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精神医療審査会連絡協議会精神医療審査会連絡協議会精神医療審査会連絡協議会精神医療審査会連絡協議会

五稜会病院五稜会病院五稜会病院五稜会病院 中島公博中島公博中島公博中島公博
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はじめにはじめにはじめにはじめに

� 臨床現場臨床現場臨床現場臨床現場でででで問題問題問題問題になっていることになっていることになっていることになっていること

� 「「「「家族等家族等家族等家族等」」」」のののの問題問題問題問題

�措置入院措置入院措置入院措置入院についてについてについてについて

�退院退院退院退院をさせたくてもをさせたくてもをさせたくてもをさせたくても出来出来出来出来ないないないない

� 精神医療審査会委員精神医療審査会委員精神医療審査会委員精神医療審査会委員としてのとしてのとしてのとしての経験経験経験経験

�退院請求退院請求退院請求退院請求がががが増増増増えるえるえるえる？？？？

�審査上審査上審査上審査上のののの負担負担負担負担

� 精神医療審査会精神医療審査会精神医療審査会精神医療審査会へのへのへのへの期待期待期待期待

�何何何何ができるのかができるのかができるのかができるのか
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五稜会病院における医療保護入院者内訳

年年年年 度度度度 平成平成平成平成24242424年度年度年度年度 平成平成平成平成25252525年度年度年度年度 総計総計総計総計

入院総数入院総数入院総数入院総数 592 599 1291
医療保護入院者医療保護入院者医療保護入院者医療保護入院者 195 223 418

（（（（入院者入院者入院者入院者のののの割合割合割合割合）））） (32.9%) (37.2%) (32.4%)

・・・・法第法第法第法第33333333条第条第条第条第1111項項項項 138 148 286

・・・・法第法第法第法第33333333条第条第条第条第2222項項項項 57 75 132

保護者選任実施保護者選任実施保護者選任実施保護者選任実施 101 125 226

（（（（医保入院者医保入院者医保入院者医保入院者のののの割合割合割合割合）））） (51.8%) (56.1%) (54.1%)

� 入院者入院者入院者入院者のののの3333割強割強割強割強がががが医保入院医保入院医保入院医保入院、、、、そのうちそのうちそのうちそのうち半数半数半数半数はははは選任済選任済選任済選任済みみみみ

� 「「「「家族等家族等家族等家族等」」」」がががが公的公的公的公的なななな裁判所裁判所裁判所裁判所とのとのとのとの関関関関わりをわりをわりをわりを持持持持っているっているっているっている。。。。
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事例事例事例事例１１１１ 20202020代女性代女性代女性代女性、、、、統合失調感情障害統合失調感情障害統合失調感情障害統合失調感情障害

【【【【現病歴現病歴現病歴現病歴】】】】

XXXX----2222年年年年8888月月月月、「、「、「、「神神神神のおのおのおのお告告告告げがあったげがあったげがあったげがあった」」」」とととと支離滅裂支離滅裂支離滅裂支離滅裂、、、、

素足素足素足素足でででで踊踊踊踊るるるる。。。。幻覚妄想状態幻覚妄想状態幻覚妄想状態幻覚妄想状態でででで、、、、AAAA病院病院病院病院へへへへ措置入院措置入院措置入院措置入院。。。。

XXXX年年年年2222月月月月、、、、SSSS市市市市にににに転居転居転居転居、、、、 10101010月月月月、、、、同棲相手同棲相手同棲相手同棲相手からのからのからのからのDVDVDVDV。。。。HHHH病院通院病院通院病院通院病院通院。。。。

12121212月月月月、、、、DVDVDVDVにてにてにてにて女性援助女性援助女性援助女性援助センターセンターセンターセンターにににに一時保護一時保護一時保護一時保護。。。。生活保護生活保護生活保護生活保護。。。。

精神症状悪化精神症状悪化精神症状悪化精神症状悪化、、、、SSSS病院病院病院病院にににに医療保護入院医療保護入院医療保護入院医療保護入院（（（（保護者保護者保護者保護者はははは母母母母）。）。）。）。

12121212月月月月、、、、今後今後今後今後のののの環境調整目的環境調整目的環境調整目的環境調整目的でででで当院当院当院当院にににに紹介紹介紹介紹介されされされされ初診初診初診初診。。。。

X+2X+2X+2X+2年年年年9999月月月月、、、、空空空空をををを指差指差指差指差してしてしてして数数数数えたりえたりえたりえたり、、、、靴靴靴靴ややややバッグバッグバッグバッグをををを道路道路道路道路へへへへ置置置置くなどくなどくなどくなど

のののの奇異行動奇異行動奇異行動奇異行動。。。。精神運動興奮精神運動興奮精神運動興奮精神運動興奮となりとなりとなりとなり警察官警察官警察官警察官にににに咬傷咬傷咬傷咬傷をををを負負負負わせたわせたわせたわせた。。。。

そのそのそのその後後後後、、、、警察官警察官警察官警察官5555名名名名とととと保護課担当者保護課担当者保護課担当者保護課担当者にににに連連連連れられてれられてれられてれられて当院受診当院受診当院受診当院受診。。。。

支離滅裂支離滅裂支離滅裂支離滅裂でででで精神運動興奮激精神運動興奮激精神運動興奮激精神運動興奮激しかったしかったしかったしかった。。。。

【【【【問題点問題点問題点問題点】】】】

� 保護者保護者保護者保護者とのとのとのとの連絡連絡連絡連絡がつかないがつかないがつかないがつかない。。。。妹妹妹妹にはにはにはには電話連絡電話連絡電話連絡電話連絡がついたがついたがついたがついた。。。。

� 措置入院措置入院措置入院措置入院かかかか、、、、応急入院応急入院応急入院応急入院？、？、？、？、保護者保護者保護者保護者がいるのでがいるのでがいるのでがいるので市長同意市長同意市長同意市長同意ははははダメダメダメダメ
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事例事例事例事例２２２２ 50505050代女性代女性代女性代女性、、、、うつうつうつうつ病性障害病性障害病性障害病性障害

【【【【現病歴現病歴現病歴現病歴】】】】

XXXX----1111年年年年3333月月月月、、、、職場職場職場職場でのでのでのでのストレスストレスストレスストレス、、、、過量服薬過量服薬過量服薬過量服薬、、、、練炭自殺練炭自殺練炭自殺練炭自殺、、、、SSSS医大医大医大医大にににに

救急搬送救急搬送救急搬送救急搬送されたされたされたされた。。。。翌日退院翌日退院翌日退院翌日退院、、、、ﾒﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸﾒﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸﾒﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸﾒﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸをををを受診受診受診受診。。。。そのそのそのその後通院後通院後通院後通院。。。。

XXXX年年年年10101010月月月月、、、、気分気分気分気分のののの落落落落ちちちち込込込込みみみみ、「、「、「、「楽楽楽楽になりたいになりたいになりたいになりたい、、、、辛辛辛辛いいいい」」」」とととと家族家族家族家族にににに話話話話すすすす。。。。

11111111月月月月、、、、仕事仕事仕事仕事でででで「「「「ダメダメダメダメだだだだ」」」」とととと言言言言われわれわれわれ続続続続けけけけ叱責叱責叱責叱責されたされたされたされた。。。。

帰宅後帰宅後帰宅後帰宅後、、、、過量服薬過量服薬過量服薬過量服薬しししし（（（（200200200200錠錠錠錠）、）、）、）、BBBB市立病院市立病院市立病院市立病院にににに搬送搬送搬送搬送されたされたされたされた。。。。

同日帰宅同日帰宅同日帰宅同日帰宅しししし、、、、翌日翌日翌日翌日ｸﾘﾆｯｸｸﾘﾆｯｸｸﾘﾆｯｸｸﾘﾆｯｸをををを受診受診受診受診しししし、、、、当院当院当院当院をををを紹介受診紹介受診紹介受診紹介受診したしたしたした。。。。

（（（（同伴者同伴者同伴者同伴者：：：：同居同居同居同居のののの長女長女長女長女とととと妹妹妹妹、、、、夫夫夫夫はははは本州本州本州本州にににに単身赴任単身赴任単身赴任単身赴任））））

希死念慮希死念慮希死念慮希死念慮、、、、衝動性衝動性衝動性衝動性がががが高高高高くくくく、、、、医療保護入院医療保護入院医療保護入院医療保護入院（（（（保護者保護者保護者保護者はははは夫夫夫夫）。）。）。）。

【【【【問題点問題点問題点問題点】】】】

� 保護者保護者保護者保護者とのとのとのとの連絡連絡連絡連絡がつかないがつかないがつかないがつかない。。。。住居不定住居不定住居不定住居不定でででで書類書類書類書類のやりとりをのやりとりをのやりとりをのやりとりを模索模索模索模索

� そのそのそのその後後後後、、、、夫夫夫夫とはとはとはとは2222年前年前年前年前にににに離婚離婚離婚離婚していることがしていることがしていることがしていることが判明判明判明判明したしたしたした。。。。

離婚離婚離婚離婚していることをしていることをしていることをしていることを申告申告申告申告するのがするのがするのがするのが恥恥恥恥ずかしかったずかしかったずかしかったずかしかった？？？？

� 再度再度再度再度、、、、妹妹妹妹のののの同意同意同意同意でででで第第第第33333333条第条第条第条第2222項手続項手続項手続項手続きをきをきをきを行行行行ったったったった。。。。
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事例事例事例事例３３３３ 20202020代女性代女性代女性代女性、、、、うつうつうつうつ病性障害病性障害病性障害病性障害

【【【【現病歴現病歴現病歴現病歴】】】】

XXXX----4444年年年年、、、、切迫早産切迫早産切迫早産切迫早産でででで産婦人科産婦人科産婦人科産婦人科にににに入院入院入院入院、、、、姑姑姑姑とのとのとのとの不仲不仲不仲不仲からからからから、、、、

抑抑抑抑うつうつうつうつ状態状態状態状態となりとなりとなりとなり、、、、当院初診当院初診当院初診当院初診。。。。

XXXX年年年年4444月月月月、、、、夫夫夫夫がががが新新新新しいしいしいしい職場職場職場職場にににに馴染馴染馴染馴染めずめずめずめず、、、、患者本人患者本人患者本人患者本人ももももストレスストレスストレスストレス。。。。

5555月月月月、、、、抑抑抑抑うつうつうつうつ気分気分気分気分、、、、意欲低下意欲低下意欲低下意欲低下、、、、睡眠障害睡眠障害睡眠障害睡眠障害がががが続続続続きききき、、、、当院受診当院受診当院受診当院受診。。。。

11111111月月月月、「、「、「、「狙狙狙狙われているわれているわれているわれている」、「」、「」、「」、「監視監視監視監視されているされているされているされている」、」、」、」、

「「「「悪口悪口悪口悪口がががが聞聞聞聞こえるこえるこえるこえる」」」」とととと訴訴訴訴ええええ、、、、実家実家実家実家でででで暴暴暴暴れれれれ、、、、

母親母親母親母親、、、、夫夫夫夫、、、、警察官警察官警察官警察官3333名名名名とともにとともにとともにとともに来院来院来院来院。。。。

11111111月月月月～～～～XXXX年年年年1111月月月月までまでまでまで医療保護入院医療保護入院医療保護入院医療保護入院。。。。そのそのそのその後後後後、、、、通院治療通院治療通院治療通院治療。。。。

X+1X+1X+1X+1年年年年10101010月月月月、、、、離婚話離婚話離婚話離婚話、、、、育児育児育児育児のののの問題問題問題問題、、、、抑抑抑抑うつうつうつうつ気分気分気分気分、、、、情動不穏情動不穏情動不穏情動不穏。。。。

11111111月月月月YYYY日日日日、、、、急性期病棟急性期病棟急性期病棟急性期病棟にににに医療保護入院医療保護入院医療保護入院医療保護入院となったとなったとなったとなった。。。。

【【【【問題点問題点問題点問題点】】】】

� 夫夫夫夫はははは離婚離婚離婚離婚をををを希望希望希望希望しているしているしているしている。。。。夫夫夫夫はははは保護者保護者保護者保護者になるのをになるのをになるのをになるのを拒否拒否拒否拒否

� 市長同意依頼市長同意依頼市長同意依頼市長同意依頼。。。。SSSS市障害福祉課市障害福祉課市障害福祉課市障害福祉課にににに連絡連絡連絡連絡

� 離婚調停離婚調停離婚調停離婚調停にはなっていないにはなっていないにはなっていないにはなっていない。。。。 ⇒⇒⇒⇒ 夫夫夫夫をををを何何何何とかとかとかとか説得説得説得説得してしてしてして医保入院医保入院医保入院医保入院
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事例事例事例事例４４４４ 20202020代男性代男性代男性代男性、、、、覚醒剤後遺症覚醒剤後遺症覚醒剤後遺症覚醒剤後遺症

【【【【現病歴現病歴現病歴現病歴】】】】

XXXX----5555年年年年2222月月月月、、、、覚醒剤覚醒剤覚醒剤覚醒剤でででで逮捕逮捕逮捕逮捕。。。。執行猶予執行猶予執行猶予執行猶予3333年間年間年間年間。。。。

XXXX----4444年年年年3333月月月月、、、、覚醒剤乱用覚醒剤乱用覚醒剤乱用覚醒剤乱用、、、、家宅侵入家宅侵入家宅侵入家宅侵入でででで逮捕逮捕逮捕逮捕。。。。少年刑務所入所少年刑務所入所少年刑務所入所少年刑務所入所。。。。

XXXX----1111年年年年6666月月月月、、、、出所出所出所出所、、、、自宅自宅自宅自宅にににに戻戻戻戻るるるる。。。。独語独語独語独語をををを認認認認めめめめ、、、、父父父父とととと頻繁頻繁頻繁頻繁にににに口論口論口論口論。。。。

X  X  X  X  年年年年3333月月月月、、、、支離滅裂支離滅裂支離滅裂支離滅裂、、、、精神運動興奮精神運動興奮精神運動興奮精神運動興奮。。。。

X  X  X  X  年年年年4444月月月月、、、、母母母母をををを蹴蹴蹴蹴るるるる。。。。父父父父がががが警察警察警察警察にににに通報通報通報通報。。。。当院緊急措置入院当院緊急措置入院当院緊急措置入院当院緊急措置入院。。。。

X  X  X  X  年年年年7777月月月月、、、、mmmm----ECTECTECTECT実施実施実施実施、、、、措置解除措置解除措置解除措置解除、、、、医保入院医保入院医保入院医保入院（（（（父父父父がががが保護者保護者保護者保護者））））

X  X  X  X  年年年年9999月月月月、、、、外泊時外泊時外泊時外泊時にににに母親母親母親母親へのへのへのへの暴力暴力暴力暴力、、、、母母母母がががが自殺自殺自殺自殺。。。。

X+1X+1X+1X+1年年年年8888月月月月、、、、精神医療審査会精神医療審査会精神医療審査会精神医療審査会にににに退院請求退院請求退院請求退院請求。。。。

【【【【問題点問題点問題点問題点】】】】

� 病状病状病状病状もももも安定安定安定安定しししし、、、、病院病院病院病院としてはとしてはとしてはとしては、、、、ｸｸｸｸﾞ゙゙゙ﾙｰﾌﾙｰﾌﾙｰﾌﾙｰﾌﾟ゚゚゚ﾎｰﾑﾎｰﾑﾎｰﾑﾎｰﾑへのへのへのへの退院退院退院退院をををを検討検討検討検討。。。。

� 母母母母のののの自殺後自殺後自殺後自殺後、、、、保護者保護者保護者保護者のののの父父父父はははは、、、、患者患者患者患者・・・・病院病院病院病院とのとのとのとの連絡連絡連絡連絡をををを一切取一切取一切取一切取らないらないらないらない。。。。

病院側病院側病院側病院側からからからから手紙手紙手紙手紙もももも返答返答返答返答なしなしなしなし。。。。唯一唯一唯一唯一のののの兄兄兄兄もももも拒否拒否拒否拒否。。。。

� 保護者保護者保護者保護者をををを解任解任解任解任しししし、、、、市長同意市長同意市長同意市長同意にににに変更出来変更出来変更出来変更出来ないかないかないかないか。。。。

� 精神医療審査会精神医療審査会精神医療審査会精神医療審査会にににに家族家族家族家族へのへのへのへの働働働働きかけをきかけをきかけをきかけを依頼依頼依頼依頼するするするする。。。。

LOGOLOGOLOGOLOGO

非同意入院非同意入院非同意入院非同意入院のののの「「「「家族等家族等家族等家族等」」」」のののの問題点問題点問題点問題点

�医療保護入院時医療保護入院時医療保護入院時医療保護入院時におけるにおけるにおけるにおける「「「「家族等家族等家族等家族等」」」」のののの問題問題問題問題

� 「「「「家族等家族等家族等家族等」」」」のののの順位順位順位順位がががが決決決決まっていないまっていないまっていないまっていない

� 「「「「家族等家族等家族等家族等」」」」のののの入院入院入院入院のののの意見意見意見意見がががが一致一致一致一致しないしないしないしない場合場合場合場合のののの対応対応対応対応

� 「「「「家族等家族等家族等家族等」」」」のののの入院者入院者入院者入院者とのとのとのとの家族関係家族関係家族関係家族関係のののの確認確認確認確認

� 「「「「家族等家族等家族等家族等」」」」のののの特段特段特段特段のののの事情事情事情事情のののの解釈解釈解釈解釈

�関係関係関係関係のののの悪悪悪悪いいいい配偶者配偶者配偶者配偶者、、、、虐待虐待虐待虐待がががが疑疑疑疑われるわれるわれるわれる未成年者未成年者未成年者未成年者

� 想定想定想定想定されうるされうるされうるされうる事態事態事態事態

�入院同意入院同意入院同意入院同意したしたしたした「「「「家族等家族等家族等家族等」」」」がががが翌日翌日翌日翌日にはにはにはには入院入院入院入院をををを反対反対反対反対したしたしたした

� 「「「「家族等家族等家族等家族等」」」」のののの全員全員全員全員のののの意見意見意見意見をををを確認確認確認確認するするするする必要必要必要必要があるのかがあるのかがあるのかがあるのか

� 「「「「家族等家族等家族等家族等」」」」がががが入院反対入院反対入院反対入院反対かかかか、、、、連絡連絡連絡連絡がががが取取取取れないれないれないれない場合場合場合場合、、、、

応急入院応急入院応急入院応急入院になるのかになるのかになるのかになるのか市町村長同意市町村長同意市町村長同意市町村長同意になるのかになるのかになるのかになるのか

�措置入院者措置入院者措置入院者措置入院者のののの引取引取引取引取りのりのりのりの義務者義務者義務者義務者はははは誰誰誰誰になるのかになるのかになるのかになるのか

LOGOLOGOLOGOLOGO
精神医療審査会精神医療審査会精神医療審査会精神医療審査会

精神医療審査会委員精神医療審査会委員精神医療審査会委員精神医療審査会委員

としてのとしてのとしてのとしての経験経験経験経験

LOGOLOGOLOGOLOGO

精神医療審査会精神医療審査会精神医療審査会精神医療審査会 委員委員委員委員としてのとしてのとしてのとしての経験経験経験経験

� 北海道精神医療審査会北海道精神医療審査会北海道精神医療審査会北海道精神医療審査会（（（（3333部会部会部会部会））））

�人口人口人口人口（（（（札幌市除札幌市除札幌市除札幌市除くくくく）：）：）：）：547547547547万人万人万人万人（（（（350350350350万人万人万人万人））））

�平成平成平成平成14141414年年年年～～～～22222222年年年年3333月月月月までまでまでまで

�退院請求退院請求退院請求退院請求：：：：14141414件件件件 うちうちうちうち弁護士代理人弁護士代理人弁護士代理人弁護士代理人：：：：００００件件件件

� 札幌市精神医療審査会札幌市精神医療審査会札幌市精神医療審査会札幌市精神医療審査会（（（（3333部会部会部会部会））））

�人口人口人口人口：：：：190190190190万人万人万人万人

�平成平成平成平成24242424年年年年～～～～現在現在現在現在

�退院請求退院請求退院請求退院請求：：：：５５５５件件件件 うちうちうちうち弁護士代理人弁護士代理人弁護士代理人弁護士代理人：：：：３３３３件件件件

�弁護士代理人弁護士代理人弁護士代理人弁護士代理人のうちのうちのうちのうち１１１１件件件件はははは書面書面書面書面のみのみのみのみ

�２２２２件件件件はははは意見聴取実施意見聴取実施意見聴取実施意見聴取実施

LOGOLOGOLOGOLOGO

演者演者演者演者のののの北海道精神医療審査会北海道精神医療審査会北海道精神医療審査会北海道精神医療審査会でのでのでのでの退院請求事例退院請求事例退院請求事例退院請求事例

� 退院請求退院請求退院請求退院請求がががが認認認認められためられためられためられたｹｰｽｹｰｽｹｰｽｹｰｽはないはないはないはない

� 代理人弁護士代理人弁護士代理人弁護士代理人弁護士によるによるによるによる退院請求退院請求退院請求退院請求はなしはなしはなしはなし

No 年代年代年代年代 性別性別性別性別 病名病名病名病名 所在地所在地所在地所在地 入院形態入院形態入院形態入院形態 請求区分請求区分請求区分請求区分

1 50代 男 統合失調症 小樽 医療保護 退院請求

2 60代 女 統合失調症 根室 医療保護 退院請求

3 60代 男 双極性感情障害 余市 医療保護 退院請求

4 40代 男 覚醒剤精神病 遠軽 医療保護 退院請求

5 20代 男 ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨ障害 千歳 医療保護 退院請求

6 30代 男 統合失調症 札幌 措置 退院請求

7 30代 男 統合失調症 函館 医療保護 退院請求

8 30代 女 統合失調症 苫小牧 医療保護 退院請求

9 40代 男 躁病 釧路 医療保護 退院請求

10 50代 男 双極性感情障害 小樽 医療保護 退院請求

11 40代 男 統合失調症 函館 医療保護 退院請求

12 60代 男 統合失調症 函館 医療保護 退院請求

13 40代 男 統合失調症 千歳 医療保護 退院請求

14 50代 女 統合失調症 小樽 医療保護 退院請求

LOGOLOGOLOGOLOGO

北海道北海道北海道北海道はははは広広広広いいいい

遠遠遠遠

軽軽軽軽

札幌札幌札幌札幌⇒⇒⇒⇒遠軽遠軽遠軽遠軽

JRJRJRJR 3333時間時間時間時間40404040分分分分

札幌札幌札幌札幌⇒⇒⇒⇒遠軽遠軽遠軽遠軽

JRJRJRJR 3333時間時間時間時間40404040分分分分

札幌札幌札幌札幌⇒⇒⇒⇒函館函館函館函館

飛行機飛行機飛行機飛行機 1111時間時間時間時間

JRJRJRJR 3333時間時間時間時間

札幌札幌札幌札幌⇒⇒⇒⇒函館函館函館函館

飛行機飛行機飛行機飛行機 1111時間時間時間時間

JRJRJRJR 3333時間時間時間時間

札幌札幌札幌札幌⇒⇒⇒⇒釧路釧路釧路釧路

JRJRJRJR 4444時間時間時間時間10101010分分分分

札幌札幌札幌札幌⇒⇒⇒⇒釧路釧路釧路釧路

JRJRJRJR 4444時間時間時間時間10101010分分分分

札幌札幌札幌札幌⇒⇒⇒⇒根室根室根室根室

飛行機飛行機飛行機飛行機 1111時間時間時間時間

＋＋＋＋ﾊﾊﾊﾊﾞ゙゙゙ｽｽｽｽ 2222時間時間時間時間

JRJRJRJR 7777時間時間時間時間

札幌札幌札幌札幌⇒⇒⇒⇒根室根室根室根室

飛行機飛行機飛行機飛行機 1111時間時間時間時間

＋＋＋＋ﾊﾊﾊﾊﾞ゙゙゙ｽｽｽｽ 2222時間時間時間時間

JRJRJRJR 7777時間時間時間時間

札幌札幌札幌札幌----根室間根室間根室間根室間 429km429km429km429km

札幌札幌札幌札幌----釧路間釧路間釧路間釧路間 305km305km305km305km

札幌札幌札幌札幌----函館間函館間函館間函館間 246km246km246km246km

東京東京東京東京----名古屋名古屋名古屋名古屋 366km366km366km366km



LOGOLOGOLOGOLOGO

演者演者演者演者のののの札幌市精神医療審査会札幌市精神医療審査会札幌市精神医療審査会札幌市精神医療審査会でのでのでのでの退院請求事例退院請求事例退院請求事例退院請求事例

� 退院請求退院請求退院請求退院請求がががが認認認認められためられためられためられたｹｰｽｹｰｽｹｰｽｹｰｽはないはないはないはない。。。。

� 弁護士弁護士弁護士弁護士がががが代理人代理人代理人代理人をををを務務務務めたのがめたのがめたのがめたのが3/53/53/53/5件件件件

No 年代年代年代年代 性別性別性別性別 病名病名病名病名 入院形態入院形態入院形態入院形態 請求区分請求区分請求区分請求区分 代理人代理人代理人代理人

15 60代 男 器質性人格障害 医療保護 退院請求 弁護士、書面のみ

16 40代 女 統合失調症 医療保護 退院請求

17 30代 男 統合失調症 医療保護 退院請求

18 60代 男 統合失調症 医療保護 退院請求 弁護士、意見聴取

19 40代 女 統合失調症 医療保護 退院請求 弁護士、意見聴取

LOGOLOGOLOGOLOGO

退院請求退院請求退院請求退院請求がががが増増増増えるえるえるえる？？？？

（（（（退院等退院等退院等退院等のののの請求請求請求請求））））

�第三十八条第三十八条第三十八条第三十八条のののの四四四四 精神科病院精神科病院精神科病院精神科病院にににに入院中入院中入院中入院中のののの者又者又者又者又はそのはそのはそのはその

家族等家族等家族等家族等 （（（（そのそのそのその家族等家族等家族等家族等がないがないがないがない場合又場合又場合又場合又はそのはそのはそのはその家族等家族等家族等家族等のののの全全全全

員員員員がそのがそのがそのがその意思意思意思意思をををを表示表示表示表示することができないすることができないすることができないすることができない場合場合場合場合にあってはにあってはにあってはにあっては、、、、

そのそのそのその者者者者のののの居住地居住地居住地居住地をををを管轄管轄管轄管轄するするするする市町村長市町村長市町村長市町村長））））はははは、、、、厚生労働省厚生労働省厚生労働省厚生労働省

令令令令でででで定定定定めるところによりめるところによりめるところによりめるところにより、、、、都道府県知事都道府県知事都道府県知事都道府県知事にににに対対対対しししし、、、、当該入当該入当該入当該入

院中院中院中院中のののの者者者者をををを退院退院退院退院させさせさせさせ、、、、又又又又はははは精神科病院精神科病院精神科病院精神科病院のののの管理者管理者管理者管理者にににに対対対対しししし

、、、、そのそのそのその者者者者をををを退院退院退院退院させることをさせることをさせることをさせることを命命命命じじじじ、、、、若若若若しくはそのしくはそのしくはそのしくはその者者者者のののの処遇処遇処遇処遇のののの

改善改善改善改善のためにのためにのためにのために必要必要必要必要なななな措置措置措置措置をををを採採採採ることをることをることをることを命命命命じることをじることをじることをじることを求求求求めるめるめるめる

ことができることができることができることができる。。。。

� 患者本人患者本人患者本人患者本人

� そのそのそのその保護者保護者保護者保護者

� 本人本人本人本人

� 「「「「家族等家族等家族等家族等」」」」

2222人人人人2222人人人人

複数複数複数複数複数複数複数複数

代理人依頼代理人依頼代理人依頼代理人依頼

がががが増増増増えるえるえるえる？？？？

代理人依頼代理人依頼代理人依頼代理人依頼

がががが増増増増えるえるえるえる？？？？

LOGOLOGOLOGOLOGO

事例事例事例事例５５５５ 代理人代理人代理人代理人によるによるによるによる退院請求退院請求退院請求退院請求

� 60606060歳代男性歳代男性歳代男性歳代男性 残遺型統合失調症残遺型統合失調症残遺型統合失調症残遺型統合失調症

� 現病歴現病歴現病歴現病歴

� XXXX年年年年（（（（小学小学小学小学5555年時年時年時年時）、）、）、）、マッチマッチマッチマッチをををを持持持持ちだしてちだしてちだしてちだして火火火火をつけるをつけるをつけるをつける、、、、近所近所近所近所のののの

家家家家のののの窓窓窓窓ガラスガラスガラスガラスをををを壊壊壊壊すすすす、、、、テレビテレビテレビテレビ・・・・ライターライターライターライターをををを盗盗盗盗んでんでんでんで草原草原草原草原にににに隠隠隠隠すなすなすなすな

どのどのどのどの行動行動行動行動がみられがみられがみられがみられ、Ｎ、Ｎ、Ｎ、Ｎ病院病院病院病院をををを受診受診受診受診、、、、精神分裂病精神分裂病精神分裂病精神分裂病とととと診断診断診断診断。。。。そそそそ

のののの後後後後、、、、数回入退院数回入退院数回入退院数回入退院。。。。17171717歳歳歳歳でででで中学校中学校中学校中学校をををを卒業後卒業後卒業後卒業後、、、、住込住込住込住込みでみでみでみで運運運運

送会社勤務送会社勤務送会社勤務送会社勤務。。。。運転手運転手運転手運転手としてとしてとしてとして職場職場職場職場をををを転転転転々々々々としたとしたとしたとした。。。。

� XXXX＋＋＋＋2222年年年年、、、、X+3X+3X+3X+3年年年年、、、、X+13X+13X+13X+13年年年年、、、、X+23X+23X+23X+23年年年年、、、、措置入院歴措置入院歴措置入院歴措置入院歴2222回回回回

� X+25X+25X+25X+25年年年年～～～～X+50X+50X+50X+50年年年年、、、、長期入院長期入院長期入院長期入院。。。。身体合併症身体合併症身体合併症身体合併症でででで内科転院内科転院内科転院内科転院

� X+50X+50X+50X+50年年年年11111111月月月月～～～～ GGGG病院任意入院病院任意入院病院任意入院病院任意入院、、、、

� X+51X+51X+51X+51年年年年2222月月月月、、、、兄兄兄兄をををを保護者保護者保護者保護者としてとしてとしてとして医保入院医保入院医保入院医保入院

� 代理人退院請求代理人退院請求代理人退院請求代理人退院請求 姉姉姉姉もももも退院退院退院退院をををを強強強強くくくく希望希望希望希望

LOGOLOGOLOGOLOGO

事例事例事例事例５５５５－－－－２２２２ 請求者請求者請求者請求者のののの状態状態状態状態

� 統合失調症統合失調症統合失調症統合失調症のののの残遺状態残遺状態残遺状態残遺状態でででで、、、、多発性多発性多発性多発性のののの肝細胞癌肝細胞癌肝細胞癌肝細胞癌をををを合併合併合併合併、、、、

ｲﾝｽﾘﾝｲﾝｽﾘﾝｲﾝｽﾘﾝｲﾝｽﾘﾝ注射注射注射注射をををを要要要要するするするする糖尿病糖尿病糖尿病糖尿病にににに罹患罹患罹患罹患しているしているしているしている。。。。

� 水分過剰摂取水分過剰摂取水分過剰摂取水分過剰摂取によるによるによるによる水中毒水中毒水中毒水中毒のののの危険危険危険危険がありがありがありがあり、、、、尿量尿量尿量尿量をををを測定測定測定測定しししし

水分制限水分制限水分制限水分制限をしているをしているをしているをしている。。。。

� 外出外出外出外出してもしてもしてもしてもﾋﾋﾋﾋﾞ゙゙゙ｰﾙｰﾙｰﾙｰﾙをををを飲飲飲飲んでくることもありんでくることもありんでくることもありんでくることもあり、、、、単独外出不可単独外出不可単独外出不可単独外出不可。。。。

� 白内障白内障白内障白内障のののの術後経過術後経過術後経過術後経過のためののためののためののための病院受診病院受診病院受診病院受診にはにはにはには兄兄兄兄がががが付付付付きききき添添添添うううう。。。。

� 末期癌末期癌末期癌末期癌やややや緻密緻密緻密緻密ななななコントロールコントロールコントロールコントロールがががが必要必要必要必要なななな糖尿病糖尿病糖尿病糖尿病をををを罹患罹患罹患罹患。。。。

� 姉姉姉姉はははは未治療未治療未治療未治療のののの統合失調症統合失調症統合失調症統合失調症のののの可能性可能性可能性可能性がありがありがありがあり、、、、援助援助援助援助などなどなどなど期期期期

待出来待出来待出来待出来ないないないない。。。。

� 今回今回今回今回、、、、主治医主治医主治医主治医にににに退院退院退院退院のののの希望希望希望希望もなくもなくもなくもなく退院請求退院請求退院請求退院請求をををを申請申請申請申請。。。。
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事例事例事例事例５５５５－－－－３３３３ 代理人意見代理人意見代理人意見代理人意見

� 医療保護入院医療保護入院医療保護入院医療保護入院のののの要件要件要件要件たるたるたるたる「「「「医療及医療及医療及医療及びびびび保護保護保護保護」」」」のののの必要性必要性必要性必要性のののの判断判断判断判断

にあたってはにあたってはにあたってはにあたっては、、、、精神症状精神症状精神症状精神症状についてのについてのについてのについての治療治療治療治療のののの必要性必要性必要性必要性をこそをこそをこそをこそ考慮考慮考慮考慮すすすす

べきでべきでべきでべきで、、、、身体的疾患身体的疾患身体的疾患身体的疾患のののの治療治療治療治療のののの必要性必要性必要性必要性はははは考慮考慮考慮考慮すべきではないすべきではないすべきではないすべきではない。。。。

� 統合失調症統合失調症統合失調症統合失調症のののの症状症状症状症状はははは寛解寛解寛解寛解しておりしておりしておりしており、、、、他者他者他者他者によりによりによりにより適切適切適切適切なななな通院通院通院通院、、、、

投薬及投薬及投薬及投薬及びびびび食事管理食事管理食事管理食事管理のののの援助援助援助援助がががが受受受受けられるのであればけられるのであればけられるのであればけられるのであれば、、、、退院退院退院退院はははは

十分可能十分可能十分可能十分可能なななな状態状態状態状態であるであるであるである。。。。現状現状現状現状においてにおいてにおいてにおいて、、、、入院先病院入院先病院入院先病院入院先病院がなすべがなすべがなすべがなすべ

きはこうしたきはこうしたきはこうしたきはこうした援助援助援助援助がががが可能可能可能可能なななな施設施設施設施設をををを探探探探すことすことすことすことでありでありでありであり、、、、いたずらにいたずらにいたずらにいたずらに強強強強

制入院制入院制入院制入院をををを継続継続継続継続させさせさせさせ、、、、本人本人本人本人のののの人権人権人権人権をををを奪奪奪奪いいいい続続続続けることではないけることではないけることではないけることではない。。。。

� 申立人申立人申立人申立人にはにはにはには末期末期末期末期のののの肝臓癌肝臓癌肝臓癌肝臓癌がありがありがありがあり、、、、予後予後予後予後はははは短短短短いとのいとのいとのいとの診断診断診断診断をををを受受受受

けているけているけているけている。。。。しかししかししかししかし、、、、だからこそだからこそだからこそだからこそ、、、、申立人申立人申立人申立人にはにはにはには、、、、最期最期最期最期のののの生活生活生活生活をどこでをどこでをどこでをどこで

送送送送るかをるかをるかをるかを選択選択選択選択するするするする自己決定権自己決定権自己決定権自己決定権があるがあるがあるがあるとととと考考考考えるべきであるえるべきであるえるべきであるえるべきである。。。。
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事例事例事例事例５５５５－－－－４４４４ 問題点問題点問題点問題点・・・・検討課題検討課題検討課題検討課題

� 重篤重篤重篤重篤なななな身体合併症身体合併症身体合併症身体合併症をををを有有有有するするするする。。。。

�身体管理身体管理身体管理身体管理はどうするのかはどうするのかはどうするのかはどうするのか。。。。

� 受入受入受入受入れれれれ先先先先はははは

�誰誰誰誰がががが病院病院病院病院、、、、施設施設施設施設をををを探探探探すのかすのかすのかすのか。。。。

�姉姉姉姉はははは統合失調症統合失調症統合失調症統合失調症のののの可能性可能性可能性可能性がありがありがありがあり、、、、援助援助援助援助はははは期待出来期待出来期待出来期待出来

ないないないない。。。。

� 長期入院長期入院長期入院長期入院のののの統合失調症患者統合失調症患者統合失調症患者統合失調症患者をををを受受受受けけけけ入入入入れるれるれるれる病院病院病院病院・・・・施設施設施設施設

はははは極極極極めてめてめてめて少少少少ないないないない。。。。

末期末期末期末期のののの肝癌肝癌肝癌肝癌、、、、ｲﾝｽﾘﾝｲﾝｽﾘﾝｲﾝｽﾘﾝｲﾝｽﾘﾝ注射注射注射注射をををを要要要要するするするする糖尿病糖尿病糖尿病糖尿病

医学的医学的医学的医学的なななな身体管理身体管理身体管理身体管理がががが必要必要必要必要。。。。余程濃厚余程濃厚余程濃厚余程濃厚なななな援助者援助者援助者援助者がががが

いればいればいればいれば在宅在宅在宅在宅でもでもでもでも可能可能可能可能？？？？受受受受けけけけ入入入入れれれれ先先先先があるかがあるかがあるかがあるか？？？？

末期末期末期末期のののの肝癌肝癌肝癌肝癌、、、、ｲﾝｽﾘﾝｲﾝｽﾘﾝｲﾝｽﾘﾝｲﾝｽﾘﾝ注射注射注射注射をををを要要要要するするするする糖尿病糖尿病糖尿病糖尿病

医学的医学的医学的医学的なななな身体管理身体管理身体管理身体管理がががが必要必要必要必要。。。。余程濃厚余程濃厚余程濃厚余程濃厚なななな援助者援助者援助者援助者がががが

いればいればいればいれば在宅在宅在宅在宅でもでもでもでも可能可能可能可能？？？？受受受受けけけけ入入入入れれれれ先先先先があるかがあるかがあるかがあるか？？？？
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代理人代理人代理人代理人によるによるによるによる退院請求退院請求退院請求退院請求についてのについてのについてのについての疑問疑問疑問疑問

� 本人本人本人本人のののの退院希望退院希望退院希望退院希望とどのようにとどのようにとどのようにとどのように違違違違うのかうのかうのかうのか

� 本人本人本人本人のののの言葉言葉言葉言葉をををを丸呑丸呑丸呑丸呑みでみでみでみで良良良良いのかいのかいのかいのか

� 病気病気病気病気についてのについてのについてのについての理解理解理解理解はどのはどのはどのはどの程度程度程度程度かかかか

� 代理人代理人代理人代理人（（（（専門職専門職専門職専門職））））としてのとしてのとしてのとしての、、、、他他他他のののの働働働働きかけをしているのかきかけをしているのかきかけをしているのかきかけをしているのか

� 家族家族家族家族（（（（保護者保護者保護者保護者））））とのとのとのとの調整調整調整調整、、、、働働働働きかけをしているのかきかけをしているのかきかけをしているのかきかけをしているのか

� 実際実際実際実際、、、、退院後退院後退院後退院後のののの生活生活生活生活をををを具体的具体的具体的具体的にににに考考考考えているのかえているのかえているのかえているのか

� 退院先退院先退院先退院先のののの確保確保確保確保、、、、受受受受けけけけ入入入入れれれれ先先先先をををを探探探探すすすす努力努力努力努力をしているのかをしているのかをしているのかをしているのか

� 本当本当本当本当にににに退院退院退院退院してしてしてして欲欲欲欲しいのかしいのかしいのかしいのか

� 退院後退院後退院後退院後ののののフォローフォローフォローフォローはははは

� 病状病状病状病状がががが再燃再燃再燃再燃したしたしたした時時時時にににに誰誰誰誰がががが面倒面倒面倒面倒をみるのかをみるのかをみるのかをみるのか

� 問題問題問題問題がががが発生発生発生発生したしたしたした時時時時のののの責任責任責任責任はははは誰誰誰誰がとるのかがとるのかがとるのかがとるのか
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精神科病院精神科病院精神科病院精神科病院ではではではでは患者患者患者患者さんをさんをさんをさんを何何何何とかとかとかとか退院退院退院退院させたいとさせたいとさせたいとさせたいと

願願願願っているっているっているっている。。。。

当院当院当院当院のののの長期入院者長期入院者長期入院者長期入院者

�AAAAさんさんさんさん 40404040代男性代男性代男性代男性、、、、統合失調症統合失調症統合失調症統合失調症、、、、末期末期末期末期のののの肝硬変肝硬変肝硬変肝硬変

� 内科内科内科内科からからからから転院転院転院転院、、、、奇声奇声奇声奇声をををを発発発発しししし、、、、保護室長期管理保護室長期管理保護室長期管理保護室長期管理

� 内科内科内科内科でのでのでのでの受入困難受入困難受入困難受入困難、、、、家族家族家族家族はははは当院当院当院当院でのでのでのでの看取看取看取看取りりりり希望希望希望希望

� 受入先受入先受入先受入先はないはないはないはない。。。。探探探探してしてしてして欲欲欲欲しいしいしいしい。。。。

�BBBBさんさんさんさん 60606060代男性代男性代男性代男性、、、、統合失調症統合失調症統合失調症統合失調症

� 時時時時にににに粗暴行為粗暴行為粗暴行為粗暴行為、、、、保護室管理保護室管理保護室管理保護室管理、、、、妻妻妻妻はははは面会面会面会面会にもにもにもにも来来来来ないないないない。。。。

�CCCCさんさんさんさん 60606060代女性代女性代女性代女性、、、、ｱﾙｺｰﾙｱﾙｺｰﾙｱﾙｺｰﾙｱﾙｺｰﾙ依存症依存症依存症依存症

� 10101010年近年近年近年近いいいい長期入院長期入院長期入院長期入院、、、、飲酒飲酒飲酒飲酒のののの問題問題問題問題、、、、娘娘娘娘はははは知的障害知的障害知的障害知的障害

家族家族家族家族はははは受入拒否受入拒否受入拒否受入拒否、、、、施設入居施設入居施設入居施設入居もももも空空空空きききき待待待待ちちちち・・・・受入困難受入困難受入困難受入困難

身体合併症管理身体合併症管理身体合併症管理身体合併症管理 ⇒⇒⇒⇒ 病院病院病院病院としてのとしてのとしてのとしての役割役割役割役割をををを担担担担うべきかうべきかうべきかうべきか

受受受受けけけけ入入入入れれれれ先先先先がなくてがなくてがなくてがなくて、、、、退院退院退院退院できないできないできないできない患者患者患者患者がががが多多多多いいいい。。。。

家族家族家族家族はははは受入拒否受入拒否受入拒否受入拒否、、、、施設入居施設入居施設入居施設入居もももも空空空空きききき待待待待ちちちち・・・・受入困難受入困難受入困難受入困難

身体合併症管理身体合併症管理身体合併症管理身体合併症管理 ⇒⇒⇒⇒ 病院病院病院病院としてのとしてのとしてのとしての役割役割役割役割をををを担担担担うべきかうべきかうべきかうべきか

受受受受けけけけ入入入入れれれれ先先先先がなくてがなくてがなくてがなくて、、、、退院退院退院退院できないできないできないできない患者患者患者患者がががが多多多多いいいい。。。。

LOGOLOGOLOGOLOGO精神医療審査会精神医療審査会精神医療審査会精神医療審査会にどこまでにどこまでにどこまでにどこまで期待期待期待期待できるのかできるのかできるのかできるのか

精神医療審査会精神医療審査会精神医療審査会精神医療審査会がががが

�医療機関医療機関医療機関医療機関にににに対対対対してしてしてして

�治療内容治療内容治療内容治療内容をををを指導指導指導指導できるかできるかできるかできるか。。。。

�入院期間入院期間入院期間入院期間をををを予測予測予測予測しししし、、、、退院退院退院退院までまでまでまで指示出来指示出来指示出来指示出来るかるかるかるか

�医師医師医師医師のののの裁量権裁量権裁量権裁量権のののの侵害侵害侵害侵害、、、、どこまでのどこまでのどこまでのどこまでの権限権限権限権限があるのかがあるのかがあるのかがあるのか

�退院先退院先退院先退院先のののの住居住居住居住居、、、、施設施設施設施設のののの確保確保確保確保をををを指導指導指導指導できるかできるかできるかできるか

�患者本人患者本人患者本人患者本人にににに対対対対してしてしてして

�明明明明らかにらかにらかにらかに退院退院退院退院できないできないできないできない場合場合場合場合にもにもにもにも患者指導患者指導患者指導患者指導ができるかができるかができるかができるか

�家族等家族等家族等家族等、、、、代理人代理人代理人代理人にににに対対対対してしてしてして

�病状病状病状病状のののの理解理解理解理解、、、、病状病状病状病状のののの説明説明説明説明をするのかをするのかをするのかをするのか

�家族調整家族調整家族調整家族調整、、、、退院退院退院退院をををを拒拒拒拒んでいるんでいるんでいるんでいる家族家族家族家族へのへのへのへの説得説得説得説得ができるかができるかができるかができるか
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まとめまとめまとめまとめ

�精神科医療精神科医療精神科医療精神科医療のののの現場現場現場現場からからからから

�改正精神保健福祉法改正精神保健福祉法改正精神保健福祉法改正精神保健福祉法でのでのでのでの「「「「家族等家族等家族等家族等」」」」にににに関関関関してしてしてして

問題問題問題問題となったとなったとなったとなった事例事例事例事例をををを紹介紹介紹介紹介したしたしたした。。。。

�精神医療審査会委員精神医療審査会委員精神医療審査会委員精神医療審査会委員としてのとしてのとしてのとしての経験経験経験経験からからからから

�精神医療審査会精神医療審査会精神医療審査会精神医療審査会がががが医療機関医療機関医療機関医療機関、、、、患者患者患者患者、、、、家族等家族等家族等家族等

にににに対対対対しししし、、、、何何何何ができるのかをができるのかをができるのかをができるのかを検討検討検討検討したしたしたした。。。。

ごごごご静聴静聴静聴静聴、、、、有有有有りりりり難難難難うございますうございますうございますうございます。。。。ごごごご静聴静聴静聴静聴、、、、有有有有りりりり難難難難うございますうございますうございますうございます。。。。


