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精神保健福祉法改正における「家族等」について
理 事

平成 25年 6月 13日 ,衆 議院本会議 で精神保健
福祉法 の改正 が可決 され成立 しま した。
この 中で も,と くに厚生労働大 臣が定 める「病
床 の機能分化 と精神科医療 の提供 の指針」 によつ
て,精 神病床 の人員配置 など,こ れまでにない変
革 がなされることが予想 されます。精神科 で も一
般内科 と同様 に急性期医療が中心 となってい くよ
うな ドラスチ ックな変貌 を遂げる ことになるのか
もしれ ませ ん。注視す る必 要があ りそ うです。
一 方 ,現 場 で最 も気 になるのは,平 成 26年 4
月か ら始 まる保護者 に関す る規定 の削除 と医療保
護入院制度 の見直 しです。改正法 の医療保護入院
の条文 は以 下 の通 りです。
第三十三条 精神科病院 の管理者 は,次 に掲げる
者 について,そ の家族等 の うちいず れかの者 の同
意があるときは,本 人 の 同意 がな くともその者 を
入院させ ることがで きる。
一 指定医 による診察 の結果 ,精 神障害者 で あ
り,か つ,医 療及 び保護 のため入院の必要が
あ る者 であつ て当該精神障害 のために第二十
条 の規定 による入院が行 われる状態 にない と
判定 された もの
二 (略 )
2 前項 の「家族等」 とは,当 該精神障害者 の配
偶者 ,親 権 を行 う者 ,扶 養義務者及 び後見人又
は保佐人 をい う。

中島 公博

医療保護入院 は,わ か りやす く考 えれば,今 まで
の精神保健福祉法第三十三条第二項 が第 三十三条
第 一 項 に移 行 せ ず に,そ の まま続 くとい つた イ
メー ジで しょうか。 しか も,扶 養義務者 の同意 は
入院時限定 です。
扶養義務者 の順位が決 まってい ない と,さ まざ
まな問題が発生する可能性があ ります。未成年者
で,親 権者 で あ る父母が仲違 い し,父 親 は別居 し
て関 わ りがな く,祖 父母が面倒 をみてい るケース。
新婚 間 もない若妻 で,夫 もよく事情 をつ かめてお
らず ,妻 の父母が実権 を握 ってい るケース。高齢
の認知症患者 で ,長 男夫婦 と同居 してい るが,何
か と口を出す長男 の姉 で あ る娘 が近所 に住 んで い
るようなケ ース。 さまざまの事例 があ りそ うです。
病院 としては,こ れ まで以上に家族間 の力関係
を把握す る必要があ ります。 また,入 院後 に入院
させ るさせ ないで「家族等」 の間で意見が食 い違
うことも予想 されます。今 までは保護者 の 同意 が
あれば事済む ことが ,病 院側が家族 の調整 を図 り
家族療法 的 な関わ りをよ り担 わな い とい けない
,

場面が増 えそ うです。退院請求 も今 までの患者 さ
ん と保護者 ではな く,同 意 した家族以外 の「家族
等」 で も退院請求が可能にな ります。弁護士 を代
理人 とした退院請求 もます ます増 えて くるのでは
ないで しょっか。
扶養義務者が同意す れば よいのですか ら,入 院
の入口が容易 になるのか もしれませんが ,保 護者
の義務規定 がな くな ったことで,逆 に入院 して し
まえばあ とは知 らんぷ りを決め,退 院支援が より
困難にな るか もしれ ません。入院後 の治療 につい
て は,一 般 内科 と同様 に病 院が家族 の 中 でキ ー

すなわち,保 護者制度 の廃上 に伴 い,医 療保護
入院につい ては精神保健指定医 1名 の診断 に加 え
「家族等」 の うちのいず れかの者 の 同意 が必 要 に
な ります。「家族等」 で最 も問題 なのは,そ の順
位が決 まってい ないことです。現在 の精神保健福
祉法 の保護者 は家庭裁判所 で選任 が必要 であ り
キーパー ソンが公的に決 まってい ま した。 また
「家族等」 の 同意 は入院 時限定 とい う ことで,翌

が ,い ず れに して も,精 神科 での入院治療 の方法
論 が変 わってい くのは間違 いあ りません。精神保
健福祉法改正 により,病 院に とつて もですが ,入

日に同意 を撤回 した として も,医 療保護入院は継
続 されるのだそ うです。今 までは,保 護者 が同意
しなければ通常 は退院になったはずです。新 たな

院する患者さ々や,ご 「家族等」にとつて,よ り良
い精神科医療が行 われることを期待 したいと思い
ます。
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パ ー ソンを決め て病状 の説明等 をするので しよう

