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
精神保健 及び精神障 害者福祉に 関する法 律（昭和 二十五年 法律第百二 十三号）（ 抄）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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参
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総 則（第一 条―第五 条）

精神保健 及び精神 障害者福 祉に関する 法律（昭和 二十五年 法律第百 二十三号 ）（抄）

第一章
精神保 健福祉セ ンター（第 六条―第八 条）

目次
第二章

精 神保健指定 医（第十八 条―第十 九条の六 ）

地方 精神保健 福祉審議 会及び精 神医療審査 会（第九条 ―第十七 条）

第 一節
登録研修 機関（第 十九条の六 の二―第 十九条の六 の十七）

第三章

第二節
精神 科病院（ 第十九条の 七―第十 九条の十）

精神保健 指定医、登 録研修機 関、精神 科病院及 び精神科救 急医療体制

第三 節
精神科救急 医療の確 保（第十 九条の十 一）

第四章

第四節

第二節

第 一節

医療 保護入院 等（第三十 三条―第 三十五条 ）

指定医の 診察及び 措置入院 （第二十二 条―第三十 二条）

任 意入院（ 第二十条 ・第二十一条 ）

医療及 び保護

第 三節

精神科病 院における 処遇等（ 第三十六 条―第四十 条）

第五章

第四節

雑則 （第四十 一条―第四 十四条）
保健 及び福祉

第五 節
第六章

精神障害 者保健福 祉手帳（ 第四十五 条・第四 十五条の二）
精 神障害者 社会復帰 促進セン ター（第五 十一条の二 ―第五十 一条の十 一）

第一 節
第七章

雑則（ 第五十一 条の十一の 二―第五 十一条の 十五）

相 談指導等（ 第四十六条 ―第五十 一条）

第八 章

罰 則（第五 十二条―第 五十七条 ）

第 二節

第九章
附則

この 法律は、精 神障害者の 医療及び 保護を行 い、障害 者の日常生 活及び社会 生活を総 合的に支 援するた めの法律（ 平成十七年 法律第百 二十

（この法 律の目的 ）
第一 条
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三 号）と相 まつてそ の社会復帰 の促進及び その自立 と社会経 済活動へ の参加の促 進のために 必要な援 助を行い 、並びに その発生の 予防その他 国民

の精神的 健康の保 持及び増 進に努め ることによ つて、精神 障害者の 福祉の増 進及び国 民の精神保 健の向上を 図ること を目的と する。

国及び 地方公共 団体は、障 害者の日常 生活及び 社会生活 を総合的 に支援する ための法律 の規定に よる自立 支援給付 及び地域生 活支援事業 と

（国及び 地方公共 団体の義務 ）
第二条

相まつて、 医療施設 及び教育 施設を充 実する等精神 障害者の 医療及び 保護並び に保健及 び福祉に関す る施策を 総合的に 実施する ことによつ て精神

障害 者が社会復帰 をし、自 立と社会 経済活動 への参加を することが できるよ うに努力 するとと もに、精神 保健に関す る調査研 究の推進 及び知識 の
普 及を図る 等精神障害 者の発生の 予防その 他国民の 精神保健 の向上のた めの施策を 講じなけ ればなら ない。
（精 神保健福 祉センタ ー）

都 道府県は 、精神保健 の向上及 び精神障 害者の福祉 の増進を図 るための 機関（以 下「精神 保健福祉セ ンター」と いう。） を置くも のとする 。

二

一
精神医療 審査会の 事務を行う こと。

精神 保健及び 精神障害 者の福祉 に関する相 談及び指導 のうち複 雑又は困 難なもの を行うこと 。

精神保 健及び精 神障害者 の福祉に関す る知識の 普及を図 り、及び 調査研究を 行うこと。

精 神保健福 祉センタ ーは、次に掲 げる業務 を行うも のとする 。

第六条
２

三

第四 十五条第 一項の申請 に対する 決定及び 障害者の日 常生活及 び社会生活 を総合的 に支援す るための法 律第五十 二条第一項 に規定す る支給認

障害 者の日常 生活及び 社会生活を 総合的に 支援するた めの法律 第二十六 条第一項又 は第五十 一条の十一 の規定に より、市 町村に対し 技術的事

り 意見を述 べること。

含む。 第四十七条 第三項及 び第四項 を除き、 以下同じ。 ）が同法第 二十二条 第一項又 は第五十 一条の七第 一項の支給 の要否の 決定を行 うに当た

障害者 の日常生 活及び社 会生活を 総合的に支 援するため の法律第 二十二条 第二項又 は第五十一条 の七第二 項の規定 により、 市町村（ 特別区を

定（精 神障害者 に係るも のに限る 。）に関す る事務のう ち専門的 な知識及 び技術を 必要とする ものを行う こと。

四
五

六

項に ついての協 力その他 必要な援 助を行う こと。

第 三十八条 の三第二 項（同条第 六項におい て準用す る場合を 含む。） 及び第三十 八条の五第 二項の規 定による 審査を行 わせるため 、都道

（精 神医療審 査会）
第十 二条

府県に、 精神医療 審査会を 置く。
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（ 委員）

精神医療 審査会の 委員は、 精神障害 者の医療に 関し学識経 験を有す る者（第 十八条第 一項に規定 する精神保 健指定医 である者 に限る。 ）

委員の 任期は、 二年（委 員の任期を 二年を超 え三年以下 の期間で 都道府県 が条例で定 める場合 にあつては 、当該条 例で定める 期間）と する。

、 精神障害者 の保健又 は福祉に関 し学識経 験を有す る者及び法 律に関し 学識経験を 有する者 のうちか ら、都道府 県知事が 任命する。

第十三条
２
（審査の案 件の取扱 い）

精神医 療審査会は 、その指 名する委 員五人を もつて構成 する合議体 で、審査 の案件を 取り扱う 。

精神 障害者の 医療に関 し学識経験 を有する 者
一

合議体を 構成する 委員は、次 の各号に掲 げる者と し、その 員数は、 当該各号に 定める員数 以上とす る。

第十四 条
２
一
精神障害 者の保健 又は福祉に 関し学識 経験を有す る者

二

二
法律 に関し学識 経験を有 する者

一

三
（ 精神保健 指定医）

厚生労働 大臣は、 その申請 に基づき 、次に該当 する医師の うち第十 九条の四 に規定す る職務を行 うのに必要 な知識及 び技能を 有すると 認

三

二

一

厚生労働大臣 の登録を 受けた者 が厚生労 働省令で 定めるところ により行 う研修（ 申請前一 年以内に行 われたもの に限る。 ）の課程 を修了し て

厚生労 働大臣が 定める精 神障害に つき厚生労 働大臣が定 める程度 の診断又 は治療に 従事した経験 を有する こと。

三年以上 精神障害 の診断又は 治療に従事 した経験 を有する こと。

五年 以上診断 又は治療に 従事した 経験を有 すること。

厚生労 働大臣は 、第一項第 三号に規 定する精 神障害及び その診断 又は治療に 従事した 経験の程 度を定めよ うとすると き、同項 の規定に より指定

者そ の他指定 医として 著しく不適 当と認め られる者に ついては 、前項の 指定をしな いことが できる。

厚生労 働大臣は 、前項の 規定にか かわらず、 第十九条の 二第一項 又は第二 項の規定 により指定 医の指定を 取り消さ れた後五 年を経過 していない

い ること。

四

め られる者を 、精神保 健指定医（ 以下「指 定医」と いう。）に 指定する 。

第十八条

２
３

医の 指定をし ようとする とき又は前 項の規定 により指 定医の指 定をしない ものとする ときは、 あらかじ め、医道 審議会の意見 を聴かな ければな ら
な い。
（ 指定後の研 修）
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指 定医は、 五の年度 （毎年四月 一日から翌 年三月三 十一日ま でをいう 。以下この 条において 同じ。） ごとに厚 生労働大 臣が定める 年度に

前条第一 項の規定に よる指定は 、当該指 定を受け た者が前 項に規定す る研修を受 けなかつ たときは 、当該研 修を受ける べき年度の 終了の日 にそ

おいて、 厚生労働 大臣の登 録を受け た者が厚生 労働省令で 定めると ころによ り行う研 修を受けな ければなら ない。

第十 九条
２

の効力を 失う。た だし、当該 研修を受 けなかつ たことにつ き厚生労 働省令で定 めるやむ を得ない 理由が存す ると厚生 労働大臣が 認めたと きは、こ
の限 りでない 。
（指 定の取消し等 ）

指定医 がその医師 免許を取り 消され、 又は期間 を定めて 医業の停止 を命ぜられ たときは 、厚生労 働大臣は 、その指定 を取り消さ なけ

指定医がこ の法律若 しくはこの 法律に基 づく命令 に違反した とき又は その職務に 関し著し く不当な 行為を行つ たときそ の他指定医 として著 しく

ればなら ない。

第十 九条の二
２

厚 生労働大 臣は、前 項の規定によ る処分を しようと するとき は、あらか じめ、医道 審議会の 意見を聴 かなけれ ばならない 。

不適当と 認められる ときは、 厚生労働 大臣は、 その指定を 取り消し、 又は期間 を定めて その職務 の停止を命 ずることが できる。
３

都道府県 知事は、 指定医に ついて第二 項に該当す ると思料 するとき は、その 旨を厚生労 働大臣に通 知するこ とができ る。
削除

４
第十 九条の三
（職 務）

指定医 は、第二 十一条第 三項及び 第二十九条の 五の規定 により入 院を継続 する必要が あるかどう かの判定 、第三十 三条第一 項及び第

四

三

二

一

第三十八 条の三第 三項（同条 第六項に おいて準 用する場合 を含む。 ）及び第三 十八条の 五第四項 の規定によ る診察

第三 十四条第 一項及び 第三項の 規定による 移送を必要 とするか どうかの 判定

第二十 九条の四 第二項の 規定により入 院を継続 する必要 があるか どうかの 判定

第二十九 条の二の二 第三項（第 三十四条 第四項に おいて準 用する場合 を含む。） に規定す る行動の 制限を必 要とするかど うかの判 定

第二 十九条第一 項及び第 二十九条 の二第一 項の規定に よる入院を 必要とす るかどう かの判定

指定医は、 前項に規 定する職務 のほか、 公務員と して、次に 掲げる職 務を行う。

項に係る 入院中の 者の診察 並びに第四 十条の規 定により一 時退院さ せて経過 を見ること が適当か どうかの判 定の職務 を行う。

三 項に規定 する行動の 制限を必要 とするか どうかの 判定、第 三十八条の 二第一項（ 同条第二 項におい て準用す る場合を含 む。）に規 定する報 告事

三十 三条の七第一 項の規定 による入 院を必要 とするか どうか及び第 二十条の 規定によ る入院が 行われる状 態にないか どうかの 判定、第 三十六条 第

第十九条の四

２

五
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３

八

七

六
第四十五 条の二第 四項の規定 による診 察

第三 十八条の 七第二項 の規定に より入院を 継続する必 要がある かどうか の判定

第三十 八条の六 第一項の規 定による立 入検査、 質問及び 診察

指定医 は、その 勤務する 医療施設の 業務に支 障がある場 合その他 やむを得 ない理由が ある場合 を除き、前 項各号に 掲げる職務 を行うよ う都道府
県知 事から求 めがあつ た場合には 、これに応 じなけれ ばならな い。

指 定医は、前 条第一項に 規定する 職務を行 つたとき は、遅滞な く、当該指 定医の氏 名その他 厚生労働 省令で定め る事項を診 療録

（診 療録の記載義 務）
第十 九条の四 の二
に記載し なければ ならない 。

第二十九 条第一項、第 二十九条 の二第一 項、第三 十三条第一 項、第三項 若しくは 第四項又 は第三十 三条の七第 一項若しく は第二項 の

（指定医 の必置）
第十九 条の五

規 定により 精神障害 者を入院 させている精 神科病院 （精神科 病院以外 の病院で精 神病室が設 けられて いるもの を含む。 第十九条の 十を除き、 以下

同じ。） の管理者 は、厚生 労働省令 で定めると ころにより 、その精 神科病院 に常時勤 務する指定 医（第十九 条の二第 二項の規 定により その職務を
停 止されてい る者を除 く。第五十 三条第一 項を除き 、以下同じ 。）を置 かなければ ならない 。

この法 律に規定 するもの のほか、 指定医の指定 に関して 必要な事 項は政令 で、第十八 条第一項第 四号及び 第十九条 第一項の 規定によ

（政 令及び省 令への委 任）
第十九条の六

第十 八条第一項 第四号又 は第十九 条第一項の 登録（以 下この節に おいて「 登録」と いう。）は 、厚生労 働省令で定 めるとこ ろに

る研 修に関して必 要な事項 は厚生労 働省令で 定める。
（登録）
第十 九条の六の 二

より、第 十八条第一 項第四号 又は第十 九条第一 項の研修（ 以下この節 において 「研修」 という。 ）を行おう とする者の 申請によ り行う。
（ 欠格条項 ）
次の各号 のいずれ かに該当 する者は、 登録を受け ることが できない 。

この法律 若しくは この法律に 基づく命 令又は障 害者の日常 生活及び 社会生活を 総合的に 支援する ための法律 若しくは 同法に基づ く命令に 違反

第十九条 の六の三
一
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二
法人であ つて、そ の業務を行 う役員の うちに前 二号のいず れかに該 当する者が あるもの

第十 九条の六 の十三の 規定によ り登録を取 り消され、 その取消 しの日か ら二年を 経過しない 者

し 、罰金以 上の刑に 処せられ、 その執行を 終わり、 又は執行 を受ける ことがなく なつた日か ら二年を 経過しな い者
三
（登 録基準）

厚 生労働大 臣は、第 十九条の六 の二の規定 により登 録を申請 した者が 次に掲げる 要件のすべ てに適合 している ときは、 その登録

一

別表 の第二欄 で定める 条件に適合 する学識 経験を有す る者が前 号に規定 する科目を 教授する ものである こと。

別表の 第一欄に掲 げる科目を 教授し、 その時間 数が同表 の第三欄又 は第四欄に 掲げる時 間数以上 であるこ と。

登録は、研 修機関登 録簿に登録 を受ける 者の氏名 又は名称、 住所、登 録の年月日 及び登録 番号を記 載してする ものとす る。

二

をし なければなら ない。

第十九条の六 の四

２

（略）

（略 ）

２

登録 研修機関は 、毎事業 年度の開 始前に、 第一項の規 定により作 成した研 修計画を 厚生労働 大臣に届け 出なければ ならない 。これを 変更しよ う

第十九 条の六の 六
３

登 録研修機 関は、そ の氏名若 しくは名称又 は住所を 変更しよ うとする ときは、変 更しようと する日の 二週間前 までに、 その旨を

と するときも 、同様と する。
（変 更の届出 ）
第十九条の六 の七

厚生 労働大臣に届 け出なけ ればなら ない。
（業務規 程）

登録 研修機関は 、研修の 業務に関 する規程（ 以下「業 務規程」と いう。） を定め、 研修の業務 の開始前 に、厚生労 働大臣に 届け

登録 研修機関は 、研修の 業務の全 部又は一 部を休止し 、又は廃止 しようと するとき は、厚生 労働省令で 定めるとこ ろにより 、あ

業 務規程に は、研修 の実施方法、 研修に関 する料金 その他の 厚生労働 省令で定める 事項を定 めておか なければ ならない。

出なけれ ばならない 。これを 変更しよ うとする ときも、同 様とする。

第十 九条の六の 八
２

（業務の 休廃止）
第十 九条の六 の九
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ら かじめ、 その旨を 厚生労働大 臣に届け出 なければ ならない 。
（ 財務諸表等 の備付け 及び閲覧等 ）

登録研修 機関は、毎 事業年度 経過後三月 以内に、 当該事業 年度の財産 目録、貸 借対照表及 び損益計 算書又は収 支計算書 並びに事

研修を受 けようと する者その 他の利害関 係人は、 登録研修 機関の業 務時間内は 、いつでも 、次に掲 げる請求 をするこ とができる 。ただし、 第二

五十 七条において 「財務諸 表等」と いう。） を作成し、 五年間事務 所に備え て置かな ければな らない。

つて、電子 計算機に よる情報 処理の用 に供されるも のをいう 。以下同 じ。）の 作成がさ れている場合 における 当該電磁 的記録を 含む。次項 及び第

業報 告書（そ の作成に 代えて電磁 的記録（電 子的方式 、磁気的 方式その 他の人の知 覚によつて は認識す ることが できない 方式で作られ る記録で あ

第十九条の 六の十

２
一
前号 の書面の謄 本又は抄 本の請求

財務諸表 等が書面 をもつて作 成されて いるときは 、当該書 面の閲覧 又は謄写の 請求

号又は第 四号の請 求をする には、登録 研修機関 の定めた費 用を支払 わなけれ ばならない 。
二

財務諸表 等が電磁的 記録をもつ て作成さ れている ときは、 当該電磁的記 録に記録 された事 項を厚生 労働省令 で定める方法 により表 示したも の

厚生労働 大臣は、 登録研修 機関が第十九 条の六の 四第一項 各号のい ずれかに適 合しなくな つたと認 めるとき は、その 登録研修

前号 の電磁的 記録に記 録された 事項を電磁 的方法であ つて厚生 労働省令 で定める ものにより 提供するこ との請求 又は当該 事項を記 載した書面

の 閲覧又は 謄写の請 求

三
四
の 交付の請求
（適 合命令）
第十九条の六 の十一

厚 生労働大臣 は、登録 研修機関 が次の各号 のいずれ かに該当す るときは 、その登 録を取り消 し、又は 期間を定め て研修の 業務

機関 に対し、これ らの規定 に適合す るため必 要な措置 をとるべきこ とを命ず ることが できる。
（登録の 取消し等 ）
第十 九条の六の 十三

第十九条 の六の三第 一号又は第 三号に該 当するに 至つたと き。

の全部若 しくは一部 の停止を 命ずるこ とができ る。
一

第十九 条の六の 六第三項 、第十九条の 六の七、 第十九条 の六の八 、第十九 条の六の九、 第十九条 の六の十 第一項又 は次条の規 定に違反し たと
正当な理 由がない のに第十九 条の六の 十第二項 各号の規定 による請 求を拒んだ とき。

き。

二
三

-7-

五

四
不正 の手段に より登録 を受けた とき。

第十九 条の六の 十一又は前 条の規定に よる命令 に違反し たとき。

厚 生労働大臣 は、研修の 業務の適 正な運営 を確保す るために必 要な限度に おいて、 登録研修 機関に対 し、必要と 認める事項 の

（報告の 徴収及び 立入検査）
第十九 条の六の 十六
２

第一項の 規定によ る権限は、 犯罪捜査の ために認 められた ものと解 釈してはな らない。

前 項の規定に より立入検 査を行う 当該職員 は、その 身分を示す 証票を携帯 し、関係 者の請求 があつた ときは、こ れを提示し なければ ならない 。

報告を求め 、又は当 該職員に 、その事 務所に立ち入 り、業務 の状況若 しくは帳 簿書類そ の他の物件を 検査させ ることが できる。
３
（都 道府県立 精神科病 院）

都道 府県は、精 神科病院 を設置し なければな らない。た だし、次 条の規定 による指 定病院があ る場合にお いては、 その設置 を延期す

都道府県 又は都道 府県及び 都道府県以 外の地方公 共団体が 設立した 地方独立 行政法人（ 地方独立行 政法人法 （平成十 五年法律 第百十八号 ）第二

るこ とができ る。

第十九条の 七
２

条第一項 に規定す る地方独 立行政法 人をいう。 次条におい て同じ。 ）が精神 科病院を 設置してい る場合には 、当該都 道府県に ついては 、前項の規

都道府 県知事は 、国、都 道府県並 びに都道府県 又は都道 府県及び 都道府県 以外の地方 公共団体が 設立した 地方独立 行政法人 （以下「

定 は、適用し ない。
（指 定病院）
第十九条の八

国等 」という。） 以外の者 が設置し た精神科 病院であ つて厚生労働 大臣の定 める基準 に適合す るものの全 部又は一部 を、その 設置者の 同意を得 て

、 都道府県 が設置する 精神科病院 に代わる 施設（以 下「指定 病院」とい う。）とし て指定す ることが できる。
（指 定の取消 し）

都道 府県知事は 、指定病 院が、前 条の基準に 適合しな くなつたと き、又は その運営 方法がその 目的遂行の ために不 適当であ ると認め

都道府県 知事は、 前項の規 定によりそ の指定を取 り消そう とすると きは、あ らかじめ、 地方精神保 健福祉審 議会（地 方精神保 健福祉審議 会が置

たと きは、そ の指定を取 り消すこと ができる 。

第十九条の 九
２

かれてい ない都道 府県にあ つては、 医療法（昭 和二十三年 法律第二 百五号） 第七十二 条第一項に 規定する都 道府県医 療審議会 ）の意見 を聴かなけ
れ ばならない 。
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３

（略）
（ 国の補助）

国は 、都道府 県が設置す る精神科 病院及び精 神科病院 以外の病 院に設ける 精神病室 の設置及び 運営に要 する経費（ 第三十条 第一項の

国は、営 利を目的 としない 法人が設 置する精神 科病院及び 精神科病 院以外の 病院に設 ける精神病 室の設置及 び運営に 要する経 費に対し 、政令の

規定 により都 道府県が 負担する費 用を除く。 次項にお いて同じ 。）に対 し、政令の 定めるとこ ろにより 、その二 分の一を 補助する。

第十九条の 十
２
定め るところによ り、その 二分の一 以内を補 助すること ができる。

都 道府県は 、精神障 害の救急医 療が適切か つ効率的 に提供さ れるよう に、夜間又 は休日にお いて精神 障害の医 療を必要 とする精神

都 道府県知 事は、前 項の体制の整 備に当た つては、 精神科病 院その他の 精神障害の 医療を提 供する施 設の管理 者、当該施 設の指定医 その他の 関

携を確保 することそ の他の地 域の実情 に応じた 体制の整備 を図るよう 努めるも のとする 。

障害 者又はそ の第三十 三条第二項 に規定す る家族等そ の他の関 係者から の相談に応 ずること 、精神障害 の救急医 療を提供 する医療施 設相互間 の連

第十九条の 十一

２

精 神科病院の 管理者は、 精神障害 者を入院 させる場 合において は、本人の 同意に基 づいて入 院が行わ れるように 努めなけれ ばならな い。

係 者に対し 、必要な 協力を求 めることがで きる。
第二 十条

精 神障害者 が自ら入院 する場合 においては 、精神科 病院の管 理者は、そ の入院に際 し、当該 精神障害 者に対し て第三十八 条の四の規 定

前 項に規定 する場合 において、精 神科病院 （厚生労 働省令で 定める基 準に適合する と都道府 県知事が 認めるも のに限る。 ）の管理者 は、緊急 そ

あると認 めたときは 、同項の 規定にか かわらず 、七十二時 間を限り、 その者を 退院させ ないこと ができる。

前項に規定 する場合 において、 精神科病 院の管理 者は、指定 医による 診察の結果 、当該任 意入院者 の医療及び 保護のた め入院を継 続する必 要が

なければ ならない 。

精神科病 院の管理 者は、自ら 入院した精 神障害者 （以下「 任意入院 者」という 。）から退 院の申出 があつた 場合にお いては、そ の者を退院 させ

けれ ばならない。

による退院 等の請求 に関する ことその 他厚生労働 省令で定め る事項を 書面で知 らせ、当 該精神障害者 から自ら 入院する 旨を記載 した書面 を受けな

第二十 一条

２
３
４

の 他やむを 得ない理 由がある ときは、指定 医に代え て指定医 以外の医 師（医師 法（昭和二十 三年法律 第二百一 号）第十 六条の四第 一項の規定 によ

る登録を 受けてい ることそ の他厚生 労働省令で 定める基準 に該当す る者に限 る。以下 「特定医師 」という。 ）に任意 入院者の 診察を行 わせること

が できる。こ の場合に おいて、診 察の結果 、当該任 意入院者の 医療及び 保護のため 入院を継 続する必 要があると 認めたと きは、前二 項の規定 にか
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５
６
７

か わらず、 十二時間 を限り、そ の者を退院 させない ことがで きる。

第十 九条の四の 二の規定 は、前項 の規定に より診察を 行つた場合 について 準用する 。この場 合において 、同条中「 指定医は 、前条第 一項」と あ

る のは「第二 十一条第 四項に規定 する特定 医師は、 同項」と、 「当該指 定医」とあ るのは「 当該特定 医師」と読 み替える ものとする 。

精神科 病院の管 理者は、 第四項後段 の規定に よる措置を 採つたと きは、遅 滞なく、厚 生労働省 令で定める ところに より、当該 措置に関 する記録
を作 成し、こ れを保存 しなければ ならない。

精神科病 院の管理 者は、第 三項又は 第四項後段 の規定によ る措置を 採る場合 において は、当該任 意入院者に 対し、当 該措置を 採る旨、 第三十八

条の 四の規定によ る退院等 の請求に 関するこ とその他厚 生労働省令 で定める 事項を書 面で知ら せなければ ならない。
（診察及 び保護の 申請）

精 神障害者 又はその疑 いのある 者を知つ た者は、誰 でも、そ の者につい て指定医 の診察及 び必要な保 護を都道 府県知事に 申請する こと

三

二

一

現に 本人の保 護の任に当 たつてい る者があ るときはそ の者の住 所及び氏名

症状の概 要

本人 の現在場 所、居住 地、氏名 、性別及び 生年月日

申請者 の住所、 氏名及び 生年月日

前 項の申請 をするに は、次の事項 を記載し た申請書 を最寄り の保健所長 を経て都道 府県知事 に提出し なければ ならない。

ができる 。

第二 十二条
２

四

警察 官は、職務 を執行す るに当た り、異常 な挙動その 他周囲の事 情から判 断して、 精神障害 のために自 身を傷つけ 又は他人 に害を及 ぼ

（警察官の 通報）
第二十 三条

す おそれが あると認め られる者を 発見した ときは、 直ちに、 その旨を、 最寄りの保 健所長を 経て都道 府県知事 に通報しな ければなら ない。
（検 察官の通 報）

検察官 は、精神障 害者又は その疑い のある被疑 者又は被 告人につい て、不起 訴処分を したとき、 又は裁判（ 懲役、禁 錮こ又は 拘留若し

検察官は 、前項本文 に規定する 場合のほ か、精神 障害者若 しくはその 疑いのある 被疑者若 しくは被 告人又は 心神喪失等 の状態で重 大な他害 行為

他害行為 を行った 者の医療 及び観察 等に関する 法律（平成 十五年法 律第百十 号）第三 十三条第一 項の申立て をしたと きは、こ の限りで ない。

、 その旨を 都道府県 知事に通 報しなければ ならない 。ただし 、当該不 起訴処分 をされ、又は 裁判を受 けた者に ついて、 心神喪失等 の状態で重 大な

くは 禁錮の刑 を言い渡し 、その刑の 全部の執 行猶予の 言渡しを しないせず 、又は拘留 の刑を言 い渡す裁 判を除く 。）が確定し たときは 、速やか に

第二十四条

２
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を 行った者 の医療及 び観察等に 関する法律 の対象者 （同法第 二条第二 項に規定す る対象者を いう。第 二十六条 の三及び 第四十四条 第一項にお いて
同じ。） について 、特に必 要がある と認めたと きは、速や かに、都 道府県知 事に通報 しなければ ならない。

保 護観察所 の長は、保 護観察に付 されてい る者が精 神障害者 又はその疑 いのある者 であるこ とを知つ たときは 、速やかに 、その旨を 都

（保護観 察所の長 の通報）
第二十 五条
道府県知事 に通報し なければ ならない 。

矯正施 設（拘置 所、刑務 所、少年刑 務所、少年 院、少年 鑑別所及 び婦人補 導院をいう 。以下同じ 。）の長 は、精神 障害者又 はその疑の

（ 矯正施設 の長の通報 ）
第二十六条

ある 収容者を 釈放、退 院又は退所 させよう とするとき は、あら かじめ、 左の事項を 本人の帰 住地（帰住 地がない 場合は当 該矯正施設 の所在地 ）の

三

二

一

引取人の 住所及び 氏名

釈放 、退院又 は退所の 年月日

症状の 概要

本人の帰 住地、氏名 、性別及び 生年月日

都道府県 知事に通報 しなけれ ばならな い。

四

精神 科病院の 管理者は 、入院中 の精神障害者 であつて 、第二十 九条第一 項の要件に 該当すると 認められ るものか ら退院の 申出があ

（精 神科病院 の管理者 の届出）
第二十六条の 二

つた ときは、直ち に、その 旨を、最 寄りの保 健所長を 経て都道府県 知事に届 け出なけ ればなら ない。

心神喪 失等の状態 で重大な 他害行為 を行った者 の医療及 び観察等に 関する法 律第二条 第五項に規 定する指 定通院医療 機関の管 理者

（心神喪 失等の状 態で重大 な他害行為 を行つた 者に係る通 報）
第二 十六条の三

及び保護 観察所の長 は、同法 の対象者 であつて 同条第四項 に規定する 指定入院 医療機関 に入院し ていないも のがその精 神障害の ために自 身を傷つ

け又 は他人に 害を及ぼす おそれがあ ると認め たときは 、直ちに 、その旨を 、最寄りの 保健所長 を経て都 道府県知 事に通報しな ければな らない。

都道府県知 事は、第二 十二条か ら前条ま での規定 による申請 、通報又は 届出のあ つた者に ついて調 査の上必要 があると認 めるとき は、

（申請等 に基づき 行われる 指定医の 診察等）
第二 十七条
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そ の指定す る指定医 をして診察 をさせなけ ればなら ない。

都道 府県知事は 、入院さ せなけれ ば精神障 害のために 自身を傷つ け又は他 人に害を 及ぼすお それがある ことが明ら かである 者につい ては、第 二

３

指 定医及び 前項の当 該職員は、 前三項の職 務を行う に当たつ て必要な 限度におい てその者の 居住する 場所へ立 ち入るこ とができる 。

都道府 県知事は 、前二項 の規定によ り診察を させる場合 には、当 該職員を 立ち会わせ なければ ならない。

２

４

第十九条 の六の十 六第二項 及び第三 項の規定は 、前項の規 定による 立入りに ついて準 用する。こ の場合にお いて、同 条第二項 中「前項 」とある

十 二条から前 条までの 規定による 申請、通 報又は届 出がない場 合におい ても、その 指定する 指定医を して診察を させるこ とができる 。

５

のは 「第二十七条 第四項」 と、「当 該職員」 とあるのは 「指定医及 び当該職 員」と、 同条第三 項中「第一 項」とある のは「第 二十七条 第四項」 と
読 み替える ものとする 。
（診 察の通知 ）

都道府 県知事は、 前条第一 項の規定 により診察 をさせるに 当つて現 に本人の 保護の任 に当つてい る者がある 場合には 、あらか じめ、診

第 二十七条 第一項又は 第二項の 規定により 診察をし た指定医 は、厚生労 働大臣の 定める基準 に従い、 当該診察 をした者が 精神障害

後見人又 は保佐人 、親権を 行う者、配 偶者その他 現に本人 の保護の 任に当た つている者 は、前条第 一項の診 察に立ち 会うこと ができる。

察の 日時及び 場所をその 者に通知し なければ ならない 。

第二十八条
２
（ 判定の基準 ）
第二十八条 の二

者で あり、か つ、医療 及び保護の ために入院 させなけ ればその 精神障害 のために自 身を傷つけ 又は他人 に害を及 ぼすおそ れがあるか どうかの判 定
を行わなけ ればなら ない。
（ 都道府県 知事による 入院措置）

都道府 県知事は 、第二十 七条の規定 による診察 の結果、 その診察 を受けた 者が精神障 害者であり 、かつ、 医療及び 保護のた めに入院さ

都道府県 知事は、第 一項の規定 による措 置を採る 場合にお いては、当 該精神障害 者に対し 、当該入 院措置を 採る旨、第 三十八条の 四の規定 によ

医の診察 の結果が 一致した 場合でな ければなら ない。

、 医療及び 保護のた めに入院 させなければ その精神 障害のた めに自身 を傷つけ 又は他人に害 を及ぼす おそれが あると認 めることに ついて、各 指定

前 項の場合 において 都道府県知事 がその者 を入院さ せるには 、その指 定する二人以 上の指定 医の診察 を経て、 その者が精 神障害者で あり、か つ

病院に入 院させるこ とができ る。

せな ければそ の精神障 害のために 自身を傷 つけ又は他 人に害を 及ぼすお それがある と認めた ときは、そ の者を国 等の設置 した精神科 病院又は 指定

第二十九条

２

３

- 12 -

４

る 退院等の 請求に関 することそ の他厚生労 働省令で 定める事 項を書面 で知らせな ければなら ない。

国等 の設置した 精神科病 院及び指 定病院の 管理者は、 病床（病院 の一部に ついて第 十九条の 八の指定を 受けている 指定病院 にあつて はその指 定

都道 府県知事 は、前条 第一項の要 件に該当す ると認め られる精 神障害者 又はその疑 いのある者 について 、急速を 要し、第 二十七条

に 係る病床） に既に第 一項又は次 条第一項 の規定に より入院を させた者 がいるため 余裕がな い場合の ほかは、第 一項の精 神障害者を 入院させ なけ
ればなら ない。
第二十九条の 二

、第 二十八条及び 前条の規 定による 手続を採 ることがで きない場合 において 、その指 定する指 定医をして 診察をさせ た結果、 その者が 精神障害 者

で あり、か つ、直ちに 入院させな ければそ の精神障 害のため に自身を傷 つけ又は他 人を害す るおそれ が著しい と認めたと きは、その 者を前条 第一
項に規定 する精神 科病院又 は指定病院 に入院さ せることが できる。

都道府県知 事は、前 項の措置を とつたと きは、す みやかに、 その者に つき、前条 第一項の 規定によ る入院措置 をとるか どうかを決 定しなけ れば
第 一項の規 定による 入院の期間は 、七十二 時間を超 えること ができない 。

２
３

第二十七 条第四項 及び第五 項並びに第 二十八条の 二の規定 は第一項 の規定に よる診察に ついて、前 条第三項 の規定は 第一項の 規定による 措置を

ならない 。
４

採る場 合について 、同条第 四項の規 定は第一項 の規定に より入院す る者の入 院につい て準用する 。

都道府 県知事は、 第二十九 条第一項又 は前条第 一項の規 定による入 院措置を 採ろうとす る精神障 害者を、 当該入院措 置に係る

都道府県 知事は、 第一項の規 定による移 送を行う に当たつ ては、当 該精神障害 者を診察し た指定医 が必要と 認めたと きは、その 者の医療又 は保

書面 で知らせなけ ればなら ない。

都道府県 知事は、 前項の規 定により 移送を行 う場合におい ては、当 該精神障 害者に対 し、当該移 送を行う旨 その他厚 生労働省 令で定め る事項を

病院 に移送し なければ ならない。

第二十九条 の二の二
２
３

第 二十九条第 一項に規 定する精 神科病院又 は指定病 院の管理者 は、第二 十九条の 二第一項の 規定により 入院した 者につい て、都道

護に欠く ことので きない限 度において 、厚生労 働大臣があ らかじめ 社会保障 審議会の意 見を聴い て定める行 動の制限 を行うこ とができる 。
第二十九条 の三

府県 知事から 、第二十九 条第一項の 規定によ る入院措 置を採ら ない旨の通 知を受けた とき、又 は第二十 九条の二 第三項の期間 内に第二 十九条第 一
項 の規定に よる入院 措置を採 る旨の通知が ないとき は、直ち に、その 者を退院 させなければ ならない 。
（ 入院措置の 解除）
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都道 府県知事 は、第二十 九条第一項 の規定に より入院 した者（ 以下「措置 入院者」と いう。） が、入院 を継続し なくてもそ の精神

前項の 場合にお いて都道 府県知事が その者を 退院させる には、そ の者が入 院を継続し なくても その精神障 害のため に自身を傷 つけ又は 他人に害

場 合において は、都道 府県知事 は、あらか じめ、そ の者を入院 させてい る精神科 病院又は指 定病院の 管理者の意 見を聞く ものとす る。

障害の ために自身 を傷つけ 又は他人 に害を及ぼ すおそれ がないと認 められる に至つた ときは、直 ちに、そ の者を退院 させなけ ればなら ない。この

第二 十九条の 四

２

措置 入院者を入 院させてい る精神科 病院又は 指定病院 の管理者は 、指定医に よる診察 の結果、 措置入院 者が、入院 を継続しな くて

を及 ぼすおそ れがない と認められ ることにつ いて、そ の指定す る指定医 による診察 の結果又は 次条の規 定による 診察の結 果に基づく場 合でなけ れ
ばならない 。
第二 十九条の 五

もその精 神障害の ために自 身を傷つけ 又は他人 に害を及ぼ すおそれ がないと 認められる に至つた ときは、直 ちに、そ の旨、そ の者の症状 その他厚
生労 働省令で 定める事 項を最寄り の保健所 長を経て都 道府県知 事に届け 出なければ ならない 。
（費 用の負担 ）

第 二十九条 第一項及 び第二十九 条の二第一 項の規定 により都 道府県知 事が入院さ せた精神障 害者の入 院に要す る費用は 、都道府県 が負担

国は、都 道府県が前 項の規定に より負担 する費用 を支弁し たときは、 政令の定め るところ により、 その四分 の三を負担 する。

する。

第三 十条
２

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 なくても その者を

（医 療保護入 院）

二

一

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。ただし 、次の各 号のいず れかに該

第三十四 条第一項 の規定によ り移送さ れた者

による入 院が行わ れる状態 にないと判 定されたも の

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

入院 させることが できる。

第三十三条

２

二

一

家庭裁判 所で免ぜ られた法 定代理人、 保佐人又 は補助人

当 該精神障害 者に対し て訴訟を している者 、又はし た者並びに その配偶 者及び直 系血族

行方の 知れない 者

当す る者を除 く。

三
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３

４

５
６
７

五

四
未 成年者

成年被 後見人又 は被保佐人

精神科病 院の管理者 は、第一項 第一号に 掲げる者 について 、その家族 等（前項に 規定する 家族等を いう。以 下同じ。） がない場合 又はその 家族

等の全員 がその意 思を表示す ることが できない 場合におい て、その 者の居住地 （居住地 がないか 、又は明ら かでない ときは、そ の者の現 在地。第

四十 五条第一 項を除き 、以下同じ 。）を管轄 する市町 村長（特 別区の長 を含む。以 下同じ。） の同意が あるとき は、本人 の同意がなく てもその 者

を入院させ ることが できる。 第三十四 条第二項の規 定により 移送され た者につ いて、そ の者の居住地 を管轄す る市町村 長の同意 があるとき も、同
様と する。

第一項又 は前項に 規定する場 合において 、精神科 病院（厚 生労働省 令で定める 基準に適合 すると都 道府県知 事が認め るものに限 る。）の管 理者

は、緊急 その他や むを得な い理由があ るときは 、指定医に 代えて特 定医師に 診察を行わ せること ができる。 この場合 において 、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 たときは、 第一項又 は前項の 規定にか かわらず、 本人の同意 がなくて も、十二 時間を限 り、その者 を入院させ ることが できる。

第 十九条の 四の二の 規定は、前項 の規定に より診察 を行つた 場合につい て準用する 。この場 合におい て、同条 中「指定医 は、前条第 一項」と あ

る のは「第 二十一条 第四項に 規定する特定 医師は、 第三十三 条第四項 」と、「当 該指定医」 とあるの は「当該 特定医師 」と読み替 えるものと する。

精神 科病院の管 理者は、 第四項後 段の規定 による措置 を採つたと きは、遅 滞なく、 厚生労働 省令で定め るところに より、当 該措置に 関する記 録
を 作成し、こ れを保存 しなけれ ばならない 。

精神科 病院の管 理者は、 第一項、第 三項又は 第四項後段 の規定に よる措置 を採つたと きは、十 日以内に、 その者の 症状その 他厚生労働 省令で定

精神科病院 の管理者 は、前条 第一項又 は第三項の 規定により 入院した 者（以下 「医療保 護入院者」 という。） を退院さ せたとき は

める 事項を当 該入院に ついて同意 をした者の 同意書を 添え、最 寄りの保 健所長を経 て都道府県 知事に届 け出なけ ればなら ない。
第三十 三条の二

、 十日以内 に、その旨 及び厚生 労働省令で 定める事 項を最寄 りの保健所 長を経て 都道府県知 事に届け 出なけれ ばならない 。

精神科 病院の管理 者は、第 三十三条 第一項、第 三項又は 第四項後段 の規定に よる措置 を採る場合 において は、当該精 神障害者 に対

精神 科病院の管 理者は、 前項ただ し書の規 定により同 項本文に規 定する事 項を書面 で知らせ なかつたと きは、厚生 労働省令 で定める ところに よ

図 る上で支 障がある と認めら れる間におい ては、こ の限りで ない。

らな い。ただ し、当該入 院措置を採 つた日か ら四週間 を経過す る日までの 間であつて 、当該精 神障害者 の症状に 照らし、その 者の医療 及び保護 を

し、当該 入院措置を 採る旨、 第三十八 条の四の 規定による 退院等の請 求に関す ることそ の他厚生 労働省令で 定める事項 を書面で 知らせな ければな

第三 十三条の三

２

り 、厚生労働 省令で定 める事項を 診療録に 記載しな ければなら ない。
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医療保 護入院者を 入院させ ている精 神科病院 の管理者は 、精神保健 福祉士そ の他厚生 労働省令 で定める資 格を有する 者のうち から

（医療保 護入院者 の退院に よる地域 における生 活への移行 を促進す るための 措置）
第三 十三条の 四

、厚生労 働省令で 定めるとこ ろにより 、退院後 生活環境相 談員を選 任し、その 者に医療 保護入院 者の退院後 の生活環 境に関し、 医療保護 入院者及

医療保護入 院者を入 院させて いる精神 科病院の管 理者は、医 療保護入 院者又は その家族 等から求め があつた場 合その他 医療保護 入

びそ の家族等 からの相 談に応じさ せ、及びこ れらの者 を指導さ せなけれ ばならない 。
第三十 三条の五

院 者の退院 による地域 における 生活への移 行を促進 するため に必要があ ると認め られる場合 には、こ れらの者 に対して、 厚生労働 省令で定め ると

ころに より、一般 相談支援 事業若しく は障害者 の日常生 活及び社会 生活を総 合的に支援 するため の法律第 五条第十六 項第五条 第十八項に 規定する

特定 相談支援 事業（第 四十九条 第一項にお いて「特定 相談支援 事業」と いう。） を行う者、 介護保険法 第八条第 二十四項 に規定す る居宅介護 支援

事業を行 う者その他 の地域の 精神障害 者の保健 又は福祉に 関する各般 の問題に つき精神 障害者又 はその家族 等からの相 談に応じ 必要な情 報の提供

、助 言その他 の援助を行 う事業を行 うことが できると 認められ る者として厚 生労働省 令で定め るもの（ 次条にお いて「地域援 助事業者 」という 。

精神科 病院の管理 者は、前 二条に規 定する措 置のほか、 厚生労働省 令で定め るところ により、 必要に応じ て地域援助 事業者と 連携

） を紹介す るよう努 めなけれ ばならない。
第三 十三条の 六

を図り ながら、医 療保護入院 者の退院 による地 域におけ る生活への 移行を促進 するため に必要な 体制の整 備その他の 当該精神科 病院にお ける医療

厚生 労働大臣の 定める基準 に適合す るものと して都道 府県知事が 指定する精 神科病院 の管理者 は、医療 及び保護の 依頼があつ た者

保護 入院者の 退院によ る地域にお ける生活へ の移行を 促進する ための措 置を講じな ければなら ない。
（応 急入院）

二

一

前項 に規定する 場合にお いて、同 項に規定 する精神科 病院の管理 者は、緊 急その他 やむを得 ない理由が あるときは 、指定医 に代えて 特定医師 に

第三十 四条第三 項の規定 により移送さ れた者

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

指定 医の診察の 結果、精 神障害者 であり、 かつ、直ち に入院させ なければ その者の 医療及び 保護を図る 上で著しく 支障があ る者であ つて当該

、七 十二時間 を限り、 その者を入 院させる ことができ る。

について 、急速を 要し、そ の家族等の 同意を得 ることがで きない場 合におい て、その者 が、次に 該当する者 であると きは、本 人の同意が なくても

第三 十三条の 七

２

同 項の医療及 び保護の 依頼があつ た者の診 察を行わ せることが できる。 この場合に おいて、 診察の結 果、その者 が、精神 障害者であ り、かつ 、直
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３

４

ち に入院さ せなけれ ばその者の 医療及び保 護を図る 上で著し く支障が 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 されたと きは、同 項の規定に かかわらず 、本人の 同意がな くても、 十二時間を 限り、その 者を入院 させるこ とができ る。

第十九条 の四の二の 規定は、前 項の規定 により診 察を行つ た場合につ いて準用す る。この 場合にお いて、同 条中「指定 医は、前条 第一項」 とあ

るのは 「第二十一 条第四項に 規定する 特定医師 は、第三 十三条の七 第二項」と 、「当該 指定医」 とあるの は「当該特 定医師」と 読み替え るものと
する 。

第一項に 規定する 精神科病 院の管理 者は、第二 項後段の規 定による 措置を採 つたとき は、遅滞な く、厚生労 働省令で 定めると ころによ り、当該
措置 に関する記録 を作成し 、これを 保存しな ければなら ない。

第一項に 規定する 精神科病院 の管理者は 、同項又 は第二項 後段の規 定による措 置を採つた ときは、 直ちに、 当該措置 を採つた理 由その他厚 生労

都道府県知 事は、第 一項の指定 を受けた 精神科病 院が同項の 基準に適 合しなくな つたと認 めたとき は、その指 定を取り 消すことが できる。

５
６

厚生労 働大臣は 、前項に規 定する都 道府県知 事の権限に 属する事務 について 、第一項 の指定を 受けた精神 科病院に入 院中の者 の処遇を 確保する

働省令で 定める事 項を最寄 りの保健所 長を経て 都道府県知 事に届け 出なけれ ばならない 。
７

第 十九条の 九第二項 の規定は 前条第六項 の規定によ る処分を する場合 について 、第二十九 条第三項の 規定は精 神科病院 の管理者 が

緊急 の必要が あると認め るときは、 都道府県 知事に対 し前項の 事務を行うこ とを指示 すること ができる 。
第三十三 条の八

前 条第一項又 は第二項 後段の規定 による措 置を採る 場合につい て準用す る。
（医 療保護入 院等のた めの移送）

都道府県 知事は、 その指定 する指定 医による診察 の結果、 精神障害 者であり 、かつ、直 ちに入院さ せなけれ ばその者 の医療及 び保護を

都道府県 知事は、 急速を要 し、その者 の家族等の 同意を得 ることが できない 場合におい て、その指 定する指 定医の診 察の結果 、その者が 精神障

条の 七第一項 に規定する 精神科病院 に移送す ることが できる。

の者の居 住地を管轄 する市町 村長の同 意がある ときは、本 人の同意が なくても その者を 第三十三 条第三項の 規定による 入院をさ せるため 第三十三

都道府県知 事は、前 項に規定す る精神障 害者の家 族等がない 場合又は その家族等 の全員が その意思 を表示する ことがで きない場合 において 、そ

項に規定 する精神 科病院に 移送するこ とができ る。

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 くてもその 者を第三十 三条第一 項の規定 による入 院をさせる ため第三十 三条の七 第一

図る 上で著しく支 障がある 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 のにつき 、その家 族

第三十四条

２

３

害者であ り、かつ 、直ちに 入院させ なければそ の者の医療 及び保護 を図る上 で著しく 支障がある 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 れたとき は、本人の 同意がな くてもその 者を第三 十三条の 七第一項の 規定によ る入院をさ せるため 同項
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４

に 規定する 精神科病 院に移送す ることがで きる。
第二 十九条の二 の二第二 項及び第 三項の規 定は、前三 項の規定に よる移送 を行う場 合につい て準用する 。
（処遇）

精 神科病院 の管理者は 、入院中の 者につき 、その医 療又は保 護に欠くこ とのできな い限度に おいて、 その行動 について必 要な制限を 行

第一項 の規定に よる行動 の制限の うち、厚生 労働大臣が あらかじ め社会保 障審議会 の意見を聴 いて定める 患者の隔 離その他 の行動の 制限は、指

あ つて、厚 生労働大臣 があらかじ め社会保 障審議会 の意見を 聴いて定め る行動の制 限につい ては、こ れを行う ことができ ない。

精 神科病院の 管理者は、 前項の規 定にかか わらず、 信書の発受 の制限、都 道府県そ の他の行 政機関の 職員との面 会の制限そ の他の行 動の制限 で

うことがで きる。

第三十 六条
２
３
定医 が必要と 認める場 合でなけれ ば行うこ とができな い。

厚 生労働大 臣は、前条に 定めるも ののほか 、精神科 病院に入院 中の者の処 遇につい て必要な 基準を定 めることが できる。

（略 ）

第三十 七条
２・ ３

指 定医は、 その勤務す る精神科 病院に入院 中の者の 処遇が第 三十六条の 規定に違 反している と思料す るとき又 は前条第一 項の基準

（ 指定医の精 神科病院 の管理者へ の報告等 ）
第三十七条 の二

に適 合してい ないと認 めるときそ の他精神科 病院に入 院中の者 の処遇が 著しく適当 でないと認 めるとき は、当該 精神科病 院の管理者 にその旨を 報

告すること 等により 、当該管 理者にお いて当該精 神科病院に 入院中の 者の処遇 の改善の ために必要な 措置が採 られるよ う努めな ければな らない。

精神科 病院その 他の精神 障害の医療 を提供する 施設の管 理者は、 当該施設 において医 療を受ける 精神障害 者の社会 復帰の促 進を図るた

（ 相談、援 助等）
第三十八条

め、 当該施設 の医師、 看護師そ の他の医療 従事者によ る有機的 な連携の 確保に配 慮しつつ、 その者の相 談に応じ 、必要に 応じて一 般相談支援 事業

を行う者 と連携を図 りながら 、その者 に必要な 援助を行い 、及びその 家族等そ の他の関 係者との 連絡調整を 行うように 努めなけ ればなら ない。

措 置入院者 を入院さ せている 精神科病院 又は指定病 院の管理 者は、措 置入院者 の症状その 他厚生労働 省令で定 める事項 （以下こ の

（ 定期の報 告等）
第三十八 条の二

項 において「 報告事項 」という。 ）を、厚 生労働省 令で定める ところに より、定期 に、最寄 りの保健 所長を経て 都道府県 知事に報告 しなけれ ばな
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２
３

ら ない。こ の場合に おいては、 報告事項の うち厚生 労働省令 で定める 事項につい ては、指定 医による 診察の結 果に基づ くものでな ければなら ない。

前項 の規定は、 医療保護 入院者を 入院させ ている精神 科病院の管 理者につ いて準用 する。こ の場合にお いて、同項 中「措置 入院者」 とあるの は
、 「医療保護 入院者」 と読み替え るものと する。

都道府 県知事は 、条例で 定めるとこ ろにより 、精神科病 院の管理 者（第三 十八条の七 第一項、 第二項又は 第四項の 規定による 命令を受 けた者で

あつ て、当該 命令を受 けた日から 起算して厚 生労働省 令で定め る期間を 経過しない ものその他 これに準 ずる者と して厚生 労働省令で定 めるもの に

限る。）に 対し、当 該精神科 病院に入 院中の任意入 院者（厚 生労働省 令で定め る基準に 該当する者に 限る。） の症状そ の他厚生 労働省令で 定める
事項 について報告 を求める ことがで きる。
（定期の 報告等に よる審査 ）

都道府 県知事は、 前条第一 項若しく は第二項の 規定によ る報告又は 第三十三 条第七項 の規定によ る届出（ 同条第一項 又は第三 項の

第二項及び 第三項の 規定は、前 項の規定 により都 道府県知事 が審査を 求めた場合 について 準用する 。

省令で定 める事項 を精神医 療審査会に 通知し、 当該入院中 の者につ いてその 入院の必要 があるか どうかに関 し審査を 求めるこ とができる 。

都道府県 知事は、 第一項に定 めるものの ほか、前 条第三項 の規定に よる報告を 受けたとき は、当該 報告に係 る入院中 の者の症状 その他厚生 労働

は精 神科病院の管 理者に対 しその者 を退院さ せること を命じなけれ ばならな い。

都道府県 知事は、 第二項の 規定によ り通知さ れた精神医療 審査会の 審査の結 果に基づ き、その入 院が必要で ないと認 められた 者を退院 させ、又

その 他関係者 に対して 報告若しく は意見を求 め、診療 録その他 の帳簿書 類の提出を 命じ、若し くは出頭 を命じて 審問する ことができ る。

の同意を 得て委員 （指定医で ある者に 限る。第 三十八条の 五第四項 において同 じ。）に 診察させ 、又はその 者が入院 している精 神科病院 の管理者

精神医療 審査会は、 前項の審査 をするに 当たつて 必要があ ると認める ときは、当 該審査に 係る入院 中の者に 対して意見 を求め、若 しくはそ の者

を行い、 その結果 を都道府 県知事に 通知しなけ ればならな い。

精神医療 審査会は 、前項の 規定により 審査を求め られたと きは、当 該審査に 係る入院中 の者につい てその入 院の必要 があるか どうかに関 し審査

査会 に通知し 、当該入院 中の者につ いてその 入院の必 要がある かどうかに関 し審査を 求めなけ ればなら ない。

規定によ る措置に係 るものに 限る。） があつた ときは、当 該報告又は 届出に係 る入院中 の者の症 状その他厚 生労働省令 で定める 事項を精 神医療審

第三 十八条の三

２
３

４
５
６

精神 科病院に 入院中の者 又はその家 族等（そ の家族等 がない場 合又はその 家族等の全 員がその 意思を表 示するこ とができな い場合

（退 院等の請 求）
第三 十八条の 四

にあつて は、その 者の居住 地を管轄 する市町村 長）は、厚 生労働省 令で定め るところ により、都 道府県知事 に対し、 当該入院 中の者を 退院させ、

又 は精神科病 院の管理 者に対し、 その者を 退院させ ることを命 じ、若し くはその者 の処遇の 改善のた めに必要な 措置を採 ることを命 じること を求
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め ることが できる。
（ 退院等の請 求による 審査）

都 道府県知 事は、前条 の規定に よる請求を 受けたと きは、当 該請求の内 容を精神 医療審査会 に通知し 、当該請求 に係る入 院中の者

都 道府県知 事は、前 条の規定に よる請求 をした者に 対し、当 該請求に 係る精神医 療審査会の 審査の結 果及びこ れに基づ き採つた措 置を通知し な

ない。

は 当該精神科 病院の管 理者に対し その者を 退院させ ることを命 じ若しく はその者の 処遇の改 善のため に必要な措 置を採る ことを命じ なければ なら

都道 府県知事は 、第二項 の規定に より通知 された精神 医療審査会 の審査の 結果に基 づき、そ の入院が必 要でないと 認められ た者を退 院させ、 又

若 しくは出 頭を命じ て審問す ることができ る。

得て 委員に診 察させ、又 はその者が 入院して いる精神 科病院の 管理者その他 関係者に 対して報 告を求め 、診療録 その他の帳簿 書類の提 出を命じ 、

精神医 療審査会 は、前項に 定めるも ののほか 、第二項の 審査をする に当たつ て必要が あると認 めるときは 、当該審査 に係る入 院中の者 の同意を

の限 りでない 。

いる精神 科病院の 管理者の 意見を聴か なければ ならない。 ただし、 精神医療 審査会がこ れらの者 の意見を聴 く必要が ないと特 に認めたと きは、こ

精神医療 審査会は 、前項の審 査をするに 当たつて は、当該 審査に係 る前条の規 定による請 求をした 者及び当 該審査に 係る入院中 の者が入院 して

適当 であるかどう かに関し 審査を行 い、その 結果を都道 府県知事に 通知しな ければな らない。

精神医療 審査会は 、前項の 規定によ り審査を求 められたと きは、当 該審査に 係る者に ついて、そ の入院の必 要がある かどうか 、又はそ の処遇が

につ いて、そ の入院の 必要がある かどうか、 又はその 処遇が適 当である かどうかに 関し審査を 求めなけ ればなら ない。

第三十八条 の五
２
３

４

５

６
ければなら ない。
（ 報告徴収 等）

厚 生労働大 臣又は都 道府県知事 は、必要が あると認 めるとき は、精神 科病院の管 理者に対し 、当該精 神科病院 に入院中 の者の症状

厚生 労働大臣又 は都道府 県知事は 、必要が あると認め るときは、 精神科病 院の管理 者、精神 科病院に入 院中の者又 は第三十 三条第一 項、第三 項

科 病院に立 ち入り、 当該精神 科病院に入院 中の者を 診察させ ることが できる。

ける 当該電磁 的記録を含 む。）を検 査させ、 若しくは 当該精神 科病院に入 院中の者そ の他の関 係者に質 問させ、 又はその指定 する指定 医に、精 神

科病院に 立ち入り、 これらの 事項に関 し、診療 録その他の 帳簿書類（ その作成 又は保存 に代えて 電磁的記録 の作成又は 保存がさ れている 場合にお

若し くは処遇 に関し、 報告を求め 、若しく は診療録そ の他の帳 簿書類の 提出若しく は提示を 命じ、当該 職員若し くはその 指定する指 定医に、 精神

第三十八条 の六

２

若 しくは第四 項の規定 による入院 について 同意をし た者に対し 、この法 律による入 院に必要 な手続に 関し、報告 を求め、 又は帳簿書 類の提出 若し
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３

く は提示を 命じるこ とができる 。

第十 九条の六の 十六第二 項及び第 三項の規 定は、第一 項の規定に よる立入 検査、質 問又は診 察について 準用する。 この場合 において 、同条第 二

項 中「前項」 とあるの は「第三十 八条の六 第一項」 と、「当該 職員」と あるのは「 当該職員 及び指定 医」と、同 条第三項 中「第一項 」とある のは
「第三十 八条の六 第一項」と 読み替え るものと する。
（改善命令 等）
（略）

厚生労働 大臣又は 都道府県知 事は、必要 があると 認めると きは、第 二十一条第 三項の規定 により入 院してい る者又は 第三十三条 第一項、第 三項

第三十 八条の七
２

若しくは 第四項若 しくは第 三十三条の 七第一項 若しくは第 二項の規 定により 入院した者 について 、その指定 する二人 以上の指 定医に診察 させ、各

指定 医の診察 の結果が その入院を 継続する 必要がある ことに一 致しない 場合又はこ れらの者 の入院がこ の法律若 しくはこ の法律に基 づく命令 に違
（略）

反して行 われた場合 には、こ れらの者 が入院し ている精神 科病院の管 理者に対 し、その 者を退院 させること を命ずるこ とができ る。
３～５

第 二十九条第 一項に規定 する精神 科病院又 は指定病 院の管理者 は、指定医 による診 察の結果 、措置入 院者の症状 に照らしそ の者を一 時退

（仮退院 ）
第四 十条

院させて 経過を見 ることが適 当である と認める ときは、都 道府県知 事の許可を 得て、六 月を超え ない期間を 限り仮に 退院させる ことがで きる。

精神 障害者（知 的障害者 を除く。 以下この 章及び次章 において同 じ。）は 、厚生労 働省令で 定める書類 を添えて、 その居住 地（居住 地

（精神障害 者保健福 祉手帳）
第四十 五条
（ 略）

を 有しない ときは、そ の現在地） の都道府 県知事に 精神障害 者保健福祉 手帳の交付 を申請す ることが できる。
２～６

（略）

（精神障 害者保健福 祉手帳の 返還等）
第四十 五条の二
（略 ）

都道 府県知事は 、前項の 規定によ り、精神 障害者保健 福祉手帳の 返還を命 じようと するとき は、あらか じめその指 定する指 定医をし て診察さ せ

２・ ３
４

な ければなら ない。
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５

（略）

都道府 県、保健 所を設置す る市又は 特別区（以 下「都道 府県等」 という。） は、必要 に応じて、 次条第一 項に規定す る精神保 健福祉相

（ 相談指導等 ）
第四十七条

談員 その他の 職員又は 都道府県知 事若しくは 保健所を 設置する 市若しく は特別区の 長（以下「 都道府県 知事等」 という。 ）が指定した 医師をし て

、精神保健 及び精神 障害者の 福祉に関 し、精神障害 者及びそ の家族等 その他の 関係者か らの相談に応 じさせ、 及びこれ らの者を 指導させな ければ

都道府県 等は、必 要に応じて 、医療を必 要とする 精神障害 者に対し 、その精神 障害の状態 に応じた 適切な医 療施設を 紹介しなけ ればならな い。

なら ない。
２

市町村 （保健所 を設置す る市を除 く。次項に おいて同じ 。）は、 前二項の 規定によ り都道府県 が行う精神 障害者に 関する事 務に必要 な協力をす

市町 村、精神保 健福祉セ ンター及 び保健所 は、精神保 健及び精神 障害者の 福祉に関 し、精神 障害者及び その家族等 その他の 関係者か らの相談 に

ら の者を指 導するよ うに努め なければなら ない。

市 町村は、 前項に定 めるもののほ か、必要 に応じて 、精神保 健に関し、 精神障害者 及びその 家族等そ の他の関 係者からの 相談に応じ 、及びこ れ

ければな らない。

ると ともに、 必要に応 じて、精神 障害者の 福祉に関し 、精神障 害者及び その家族等 その他の 関係者から の相談に 応じ、及 びこれらの 者を指導 しな

３

４
５

応 じ、又はこ れらの者 へ指導を行 うに当た つては、 相互に、及 び福祉事 務所（社会 福祉法（ 昭和二十 六年法律第 四十五号 ）に定める 福祉に関 する
事務所を いう。） その他の関 係行政機 関と密接 な連携を図 るよう努 めなければ ならない 。
（業務）
一

精神 障害者の 社会復帰 の実例に即 して、精 神障害者の 社会復帰 の促進を 図るための 訓練及び 指導等に関 する研究 開発を行 うこと。

精神障 害者の社会 復帰の促進 に資する ための啓 発活動及 び広報活動 を行うこと 。

センターは 、次に掲 げる業務 を行うも のとする。

二

前号に掲 げるもの のほか、精 神障害者 の社会復帰 の促進に 関する研 究を行うこ と。

第五十 一条の三

三

精神 障害者の社 会復帰の 促進を図 るため、 第二号の規 定による研 究開発の 成果又は 前号の規 定による研 究の成果を 、定期的 に又は時 宜に応じ

前各号に 掲げるも ののほか、 精神障害 者の社会 復帰を促進 するため に必要な業 務を行う こと。

こと。

精神障 害者の社 会復帰の 促進を図るた めの事業 の業務に 関し、当 該事業に 従事する者及 び当該事 業に従事 しようと する者に対 して研修を 行う

て提供 すること 。

四
五
六
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センタ ーの役員若 しくは職 員又はこ れらの職 にあつた者 は、第五十 一条の三 第二号又 は第三号 に掲げる業 務に関して 知り得た 秘密

（秘密保 持義務）
第五 十一条の 六
を漏らし てはなら ない。
（報告及び 検査）

厚生労働大 臣は、第 五十一条 の三に規 定する業務 の適正な運 営を確保 するため に必要な 限度におい て、センタ ーに対し 、必要と 認

第十九 条の六の 十六第二 項及び第 三項の規定 は、前項の 規定によ る立入検 査につい て準用する 。この場合 において 、同条第 二項中「 前項」とあ

め る事項の 報告を求め 、又は当該 職員に、 その事務 所に立ち 入り、業務 の状況若し くは帳簿 書類その 他の物件 を検査させ ることがで きる。

第五十 一条の九
２

市町村 長は、精神 障害者につ き、その 福祉を図 るため特 に必要があ ると認める ときは、 民法（明 治二十九 年法律第八 十九号

るの は「第五 十一条の 九第一項」 と、同条 第三項中「 第一項」 とあるの は「第五十 一条の九 第一項」と 読み替え るものと する。
（審 判の請求 ）
第五 十一条の 十一の二

）第七条 、第十一 条、第十 三条第二 項、第十五 条第一項、 第十七条 第一項、 第八百七 十六条の四 第一項又は 第八百七 十六条の 九第一項 に規定する
審 判の請求を すること ができる。
（後 見等を行 う者の推 薦等）

市町村 は、前条 の規定に よる審判の請 求の円滑 な実施に 資するよ う、民法に 規定する後 見、保佐 及び補助 （以下こ の条にお

都道府 県は、市 町村と協 力して後 見等の業務 を適正に行 うことが できる人 材の活用 を図るため 、前項に規 定する措 置の実施 に関し助 言その他の

推 薦その他 の必要な措 置を講ずる よう努め なければ ならない 。

いて 「後見等」と いう。） の業務を 適正に行 うことが できる人材の 活用を図 るため、 後見等の 業務を適正 に行うこと ができる 者の家庭 裁判所へ の

第五十一条の 十一の三

２

こ の法律の 規定中都道 府県が処理 すること とされて いる事務 で政令で定 めるものは 、地方自 治法（昭 和二十二 年法律第六 十七号

援助 を行うよ うに努め なければな らない。
（大 都市の特 例）
第五 十一条の 十二

）第二百 五十二条 の十九第 一項の指 定都市（以 下「指定都 市」とい う。）に おいては 、政令の定 めるところ により、 指定都市 が処理す るものとす

る 。この場合 において は、この法 律の規定 中都道府 県に関する 規定は、 指定都市に 関する規 定として 指定都市に 適用があ るものとす る。
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２・ ３

（略 ）

（ 事務の区分 ）

この法律 （第一章か ら第三章 まで、第十 九条の二 第四項、 第十九条の 七、第十 九条の八、 第十九条 の九第一項 、同条第 二項（第

精 神科病院 の管理者、指 定医、地 方精神保 健福祉審 議会の委員 、精神医療 審査会の 委員、第 二十一条 第四項、第 三十三条第 四項若し く

第三十三条 第三項及 び第三十四 条第二項 の規定に より市町村 が処理す ることとさ れている 事務は、 第一号法定 受託事務 とする。

。）は 、第一号法 定受託事 務とする。

この法律 （第六章 第二節を除 く。）の規 定により 保健所を 設置する 市又は特別 区が処理す ることと されてい る事務（ 保健所長に 係るものに 限る

する 。

第六項、第 六章並び に第五十 一条の十 一の三第二項 を除く。 ）の規定 により都 道府県が 処理すること とされて いる事務 は、第一 号法定受託 事務と

三十 三条の八 において 準用する場 合を含む。 ）、第十 九条の十 一、第二 十九条の七 、第三十条 第一項及 び第三十 一条、第 三十三条の七 第一項及 び

第五十一条 の十三

２
３
第五十 三条

は 第三十三 条の七第 二項の規 定により診察 を行つた 特定医師 若しくは 第四十七条 第一項の規 定により 都道府県 知事等が 指定した医 師又はこれ らの

職にあつ た者が、 この法律 の規定に 基づく職務 の執行に関 して知り 得た人の 秘密を正 当な理由が なく漏らし たときは 、一年以 下の懲役 又は百万円

第五 十一条の 六の規定 に違反し た者は、一年 以下の懲 役又は百 万円以下 の罰金に処 する。

以 下の罰金に 処する。
２（略）
第五十三条の 二

次の各号 のいずれか に該当する 者は、三 十万円以 下の罰金 に処する。

第十 九条の六 の十六第 一項の規定 による報 告をせず、 若しくは 虚偽の報 告をし、又 は同項の 規定による 検査を拒 み、妨げ 、若しくは 忌避した

第二 十七条第一 項又は第 二項の規 定による 診察を拒み 、妨げ、若 しくは忌 避した者 又は同条 第四項の規 定による立 入りを拒 み、若し くは妨げ

第三十八 条の三第 三項（同条 第六項に おいて準 用する場合 を含む。 以下この号 において 同じ。） の規定によ る報告若 しくは提出 をせず、 若し

立入りを 拒み、若 しくは妨 げた者

第二十 九条の二 第一項の 規定による診 察を拒み 、妨げ、 若しくは 忌避した 者又は同条第 四項にお いて準用 する第二 十七条第四 項の規定に よる

た者

者

第五 十五条
一
二
三
四
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五
六

く は虚偽の 報告をし 、同条第三 項の規定に よる診察 を妨げ、 又は同項 の規定によ る出頭をせ ず、若し くは同項 の規定に よる審問に 対して、正 当
な理由が なく答弁 せず、若 しくは虚 偽の答弁を した者

第三十八 条の五第 四項の規定 による報 告若しく は提出をせ ず、若し くは虚偽の 報告をし 、同項の 規定による 診察を妨 げ、又は同 項の規定 によ

る出頭を せず、若 しくは同項 の規定によ る審問に 対して、 正当な理 由がなく答 弁せず、若 しくは虚 偽の答弁 をした者

第三十八 条の六第 一項の規定 による報告 若しくは 提出若し くは提示 をせず、若 しくは虚偽 の報告を し、同項 の規定に よる検査若し くは診察 を

拒み、妨げ 、若しく は忌避し、 又は同項 の規定によ る質問に 対して、 正当な理由 がなく答 弁せず、若 しくは虚 偽の答弁 をした者

四号に規定 する研

第十 八条第一 項第

規定する 研修の過

第十 九条第一項 に

第三十八条の 六第二項 の規定に よる報告 若しくは提 出若しくは 提示をせ ず、又は 虚偽の報 告をした精 神科病院の 管理者

者

七

る

第五十 一条の九第 一項の規定 による報 告をせず 、若しく は虚偽の報 告をし、又 は同項の 規定によ る検査を 拒み、妨げ 、若しくは 忌避した 者

す

三時間

程の時 間数

八時間

修の過 程の時間 数

八
別表 （第十九条 の六の四 関係）

授

こ の 法 律 及 び 障 害 者 の 日 常生 活 及 び 社 会 生 活 を 総合 的 に 支 援 す

教

精神保健 及び精神 障害者福祉 に関す

る た め の 法 律 並 びに 精 神 保 健 福 祉 行政 に 関 し 学 識 経 験 を有 す る

目

る法 律及び障害 者の日常 生活及び 社

者 であるこ と。

科

会生活を総 合的に支 援するた めの法

精 神 障 害 者 の 医 療 に 関 し 学 識 経験 を 有 す る 者 と して 精 神 医 療 審

律並 びに精神保健 福祉行政 概論
精神障害 者の医療 に関する 法令及び

査 会 の 委 員 に 任 命さ れ て い る 者 若 し くは そ の 職 に あ つ た 者又 は

法 律 に 関 し 学 識 経 験 を 有す る 者 と し て 精 神医 療 審 査 会 の 委 員に

これらの 者と同等以 上の学識 経験を有 する者で あること。

実務

精 神障害者 の人権に 関する法 令

任 命 さ れ て い る 者若 し く は そ の 職に あ つ た 者 又 は こ れ らの 者 と
同 等以上の学 識経験を 有する者 であるこ と。
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学 校 教 育 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第二 十 六 号 ） に 基づ く 大 学 に お

精 神 障 害 者 の 社会 復 帰 及 び 精 神 障害 者 福 祉 に 関 し学 識 経 験 を 有

精神医学

い て 精 神 医 学 の 教 授 若 しく は 准 教 授 の 職 にあ る 者 若 し く は こ れ
ら の 職 に あ つ た者 又 は こ れ ら の 者と 同 等 以 上 の 学識 経 験 を 有 す

精神 障害者の社会 復帰及び 精神障害
する 者である こと。

る者 であるこ と。

者 福祉

次に 掲げる者が 共同して教 授するこ と。
指 定 医 と し て 十 年 以 上 精 神 障害 の 診 断 又 は 治療 に 従 事 し た
経験 を有する 者
法 律 に 関 し 学 識 経 験 を有 す る 者 と し て 精 神 医療 審 査 会 の 委
員 に 任 命 さ れ て い る 者 若 し く は そ の 職 に あ つ た 者 又は こ れ ら
の 者と同等以 上の学識経 験を有す る者
こ の法律及び 精神保健福 祉行政に 関し学識 経験を有 する者

第一 欄に掲げ る精神障 害者の医療 に関する 事例研究は 、最新の 事例を用 いて教授す ること。

三

二

一

精神 障害者の医 療に関す る事例研 究

備考

◎精神保健 及び精神 障害者福 祉に関す る法律施行 令（昭和二 十五年政 令第百五 十五号） （抄）

３

２

審査 会は、会長 が招集す る。

会長に事 故がある ときは、 あらかじめ 委員のうち から互選 された者 が、その 職務を行う 。

会 長は、会 務を総理 する。

精 神医療審 査会（以下 「審査会 」という 。）に会長 を置き、 委員の互選 によつて これを定 める。

４

審査会は 、委員の過 半数が出席 しなけれ ば、議事 を開き、 議決するこ とができな い。

第二条

５

二時間

三 時間

一時間

四時間

四時 間
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７

６

合議体は 、精神障害 者の医療に 関し学識 経験を有 する者の うちから任 命された委 員、精神 障害者の 保健又は 福祉に関し 学識経験を 有する者 のう

審査 の案件を取 り扱う合 議体に長 を置き、 合議体を構 成する委員 の互選に よつてこ れを定め る。

審査会の 議事は、 出席した 委員の過半 数で決し、 可否同数 のときは 、会長の 決するとこ ろによる。

合議体の 議事は、 出席した 委員の過 半数で決す る。

がで きない。

ちから任 命された 委員及び法 律に関し 学識経験 を有する者 のうちか ら任命され た委員が それぞれ 一人出席し なければ 、議事を開 き、議決 すること

８

９

精神保 健指定医 （以下「 指定医」と いう。）の 指定を受 けようと する者は 、申請書に 厚生労働省 令で定め る書類を 添え、住 所地の都道

前各項 に定めるも ののほか 、審査会 の運営に 関し必要な 事項は、審 査会が定 める。

第二条の二

法 第 十 九 条 第 二 項 た だ し 書 の 規定 に よ る 厚 生 労 働 大 臣 の 認 定 を 受け よ う と す る 者 は 、 申 請 書 に 厚 生 労 働 省令 で 定 め る 書 類 を添 え

府県 知事を経 由して、 これを厚生 労働大臣 に提出しな ければな らない。
第二条の二の五

、 住所地の 都道府県 知事を経 由して、これ を厚生労 働大臣に 提出しな ければなら ない。

法第十九条 の十第一項 の規定に よる国庫 の補助は 、各年度に おいて都道 府県が精 神科病院 及び精神 科病院以外 の病院に設 ける精神 病室

第一条第 二項の規 定は、前 項の場合 に準用す る。

う収 入その他 の収入の 額を控除し た精算額に つき、厚 生労働大 臣が総務 大臣及び財 務大臣と協 議して定 める算定 基準に従 つて行うも のとする。

の設置及 び運営の ために支出 した費用 （法第三 十条第一項 の規定に より都道府 県が負担 する費用 を除く。） の額から 、その年度 における 事業に伴

第二 条の三

２

精神保 健及び精 神障害者福 祉に関す る法律施 行令（昭和 二十五年 政令第百五 十五号。 以下「令 」という。 ）第二条 の二の厚生 労働省令 で定

◎精 神保健及 び精神障 害者福祉に 関する法律 施行規則 （昭和二 十五年省 令第三十一 号）（抄）
第一 条

三

二

一

三年以上 精神障害 の診断又は 治療に従 事した経 験を有する ことを証 する書面

五年 以上診断 又は治療 に従事し た経験を有 することを 証する書 面

医師免 許証の写 し

履歴書

める書類 は、次のと おりとす る。

四
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10

２

五
六

精神保 健及び精 神障害者福 祉に関する 法律（昭 和二十五 年法律第 百二十三号 。以下「法 」という 。）第十 八条第一 項第三号に 規定する厚 生労

働大臣が 定める精 神障害に つき厚生 労働大臣が 定める程度 の診断又 は治療に 従事した 経験を有す ることを証 する書面
法第十八 条第一項 第四号に規 定する研 修の課程 を修了した ことを証 する書面

法第十 九条第二 項の規定 により同項 に規定す る指定の効 力が失わ れた日か ら起算して 一年を超 えない期間 に法第十 八条第一項 の申請を 行う場合

にお いては、 令第二条 の二の厚生 労働省令で 定める書 類は、前 項の規定 にかかわら ず、同項第 一号、第 二号及び 第六号に 掲げる書類並 びに当該 効
力が失われ た指定に 係る指定 医証とす る。

法第 十八条第 一項第四号 及び第十九 条第一項 に規定す る研修（ 次項及び第 四条を除き 、以下「 研修」と いう。） の課程は、 法別表のと おり

法第十九条 第二項の 規定により 同項に規 定する指 定の効力が 失われた 日から起算 して一年 を超えな い期間に法 第十八条 第一項の申 請を行う 場合

とする。

第二 条
２

において は、法第十 八条第一 項第四号 に規定す る研修の課 程は、前項 の規定に かかわら ず、法別 表第十九条 第一項に規 定する研 修の課程 の時間数

法第十九条 第二項の 厚生労働 省令で定 めるやむを 得ない理由 は、同条 第一項の 研修を受 けるべき年 度において 実施され るいずれ の研修を も

によ るものと する。
第四条

受 けることが できない ことについ て、災害 、傷病、 長期の海外 渡航その 他の事由が あること とする。

二

一

研修の 業務を開始 しようとす る年月日

研修の業務を 行おうと する事務 所の名称 及び所在 地

氏名及 び住所（ 法人にあ つては、 その名称、 主たる事務 所の所在 地及び代 表者の氏 名）

法 第十九条 の六の二の 登録の申 請をしよう とする者 は、次に 掲げる事項 を記載した 申請書を 厚生労働 大臣に提 出しなけれ ばならない 。

三
研修 の種類

二

一

申請者 が法第十 九条の六 の三各号の規 定に該当 しないこ とを説明 した書面

申請者が 個人である 場合は、そ の住民票 の写し

申請 者が法人で ある場合 は、その 定款又は 寄附行為及 び登記事項 証明書

前項の申請 書には、 次に掲げる 書類を添 付しなけ ればならな い。

四

第四条 の四

２

三

次の 事項を記 載した書 面
申請者が 法人である 場合は、 その役員 の氏名及 び略歴

四
イ
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五

ロ

研修の 業務を管 理する者の 氏名及び略 歴

研修 の業務を 開始する 初年度の 研修計画（ 法第十九条 の六の六 第一項に 規定する 研修計画を いう。）を 記載した 書面

二

一
処遇に関する 事項

法第三 十六条に 規定する 行動の制 限に関する事 項

患者の同 意に基づ く入院であ る旨

法 第二十一 条第一項 の厚生労働 省令で定 める事項は 、次のと おりとす る。

三

法第二 十一条第二 項に規定す る退院の 申出によ り退院で きる旨並び に同条第三 項及び第 四項後段 の規定に よる措置に 関する事項

第五条

四

三

二

一

法第 二十一条 第四項後 段の規定 による措置 について審 議を行う ため、事 後審査委 員会を設け ていること 。

二名以 上の常時 勤務する 指定医を置い ているこ と。

地方公共 団体の救急 医療（精神 障害の医 療に係る ものに限 る。）の確保 に関する 施策に協 力して、 休日診療 及び夜間診療 を行つて いること 。

法第 三十三条の 七第一項 の規定に よる都道 府県知事の 指定を受け ているこ と又は受 ける見込 みが十分で あること。

法 第二十一 条第四項の 厚生労働 省令で定 める精神科 病院の基 準は、次の とおりと する。

四

精神科病 院に入院 中の者に対 する行動 の制限が その症状に 応じて最 も制限の少 ない方法 により行 われている かどうか を審議する ため、行 動制

第五 条の二

五
限最小化 委員会を 設けている こと。

一

二年以 上精神障害 の診断又は 治療に従 事した経 験を有す ること。

四年以上診断 又は治療 に従事し た経験を 有するこ と。

法第二十 一条第四 項の厚生 労働省令 で定める医師 の基準は 、次のと おりとす る。

二

精神 障害の診 断又は治 療に従事す る医師と して著しく 不適当と 認められ る者でない こと。

第五条の三

三

法第二 十一条第五 項におい て準用す る法第十九 条の四の 二に規定す る厚生労 働省令で 定める事項 は、次の各 号に掲げ る事項と する。

法第二十 一条第四項 後段の規定 による措 置を採つ た年月日 及び時刻並 びに解除し た年月日 及び時刻

第五条の四
一

当該措 置を採つ たときの 症状

法第 二十一条第 七項、第二 十九条第 三項（法 第二十九 条の二第四 項及び第三 十三条の 八におい て準用す る場合を含 む。）及び 第三十三 条の

二
第六 条
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三 第一項本 文の厚生 労働省令で 定める事項 は、第五 条第二号 に掲げる 事項とする 。

五

四

三

二

一

退院 後の帰住 先及びそ の住所

退院後 の処置に関 する事項

病名及び入院 後の病状 又は状態 像の経過 の概要

入院年 月日

患者の住 所、氏名 、性別及び 生年月日

精神 科病院の 名称及び所 在地

法第 二十九条の 五の厚生労 働省令で 定める事 項は、次 のとおりと する。

六
診察した 指定医の 氏名

第九 条

七

法第三 十三条第 四項後段 の規定による 措置を採 つたとき の症状

法第三十 三条第五項に おいて準 用する法 第十九条 の四の二に 規定する厚 生労働省 令で定め る事項は 、次の各号 に掲げる事 項とする 。

一

法第 二十条の 規定によ る入院が 行われる状 態にないと 判定した 理由

第十三 条の二
二

法第 三十三条 第七項の厚 生労働省 令で定める 事項は、 次の各号 に掲げる届 出の区分 に応じ、そ れぞれ当 該各号に 定める事項 とする。

リ

チ

ト

ヘ

ホ

ニ

ハ

ロ

イ

入院につ いて同意し た家族等 の住所、 氏名、性 別、生年月 日及び患者 との続柄

法第 三十四条 第一項の 規定によ る移送の有 無

診察し た指定医 の氏名

推 定される 入院期間 （法第三十 三条第一 項又は第三 項の規定 による措 置を採つた 場合に限 る。以下同 じ。）

生活 歴及び現病 歴

法第二十条 の規定に よる入院 が行われ る状態にな いと判定し た理由

病名

入院年 月日

患 者の住所、 氏名、性 別及び生 年月日

精神科 病院の名 称及び所在 地

法第三十 三条第一 項又は第三 項の規定に よる措置 に係る届 出

第十三条の 四
一

ヌ
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ヲ

ル

医療 法施行規 則（昭和 二十三年 厚生省令第 五十号）第 一条の五 に規定す る入院診 療計画書に 記載する事 項

法第三 十三条の 四の規定に より選任さ れた退院 後生活環 境相談員 の氏名

ハ

ロ

イ

前 号の診察の 結果、法 第三十三 条第一項 又は第三項 の措置は必 要ないと 認めたと きは、そ の理由

当該措 置から十 二時間以内 に法第三 十三条第一 項又は第 三項の規 定による診 察をした 指定医の氏 名及び診 察した日 時

入 院年月日 及び時刻

診察 した特定 医師の氏名

法第三十 三条第一 項又は第 三項の規定 による措 置を採ろう とする場 合におい て、同条第 四項後段 の規定によ る措置を 採つた場 合の届出

ニ
第一号 イ、ロ、ニ からヘまで 、ヌ及び ヲに掲げ る事項

二

ホ

一

症状その 他医療保護 入院に係る 告知事項 を知らせ ることが その者の医療 及び保護 を図る上 で支障が あると認 められた理由

法第 三十三条の 三第一項 本文に規 定する事 項（以下「 医療保護入 院に係る 告知事項 」という 。）のうち 知らせなか つたもの

法第 三十三条 の三第二項 の規定に より診療 録に記載し なければ ならない事 項は、次 のとおり とする。

二
医療保 護入院に 係る告知 事項を知らせ た年月日

第十 五条

三

法第三十 三条の四の 厚生労働 省令で定 める資格 を有する者 は、次の各 号のいず れかに該 当するも のとする。

ニ

ハ

ロ

イ

社会 福祉士

作業療 法士

准 看護師

看護師

保 健師

社会福祉 士及び介護 福祉士法（ 昭和六十 二年法律 第三十号 ）第二条第 一項に規定 する業務

理学 療法士及び 作業療法 士法（昭 和四十年 法律第百三 十七号）第 二条第四 項に規定 する業務

保健師 助産師看護 師法第五 条に規定 する業務

保 健師助産 師看護師 法（昭和二 十三年法律 第二百三 号）第二 条に規定 する業務

前号に掲 げる者以 外の者で、 三年以上 、精神障害 者及びそ の家族等 からの精神 障害者の 退院後の生 活環境に 関する相 談及びこれ らの者に 対す

保 健師助産 師看護師 法第六条 に規定する 業務

ホ

次の イからホ までに掲げ る者であ つて、精 神障害者に 関する当 該イからホ までに定 める業務 に従事した 経験を有 するもの

第十 五条の二
一

二

法第三 十三条の 四の規定に よる退院後 生活環境 相談員の 選任は、 法第三十三 条第一項又 は第三項 の規定に よる措置 が採られた 日から

る指導に ついての実 務に従事し た経験を 有し、か つ、厚生 労働大臣が 定める研修 を修了し たもの
第十 五条の三

七日以内 に行わな ければな らない。
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第十 六条の三

法第三 十三条の 七第五項の 厚生労働省 令で定め る事項は 、次の各 号に掲げる 届出の区分 に応じ、 それぞれ 当該各号 に定める事 項とす

ヘ

ホ

ニ

ハ

ロ

イ

法第三十四 条第三項 の規定に よる移送 の有無

診察 した指定 医の氏名

法第二 十条の規定 による入院 が行われ る状態に ないと判 定した理由

病 名及び症状

入院年 月日及び 時刻

患 者の住所 、氏名、 性別及び 生年月日

精神 科病院の 名称及び所 在地

法第三十 三条の七 第一項の規 定による 措置に係 る届出

ト
医療 及び保護を 依頼した者 の患者と の関係

法第三十 三条の七第 一項の規定 による措 置を採ろ うとする 場合において 、法同条 第二項後 段の規定 による措 置を採つた場 合の当該 措置に係 る

チ

る。
一

二

ホ

ニ

ハ

ロ

イ

前 号イからハ まで、ホ 及びチに 掲げる事 項

前号の 診察の結 果、法第三 十三条の 七第一項 の措置は必 要ないと 認めたとき は、その 理由

当 該措置か ら十二時 間以内に 法第三十三 条の七第一 項の規定 による診 察をした 指定医の氏 名及び診察 した日時

生活 歴及び現 病歴

病名

診察 した特定 医師の氏 名

届出

ヘ

四

三

二

一

処遇 に関する 事項

病名及 び過去六 月間 入
( 院年月 日から起算 して六月 を経過する までの間 は、過去三 月間 の
) 病状又 は状態像 の経過の 概要

入院年月 日及び前回 の法第三十 八条の二 第一項前 段の規定 による報告 の年月日

患者 の住所、氏 名、性別 及び生年 月日

精神科病 院の名称 及び所在地

法第三十 八条の二 第一項前 段の厚生労 働省令で定 める事項 は、次の とおりと する。

五

生活歴及 び現病歴

第十九条

六
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２

３

九

八

七
診察年月 日及び診 察した指定 医の氏名

今後 の治療方 針

過去六 月間の法 第四十条の 規定による 措置の状 況

一
前項第 四号、第 六号及び 第八号に 掲げる事項

症状

法第三 十八条の 二第一項 後段の厚生 労働省令 で定める事 項は、次 のとおり とする。
二

法 第三十八条 の二第一項 前段の規 定による 報告は、 法第二十九 条第一項の 規定によ る措置が 採られた 日の属する 月の翌月を 初月とす る同月以 後

の 六月ごと の各月に行 わなければ ならない 。ただし 、入院年 月日から起 算して六月 を経過す るまでの 間は、三 月ごとの各 月に行わな ければな らな
い。

五

四

三

二

一

退院後生 活環境相 談員の氏名

退院 に向けた 取組の状況

法第二十 条の規定 による入院 が行われ る状態に ないかどう かの検討

過去 十二月間 の外泊の 状況

病名及 び過去十 二月間の 病状又は状態 像の経過 の概要

入院年月 日及び前回 の法第三十 八条の二 第二項に おいて準 用する同条第 一項前段 の規定に よる報告 の年月日

法第三十 八条の二第 二項にお いて準用 する同条第 一項前段の 厚生労働 省令で定 める事項 は、次のと おりとする 。

六

前条第 一項第一 号、第二 号、第六 号、第八号 及び第九号 に掲げる 事項

一

前項 第二号及 び第四号 並びに前条 第一項第 六号及び第 八号に掲 げる事項

症状

法第三十八 条の二第 二項におい て準用す る同条第 一項前段の 規定によ る報告は、 法第三十 三条第一 項又は第三 項の規定 による措置 が採られ た日

二

法 第三十八条 の二第二項 において 準用する 同条第一 項後段の厚 生労働省令 で定める 事項は、 次のとお りとする。

七

第二十条

２

３

の属する 月の翌月を 初月とす る同月以 後の十二 月ごとの各 月に行わな ければな らない。

患者 の住所、 氏名及び 生年月日

法第三十 八条の四 の規定によ る請求は、 次に掲げ る事項に 関し申し 立てること により行う ものとす る。

一

請求人が 患者本人 でない場合 にあつて は、その 者の住所、 氏名及び 患者との続 柄

第二 十二条
二
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五

四

三
請求年月 日

請求 の趣旨及 び理由

患者が 入院して いる精神科 病院の名称

五

四

三

二

一

退院 後生活環境 相談員の 氏名

退院に向 けた取組 の状況

法第 二十条の 規定によ る入院が行 われる状 態にないか どうかの 検討

過去十 二月間の外 泊の状況

病名及び過去 十二月間 の病状又 は状態像 の経過の概 要

入院年 月日及び 前回の法 第三十八 条の二第二項 において 準用する 同条第一 項前段の 規定による報 告の年月 日

法第 三十八条 の二第二項 において準 用する同 条第一項 前段の厚 生労働省令 で定める事 項は、次 のとおり とする。

六

前条第一 項第一号、 第二号、第 六号、第 八号及び 第九号に 掲げる事項

一

前項第二 号及び第 四号並びに 前条第一 項第六号 及び第八号 に掲げる 事項

症状

法第三 十八条の 二第二項 において準 用する同 条第一項前 段の規定 による報 告は、法第 三十三条 第一項又は 第三項の 規定によ る措置が採 られた日

二

法第三十 八条の二 第二項に おいて準用 する同条第 一項後段 の厚生労 働省令で 定める事項 は、次のと おりとす る。

七

第二十 条

２

３

の属 する月の 翌月を初 月とする同 月以後の十 二月ごと の各月に 行わなけ ればならな い。

法第 三十八条の 三第一項 及び第五 項の厚生 労働省令で 定める事項 は、次の 各号に掲 げる報告 又は届出の 区分に応じ 、それぞ れ当該各 号

二

一

法第 三十三条第 七項の規 定による 届出

法第三十 八条の二 第二項にお いて準用 する同条第 一項前段 の規定に よる報告

法第 三十八条 の二第一 項前段の規 定による 報告

第二十条 第一項各号 に掲げる 事項

第十 九条第一 項各号に 掲げる事項

三

法第三十 八条の二第 三項の規定 による報 告

地方 自治法（昭 和二十二 年法律第 六十七号 ）（抄）

第二 十条の五 各号に掲げ る事項

第 十三条の四 第一号イか らヲまで に掲げる 事項

四

に 定める事 項とする。

第二十 一条

◎
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第二 条
（略）

（略 ）

この法律 において「 自治事務」 とは、地 方公共団 体が処理 する事務の うち、法定 受託事務 以外のも のをいう 。

２～７
８
この法 律におい て「法定 受託事務」 とは、次 に掲げる事 務をいう 。

法律又 はこれに基 づく政令に より市町 村又は特 別区が処 理すること とされる事 務のうち 、都道府 県が本来 果たすべき 役割に係る ものであ つて

務」と いう。）

つて、国に おいてそ の適正な処 理を特に 確保する必 要がある ものとし て法律又は これに基 づく政令に 特に定め るもの（ 以下「第一 号法定受 託事

法律又は これに基 づく政令に より都道府 県、市町 村又は特 別区が処 理すること とされる事 務のうち 、国が本 来果たす べき役割に係 るもので あ

９
一

二

、都道府 県におい てその適 正な処理を 特に確保す る必要が あるもの として法 律又はこれ に基づく政 令に特に 定めるも の（以下 「第二号法 定受託
事務 」という。 ）

この法律 又はこれに 基づく政令 に規定す るものの ほか、法 律に定める 法定受託事 務は第一 号法定受 託事務に あつては別 表第一の上 欄に掲げ る法

務

律に ついてそ れぞれ同表 の下欄に、 第二号法 定受託事 務にあつ ては別表第二 の上欄に 掲げる法 律につい てそれぞ れ同表の下欄 に掲げる とおりで あ
（ 略）

事

り 、政令に 定める法 定受託事 務はこの法律 に基づく 政令に示 すとおり である。
～
第一号法 定受託事 務（第二条 関係）
律
（略）

法
（ 略）

一

する法律（昭和二十五年法律第百

九 条の七、 第三十条第 一項及び 第三十一条 、第三十 三条の七 第一項及び 第六項、 第六章並び に第五十

九 第 一 項 、同 条 第 二 項 （ 第 三十 三 条 の 八 に おい て 準 用 す る 場 合を 含 む。 ） 、第 十 九条 の十 一 、第 二 十

この法 律（第一章 から第三 章まで、 第十九条 の二第四項 、第十九条 の七、第 十九条の 八、第十 九条の

精神保健及び精神障害者福祉に関

別表第一

17

二十 三号）

この 法律（第 六章第二節 を除く。 ）の規定 により保健 所を設置 する市又は 特別区が 処理する こととさ

一条 の十一の 三第二項 を除く。 ）の規定に より都道府 県が処理 すること とされて いる事務
二

れ ている事務 （保健所長 に係るも のに限る 。）
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10
11

◎

（ 略）

三

第三十三 条第三項 及び第三 十四条第二 項の規定に より市町 村が処理 すること とされてい る事務

（略）

行政手続 法（平成 五年法律 第八十八 号）（抄）
（ 聴聞の通 知の方式）

行政庁は 、聴聞を 行うに当 たっては、 聴聞を行う べき期日 までに相 当な期間 をおいて、 不利益処分 の名あて 人となる べき者に 対し、次に

三

二

一

聴 聞に関する 事務を所 掌する組 織の名称及 び所在地

聴聞の 期日及び 場所

不利益処 分の原因と なる事実

予定 される不利 益処分の 内容及び 根拠とな る法令の条 項

聴 聞の 期 日に 出 頭し て意 見 を述 べ 、及 び 証拠 書 類又 は証 拠 物（ 以 下「 証 拠書 類 等」 とい う 。 ）を 提出 し、又 は聴 聞の 期日へ の出頭 に代 えて
陳述 書及び証 拠書類等を 提出する ことができ ること。

聴聞が 終結する 時までの 間、当該 不利益処分 の原因とな る事実を 証する資 料の閲覧 を求めること ができる こと。

心 神喪失等 の状態で 重大な他害行 為を行っ た者の医 療及び観 察等に関 する法律（平 成十五年 法律第百 十号）（ 抄）

とみ なす。

掲示す ることによ って行う ことができ る。この 場合にお いては、掲 示を始め た日から二 週間を経 過したと きに、当該 通知がそ の者に到達 したもの

び 第四号に 掲げる事項 並びに当 該行政庁が 同項各号 に掲げる 事項を記載 した書面 をいつでも その者に 交付する 旨を当該行 政庁の事 務所の掲示 場に

行 政庁は、不 利益処分の 名あて人 となるべ き者の所 在が判明し ない場合に おいては 、第一項 の規定に よる通知を 、その者の 氏名、同 項第三号 及

二

一

前項の書 面において は、次に掲 げる事項 を教示し なければ ならない。

四

掲げ る事項を 書面によ り通知し なければな らない。

第十五条

２

３

◎

この 法律におい て「対象行 為」とは 、次の各 号に掲げ るいずれか の行為に当 たるもの をいう。

（定義）
第二 条
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三

二
刑法 第二百四 条に規定す る行為

刑法第百 九十九条 、第二百二 条又は第 二百三条 に規定する 行為

刑法 明
( 治四 十年法律 第四十五号 第
)百 八条から 第百十条 まで又は 第百十二条 に規定する 行為
刑法 第百七十 六条から 第百七十 九条までに 規定する行 為

一

四

五 刑法第二 百三十六 条、第二百 三十八条又 は第二百 四十三条 第
(二 百三十六 条又は第二百 三十八条 に係るも のに限る 。 に
) 規定する行 為
この法律 において 「対象者 」とは、 次の各号の いずれかに 該当する 者をいう 。

公訴を提起し ない処分 において 、対象行 為を行った こと及び刑 法第三十 九条第一 項に規定 する者（以 下「心神喪 失者」と いう。） 又は同条 第

この法 律におい て「指定医 療機関」 とは、指 定入院医療 機関及び指 定通院医 療機関を いう。

２
一

二 項に規定 する者（以 下「心神耗 弱者」と いう。） であるこ とが認めら れた者

対象 行為につ いて、刑 法第三十九 条第一項 の規定によ り無罪の 確定裁判 を受けた者 又は同条 第二項の規 定により 刑を減軽 する旨の確 定裁判（

３

こ の法律に おいて「 指定入院医療 機関」と は、第四 十二条第 一項第一号 又は第六十 一条第一 項第一号 の決定を 受けた者の 入院による 医療を担 当

二

４

さ せる医療 機関とし て厚生労 働大臣が指定 した病院 そ
( の一部を指 定した病 院を含む。 を
)い う。
この 法律におい て「指定 通院医療 機関」と は、第四十 二条第一項 第二号又 は第五十 一条第一 項第二号の 決定を受け た者の入 院によら ない医療 を

懲役 又は禁錮の 刑を言い 渡し、そ の刑の全 部の執行猶 予の言渡し をしない 裁判であ って、執 行すべき刑 期があるも のを除く 。）を受 けた者

５

担 当させる医 療機関と して厚生労 働大臣が 指定した 病院若しく は診療所 （これらに 準ずるも のとして 政令で定め るものを 含む。第十 六条第二 項に
おいて同 じ。）又 は薬局をい う。

検察 官は、被疑 者が対象 行為を行 ったこと 及び心神喪 失者若しく は心神耗 弱者であ ることを 認めて公訴 を提起しな い処分を したとき 、

（検察官に よる申立 て）
第三十 三条

又 は第二条 第二項第二 号に規定す る確定裁 判があっ たときは 、当該処分 をされ、又 は当該確 定裁判を 受けた対 象者につい て、対象行 為を行っ た際

の精神障 害を改善 し、これ に伴って同 様の行為 を行うこと なく、社 会に復帰 することを 促進する ためにこの 法律によ る医療を 受けさせる 必要が明

らか にないと 認める場 合を除き、 地方裁判 所に対し、 第四十二 条第一項 の決定をす ることを 申し立てな ければな らない。 ただし、当 該対象者 につ

いて刑事 事件若しく は少年の 保護事件 の処理又 は外国人の 退去強制に 関する法 令の規定 による手 続が行われ ている場合 は、当該 手続が終 了するま
（略 ）

で、 申立てを しないこと ができる。
２・ ３

（ 指定入院医 療機関の 管理者によ る申立て ）
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指定入院 医療機関 の管理者は 、当該指定 入院医療 機関に勤 務する精 神保健指定 医（精神保 健及び精 神障害者 福祉に関 する法律（ 昭和二

障害者虐 待の防止 、障害者の 養護者に対 する支援 等に関す る法律（ 平成二十三 年法律第七 十九号） （抄）

とができる 。

あっ た日から 起算して 六月が経過 した後も、 前二項の 申立てに 対する決 定があるま での間、そ の者の入 院を継続 してこの 法律による 医療を行う こ

指定入 院医療機 関は、前 二項の申立 てをした 場合は、第 四十二条 第一項第 一号、第五 十一条第 一項第一号 又は第六 十一条第 一項第一号 の決定が

項 後段の規定 によりそ の者に対す る医療を 行わない 間は、当該 期間の進 行は停止す るものと する。

事事件又 は少年の 保護事件 に関する 法令の規定 によりその 身体を拘 束された 日の翌日 からその拘 束を解かれ る日の前 日までの 間並びに 第百条第三

が 同条第一 項に規定 する医学 的管理の下か ら無断で 離れた場 合におけ る当該離れ た日を含む 。）の翌 日から連 れ戻され る日の前日 までの間及 び刑

しな ければな らない。た だし、その 者が指定 入院医療 機関から 無断で退去し た日（第 百条第一 項又は第 二項の規 定により外出 又は外泊 している 者

きは、そ の最後のも の。次項 において 同じ。） があった日 から起算し て六月が 経過する 日までに 、地方裁判 所に対し、 入院継続 の確認の 申立てを

、保 護観察所 の長の意 見を付して 、第四十 二条第一項 第一号、 第五十一 条第一項第 一号又は 第六十一条 第一項第 一号の決 定（これら が複数あ ると

伴って同 様の行為 を行うこ となく、社 会に復帰 することを 促進する ために入 院を継続さ せてこの 法律による 医療を行 う必要が あると認め る場合は

一 項第一号 の決定によ り入院して いる者に ついて、 第三十七 条第二項に 規定する事 項を考慮 し、対象 行為を行 った際の精 神障害を改 善し、こ れに

指 定入院医療 機関の管理 者は、当 該指定入 院医療機 関に勤務す る精神保健 指定医に よる診察 の結果、 第四十二条 第一項第一 号又は第 六十一条 第

院の許可の 申立てを しなけれ ばならな い。

てこ の法律に よる医療 を行う必要 があると認 めること ができな くなった 場合は、保 護観察所の 長の意見 を付して 、直ちに 、地方裁判所 に対し、 退

慮し、対 象行為を 行った際の 精神障害 を改善し 、これに伴 って同様 の行為を行 うことな く、社会 に復帰する ことを促 進するため に入院を 継続させ

診 察の結果、 第四十二 条第一項第 一号又は 第六十一 条第一項第 一号の決 定により入 院してい る者につ いて、第三 十七条第 二項に規定 する事項 を考

十五年法 律第百二 十三号） 第十九条 の二第二項 の規定によ りその職 務を停止 されてい る者を除く 。第百十七 条第二項 を除き、 以下同じ 。）による

第四 十九条

２

３

◎

（通 報等を受 けた場合 の措置）

市 町村は、 第七条第一 項の規定 による通 報又は障害 者からの 養護者によ る障害者 虐待を受 けた旨の届 出を受けた ときは、 速やかに 、当該障

市町 村は、第七 条第一項 の規定に よる通報 又は前項に 規定する届 出があっ た場合に は、当該 通報又は届 出に係る障 害者に対 する養護 者による 障

者 （以下「 市町村障 害者虐待 対応協力者」 という。 ）とその 対応につ いて協議 を行うものと する。

害者 の安全の 確認その他 当該通報又 は届出に 係る事実 の確認の ための措置 を講ずると ともに、 第三十五 条の規定 により当該市 町村と連 携協力す る

第九条

２

害 者虐待の防 止及び当 該障害者の 保護が図 られるよ う、養護者 による障 害者虐待に より生命 又は身体 に重大な危 険が生じ ているおそ れがある と認
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３

め られる障 害者を一 時的に保護 するため迅 速に当該 市町村の 設置する 障害者支援 施設又は障 害者の日 常生活及 び社会生 活を総合的 に支援する ため

の法律第 五条第六 項の厚生 労働省令 で定める施 設（以下「 障害者支 援施設等 」という 。）に入所 させる等、 適切に、 身体障害 者福祉法 （昭和二十

四 年法律第二 百八十三 号）第十八 条第一項 若しくは 第二項又は 知的障害 者福祉法（ 昭和三十 五年法律 第三十七号 ）第十五 条の四若し くは第十 六条

第一項第 二号の規 定による措 置を講ず るものと する。この 場合にお いて、当該 障害者が 身体障害 者福祉法第 四条に規 定する身体 障害者（ 以下「身

体障 害者」と いう。） 及び知的障 害者福祉法 にいう知 的障害者 （以下「 知的障害者 」という。 ）以外の 障害者で あるとき は、当該障害 者を身体 障

害者又は知 的障害者 とみなし て、身体 障害者福祉法 第十八条 第一項若 しくは第 二項又は 知的障害者福 祉法第十 五条の四 若しくは 第十六条第 一項第
二号 の規定を適用 する。

市町村長 は、第七 条第一項の 規定による 通報又は 第一項に 規定する 届出があっ た場合には 、当該通 報又は届 出に係る 障害者に対 する養護者 によ

る障害者 虐待の防 止並びに 当該障害者 の保護及 び自立の支 援が図ら れるよう 、適切に、 精神保健 及び精神障 害者福祉 に関する 法律（昭和 二十五年

法律 第百二十 三号）第 五十一条の 十一の二 又は知的障 害者福祉 法第二十 八条の規定 により審 判の請求を するもの とする。
（財 産上の不 当取引によ る被害の防 止等）

市町村は 、養護者 、障害者の 親族、障害 者福祉施 設従事者 等及び使 用者以外の 者が不当に 財産上の 利益を得 る目的で 障害者と行 う取引

市 町村長は 、財産上 の不当取引 の被害を 受け、又は 受けるお それのあ る障害者に ついて、適 切に、精 神保健及 び精神障 害者福祉に 関する法律 第

ものとす る。

機 関を紹介し 、又は市 町村障害者 虐待対応 協力者に 、財産上の 不当取引 による障害 者の被害 に係る相 談若しくは 関係機関 の紹介の実 施を委託 する

（以下「 財産上の 不当取引 」という 。）による 障害者の被 害につい て、相談 に応じ、 若しくは消 費生活に関 する業務 を担当す る部局そ の他の関係

第四 十三条

２

五十一条の 十一の二 又は知的 障害者福 祉法第二十 八条の規定 により審 判の請求 をするも のとする。
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