはまた、この国

の戦争国家化・治安弾圧体制強化への歩

みをみれば、精神医療を治安の道具にし

た、すべての民衆の闘いの「未然防止」

型・予防拘禁体制への道筋づくりともい

えます。このような国の狙いを許すこと

なく、精神障害者差別を許さない、心神

喪失者等医療観察法を許さない、を基本

姿勢に据えつつ、様々な課題があるなか

で、対抗軸をどこに据え、「ネットワーク」

の方向性をどう見定めていくのか。第１

回総会で提起できるよう議論を煮詰めて

いきたいと考えています。 今後「ネッ

トワーク」はどのような闘いをめざすべ

きなのか。第1回総会に向けて是非、皆

さんも忌憚のないご意見をお寄せくださ

い。 

・・・

今後の予定 

☆ネットワー

（原則は偶数月第2土

夏休みのため、以下の日に変更しました） 

  ８月２１日（土）１４：００～ 

   シビックセンター会議室 

★  

８月８日

流会（京都）「こどもみらい館」 ２階・第

３研修室 

9月３日（金

心神喪失者等医療観察法の分科会 

月１２日（日）心躍るフェステイバ

（水上音楽堂） 

月１日（金）～２

医学会病地学会 （神戸） 交流コーナー

心神喪失者等医療観察法を撤廃へ！」 

★ メーリングリストの参加も受け付け

ています 

e-mail:ｋ
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