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心神喪失者等医療観察法はこの７月で施行１０年をむかえます。法成立時に私たちが危惧し

たことはいままさに現実化しています。新たな社会的入院としての拘禁の長期化、自殺、そし

て毎年２００億円あまりという多額の税金を使いながら、最終的に一般精神病院へ入院となる

という実態などなど。 

刑法保安処分制度は廃止されないものの、イタリアでは保安処分施設の廃止が決定され、新

たな施設入所を認めないという方針が出るなど、国際的にも保安処分制度再検討の流れが出て

きています。もちろん強制入院制度廃止を求める障害者権利条約も無視することはできません。

障害者権利条約は日本も批准しており、来年には第１回政府報告書が提出されます。 
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今回はオランダの仲間を講師にお呼びして、オランダにおける保安処分制度の動きと毎年１

０％ずつ強制入院を減らすプロジェクトの成果などについてお話いただきます。 

 

● 日時 ７月２６日（日） １３時～１６時半 

● 場所 中野区産業振興センター（旧勤労福祉会館） JR中野駅南口徒歩５分 

● プログラム 

★ 講演 ヨラ-ンさん （ Jolijn Santegoeds ) 通訳あり 

★ 心神喪失者等医療観察法運用実態と問題点 

★ 行動提起政府交渉について、他 

● 講師紹介： ヨラーンさんは世界精神医療ユー

ザー・サバイバーネットワーク（WNUSP)の第二世代、 

精神障害者運動としては第三世代といっていいかも

しれません。七色のモヒカンがトレードマーク。 

１６歳の時に精神病院に強制入院となり、なんと２ 

年間も保護室に監禁、さらに全裸での身体検査や身 

体拘束をされた体験者です。やっと逃げ出してしば 

らくホームレスも体験しました。WMUSP共同議長ヨ 

ーロッパユーザー・サバイバーネットワーク理事。 

そしてオランダ国内でも地域での活動として強制入

院廃絶に向け取り組んでいます。またこの間拷問等 

禁止条約自由権規約そして障害者権利条約などにつ

いてジュネーブでのロビーイング活動でも活躍して

います。 

ジ

                         ジュネーブ障害者権利条約委員会にて 

 

● 共同呼びかけ 

□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 
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● お問い合せは以下へ 

東京都板橋区板橋２－４４－１０－２０３ オフィス桑気付 

電話090‐9240‐9716 

メール kyodou2＠yahoo.co.jp 

Fax：03‐3961‐0212 

 

● 地図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                                  

3月19日、衆議院第二議員会館において、心神喪失者等医療観察法をなくす会と、心神喪失

者等医療観察法を許すな！ネットワークの共催で、院内集会「施行から10年目の医療観察法を

検証する」が持たれた。当日は地道な取材により、医療観察法の実態に迫り、昨年「ルポ 刑

期なき収容―医療観察法という社会防衛体制」（現代書館）を出版したジャーナリストの浅野詠

子さんと、刑法学者の内田博文さん（神戸学院大学教員）をお招びして、話を聞いた。参加者

は、40名。 

浅野さんは、昨年6月、2年間の取材を基に本を出版されたが、本のタイトルにあるように、

医療観察法は強制入院の期限の上限が設けられておらず、他害行為の疑いと再犯の恐れを要件

３．１９院内集会 

「施行から 10年目の医療観察法を検証する」 
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として運用されており、収容が強化された社会防衛体制となっていることを指摘した。医療関

係者ばかりではなく、家族や当事者の人への取材を通して明らかとなった医療観察法のいくつ

かの論点は以下のとおりである。 

１ 入院処遇 当初は720床の入院病棟を各都道府県に建設することを目標としていたが、現

在は既に北海道と四国を除き808床が建設されている。入院処遇では、「手厚い医療」が目指さ

れ、年間一人に2200万円をかけ、一人に6人の「多種職のチーム」（医師、看護師、臨床心理

士、作業療法士ら）が関わっている。また、入院期間もガイドラインでは18か月とされている

が、一昨年ですでに平均2年半を超えている。これには、発達障害や認知症など治療に反応し

ない人も収容されていることが関わって長期化している。 

２ 通院処遇 手厚い入院処遇に比べて、通院処遇は環境の激変にさらされている。全国の指

定通院医療機関は、既存の精神科病院が担当しているが、指定医療機関は偏在しているので、

住いの近くにあるとは限らず、2時間も 3時間もかけないと通えない例もあるし、地域の医療

福祉の実態はさまざまであり、退院後の処遇を支える制度設計は十分ではない。自殺者がすで

に40人以上出ており、通院処遇中の対象者に多い実態がある。 

３ 鑑定入院 この法律の申し立てがなされると、鑑定入院から始められるが、鑑定入院の在

り方が問題となっている。処遇の３要件「疾病性」「治療反応性（可能性）」「社会復帰要因」に

ついて検討されることになっている。期間は2か月ないし 3か月と定められているが、1か月

で裁判所は、見通しを聞いてくる。1 か月では、治療反応性のうち、薬への反応性ぐらいしか

わからず、特に入院処遇で行われている「内省療法」への反応性は不明のままである。 

また、鑑定入院期間の処遇についての規定がないため、必要な治療を施されたり、終日保護室

に入れられたりとさまざまな処遇を受けている。 

 

続いて、内田さんは刑法学の観点からの問題提起を行った。明治以来、日本の医療・福祉は

社会防衛の色彩を強く持っており、治安と一体化したものとしてあった。1990年以降、そのよ

うな側面が一段と強化されてきている。治安は市民的治安と政治的治安を考えることができる

が、最近の動きはこれらが融合してきており、更に、戦争する国家としての治安強化がこれに

加わろうとしている。 

新しい動きとしては、共謀罪新設や新しい捜査手法の動きなどがこの間出てきており、刑事

手続き自体に再犯防止機能を持たせることが検討されている。2007 年には、「犯罪者予防更生

法」と「執行猶予者保護観察法」を廃止して更生保護法に一本化された。この法律は、犯罪者

及び非行少年の更生及び保護観察制度の運用など再犯の予防に関する手続や、これらに関する

行政機関について規定したものである。「刑法改正」では挫折した保安処分制度を更生保護制度

の活用によって実施しようとするものである。 

再犯防止制度は、現在施設内での措置と社会内での措置とが作られているが、医療観察法は

この二つがドッキングしたものといえよう。 

医療においても、社会防衛の色彩は濃く、特にハンセン病や精神医療において強く機能して

きている。その中でも医療観察法は、医療の基本理念から見て、再発の防止はなじまないし、

支配、服従の関係が強いられている。また基本的人権から見ても、精神障害者に限った再犯防

止とそのための強制医療は、疾病を理由とする差別・偏見を拡大強化しているといえよう。患

者と医療関係者との相互理解と信頼に基づいて、医療は提供されなければならないにもかかわ
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らず、支配・服従の関係が強いられている。医療観察法はまさに社会防衛の牽引車としての機

能を果たしているといえよう。 

近年、自治体の治安維持に関する条例として、「安心・安全街づくり条例」が作られているが、

この中で治安の担い手として住民を捉える方向性が出されている。このような流れの中で、医

療観察法を考えていかなければいけないだろう。 

このように、保安処分体制の強化が進む中、医療観察法を私たちは廃止していかなければな

らない。共に闘おう！                            （大賀） 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

精神障がい者の障害年金の審査ではねられる割合に地域格差が大きいと言われていましたが、

数字で見るとその大きさにあらためてびっくりします。 

障害基礎年金の非該当になる割合、すなわち、主治医が障害年金相当と診断しているにもか

かわらず、審査で別の専門家が非該当としてしまう割合に地域格差が大きいのです。精神の場

合、０％のところや一桁台のところが多い中で兵庫県は６１．３％（２０１２年精神のみ。２

０１０年は精神と知的合わせて３８．７％）と突出しています。それを追うのが佐賀県の４１．

７％（同。１０年同２４．４％）で、平均は１５．４％（同。１０年同１０．７％）です。比

率の大きい府県が平均を引き上げています。なかでも兵庫県の突出ぶりが目立ちます。以前か

ら、兵庫県の作業所などでは「はねられる人が増えている。以前は通っていた人がはねられる

ようになった」という話は聞いていました。 

５月１２日に神戸新聞の報じたところでは、兵庫県だけ「同居人の職業、就労や生活の詳細」

調査というものを実施しており、それが影響しているのではないかといいます。しかし、それ

だけとは言えないものを感じます。基礎年金は基本的に都道府県単位で審査しており、審査に

あたる障害認定医は兵庫県に４人います。その質が影響しているのではないでしょうか。 

厚労省は今年になってから専門家検討会を開き等級判定のガイドラインを作るといっていま

す。非該当０％の都道府県を、平均の１５．４％に合わせるような改悪があってはならないと

思います。主治医が年金相当と診断しているなら原則、それが認められるべきです。県でたっ

た４人しかいない障害認定医が絶対的権限を持っていることがおかしいのです。 

福祉的就労の状況に変化があり（ＢからＡへ）等級が下げられた例もあるといいます。そん

なことをしたら、障がい者の社会参加の場が狭められるばかりではないですか。誰も福祉的就

労ができなくなります。一般就労ができていても年金で補わないといけない場合はどうなるの

でしょうか。下や「平均」に合わせるのでなく、精神障がい者にとって良いところに合わせる

のが望まれる改革ではないでしょうか。 

 

年金審査に兵庫県のみの差別的制度 
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（表は「厚生労働省 精神・知的障害に係る障害年金の認

定の地域格差に関する専門家検討会」資料。サンプル調査

による「精神障害・知的障害別 等級非該当割合（平成２

４年度）」中の精神障害該当部分）                                                                                                                                 

 

 

【報道】 年金審査に独自調査用紙 不要項目の記入要求 

兵庫の事務センター     神戸新聞５・１２ 

 

日本年金機構が都道府県ごとに置いている事務センター

の一部が、障害年金の支給審査で独自の調査用紙をつくり、

兵庫では申請者に対し、同居家族の名前や就労状況など審

査に関係ないはずの項目まで記入を求めていることが１１

日分かった。 

兵庫は厳しい審査で知られ、家族の収入などを不支給の

判断材料にしている可能性がある。年金機構内部からも「不

適切だ」と疑問視する声が上がっており、機構本部は、兵

庫をはじめ全国の事務センターの事務運営に関し実態を調

べる方針。 

独自の調査用紙の使用が判明したのは兵庫のほかに東京

のセンター。多くの人が受け取る障害基礎年金では、不支

給と判定される人の割合に都道府県間で最大６倍の差があ

り、各センターのこうした事務運営の不統一も一因とみら

れる。 

調査用紙は２都県とも対象が精神・知的障害者で、通常

の申請書類を受け付けた後、追加調査が必要な人に個別に

送付。食事や掃除といった日常生活がどの程度できるか、

勤務先や仕事の内容などの記入を求めている。 

兵庫の用紙は「日常生活申立書」との名称で、同居人の「氏

名」「職業」「就労や生活の詳細」の欄があるが、他県のセ

ンター職員は「審査には関係ないはず」と指摘。別の元職

員は「詳しく調べて年金額を増やすことはまずなく、結果

的に支給停止や減額の判断材料になっていた」と話す。 

年金機構の２０１２年度のデータによれば、精神・知的障

害者に限ると、兵庫では障害年金の審査を受けた人の５

６％が不支給になっており、群を抜く高い割合で全国一。

年金機構本部は東京の調査用紙は問題ないとみているが、

兵庫については「詳しく調べて確認したい」としている。 

                   （高見元博） 
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 志布志事件では、２００３年、警察が「お前をそんな息子に育てた覚えはない」等と書いた

紙を踏みつけさせる「踏み字」の強要、「容疑を認めなければお前の家族も逮捕する」等の脅迫

により自白強要をしていたことが明らかになりました。 

 氷見事件では、警察で「お前の家族もお前がやったに違いないと言っているぞ」等と言われ

て虚偽の自白をして懲役３年の判決を受けて服役し、出所の翌年に真犯人が見つかって２００

７年１０月に再審で無罪判決が言い渡されました。 

 足利事件では、菅谷さんは警察で「お前がやったんだろ」等と自白を強要されて無期懲役判

決を受けて服役し、逮捕から１９年後の２０１０年３月になってようやく再審で無罪判決が言

い渡されました。 

 厚労省局長事件では、２０１０年、担当検察官が証拠品のフロッピーディスクのデータを改

ざんしていたことが発覚しました。 

 布川事件では、桜井さんと杉山さんは警察で「アリバイが言えないのは犯人の証拠だ」等と

言われて自白し、無期懲役判決を受けて服役し、逮捕から４４年後の２０１１年５月になって

ようやく再審で無罪判決が言い渡されました。 

 袴田事件では、２０１４年、静岡地裁は、自白の強要のみならず、警察が証拠をねつ造した

と断罪し、再審開始を決定しました。 

 このように、捜査機関による自白強要・誘導が行われ、それによっていくつもの虚偽の自白

調書が作られて無実の人が服役させられる事態にまでなっていること、それどころか証拠の改

ざん・ねつ造までもが捜査機関によって現実に行われていることが明らかになり、捜査機関へ

の信頼を前提として制度を考えることはできないことが明白になりました。 

 そこで、冤罪の防止のために、取調べ状況の可視化＝録音・録画を中心として、警察・検察

を監視して適正手続保障を徹底すべきであるという気運が高まりました。 

 これに抵抗する警察・検察は、法務省「検察の在り方検討会議」で時間稼ぎをした上、さら

に３年以上にわたる法制審議会の審議を通じて、取調べの可視化の骨抜きと盗聴の拡大や司法

取引の導入など捜査権限・手法の拡大強化とを目論みました。 

 このような経過により、法制審答申は本来の任務である冤罪防止のために警察・検察の強大

な権限を監視して適正手続を保障するための提言から大幅に逸脱し、この答申に基づいた刑事

訴訟法「改正」案も、以下に述べるように本来あるべきものからほど遠いものとなっています。 

 

 この法案の主な内容は、①裁判員裁判対象事件と検察独自捜査事件における取調べの録音・

録画の義務づけ、②他人の犯罪についての供述と引き換えに自分の罪を軽くしてもらう司法取

引制度の創設、③被疑者国選制度の全勾留事件への拡大、④公判前整理手続での証拠リストの

盗聴法拡大・緩和、司法取引制度創設等の 

          刑事訴訟法改悪の危険性 
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開示制度、⑤犯罪被害者等及び証人の保護方策の拡充、⑥盗聴（通信傍受）の対象犯罪拡大・

手続緩和等です。このうち主な問題点を述べます。 

（１）取調べの可視化（録音・録画） 

 法案では、取調べの録音・録画を義務づける対象事件が全刑事事件のわずか２～３％でしか

ないため、必要な可視化にはほど遠いものです。しかも、施行は３年後まで先延ばしという念

の入れようです。 

 また、在宅事件や参考人としての取調べで自白が強要された例もあるにもかかわらず、これ

らは対象外とされています。 

 しかも、機器の故障や暴力団構成員による犯罪など例外を広範に認めているため、捜査機関

の恣意的判断によって録音・録画がなされない可能性があります。機器の故障には予備を準備

し、それでもダメな場合には機器が準備できるまで取調べを行わなければよいのであり、例外

なく全ての場合に全過程を録音・録画をしなければ、取調べの適正を保障する制度にはなり得

ません。 

 このような中途半端な制度であるため、可視化がなされても一部のみの録音・録画になる可

能性があります。しかし、脅迫や利益誘導等により自白させた上で、その後に録音・録画すれ

ばもっともらしい自白場面が出来上がるわけで、一部可視化は却って判断を誤らせる危険なも

のです。 

（２）司法取引 

 犯罪の疑いを掛けられた人は、自分の罪を軽くしてもらいたい一心で捜査官に迎合的になり

やすい状況にあります。そのような状況で捜査官から「Ａさんの件について知らないか」と持

ちかけられたら、誘導に乗って他人を巻き込む虚偽の供述をしてしまい、第三者の冤罪を生み

出してしまう危険性があります。美濃加茂市長収賄冤罪事件でも、検察側立証の要であった「共

犯者」の供述が検察との取引によって得られたものだったのではないかという疑いが指摘され

ています。 

 しかも、この取引に関する供述状況については録音・録画は義務づけられていません。これ

では、取引によって立証される「他人」にどんな誘導や供述のすりあわせが行われたのか、検

証すら不可能です。 

（３）証拠開示 

 捜査機関の証拠は国家権力と税金を使って集められたものであり、いわば公共財産として検

察側も弁護側も等しくアクセスして利用できるべきです。しかし、実際には検察側が証拠を独

占し、弁護側に有利な証拠は隠してしまうことすらあります。 

 しかし、この法案で交付されるのは「検察官が保管する」証拠のみのリストであり、警察が

検察官に引き継いでいない証拠は対象外で、実際にどのような証拠が収集されたのかは明らか

になりません。また、公判前整理手続をしていない事件は対象外であり、その点でも不十分で

す。 

 さらに、検察官が「犯罪の証明又は犯罪の捜査に支障が生ずるおそれ」があると判断した項

目は記載しないことができるなど広範な例外を設けており、恣意的に記載されないおそれがあ

ります。 

（４）盗聴の対象犯罪の拡大 

 現行の盗聴法は、過去の犯罪に引き続いて将来犯罪が行われると疑うに足りる十分な理由が
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あると裁判所が判断した場合に、令状に基づいて通信を盗聴するものです。プライバシー権、

通信の秘密を侵害するものであるため、対象犯罪は組織的殺人や薬物、銃器犯罪などに限定さ

れ、厳格な手続が定められてきました。 

 ところが、本法案では、対象犯罪が傷害、窃盗、詐欺などの一般的な犯罪に幅広く拡大され、

共犯事件の疑いをかければ容易に盗聴ができることになっています。 

 また、通信事業者等による立会・封印等の厳格な手続が不要とされることにより、外部の監

視がなくなり、濫用の危険が高まります。 

 

 このように、本法案は、冤罪防止のために警察・検察の強大な権限を監視して適正手続保障

をするためのものではなく、警察・検察の狙い通りに取調べの可視化を骨抜きにして捜査権限・

手法を拡大強化するものです。本来行うべき取調べの可視化と証拠開示、被疑者国選弁護の拡

大のみを徹底して実現するとともに、他の部分は削除して廃案にすべきです。 

   （大杉光子 弁護士） 
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お知らせ 

 

「国連・人権勧告の実現を！」－すべての人に尊厳と人権を－ 
第 12回学習会 
 

世界一の障害者隔離収容大国日本 

 各人権条約体はどう勧告したか 

 日本は世界最大の精神障害者隔離収容大国 

 長年国連人権条約の各委員会から指摘されながら、日本の精神障害者の隔離収容実態はびく

とも変わらず、むしろ強制入院の増加、屋上屋を架した医療観察法による隔離などなど自体は

悪化の一途をたどっています。 

 私たち障害者の力でかちとった障害者権利条約の政府報告書提出も来年に迫っています。今

のところ政府は、精神障害者に関しては全く守る気がないというしかないような資料を障害者

政策委員会に出しています。 

 勧告は守る義務はないという壁をどう突破していくのか、参加した皆様とともに考えていき

たいと思います。 

○日時： 6月26日（金） 19：00～ 

○講師： 山本眞理さん（全国「精神病」者集団会員 世界精神医療ユーザー・サバイバーネッ

トワーク（WNUSP)理事） 

○場所： スマイルなかの ４階 多目的室（中野駅北口より徒歩７分） 

○資料代： ５００円 

主催： 「国連・人権勧告の実現を！」実行委員会 

連絡先： jinkenkankokujitsugen@gmail.com 

Blog： http://jinkenkankokujitsugen.blogspot.jp/ 

Facebook： https://ja-jp.facebook.com/jinkenkankokujitsugen 

Twitter： https://twitter.com/unjinken 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

[６.２６]から１年 
病棟転換を許さず 今こそ精神保健福祉法体制を問う 

 

2015年６月２６日(金)13:00～16:20 

東京芸術劇場(5F)シンフォニースペース 

東京都豊島区西池袋1-8-1（池袋駅西口より徒歩２分） 
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「STOP!精神科病棟転換型居住系施設!! 6.26 緊急集会」から１年という区切りの日に、「病

棟転換型居住系施設について考える会」の集会を開催します。 

この１年間の動きを振り返り、今後を展望する基調講演と6.26緊急集会の皆さんの発言やイ

タリアのトリエステの実践などを取材した DVD「やれば、できるさ！」の上映会そしてマスコ

ミでもその問題が取り上げられた聖マリアンナ医科大学における精神保健指定医資格の不正取

得事件等精神科医療のあり方、精神保健福祉法のあり方などを考えます 

 

◆ プログラム ◆ 

12:30   開場 

13:00～  基調報告「6.26から1年 これまでとこれから」 

   長谷川利夫さん（杏林大学教授、考える会呼びかけ人代表） 

13:30～  ＤＶＤ「やればできるさ」上映 （上映終了後休憩） 

14:30～  パネルディスカッション 

「今こそ問う精神保健福祉法体制～指定医資格不正取得事件をきっかけに～」

〈パネリスト〉尾木真也さん（精神障害当事者、こらーるたいとう） 

中島直さん（精神科医、多摩あおば病院） 

鈴木利廣さん（弁護士、「ハンセン病問題に関する検証会議の提言に基づく再発

防止検討会」元委員） 

〈コーディネーター〉池原毅和さん（弁護士、考える会呼びかけ人代表） 

16:20    閉会 

（参加費無料、参加申し込み不要、当日先着順） 

地図：https://www.geigeki.jp/access/ 

ＪＲ・東京メトロ・東武東上線・西武池袋線 池袋駅西口より徒歩２分 

※駅地下通路2b出口と直結しています。 

■主催：病棟転換型居住系施設について考える会 

■連絡先：長谷川利夫（杏林大学）Ｅ-mail  hasegawat@ks.kyorin-u.ac.jp 

携帯電話 090-4616-5521、ブログ http://blog.goo.ne.jp/tenkansisetu 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

★ ネットワーク例会 

７月18日（土） 例会（13:00～ スマイル中野５F和室  ） 

８月15日（土） 例会（   同上                ） 
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社説:精神指定医不正 制度自体の見直しも  

       毎日新聞 2015年04月20日分 

 

 聖マリアンナ医科大病院（川崎市）の医師が「精神保健指定医」の資格を不正に取得したと

して、厚生労働省は医師２０人の指定医資格を取り消した。医師や病院の倫理観や法令順守、

資格審査に問題があるのは明らかだが、そもそも指定医制度はきちんと機能しているのだろう

か。徹底した調査が必要だ。 

 同病院によると、医師１１人は自分で診断や治療に十分関与していないのに、他の医師から

症例データを受け取って内容を書き換えただけの虚偽のリポートを同省に提出した。他の９人

は指導医で、実際に治療を担当した患者か確認しないままリポート提出に必要な署名をしたと

いう。 

 精神科医療では、患者自身が病気であるとの認識がないまま自分や周囲の人を傷つけること

があり、患者の意思にかかわらず強制的な入院や治療をしなければならない場合がある。介護

や福祉の場では身体拘束は原則として虐待とみなされるが、障害者虐待防止法などで医療機関

は調査の対象になっていない。治療の必要性に配慮したためだ。 

 精神保健指定医は学会が認定する民間資格ではなく、精神保健福祉法に基づき厚労相が指定

する法的資格だ。精神科医としての３年以上の実務経験に加え、指導医の下で自ら診察した入

院患者８例以上のリポートを厚労省に提出する必要がある。治療のための身体拘束は少しの違

いで人権侵害になりかねないリスクが付きまとう。微妙な判断を適切に行い、患者の医療を受

ける権利を守るために指定医制度が設けられたのだ。 

 患者の意思に反しても行う措置入院や医療保護入院、退院制限、保護室への隔離や身体拘束

をする際には指定医の診察や判定が必要とされている。それだけ強い権限を持っているのだ。

また、通院患者の初診では１．５倍の報酬が設定されているなど診療報酬上も優遇されており、

全国の精神科医約１．５万人のほとんどが指定医資格を持っている。 

 聖マリアンナ医科大では同じ症例を使い回した不正な資格取得が常態化していた。言語道断

の不正だ。しかし、介護や福祉の場で処遇の難しい行動障害を伴う精神障害、認知症の人は安

易に病院に送られ、行動制限や身体拘束をされている実態がある。指定医だからといって、患

者の人権を守っているとは言い切れないのが現状だ。今回の不正の背景には患者の人権を軽視

する精神科医療の体質があるのではないか。 

 身体拘束や行動制限など人権侵害と紙一重の行為は「治療の必要性」が唯一のよりどころと

なって許容されているのである。それを判断する指定医の審査や運用を厳格にチェックするよ

う見直すべきだ。 
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WNUSP（世界精神医療ユーザーサバイバーネットワーク）共同議長、ヨラーン来日に向けて 
                                 山本眞理 
  
     
 WNUSPの第二世代として共同議長を務めるヨラーンは、ちょうど私の娘の世代で、精神障

害者解放運動としては第三世代となるでしょうか、オランダの仲間です。 
 今回、オランダのファミリーグループカンファレンス研修会が日本で初めて開かれるのに際

し、招待され来日することになりました。 
 私は 2013 年拷問等禁止条約の日本政府報告書審査に向けたロビーイング活動を行ないまし

たが、このセッションでは日本政府審査の前の週にオランダ政府の報告書審査があり、ヨラー

ンがロビーイングでジュネーブに来ており、彼女の滞在をさらに延ばしてもらって、私たちの

ロビーイングに協力してもらいました。 
 彼女は 16 歳の時に精神病院に強制入院となり、保護室隔離や身体拘束、全裸での身体検査

などなど虐待を体験している。自傷に対して力で、暴力で押さえ込むというやり方。私と同世

代ではそうした体験者からの話を聞いたことがあるけれど、次世代で同様な虐待が行われてい

るということがショックでした。 
 オランダは日本の比ではないにしてもヨーロッパでは相対的に精神病院病床が多くまた入院

期間も長い。患者評議会や患者の権利擁護者の制度はかなり早くから整っているのですが、彼

女に対する虐待を止めることはできなかったようです。未成年ということで二重の差別があっ

たのかもしれません。 
 オランダはまだ障害者権利条約を批准していませんが、批准に向けてということもあり、強

制入院を毎年10%ずつへらすプロジェクト改革を進めていると聞きます。 
 ヨラーンは彼女の街でファミリーグループカンファレンスなどを活用して強制入院削減の取

り組みを行っています。地元で条約を生かしていく取り組み、そして国連の各人権条約体や機

関へのロビーイングの経験など、WNUSP共同議長としてまたヨーロッパの精神障害者組織の

理事としての国際的活動などについて７月２５日彼女をむかえて話してもらいます。また２６

日には見直しが進む保安処分体制についてオランダの体験やその議論の背景などについて話し

てもらいます。７月２４日には京都での講演会も準備されています 
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世界精神医療ユーザー・サバイバーネットワーク（WNUSP）  共同議長  
ヨラーンを迎えて 
今オランダでは地域で強制入院をなくしていくための活動が取り組まれていま 
す。彼女の地元での活動そしてWNUSPの国連へのロビーイング活動などについて 
お話してもらいます。 
通訳あります 
時  ７月２５日（土） 午後６時から９時 
場所 中野区産業振興センター（旧勤労福祉会館） ３階大会議室 
資料代 500円 
主催 権利主張センター中野 （この講演会はキリン福祉財団の助成により開催） 
共催 全国「精神病」者集団 
問い合わせ 080-1036-3685 

 
 
 
また講演会に先立って７月１７日から４日間ファミリーグループカンファレンス(FGC)研修

会が開かれます。 
 昨年の自由権規約委員会へのロビーイングの前にオランダでこれを運営している組織のレク

チャーを受けました。全くしろうとの無報酬のボランティアがコーディネーターとして FGC
のサークルをファシリテートしていく、専門職でない家族と地域の人そして友人などが本人と

ともに問題解決のためのプランを作る。過払い問題が一段落して、弁護士司法書士などのビジ

ネスの対象は後見人制度にうつっているようである。障害者権利条約が廃止を求めている後見

人制度が、人権擁護の名のもとに推進されていくという反動の中で、いま改めて後見人制度、

そして自己決定を問いなおしていくために、多くの方の参加を呼びかけたい。 
 
ファミリー・グループカンファレンス研修会 
強制と支配のない社会へ 自己決定を問いなおす 
時 ７月１７日（金）午後から２０日（月・祝日） 
場所 中央大学駿河台記念館 ／文京シビックセンター（20日のみ） 
主催 特定非営利活動法人 自律支援センターさぽーと 
【募集要項】 
●募集人員：50人（原則４日間通して参加できること。） 
●申込締切：6月30日（下記こくちーずのサイトからお申し込みください） 
インターネット：http://kokucheese.com/event/index/293843/ 
●受講料：６,000円（18日のランチ代含む） 
●問い合わせ：℡ 080‐1036‐3685（山本13:00－16:00） 

 

 

 

 

 


