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■ 日時 11月 23日（日）13時～17時 

■ 講演 「今、改めて医療観察法を問う」  

■ 講師  足立 修一さん（弁護士・広島弁護士会） 
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■ 場所 南部労政会館 （JR大崎駅 南口下車 3分） 地図参照 

■ 資料代 500円 

 今年も、医療観察法廃止にむけた１１月全国集会を開きます。７月と１１月に４者共催で継

続的に開いてきている集会です。医療関係者・福祉関係者・法律関係者・精神障害者をはじめ

として、精神医療や精神障害者問題、社会の管理強化、再犯防止対策の過熱などに関心を持つ

多くの人がこの集会に参加し、私たちと共に医療観察法廃止に向けての道筋を作っていくこと

を願います。 

 医療観察法は施行後、１０年目を迎えます。５年後の見直しでも問題は言われず、施設も予

定を超えて建設が進み、制度は改定されることなく運用されてきています。しかし、実態はな

かなか明らかにはされないものの、問題点も多く指摘されています。自殺者が多いこと、７年

を超えて入院している人までいて長期拘禁と化していること、地域社会に戻れず施設は退院し

ても精神福祉法上の入院になっている人も多いこと、など。 

 心神喪失の状態で罪を犯した人たち、重大な罪を犯した精神障害者、に対する社会の偏見は

大きい。対象者の人数は、異常に多い日本の精神病院入院者全体の中では少ない。医療観察法

が話題に上がることも少なくなり、なんとなく制度が続いていくとなると、彼らは地域社会か

ら捨てられ、厳重な施設で長期拘留されていってしまう。だが、彼らもこの日本社会で暮らし

てきた人間です。刑務所に行っていれば有期で出られるのに、再犯の恐れがなくなったとみら

れるまで濃厚な精神医療と内省を強要され、隔離施設に閉じ込められ続けられていることは見

捨てておかれてはならない。再犯防止は治安対策の中で大きな位置を占めてきており、刑罰全

体の動きとしても、精神医療を治安の道具にするな！のスローガンは忘れられてはならない。 

 医療観察法の動きに注目し続け、制度への批判の世論を盛り上げ、廃止につなげていこう。

医療観察法廃止を、一般の精神病院も含めた精神障害者の長期隔離収容者を解放し、地域に取

り戻す突破口にしよう。ぜひご参加をお願いします。 

 

共同呼び掛け  

□心神喪失者等医療観察法をなくす会 

□国立武蔵病院（精神）強制・隔離入院施設問題を考える会 

□ＮＰＯ 大阪精神医療人権センター 

□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 

東京都板橋区板橋２－４４－１０－２０３ オフィス桑気付   

E-mail：kyodou-owner@egroups.co.jp  Fax：03-3961-0212 

 

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  
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7 月 27 日（日）に医療観察法廃止全国集会が、中野勤労福祉会館において開

かれた。この7月で医療観察法施行より9年間が経過したわけだが、集会は基調

報告として、池原毅和弁護士より「医療観察法現状報告」、続いて、井上芳保さ

んの講演＊「精神医療を脱制度化した社会の構想―精神病院をなくしたイタリア

の実例から考える」を受けた。休憩を挟んで、「声明 私たちは特定秘密保護法

の廃止を求めます」＊の採択、山本真理さんより「7月国連人権委員会ロビ-イン

グ報告」＊、その後全国から参加した闘う仲間からの現場報告を受けて、終了し

た。参加人員は 81名。集会の後は、井上芳保さんを囲んで恒例の交流会が行わ

れた。 

 

（編集部）＊本号に収録 

 

 

                             

７．２７ 医療観察法廃

止！ 

      



ネットワークニュース NO.37                      2014.10                  

4 
 

 

声明  私たちは特定秘密保護法の廃止を求めます 

  

私たちは心神喪失者等医療観察法に反対し、精神障害者の権利回復をもとめて

いるものです。私たちは二つの理由から、特定秘密保護法の廃止を求めます。 

 

 理由の第１は、この法律が、市民の知る権利・政府監視機能を制限し、治安管

理を強化することです。第２の理由は、法律の条文でもっとも大きな部分を占め

る〝第五章 適正評価“のなかに”精神疾患に関する事項“とある点です。ノー

マライゼーションがさけばれ、欠格条項がつぎつぎと廃止されてきている現代に

あって、この規定に私たちは驚き怒りました。精神疾患を持つ者への差別をさら

に強化するこの法律を、私たちは認めることができません。この法律の即時廃止

を求めます。 

 

                            2014年7月27日 

 

「7・27医療観察法廃止全国集会－差別と拘禁の医療観察法を廃止しよう！」参

加者一同 

   

集会共同呼びかけ 

□心神喪失者等医療観察法をなくす会    (代表者：池原毅和・弁護士) 

□国立武蔵病院（精神）強制・隔離入院施設問題を考える会 

                 （代表：橋本久雄・小平市議会議員） 

□ＮＰＯ 大阪精神医療人権センター  

（共同代表：伊田浩・弁護士、大槻和夫・弁護士） 

□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 

                   （ 代表：関口明彦・当事者） 

 

 

代表連絡先：東京都板橋区板橋2‐44‐10ヴァンクール板橋203 

                北部労働者法律センター気付 

                    ℡：090-9240-9716 
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講演の抄録 

 

 

 

 

 

 

はじめに 

 昨今の日本では過剰医療の弊害が目に余ります。医療それ自体のために「病」がつくられて

いる場合さえあります。例えば、精神科における薬の使いすぎで患者さんが本当におかしくな

っしまうということが今やかなり広範に起きていて深刻な事態になっています。精神医療とい

うもの自体を根底のところから考え直さねばならない時期に来ていると思います。そのための

一助としてイタリアの精神医療改革のことをお話したいと思います。 
 

１．病院という環境は、精神病の治療には向かない 
イタリアでは精神科医のフランコ・バザーリア(1924-1980 年)が中心になって進めた改革で

精神科病院そのものをなくしました。その重要さにもかかわらず、この改革のことは日本では

あまりにも知られていません。新規入院をやめたのが 1978 年。その後、徐々に入院患者数を

少なくして1999年に廃絶に至りました。 
その過程でトラブルが皆無だったわけではむろんなく、紆余曲折はあったものの、この改革は

全土的な支持を得て今日まで続いています。バザーリアは残念なことに 1980 年に病没したの

ですが、多くの優れた後継者たちによって改革はその後も維持されています。 
なぜ、病院をなくしたのかとの疑問は当然出て来るでしょう。簡単に言えば、病院という環

境は、精神病の治療には向かないからです。この改革でなされたのは「脱施設化」ではなく「脱

制度化」です。制度とは人と人との関係性のあり方を規定するものです。そして施設とは制度

が空間的に実現された形です。としたら肝心なのは制度を変えることです。単に患者を病院と

いう施設の外に出したのではなく、医師らスタッフも一緒に病院という制度の外に出たのです。 
医療側と患者側という固定的な関係性をなくしました。また医療の特別視をやめ、それを食事

をする、映画を観るなどと同じ生活の一部という位置づけのものに低めました。イタリアの改

革は、医師たちが文字通りの意味で「降りていく」選択をした改革でした。 
現在、イタリアの精神病者は、治療やケアを地域ごとに設けられた精神衛生センターで受け

ています。急性期で調子が悪い場合に一時的にそこに滞在しますが、回復したら地域での普通

の生活に戻ります。 
 
 

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   

井上 芳保  
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２．「施設神経症」という名のつくられる病 
バザーリアの論稿を集めた『現実のユートピア』という本がイタリアで刊行されていますが、

そこに収められている「身体と施設――施設精神医学のテーマに関する人類学的、精神病理学

的考察」という論文には「施設神経症」の説明がみられます。これは患者が施設の中に長く居

続けたために施設の外に出ても不安に襲われてせっかくの自由を放棄してしまう症状のことで

す。まさに施設によって病がつくられてしまうのです。 
病院という場は、しばしば人間を無力化し、精神の病を悪化させてしまいます。また病院とい

う場では医療者と患者とが人間同士としては出会えなくなってしまいます。バザーリアはその

ように考えました。 
改革の様子を紹介したスイス人の女性ジャーナリスト、ジル・シュミットによる書物のタイ

トルが『自由こそ治療だ――イタリア精神病院解体のレポート』です。「自由こそ治療だ」のス

ローガンは、当時の病院内の壁に書かれていたものですが、改革の精神と思想をよく表してい

ます。 
 

３．施設化の論理を内面化してなされる暴力は見えにくい 
 バザーリアの後継者の一人で、イタリアの改革を伝えるために2013年12月に日本を訪れた

精神科医のペッペ・デッラックアは、東京での講演で「古い精神病院では文字通りのあからさ

まな暴力で患者を拘束するが、ピカピカの新しい精神病院でも善意でなされる暴力がある。医

師も看護婦も病院という環境にいて施設化の論理を内面化すると、知らないうちに隠された形

の暴力を行使してしまうのだ」と話していました。 
これは「よりよい精神医療」をめざしている人には聞き捨てならない話であり、猛反発もあ

りそうです。「うちの病院は違う。断じてそんなことはしていない。へんな病院と一緒にしない

でくれ」と。少し解説が必要でしょう。病院という枠組の中では、「患者のため」という大義名

分の下に医療側が患者の面倒を全て看ようとしがちになります。患者の自立への可能性を阻ん

でいながらそれに気づけなくなるのです。 
面倒見のいいのは一見いいことのようですが、これは医療者が施設化の論理を内面化してな

される暴力に他ならないとペッペ・デッラックアは述べているのです。専門家支配による力関

係で「する－される」関係が固定化される場合も同じことです。その意味で施設とはやはり隠

された形の暴力を培養してしまう場なのです。 
施設化の論理の内面化によって本人も気づかぬうちに暴力が培養されるのは何も医療だけで

はないのでしょう。対人関係のみられる仕事の専門職にあって資格や権威で固定した関係性の

中で上位になり、「する」側の立場の人たちは、日常生活をよく点検してみなければなりません。

「される」側が従順なうちはいいのですが、何かトラブルがあって両者の関係がこじれた場合

に「する－される」が固定化していることによる抑圧性は正体を露にします。実際、精神医療

の現場ではそういうことがしばしば起きています。 
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４．職域の利権を優先させる国ではバザーリアの改革は理解できない 
必要なのは病院という枠組の解体であるとバザーリアは考えました。病院の中に居続けてそ

のことに慣れてしまえば、たとえ非人間的な扱いであったとしても、それが普通に感じられ、

抵抗したいとも思わなくなっていくのです。これはあのアウシュビッツの収容所の中の人たち

の場合でも同じでした。 
ある社会が精神医療のあり方を根底から変えるとはいったいどんな事態なのでしょうか。根

本的な発想の転換があったイタリアの改革は大きなヒントを与えてくれると思います。私見で

は、イタリアの改革の凄さとは、医師はじめ医療スタッフが既得権益を捨ててまで精神病の人

の治療にとってよりよい方法を選んだことです。地域で患者が生活するようになってからのほ

うが病院に勤務している時よりスタッフの負担が遥かに大変になることは容易に察しがつきま

す。医師たちも同じです。しかも仕事はたいへんになるのに給料は減るのです。「降りていく」

というスローガンは勇ましくてもここまでのことはなかなかできるものではありません。それ

をやってのけたところに凄みを感じます。 
 とりわけ、日本という国では労働組合が職域の人たちの利権を優先させてしまうので、治療

という職務の遂行を何より重視したイタリアの改革の理解は難しいかもしれません。 
 以下では、改革の要点と思われる点を、文化人類学者で長くイタリアに滞在し、イタリアの

改革にたいへん詳しい松嶋健さんのお仕事を参考に四点ほどに整理してみます。 
 

５．病院の「内」だけの問題なのか 
第一は、単に病院という施設をなくしたのではなく、社会を変えようとした点です。 

患者が仮に施設の外に出て物理的な拘束はなくなったとしても今度は薬物という強固な化学的

な拘束衣で縛られているとしたら、あるいは周囲の人々の患者に対するよそよそしい態度がそ

のままだとしたら、物理的施設がなくなったとしても何の意味もありません。 
病院の「内」と「外」。松嶋さんはこのことについて一人語り芸のチェレスティーニの言葉を

借りて説明しています。チェレスティーニは、35 年間を精神病院で過ごしたニコラという男、

修道女と共に「私」が精神病院の出入り口にて会話をするシーンを取り上げています。扉は二

つあり、修道女はまず一つ目の扉を鍵で開けます。三人は二つの扉の間の空間にいます。修道

女はくぐったばかりの扉の鍵を閉めます。それから二つ目の扉をまた鍵で開けます。二つの扉

の間の「穴」のような場所で修道女は言います。 
「施設はいつも閉じられていなければならないの。そうでないと可愛そうな狂人さんたちが逃

げ出してしまいますからね。でも私たちだって出たり入ったりしなくちゃいけないでしょ。そ

れでこんな風に二つの扉のうち一つは必ず閉まったままになるような仕掛けを考え出したのよ。

これでまるで金庫みたいになるでしょ。」 
施設を出た三人の行き先はスーパーマーケットです。買い物しながら「私」は呟きます。「よ

い買い物をするには、ちゃんとしたメーカーの物を選ばなくちゃいけないのさ。ヨーグルトは

ミューラー。パスタはパリッラ、ミネラルウォーターはフェッラレッレ．．．。」 
これらはいずれもイタリアで有名なブランド名です。チェレスティーニはここでこう問うて

いるのです。「病院の外に出る。いいだろう。では「外」とは一体どんな場所なのか。それは「外」
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に見えて、本当はもっと大がかりな「内」にすぎないのではないのか」と。 
今日、「脱施設化」とセットにされて「自立」とか「自己決定」ということがよく言われます

が、それらの実質は何でしょう。一見個々の人を尊重しているように見えても、スーパーマー

ケットの中でより「ちゃんとした」商品を選ぶ程度のもの、実は強いられた「自己決定」にす

ぎないのかもしれません。 
背後にあるのは経済の論理です。それが貫かれている点では病院の「内」も「外」も同じで

はないのでしょうか。チェレスティーニの舞台を見ていた折に松嶋さんの傍らでスコッティと

いう医師が「スーパーマーケットはより洗練された精神病院だな」と囁いたそうです。言い得

て妙です。おかしくなっているのは「内」だけではありません。「外」である一般社会も十分に

おかしくなっているのです。としたら、そんな程度の「外」に出ても本質的な解決には全然な

らないというわけです。 
考えてみると、病院とは医療側の都合という合理性の論理で物事が進むことが多い場所です。

精神医療改革以前のイタリアでは入院患者の分類は、まさしく病院で働く人たちの都合でなさ

れていました。例えば、「不潔な人」「暴れる人」などというように。バザーリアの精神医療改

革はそのようなことから考え直したのです。 
改革のためには治療する側ではなく、治療される側の立場から現実に起きていることを捉え

返し、治療される側の言い分、とりわけ「心の声」に耳を傾ける姿勢が求められます。言うの

は簡単でも実際に実践するのはなかなかたいへんなことです。 
 

６．病気ではなく苦悩が存在している 
 第二は、バザーリアが「病気ではなく苦悩が存在している」と捉え直した点です。 
「狂気」はある時から「病」にされました。ミッシェル・フーコーには『精神疾患と心理学』

という著作がありますが、その「第五章 精神疾患の歴史的形成」は「西欧において、狂気と

いうものに精神疾患としての地位が与えられたのは、比較的最近のことである」と書き出され

ています。精神疾患として医療の対象にされていく以前には「狂気」は「憑依」として捉えら

れることが多かったのです。それは神に近づいたとして、むしろポジティヴに評価される状態

でした。 
また、かつては「病」は「苦悩」としても捉えられていました。そして「苦悩」はその人だ

けでなくその人を取り巻く周囲の人たちの問題でもあったのです。今、調子が悪くて不安定な

状態になっているその人の皮膚の内側だけに「苦悩」があるわけではなかったのです。伝統社

会には、ある成員によくないことが起きたときに悪魔祓いという方法で対処する慣習がよくみ

られるのですが、ここには皮膚の内側にとどめず、共同体のみんなで「苦悩」を受け止めよう

という発想がみられます。 
松嶋さんは「精神病院という施設＝制度は、あたかもその苦悩を壁の内側に封じ込めておけ

ば、私たちは皆幸せに暮らしていけるかのような幻想を与えてきた」と述べています。そのよ

うなことに気づいたからこそバザーリアは、この幻想の解体をめざし、「病」ではなく、「苦悩」

に向き合える、精神病院とは異なる「場所」を作り出そうとしたのでした。 
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７．いかにも医療っぽくしている専門家は信用できない 
 第三は、バザーリアが治療をとても大切に考えていたがゆえに不適切なものを容赦なく批判

した点です。イタリアの改革についてスコッティ医師は「治療する制度を治療する」と表現し

ています。治療を重視したからこそ、治療にとって邪魔になっている精神科病院という施設を

まずはなくすのがいいとバザーリアは判断したということなのです。 
イタリアではバザーリアは、日本での水戸黄門クラスの有名人のようです。これは有名なエ

ピソードのようですが、バザーリアは、若い頃にシーツ交換人に化けて病室に入り込み、医師

や看護師らのいる前ではけっして口に出さない患者たちの本音を聞き届けたのだそうです。そ

して実は皮肉にも病院という環境こそが患者の治療の邪魔をしている、病を悪化させていると

気づいたのでした。 
バザーリアは、「絶対的に非対称的な力関係がある場所では治療はなしえない」と述べていま

す。一つの意味が支配する場は治療によくないから変えていこうとしたのです。いかにも医療

っぽい環境こそが実は治療の邪魔をしているという逆説的事態に気づき、一つではなく雑多な

関係性のある場にしていこうとしました。この気づきは大きなものでした。雑多な場とは病院

ではない普通の生活の場のことです。 
これらの指摘を読んで、私は「心の専門家」の権力性のこと、日本社会の至る所で増えつつ

ある、カウンセラーのことを考えてしまいました。彼らはその専門性を活かして仕事をしてい

るが、原則的に「心」のことしか扱ってはいけないことになっています。そのため生活の全体

には立ち入れず、どうしても仕事の範囲が窮屈になってしまうのでは、と心配になります。そ

の窮屈さへの不満からの反動で権威づけへのニーズが強まっていたら怖いなと思います。例え

ば、必要もないのに医療っぽい権威を身にまとおうと白衣を着たがるカウンセラーなどには注

意したほうがいいと思います。 
「心の専門家」として、序列の上でカウンセラーよりもハイグレードとされている精神医療の

世界も同じことです。医師をトップとした強固なヒエラルキーの構造であり、患者が専ら対象

として診られていくのが普通です。白衣を着た専門家としての医師たちを特別の知識を有した

人間として周囲がちやほやするし、医師たちも居心地がよくてつい権威的に振舞いがちになっ

てしまいます。バザーリアはこのような人たちが医療の場にいることが治療のためにはとても

よくないと考えたのでした。 
イタリアでは医師もスタッフも患者と共に病院の外に出ました。鎧をとって平場の関係性を

大事にしました。しかし、治療する責任を放棄してしまったのではないのです。その点で一時

反体制的な左翼思想と結びついて流行した「反精神医学」のように何もせずに一緒に喫茶店で

お茶を飲んでいればいいという話とは全然違うのです。その違いもここで確認しておくべきで

しょう。 
またバザーリアは「生きるということは、ほんとうはどのように成り立っているのだろうか。

精神病患者、神経症患者、不安に苛まれる人、あるいは単に人間である人、そういった人たち

が私に投げかける根本的問題はこのことにほかならない」と述べています。彼は若い頃から現

象学やサルトルの思想をよく勉強していました。 
バザーリアのこの言葉を生きていることの意味を考えるのを諦めてはいけないというメッセ

ージとして受け止めたいと思います。「生きるということは、ほんとうはどのように成り立って
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いるのだろうか」という問いは他者との関わりという問題に向けても開かれています。一人で

いて他の人とのつながりが見えなくなり、自分が生きている意味を実感できなくなるような状

態の時、人は「生きる理由」ではなくて、「生が生きるに値する」という気持ちそのものを失っ

ているのだとバザーリアは捉えたのでした。そんな時にはどうしたらいいのでしょうか。 
 

８．自律した人間同士の関係をつくる実践としての制度療法 
第四点として、それへの答えとなるものを挙げておきます。つまり、制度をいったん発生状

態に戻してみる、そしてもう一度、その生成の感覚を取り戻そうとする療法です。 
それをバザーリアはゴリツィアの病院にいる時から実践していました。例えば、頻繁にミーテ

ィングを行って患者が自分の意見を言うことのできる場を作ろうとしていました。最初にそれ

を行った時に彼らの発言の中で出てきたのは、病気のことより、生活に関する問題ばかりだっ

たのです。病院内で生活することに関わってそれぞれの思いが様々にあったのです。それを遠

慮なく語る場に参加することで患者はみるみるうちに生き生きとしていったそうです。 
生きることは、具体的な形で他者と関わり様々な交渉をすることから成り立っています。自

分の欲望と相手の欲望とが食い違う場合には共に生きるためのルールや制度を創り出していく

工夫が必要になります。それは頭を使うから人を活性化させます。バザーリアはそのようなリ

アルな場に患者を立ち合わせていくことを治療と結びつけようとしたのでした。 
このようなアプローチが制度療法です。 

「治療する制度を治療する」とは、「治療」や「癒し」が唯一の目的としてその場を独占してい

るのではない場所を準備するということでした。そのためにはそこが患者か治療機会を得るた

めの環境としてのみならず、医師や看護者にとって治療という仕事をしやすい環境としても捉

えられなければならないのです。 
これは医療側スタッフと患者とが治療共同体の対等なメンバーとして相互に協力し合い「治

療」が起き易い環境にしていくということを意味しています。患者を一方的に甘えさせるパタ

ーナリズムのやり方では全然だめなのです。患者は自律した人間としてスタッフの側の欲望を

も尊重しなければなりません。具体的にはたとえ患者といえどもスタッフ同士の会話を途中で

遮ったり、割り込んではいけないということです。 
既存の規範に頼ってしまうのではなく、規範を自ら作り出していくダイナミックな生成の場

を回復するということ、甘えを生みだすパターナリズムのような関係ではなく、自律した個と

個との対等の関係を意識して創り出していくということかと思われます。 
 つまり、看護者ならこうあるべき、患者ならこうあるべきという役割モデルや規範に依拠し

てしまうと医療現場は安定した構造を得てたいへん楽になるのですが、あえてそうせずに手間

のかかる道を選ぶのが制度療法なのです。患者にも医療者にも緊張感のある場に身をおいても

らうというこの治療方法は、社会を変革していく方法のヒントとしてもたいへん魅力的に思わ

れます。ひとりひとりが思考停止にならずに、自分の頭を使って考えて行動していくようにな

れば、過剰医療社会などというものはなくなるでしょう。 
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おわりに 
 自律した人間同士の関係をつくる実践としての制度療法から私たちが学ぶべきことはたくさ

んあるようです。今日の集まりのテーマである医療観察法によってもたらされるものは、自律

とは真逆のものに他なりません。「生きるということは、ほんとうはどのように成り立っている

のだろうか」というバザーリアの立てた問いを私たちは、それぞれ自分の生きる場で具体的に

考えていかねばならないのだろうと思います。 
 なお、ここで述べたことについては、最近出した『つくられる病――過剰医療社会と「正常

病」』でもっと詳しく説明してあります。興味のある方はそちらをお読みいただければと思いま

す。 
                  
参考文献 
バザーリア.フランコ 2014『現実のユートピア――フランコ・バザーリア選集』(梶原徹・松

嶋健訳 みすず書房、近刊予定) 
フーコー.ミッシェル 1970『精神疾患と心理学』(神谷美恵子訳、みすず書房) 
井上芳保 2014『つくられる病――過剰医療社会と「正常病」』(ちくま新書) 
松嶋 健 2008「脱制度化と脱施設化のあいだ――バザーリアとイタリアの精神医療改革運

動」三脇康雄・多賀茂編『医療環境を考える――「制度を使った精神療法」の実践と思想』(京
都大学学術出版会) 
松嶋 健 2014『プシコ・ナウティカ――イタリア精神医療の人類学』(世界思想社) 
シュミット.ジル 2005 『自由こそ治療だ――イタリア精神医療解体のレポート』(半田文穂 

訳、社会評論社) 
 

（いのうえ・よしやす 日本社会臨床学会運営委員） 
                   inoueyoshiyasu＠gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 全国「精神病」者集団はパラレルレポートを出し、その附属文書には池原弁護士が代理人を

している精神病院保護室で暴行、その後死亡した方の件を報告しました。 
 国際障害同盟（全国「精神病」者集団の入っている世界精神医療ユーザーサバイバーネット

ワークも構成団体）ジュネーブ事務所のご尽力で、委員の３名と個別に話すことができました。 
―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

7月国連人権委員会ロビ-イング報告 

                山本眞理     
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人権委員会 日本政府への総括所見  
精神障害者の人権に関わる部分のみ邦訳  
 
非自発的入院  
１７ 非常に多くの精神障害者が極めて広汎な要件で、そして自らの権利侵害に異議申し立てす

る有効な法的な救済手段なしに非自発的入院を強いられていること、また代替サービスの欠如

により入院が不要に長期化していると報告されていることに、委員会は懸念を表明する。（7 条
および 9 条） 
国家は以下を行わねばならない 
(a) 精神障害者に対して地域に基盤のある代替のサービスを増やすこと 
(b) 強制入院は、最後の手段としてのみ必要最小限の期間、本人の受ける害から本人を守りあ

るいは他害を避けることを目的として必要で均衡が取れる時にのみ行われることを確保するこ

と 
(c) 精神科の施設に対して、虐待を有効に調査し罰し、被害者またはその家族に賠償を提供す

ることを目的として、有効で独立した監視と報告体制を確保すること 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
障害者権利条約の基準から言うと、（b）は到底容認できるものではないが、それですら日本

の強制入院制度は満たしていない基準であるということは事実 
今回人権委員会が議論した自由権規約９条における一般意見草案においても（b）と同じ表

現が取られ、一切の精神病院への強制入院を否定した障害者権利条約の水準から著しく後退し

ている この点は見逃し難い 
 
シャドーレポートの要約  
１ OECD 諸国で人口比最大の病床数、平均在院日数も飛び出ている日本の精神病院 
２ 強制入院もなんと入院患者の４割、諸外国の数倍の強制入院 
 さらに強制入院は増加し続けている 
 強制入院や入院を減らす政策は取られていない  
３ 精神病院での虐待の数々、ほぼ毎年報じられている 
これに対しては虐待を防止するための有効な監視機関がなく、警察も迅速有効に捜査しない

例すらある 
 
レポートから引用 

11 万人が 5 年以上入院、3 万 6 千人以上が 20 年以上入院している。世界の精神病院病

床の 19％が日本にある。29 条による強制新規強制入院の一年あたりの数は 87 年の2000 件
以下から 2012 年の 6685 件と３倍以上に増え続け、33 条による強制入院も96 年の 84227 
件から 12 年の 209547 件へと２.５倍以上増え続けている 
改正精神保健法が国会で審議された時、田村厚生労働大臣は改正法で強制入院は減らない、

そして強制入院は必要な医療を受けるいい機会を提供すると宣言した。2013 年に障害者権利

条約を批准したのが、政府には改正法により強制入院を減らそうという政策はない 
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レポートから引用 
保護室隔離の数は 2004 年の 7673 件から 2011 年の 9283 件にと増加、身体拘束は2004 

年の 5242 件から 9254 件へと増加している（６３０患者調査）。 
隔離と身体拘束の期間に関しての公式統計はないが、1 年以上身体拘束されている入院患者

がいるとか 10 年以上保護室隔離されている患者がいると告白する精神科医もいる。 
隔離の 11％と身体拘束の 15％以上がなんと任意入院患者にされている（６３０患者調査 

2011 年）。 
 
 池原さんは大阪人権センターのサイトに掲載されている、虐待事件の年表も個別に話した委

員にわたしました。 
 
 来年は障害者虐待防止法の見直しの年です。この法律では病院、学校は通報義務の対象から

外されています。おびただしい虐待が精神病院で行われ、学校もまた例外ではありません。学

校と病院を対象とするとともに、拷問等禁止条約委員会でも指摘され今回も指摘されているよ

うな、独立した抜き打ち視察のできる監視機関が必要です。 
 実効ある虐待防止法に向け全国「精神病」者集団は取り組んでまいります。 
 
 全国「精神病」者集団のサイトにパラレルレポート及び勧告の全文が掲載されています。 
 なお今回は夏のため航空運賃が高くなり、20万円以上かかりましたが、カンパは17万円ち

ょっとで赤字となっております。 
 おこころざしのある方は今からでもカンパいただけたら幸いです、なおすでに頂いた方も含

め、詳しい会計報告はお送りいたします 
 カンパ先 郵便振替口座 00170-3-36736 口座名義 山本眞理 
 よろしくお願い致します 
 
 
  
 

 

 石橋新一 

                         

 

 石橋新一 

 

【臨時国会～来春通常国会の治安法】 

戦争立法を来春に先送りした臨時国会は「地方創生に力」を注ぐとし、政府提出法案は少な

い。しかし「経済再生」と銘打った昨秋国会で秘密保護法を強行制定したことは忘れるべきで

はない。 

秘密法12月10日施行に走る安倍政権が、今国会制定を狙う治安法は、カンパ禁止法改悪(継

共謀罪も秘密法も盗聴法もいらない  

テロ指定・資産凍結法の制定を許す
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続審議)、テロ指定・資産凍結法、犯罪収益移転防止法改悪のマネロン 3法案、サイバーセキュ

リティ基本法、裁判員法改悪、災害対策基本法改悪（所有者同意なく撤去）、ストーカー法改悪、

尊厳死法などである。 

 

【共謀罪・秘密法・盗聴法改悪+テロ指定・資産凍結法の現在】 

○鎌首をもたげ機会を窺う共謀罪  

6月 27日、金融活動作業部会 FATFが日本政府に対して異例の名指し批判声明を発表、財務

省らはこれを恫喝材料にし、共謀罪を「慎重に検討する」としてきたが、臨時国会上程は見送

った。しかし・テロ資産凍結法を上程した10日の「ロイター」は共謀罪創設がなおも課題にな

ると報じている。安倍政権中枢が、政権支持率低下の行方を睨みながら、4 度目の国会上程の

機を虎視眈々と狙っていることは明らかである。 

 

○テロ指定・資産凍結新法が国会上程  

FATF声明の内容は「①金融機関などの顧客管理の内容の充実、②テロ行為への資金支援だけ

ではなく、物質的支援（アジトの提供など）も処罰の対象とする、③国内にテロリストが居住

していた場合、その資金の国内移動を防止するための措置を講じる、④国連組織犯罪条約（パ

レルモ条約）の締結に必要な国内担保法の整備の4点において早急な改善を求めるというもの

である。声明の①は犯罪収益移転防止法改悪、②は通常国会で継続審議になったカンパ禁止法

（公衆脅迫目的の犯罪行為資金提供処罰法）改悪、③はテロリスト指定・資産凍結法、④は共

謀罪創設である。 

 

○新たなテロ指定・資産凍結特措法は、テロリスト・テロ団体を公衆等脅迫目的の犯罪行為を

行い、又は助ける明らかな恐れがある者と規定、国家公安委員会が指定し、預貯金、金銭・土

地・建物などの貸付・贈与などはその許可を受けなければならない仕組みを創るとされている。

もちろん罰則も規定されている。 

既に日本政府は外国為替法でタリバーンなどを規制しているが、加えて「国内活動家」もテ

ロリスト指定する。「国内活動家」をテロリスト指定し、預金・送金を許可制にする資産凍結法、

それと連動するカンパ禁止法(公衆等脅迫目的の犯罪行為資金提供処罰法)は、経済・財政面か

ら組織・活動家を破壊することを狙う、治安維持法にも破防法にもない超ド級の攻撃である。

銀行口座が凍結されると、一切のカードやETCが使えず、ローンも組めず、アパートも借りら

れない。事実上、団体活動や社会生活が不可能になる。既に暴排条例によって、「反社会的勢力」

は口座開設や保険加入、レンタカー・宅急便利用すら著しく困難になり、場合によっては恣意

的な刑事罰の対象となっているが、それを上回る攻撃になる。 

この攻撃は、FATF声明を待つまでもなく、犯罪対策閣僚会議『テロの未然防止に関する行動

計画』（04年）が「後の課題」として準備してきたものであり、07年通常国会上程を画策した

「テロ対策基本法」の一部である。現在のところ、運動圏はほとんど無警戒だが、テロ対策基

本法への突破口を許すわけにはいかない。 

 

○秘密保護法年内施行 運用基準素案へのパブコメが2万3820件に達したことに驚愕した安倍

政権は、急遽、9.10第3回情報保全諮問会議を開催、施行5年で再検討などを決め、10月中旬
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の閣議決定、12月10日施行に走っている。 

日本精神神経学会の「見解」などは全く無視され、適正評価が強行される。さらに秘密法に

次いで、来春通常国会には営業秘密保護法上程が画策されている。国家秘密から産業秘密へ、

民衆の目・耳・口から国家・企業を厚いヴェールで覆い隠す攻撃は絶対に許されない。以降、

中央情報局新設など法執行体制を強化する策動、秘密法反対のマスコミバッシング、さらにテ

ロリスト・スパイ狩り扇動などの攻撃が強まること必至である。 

 

□盗聴拡大・CIA型捜査手法導入 

9.18法制審総会は、2～3％に過ぎない部分可視化を餌に、盗聴全面拡大や司法取引を軸にし

た答申を全会一致で採択した。来春通常国会にも刑事訴訟法・盗聴法・組対法改悪案上程が目

論まれる。全面可視化の声を踏みにじったばかりか、反対運動によって４罪種に限定した盗聴

法は窃盗・詐欺・恐喝など広範な一般犯罪に拡大、警察がフリーハンドで駆使できるようにな

る。自分が助かるために仲間を売る司法取引は、新たな冤罪を多発させる。CIA や FBIが多用

してきた“汚い捜査手法”導入が労働運動・民衆運動のみならず生活の全領域で破壊的な影響

を及ぼすことは明らかである。 

 

□戦争・治安立法決戦へ 

共謀罪・秘密法・盗聴法はその歴史的脈絡が異なる。しかし今、個々ばらばらに仕掛けられ

ているのではなく、1 セットになって民衆の目・耳・口をふさぐ恒常的な非常事態法体制を構

築するパーツとして連動している。共謀罪・秘密法の捜査に盗聴は不可欠であり、逆に全民衆

を監視する盗聴は共謀罪・秘密法抜きに威力を発揮できない。テロ指定制度は非合法捜査を合

法化する。秘密法強行制定以降、治安立法が新たな段階に入ったことをしっかりと共有して闘

う必要がある。 

戦争・治安法を先送りした15年通常国会は文字通りの歴史の転換点となる。周辺事態法・組

対法3法案・国旗国歌法などを強行制定した99年通常国会は「戦前への曲がり角」とされたが、

15年国会は「戦前の到来を許すのか否か」を賭けた攻防になる。ひとつは 16法案・2協定改悪

とされる戦争立法ラッシュである。もうひとつは盗聴拡大・CIA 型捜査手法導入に向けた盗聴

法・刑事訴訟法・組織犯罪処罰法改悪、個人情報保護法改悪、営業秘密保護法など治安法ラッ

シュであり、共謀罪法案も上程される可能性が強い。稀代の悪法ラッシュを何としても大衆運

動の力で阻止しよう。 
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☆ 連続学習討論会（第 22回） 「医療経済に引き裂かれる精神医療」 

 

 長年にわたって民間病院の陽和病院で精神医療に携わってきた早川久恵さんをお招きし、精

神科病院の現状の報告と問題点を指摘していただき、医療観察法廃絶の闘いに何が今問われて

いるかを考えていきたいと思っています。 

一般精神医療の向上と心神喪失者等医療観察法は車の両輪というのが心神喪失者等医療観察

法新設の時の政府の説明でしたが、精神医療の実態はどうなっているのか共有し討論したいと

思います。 

 

■ ２０１４年１１月８日（土） 18：30開場 18：45開始 

 

場所 中野区産業振興センター3F（旧中野勤労福祉会館）   

中野駅南口下車 徒歩５分 

提起 早川久恵さん（陽和病院労働組合委員長） 

資料代 ５００円 

 

主催 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 

 

 

★ ネットワーク例会 

１１月１５日（土） 例会（13:00～ スマイル中野５F和室 ） 

１２月２０日（土） 例会（   同上                ） 

 

 

 

【編集後記】10年目に入った医療観察法、さまざまに貧国な問題を集積されているのを見ても、

改めて、医療観察法の廃止と共に、長期に隔離収容されている精神病者を開放する道筋を作っ

ていかなければならない。そればかりではない。今秋季の治安立法のラッシュの中で、戦争国

家化への策動を、私たちの力でふさぎ留めなければならない。（T.O.） 

 

 

 

お 知 ら

 


