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 医療観察法が成立したのが2003年の7月10日、それまでの「予防拘禁法を廃案へ！共同行

動」を解散し、この悪法を廃止しようと「医療観察法（予防拘禁法）を許すな！ネットワーク」

結成集会が開催されたのが11月3日だった。以降、毎年、成立した7月と11月に廃止に向け

た全国集会を開催してきた。それから今11年目の闘いとなっている。推進者側の攻勢、私たち

の闘いの不十分性もあいまって、精神科医療のなかでも医療観察法がもはや当たりまえの存在

となってしまっている。そんな現状のなかでの今回の集会となった。 

 最初に池原毅和弁護士から「医療観察法施行10年に当たって－実証的観点と規範観点から」

を話していただいた。メインの講演は内田博文さん（神戸学院大学法科大学院教授：刑法）の

「再犯防止を掲げる刑事政策と医療観察法」。最初に「治安強化・国民再統合の動き」について。

戦前の治安維持法の予防拘禁と思想犯保護観察の保護観察所が GHQとの関係で廃止されたが、
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保護観察所の復活を図るときの大きな口実とされたのが少年法。子どもたちには保護観察、そ

のための保護観察所が必要でしょう、と。少年法は保安処分、刑事法全体の牽引車となってき

た。国の目標とされた予防拘禁制度の復活は1980年代の「刑法全面改正作業」では挫折したが、

2001年の大阪の池田小事件を口実にした医療観察法制定で実現させた。結局、国は一端は挫折

した「転向」政策として戦前の治安維持法「改正」による保安処分としての保護観察と予防拘

禁制度の新設を戦後も狙いつづけ、それを実現させたのが保護観察制度の復活・拡大と医療観

察法制定、更生保護法制定。政府はいま「『世界一安全な日本』創造戦略」（13年 12 月閣議決

定）で、「治安基盤の強化」としての刑訴法改悪や「再犯防止対策」「健全な社会の一員として

の社会への再統合」としての「満期釈放者等に対する指導及び支援の充実強化」を狙う。「国民

のための国家」から「国家のための国民へ」と逆転させる道徳教育を強化していることも見逃

せない。次に医療観察法について。この法は世界医師会「リスボン宣言」前文（法律、政府の

措置等、いかなる行政や慣例であろうとも、患者の権利を否定する場合には、医師はこの権利

を保障・回復させる適切な手段を講じるべき）に謳う責務を果たすことができるのか、この法

による「強制医療」が逆に医療を疎外していないか等々、疑問を呈しながら、「精神障害」に対

する差別を助長している現実を指摘。医療観察法が社会防衛のための保安処分法と批判。最後

に廃止に向けた批判的アプローチを提起。①保安処分批判という観点から（違憲）、②「医療法」

という観点から（厚労省は医療法というが、医療法の内実を具備していない）、③「差別禁止を

含む患者の権利を中核とする医療基本法」という観点から（患者の権利を著しく制限、差別を

助長）の 3 つを挙げた。また被害実態調査実施の重要性も提起。これらを実現するための「3

本の矢」として①当事者運動の権利主体性の確立、②当事者の主張を理解し下支えする支援運

動の充実・強化、③被害の当事者として支援の当事者としての多様な連帯、を挙げた。社会的

防衛の視点から書く人が多い中でメディアに理解させていくことの重要性も指摘された。「施設

内・社会内での保安処分を2本柱とした日本型保安処分がますます強化され、社会自体が保安

処分の担い手とされている」。そのような現状のなかで、私たちに問われているのは何か。それ

を提起・示唆してくれた講演だった。改めて保安処分としての医療観察法のもつ現在の意味を

歴史的な経過を踏まえながら実証的に批判していただき、今後の闘いの強化につなげていきた

いと思う。内田さんの講演等はパンフにして皆さんのお手元に届けられるよう今準備している。 

 特別報告として二人からいただいた。江端一起さん（京都の前進友の会）からは医療観察法

に捕らえられた仲間を奪還した闘いの経験。やるべきこと・やったこととして（筆者は諸事情

で話を聴くことができず、ご本人の了承を得てレジュメから）「①本人に会いに行くこと、行き

続けること、②本人に、関係者全員に電話をかけた、③できるだけたくさんの「上申書」を書

いた、④事情聴取について覚悟を決めること、⑤運動的改革派的、弁護士や医者に、囲まれて

いて、何時でも、動いてくれるわけではない、というゲンジツをシッカと見据えるべき、サイ

ゴに⑥我々が、患者会であった、ということ。本人とのセーカツが、濃厚にアッタし、今もア

ルし、今後とも、死ぬまでアル、ということ」。いつ私たちの周りで仲間が医療観察法に奪われ

るかもしれない状況の中で、私たちにとって何が大切なのかを教えてくれた貴重な体験だった

と思う。内田明弁護士（医療扶助・人権ネットワーク）からは、薬・金・合鍵で精神障害者の

自由を奪う某精神科クリニックの強制「通院」の実態等々を報告していただいた。医療と福祉



ネットワークニュース NO.41                    2016．1 
 

3 
 

観察法糾弾集会参加の感想文です 

ヨロシクです 
キーサン革命の鬼 えばっちよりデス 

 
 

 

 

 

の名の下で人権が奪われている精神障害者の置かれている象徴的な実態の報告だった。最後に

兵庫の高見元博さん、京都の坂根輝吉さん、内科医の上林茂暢さん、陽和病院労組の早川久恵

さんの4人から発言をいただいた。この日は大きな市民集会2つと重なったが106名の参加だ

った。 

 午前中に医療観察法を許すな！ネットワーク第12回総会も開催。法施行から11年目、この

法の存在自体忘れられ、知らない人も多くなっている現状の中で 7月と今回の全国集会に久々

に100名を超え、集会後の交流会にも28名の仲間が、しかも新たな仲間も多く参加してくれた。

戦争国家化が急速に進み、精神障害者への差別・切り捨て・隔離収容・抹殺攻撃が強化されて

いる中で、全体状況やその中でのこの法に対する危機意識の表れとも思える。医療観察法が精

神障害者差別を利用した治安法・保安処分法であるという私たちの主張が実証されてきた法施

行後の10年間の実態である。医療観察法による攻撃が決して精神障害者だけへの攻撃にとどま

らないものであることが今回の内田さんの講演も示してくれた。この法が現在の戦争国家化・

治安国家化攻撃の一環であり、今後ともこのような攻撃を許さない闘いとの連帯・共闘を強化

していかなければならない。新たに参加してくれた仲間とともに闘いの前進を！ ささやかな

がらもこの1年間で生み出してきた廃止運動の前進を来年は更に拡大していくことが問われて

いる。 

  なお、厚生労働省に対し7月27日に引き続いて、この集会の翌日11月30日の交渉開催を要

求した。厚生労働省は「この日は別な会議がある」、開催そのものを「検討中」と拒否姿勢を示

してきたが、12月末に「2月末か3月始めなら可能」との返事をしてきた。日程は改めてお知

らせしますので、皆さんのご参加を要請致します。（H） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

場違いなところに来てシモウタかナァァァァーーとは、想いましたよ、でも、まぁー良かっ

たンですヨ、実にヨカッタナントイウか、やはり、足を運んでみたのは、ヨカッタと、想いま

したイロイロな意味でね、愛想で言っているわけではないですヨ、コレは、本当のコトです。

だから、誘って貰えたら、また、行きたいですね。 
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でもねーまぁーー、なんといっても、刑法学者さんのハナシは難しかったですわ。もちろん、

まじめさ、そして、真摯な態度、つまり、コウいう場に出かけてくるその真摯な態度と誠実さ

は、タイシタものだと好意も持ったし、確かなものだとは、想うのですが、まるで、大学の刑

法の講義を聞いているみたいで、クルシかったのは、確かです。しかも、その直後に、ボクは、

ミスターとの患者会での日々の濃厚なセーカツと、セーカツから来るジッサイに観察法が動き

出した時の約100日間にわたる友の会での騒動の数々を、本人やみんなの泣き笑いや、怒りや

シマッタ―――と云う想いとともに話さなければ為らなかったわけですから、そりゃあー、チ

ョットやりニクかったし、場違いなトコに来ちゃったかな――とは、想ったわけです。 

でもまぁ、ハナシておりましたら、みなさん、興味津々で聞いてくれはりましたので、まぁ、

安心もしましたし、来た意味もアッタかなと、想ったりしたわけです。案外イロイロみなさん

とハナセルもんかもシレンなぁぁぁぁーーとモ、想ったのでした。 

ただ、話せずに終わったことが余りに多くて、悔いが残りました。 

弁護士さんはナーーンにもわかってはいませんでしたよ、とは言いましたが、ナニをドノヨ

ウにわかっていなかったのか、ドノヨウに動かなくてコマツタのか、ソコをどのようにヤッテ、

少しでも動いてくれる『弁護士化デキ得タノカ』、具体的には話せませんでした。主治医の言

動や社会復帰調整官の事などは、まったく、ハナシに出すこともできませなんだし、ご家族と

の関係性については、もう少し、過去からのハナシをしないと、ナカナカに理解してもらえな

かったのでは、と、想いました。上申書の中味についても、触れられませんでしたし、あの騒

動の中、グループホームの名目を持っている福祉施設に協力を依頼して、ドノヨウに扱われて

シマッタのかも、話せませんでした。大きかったのは、今現在のミスターの置かれているゲン

ジツや、ミスター参加の毎週金曜の食事会の様子など、観察法審判から５年経っての、ゲンジ

ツです。それ、まったく話せませんでした。想えば、話せなかったコトばかりで、悔いが残っ

ています。いつかまた、ハナす機会もあるでしょうかね。 

 

そうそう、交流会には、出られなくて、すいませんでしたね。 

でも、その後、ボクは、翌日も含めて、東京のキーサントモダチの旧友のみなさん達と再会

を喜び合い、愉しく過ごせたのでした。新しいキーサントモダチも出来そうなのでした。あり

がたいことです。翌日の食事会の時に、想えば、患者会ごとに、食事会の味と雰囲気の特徴が

アルなぁぁぁーーと、感慨深かったのでした。そのうち、行ったことのある、交流させてもら

ったことのある患者会の食事会メニューや雰囲気の列伝でも書いてみたいものだと、帰りの新

幹線の中で、想ったものでした。 

じゃあ、また、お会いしましょう、それでは、また、ね 

二〇一六年正月七日 前進友の会 江端一起 
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－ 戦争・治安法ラッシュを阻止する闘う流れを、 

共同して創りだそう！― 

ショックドクトリンによる共謀罪国会再上程阻止！ 

盗聴拡大・戦後刑事戦争司法解体法の参院廃案を勝ちとろう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あらゆる医療行為、投薬行為は、暴行行為、傷害行為にほかなりません。そして、精神医療

は、民間警察であって治安維持そのもです。日本人は、合理的な論理で動くのではなく情で動

いてしまう国民であるといわれます。  

医師、看護師は、聖職であって白衣の天使。あたたかい最高のおもてなしをしてくれる、と

いのが、大多数の日本人の認識ではないでしょうか？そのまちがった印象操作によってどれほ

どの方が犠牲になってきたのでしょうか？ 

向精神薬には、麻薬及び向精神薬取締法の管轄であって、その効能は鎮静作用しかありませ

ん。精神医療は、一般診療科の医療法とは全く別の根拠法令によって成り立っています。精神

科の患者の言動は、真に受けるなといのが、精神医療関係者の偽らざるホンネです。  

 ハニートラップではなく、メディカルトラップはめられないためにも具体的なデータと論理

で本質を見抜いていいきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   石橋 新一(破防法・組対法に反対する共同行動) 

 

■ 戦争する国反対！実働化を阻止しよう！ 

今春は年明け早々から戦争･治安法攻防の山場になる。戦争法廃止・沖縄などを先頭に実働化

阻止攻防が続く一方で、〝国内安全保障体制″確立を目指す治安立法攻撃が相次ぐからだ。

11.15パリ同時襲撃事件に対し、オランド仏首相は自らの空爆を棚にあげ〝これは戦争だ″と

叫び、気候温暖化反対デモ参加者200名余を逮捕するなど、いまも全土に戒厳態勢を敷いてい

る。5月伊勢志摩サミットを睨む安倍政権は、12.4「テロ対策の強化・加速化」方針を決定し、

警察庁SAT(特殊急襲部隊)が自動小銃を携行する決定を下した。昨年の戦争法攻防を反省する

こともなく暴走を続ける安倍政権は、国家緊急権を軸にした改憲に向け、その実質的態勢強化

に向かっているといえる。惨事を自ら仕掛け便乗するショックドクトリン以外のなにものでも

ない。 

集会参加者 Iさんより 
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 私たちは、9.11事件を奇貨とした米・ブッシュ政権が、大量破壊兵器所有の大嘘で世界中を

騙してアフガン・イラク戦争を仕掛け、フセインを倒したが、〝アラブの春″頓挫からアルカ

イダや IS台頭など、中東に戦争と混乱、大量難民を引き起こした直近の歴史を忘れるべきで

はない。 

■ 共謀罪国会上程阻止！ 惨事便乗の安倍政権は恥を知れ！ 

共謀罪を再上程しようとする自民党の動きや『産経新聞』の扇動は、ショックドクトリンの

最たるものである。しかし、共謀罪国会上程の策動は一昨年も前から菅官房長官らが国際的組

織犯罪条約批准に必要だと公言して、虎視眈々と狙ってきたものである。マフィア対策を主眼

とする同条約はパリ同時襲撃事件やテロ対策とは何の関係もない。デマを流し、使えるものは

何でも使おうとする政治姿勢は強く糾弾しなければならない。 

『産経新聞』が悪扇動する〝国内テロ″対策としての〝組織犯罪準備罪″の骨格は、第1次

安倍政権が画策した〝テロ等謀議罪″と瓜二つである。しかも、当時の売り物であった（今で

は約700に上ると推定される）対象犯罪削減に全く触れないなど、安倍政権の強硬姿勢が露わ

になっている。 

債権法改正など積み残し法案や刑訴法等改悪案参院審議が残り、常識的には通常国会への共

謀罪上程は無理だとされるが、2月には東京で、国際テロ・国際組織犯罪専門家会合が開かれ

ることもあり、予断を許さない。早急に反対の声をあげ、反撃に起ちあがろう。 

■ 刑訴法等改悪案の廃案を勝ち取ろう！ 

刑訴法等改悪案をめぐる攻防は続いている。盗聴拡大・裏切りや密告の制度化・冤罪拡大を

ねらう刑訴法等改悪案は、衆院通過を許したものの、反対運動の力で、政府・法務省・日弁連

執行部などが狙っていた通常国会成立を阻止した。臨時国会も開かれず、短期・拙速制定に賭

けた法務省らの目論見は失敗した。安倍政権の秘密法→盗聴法→共謀罪制定による〝現代版治

安維持法体制″構築への野望に対して大きな打撃を与えている。 

通常国会閉会以降も、人権擁護大会情宣(幕張）、院内集会、自由人権協会集会、福岡市民

デモ、全国52単位弁護士会への反対声明要請、異様な法制審メンバー構成を批判する学者・

弁護士有志申し入れ、単位弁護士会主催の共謀罪集会など、反対の声は広がっている。力をあ

わせ、悪法を廃案に追い込もう。 

通常国会の予算案審議終了後の4月から刑訴法等改悪案審議が始まるが、廃案に追い込むに

は、それを待つわけにはいかない。第190国会1月4日開会以降の院内・外を貫く闘い、参院

選（廃案）まで実質1カ月半の攻防をいかに闘うかが問われている。参院徹底審議・採決阻止

―廃案へ、反対の声を大きく広げよう。 

戦前日本では、〝満州事変″の引金になった関東軍による張作霖爆殺事件を新聞は〝満州某

重大事件″とのみ報じ（真相は東京裁判まで隠され）、その3年後の関東軍将校らの謀略によ

る〝満州事変″勃発時にはNHKが史上初めて臨時ニュースを流して排外熱を煽りたてるまで

に至っていた。爆殺事件直前の28年大弾圧（全国で約1600人一斉逮捕）と治安維持法改悪で

反天皇・反戦争勢力がほぼ壊滅させられた歴史を再び歩むわけにはいかない。 
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本の紹介 

□ 戦争国家―治安管理国家化阻止へ、共に反撃しよう！ 

今春、世界的な〝対テロ戦争″の嵐と安倍政権の暴走に抗して、戦争・治安エスカレート―

明文改憲策動に対決する奔流を創りだすことが、のっぴきならない形で問われている。戦線を

超えて共闘し、共に反撃しましょう。 

私たちは、今春の国会攻防を〝共謀罪も盗聴法も秘密法もいらない″を掲げ、全力で闘い抜

くとともに、研究者・弁護士・各領域の活動家などが集まって経験を交流・討論する「戦争と

治安管理に反対するシンポジウムⅧ」を開いて、共に闘う態勢を創りだす。是非ともご参加く

ださい。 

□ プレ・シンポ「対テロ戦争とは何か？」 

・日時：2月1日（月）18時～21時 ・場所：南部労政会館 

・提起：永嶋靖久さん（弁護士） 

・交通：JR大崎駅南改札口 新東口 下車3分 ・資料代：500円 

□ 戦争と治安管理に反対するシンポジウムⅧ 

今こそ断ち切ろう！戦争と弾圧・排除の道 

・3月13日（日）13時開場・13時30分開会～19時  

・場所・交通：南部労政会館(同上) ・呼びかけ：共謀罪反対！国際共同署名運動 

 

 

 

内田博文著 「刑法と戦争 戦時治安法制のつくり方」 

みすず書房 2015年12月刊 

 
著者は，現在神戸大学法学部教授。刑法学、特にマイノリテイ

の人権法を専門にしており、ハンセン病国賠訴訟において原告

を法理論面から支え、その後「ハンセン病問題検証会議」の副

座長を務め、その検証に尽力してきている。そして、「真の『障

害』は、社会の側にあるのであって、障害者の側にあるのでは

ない」と述べている。 
  
内田さんは「予防拘禁法を許すな！ネットワーク」の集会に

も、これまで何度も足を運ばれ、昨年11月27日の集会では「再

犯防止を掲げる刑事政策と医療観察法」の講演を行っており、

医療観察法の廃止、精神保健福祉法の抜本的改正に向けての運

動の提言についても触れている。 
  
本書は、現在の日本において、戦時体制が着々と準備され、現在は、昭和３年、治安維持法

を改正して、戦時体制に突入していった状況に似ている。私たちは「ルビコン川」の岸辺に立
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っている。引き返すかどうかは、私たち主権者の選択にかかっている。著者はこのような時代

認識に基づいて、戦時治安刑法の様相はどのようなものであったのか、また、昭和3年前後の

動きとの類似性を意識しつつ、現在の刑法をめぐる様々な動きについて検討を加えている。 
  
「戦時体制を支えるには治安強化と情報統制と思想統制が必要不可欠となる。治安強化のた

めに『再犯の危険』のあるものに対して刑罰を補充する形で、あるいは刑罰に加えて自由剥奪

を含む矯正、労作、治療などを内容とする『保安処分』を課すことも、『戦時治安法』ないし『戦

時治安刑法』の課題とされる」。日本型保安処分の特徴として、「刑罰法令に触れる行為を行っ

た触法少年と犯罪少年に対する保護処分、あるいは心神喪失等の状態で重大な他害行為を行っ

たものを対象とする心神喪失者等医療観察法などにみられる、施設内での保安処分と、保護観

察を利用した社会内での保安処分を二本柱とする」ことがあげられている。 
この日本型保安処分は、ますます強化されている。保護観察を利用した保安処分制度も着々

と作られてきている。少年法の一部改正（2000年、2007年、2008年、2014年）によって少

年に対する保護処分が、保安処分化されてきた。更生保護法は2007年に制定され、2008年か

ら施行されている。この法律は、それまでの「犯罪者予防更生法」と「執行猶予者保護観察法」

を廃止し、一本化したものである。2013年には、「刑法等の一部を改正する法律及び薬物使用

等の罪を犯した者に対する刑の一部執行猶予に関する法律」が制定され、刑の一部を執行猶予

することが可能となり、猶予の期間中、必要に応じて保護観察に付することが可能となった。

また、社会貢献活動を義務づけ得ることとされ、規制薬物等への依存があるものに対する保護

観察の特則も定められてきた。 
 
最後に、本書の目次を掲げておく。 
第１部 戦時体制下の国民と法―過去と未来（違憲立法審査権の重要性―「悪法」の制定と法の

改悪を阻むために；個人から国家へ―法益侵害の変質；新しい「市民」概念の創出―市民と二級市

民； 
 
「非国民」とは誰か―ハンセン病隔離政策の教訓；平成時代の「転向」政策；準戦時下の家族） 

第２部 治安法制の論理（裁判所の役割―拡大解釈、限定解釈論；重罰化―死刑大国・ジャパン；

思想犯の厳罰化―治安維持法と民主主義・自由主義・反戦主義；「秘密」をめぐる罪―特定秘密保護

法の未来；儀式化する刑事裁判；裁判（官）統制―上訴の制限と三審制の解体 
司法改革という名の換骨奪胎）                         （大賀） 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



ネットワークニュース NO.41                    2016．1 
 

9 
 

お知らせ 
 

 

 

ネットワーク例会 

 2月20日（土）13:00 スマイル中野 

 3月20日（土）13:00 スマイル中野 

 4月16日（土）13:00 スマイル中野 

 

 

ネットワーク学習会 

 

2月27日（土曜日）13時半から（開場13時10分  終了予定16時10分） 

テーマ「日本の精神科医療、現状と問題点と展望」 

講師：氏家憲章さん  民間病院で４５年勤務し定年退職。現在「社会福祉法人うるおいの

里」理事長 

   著作『迷走する精神医療』（萌文社） 

場所 スマイル中野 第２会議室（権利主張センター中野で取っています） 

資料代 500円 

医療観察法には興味があったけど、精神科医療についてはあまり知らなかった人に歴史や問

題点を網羅的に説明すると共に、精神科医療について考えてもらえるように企画しました。 

このままでは駄目な点が明らかになると思います。 

 

☆ プレ・シンポ「対テロ戦争とは何か？」 

・日時：2月1日（月）18時～21時 ・場所：南部労政会館 

・提起：永嶋靖久さん（弁護士） 

・交通：JR大崎駅南改札口 新東口 下車3分 ・資料代：500円 

 

 

☆ 戦争と治安管理に反対するシンポジウムⅧ 

今こそ断ち切ろう！戦争と弾圧・排除の道 

・3月13日（日）13時開場・13時30分開会～19時  

・場所・交通：南部労政会館(同上) ・呼びかけ：共謀罪反対！国際共同署名運動 
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☆ 第 40回医療保護入院制度を考える会 講演・学習会 

なくすことが出来る？！強制入院 

日時：２０１６年１月３０日（土）１３:００～１７:００ 

場所：大阪市立市民交流センター ひがしよどがわ ４０３ 

講師：山本眞理 資料代：５００円 

問い合わせ先：医療保護入院制度を考える会  

 090-8576-0196 メール： kaze-may2012@ezweb.ne.jp（内海）まで 

 障害者権利条約のはなしします。お近くの方はぜひご参加を 

わたしたち自身の手で ニュージーランドの当事者運営ショートステイ  

精神病院入院に代わるサービス 

 

☆ 2016年3月19日（土） 午後6時から 

 お話 新開貴夫さん 精神保健福祉士（ 国立病院機構熊本医療センター ） 

● ところ   スマイル中野 4階 多目的室 

             電話03-5380-0891   

    JR中野駅北口下車 中野通り北上徒歩7分  

新開さんは定期的にニュージーランドに通いニュージーランドの精神保健福祉とりわけ当事者

の活動を体験なさっておられ、2015年には精神病院入院ではなくもう一つの選択肢としての当

事者運営のレスパイトセンターを視察してらっしゃいました。   

●資料代 500円 申し込み不要 

●主催  権利主張センター中野  

連絡先 080-1036-3685 メール nrk38816@nifty.com         

(ご連絡はできるだけメールでお願い致します) 

この講演会はキリン福祉財団の助成により開催いたします 

  

 

 

 

 

会員登録のお願い 

会費は個人1年1口（500円）以上、団体は2口（1000円）以上です。 

是非会員になって、医療観察法廃止の闘いに参加してください。 

  

 

 

ネットワーク事務局より 
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2015年12月15日 東京新聞 朝刊特報１面 28頁 
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