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■日時：７月２４日（日）１３時開場、１３時３０分～１６時３０分               

■場所：中野区産業振興センター（JR中野駅南口 徒歩5分）         

□講演：中島直さん（医療法人社団新新会多摩あおば病院  精神科医）                    

「医療観察法は廃止されるしかない ー批判的関与の現状と課題ー」               

□リレートーク                                                               

■参加費：５００円                                                          

■集会終了後に交流会を予定しています                                         

○全国から参加される当事者の方への交通費は１人上限５０００円まで補助します。 
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□医療観察法は施行から今年7月で11年が経過しようとしています。入院の長期化が進んでい

ます（ガイドラインでは1年6か月だが、13年現在で平均約2年9か月、5年以上10年未満が

13人も）。「手厚い医療」のなかで入院・通院中の自殺者が合わせて 40人を超えています。

当初審判での入院処遇比率が増加（施行05年61.3％が13年70.4％に）、通院処遇比率が激減

（23.8％が10.2％に）しています。退院許可申立についても、裁判所は病院側からの申立を認

めることはあっても、対象者側からの申立を認めた事例は皆無（13～14年）でした。 

□医療観察法は強制医療の予防拘禁法・治安対策の保安処分法であることがますます明らかに

なっています。私たちは昨年7月27日と今年3月1日、厚労省に交渉を開催させ、以上のよう

な問題を含め回答を求めました。しかしその回答は具体的数字も例証も示さず「適切に実施・

適切に管理・適切な医療」と居直りの姿勢に終始するものでした。 

□いま精神障害者をめぐる状況は大きく動いています。生活保護基準引き下げのうえに成年後

見制度利用促進法が4月5日に、障害者総合支援法見直し法案も5月25日に成立しました。ま

た精神保健福祉法見直しの検討会も始まっています。保安処分体制の強化を狙う改悪刑法「刑

の一部執行猶予制度」が6月1日に施行されました。 

□戦争・治安管理国家化が進行する現状下で共に考えながら、医療観察法の廃止運動の強化を

目指していきたいと思います。ご参加を訴えます。  

 

  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 

         ○認定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 

 連絡先：東京都板橋区板橋 2-44-10-203 ヴァンクール板橋 北部労法センター気付                

E-mail：kyodou_21＠yahoo.co.jp． Tel：090-9240-9716 
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精神保健福祉法見直しの動き 
 

全国「精神病」者集団会員 山本眞理 
 

 

                    
 
 

 
 

 
来年の見直しに向けて厚生労働省で始まった「これからの精神保健医療福祉のあり方に関す

る検討会」は、委員は総勢30名、そのうち精神障害者はたった2名、そのうち医師は1５名で

半数（保健所長や精神保健福祉センター長も含む）そのうち私立精神病院院長は３名、その他

サービス提供側は６名、法律家３名、自治体２名、家族会１名、メディアから１名という構成

である。圧倒的に医療関係者サービス提供側に占拠された委員会。いわば精神保健福祉医療体

制の提供側のパイの切り分け談合会とも言える。 
当然強制入院を禁止し、強制医療を虐待拷問として禁止した障害者権利条約には一言も触れ

られず、強制医療については全く触れず、強制入院を減らそうという方向すらない。 
身体拘束や隔離が増え続け２０１３年６月３０日時点で１万人を突破したというが、それに

関する議論もない、さらに大阪精神医療人権センターが声明で触れているように、精神障害者

当事者まで動員して強制入院正当化が語られている。 
さらに問題は「重度かつ慢性」概念を持ち出し、長期入院を正当化しようという動きである。

重度かつ慢性とラベリングされた方の退院支援と地域生活保障をどうするかという議論は全く

なされず、ひたすら長期入院正当化が語られているというおぞましさである。 
現在私たちは国連人権理事会恣意的拘禁の作業部会の来年来日実現を目指し、さらに日本の

強制入院の実態を暴露し、国際法違反の虐待拷問をも暴露し、条約の完全履行と精神保健福祉

医療村の解体に向け闘いを開始した。 
  
現在賛同署名を集めているので、インターネットをお使いの方は以下よりご賛同を、 

２０１７年恣意的拘禁に関する作業部会日本訪問実現委員会 
http://wgadcometojapan.jimdo.com/ 
インターネットをお使いでない方は山本までご連絡を。 
電 話 ０８０－１０３６－３６８５ 

 
 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
声  明 
１ 長年「収容主義」と批判されてきた日本の精神医療は、今日でも精神科病院の入院者数が

約２９．７万人（人口１万人当たり約２３人）に達しており、世界的にみても突出して多い。

社会的入院の解消もほとんど進んでいない。それに加え、近年入院者に対する隔離や身体的拘

束が増えつづけ、とくに身体的拘束はこの１０年で２倍となっている。人身の自由を剥奪され

た精神障害者の状況は現在、非常に深刻な事態にある。 
２ このような現状は、精神保健福祉法の定める強制入院の実体的及び手続的要件が緩やかす

ぎるうえ、強制入院や行動制限に対する権利救済制度がきわめて不十分であることに起因して
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いる。これらの点を早急に改善しなければならない。 
 まず、「医療及び保護のために入院の必要がある」という緩やかな要件のもとで精神保健指定

医１名による診断と家族の同意だけで強制入院を可能とする医療保護入院制度については、廃

止を含む抜本的な改正が必要である。また、都道府県により新規入院患者数が大きく異なる措

置入院制度についても、措置要件を厳しくするとともに運用基準を明確にすることによって制

限していくことが必要である。 
 次に、強制入院となった精神障害者には、精神科病院や行政機関から独立した権利擁護者を

付けることが必要である。現行の精神保健福祉法には精神医療審査会による審査制度はあるも

のの、その実態は病院から提出された書面をチェックするだけである。この審査によって強制

入院が見直されたケースはほとんどなく、人身の自由を保障するためのチェック機能を果たし

ていない。強制入院の要件の存否について、独立した機関が実質的な審査を行う制度を速やか

に構築するべきである。入院者には、審査手続において弁護人（権利擁護者）を公費で選任し、

直接聴聞を受ける権利が保障されなければならない。また、入院者が退院を請求したり行動制

限に対する改善を求めたりする際にも、権利擁護者を選任できることが必要である。 
 このような役割を担う権利擁護者は、入院者の人身の自由を確保し、入院者による諸権利の

行使を支援するために、入院先の精神科病院や行政機関に対し、モノを言える地位にある者で

なければならない。 
３ ところで、入院中の精神障害者の意思決定及び意思表明を支援する者として「アドボケー

ター」という制度を導入しようとする意見がある。「本人の立場で気持ちや状況を理解し、必要

に応じて代弁することで、本人が自分の気持ちに正直に生き、主体的に精神科医療を受けられ

るように側面的に支援する者」と定義され、入院者との面談内容を病院に報告するものとされ

ている。 
 しかし、アドボケーター（権利擁護者）という名称とは裏腹に、この制度は人身の自由を奪

う強制入院を最小化する視点を欠くばかりか、精神科病院と連携して強制入院下の医療を受け

容れさせるための役割を支援者に果たさせようとするものである。また、退院請求など入院者

の権利行使を積極的に支援することを目的としたものでもない。とくに入院者の情報を入院者

と対立する病院側に提供することは、入院者との信頼関係を破壊する行為といわざるをえない。

このような制度は私たちの求める権利擁護者とはまったく異質のものであり、その導入には強

く反対する。 
４ ２０１４年１月に日本が批准した障害者権利条約は、障害者に対し、他の者との平等を基

礎として、いかなる場合においても自由の剥奪が障害の存在によって正当化されないことを確

保すること、障害者がいずれの手続を通じて自由を奪われた場合であっても、国際人権法によ

る保障を受ける権利を有することやこの条約の目的及び原則に従って取り扱われること（合理

的配慮の提供によるものを含む）を確保することを国に求めている（同条約第１４条）。 
 精神保健福祉法の定める精神障害を理由とする強制入院制度を根本から見直すとともに、入

院者の権利行使を支援する制度を早急につくることが求められている。 
 
２０１６年５月２８日 
認定ＮＰＯ大阪精神医療人権センター総会・記念講演会参加者一同 
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5／28学習会報告 

「障害者総合支援法見直し法案を批判する」 
 

 

 

 
 
 
 

 
7 月参院選や伊勢志摩サミットを目前にしてさまざまな政治的綱引きが隠然・公然と行われ

ていた先の通常国会において、最終日も押し迫った5月25日に、「障害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律案」（障害者総合支援

法見直し法案）が賛成 213（自、公、民新、他）、反対：18（共産、社民、生活、無）で可決

成立させられた。 
今回の見直し法案については、障害者自立支援法違憲訴訟においての「基本合意」（2010年）

とそれを受けた「骨格提言」（2011 年）、さらには障害者権利条約（2014 年締結）の内容に照

らして極めて不当・不十分なものであるとして批判が相次いでおり、4月21日には日比谷野外

音楽堂で「ふつうに生きたい くらしたい！障害者権利条約、基本合意、骨格提言の実現めざす

４．２１全国大集会」が開催され3000名の仲間が国会への請願デモに参加した。また、「障害

者自立支援法訴訟の基本合意の完全実現めざす会」等の呼びかけで国会前連続行動も呼びかけ

られ、質疑傍聴、抗議行動・集会等が取り組まれた。 
 今回の学習会は、法案成立後になってしまったが、改めてこの障害者総合支援法見直し法の

課題と今後の取り組みについて、古賀典夫さん（NPO法人たんぽぽ理事、怒りネット世話人）

に講師をお願いし学習する機会となった。 
 まず初めに古賀さんから、レジュメをもとにして法律の概要と問題点を提起していただき、

その後は質問を含めたフリー討論という形で進行した。 
 古賀さんの指摘は多岐にわたり、①障害者自立支援法成立から違憲訴訟、民主党政権と訴訟

団の「基本合意」、そして障害者総合支援法成立～3年見直し法成立までの経過と背景、②総合

支援法見直し法の具体的問題点、③本法は 2年後 2018 年施行、さらに 3年後見直しとなって

いるが、具体的な運用を規定する政省令への監視・取り組みが重要、等の提起がされた。とり

わけ、自立支援法制定時から一貫している介護保険への統合の流れが今後も続くことについて、

「国民」・障害者・労働者総体を巻き込んだ年金全体の仕組みを再編していく動き、精神障害者

を取り巻く実態に顕著なように「医療資本」の要請をもとにした再編が進んでいること、等に

ついて指摘があった。 
 また、いくつかの具体的な項目について質問・討論があった。当初（今も一部において）前

進面として評価されている「入院時介護」について、障害程度区分6に限定するなどの新たな

差別・分断的概念導入や、介助者は「介護の方法を伝える」など実際の介助が認めらないかの

ような書きぶりなど、むしろ改悪ともいえるような面があること。パラリンピック・オリンピ

ック（バリアフリー）推進をめぐる障害者運動内の温度差、分断的傾向について、などなど。 
 最後のまとめ的なところでは、運動の取り組みについて、具体的な締め付けや削減が進行し

ている現場での闘い、施行されるまでの取り組みの重要性と、そうした闘いが互いに結び付き

ながら大きな取り組みへと広がっていくことの必要性も、状況を打ち破る逼迫した課題として

提起され、どのように展望していくのかという事が少し意見交換された。（安藤） 
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習志野市役所における障がい者不当解雇事件について 

                       ユニオン習志野 菊池 

 
 

 

 
 
 
 

 
＜それは１本の電話から始まった＞ 

今年の３月１６日午後５時前、ユニオン習志野（千葉県習志野市役所で働く正規も非正規も

入れる労働組合）に１本の電話がかかってきました。 
「昨年６月習志野市役所に正規職員として採用されたが、今年の２月末で解雇された」とい

う内容でした。 
 

＜「障がい者枠」で採用した青年を「能力不足」を理由に解雇＞ 

 相談をしてきたAさんは、現在４級の身体障害者手帳を持っています。昨年の６月習志野市

役所の「身体障害者枠」で正規職員として正式に採用されました。 
 しかし最初に配属された職場は介護保険関係の職場で、ちょうど制度改正があったばかり、

戦場のような状態でした。初めて社会に出たAさんは、とまどいながらも仕事に慣れようとし

ていましたが、課長に同僚の前で怒鳴り飛ばされたり、罵声を浴びせられたり、でストレスが

たまり、体調を崩しました。人事課にパワハラを訴えても取り合ってもらえませんでした。 
 そして6カ月の条件付き採用（民間でいう「試用期間」）が終了する11月30日当日、「正式

採用は保留。条件付き採用を2月末まで延長し、総務関係職場に異動させる」と、突然通告さ

れたのです。Aさんはショックを受けながらも新しい職場で黙々と仕事をこなしていきました。 
そんな矢先の 2 月 12 日人事課長が面談で「苦渋の決断をしなければならない」と解雇をに

おわし、不安に襲われたAさんに追い打ちをかけるように「しばらく実家（北陸）に帰って休

むように」という指示が出され、2 月 18 日には実家の母親に当局から「22 日息子さんと一緒

に習志野市役所に来るよう」電話指示がありました。母親はその日は予定がある旨答えました

が、受け入れられず、2月22日、遠路はるばる習志野市に来た本人と母親に言い渡されたのは、

非情な解雇予告通知でした。「解雇予告通知は、本来30日前までに」と労基法に定められてい

るのに、わずか1週間前の通告でした。 
 

＜「障がい者への特別な配慮はしない」と公言し、労使交渉を拒否する当局＞ 

習志野市当局と２回労使交渉を行いましたが、総務部長は「法定雇用率をクリアするために

身体障がい者枠で採用したのであり、他の一般職と同じ能力が求められる。障がい者だからと

いって、特別の配慮はしない。」と驚くべき発言を行い、また「解雇については習志野市の管

理運営事項（裁量の範囲）であり、これ以上の交渉には応じない」と、交渉拒否を宣言したの

です。 

 

＜連日新聞に報道され、習志野市民や全国から宮本市長に抗議が殺到したが、障がい者団体と

の話し合いも拒否。6月議会でも8人の市議が一般質問する異例の事態に＞ 

東京新聞全国版でこの問題が報道され、全国に衝撃を与えました。習志野市民や全国の障が

い者団体や個人、市民、労働組合から抗議電話や手紙・メールが殺到し、抗議の市内宣伝活動 
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や市役所包囲デモが行われ、6 月議会は 8 人の市議がこの問題で質問する、という異例の事
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警察盗聴の全面拡大と戦後刑事司法破壊強

行を糾弾する！ 
 

防法・組対法に反対する共同行動 hanchian.3zoku.com/Middle.htm  石橋新一 

態になりました。しかし宮本泰介習志野市長は、「障がい者を差別したのではない。能力不足で

解雇しただけ。顧問弁護士に相談して出した結論だ」と、かたくなに解雇撤回を拒否し、挙句

の果てには一般質問する野党側議員にヤジを飛ばす、というありさまでした。傍聴者も、市長

の傍若無人な態度に、ただただ驚き、怒りました。更に市長は「『骨格提言』の完全実現を求め

る大フォーラム実行委員会」の話し合い申し入れをも拒否してきたのです。 
 

＜障がい者法定雇用率を守らず、労働局から指導された習志野市当局＞ 

「障害者雇用促進法」では自治体の障がい者法定雇用率は 2.3％となっていますが、習志野

市は2008年以降ずっとこれに違反し2014年には県下最下位「あと5.5名障がい者を雇わなけ

れば法令違反」という異常事態でした。 

千葉労働局から是正指導が行われ2015年4月には非正規で４人雇用、6月には「障がい者枠」

で正規 2名を雇用し、やっと法定雇用率をクリアしましたが、2名のうち 1名は退職、もう 1

人のAさんも不当解雇され、現在再び法令違反状態になっています。「法律違反だ、と指摘され

たので仕方なく障がい者枠で雇用したが、障がい者を職場に受け入れるための配慮はしない」

という習志野市の法令順守意識の低さ、障がい者差別体質が今回の事件を引き起こした、と言

えます。 

これから解雇撤回闘争は法廷闘争も含む新しい段階に入ります。引き続き、ご支援をお願い

します。 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

5月24日、盗聴拡大・裏切りや密告の制度化・冤罪拡大を狙う刑訴法等改悪案が強行制定さ

れた。昨春通常国会での短期・密室制定に失敗し、会期末を控え焦った法務省・与党が、遂に

民進党などを屈服させたのである。腐敗した警察・検察の権限を更に強大化し、治安管理をエ

スカレートさせる悪法の成立を強く糾弾する。 

参院で附帯決議が採択されたが、審議が全く不十分であったことを露わにしている。新たに

今市事件判決が「ニセ可視化」の恐ろしさを警告する、盗聴が警察のフリーハンドになる危険

性が暴露される、あるいは衆院審議で指摘された司法取引の危険や、証人身元隠しなど、問題

は全く解決されていない。参院法務委員会最終日ですら、反対かと聞き間違うような自民党議

員の質疑が行われた。徹底審議すら許さない安倍政権・与党の暴挙を許すわけにはいかない。 
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しかも刑訴法等改悪強行の先には、共謀罪が待っている。刑訴法等改悪とサミットを受け『産

経』5月 29日号は、「刑事司法改革関連法が成立したが、これだけでは十分ではない。法務省

幹部は『これでテロ対策に本腰を入れることができる』と話し、テロ対策の焦点は今後、長年

の懸案となっている『共謀罪』創設に移る」と扇動している。 

安倍政権の秘密法→盗聴法→共謀罪新設による緊急事態態勢構築・改憲への野望を阻止しよ

う。反対の声は、国会最終盤の抗議行動を共に担った8団体が共同抗議声明を出し日弁連執行

部に突きつけるなど、まだ続いている。数年来の闘いの総括を徹底するとともに、「現代版の治

安維持法体制」を打ち破るための闘いに直ちに取りかかろう。  

 
■ 刑訴法等改悪反対運動は続く 
 法制審議会諮問以来、長期に闘い抜いてきた刑訴法改悪阻止闘争の総括と以降の方向性につ

いては今、討論継続中であり改めて報告したい。現時点での私の感想を羅列する。 
刑訴法等阻止攻防は、治安立法反対闘争としては、異例の構図の中での闘いであった。①冤

罪ラッシュ―民主党政権諮問―法制審攻防―日弁連執行部を含む全員一致答申⇒国会上程とい

う挙国一致の法制定策動の中での闘い、②対「テロ」戦争と戦争法実働化、秘密法や伊勢志摩

サミット戒厳態勢などが進行する中での闘いであった。 
法制審答申が全会一致で強行された頃には、制定阻止展望の余地はほとんどないかと思われ

た。しかし、法案推進派の昨年通常国会での短期・密室制定策動を打ち破り、1年余の攻防で

法案の危険性を暴露することに成功し、廃案こそ勝ち取れなかったがギリギリまで政府・法務

省を追い詰めえたと言える。最終盤の審議は、自民党議員の質疑ですら 8 割反対（結論賛成）

であり、論争的にはほとんど圧勝であった。日弁連執行部ですら動揺している。法案の正当性

をめぐる論議に勝利しえたことは以降の闘いにとって大きい。 
しかし、この攻防の中で露わになったことは、安倍政権が不退転の決意で戦争・治安エスカ

レートに突進していることである。参院選を控えた通常国会で重要法案を次々と先送りするな

かで刑訴法等改悪に固執する安倍政権の姿勢（危機感）は際立っていた。その狙いが①秘密法

⇒盗聴法改悪⇒共謀罪、あるいは対「テロ」法制定・共通番号制など治安管理・弾圧を更に拡

大・飛躍させること、②併せて、警察・検察の飛躍的強化によって戦後刑事司法体系すら破壊・

再編する域（戦時刑訴法の継承⇒今市事件⇒憲法 38 条 3 破壊）にまで達していることであっ

た。それは明らかに憲法 21 条改悪、緊急事態条項新設などの明文改憲の先取りそのものであ

った。 
しかし残念ながら、世界的な、あるいは挙国一致の治安法エスカレートという新たな事態の

進展に、全体として民衆運動の側が追いつきえていない。戦争法・改憲に反対するものが国内

に向けて銃を向ける治安法について関心を持ちえず、また個別課題を超えて本格的な治安法攻

防を闘い得ていない。その意味では、戦争法に反対する日弁連が治安法賛成に回ったにもかか
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投稿  吉田おさみ「“狂気”からの反撃」と〈病む自由〉 

                             牧田美保 

 

わらず、冤罪被害者や良心的議員・法律家とともに反対闘争を頑強に闘い抜き、ギリギリまで

追い詰めたことの意味は大きい。 
いま私たちに突きつけられている課題は、①共謀罪反対闘争を、法案国会上程を待つことな

く先行的に創りだすとともに、②その中で秘密法・改悪盗聴法・共謀罪セットの緊急事態法態

勢構築策動を総体として撃ち切る視点と態勢を確立すること、③戦争法・対「テロ」戦争反対

を闘う仲間と共同して、実力で改憲阻止攻防を闘う流れを構築することにある。 
 

■対「テロ」戦争反対！サミット戒厳態勢構築糾弾！ 

5 月 26～27 日伊勢志摩サミットが全国的な戒厳態勢の中で強行され、幾つかの声明と併せ

「対テロ宣言」が発せられた。被災地・熊本を放置し、全国から三重に警察を狩り集めて地域

戒厳態勢を敷き、東京でも1万9千人もの警官で街を厳戒下においた。安倍政権は、警察庁・

海上保安庁・自衛隊を軸に、官民共同で治安弾圧・管理態勢を一挙にエスカレートさせたので

ある。関西の仲間に対する「会議室使用詐欺」弾圧、筑波サミット反対実「建造物侵入」弾圧

は文字通りの予防弾圧であった。しかもボランティアツアー（現地闘争への取組）が旅行業法

違反だとする観光庁通知まで出された。改悪刑訴法下では、詐欺罪は盗聴の対象、司法取引の

対象であり、労働組合や大衆運動も対象犯罪とされうる。警戒を強めなければならない。 
秘密法に次ぐ盗聴法・司法取引・刑事司法破壊そして共謀罪―沖縄・辺野古など現場での弾

圧エスカレート―国家緊急権による改憲は、文字通りワンセットで駆使されている。5．8サミ

ット反対集会（160名）、5．22新宿デモ（250名）による反撃の成功など、戦争国家実働化阻

止攻防を共にし、同時に稀代の治安立法ラッシュを阻止しよう。民衆運動の未来を賭けて、何

としても打ち砕こう。 

 

7月 26日「総括と展望討論会」で共同討論を。18時～神保町区民館 500円 

 

 
 

 
 
 

 

 この本は1980年に新泉社から発行された、現在大変入手困難な本である。 

 私は５月のある日から旅に出ている。 

その先で I氏からこの本を渡された。この本と私は何故今迄出遇うことが出来なかったのか、

何故今にして出遇っているのか、感動しつつざっと拾い読みした。そして本と握手したい気持
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ちになった。 

 保安処分についての項を読んでいて、次の外来につくづく行きたくなくなった。病院に行く

のは厭である。私は統合失調症歴35年を迎えている。敢えて職業医療者という言葉を使おう。

職業医療者は人と人が求めあうという簡潔な図式において 100 パーセントまでは出遇えない。

職業医療者に「認め」られ、「評価」され 35 年のうちに一人前の職業病者となっていた私は、

商業医療のたしなみの枠組みの中でしかものごと一般を発想できなくなっていた。私は（個人

的には）クスリと制度という二重の精神的纏足をかけられていたのだと悟るまで 20 年以上の

時間を要した。何だ、病歴と違うではないかと思われるだろうか。私は己が、謂う所の「キチ

ガイ」であると自覚するまでまた大変な時間を前段階として要していたのである。クスリで言

えば、つい先日まで最大量（４８ミリグラム）のルーランを処方されていた。四回目の再発か

ら 10 年以上たっているのであるが・・・・。回復期の服薬量に対してのみならずまた急性期

のクライシスのみならず、入院生活に限っても患者の身振り、声色、禁欲など全てが「異議申

し立て」である。 

        ＊ 

 I 氏と私は〈病む自由〉という私の言葉について真夜中まで討論していた。むしろ〈病む自

由〉という言葉に代表させていた私の狂気の行方の正当性を討論によって占っていたというべ

きか。〈自由〉という言葉を定義するところから始めると表現者としての己のまさに「自由」が

論理を超える。ことばの大海原の明るさが嵐の前の群青の暗闇の中に明滅していってしまいそ

うなので、よりお互いが補色しあう黄色と紫色のように〈病む自由〉という言葉を〈愛と正義

〉に対置させ、そこから相殺現象として白金光（この言葉は旧仮名遣いにすると「はくきんく

わう」という猛獣の様な視覚的音感を醸す）へ変身していく過程を「じゆう」に〈自由〉と定

義した上で、〈病む自由〉を全くの孤独なすがたを経た中から出産した記憶をしるす。（なお本

書146ページで吉田おさみは〈愛と正義〉という項をもうけて、脳性マヒ者の組織である青い

芝の会の行動綱領「われらは愛と正義を否定する」をオトコ的発想、オンナ的発想、個別から

一般への志向性、などという言葉を用いつつ個別（＝自己）を基点とする反逆は反権力と完全

に重なるものでなければならないと論考している） 

 今は新築されて全開放の病棟群のおもかげもないが、旧病院時代にGT（グループセラピー）

が開かれていた。喫煙は認められていたが、飲食物の持ち込み或いは用意は禁止されていた。

（いくらかかって誰が払うか、後片付けは誰がするかという些末と思われるが重要な問題を発

生させてしまう為） 

あるテーマで自由に話し合う一時間枠の最終5分位の時、私は体から絞り出すようにして呻

くようにして言葉を吐いた。 

「私たちには〈病む自由〉すらあるのですから・・・・・。」 

 本書は、病みに病み抜いて息をして生体維持をしているだけだったかつての自己の凝りをほ

ぐしてくれる。冷徹な男性型論述は痛快であり、特に統合失調症者にとっては拡大、増殖、滴

りおちた自己、自己投影の曼荼羅に描画、模図という整理整頓の技術を一読にして与えてくれ
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お知らせ 

 

る。 

私の属性は「おんな」であるので、その由縁から己が狂気の風景を写実し全体世界へ反撃し

ていくにあたって、吉田氏が全く言及していない「或る事実の措定」があったと直感したとも

記しておく。                               2016.6．10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

増え続ける精神科病院での隔離・身体拘束… 

精神科デイケアを使った管理ビジネスの蔓延… 

わが国の精神医療の底に潜む怪しい蠢き… 

  

これでいいのか精神医療!!６.２６集会 
2014年（日比谷野音）、2015年（東京芸術劇場）に続く、３回目の「6.26集会」 

  

2016年6月26日（日）13:30～16:30（13:00開場） 

文京シビックセンター（26F南）スカイホール 

（東京都文京区春日1‐16‐21 東京メトロ「後楽園」1分、都営地下鉄「春日」1分。JR「水

道橋」9分） 

  

《プログラム》 

基調報告  長谷川利夫（杏林大学教授） 

特別報告  厚生労働省「これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会」構成員から

の報告 

シンポジウム「これでいいのか 精神医療!!」 

  シンポジスト 長谷川利夫（杏林大学教授） 

       氏家憲章（社会福祉法人うるおいの里理事長） 

       内田 明（医療扶助人権ネットワーク事務局長） 
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       山本眞理（ＷＮＵＳＰ世界精神医療ユーザーサバイバーネットワーク理事） 

  コーディネーター 増田一世（公益社団法人やどかりの里常務理事） 

 資料代：500円（ご事情のある方はご相談ください） 

（定員：120名） 

  

〔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（杏林大学教授） 

Ｅ-mail   hasegawat@ks.kyorin-u.ac.jp 

携帯電話  090-4616-5521 

 

mailto:hasegawat@ks.kyorin-u.ac.jp
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刑務所の医師なお不足 欠員2割超、法務省は確保に懸命 
日経新聞 2016/6/8 0:40 
 
 刑務所などで医療行為を担う医師「矯正医官」の不足が深刻化している。法務省によると、

受刑者らの高齢化が進み医療ニーズは高いが、定員の充足率は8割を切る。常勤医がいない施

設も2割ある。同省は民間病院との兼業を可能にするなど待遇改善をはかるほか、医学生への

PR活動を強化するなど確保に懸命だ。 
 矯正医官は国家公務員で、刑務所や少年院、拘置所などの施設に収容された受刑者や刑事被

告人らを診療する。法務省によると、現在の定員は328人、今年4月時点で常勤は254人。統

計が残る2003年以降、矯正医官は定員割れが続いている。 
 「常勤医を置く」と定められた 156 施設のうち、27 施設は成り手がおらず 1 人もいない。

夜間や休日に急患が出た場合に速やかな対応ができない恐れがある。理由として民間医療機関

より給与水準が低いことに加え、施設内での医療行為だけでは能力の維持や向上が難しいと感

じる医師が多いことが指摘されている。 
 一方で受刑者の高齢化が進み、医師の需要は高まっている。15年時点で60歳以上は約9700
人と全体の約2割を占め、何らかの疾病を抱える受刑者は6割以上に達する。認知症の傾向の

ある人も約 1300 人に上る。医官が不在のため外部の医療機関に搬送せざるを得ないなどの負

担も増えている。 
 法務省は昨年、矯正医官の兼業を可能にする法律を制定した。国家公務員であるため本来は

兼業できないが、法相の承認を得れば可能になる。民間病院で最新の医療機器に触れたり技術

を身につけたりすることができるのがメリットだ。外部の研修などに参加しやすいようフレッ

クス勤務も導入した。 
 医師の確保にも乗り出している。全国の矯正管区が研修医の就職説明会にブースを設けたり、

医学生向けの講演などPR 活動に取り組む。現役医師向けにも、兼業や技術向上がしやすくな

ったことを周知するパンフレットを作った。 
 法務省は「受刑者らの健康を保ち、更生につなげるためにも医官を確保したい」と強調して

いる。 
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