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医療観察法の廃止について 

 

一  改正刑法草案（１９７４年）と保安処分 

 

１．保安処分（治療処分と禁絶処分）に関する規定 

 

  第１０１条（保安処分の種類・言渡）保安処分は、次の２種とし、裁判所がその言渡

をする。 

一 治療処分 

二 禁絶処分 

２ 保安処分は、有罪の裁判又は第１６条第１項（責任能力）に定める事由による無

罪の裁判とともに、これを言い渡す。但し、保安処分の要件が存在するときは、行

為者に対して訴追がない場合においても、独立の手続でその言渡をすることができ

る。 

第１０２条（治療処分）精神の障害により、第１６条第１項（責任能力）に規定する

能力のない者又はその能力の著しく低い者が、禁固以上の刑にあたる行為をした場

合において、治療及び看護を加えなければ将来再び禁固以上の刑にあたる行為をす

るおそれがあり、保安上必要があると認められるときは、治療処分に付する旨の言

渡をすることができる。 

第１０３条（保安施設への収容）治療処分に付せられた者は、保安施設に収容し、治

療及び看護のために必要な処置を行なう。 

第１０４条（施設収容の期間）治療処分による収容の期間は、３年とする。但し、裁

判所は、必要があると認めるときは、２年ごとにこれを更新することができる。 

２ 前項但し書きの規定による収容期間の更新は、２回を限度とする。但し、死刑又

は無期もしくは短期２年以上の懲役にあたる行為をするおそれが顕著な者について

は、この限りでない。 

第１０５条（禁絶処分）過度に飲酒し又は麻薬、覚せい剤その他の薬物を使用する習

癖のある者が、その習癖のため禁固以上の刑にあたる行為をした場合において、そ

の習癖を除かなければ将来再び禁固以上の刑にあたる行為をするおそれがあり、保

安上必要があると認められるときは、禁絶処分に付する旨の言渡をすることができ

る。 

第１０６条（保安施設への収容）禁絶処分に付せられた者は、保安施設に収容し、飲

酒又は薬物使用の習癖を除くために必要な処置を行う。 

第１０７条（施設収容の期間）禁絶処分による収容の期間は、１年とする。但し、裁

判所は、必要があると認めるときは、２回に限りこれを更新することができる。 

第１０８条（仮退所）保安施設に収容された者は、何時でも、行政官庁の処分によつ

て、仮に退所させることができる。 

第１０９条（退所）保安施設に収容された者について、第１００条又は第１０３条の

規定による期間が経過したときは、これを退所させなければならない。 
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第１１０条（療護観察及び再収容）前２条の規定により、仮退所を許された者又は退

所した者は、これを療護観察に付する。療護観察の期間は、２年とする。 

２ 仮退所を許されて療護観察に付せられた者について、再収容を必要とする状況が

あるときは、行政官庁は、これを再び保安施設に収容することができる。 

３ 前項の規定による再収容の期間は、第１００条又は第１０３条の規定によつて定

められた期間から仮退所前の収容期間を控除した期間とする。但し、これらの規定

による更新を妨げない。 

第１１１条（保安処分の終了）療護観察に付せられた者について、保安処分を執行す

る必要がなくなつたときは、行政官庁の処分によつて、保安処分の執行を終つたも

のとすることができる。 

２ 仮退所を許されて療護観察に付せられた者が、再び保安施設に収容されることな

く、療護観察の期間を経過したときは、保安処分の執行を終つたものとする。退所

後、療護観察に付せられた者が、療護観察の期間を経過したときも、同じである。 

第１１２条（刑と保安処分との執行の順序）懲役、禁固又は拘留にあわせて保安処分

に付する旨の言渡を受けた者に対しては形を先に執行する。但し、裁判所は、その

言渡に際し、保安処分を先に執行することを命ずることができる。 

第１１３条（執行順序の変更）懲役又は禁固の執行を受けている者について、保安処

分の執行を必要とする状況があるときは、裁判所は、刑の執行を停止して、保安処

分を執行することを命ずることができる。 

２ 懲役又は禁固につき仮釈放を許された者について、保安施設への収容を必要とす

る特別の状況があるときは、裁判所は、保安施設に収容することを命ずることがで

きる。この場合にも、仮釈放の期間は、その進行を停止しない。 

３ 保安処分の執行を受けている者について、刑の執行を必要とする状況があるとき

は、裁判所は、保安処分を解除し、又はその執行を停止して、刑を執行することを

命ずることができる。 

第１１４条（刑と保安処分との代替）刑の執行を受けた者について、保安処分を執行

する必要がなくなつたと認められるときは、裁判所は、保安処分を解除することが

できる。 

２ 保安処分の執行を受けた者について、刑を執行する必要がなくなつと認められる

ときは、裁判所は、刑の全部又は一部の執行を免除することができる。 

第１１５条（執行の制限）保安処分の言渡が確定した後、３年間その執行をしなかつ

たときは、裁判所の許可を得なければ、これを執行することができない。 

２ 刑にあわせて保安処分に付する旨の言渡を受けた者については、刑の執行のため

刑事施設に拘置中又は収容中の期間は、前項の期間に算入しない。 

 

２．保安処分の手続に関する要綱案 

 

●独立の保安処分請求を認める範囲 

次の場合には、独立の手続で保安処分の請求をすることができる。 

（１） 行為時に責任無能力であつたため、訴追しない場合 
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（２） 告訴、告発又は請求を待つて論ずる罪につき、告訴等がないため、訴追

することができない場合 

（３）訴追を必要としない場合 

●手続の大綱 

保安処分の手続は、以下に特則がある場合のほか、おおむね刑事手続の例による。 

●保安処分言渡前の身柄の措置 

保安処分言渡前の身体の拘束については、その用件、収容施設等につき、対象者

が精神障害者であることにかんがみ、適当な措置を考慮するものとする。この措置

については、精神科医を関与させるものとする。 

●保安処分の請求 

（１）通常手続において、検察官の請求がなくても保安処分を言い渡すことがで

きることとするかどうかについては、積極、消極の両案が考えられる。 

（２）独立手続は、検察官の請求によつて開始する。請求の方式は、公訴提起に

準ずる。 

● 弁護人 

保安処分の適用が予想される被告事件の手続及び独立手続においては、弁護人が

なければ開廷することができない。弁護人がないときは、国選弁護人を付する。 

● 公判期日における被告人または被請求人の出頭 

保安処分に関する審理は、被告人または被請求人が心神喪失の状態にあるときは、

その出頭を待たないで行なうことができる。 

●保安処分の要否に関する資料 

（１）検察官及び被告人又は被請求人は、保安処分の要否に関する証拠の取調べ

を請求することができる。 

（２）保安処分は、被告人または被請求人の精神状態等に関する鑑定を経たうえ

でなければ、その言渡をすることができない。 

（３）裁判所は、請求により又は職権で、被告人又は被請求人の経歴、環境その

他の事項につき、専門的知識を有する者に調査を行なわせることができる。 

（４）保安署部の要否に関する証拠の取調べについては、被告人または被請求人

の利益の保護をはかるため、審判手続の非公開あるいは準備手続の利用等の

方法を考慮するものとする。 

● 手続の移行 

（１）裁判所は、相当と認めるときは、検察官の請求により、通常手続から独立

手続へまたは独立手続から通常手続への移行を命ずることができる。 

（２）移行前の手続でした訴訟行為は、移行後の手続においてもその効力を有す

る。 

● 裁判及び上訴 

（１）保安処分に付し又は付さない旨の裁判は、判決で行う。 

（２）検察官及び被告人又は被請求人は、前項の裁判に対し、通常の方法によ 

る公訴及び上告をすることができる。 

（３） 独立手続において保安処分に付しまたは付さない旨の裁判が確定したと 
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きは、さらに公訴を提起することができない。 

 

３．刑法全面改正作業の頓挫 

●保安処分については、法務省が「刑事局案の骨子」（１９８１年年）を提案したが、

結局は改正刑法草案自体が棚上げされ、改正は「現代用語化」（１９８５年）の方向

に向かい、いったんは立ち消えの状態になった。 

●「心神喪失者等医療観察法」（２００３年）の立法化に至る。 

 

ニ 現代刑事法の動きと医療観察法 

 

１．少年法の一部改正 

 （１）２０００年（平成１２年） 

    ●刑事罰対象を「１６歳以上」から「１４歳以上」に引き下げた 

●１６歳以上の重大犯罪を原則として逆送すると定めた 

（２）２００７年（平成１９年） 

   ●少年院送致の年齢下限を撤廃した 

●14歳未満でも警察による強制的な調査を可能にした 

（３）２００８年（平成２０年） 

●殺人事件等一定の重大事件において少年の心身に影響がないと判断された

場合、被害者が少年審判の傍聴をできる制度を創設 

●家庭裁判所が被害者等に対し審判の状況を説明する制度を創設 

●被害者は原則として、記録の閲覧・謄写できるようになった 

●被害者による意見の聴取の対象者を拡大し、被害者の心身に重大な故障が

ある場合には被害者に代わり、被害者の配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹

が意見を述べることが可能となった 

（４）２０１４年（平成２６年） 

 ●有期刑の上限が２０年にまで引き上げられた 

 ●不定期刑の長期の限度が１５年に、短期が１０年に引き上げられた 

  ●長期３年を超える罪にはすべて検察官が立ち会うこととされた 

 

２．医療観察法の制定（平成１５年） 

 

３．更生保護のあり方を考える有識者会議の提言（平成１８年） 

 （１）当面の課題 

●保護観察の充実強化 

・保護観察処遇の内容の充実と実効性の確保 

・保護観察対象者との接触の強化 

・保護観察官による直接的関与を強めた特別処遇部門の設置 

・仮釈放の取消し等の措置(いわゆる不良措置)の適切な実施 

・就労支援及び定住支援の強化 
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・関係機関との連携強化及び情報の共有化等 

●執行猶予者保護観察制度の運用改善等 

●仮釈放のあり方の見直し 

・仮釈放制度全般の運用の改善 

・仮釈放許可基準の改正 

・地方更生保護委員会委員への民間有識者の登用、審理手続の改革等 

・被害者意見の適切な取扱い 

・受刑者本人の関与 

●担い手のあり方の再構築 

・官民協働 

・更生保護施設 

・社会復帰のための強力な支援と強靱な保護観察実現のための自立更生促進セ

ンター（仮称）構想の推進 

・更生保護官署における人的・物的体制の大幅な拡充 

●国民・地域社会の理解の拡大 

・地方公共団体との連携強化 

・民間ボランティアによる地域社会におけるネットワークの構築と更生保護の

考え方の普及 

・広報活動の充実等 

・第三者機関の設置 

・犯罪被害者等への支援・・・・・・・・・・・・・・・・・29 

●更生保護制度に関する所要の法整備・・・・・・・・・・・・29 

（２）中・長期的課題 

●刑期満了者に対する新たな制度の検討 

●執行猶予の取消し等いわゆる不良措置制度についての総合的な見直 

 

４．更生保護法の制定（平成１９年） 

 （１）犯罪者予防更正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 

 （２）保護観察における指導監督の強化と不良措置・良好措置の積極化  

●不良措置を念頭に置いた一般遵守事項の具体化  

・訪問・面接に応じる義務、生活状況に関する事実申告・資料提出義務、住居の

届出義務、旅行の規制強化 

・一般遵守事項の書面による通知 

●不良措置を念頭に置いた特別遵守事項の法定と具体化 

・特別遵守事項の内容の具体的基準の法定、設定・変更・取消しの手続の法定と

柔軟化 

・特別遵守事項の書面による通知 

●指導監督方法の強化 

 ・生活行動指針の新設 

・保護観察少年の保護者に対する指導 
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●保護観察対象者全般について処遇プログラムの導入  

・特別遵守事項としての処遇プログラムを受ける義務（51条2項4号）  

・指導監督の方法として「専門的処遇」を明記 

（３）被害者の心情・意見を考慮する制度の新設  

●仮釈放、仮退院の審理に際して、被害者等から意見の陳述の申出があったときは、

原則として被害者等の意見を聴取する 

●保護観察所の長が被害者等の心情等を保護観察対象者に伝達する制度の新設 

（４）中間施設の活用  

●特別遵守事項としての施設等への宿泊義務 

●「指導監督に適した宿泊場所」の供与 

 

５．保護司制度の基盤整備に関する検討会の提言（平成２４年） 

（１）保護司候補者の確保と保護司の育成 

（２）社会の変化に即した保護司の活動環境の整備 

（３）地域との連携強化 

●専門機関・団体の支援・協力が容易に得られる仕組みの構築 

●地方公共団体との連携強化 

●関係機関・団体，地域住民に対する広報の強化 

（４）他の更生保護団体との連携強化 

（５）保護司組織の積極的な役割 

●保護司活動の拠点である「更生保護サポートセンター」の拡充 

●保護司会の財政基盤と事務局機能の強化 

●保護司相互の情報交換の場である「地域処遇会議」の積極的な開催 

●新任保護司会長に対する研修の実施 

●保護司会連合会の役割強化 

●保護観察所における保護司組織の支援体制の在り方 

（６）被災地における更生保護体制の再構 

 

６．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

猶予に関する法律の制定（平成２５年） 

 （１）刑の一部の執行猶予制度の導入 

    ●刑法を改正して、いわゆる初入者、すなわち、刑務所に服役したことがない者、

あるいは刑務所に服役したことがあっても出所後五年以上経過した者が３年以

下の懲役又は禁錮の言渡しを受ける場合、判決において、その刑の一部の執行

を猶予することができることとし、その猶予の期間中、必要に応じて保護観察

に付することを可能としたもの 

   ●薬物使用等の罪を犯した者については、刑法上の刑の一部執行猶予の要件である

初入者に当たらない者であっても、刑の一部の執行猶予を言い渡すことができる

こととするとともに、その猶予の期間中必要的に保護観察に付することとしたも

の 
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（２）社会貢献活動 

●更生保護法を改正して、社会貢献活動を義務付けることを可能とする 

●規制薬物等に対する依存がある者に対する保護観察の特則を定める 

 

７．満期釈放後の保護観察 

 （１）「「世界一安全な日本」創造戦略」（平成２５年１２月１０日閣議決定）（抜粋） 

   ●満期釈放者等に対する指導及び支援の充実強化  

・刑事施設における満期釈放者に対する指導体制の強化を図る。 

・満期釈放者及び保護観察終了者に対する調査を実施し、支援の必要性が高い者

については、更生緊急保護による住居と就労等に関する支援を確実に実施する

施策について検討する。 

・更生保護サポートセンターを活用した保護観察終了者等に対する相談・支援の

在り方を検討する。  

 

８ 小括 

 （１）刑法全面改正では挫折した保安処分制度の導入を更生保護制度を活用して実施。 

（２）施設内での保安処分 

   ・少年法の規定する保護処分 

・昭和１６年治安維持法で採用された予防拘禁制度が先駆 

・新少年法の規定する保護処分 

・医療観察法の規定する強制入院 

 （３）社会内での保安処分ー日本型保安処分ー 

    ・思想犯保護観察法の系譜 

・社会自体を「保安処分」施設化する 

    ・社会自体を「担い手」化（保護司の活用や自治体等との連携等） 

・消極的な再犯防止に止まらず、積極的な感化教育（社会貢献など）の実施 

・保護（パレンス・パトリエ）と再犯防止（ポリス・パワー）は一体不可分 

・「医療（団体）」や「福祉（団体）」等も活用 

・「思いやりの心」等による「同情」と当事者からの権利主体性の剥奪 

・家族等の活用 

 

二 医療基本法と精神保健福祉法、医療観察法 

 

１．患者の権利法をつくる会「医療基本法要綱案」（平成２５年） 

（１）前文 

（２）総則 

  ●目的 

  ●医療の基本理念 

   ・医療は、生命の尊重と個人の尊厳の保持を旨とし、患者が肉体的、精神的か

つ社会的に良好な状態にあることを目指して行われなければならない。 
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      ・医療は、健康の増進と維持、疾病の予防、診断、治療、ケア及びリハビリテ

ーションを含むものであり、患者と医療従事者との相互理解と信頼に基づ

いて行われなければならない。 

・医療は、人の生命及び健康並びに基本的人権に直接かかわるものであるこ

とに鑑み、高度の公共性が確保されねばならない。 

  ＊財政的保障等と質の確保等 

  ●医療における基本的人権 

     ・すべて人は、その経済的負担能力、政治的、社会的地位や、人種、国籍、宗

教、信条、年齢、性別、疾病の種類等に関わりなく、最善かつ安全な医療を

受ける権利を有する。 

・すべて人は、医療行為を受けるか否かに関し、必要十分な情報を得た上で、同

意あるいは拒否する権利を有する。 

・すべて人は、医療政策の立案から医療提供の現場に至るまで、あらゆるレベル

において参加する権利を有する。 

・すべて人は、自らの生命、身体、健康などにかかわる状況を正しく理解し、最

善の選択をなし得るために必要なすべての医療情報を知り、かつ学習する権利

を有する。 

・すべて人は、病気または障碍を理由として差別されない。 

  ●国及び地方公共団体の基本的責務 

  ●医療従事者の権限と責務 

  ●国民の責務 

（３）患者の権利及び責務 

●個人の尊重 

●自己情報に関する権利 

●知る権利 

●自己決定権（インフォームド・コンセント） 

●不当な拘束などの虐待を受けない権利 

●臨床試験における権利 

●医療被害の救済を受ける権利 

    ●苦情の解決を求める権利 

    ●患者の責務 

（４）基本的施策と国及び地方公共団体の責務 

●医療保障制度の整備 

●医療供給体制の整備 

●療養環境の整備 

●医療計画 

●医療安全の確保 

●医薬品及び医療機器に関する国の責務 

●医療に関する情報の提供 

●医療技術等の向上 



 9 
 

●医療政策決定過程における民主性及び透明性の確保 

●患者の権利擁護 

●患者団体等の活動の促進 

  （５）医療施設の開設者及び医療従事者の責務 

●医療施設の開設者及び医療従事者の基本的責務 

●医療安全の確保 

●医療に関する情報の提供 

●結果報告義務 

●誠実対応義務 

●患者の苦情の解決 

（６）医療に関するその他の関係者の責務及び関係諸団体の役割 

●医療施設団体及び医療従事者団体の役割 

●保険者の責務 

●事業者の責務 

●事業者団体の役割 

●患者団体等の役割 

  （７）附則 

●関係法令の制定または改廃 

     ・国は、この法律成立後速やかに、この法律の趣旨に沿って、関係法令の制定

または改廃を行わなければならない。 

●公的医療機関と私的医療機関との役割分担に関する検討事項 

・国は、医療の公共性を踏まえ、医療提供体制に関する公的医療機関と私的医

療機関との役割分担に関し検討を加え、その結果に基づいて適切な措置をと

らなければならない。 

●医療保険に関する検討事項 

     ・国は、国民皆保険制度を維持しつつ、公的医療保険に関する下記の事項に関

し検討を加え、その結果に基づいて適切な措置をとらなければならない。 

ⅰ 被用者保険と国民健康保険の統合 

ⅱ 都道府県による地域保険と地域医療計画の一体的運用 

ⅲ 保険医療の財源としての保険料、窓口一部負担金、公的負担の割合 

 

２．医療観察法 

（１）医療の基本理念からみてどうか 

●医療は、生命の尊重と個人の尊厳の保持を旨とし、患者が肉体的、精神的かつ社会

的に良好な状態にあることを目指して行われなければならない。 

 ・医療観察法の目的規定 

「第一条 この法律は、心神喪失等の状態で重大な他害行為(他人に害を及ぼす行為

をいう。以下同じ。)を行った者に対し、その適切な処遇を決定するための手続

等を定めることにより、継続的かつ適切な医療並びにその確保のために必要な観

察及び指導を行うことによって、その病状の改善及びこれに伴う同様の行為の再
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発の防止を図り、もってその社会復帰を促進することを目的とする。 

２ この法律による処遇に携わる者は、前項に規定する目的を踏まえ、心神喪失等

の状態で重大な他害行為を行った者が円滑に社会復帰をすることができるよう

に努めなければならない。」 

    ・「再発の防止」が医療の基本理念に馴染むのか？ 

ある事例では放火未遂に該当する行為をしたとされた対象者（福岡県在住）

が地方裁判所で入院決定を受けて東尾張病院（名古屋市内）に入院させられた

が、高等裁判所で対象者のした行為は放火未遂ではなく放火予備にすぎないか

ら医療観察法の対象外であるとして入院から３ヵ月半後に入院決定が取り消

された。入院決定が取り消された対象者は、名古屋で退院となり、生活保護費

を取り崩して自身および付き添いの病院職員の交通費を負担して福岡まで帰

らざるをえなくなった。もちろん、刑事補償に相当する補償は一切ない。 

   ・再犯予測は医学的な判断といえないが、そのような判断を適切に、かつどのような

医師であってもばらつきなしに為し得るのか？ 

規範的・主観的な判断なために科学性に欠け、判断者によるばらつきが大きい。

裁判官の関与、付添人の関与によってもこれを是正することはそもそも不可能。 

   ・そもそも医療といえるのか？ 

      医療が一番必要とされる急性期医療については規定がない。 

        ●医療は、健康の増進と維持、疾病の予防、診断、治療、ケア及びリハビリテーショ

ンを含むものであり、患者と医療従事者との相互理解と信頼に基づいて行われなけ

ればならない。 

        ・支配＝服従の関係を強いられていないか？ 

        ・ちなみに医師法第２４条の２「厚生労働大臣は、公衆衛生上重大な危害を生ずる

虞がある場合において、その危害を防止するため特に必要があると認めるときは、

医師に対して、医療又は保健指導に関し必要な指示をすることができる。」 

          ＊リスボン宣言前文「（前略）法律、政府の措置、あるいは他のいかなる行政

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

障ないし回復させる適切な手段を講じるべきである。」 

         ●医療は、人の生命及び健康並びに基本的人権に直接かかわるものであることに鑑み、

高度の公共性が確保されねばならない。 

         ・「社会防衛」に限った財政的保障というのは真の財政的保障といえるか？ 

   ・「質の確保」のための取り組みはどうか？ 

  ●医療を逆に阻害 

   ・迅速かつ継続的な治療が現在以上に困難となるのでは？ 

この法律はまず対象者を２～３ヵ月鑑定入院させるが、鑑定入院期間中の治療

については一切定めていない。「事件」発生直後のいわゆる「急性期」は、迅速・

適切な治療がもっとも必要とされている時期である。その時期になんら明確な医

療の保障がないまま鑑定のために強制入院させられる。この法律による治療が行

われるとしても早くても２～３ヵ月の鑑定入院が終ってからであり、治療を受け

るのは対象者が入院・通院した経験のない指定入院・通院医療機関という、信頼
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関係がまったく形成されていない場ということになる。しかも、そのころには急

性期が過ぎているから、強制という形で治療を成立させることは困難。 

   ・この法律による強制入院・通院の具体的治療内容が不明 

      精神保健福祉法の強制医療とどこが違うのかが不明。「社会復帰の促進」と

いう同じ目的をもった精神保健福祉法による医療がこれまで行われてきている

のであるから、それとどのように違うのかが明らかにされなければ、新たに心

神喪失者等医療観察法制度を立ち上げる合理的根拠がない。手厚い人員の配置、

治療計画の策定等は精神保健福祉法による治療においてその必要性が繰り返し

指摘されてきたところで、医療観察法による医療をなんら正当化するものでは

ない。 

  ●公正な医学的判断が担保されているのか 

   ・鑑定入院先の主治医と鑑定医が同じ医師であるケースが目立っている。 

  ●社会復帰を逆に阻害 

   ・対象者が生活の場から遠く離れた精神病院に鑑定入院させられた事例も判明。 

＊ハンセン病療養所入所者の場合、入所者の多くは療養所を「終の棲家」にせ

ざるを得ない。 

（２）医療における基本的人権からみてどうか 

  ●強制医療を正当化する「危難の現在性」「補充性」「法益均衡性」を満たしている

か？ 

   ・全くといってよいほど充たしていない。 

  ●「疾病による差別・偏見」を打破どころか逆に拡大強化していないか？ 

   ・「精神障害」者に限った「再犯防止」とそのための強制隔離 

   ・そもそも立法事実が存在するか？ 

・今も差別・偏見を拡大再生産 

  ●人権擁護制度は存在しないのではないか？ 

・実効性ある人権擁護制度は不在 

・司法も機能していない 

 

３．国連の勧告と精神保健福祉法の改正 

（１）国連の勧告（平成２５年） 

●拷問禁止委員会は、日本の第２回定期報告を、２０１３年５月２１、２２日の第１

１５２及び第１１５５回会合において審査し、２０１３年５月２９日の第１１６４

回会合において、以下の最終見解を採択した。 

●精神保健施設に対する運用上の制限を定めた精神保健福祉法にもかかわらず、また

締約国代表が提供した追加情報にもかかわらず、非常に多くの精神障害者及び知的

障害者が精神保健施設に非自発的に留められ、しばしばそれが長期間に渡っている

ことに対し、委員会は引き続き懸念する。非人道的で品位を傷つける扱いに相当し

得る、隔離や身体拘束、強制投薬、措置が頻繁に行われていることに対し、委員会

はさらに懸念する。精神保健ケアの計画に当たり精神障害者に提供されている情報

を考慮すると、入院以外の代替手段に対する焦点が欠けていることについて、委員
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会は引き続き懸念する。最後に、拘束的手法が過剰に使用されていることへの効果

的で公平な調査がしばしば欠けていること、同様に関連する統計的データが欠けて

いることに懸念を表明する。 

●委員会は締約国に対して以下を確保するよう要請する。 

・非自発的治療と収容に対して効果的な法的なコントロールを確立し、効果的な不

服申立て制度も確立すること。 

・外来及び地域でのサービスを発展させ、収容患者数を減らすこと。 

・自由の剥奪が行われる全ての場において、そのような効果的な法的セーフガー

ドが遵守されること。そこには精神医療施設、社会的ケア施設も含まれる。 

・効果的な不服申立て機関へのアクセスを強化すること。 

・身体拘束と隔離の使用は避けるべきであり、管理のためのあらゆる代替手段が

尽きた場合に限り、最後の手段として、可能な限り最小限の期間、厳しい医療

的監督下でいかなる制限行為も適切に記録された上で適用されること。 

・こうした拘束的手法が過剰に使用され患者を傷つける結果となった場合、効果

的で公平な調査が行われること。 

・独立した監視機関がすべての精神医療施設に対して定期的訪問を行うことを確

保すること。 

 

（２）精神保健福祉法の改正（平成２５年） 

  ●精神障害者の医療の提供を確保するための指針の策定 

・厚生労働大臣が、精神障害者の医療の提供を確保するための指針を定めることと

する。 

●保護者制度の廃止 

・主に家族がなる保護者には、精神障害者に治療を受けさせる義務等が課されてい

るが、家族の高齢化等に伴い、負担が大きくなっている等の理由から、保護者に

関する規定を削除する。 

●医療保護入院の見直し 

・医療保護入院における保護者の同意要件を外し、家族等のうちのいずれかの者の

同意を要件とする。 

＊配偶者、親権者、扶養義務者、後見人又は保佐人。該当者がいない場合等は、

市町村長が同意の判断を行う。 

・精神科病院の管理者に、医療保護入院者の退院後の生活環境に関する相談及び指

導を行う者（精神保健福祉士等）の設置、地域援助事業者（入院者本人や家族か

らの相談に応じ必要な情報提供等を行う相談支援事業者等）との連携、退院促進

のための体制整備を義務付ける。 

●精神医療審査会に関する見直し 

・精神医療審査会の委員として、「精神障害者の保健又は福祉に関し学識経験を有

する者」を規定する。 

・精神医療審査会に対し、退院等の請求をできる者として、入院者本人とともに、

家族等を規定する。 



 13 
 

（３）本改正によって国連要請が充たされたか 

●非自発的治療と収容に対して効果的な法的なコントロールを確立し、効果的な不服

申立て制度も確立すること。 

 ・精神医療審査会が効果的な不服申立制度といえるか？ 

●外来及び地域でのサービスを発展させ、収容患者数を減らすこと。 

 ・患者数を減らし得ていない？ 

・受け皿なしの強制退院？ 

●自由の剥奪が行われる全ての場において、そのような効果的な法的セーフガードが

遵守されること。そこには精神医療施設、社会的ケア施設も含まれる。 

 ・効果的な法的セーフガードが遵守されているか？ 

●効果的な不服申立て機関へのアクセスを強化すること。 

 ・そもそも効果的な不服申し立て機関が存在するか？ 

●身体拘束と隔離の使用は避けるべきであり、管理のためのあらゆる代替手段が尽き

た場合に限り、最後の手段として、可能な限り最小限の期間、厳しい医療的監督下

でいかなる制限行為も適切に記録された上で適用されること。 

 ・そもそも「危難の現在性」「補充性」「法益の均衡」が要件となっているか？ 

●こうした拘束的手法が過剰に使用され患者を傷つける結果となった場合、効果的で

公平な調査が行われること。 

 ・効果的で公平な調査を機関が設置されているか？ 

●独立した監視機関がすべての精神医療施設に対して定期的訪問を行うことを確保

すること。 

 ・確保できているかどうか？ 

●医療観察法による悪影響 

 ・医療観察法関係予算のために精神保健福祉関係予算が削減されるなど、通常の精

神保健福祉法にもとづく医療や福祉が一段と劣悪な状況に追い込まれている。 

 

三 終わりに 

 

１．法廃止に向けて 

●戦略は 

●当事者運動は 

●支援運動は 

 

２．戦略としての３つのアプローチ 

 ●「保安処分」批判という観点からの批判的アプローチ 

  ・「保安処分」は違憲 

     ＊国連勧告：「公共の福祉」概念による人権制限は曖昧で認められない。 

・「精神障害」者に限った保安処分は違憲 

 ●「医療法」という観点からの批判的アプローチ 
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  ・厚労省は医療観察法をもって医療法として純化したと説くが、上述したように医療

法の内実を具備していない。 

 ●「差別禁止を含む患者の権利を中核とする医療基本法」という観点からの批判的アプ

ローチ 

  ・患者の権利を著しく制限 

  ・差別を逆に助長 

 

３．当事者運動の充実・強化 

 ●現状は 

 ●課題は 

 

４．支援運動の充実・強化 

 ●自治体 

 ●メデイア 


