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１１月１８日全国集会 ｢差別と拘禁の医療観察法の廃止を！｣ 報告 

 
集会は日曜日の午後。参加者は六十四名。前日交流会、当日の午前は総会、これでは皆さん

お疲れか？と思ったのに、集会後飲みに行った模様。前日の交流会後も飲んでたんじゃないの

か？ 
 
集会は、まず龍眼さんの基調報告。(別掲) 
その後、池原弁護士、朝日元参議院議員、精神科医の富田氏、の順に三人の問題提起。その

後は質疑や全国の仲間等の発言。 
三人の問題提起をメモより書く。 

 
○ 池原弁護士 
前日の日弁連の特別部会において、見直しのとき廃止を前提にはしない、改正を求めてその

先に廃止もあるかも、の方針になった。ただ、日弁連全体で決まったわけではないので、人権

擁護委員会に期待している。 
医療観察法は保安処分。まず対象者を選ぶのが、刑事法上の重大犯罪で、医療が必要かどう

かではない。検察の申し立ても刑事部。入院先は病院だが、通院は保護観察所が管理。骨格も 
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運用も保安処分。それを、保安処分じゃない、不利益処分ではなく、本人にとっていいことを

してあげるのだから、としているので、刑事事件対象者の権利がなく、Ｄｕｅ－Ｐｒｏｃｅｓ

ｓの保証がない。これを求めると保安処分を認めることになりかねず難しいが。 
運用として武蔵病院での平均在院は３７０．３日。そのほかに鑑定入院を２－３ヶ月受けて

いる。長い。多くの日弁連の会員が、付添い人の努力で、入院率５７%通院約２０%不処分２

０%にできて、運用は非保安的で医療的かかわりがあり、地道に改正と実務での努力をすれば

福祉･医療の法になると幻想がある。 
が、鑑定入院の２－３ヶ月はほぼ１００%入院させられている。入院する必要がなくても。

また、通院･不処分になったとは言っても、医療保護･任意で入院するから、医療観察法だけは

やめて欲しい、として逃れている場合もあり、他の形態の入院になってもいる。運用でがんば

っても、医療観察法は、医療法･福祉法にはならない。 
今後の方向として、まず一点はＮＧＯの連帯。日弁連が中心になれるかわからないが、各地

の日弁連の人権擁護委員会に、特に人権侵害の強いケースについて、人権救済申し立てを行っ

て、日弁連を活性化し、問題のあることを知らせる。また、精従懇に対して廃止の原則を意思

一致したい。その他、社会の締め付けに対して運動している市民団体とも共闘したい。二点目

はロビーイング。野党中心に。また、地方議会レベルで問題化されるようにもしたい。三点目

は権利条約。条約でもって、世界的に保安処分を廃止したい。 
 
○ 朝日元議員 
この八月までに国立･国立病院機構で１０ヶ所できた。国立で後４ヵ所作るほか、九月の大

阪、十月の岡山など、新たに自治体病院にも設置しだしている。 
 七月に指定医の講習会で、病床数をイギリスと日本で比較して、司法病床はイギリスは日本

の４７．３倍ある、と説明していた。普通の精神病院の病床は日本のほうがずっと多いのに、

そこはあまり触れずに。 
 指定入院機関が偏在しているとして各都道府県に作ると厚労省は説明している(当初はそん

なことは言っていなかった)。また、関東･甲信越には４ヵ所あるがそちらは人口比で少ないと

これまた増やすようだ。これ以上増やすとしたら県立病院。入院者は動き始めたら満杯になっ

てさらに病棟整備となっている。 
 二月に保安処分賛成派であろう人中心の学会が予定されていて、彼らの側からの三年間の総

括が出そうだ。彼らの次の方向性は、ちゃんとした保安処分を作れ、となるのではないか。 
 
○ 富田精神科医師 
 ７０年代からの日本の保安処分批判は、精神科医療の治安主義と収容主義を前提に議論され

ていた。今は措置入院は多くはないし、困った人はいらない、となっているが、収容主義は残

存している。 
 病床は削減できる。回転率が３００%ぐらいになれば。７万床削減は医師の調査で算定した  
もの。医者の意識も変わる。自分の病院では、退院したいという人がいたら、大変なことはあ

るが、色々なことをすれば退院できる。回転率は６４０%。そうすれば１５万床削減可能。病
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床が半減すれば医療も変わる。それからまた新しい問題に取り組めばいい。 
 精神科の診療報酬では、最高の精神科救急で年間４８３万円、急性期入院で年間３７３万円。

医療観察法の入院だと年間２２００万円。でも人手等かかるので、３０床サイズで採算ライン

は２７床。医療観察法の病棟には満杯はいっているが、普通の病院と変わらない人が入ってい

る。金がかかるから推進派のほうも必要な人を、と見直すのではないか。 
 
 

 集会に寄せられたメッセージ 

 

関西で５病床の施行に反撃します          

              保安処分病棟に反対する有志連絡会代表 高見元博 

 
医療観察法施行 2 年を経て、「医療を施すから保安処分ではない」などというのがまったく

の詭弁に過ぎなかったことが明らかになっています。関西では唯一大阪精神医療センターに５

病床が完成し施行されています。その施行に当たって病院は、周辺住民を「精神障害者狩り」

に動員する施策を行なっています。「無断離院者」を狩り込むための施策に地域住民を動員して

いるのです。建設中の奈良県下の松籟荘病院では事態はもっと鮮やかです。地域の差別的住民

感情を取り込んで、「子どもが外にいる時間帯には外出させない」「外出には２人の職員を同行

させる」「無断離院者対策として『病院地域連絡会』というものを作り、地域住民に入院者の監

視をさせる」「無断離院者が出たら地域住民に警報を出す」ということが約束されています。 
この「無断離院者」という存在そのものが「本人の意思に反しての収容」という事実を示して

います。「本人の意思に反しての収容」「再犯予測にもとづく（再び同様の行為云々という）収

容」という事実こそは、医療が保安処分を目的として使われていることを証明しています。 
 しかも、国は、保安施設に収容されているのが「危険極まりない『精神障害者』だから特別

措置が必要である」という以外の説明はしていません。これは、国家がいかに「『精神障害者』

の地域自立生活」に敵対しているかを示すものです。厚生労働省が「『精神障害者』の中には危

険極まりない者がいる」と言っているのですから、地域住民が「精神障害者」の地域自立生活

に反対するのは差別ではなく「正当な理由がある」区別だということになってしまいます。国

家が差別を扇動しているのです。 
 いま、刑法の世界で「敵味方刑法」と呼ばれているものがあります。支配者にとって労働運

動などの「わけの分からない者」に対しては、ありとあらゆる刑法を動員して拘置所や刑務所

に放り込んでいるのです。いまや医療の世界でも「敵味方医療」とでも呼ぶべきことが導入さ

れている。支配者にとっての都合で医療が隔離収容と地域からの排除を目的として使われてい 
るのです。そこに現れたのは、国家にとって都合の悪い者は精神医療を使って抹殺していく社  
会です。 
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 私たちはこのような国家ぐるみの攻撃に対して、地域で生き続けることをもって反撃し、そ

して保安施設を廃止させるために闘うものです。 
 
 

集会へ向けて 都立松沢病院より 

中田 孝行（都庁職病院支部松沢分会） 

 
都立病院をとりまく状況は大きく変わろうとしています。 

この間、今後の都立病院の運営形態を中心に議論してきた。（実際はほとんど議論はなく、 
事務局が用意した資料に質問するだけだしたが）「都立病院経営委員会」は１１月１日の第５回

委員会で、都立病院を地方独立行政法人（非公務員型）にすることを求める報告書案を確認し

ました。 
 地方独立行政法人（非公務員型）は全国的にもあまり例がなく、東京都病院経営本部の担当

管理職ですら、評価が十分にできないことを認めています。 
 その経営委員会のメンバーに「医療観察法」を積極的に推進している前松沢病院長の松下氏

は、第４回経営委員会までは「現行の医療観察法の司法病棟は非公務員型では不可能」である

ことを明言し、抵抗を示していたが、第５回では突然「非公務員型が良い」と態度を豹変させ

た。おそらく、厚生労働省から法改正の動向を確認したのであろう。 
 東京都経営本部は、１００％国庫補助金で建設できるとして、来年度から司法病棟の建設に

着手することを予算要求しています。全国の自治体でも一人勝ちの東京都に現在は財政的な問

題はありませんが、それでも全額国庫補助ということになれば、より一層建設が加速されるこ

とは明らかです。 
 同時に、建設が進まない司法病棟の整備に必至になっている厚生労働省の姿が浮き彫りにな

ります。病棟を整備すれば、「対象者」で病棟をうめようとすることは既に、全国的に明らかに

なっています。 
 東京都は地域住民、精神障害当事者からの疑問や意見に真摯に応えることなく、司法病棟建

設を進めようとしています。 
 松沢分会は分会方針に基づき、「医療観察法」とその運用の問題点を明らかにしながら、同時

に当事者に地域に開かれた松沢病院の実現に向け奮闘するものです。 
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集会アピール 

                    医療・福祉の戦争協力に反対する連絡会議 

 
集会に参加された仲間の皆さんに、「医療・福祉の戦争協力に反対する連絡会議」より、本

日の集会に対して、連帯のアピールを送ります。 
 私たちは、「イラク特措法」が成立し、政府が自衛隊のイラクへの派兵を行うことを決めた

200３年12月、医療や福祉の分野で働く労働者やユーザー、その他の人たちと共に、医療・福

祉からの一切の戦争協力・動員を許さない闘いを作るために会を結成し、活動を開始しました。 

 私たちは、医療・福祉に関わるものとして、有事の際に限らず、戦争へ否応なく巻き込まれ、

加担せざるを得ない立場にあります。 

 そればかりではありません。今日、若者を始め多くの人たちが労働市場に参入できずに、貧

困の問題が浮上してきており、障害者ばかりか広範に社会的排除が進行してきています。その

一方では、「安全性」（security）を求めて監視体制が、グローバルに展開されているという

状況に私たちは置かれています。 

 2005 年に施行が開始された「医療観察法」は、莫大な予算を投入し、1 年 9 ヶ月で 650 名

が申し立てられ、300 名余りが入院施設に収容されています。このように精神障害者のみを対

象として予防拘禁＝不定期に収容が行われ、あくことなき安全性が追及され、地域に監視網が

張り巡らされ、差別と偏見が助長される様な状況が生まれています。更に、「自立支援法」の

施行により、障害者の地域での生活はより困難な状況となっています。 

 私たちは、このような「医療観察法」、「自立支援法」体制がもたらしている「安全」と言

うグローバルな監視体制を拒否し、ともに地域で、障害者とともに当たり前に生き続けていく

ことを求めています。 

 「医療観察法」、「自立支援法」の廃止まで、共に連帯して闘いましょう。 

 

差別と拘禁の医療観察法の廃止を！ １１／１８全国集会参加者

の皆様 

                              全国「精神病」者集団 

 
  私たち全国「精神病」者集団は全国の「精神病」者個人・団体のネットワークです。私たち

は結成以来強制収容法である精神衛生法（当時現在は精神保健福祉法）の撤廃を主張してきま

した。 
 強制医療・強制入院は私たちをまず傷つけ、癒しがたい心的外傷を残し、障害を二重化する

ものに他ならず、回復への流れを著しく妨げています。 
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昨年国連で採択された２１世紀最初の人権条約である、障害者権利条約は、強制収容と強制

医療を全面的に否定しています。私たちが精神疾患者として特別な低い人権水準を押し付けら

れてきた歴史に今終止符が打たれたのです。 
障害者権利条約は他のものとの平等と非差別を原則としており、精神障害者のみに限って特

別な手続きで拘禁すること、障害を拘禁正当化の根拠とすることを禁止しています。さらに一

切の例外なしのインフォームドコンセントの権利、そしてリハビリテーション・ハビリテーシ

ョンも自発的なものでなければならないとされています。 
 精神保健福祉法により拉致監禁そして強制が合法化されてきた歴史の中で、世界一の精神科

病院病床が日本に存在します。そしてなんと1７万人以上が1日24時間鍵のかかった閉鎖病棟

に入れられ、15万人以上が5年以上精神科病院に収容されています。 
 こうした実態の中で、屋上屋を架して更なる予防拘禁法が心神喪失者等医療観察法として運

用されています。８０年代から政府がもくろんでいた保安処分制度の確立です。 
 政府はこの法律により「手厚い医療と社会復帰」を目指すと主張しており、さらに対象とさ

れる要件の一つは「この法による医療」という特別の医療を前提としています。ところがこの

法律のための拘禁施設の建設は進まず、ついに政府は建前さえかなぐり捨てて、公立病院に 1
床でもいいからこの施設を受け入れろという方針を出し、すでに9月には大阪府立精神医療セ

ンターにおいて、男子閉鎖病棟の一部を区切り５床だけの医療観察法拘禁施設を開設しました。

いったい病棟の一部だけ区切ったところにどうやって特別な手厚い人手と医療保障を行うとい

うのでしょう。 
 医療観察法はその建前前提すら崩壊しているといわなければなりません。 
 さらに医療観察法の地域処遇も含め、膨大な個人情報が蓄積され、本人の同意なしに研究に

利用されています。これもまたプライバシー権侵害であり、少なくとも本人同意と本人による

アクセス権および訂正権の確保が必要です。これも障害者権利条約が求めている他のものと平

等なプライバシー権および統計における権利保障に触れる実態です。もちろん地域処遇におけ

るケア会議の実態もプライバシー権侵害です。 
 ２０１０年の見直しを待たず、心神喪失者等医療観察法は直ちに廃止されなければなりませ

ん。 
 参加された仲間と共に全国「精神病」者集団は法廃止まで闘いつづけることをここに宣言し

ます。 
 
                        

メッセージとして 

      差別と拘禁の医療観察法の廃止を！１１／１８全国集会へ 

                                                    福島みずほ 
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みなさんの日頃のご活動に心からの敬意を表します。 

  心神喪失者等医療観察法の施行より早２年余が経ちました。 
  再犯の予測行為、という、およそ不可能なことが求められるこの 法案に、当時法務委員で

あった私も全力で反対をしましたが、結果 はいたりませんでした。 
   精神に障害を持つ方を「隔離」しておけばよい、と、地域での共 存をはなから否定するだ

けでは、真に人権は守れず、また、社会と しての成熟も決してありません。 
   医療観察法があって当たり前、という社会とならないように、警 鐘を鳴らし続ける皆様方

の活動を、心より応援いたします。 
   一緒にがんばりましょう。 
 
 

差別と拘禁の医療観察法の廃止を！１１／１８全国集会                   

メッセージ 

衆議院議員 山井和則  

 
 「差別と拘禁の医療観察法の廃止を！１１／１８全国集会」にお集まりのみなさん、こんに

ちは。早くも本法施行後２年余がたちました。法見直し規定の５年後には、みなさんがこのよ

うな集会を開催しなくても済むようになることが、本当は慶ばしいことだと思います。 
 入院施設の整備が進めば、本来通院医療でよい患者までもが、この法律により強制入院させ

られるケースが出てくるのでないかと懸念されています。ます法案審議の中では、隔離ではな

く手厚い医療により早期に社会復帰を図る理念が語られましたが、実際そのようになっている

かを今後も検証していく必要があります。 
 法案審議の中でも明らかになったように、このような法律を作る以前にやるべきことが、精

神科医療、福祉の分野には山積みです。それは、現在も全く変わっておりません。 
 衆議院厚生労働委員の一人として、私も精神障害者のための医療・福祉・雇用・住宅などの

施策推進のために、みなさまとともに全力で取り組んで参る所存です。今後ともご指導ご鞭撻

のほどよろしくお願い申し上げます。 
 最後に本日ご参集のみなさまのご健勝とご多幸を心よりお祈り申し上げ、メッセージとさせ

て頂きます。 
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「差別と拘禁の医療観察法の廃止を！１１／１８全国集会」 

             へのメッセージ 

                     衆議院議員（民主党）平岡秀夫 

 
 「差別と拘禁の医療観察法の廃止を！１１／１８全国集会」が盛大に開催されるにあたり、連

帯のメッセージをお送りします。 
 昨年７月、心神喪失者等医療観察法（予防拘禁法）を許すな！ネットワークの皆さんにより、

シンポジウム「心神喪失者等医療観察法のある社会を改めて問う」が開催され、私は次のよう

なメッセージを送りました。 
 『今から３年前、国会で心神喪失者等医療観察法が強行採決されました。この法案について

は、私達は、「これまで市民社会から拒否されてきた『保安処分』の焼き直しであり、断固拒否

する。」「問われるべきは、捜査や公開段階での不十分な精神鑑定や、精神障害者に対する貧困

な医療・福祉である。」と主張し、その主張に沿った「民主党対案」を策定して政府案に対抗し

ました。今でも、そのことを昨日のことのように思い起こします。 
 案の定、政府案を基に制定された心神喪失者等医療観察法は、その公布後も法律施行のため

に必要な関係施設の設置を巡って地元の理解が得られない状況にあったり、運用実態が保安処

分であることを露わにしている等、いろいろな問題点が露呈しています。 
 皆様方の根強く継続的な運動が、心神喪失者等医療観察法の廃止、並びに本来あるべき精神

障害者に対する医療・福祉を実現することをお切に念願いたします。 
 共に頑張りましょう。』 
 あれから、早や１年余りが過ぎ、心神喪失者等医療観察法は成立後４年余り、施行後２年余

りが経ちました。昨年は、「神喪失者等医療観察法のある社会を改めて問う」と題した集会であ

ったものが、今年は、明確に、「差別と拘禁の医療観察法の廃止を！」と題する集会になってい

ます 
 このことは、心神喪失者等医療観察法も持つ問題性が、時が経つにつれてより顕在化してき

たことの現れであると思います。皆様方が、う心神喪失者等医療観察法の施行・実施状況を厳

しく監視され、この法律の問題の所在を世に問われることによって、１日も早く、心神喪失者

等医療観察法の廃止と、真に求められる精神科医療・福祉の構築が実現されることを、改めて

切に念願いたします。 
 共に頑張りましょう。 
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 「１１／１８全国集会」のご盛会を心からお喜び申し上げます。 

 

                            参議院議員 相原久美子 

 
「１１／１８全国集会」にご参集の皆さん、お疲れさまです。 

 私は、先の参議院選挙で朝日俊弘前参議院議員からバトンを受けまして皆さまのご支援によ

り議席を戴きました相原久美子でございます 
 本来なら、この医療観察法について参加の皆さんと意見交換をしながら問題点を考え、この

先の活動を確認しあわなければならないところですが、残念ながら他の用務と重なり出席がか

ないません。メッセージにて失礼することをお許し下さい。 
 今、この国は政権・財界が推し進める「市場原理・競争社会」の政策で国民の多くは日々の

暮らしに不安を覚え、明日に展望が持てなくなってきています。毎年約３万人の人が、自ら命

を絶つ。このような選択をせざるを得ない要因としては、憲法で保障されている最低限の所得

すら得られない、競争社会の中で仕事に疲れた事などが言われています。 
 まさに、地方は切り捨てられ、医療、介護、福祉、教育等々、安心して暮らせるセーフティ

ネットは無くなりつつあります。 
 そして、人としての尊厳すらも切り捨てられようとしています。 
  人は、誰でも平等で、安心して暮せる社会でなければなりません。この当たり前のことが、

今の日本に無くなりつつある事に、私たち国民は怒らなくてはならないと思います。当たり前

の事の前提は、政治です。 
 皆さんの声で、行動で「安心して暮らせる社会」「平等の社会」を構築しましょう。私も皆さ

んと共に、そんな社会をつくるために政治の場から活動することを決意として申し上げ、メッ

セージとさせて頂きます。 
 
 

  
 
０６年７月２６日、杉浦元法相が法制審議会総会で法制審諮問第７７号「被収容人員の適正

化を図るとともに、犯罪者の再犯防止及び社会復帰を促進するという観点から、社会奉仕を義

務付ける制度の導入の当否、中間処遇の在り方及び制度の導入の当否、中間処遇の在り方及び 

第１７回 連続・学習討論会  ２／３（日） 

法制審議会「刑務所被収容人員適正化方策に関する部会」論議の現段階と今後の行

方 

神 洋明さん（法制審議会「刑務所被収容人員適正化方策に関する部会」日弁

連委員）
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保釈の在り方など刑事施設に収容しないで行う処遇等の在り方等についてご意見を承りたい」

を諮問しました。一行諮問と呼ばれる短いものです。 
 この総会に先立つ７月１１日、杉浦は大臣閣議後の記者会見で、その対象者を「性犯罪者と

麻薬・覚せい剤関係」とし、「社会防衛のため」「刑執行後の累犯の可能性の強い人たちに対す

る何らかの保安処分が検討できないか」と、その狙いを隠そうとはしませんでした。この諮問

を受け、法制審議会が「刑務所被収容人員適正化方策に関する部会」を設置。既に０７年１２

月２３日第１１回会議まで審議が進行しています。審議は第１ラウンドの総論的意見表明・海

外視察報告を受けて、いま第２ラウンドに入っています。 
 私たちは、医療観察法の制定を許してしまいましたが、いま国は長年の懸案だった保安処分

導入の突破口を医療観察法で開き、更に保安処分を拡大する方向にあると危惧してきました。 
ネットワークに参加する刑法改悪阻止！保安処分粉砕！全都労働者実行委員会の仲間たちは、

そのひとつが法制審諮問第７７号と考え、第１回会議より新たな保安処分反対の霞ヶ関情宣活

動を行ってきました。私たちもまたその活動に参加するなどして共に闘ってきました。 
今回、日弁連の委員として保安処分反対の立場から「部会」に参加し論議をなさってきた神洋

明さんをお招きします。 
 神さんからは「部会」での論議の内容、そしていま論議はどこに向かおうとしているのか等々

をお話ししていただき、共に論議を深めながら今後の闘いへの一助にさせて頂きたいと考えて

います。 
 多くの方々のご参加を要請致します。 
 
   ● 日時 ０８年２月３日（日）13:00～16:00 
   ● 場所 スマイルなかの ３F 会議室C 
      （権利主張センター中野名で借用） 
      （中野区中野５－６８－７TEL03-5380-0751） 
 ● 資料代 ５００円 
 
 

会計について                    会計担当：永井 

  
11月18日の総会において2006年11月19日から2007年11月16日までの会計報告を行

いました。収入合計は818,979円、支出合計は249,394円、収支569,585円です。前年度繰越

金255,532 円に加え、本年度の主な収入は、会員会費（24,000 円）、そしてパンフレットの売

上（304,780 円）です。さらに、「赤羽局共に闘う会」から 5 万円、「4.28 連絡会」から 10 万

円のカンパを頂きました。主な支出はパンフやニュースの印刷代（19,606円）と、その郵送代

（100,400円）、印刷用紙・封筒などの文具代（50,978円）、集会の講師謝礼・テープお越し代

（60,000円）でした。なお、総会当日には、参加の皆様から20,569円のカンパを頂きました。

ありがとうございました。 
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 収支の状況は、ここ数年安定しています。ニュースの郵送対象を絞ることで支出削減をはか

ったこと、パンフレットを定期的に出し売上を維持していることが、収支の安定の要因です。

皆様には今後とも、ネットワークのパンフレットを周囲に広めて頂けますようお願い致します。 
医療観察法の施行3年目を迎え、この制度の問題点が数多く明らかになるなか、施行5年後

の見直しに向けて、情報を共有し、反対の声をあげていく活動の重要性が増しています。この

ネットワークを通じて医療観察法反対運動を継続していきましょう。運動の力や皆様との情報

共有の機会を増やしていくためにも、是非、一人でも多くの方に会員になって頂きたく思いま

す。さらに、既に会員である方にも、会費のお振込み（一口500円からですが、何口でもお願

いします）をお願い致します。皆様も各地でそれぞれの活動に励んでおられることは周知の上

ではありますが、多くのご協力をお願い申し上げます。 
 

 郵便振込みは、以下の口座へ。 
口座：00120-6-561043    加入者名：予防拘禁法を廃案へ！ 

  
 

パンフ紹介                              

 
 
☆「シンポジウム：心神喪失者等医療観察法のある社会を改めて問う」 

「保安処分法施行1年心神喪失者等医療観察法のある社会を改めて問う」06年7月15日集会

のシンポジウムをまとめたパンフです。 
シンポジスト：市野川容孝さん、池原毅和さん、大賀達雄さん 龍眼さん 

B５ 39ページ 300円（送料80円） 
 
☆ 「改めて予防拘禁法を問う」 

内田博文さん講演録 
A5判 18ページ 100円（送料80円） 

 
☆閉じ込めないでもうこれ以上 
  Ｂ５判１６ページ（本文１４ページ）のイラスト満載の分かりやすいリーフレットを作り

ました 
  200円（送料はなし、できるだけ10冊以上のお買い求めを） 

いずれもお申し込みはネットワークまで 
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☆ 心神喪失者等医療観察法の資料収集公開のホームページができました。 

 
医療観察法.NET   http://www.kansatuhou.net/ 

 
趣意書より引用 

  私たちは、医療観察法自体の問題、その運用の問題、「医療観察法」を通して見えてくる現

代の精神科医療保健福祉の問題と、司法と精神医学の関係など、全体を見渡すことができ

る情報ホームページが必要と考え、２００３新聞意見広告に寄せられた多くの人の志を引

き継いで発展させていくために、医療観察法. NETを立ち上げることにしました。このサ

イトを通じて、当事者、家族、精神科医療従事者、司法関係者、精神保健福祉関係者、一

般市民の皆さんとともに考えていきたいと思います。 
 
 


