
1 
 

 

   ネットワーク・ニュース NO.３３ 
   2013年６月２９日発行 
   発行 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 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-owner@egroups.co.jp    
    090-9240-9716 

    郵便振替口座 00120-6-561043  加入者名 予防拘禁法を廃案へ！ 
                                                                        June. 2013 
    

目次 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿              
５．２３院内集会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

精神福祉法の改定について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３  
国連拷問等禁止条約委員会初めて日本の精神医療体制を徹底批判・・・・・・・・・・・・７ 

本の紹介 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９    
新聞記事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１ 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿     
 

医療観察法廃止！７．２８全国集会 

ー精神障害者の差別・隔離強化を打ち破ろう！― 

 

●日時：７月２８日（日）１３時１５分～１６時４５分 

 

●場所：中野勤労福祉会館（JR中野駅 南口より徒歩４分）  

 

●映画上映：日本障害フォーラム 日本財団制作 

「生命（いのち）のことづけ―死亡率2倍、障害のある人たちの3.11―」 
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●特別報告： 医療観察法の適応実態 池原毅和さん（弁護士）他 

●問題提起： 予防管理社会への突破口としての医療観察法の時代 

          山本真理さん（全国「精神病」者集団） 

●資料代：  500円 

 
＊終了後、交流会を予定しています 

＊連絡先電話  

０９０－９２４０－９７１６ 
＊全国から参加される当事者の方の交

通費は１人上限 5000 円まで補助しま

す。 

 
 
施行から8年を経過した医療観察法は、多くの自殺者の発生や、長期化する入院期間、通院

医療機関の偏在等、現在様々な問題が指摘されていますが充分に検証されないまま今日を迎え

ています。 

今国会においては、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）」

の成立をはじめ、障害者雇用促進法など、障害のある人々の人権等に係わるさまざまな重要法

案が審議され、障害者の社会参画に関する大きな制度改革が実現される一方で、刑法や道路交

通法の改正、精神保健福祉法の改正等、精神障害者を社会から隔離・排除するかのような制度

改正も確実に進んでいます。 

これまでの医療観察法の運用実態は、この法律が決して当事者のための「医療」「社会復帰」

ではなく「再犯防止」であり、彼らの人権を侵害するものであることを実証するものでした。 
そのような中、医療観察法が施行されてからから8年を迎えている今日、どのような運用が

なされているのかの実態を把握し、医療観察法、及び同法を含む精神障害者に関する法制度の

持つ問題点を共に考えたいと思います。 

 精神障害者差別・予防拘禁の医療観察法廃止にむけていま私たちに何が問われているのか。

共に考えながら廃止運動の強化を目指していきたいと思います。集会への皆さんのご参加を訴

えます。 
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５．２３院内集会 
 

 
 去る５月２３日、参議院第1議院会館において、院内集会が開かれました。精神科医師であ

る岡田靖雄さんから、医療観察法施行８年を踏まえ、医療者から見た問題点についての報告が

なされ、全国「精神病」者集団の山本真理さんからは、拷問当禁止条約に関する国連でのロビ

ー活動の報告がありました。 
 参加者は２０名程度で、残念ながら国会議員の参加はありませんでした。 
 医療観察法については、運用が始まり、そのための予算が付き、病棟が立派になっています

が、無力感も漂い、反対運動は縮小していっているのが現状なのでしょうか。 
 しかし、一部の入院は長期化し、また事件から相当期間がたった後にいきなり医療保護入院

となるような不当な運用も報告されており、その実態を批判的にみて問題点を指摘する活動は

不可欠です。 
 関心を持ってくれる人をいかに広げるかが、今後の課題といえます。   （柳原由以） 
 
 

 
 
         関口明彦 

 

2013 年 6 月 13 日に改正精神保健福祉法が国会で可決成立した。施行は来年度からだが、精

神医療審査会の部分は来年度を待たず施行される。この法律は精神保健福祉法が 1993 年に成

立した「障害者基本法」を受けて 1995 年に「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」と

改正され、その後 1999 年に福祉サービスが追加されたものをさらに改正したものである。そ

の間に障害者自立支援法が成立したことにより、同年 2005 年に微調整と精神障害者に対する

適切な地域医療等の確保等を図る為とする改正がなされている。 
 
今度の改正は、長年の家族会の要望であり、以前の国会付帯決議でも要検討とされていた保護

者制度を巡る改革が主であった。 
 
背景には、障害者基本法が2011年に障害者制度改革推進会議の議論を経て改正されたことや、

障害者権利条約の批准に向けて総理大臣を本部長とする障害者制度改革推進本部が設置され、

2010年に「障害者制度改革の推進のための基本的な方向について」という閣議決定をしたこと

がある。そして、その医療の関係部分に以下が上げられている。 
 
○  精神障害者に対する強制入院、強制医療介入等について、いわゆる「保護者制度」の見 

報 告 
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直し等も含め、その在り方を検討し、平成24年度内を目途にその結論を得る。 

○  「社会的入院」を解消するため、精神障害者に対する退院支援や地域生活における医療、

生活面の支援に係る体制の整備について、総合福祉部会における議論との整合性を図りつ

つ検討し、平成23年内を目途にその結論を得る。 
○  精神科医療現場における医師や看護師等の人員体制の充実のための具体的方策について、

総合福祉部会における議論との整合性を図りつつ検討し、平成 24 年度内を目途にその結

論を得る。 
 
このうちの強制入院の 1 つである保護入院の部分と「保護者制度」の部分と法で定められる

指針によって3番目の人員配置の部分が改正されることとなる。 
 

強制入院へのハードルを下げたこと 
従来（来年度までは）指定医の判断と「保護者」の同意が必要で、その「保護者」とは、後

見人又は補佐人、配偶者、親権を行う者、それ以外の扶養義務者、自治体の長、の中から家庭

裁判所が選任する、となっていてその義務を負うべき順位が定められていて（家裁の決定が優

先するが）特定の1人がその責を負うことになる。 
改正で、同意は「家族等」と改められ、配偶者、親権を行う者、扶養義務者、後見人又は補

佐人、自治体の長、のいずれかの1人で良くなった。 
扶養義務者とは民法により、配偶者、直系血族、兄弟姉妹、家庭裁判所の審判を受けて扶養

義務者となった3親等以内の親族、とされている。 
 
厚生労働省は、前記閣議決定を受けて「新たな地域精神医療体制の構築に向けた検討チーム」

（審議会ではなく私的諮問機関）を立ち上げた（勿論当事者団体は排除して）。 
この検討会では家族とは関係ない第3者の立場の権利擁護者と指定医の判断によると言う方

向で纏められた。理由は日本の強制入院の割合が４２％と OECD 諸国の平均１０％から比べ

ると異様に高いと言うことがある。 
 ところが、日本精神科病院協会の影響力で法案は全く逆行したものになった。日精協はその

政治団体を通じて 300 万円以上の政治献金を複数の議員に送り、国会審議の過程で野党から、

2000 万円貰っている者もいるとの発言があった。さらには内閣官房参与の中に 2 人の日精協

アドバイザリーボードが入っている。この強い影響力の存在抜きには今度の法改正は語れない。 
 
検討会による、「医療保護入院の見直し」で挙げられているのは以下の4点である。 

1．保護者による同意を必要としない入院手続きとする。 
2．本人の同意によらない入院の期間をできる限り短くするため、入院当初から早期の退院を

目指した手続きを導入する。 
3．権利擁護のため、入院した人は自分の気持ちを代弁する人を選べることとする。 
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4．早期の退院を促進するよう、入院に関する審査を見直す。 
 
1 番目はむしろ同意者の範囲を拡げた上に基本的には家庭裁判所による選任手続きが省かれた。 
2番目は病院内の取り組みに矮小化された。 
3番目は今後の検討として先送り。 
4番目は精神医療審査会の微少な改革で実効的な効果は期待出来ない。 
 
また、当事者にとっては、その保護者による財産保全義務が削除されたことも看過出来ない。 

 家族に取っては、たとえば 5 人の同意権者がいるときに意見が割れたときでも、1 人が同意

すれば強制入院となるので、問題が多い。 
 さらに保護入院の医療費は原則本人ないし扶養義務者に請求されるが、いずれも入院に反対

している場合はどうなるのか不明である。強制入院させられたあげくその費用も負担せよとの

法律である。 
 
では、精神医療審査会の改革というのは何か？ 端的に言えばPSW 等を入れると言うことに

過ぎない。国会の審議過程でも明らかになったが、精神医療審査会の合議体は、1 年間で1 合

議体あたり2000～3000の案件を抱えている。書類審査に忙殺される。東京では審査会の委員

が本人に会いに訪れるのは1ヶ月後である。結論はその1ヶ月後だ。2ヶ月は病院に支配され

る。OECD 諸国の平均在院日数が 20 日以下なのに、審査請求を出してから 60 日は入院して

いなければならない。病院が審査会に提出する書類は1 枚につき 3000 円が払われる。本人側

の書類は無論0円である。措置入院は行政処分なので措置取り消しの行政訴訟が理論上は可能

であるが、保護入院は退院請求という位置づけで、却下されるとその後6ヶ月は請求できない

し、上告の道はない。精神医療審査会は行政に属するが、行政審であるとすれば特別裁判所と

言うほかはなく、憲法違反の存在だ。にもかかわらず、日本政府は国際社会に対してコート（裁

判所）と説明している。 
 

5月31日に拷問等禁止条約委員会の日本政府に対する勧告が出た。衆議院の審議には間に合

った。参議院で7、衆議院で10の付帯決議が付、参議院では付則の修正も行われた。 
法律自体を除くと、65点の出来と思う。状況は3年後の法律の見直しに向けての今後の闘いに

かかっている。 
 

資料   
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議 
2013年6月12日 衆議院厚生労働委員会 
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政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 
 
一、精神障害のある人の保健・医療・福祉施策は、他の者との平等を基礎とする障害者の権利

に関する条約の理念に基づき、これを具現化する方向で講ぜられること。 
 
二、精神科医療機関の施設基準や、精神病床における人員配置基準等については、精神障害者

に対する医療の提供を確保するための指針の内容を踏まえ、一般医療との整合性を図り、精神

障害者が適切な医療を受けられるよう、各規定の見直しを検討すること。なお、指針の策定に

当たっては、患者、家族等の意見を反映すること。 
 
三、「家族等いずれかの同意」による医療保護入院については、親権を行う者、青年後見人の権

利が侵害されることのないよう、同意を得る優先順位をガイドラインに明示し、厳正な運用を

促すこと。 
 
四、精神障害者の意思決定への支援を強化する観点からも、自発的・非自発的入院を問わず、

精神保健福祉士等専門的な多職種連携による支援を推進する施策を講ずること。また、代弁者

制度の導入など実効性のある支援策について、早急に検討を行い、精神障害者の権利擁護を図

ること。 
 
五、非自発的入院の減少を図るため、「家族等いずれかの同意」要件を含め、国及び地方自治体

の責任、精神保健指定医の判断等、幅広い観点から、速やかに検討を加えること。 
 
六、精神疾患の患者の権利擁護を図る観点から、精神医療審査会の専門性及び独立性を高める

ことや精神医療審査会の決定に不服のある患者からの再度の請求への対応など機能強化及び体

制の整備の在り方を検討し、必要な措置を講ずること。 
 
七、非自発的入院の特性に鑑み、経済面も含め、家族等の負担が過大にならぬよう検討するこ

と。 
 
八、精神科病院の管理者に対し、医療保護入院について、可能な限り、患者の人権に十分配慮

した入院、入院後の治療行為の患者本人への説明に加えて、速やかな退院の促進に努めること

を指導徹底するとともに、医療保護入院等の患者の退院後における地域生活への移行を促進す

るため、相談対応や必要な情報の提供、アウトリーチ支援など、その受け皿や体制整備の充実

を図ること。 
 
九、認知症の人については、あくまでも住み慣れた地域でくらし続けることを基本に置き、精 
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神科病院への「社会的入院」の解消を目指すとともに、地域の支援・介護体制の強化に取り組

むため、「認知症対策推進５カ年計画（オレンジプラン）」の推進など医療福祉全般にわたる総

合的な対策を講ずること。 
 
十、認知症の人の本人意思を尊重する観点から、成年後見制度の改善・普及のほか、本人の意

志や希望をできる限り早期に確認し、それを尊重したケアの提供を確保する取組を進めること。 
 

 
 
 

 

全国「精神病」者集団会員 山本眞理 
 

 国連拷問等禁止条約委員会は日本政府の第2回報告書に対して、最終見解を5月31日に公

開した。 
 日本政府に対して勧告されているのは以下 

 強制入院に司法的コントロールを、有効な不服申立て機関を 

 地域サービスの充実で入院患者を減らすこと 

 身体拘束や保護室への隔離を減らすこと、期間も最小とすること 

 強制入院や行動制限による被害者に対して救済と賠償を 

 独立した監視機関による精神病院の定期的監視を 

など 
 残念ながらこのニュースが読者の手元に着く頃には精神保健福祉法改悪案（簡単にいえば医

療保護入院がしやすくなる）は成立しているであろうと考えるが、この法案はこれらの勧告を

クリアしておらず、政府答弁でも医療保護入院は減るとはせず、増えることはないとのみ回答

されている。 
私は5月14日から19日までジュネーブに行き、拷問等禁止条約の委員会による日本政府の報

告書（批准している国が定期的に条約の履行状況について報告するもの）の審査に向けてロビ

ーイング活動を行った。全国「精神病」者集団、世界精神医療ユーザーサバイバーネットワー

ク、国際障害同盟の審査に向けてパラレルレポートを出たが、やはり文書ではなくて、直接委

員３名と個別に話せたのが大きかったようで、17日のNGOの委員会に対するブリーフィング 
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では、10団体の説明があったものの、質問は私たちに集中し、終了後ある委員からインパクト

あったと励まされた。 
審査そのものは２１日、２２日に行われたが、ビデオで見たものと、現地からの報告をまと

めると、精神病院の問題については委員がほとんど私たちのレポートにそって質問してくれて

おり、日本政府は全く回答できていない。国際障害同盟のジュネーブ事務所の事務局のヴィク

トリア・リー氏の貢献によりたくさんのアポを取れたことは非常に大きかったと考える。  
 
２１日が委員会から政府への質問、２２日が政府からのそれへの回答。 

 委員が口々に問題にしたことは以下  
１ 日本の精神病院の入院患者数、強制入院患者数の多さは世界的に類がない、それなのに、

予算の分配は病院と地域で９７対３である。地域での支援に転換する政策が取られているのか、

すでに地域サースへの転換とその開発を日本政府は約束しているというのに、その流れができ

ていない  
２ 強制入院については法によるコントロールはあるのか、精神医療審査会は独立して機能し

ておらず、不服申立てによる救済は非常に限定されている。私立病院が多いが、これらの私立

病院に対して法的コントロールがなされていないのでは  
入院期間も非常に長いがこれらに対して期間の法的上限はあるのか  
３ 身体拘束と隔離の数が減るどころか増え続けているが、これらの使用についての制限や悪

用を避けるためのセーフガードはあるのか。身体拘束については期間の制限はあるのか。拷問

等特別報告官のメンデッツ氏は２０１１年に、隔離は科学的医学的根拠に基づき最初の数日で

精神的なダメッジを与えるので社会復帰に逆行すると述べている。それゆえ１５日を超える隔

離は絶対的に禁止されるべきだとしている。これらについて政府は知っているのかどう考えて

いるのか  
政府回答においては今までどおりの回答で、入院者数や在院期間は減ってきている、強制入

院については精神医療審査会やさらに行政訴訟が可能であると繰り返すのみ、隔離や身体拘束

については医師が診断して行なっているとのべるのみでした。  
なんと精神保健福祉法の改正案が上程されており、この法案では精神病院の管理者には地域

移行の義務が課せられている、と回答。強制入院の法的コントロールは精神保健福祉法と心神

喪失者等医療観察法で行なっているとも答えた。 
再度の質問が強制入院についてだったが、厚生労働省の担当者不在につきこれ以上回答でき

ないということ。  
 印象的だったのは、ある委員が刑事手続の捜査のあり方が中世の用途指摘されたのに対し、

日本政府の代表上田秀明人道人権大使が、「日本人は中世に生きているわけではない」と発言、

会場の失笑をかったら、いきなり「笑うな、黙れ」と怒鳴ったこと。会場凍りついた感じ「ま

じめに話しているんだ、日本はもっとも発展した国で誇りを持っている」とのこと。  
 明らかに彼は常軌を逸していた。おそらく答えられない追求が重なって彼自身恥ずかしかった

と推測される。委員の皆様の努力に感謝  
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 拷問等禁止条約の審査であるので、残念ながら、強制入院の恣意性すなわち差別性について

までは触れていないが、来年は自由権規約の政府報告書審査が予定されており、7 月末にはこ

の審査での重要質問事項への提案をNGO（非政府組織）が出すことができる。全国「精神病」

者集団としてはこれに対しても準備中である。 
 なお法案質疑の中で福島みずほ議員が確認した重要な点がある。文書化はされていないが厚

生労働省の説明としてある、保護者が医療保護入院させたあと同意を撤回しても医療保護入院

はむこうとならないという運用について、福島議員が政府にただしたところ、政府答弁は同意

を撤回しても指定医の判断としての医療保護入院は継続でき、異論があれば、精神医療審査会

に退院請求する手段しかない、とのこと。医療保護入院の要件の一つである保護者の同意がな

くなっても継続するのかという再度の追求についても同様の回答であった。これでは一旦入院

させても、処遇や治療内容に疑問が生じ、退院や転院を考えても保護者は実効性のない医療審

査会に訴えるしかないことになる。これはいかに医療保護入院がいい加減出るのかの証左。こ

れについても自由権規約委員会に訴えていく必要がある。 
 詳しい情報は全国「精神病」者集団のホームページを参照。 
 
 
 
 
 
１ 森川すいめい著 「漂流老人ホームレス社会」  朝日新聞出版 
  
 NHKスペシャル「老人漂流社会」で大反響!! 

精神科医の森川すいめい氏が、19年間、文字どおり身を削って

向きあってきた、野宿の人たちの現実を、ありのまま綴る。職

をなくし、家をなくし、再就職もできない。年齢、障がい、家

族、そして制度との行き違いが、彼らの心と命をむしばんでい

く。池袋を拠点にして11年。森川氏は、ホームレス者のなかで

も、障がいを持った人たちを中心に支援する。認知症、うつ病、

知的障がい、統合失調症、DV……。著者はそこで何を見て、彼

らを通してどんな社会が見ているのか。 

決して遠い世界のことではなく、私たちの半歩だけ隣にある現

実。本書を読むと、私たちも、その社会に生きていることが実

感できる。そこは、まったく地続きの現実である。（朝日新聞） 

 

２ 佐野 卓志  森 実恵  松永 典子  安原 荘一  北川 剛  下村 幸男  
ウテナ 著  
「当事者が語る精神障害との付き合い方『グッドラック！統合失調症』と言おう」 明石書店 

本の紹介 

http://www.akashi.co.jp/author/a53603.html
http://www.akashi.co.jp/author/a53604.html
http://www.akashi.co.jp/author/a53605.html
http://www.akashi.co.jp/author/a53606.html
http://www.akashi.co.jp/author/a53607.html
http://www.akashi.co.jp/author/a53608.html
http://www.akashi.co.jp/author/a53609.html
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共著者を代表して  佐野 卓志 

 

4～5年前のこと、友人の安原さんから、「統合失調症当事者が

何人か集まって、本を出したい」という提案があって、「協力し

てほしい」と言われまし た。ぼくはいままで共著の本を2冊出し

ていたこともあって、「いいですよ」と言ったのが運のつき。形

になるまでのいろいろな苦労を引き受けることになって しまい

ました。友人や知り合い関係とか動員して、当事者に声をかけ、

あるいは紹介してもらって、ひとり増え二人増えて、メーリング

リストでやり取りしなが ら進めることにしました。 

 原稿もある程度集まり、ある出版社に持ち込んだのですが、2

年以上塩漬け状態。「出版社を変えてみるか」と、安原さんの中

学・高校時代の同窓生が編集者 として働く明石書店にたどり着いたのでした。その編集部から

は、「今集まっている原稿のままでは出版できない。半生記を4本立てと、残りをコラムにし

ては どうか」との提案があり、その方向で各自修正や削除など地道な作業をしていきました。 

 詰めに近づくにつれて、ぼくも含め、「もう直せない」「直したくない」「ここを直してほ

しい」とぎりぎりの調整が続き、難航しました。出版予定の直前に なっても、題名やそのほか

についても、もめてまとまらないのです。しかたないのですべて編集部に一任ということにな

りました。本当に気の合わない人たちの 集まりです。（笑） 

 出版ができるのか、途方に暮れてしまったこともありました。自己主張の強い皆さん（笑、

もちろんぼくも入っていますが）をまとめる代表として、ぼくはい ちおう編集部との窓口にな

っていたのですが、窓口らしいこともなかなかできず、苦労ばかりおかけした末に、やっと出

版にまでこぎ着けました。 

 統合失調症当事者自身の手で企画して集まって、編集部との交渉を詰めていったという、と

てもユニークな本が、ついに出来上がったと思います。 

 共著者の皆様、本当にご苦労様でした。明石書店編集部の神野さんには、本当にお世話にな

りました。メーリングリストの技術サポートをしてくれた石井さん、いっさいの口出しをせず

温かく見守ってくれた下釜さんにも感謝です。 

 すったもんだの末にできあがったこの本を手に取られた皆さんには、楽しんでいただければ、

一同ホントにうれしいです。そして「な～んだ。おんなじ人間じゃないか」と気づいてくださ

れば、それだけで大満足です。 

 

ネットワーク例会のお知らせ 

・７月２０日（土）13:00～  スマイル中野和室   
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