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新年あけましておめでとうございます
病棟転換居住系施設を考える会拡大寄り合い開催！

２月８日（木）16時～ 19 時　
　皆様，どんな新年を迎えていらっしゃいますか．関東は底冷えのする日々が続いております．
「病棟転換型居住系施設について考える会」へのご支援，ご協力ありがとうございます．本年
も大事な年になりそうです．引き続き，力を合わせて前進させていきたいと願っております．
　当会は，月に１回の寄り合いを続けています．昨年は精神保健福祉法の改正が国会で審議
されてきましたが，ご存知のように相模原の津久井やまゆり園の大量殺傷事件に端を発した
改正案が示され，歴史の針を戻すようなこの改正案の問題点について多くの皆さんと共有し
てきました．そして，院内集会の開催を含め国会議員への働きかけ，厚生労働委員会への傍
聴行動等々，取り組んできました．国会の閉会に伴い，廃案にはなりましたが，間もなく始
まる通常国会への再上程が予想されます．
　また，昨年は数回にわたる集会で精神保健福祉法改正案についてその問題点を話し合い，
この 10 年で２倍に増えているという精神科病棟での身体拘束の問題，「重度かつ慢性」の問
題についても，共有してきました．いずれにしても日本の精神科医療のあり方そのものが問
われているのです．
　寄り合いでは，昨年１年間，目まぐるしく動いた私たちの活動を振り返りたいと思います．
昨年開催された社会保障審議会障害者部会では，病院敷地内グループホームの推進を求める
発言があるなど，当会の原点でもある病棟転換型居住系施設を推し進める方向が見え隠れし
ています．決して状況は明るくなく，こうした状況を切り拓くための方向性を見出すための
集会を企画しました．詳細のご案内は後日になりますが，まずは第一報です．

　日時　2018 年２月８日（木）16 時～ 19 時
　　　　

会場　参議院議員会館 B107 会議室．

　　病棟転換居住系施設を考える会拡大寄り合い
　　　    この間の取り組みを振り返り，これからの運動をどう進めるのか
　　　プログラム（予定）
　　　　 開会にあたって　この間の動きの共有

　　　　　報告１　日本弁護士会の発表した精神保健福祉法への意見　佐々木信夫弁護士

　　　　　報告２　重度かつ慢性・身体拘束について　長谷川利夫（杏林大学教授）
　　　　  指定発言　当事者・家族の立場から　各地の現状について
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報告１ 日本弁護士会の発表した精神保健福祉法への意見 

弁護士 佐々木信夫 

 

 ２０１７年の１１月１５日付で、日弁連から精神保健福祉法改正案に対する意見書が発出されました。

みなさまもご覧になっていると思います。この意見書は、自由と正義をモットーとする日弁連発出であ

る以上、徹底的に法律案には反対の立場に立っています。少しこの意見書作成の裏事情をお話しします。 

 私は、日弁連の高齢者・障害者権利支援センターの幹事という立場です。この委員会には、委員と幹

事があって、幹事というのは委員よりも少し薄い存在ではありますが、特に感じだからと言って地位が

低い扱いを受けることはありません。 

 この委員会に神奈川県の姜弁護士という女性の弁護士の方がおられて、この方が中心になってこの意

見書の素案を作ってくれました。私もなんだかいろいろ意見を言ったような覚えもあるのですが、何を

言ったかよく覚えていません。 

 いずれにしても、この法案のなにがよくないのか、というところで、日弁連の間でもいろいろな立場

があって、多くの議論を重ねました。 

 それで、このような形にまとまり、やはり政府側の隠れた意図にまんまと乗せられないようにという

ことになったのだと思います。私も平の感じなので、日弁連上層部が何を考えているかはわかりません。 

  

 この意見書の骨子は、第１の「概要」にあるように、そもそも本法案が誤った前提からスタートして

いるのだということ、差別と偏見を助長するということ、本人意思が反映されないこと、警察の介入の

恐れもあって保安的運用の恐れがあること、措置入院者が自分のプライバシーを侵害されること、など

について大いに反対しています。 

 

 さて、私がこの法案の審議の国会答弁を見ていて、なんだかどうもしっくりこない。何かが違う。な

んだろう、なんだろうと考えたんですが。やっと最近になって分かってきた。 

 つまり、政府側の言っていることが民主主義に適合していないということなんです。 

 どういうことかというと、民主主義においては、自分たちのルールは自分たちで決めることになって

います。それは日本国憲法ではどのような現れ方をするかというと、国会中心立法、国会単独立法とい

うことです。憲法の条文では、４１条で「国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関であ

る。」という言葉で表されています。 

 もう少し説明すると、国会中心立法とは、国会による立法以外の実質的意味の立法は、憲法の特別の

定めがある場合以外には、許されないということです。特別の場合というのは、議院規則と最高裁規則

がありますね。 

 国会単独立法というのは、国会による立法は、国会以外の機関の参与を必要としないで成立すること
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を言います。 

 今回の法改正、いや私は改悪と言っているんですが、ここでは国会中心立法のことが気になるんです

ね。 

 どうしてかっていうと、例えば協議会の内容とか構成とか、守秘義務はどうなっているのかとか、な

んだか個別何タラとか、ぜ～んぶガイドラインに書きますから、って言ってる。じゃあ、そのガイドラ

インはいつできるんだっていうと、法案が可決するまで見せてもらえない。いやガイドラインにちゃん

と書くからさ～、なんて言われて信用していたら、全然内容が違っていたらどうなるの。それに、ガイ

ドラインって法律でも何でもないから、どうしてみんなが守らなきゃいけないの。何か都合悪くなった

ら、ガイドライン書き換えちゃうかもしれない。 

 考えてみてください。自分たちの人生のことに行政から口を挟まれて、医療からなんだかんだ言われ

て、いろんな情報を引っ越し先にまで言われて、これの中身が全部法律じゃなくてなんだかわけのわか

らないガイドラインっていうのに書いてある。ガイドラインがどうやって作られるのかはなんだかわか

らない。たぶん役人が決めるんでしょうけどね。 

 その役人が話し合っているところなんて、まったく公開されもしないんだし、なんたら委員会とかな

んたら協議会とか、誰がどうやって人選しているのかもわからない。知らないうちに、たくさん議事録

ができていて、なんだか知らない内にちっちゃくアップされてる。どうして我々はこれを見ることがで

きないんでしょうね。どうして意見を言えないのか。 

 なんでもガイドラインに書いておきますから安心してくださいなんて言われたって、はいそうですか

という方がどうかしてますよ。 

 法律に細かいところまでかけないでしょっていうのが、お役人の決まり文句なんだけど、書けないか

らってあんたたちが勝手に決めないでよ、っていうことじゃないですかね。 

 この問題は、法律的にいうと、先ほどの国会中心立法のはなしであるのですが、行政法的には、法律

による行政の範囲ということになるんです。 

 つまり、法律に書いていないことをどれくらい行政が決めちゃっていいかっていうことと、法律には

どれくらい詳細を書き込むべきかっていう問題になるんです。 

 そもそも、人の権利を制約するのに、ガイドラインに書いておくからいいでしょっていうのが私には

納得がいかないんです。刑法だと罪刑法定主義とか、明確性の原則っていうのがあって、つまり、刑罰

を与えるんだったらきちんと法律に明確に書いておきなさいよ、ということです。 

 このことをこの改悪法に見てみると、何が何だかよくわからない、知らない内に付け回されてるなん

てことになりかねない。 

 あんたのために見張っているんですよなんて言われたって、気持ち悪くてしょうがない。 

 だいたい、あんたの為ですよとか言って、いまだに人をふんじばってお金儲けができる世の中です。 

 本当に怖いですね。 

 以上 
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精神保健福祉法改正案に対する意見書 

 

２０１７年（平成２９年）１１月１５日 

日本弁護士連合会 

  

意見の趣旨 

政府は，第１９３回国会に提出し，第１９４回国会で衆議院が解散されたことに

よって廃案となった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（以下「法律案」という。）を再び国会に提出すべきではなく，障害者の権利に

関する条約（以下「障害者権利条約」という。）を踏まえ，精神障がい者の声を十分

反映させて，真に当事者の支援に必要な制度を創設すべきである。 

 

意見の理由 

第１ 概要 

  法律案は，措置入院者についてのみ，医療・福祉とは関係ない警察等が参加し

得る「精神障害者支援地域協議会」（以下「協議会」という。）の協議を経た「退

院後支援計画」（以下「本計画」という。）の作成を都道府県等に義務付けた上，

本人の同意がなくても本計画内容等を転居先都道府県等に通知することをも義務

付けるという制度を創設するものであった。これは，精神障がい者が犯罪を行う

おそれがあるという誤った前提から，退院後もその行動を監視するものであって，

法律案自体が精神障がい者に対する差別・偏見を助長することになり，憲法第１

４条及び障害者権利条約から見て大きな問題がある。 

  また，法律案には，①本計画について，本人の意思を反映することが法律上保

障されていない，②協議会については，仕組み及び構成員の範囲が不明確である

ことから，警察関与による犯罪予防や再犯防止といった保安処分的な運用がなさ

れる懸念を払拭することができず，また，治療へも支障を来すおそれがある，③

措置入院者の自己情報コントロール権に対する侵害のおそれがある，という問題

点があった。 

当連合会は，従前から精神障がい者の地域で暮らす権利を実質的に保障するた

めに，地域における医療・保健福祉体制を充実させるよう求めてきた。しかし，

法律案は，精神障がい者が安心して通院医療を継続して地域で暮らすという観点

から，深刻な問題を内包していた。これらの問題点は，いずれも精神障がい者の

人権に対する侵害となり得るものであり，法律案の微修正や成立後の運用・ガイ

ドライン等によって解消できるものではない。したがって，政府は法律案を再び

(5)



2 
 

国会に提出すべきではなく，障害者権利条約を踏まえ，精神障がい者の声を十分

反映させて，真に当事者の支援に必要な制度を創設すべきである。 

第２ 法律案の問題点 

 １ 精神障がい者に対する差別・偏見の助長 

(1) 法律案に関する事実経過 

２０１６年７月２６日，相模原市の障害者支援施設において殺傷事件（以

下「本事件」という。）が発生した。同年８月１０日には，現時点において本

事件について起訴されている者が本事件の約５か月前の同年２月１９日から

３月２日まで精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（以下「精神保健福

祉法」という。）における（緊急）措置入院（以下，緊急措置入院を含めて，

本稿では「措置入院」という。）を受けていたことに着目して，厚生労働省（以

下「厚労省」という。）内に「相模原市の障害者支援施設における事件の検証

及び再発防止策検討チーム」（以下「検討チーム」という。）が立ち上げられ

た。 

検討チームは，２０１６年９月１４日に「中間とりまとめ」を公表し，同

年１２月８日には，措置入院者について本計画を作成する旨提案した「報告

書～再発防止策の提言～」を公表した。なお，先に厚労省内に設置されてい

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」では，措置入院

については，２０１７年に入ってから検討チーム提言を前提とした議論しか

なされていない。 

以上を受けて，安倍首相は第１９３回国会における施政方針演説において

本事件の「再発防止対策」として精神保健福祉法の改正を挙げ，２０１７年

２月２８日，政府は法律案を閣議決定し，国会に提出した。国会では，塩崎

厚生労働大臣（以下「塩崎大臣」という。）が本事件を踏まえて法律案を提出

したと述べて審議が始まったが，審議中，本事件との関係の部分は提案理由

から削除され，参議院において附則のみ修正の上可決され，衆議院に送付さ

れた。 

(2) 措置入院者のみに対する差別的な取扱い 

当連合会は，「相模原市の障害者支援施設における事件の検証及び再発防止

策検討チームの中間とりまとめに関する会長声明」（２０１６年１１月１４日）

及び「精神保健福祉法改正に関する会長声明」（２０１７年４月１２日）にお

いて，本事件と措置入院制度の課題を結び付けることは精神障がい者に対す

る差別や偏見を助長しかねないとの懸念を表明し，本計画が保安処分的な使

われ方をされないよう求めてきた。 
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しかし，参議院審議において，協議会には警察も参加するとされ，警察が

個別の患者の情報に接する可能性は否定できず，本計画終了後に警察が協議

会を通じて得た情報を廃棄することは確約されなかった。他方，措置入院者

についてのみ本計画を必要とする説得的な理由は一切示されていない。さら

に，措置入院者の約７割が措置解除後に医療保護入院又は任意入院をしてい

るが，これらの者について，一旦措置入院を経たことのみを理由として，本

計画が作成されることの合理性はない1。 

このような経過に鑑みると，措置入院者についてのみ退院後支援を必要と

する合理的理由がない反面，警察が関与することで本計画が保安処分的に運

用されるおそれがあり，法律案によって精神障がい者に対する差別・偏見が

助長されることになり，障がいを理由とする差別を禁止する障害者権利条約

の理念と真っ向から対立するものと言わざるを得ない。 

２ 本人の意思の反映が保障されない本計画 

(1) 条文上の患者「本人」の位置付け 

本計画の対象となる措置入院患者本人は，条文上，本計画の「交付」を受

ける立場としてしか明記されておらず，事前に本計画の内容について，意見

を述べることも，内容を確認する機会も，事後に不服申立てや本計画変更を

求める機会も全て保障されていないものであった。また，本計画作成の際に

協議を経ることとなっている協議会の構成員としても明記されていなかった。 

(2) 本人の意思の反映が保障されないことの法規範上の意味 

通常，医療や福祉サービスに関する計画は本人の意思に基づいて作成され，

計画の内容が本人に無断で第三者に通知されることはない23。これに対し，

法律案によれば，本人が拒否しても本計画の作成は都道府県等に義務付けら

れているばかりか（第４７条の２第１項），本人が転居した場合，転居先の都

道府県等に本計画内容等を通知するものとされていた（同条第６項）。  

                                            
1厚労省が２０１６年に行った調査結果によると，措置解除後の転帰については，医療保護入院で入

院継続となる者は４９．９％，任意入院で入院継続となる者は２０％，通院医療となる者は１９．

２％，転医その他が１０．９％であった（２０１７年４月２５日参議院厚生労働委員会堀江厚労省

社会・援護局障害保健福祉部長（以下「堀江部長」という。）答弁）。 
2医療法第６条の４，障害者総合支援法第２０条第１項 
3２０１７年４月２５日参議院厚生労働委員会において堀江部長等は本計画を強制しないと答弁し

ている。もっとも，塩崎大臣は，「必要に応じて計画内容を見直すなどの本人の御意向を踏まえた計

画となるように対応することが当然まず必要でございます。こうした対応を行ってもまだ計画に基

づく支援に御本人から理解を得られないという場合，そのことを今お尋ねかと思いますが，保健所

等の職員が，御本人や御家族からの相談に応じたり，患者の状況等に応じて見守りを行う旨を計画

に記載をすることが考えられるというふうに思っております。」とも答弁している（２０１７年４月

２５日参議院厚生労働委員会答弁）。 

(7)



4 
 

しかし，障害者権利条約は，障がい者に関わることを当事者抜きで決めな

いという理念4に基づいて成立したものであり，この理念からも，本計画作成

には，当然に本人がその内容の確定に関与すべきこととなる。同条約は，第

５条において平等原則を定め，第１９条は「他の者と平等の選択の機会をも

って地域社会で生活する平等の権利」を認めており，また第２５条(d)は，「保

健に従事する者に対し，特に，研修を通じて及び公私の保健に関する倫理基

準を広く知らせることによって障害者の人権，尊厳，自律及びニーズに関す

る意識を高めることにより，他の者と同一の質の医療（例えば，事情を知ら

された上での自由な同意を基礎とした医療）を障害者に提供するよう要請す

ること。」としている。これらも，本人が自由に選択して医療・福祉サービ

ス等を受けて地域社会で生活することを前提にしている。 

したがって，本人抜きで本計画が作成されることは，同条約に反する。 

さらに，前記取扱いは，精神科以外の他の疾患の患者や措置入院者以外の

他の障がい者と比べて合理的理由のない差別として憲法第１４条に反するお

それすらある。 

(3) 以上述べたとおり，本計画に本人の意思が反映されることが法律上保障さ

れていない法律案の制度は，障害者権利条約及び憲法第１４条の理念に反し

許されない。 

３ 協議会に関する問題点 

(1) 協議会の仕組みについての不明確さ 

    法律案の条文上，協議会は二つの事項を協議する単一の組織としてしか記

載されておらず，その構成員も協議の対象となる二つの事項に関する情報に

接することが予定されている（第５１条の１１の２）5。協議会の事務に従事

した者には守秘義務と罰則が設けられているが，協議会の協議の対象となっ

ている情報を他の協議会の構成員に伝えても問題はないとされる6。 

  しかし，国会で明らかになった協議会の仕組みはこれと異なる。すなわち，

参議院審議において，協議会には「代表者会議」と「個別ケース検討会議」

（以下「個別会議」という。）の二つの異なる会議体が予定され，代表者会議

では個別のケースは取り扱わない旨の答弁がなされた。また，警察は代表者

                                            
4 「Nothing about us, Without us」というスローガンに基づく。これは，そもそも制度設計自体に

当事者が参加することを意味するものであり，法律案はこの点でも不十分と言える。 
5 第５１条の１１の２第２項。なお，同条第３項によれば，個別会議の構成員は，代表者会議の中

から選出される。 
6 むしろ，第５１条の１１の２第６項及び第７項によれば，協議会の中で情報共有した上で意見交

換することも予定されている。 
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会議の参加者として予定されており，個別会議に参加する場合があることも

確認されている7。このように，協議会の仕組みは法律案の文言と国会答弁と

で食い違っており，その内容は法文上不明確である。 

(2) 守秘義務の範囲の不明確さ 

① 前記のとおり，条文上の協議会の仕組み（一つの組織とそれを前提とし

た守秘義務の範囲）と国会で示された協議会の仕組み（二つの会議体と相

互の情報共有の否定）が異なることから，以下の矛盾点・疑問点が生じて

おり，協議会参加者の守秘義務の範囲は不明確である。 

ア 政府は，代表者会議の参加者が個別ケースの個人情報に触れることは

ないと答弁し8，あたかも代表者会議と個別会議では，それぞれの会議体

の中で守秘義務が課されているかのような答弁をしている9。しかし，そ

もそも法律案第５１条の１１の２第６項及び第７項では，協議会内での

情報提供と意見交換は予定されており，しかも，同条第８項によれば，

代表者会議の参加者が個別会議で協議された事項に関する情報に接し

ても同条項違反にならないように解される余地があるため，代表者会議

の構成員が個別会議の得た個人情報に接する可能性は否定できない10。 

イ 個別会議には，「その者の保護のために警察の協力を求められた場合」

に警察が参加することが想定されているところ11，仮に万全の体制で保

護しようとするのであれば，個別会議に参加した一警察官だけでなく，

所轄警察署など組織として一定の範囲で情報を共有して保護に当たる

必要が生ずる場合が考えられるが，このような協議会参加者の所属組織

                                            
7 ２０１７年４月１１日参議院厚生労働委員会堀江部長答弁は「自殺のおそれが認められるとか，

繰り返し応急の救護を要する状態と認められるといったような場合で，保護を行ったり地域生活の

継続を支える観点から警察の協力が必要になる場合」としている。 
8 ２０１７年４月２５日参議院厚生労働委員会橋本厚生労働副大臣（以下「橋本副大臣」という。）

答弁「個人が特定されるような情報を含まない形でそこはケース検討会議から代表者会議に上げる

ということを想定をしております。」 
9 例えば，２０１７年４月１１日参議院厚生労働委員会塩崎大臣答弁は「今回導入をする退院後の

医療等の支援の仕組みは，（中略）監視をするためのものでは決してないということ，（中略）そし

て協議会のうち警察が参加をする代表者会議，ここでは精神障害者に対する支援体制についての協

議をするのみでありまして，患者の個人情報は扱わないということなどを今後作成をいたします退

院後支援のガイドラインなどでお示しをする予定でございます。」としている。 
10 ２０１７年４月２５日参議院厚生労働委員会小田部警察庁長官官房審議官（以下「小田部審議官」

という。）答弁「警察がこれらの協議（代表者会議）に参画することにより，より適切な関係機関間

の情報共有や措置入院の運用につながるものと承知しております。」 
なお，堀江部長は，法律案第５１条の１１の２第６項に関して，「監視，防犯の目的というような

ことで警察の方が入手することはできない形になってございます。」（２０１７年５月１６日参議院

厚生労働委員会答弁）と述べているが，条文上はそのような限定はなされていない。 
11 ２０１７年４月１１日参議院厚生労働委員会小田部審議官答弁 
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内の情報共有が法律案で想定されている守秘義務に反しないとすると，

協議会には他の複数の団体の参加も予定されていることから，かなりの

広範囲における情報共有が許されることになる。 

② このように，協議会の仕組みや構成員が不明確であることから，構成員

の守秘義務の範囲も不明確となっており，患者の犯歴や措置入院歴という

「要配慮個人情報」（個人情報の保護に関する法律（以下「個人情報保護法」

という。）第２条第３項）が，不必要に共有化され，守秘義務が有名無実と

なるおそれが大きい。また，協議会の構成員に警察が加わり，様々な情報

を得ることで，本計画を保安処分的に運用する懸念がある。 

二つの会議体がそれぞれ必要なのであれば，法律の条文上もそれぞれの

会議ごとに役割や構成員を明確にした上で，それぞれの構成員の守秘義務

の範囲も明確化すべきである。 

(3) 役割の不明な警察の協議会への参加は患者本人の医療福祉関係者への不信

感にもつながり，かえって精神障がい者の保健・福祉にとってマイナスであ

ること 

   ① 代表者会議における警察の役割 

     参議院審議において，警察が協議会に参加することが確認されたが，こ

の場合における警察の役割を明確にしなければ，既に行われている障がい

者虐待事例における地域の関係者カンファレンス12と大差ないとしてこれ

を是認する見方も生じ得る。 

しかし，法律案における代表者会議で想定されていた協議内容は，「確固

たる信念を持って犯罪を企画する者」への対応や「薬物使用が認められた

場合」などのように，精神障がい者が犯罪を行う側であるという前提に立

っており，虐待の被害者などとは逆の立場であることに注意すべきである。

塩崎大臣も，警察の役割について「犯罪防止」と答弁している13。 

また，代表者会議については，医療と警察の役割分担との説明もなされ

                                            
12 障害者虐待防止法では，障がい者を虐待から守るため，警察署長に対する援助要請が法律上認め

られているので，警察との連携も想定されていると言える。 
13 ２０１７年４月１１日参議院厚生労働委員会塩崎大臣答弁「この精神科医療の役割というのは，

精神障害者に対する治療あるいは健康の維持増進を図るのが目的でございます。犯罪の発生防止は

警察の役割であって，一方で，精神科医療の現場においては，措置診察の時点で他害のおそれが精

神障害によるものか判断が難しい事例が存在するわけでございまして，こうした事例について，精

神障害者支援地域協議会のうち代表者会議において，治療や健康の維持増進を図る医療と犯罪防止

を担う警察との役割分担も協議をすることによって，医療関係者が精神障害者の治療等に集中して

対応することが可能となるわけでございます。」 

(10)
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ているが14，それは一度整理されれば十分であり，継続して協議する必要は

ない。法律案は，「行政・警察・医療連絡会議を年１回開催して，精神科救

急医療体制の現状と課題の検討，精神保健福祉法２３条通報に関する検討

等を行っていて，関係機関による顔の見える関係をつくって連携を強化し

ている」15という兵庫県の方式を手本としていたが，精神科救急医療体制に

ついては行政と医療機関において協議し，２３条通報に関しては全国で統

一した基準が検討されるべきであり，地域ごとに警察と医療機関が協議し

て検討すべきことではない。本人が警察の参加を拒否した場合の警察にお

ける情報の廃棄も確約されておらず16，結局は，警察と医療者との「顔の見

える関係」を作ることによって，非公式な個人情報の共有につながるとの

懸念を払拭できない1718。 

したがって，定期的に警察と医療関係者が協議することが予定されてい

る法律案に対しては，医療者から警察に対し患者に関する情報が流れ，監

視されるという不安を払拭するのは困難であり，信頼感が得られないまま

制度が強行されれば，患者の医療や福祉関係者に対する不信をも招きかね

ない。 

   ② 個別会議における警察の役割 

個別会議に関しては，本人保護を理由に警察が協議会に参加すると説明

                                            
14 ２０１７年４月１１日参議院厚生労働委員会塩崎大臣答弁 
15 ２０１７年４月２５日参議院厚生労働委員会堀江部長答弁 
16 ２０１７年５月１６日参議院厚生労働委員会堀江部長答弁「（以前は拒否していなかったが，後

日，本人が警察の参加を拒否した場合）の個人情報の具体的な取扱いにつきまして，警察庁と協議

してまいりたいと考えてございます。」 
17 ２０１７年４月１１日参議院厚生労働委員会橋本副大臣答弁「代表者会議というのは，（中略）

きちんと顔合わせつくっておこうねという日頃からの取組というものだと御理解をいただければよ

いかと思います。」 
18「代表者会議が取り決めます具体的な方針に沿いまして，協議会とは別の場で，こういったグレ

ーゾーン事例に関する情報提供等を受けた場合には個別具体の事案に応じて必要な対応を行う」と

する２０１７年４月２５日参議院厚生労働委員会小田部審議官答弁からすると，協議会を利用しつ

つ別の方法でグレーゾーン事例に関する個別の情報提供も予定されている。 
 また，小田部審議官は，直前に次の発言もしており，警察による情報共有が主たる目的であるこ

とは明らかである。「当該検証チームにおきましては，医療や保健の現場において，医療と警察のい

ずれかが対応すべきか判断が困難な事案があること，それに関連した認識や情報を共有することが

重要であり，地域で定期的に協議する場を設置することが必要であること，また，警察官通報から

措置入院につながった割合について地域ごとにばらつきがあることなどが課題として指摘されたも

のと承知しております。こうした課題に対応するため，本法案におきましては，精神障害者支援地

域協議会を新たに保健所設置自治体に設置することとされ，代表者会議において関係機関間の情報

共有方法や措置入院の適切な運用の在り方等，地域の精神障害者の支援体制に関し，自治体，警察，

精神科医療関係者等の関係者で協議を行うこととされていると承知しております。警察がこれらの

協議に参画することにより，より適切な関係機関間の情報共有や措置入院の運用につながるものと

承知しております。」 
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されているが19，現在警察による退院後に関する精神障がい者に対する支援

は何もない20。そもそも，保護を要する状態が疾病に由来するものであれば，

警察官職務執行法に基づく警察による保護（応急的な対応であって治療で

はない21）よりも，救急医療の充実こそ優先させるべきであり，個別会議に

警察が関与する意義は認められない。 

③ 役割の不明確な警察が協議会に参加することによる治療への影響 

以上のとおり，警察が協議会に参加することによって精神障がい者の支

援に資するという説明が説得的になされているとは言い難く，むしろ，犯

罪予防・再犯防止のための監視であるとの疑念は払拭されない。そのため，

精神障がいのある当事者団体や学会も警察の介入を非難する声を上げて

いる22。特に，薬物依存症患者は，薬物の使用や所持自体が犯罪に問われ

るおそれもあることから，治療を受けたくても，相談をきっかけに訴追さ

れるおそれがあると思うと安心して受診できず，医療・福祉関係者と接触

することすら避けることになりかねない23。 

前記のとおり守秘義務の範囲が不明確な中で精神障がい者の望まない

警察の協議会への参加を認めることは，本人に様々な疑念・不安を抱かせ

るきっかけとなり，医療・福祉関係者への不信感にもつながり，安心して

医療を受けることができず，ひいては病状悪化にさえつながりかねない問

題となる。 

(4) 代表者会議の意義 

① グレーゾーン事例について 

  政府説明によれば，代表者会議では，「措置入院の適切な運用の在り方」

として，「グレーゾーン事例」への対応について協議するとされており，具

体的には，「確固たる信念を持って犯罪を企画する者への対応」や「入院後

に薬物使用が認められた場合の連絡体制」が挙げられている。 

                                            
19 堀江部長は，「本人が参加を拒否した場合には参加させない」（２０１７年５月１６日参議院厚生

労働委員会答弁）と述べているが，条文上はそのような規定はなく，本人が拒否しても警察が参加

できる作りになっている。 
20 ２０１７年４月１３日小田部審議官答弁「退院後についてはないと承知しております。」 
なお，現行制度で警察の関わりがないことに何が問題があるか，との問いに対しては小田部審議官

は答えられず。 
21 警察庁丙防発第７号（１９６０年３月１８日）「保護取扱要綱について」（警察庁ホームページ掲

載）https://www.npa.go.jp/pdc/notification/seian/seiki/seianki19600318.pdf 
22 ２０１７年４月１３日参議院厚生労働委員会桐原参考人（全国「精神病」者集団運営委員）答弁

及び日本臨床心理学会「精神保健福祉法『改正』案に対する学会声明（２０１７年３月３０日）」 
23 特定非営利活動法人ダルク女性ハウス「精神保健福祉法改正案に対する声明（２０１７年４月８

日）」 
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ア グレーゾーン事例は現行の措置入院制度と矛盾すること 

このグレーゾーン事例の定義に関して，塩崎大臣は，「措置診察の時点

で他害のおそれが精神障害によるものか判断が難しい事例」と答弁した

が24，これによれば，措置診察の時点で他害のおそれが精神障がいによ

るものか判断が難しいため，結果として精神障がいによらない場合も措

置入院になってしまう場合があり得るかのように解される。しかし，法

律の解釈・適用上はそのような場面はあってはならないのであって，精

神保健指定医が他害のおそれが精神障がいによるものと明確に判断し

た場合しか措置入院は許されない。したがって，前記塩崎大臣の答弁に

おける事例を協議の対象とすること自体，現行の措置入院制度と矛盾す

るものである。 

現行の措置入院については，都道府県によって，警察官通報件数，措

置入院者数，人口当たりの措置入院患者数等において顕著な地域差が見

られ25，地域あるいは医師によって精神障がいによるか否かの判断にば

らつきがある可能性が否定できない。これは措置要件の判断基準の明確

化と指定医に対する研修の強化等による質の均一化によってしか解消

できない事柄であり，各地域で協議して決める性質の事柄ではない。 

イ 「確固たる信念を持って犯罪を企画する者への対応」について 

橋本副大臣は「グレーゾーン事例の対応としては，例えば（中略）精

神障害による他害のおそれでないため措置解除の必要があるが，入院中

のその者の言動から措置解除後に他害行為に及ぶ可能性が高いと考え

られる場合に，警察に対応を相談するなどといったことが考えられま

す。」と答弁し26，「確固たる信念を持って犯罪を企画する者への対応」

は代表者会議の協議内容として想定されている。 

しかし，これは，本来は患者本人の地域での生活のために策定される

べき本計画を，保安処分的に転用することに他ならない。精神障がいに

よらずに不穏な言動をする者に対し，どう対応すべきかについては，措

置入院患者に特有の問題ではなく，刑事政策の観点から全国で統一して

別途検討すべき課題であって，都道府県ごとの協議会による協議で扱う

べき問題ではない。 

    ウ 「入院後に薬物使用が認められた場合の連絡体制」について 

                                            
24 ２０１７年４月１１日参議院厚生労働委員会塩崎大臣答弁 
25 精神保健福祉資料，衛生行政報告例等 
26 ２０１７年５月１６日参議院厚生労働委員会橋本副大臣答弁 
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これも具体例として挙げられているが，地域ごとに薬物使用に関する

対応にばらつきがあるのは問題であり，全国で統一した対応がなされる

べきである。 

エ 以上述べたとおり，グレーゾーン事例に関して協議会で検討するのは

不適切であり，具体例として挙げられている課題も，措置入院の運用や

その後の退院後の支援の問題ではない。このような課題を協議会で取り

扱うことは，むしろ措置入院制度を保安処分に転用させるものであり，

また，措置入院患者に対する差別・偏見を助長させるものと言わざるを

得ない。 

② 構成員の増大のおそれ 

他方，法律案第５１条の１１の２第３項によれば，個別会議の構成員は

代表者会議の構成員の中から構成されるところ，国会審議によれば，個別

会議には「本人・家族」や「支援ＮＰＯ団体，障害福祉サービス事業者等」

が広く参加することが想定されている。このため，代表者会議の構成員は，

措置入院者が増えるに従って，無限に増えていくことになりかねず，適切

な体制作りに関する協議がなされるとは考え難い。 

③ 以上のとおり，代表者会議については，３(2)及び(3)で指摘した他に，

前記①の問題点もあり，他の課題を協議するとしても，前記②の問題があ

る以上，法律案のままではこれらの問題点をしのぐメリットを見いだせな

い。地域ごとの関係者会議が必要であれば，条文上個別会議と明確に切り

離された形で，協議にふさわしい者のみによって構成される会議体を別途

設けるべきである。 

(5) 以上述べたとおり，協議会については，個別の精神障がい者の支援という

観点からは，構成員の守秘義務に問題があり，かえって医療不信を生じさせ

かねず，他方，精神障がい者全体に関する体制についての協議という観点か

らも協議会に意義は見いだせず，むしろ措置入院の運用に関する地域差が拡

大されるおそれがあり，いずれの観点からも，精神障がい者の福祉の増進と

いう法の目的に資するとは言えない。 

４ 措置入院者の自己情報コントロール権に対する侵害のおそれ 

  (1) 法律案において想定される具体的な個人情報の取扱い 

① 参議院審議の中で本計画が強制されることはない旨の説明はなされたが，

本人が拒否した場合であっても本計画は作成される。そして，本計画作成

の際に協議を経ることとされている協議会の参加者を，本人は選ぶことが

できず，例えば本人が拒否をしていても警察等が参加することも法律案上

(14)
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は可能であるため，本人の望まない者が本人の要配慮個人情報を取得する

ことも可能になる。 

本人が本計画作成を拒否している場合について，「本人が望むに至った

場合（中略）に速やかに適切な支援の提供が開始できる」ためと答弁され

ているが27，本人が支援に対し拒否的な場合と積極的な場合とでは，精神

症状の影響も無視し得ず，支援の内容は異なるはずである。過去に作られ

た本計画にいかほどの効果があるのか疑問であり，本人が望んだときに，

その時点の本人の状況を踏まえて作られてこそ，適切な本計画は作られる

と言うべきである。 

② 法律案上は本計画の有効期限が定められていないため，無期限に本計画

が存在する可能性があり，これにより転居先都道府県への通知も無期限に

なされるおそれがある28。 

③ また，参議院審議によれば，本計画が終了しても，これに伴う個人情報

の廃棄は保障されていない29。 

④ 本来，措置入院者に関する事項は要配慮個人情報（個人情報保護法第２

条第３項，同法施行令第２条第１号）に当たり，その取扱いについては特

に慎重になされなければならない。しかし，以上のとおり，協議会による

要配慮個人情報の取得・提供は，自己情報コントロール権を制限するだけ

の正当な目的があるとは言えず，また同協議会の目的達成のために必要最

小限度の取得・利用・保管となっていないことから，本人の自己情報コン

トロール権に対する侵害である。 

(2) 精神医療審査会が入院不要と判断した場合であっても協議会構成員に個人

情報が取得され，第三者に対し通知され得ること 

法律案では，「措置入院者の権利擁護の強化」と称して，措置入院届につい

                                            
27 ２０１７年５月９日参議院厚生労働委員会堀江部長答弁等 
28 参議院審議では，２０１７年４月２５日参議院厚生労働委員会において，堀江部長から「計画の

期間でございますが，措置入院者が地域生活に円滑に移行できるようにするための期間といたしま

して，現時点では半年以内程度を基本とすることを考えてございます。患者の病状や生活環境の変

化によっては例外的に支援期間を延長することも考えられますが，その場合でも延長は原則一回ま

でとし，一年以内には地域生活への移行を図ることができるように努めていただくことを考えてご

ざいます。」との答弁がなされているが，法律案は，「原則半年，延長は半年まで」などという定め

方にはなっていない（心神喪失者等医療観察法における通院期間の定め方参照）。 
29 ２０１７年４月２５日参議院厚生労働委員会において，堀江部長は「退院後支援計画は保健所設

置自治体が作成し，支援期間終了後はその自治体において保管することとなります。その保管期間

は各自治体ごとの文書管理の規則などにより設定されまして，設定された期間を過ぎれば適切に廃

棄されると考えてございます。」と答弁し，廃棄の有無すら自治体の裁量に委ねられている。警察が

取得した情報についても，２０１７年４月１３日参議院厚生労働委員会において，堀江部長から「警

察において適切に判断されるもの」との答弁がなされ，抹消は保障されていない。 
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ても精神医療審査会の審査を受けることとされた30。 

しかし，審査の結果，入院が必要でないと認めた者について知事がなし得

るのは「退院させ」ることであり（精神保健福祉法第３８条の３第４項），遡

って措置入院歴を抹消することまで条文上保障されていない。すなわち，法

律案に従った条文をそのまま解釈すると，措置入院届を精神医療審査会が審

査し，その結果措置入院が不適切であると判断しても，単に早期に退院が認

められるだけである。したがって，この場合も本計画は作成され，これに伴

い，患者の個人情報を協議会構成員は取得し，転居先自治体にも通知される

ことになりかねず，自己情報コントロール権を侵害するおそれがある。 

５ 小括 

   以上述べたとおり，法律案には，重大な問題点が多数あるから，当連合会は

政府が法律案を再び国会に提出することがないように求めるものである。 

第３ 結語 

 退院後，精神障がい者が地域で暮らすに当たって，必要な支援がなされるべき

ことはそのとおりであり，医療福祉関係者の連携があることは望ましい。しかし，

これは措置入院に限った問題ではなく，また，これらはあくまでも障がい者本人

のためのものであるから，その意思が最も重視されなければならない。日本は２

０１４年に障害者権利条約を批准したが，同条約は，制度設計に当たり当事者の

参加を求めており，この点からも当事者不在のまま制度を設計することがあって

はならず，当事者が希望する支援の在り方を，当事者の声を聞いて十分検討する

必要がある。 

先述のとおり，提案理由から本事件の再発防止が外されたことで，措置入院制

度についてのみ，拙速に改正する立法事実は失われている。 

今後は，措置入院患者のみならず，全ての精神障がい者の置かれた状況を直視

し，障害者権利条約を踏まえつつ，真の精神医療と福祉の改革という視点に立っ

て，当事者の声を尊重しながら，精神障がい者が地域で暮らすために真に必要な

支援を受けられる制度を検討すべきである。 

当連合会としては，このような精神障がいのある当事者の声を十分反映させた

新たな支援制度の創設を求めるとともに，これに協力していく所存である。 

 

                                            
30 ２０１７年４月１１日参議院厚生労働委員会塩崎大臣答弁 
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2018年(平成 30年)01月 22日  

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の再提出に反対する会長声明 

日本司法書士会連合会 

会長 今 川 嘉 典 

  

 ２０１６年（平成２８年）７月、相模原市の障害者支援施設において殺傷事件が発生したことを受けて、

厚生労働省内に「相模原市の障害者支援施設における事件の検証及び再発防止策検討チーム」が設置された。

同検討チームは、同事件の被告人が事件発生前に措置入院をしていたことを踏まえ、同年１２月の「報告書

～再発防止策の提言」において、措置入院者に対して退院後支援計画を作成すること等を提案した。これを

受けて、２０１７年（平成２９年）２月、第１９３回国会に「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」（以下「本改正案」という。）が提出されたが、同年９月２８日、衆議院の解散にとも

ない、廃案となった。 

 当連合会は、全ての障害者のあらゆる人権及び基本的自由の完全かつ平等な享有を促進し、保護し、及び

確保すること並びに障害者の固有の尊厳の尊重を促進する立場から障害者の支援に積極的に関与していく所

存であり、その立場からも、次の理由により、上記同趣旨の本改正案を再度国会への提出には強く反対する。 

  

１．退院後支援計画は、本人の意思によらずとも作成できることとされており、障害者自身の自己決定権を

侵害し、障害者の自律と自立を阻害するおそれがあるものである。 

  

２．退院後支援計画は、警察の参加が予定されている「精神障害者支援地域協議会」の協議により作成され

ることとされているが、精神障害者の支援に警察の関与は必要なく、かえって、精神障害者は罪を犯す可

能性の高い者であるとの誤解や偏見を生じさせる。 

  

３．精神障害の中には、パーソナリティー障害のように、ものの捉え方や考え方の偏りから問題が生じるも

のがあり、支援計画に警察が関与することは思想の取締りになりかねない。そもそも、精神保健福祉法は

精神障害者の福祉の増進を図ることを目的とするものであり、治安対策を目的とするものではないことに

立ち返るべきである。 

  

４．本改正案は、精神障害者に関する情報を本人の承諾なく警察等協議会構成員に提供することを可能とし

ており、精神障害者のプライバシー権を侵害している。精神障害を理由に不当にプライバシー権の侵害を

許すものであり、我が国が２０１４年に批准した障害者の権利に関する条約第２２条に違反する。 

  

５．本改正案の提案者は、当初、相模原市の障害者支援施設における事件と同様の事件の再発防止のために

提出する旨の趣旨説明を行っていた。また、厚生労働省ホームページ上に掲載された改正趣旨説明文にお

いても、同様の説明がされていた。しかし、２０１７年（平成２９年）４月の参議院における審議中に、

障害者関係団体等から治安目的の法改正になるとの批判を受け、厚生労働省は、被告人が措置入院となっ

ていた事実と上記事件との因果関係については明らかでないと認め、改正趣旨を撤回し、厚生労働省ホー

ムページに掲載されていた改正趣旨説明文を国会会期中であるにもかかわらず全文削除するという異例の

事態に至った。以上の事実から、本改正案には立法事実が存しないことが明らかである。 

  

６．そもそも、障害者の権利に関する条約第１４条は、障害者の意思に反した強制医療・強制入院を禁止し

ていることから、措置入院制度そのものの廃止を行うべきであり、退院後においてまで、本人の意思に反

して「支援」することは許されない。 

  

７．医療も支援も、本人の意思に基づかずに提供されるべきものではない。政府及び国会は、“Nothing About 

Us Without Us”(私たちのことを、私たち抜きに決めないで)という障害者の権利に関する条約の理念に立

ち返り、あらためて、障害者当事者の意見の聴取、障害者団体等との協議等を経て、障害がある人もない

人も隔てなく共生する社会の構築を目指し、精神障害者に対して提供されるべき必要な支援を再検討すべ

きである。 
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報告２ 重度かつ慢性・身体拘束について 

杏林大学教授 長谷川利夫 
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******************************************************************************************** 

     会報第１号 

https://www.norestraint.org/             平成 29 年 10 月１９日 
 

平成 29 年７月１９日に、記者会見を開いてから３カ月がたちました。 

この間に様々な当事者、家族の方からご連絡をいただきました。そして働きかけをしてきました。 

皆さまと共有するためにご報告します。 
 

身体拘束後の死亡事例 ８例に！ 

これまでに会として把握している事例が８例となりました。記者会見でお伝えしたケリー・サベジさん（２８歳男

性）と、千葉さん（４０歳男性）のほか、６人の方が、精神科病院で身体拘束されたあとに亡くなっています。５０歳

女性（東京・双極性障害）、４０歳男性（統合失調症）は、去年の死亡例。いずれも肺塞栓症で亡くなったという診

断が出ています。今年６月に亡くなった５０歳の女性、去年暮れに亡くなった２４歳の男性、詳細の把握はこれか

らですが、いずれも精神科病院で拘束されたあと亡くなったということです。さらに、訴訟中の事例が２例あること

がわかりました。いずれも平成 25 年に亡くなられた事例で、関西・関東で１例ずつです。 

これほどの方が亡くなっていて、何も対策がとられていません。医療界、国は早急に対応すべきです。 

また、医療関係者などからの、現場でのひどい身体拘束の実態の話も多く寄せられています。 
 

＜会の動き＞ 

○ ８月９日 厚労省に、身体拘束の問題について申し入れをしました。（長谷川代表、佐々木信夫弁護士、全

国精神保健福祉会連合会（みんなねっと）、全国精障害者地域生活支援協議会（あみ）、全国精神病者集団、

が同行）。 

 ９月２６日には、再度、厚労省にケリー・サベジさんのお兄さんも一緒に、当該病院に対して指導するよう申

し入れをしました。（今回は日本精神保健福祉士協会も同行）。会として、身体拘束の期間を２４時間に限定

すること、などいくつかの要望事項を伝えました。 

○ ９月２２日 息子が医療観察法病棟で 3 ヶ月身体拘束を受け続けているというお母様からの相談を受け、同

院を訪問、主治医と面談、ご本人ともお会いしてきました。厳しい交渉を経て、今は身体拘束が解除され、退

院を目指して動いています。 

○ １０月１３日 ケリーさんが身体拘束されていた精神科病院を指導監督する立場にある神奈川県がん疾病対

策課に申し入れをしました。当該病院への実地指導だけでなく他の病院に対しても、抜き打ちの立ち入り検査、

結果の公表を要請しました。 

現在、厚生労働科学研究として、「精神科病床における隔離・拘束に関する大規模調査」が行われていま

す。しかしそもそもこの調査内容は一切公開されていません。９月に入って、日本精神科病院協会が「同調査

に協力しない」という文書を全会員病院に通知するという動きもあったようです。見えない所でいったい何が

起こっているのでしょうか？その過程も含めて国は情報を公開し、調査が歪められることがないようにしなけ

ればならないと思います。 

（様々な情報、相談をお待ちしています。長谷川までご連絡ください。一緒に考えましょう！） 

携帯電話：090-4616-5521  E-mail：hasegawat@ks.kyorin-u.ac.jp 
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******************************************************************************************** 
（様々な情報、相談をお待ちしています。長谷川までご連絡ください。一緒に考えましょう！） 

携帯電話：090-4616-5521  E-mail：hasegawat@ks.kyorin-u.ac.jp 

******************************************************************************************** 

     会報第２号 

https://www.norestraint.org/   平成 30年 1月 19日

 

今年は、日本の精神医学の祖である呉秀三（くれしゅうぞう）が、精神疾患のある人たちの私宅監置の現

状を調査し、“この国に生まれたるの不幸”と述べたときからちょうど１００年にあたります。大阪の寝屋川の

長女監禁死亡事件の報道にふれて、家族による隔離の状態がまだ続いていることに戦慄をおぼえました。

身体拘束も含め、精神疾患の人たちがおかれている状況が今も変わらず、人権という視点がないことに憤

りを感じます。これまで精神医療の課題については、大熊一夫氏の「ルポ・精神病棟」（１９７３）をはじめとし

て、繰り返し指摘されてきました。今、この時に、変革をしないと後世に大きな禍根を残します。当事者、医

療者、ほか皆さまと一緒に精神科医療をよりよい方向にすすめなければ、と年頭にあたり決意しました。 

 

メディアで取り上げられました 

・朝日新聞  １１月１９日から４回シリーズで、日曜版に特集として「身体拘束」がとりあげられました。 

全文、ネットで読めます。現状、体験者のアンケート、なくすための取り組みなど、詳細な報告です。

（第３回には、代表の長谷川のインタビューが載っています。「身体拘束の過程の録画・公表」する可

視化のシステムの構築を訴えました） 

・ＮＨＫハートネットＴＶ １２月１２日放送「ある青年の死」  

精神科病院で職員から暴行を受けたあと亡くなった青年の死をめぐる経緯のなかで、身体拘束につ

いて伝えていました。 

・ＮＨＫクローズアップ現代＋ １月１１日放送「認知症でしばられる⁉ ～急増・病院での身体拘束～」 

現状、医療現場の苦悩、身体拘束後に亡くなった女性の話、どうすれば減らせるか、認知症を地域で

支える取り組みなど、盛りだくさんの内容となっています。 

   

＜会の動き＞   （会報第 1号発行後） 

○ １０月２８日 地域精神保健福祉機構（ＣＯＭＨＢＯ）が主催した「身体拘束は必要ですか？」 というテ

ーマの こんぼ亭第４４回月例会に長谷川が参加しました。ＣＯＭＨＢＯが行った身体拘束に関するアン

ケートが公表されています。詳細は次のサイトで。 https://www.comhbo.net/?page_id=15538 

〇 １１月１３日 厚労省記者クラブで記者会見を開きました。厚生労働科学研究「精神病床における隔離・

拘束に関する大規模調査」に疑問があったからです。まず実態を把握して、それから精神科医療をよりよ

いものにするために抜本的な改革の方向などを議論すべきだと考えます。現状追認というようなことはあ

ってはなりません。（これに関しては、少し良い方向に動き出したと認識しています） 

〇 会によせられた死亡事例について、一件ずつ詳細を確認する作業を始めています。いずれご報告でき

ることもあるかと思います。 
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1

治安に動員される医療福祉

全国「精神病」者集団会員

山本眞理

社会防衛治安にひた走る地域支援

• かつての中山宏太郎の発言「精神医療が保
安処分として機能していることを率直に認め
るべき」すでに精神保健福祉法は保安処分だ
から警察が関与してもいまさら変わらない？

• 社会保障の全面切り捨ての中で、唯一報酬
増加が得られるのは「治安対策」総動員体制
の始まり

• 心神喪失者等医療観察法施行12年すっかり
「定着」？

法制審議会－少年法・刑事法（少年
年齢・犯罪者処遇関係）部会

• 議論されていること、制度化されそう

• 起訴猶予に条件をつける 就労やら禁酒ある
いは施設収容

• 飲酒したら、福祉施設等から逃げ出したら検
察が起訴するという制度

• 少年若年者のみならず今後広がるか

• いわゆる触法障害者高齢者に取り組んでき
た施設は前のめりとのこと

治安の道具としての成年後見人制度

• 一人の人間の市民的権利を一切否定できる制
度（手紙も受け取れない、携帯インターネットア
パート解約、施設収容、通信面会権剥奪完全に
社会から孤絶させる）

• 行政が公的責任を放棄し成年後見人に丸投げ、
しかも費用は自己負担

• なんと「医療費確保のため」という後見人利用ま
で まさに利益相反

• 先の参議院の精神保健福祉法案修正案にこっ
そりと忍び込まされた後見人制度活用

治安の道具としての成年後見人制度

• 首長申し立ての増加

• 専門職後見人と市民後見人

• 医療保護入院については行政が責任を持た
ないですむ後見人制度活用の方向に行って
いるのでは
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病棟転換型グループホーム推進の再燃と「重度対応型グループホーム」 

古賀典夫 

 

 昨年９月１７日の社会保障審議会・障害者部会（第８６回）において、伊豫雅臣（千葉大学大学院医

学研究院精神医学教授）委員が病院敷地内グループホームの推進発言を行いました。 

 他方、厚生労働省は、やはり昨年９月から「重度対応型グループホーム」という制度を打ち出してい

ます。 

 伊豫委員の発言は、こうした背景があってのことではないか、と思われます。したがって、一過性の

ものではなく、このような方向が本格的に進められる可能性があると考えなければならないと思います。 

 こうした問題意識で、資料をまとめてみました。 

 

★社会保障審議会・障害者部会第８６回（２０１７年９月２０日）の議事録から 

 

○伊豫委員 伊豫でございます。強く推進していただきたいということで、3 点お願いしたいと思いま

す。まず、資料 3の 3ページ目の 3の(1)の生活の場の確保に関してです。精神科病床のグループホー

ム化、敷地内グループホームですが、これをもっと推進できるようにしていただきたいと思っており

ます。一部の都道府県では、条例で通っていなくて、実際に行おうと思ってもできないことがありま

す。 

推進していただきたい理由は、やはり長期入院している患者さんの中の、特に開放病棟に入院して

いる患者さん方は、グルーフホームでも十分できるのではないかと思われます。医療と生活の支援と

考えると、ほとんどが生活の支援と考えてよいかと思います。したがって、そのようなことをお願い

したい。特に、そのような方々は、退院していくことに対して不安を強くお持ちの方が多いので、敷

地内であれば、まずは不安を下げることができるであろうと思います。そこで一定期間、地域生活の

スキルをトレーニングしていただくということがやりやすいだろうと思います。 

次に、受入先の地域においても、精神科病院に長期入院していた方が退院して来るというのではな

くて、きちんとそういった施設でトレーニングを受けて地域に来るということで、受け入れもしやす

いのではないかと思います。ピアの方々の訪問に関しても、医療機関に入っていくよりも、グループ

ホームのほうが入っていきやすいだろうと思います。 

それから、もともと精神科病院は遠隔地が多かったと思いますが、最近では周囲が住宅地になって

いる精神科病院もかなり多いので、実はグループホームで退院して出ていくと、より地域に行ってし

まう、田舎のほうに行ってしまうということもあるかと思いますので、そういうことも踏まえて、敷

地内グループホームをもっと推進していただきたいということです。・・・・」 

 

○内山障害福祉課長 ・・・伊豫委員から御指摘があった精神の方のグループホームですが、これは、

これまでも私どもとしても押し進めているところですので、少し地方自治体の実情なども聞かせてい

ただいた上で、どのようなことができるか考えていきたいと思っております。・・・・ 
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★2017年9月6日、障害福祉サービス等報酬改定検討チーム（第８回）の資料３より 
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★2018年2月5日、「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容」より 
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