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(3) 任意入院

31 任意入院と入院同意

Ｑ
任意入院と一般診療科で行われる入院（自由入院）は

違うのでしょうか。任意入院における患者さんの入院へ

の同意はどの程度の意思があればよいのでしょうか。

Ａ
任意入院とは、精神障害者の同意に基づいて行われる

入院です。ただし、同意に基づく入院であっても、精神

保健福祉法上、行動制限や退院制限を受ける場合があり、

自由が制約されうる点で自由入院とは異なります。

この同意に際しては、入院についての判断ができる状

態にあることを前提として、自発的に入院する意思が必

要です。

解 説

1 任意入院とは

任意入院とは、本人の同意に基づく入院形態をいいます（精神福祉

20）。

精神保健福祉法では、精神障害者の人権擁護の観点から、任意入院

が精神科入院医療における原則的な形態であるとしています。

このため、精神科病院の管理者は、精神障害者が入院する際には、

できる限り同意を得て任意入院を行うように努力する義務があります

（精神福祉20）。

任意入院が精神障害者の同意に基づく入院であるといっても、精神

保健福祉法上の要件を満たす場合には行動制限（精神福祉36）や72時間
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に限り退院制限（精神福祉21③）をすることが認められていますので、

一般診療科における自由入院とは異なります。

2 任意入院の要件

任意入院を行うには、次の3つの要件を満たさなければなりません。

① 精神障害者であること

任意入院が精神保健福祉法に基づく制度である以上、統合失調症、

精神作用物質による急性中毒またはその依存症、知的障害、精神病

質その他の精神疾患を有する者でなければなりません（精神福祉5）。

② 当該入院が精神障害者の医療保護のために必要であること

精神保健福祉法上の医療は、精神障害者の医療および保護を目的

とするものであり、医学的適応性を有しない方を入院させることは、

精神科医療としての入院とはなりません。

③ 精神障害者本人の同意があること

任意入院を行うには本人の同意が必要です（精神福祉20）。ここで

いう「同意」は、民法上の法律行為としての「同意」と必ずしも一

致するものではありません。これは、精神障害者の人権を保護する

という視点とともに、治療の効果を促進するという視点で「同意」

が求められているからです。このため、本人が自らの入院について

積極的に拒んでいないという消極的な場合も含まれることになりま

す（平12・3・30障精発22 5(1))。

ただし、任意入院は自発的な入院であるべきですから、本人が入

院についての判断ができる状態にあることを前提として、自発的に

入院について同意していることが必要です（池原毅和『精神障害法』170

頁（三省堂、2011年））。
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3 任意入院の手続

任意入院であっても、Ｑ32で説明するとおり、行動の自由の制限を

受ける場合があり、退院についても制限がある場合がありますので、

精神障害者の人権を保護するために適正な手続に基づいて入院が行わ

れる必要があります。

そこで、精神障害者が任意入院をする場合、精神科病院の管理者は

次の①から⑤を書面で告知し、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ければなりません（精神福祉21①、精神福祉規5）。

① 退院等の請求に関すること

② 患者の同意に基づく入院である旨

③ 行動の制限に関する事項

④ 処遇に関する事項

⑤ 退院の申出により退院できる旨ならびに精神保健指定医が診察し

必要があると認めたときは入院を継続する旨

ＭＥＭＯ

〇任意入院同意書に署名できないとき

入院する精神障害者が口頭等で意思を表明することができて

も、身体的な理由等により任意入院同意書に署名できない場合が

あります。

このような場合には、精神障害者に入院する意思があることを

確認したうえで、第三者が本人に代わり署名したことを明らかに

して、入院同意書に署名することも認められると考えられます。
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37 医療保護入院の家族等の利益相反

Ｑ
患者さんが妻の同意で医療保護入院になりましたが、

面談の際に妻が「夫が入院してくれてよかった。離婚し

たかったけど出ていくお金もなかったし。」と言ってい

たのが気になりました。何か気をつけるべきことはある

でしょうか。

Ａ
配偶者には医療保護入院の同意権限がありますが、本

人に訴訟を提起している場合などはその資格が認められ

ませんので、その点を確認してください。また、財産侵

害などの危険性があれば、成年後見の申立てを検討する

必要があります。

解 説

1 同意権者の欠格事由と利益相反関係

(1) 精神保健福祉法の定め

精神保健福祉法は、患者の家族等が次のいずれかに該当する場合に

は、医療保護入院の同意をすることができないと定めています（精神福

祉33②）。

① 行方の知れない者

② 当該精神障害者に対して訴訟をしている者、またはした者ならび

にその配偶者および直系血族

③ 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人または補助人

④ 成年被後見人または被保佐人

⑤ 未成年者
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ここでいう②の「訴訟をしている者」とは、実質的に訴訟当事者と

なって争っている者をいい、原告のみならず被告の場合も含まれると

解されています。他方、「訴訟」には民事訴訟における判決手続のほか、

証拠保全手続などは含まれるものの、調停は含まれないと解されてい

ます（精神保健福祉研究会『精神保健福祉法詳解』194頁（中央法規出版、３訂、

2007年）参照）。

したがって、ご質問の場合の妻が、離婚訴訟をしていなくとも（訴

訟提起していれば当然に欠格事由に該当します。）、例えば離婚訴訟の

ために夫の財産を保全していたような場合は同意権者の欠格事由に該

当しますが、離婚調停を申し立てていただけでは直接に欠格事由に該

当しないとも考えられます。

(2) 実質的に利益相反のある場合

しかし、一般に離婚訴訟は調停前置主義といって、原則として必ず

調停手続を経なければならないことになっており、離婚を求めて調停

を申し立てた配偶者は、訴訟提起も辞さない気持ちをもっていること

が多々あります。このような配偶者が相手方の権利擁護のために入院

の適否を客観的に判断できるという保障はありません。ご質問の場合

においても、夫が入院したことに安堵して、妻は退院に協力しないば

かりか、離婚訴訟も起こさず離婚に等しい状態を維持しようとする可

能性が高くなります。また、そもそもご質問の場合のようにすでに相

手方が配偶者の財産を自由に管理できる状態にある場合は、あえて証

拠保全手続などとらないものですが、この点からも利益相反が深刻な

事態になるほど欠格事由に該当しなくなるという矛盾をはらんでいる

といえます。

このような実質的な利益相反の可能性を考慮して、保護義務者の規

定があった時代の判例ですが、調停事件係属中のものについて訴訟に

準じ保護義務者となる資格を有しないとしたものがあります（長崎家
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審昭49・11・18家月27・9・113）。

平成25年の精神保健福祉法改正（平成25年法律47号）の際に医療保

護入院にあたり精神保健指定医の判断だけでなく、家族等のいずれか

が同意をすることとされましたが（精神福祉33①）、その趣旨は、患者本

人の権利擁護という視点と、本人に代わる家族へのインフォームド・

コンセントにあると説明されています。この趣旨を前提に考えても、

離婚訴訟に至らなくても離婚を希望するような利益の相反する家族

は、本人の権利擁護という立場にふさわしいとはいえず、また、イン

フォームド・コンセントの対象者としてもふさわしいとはいえません。

したがって、やはり改正法の趣旨から考えても、利益相反関係のあ

る家族から同意を得るのは回避すべきでしょう。

(3) 現行法の限界と対応について

このように、離婚訴訟に至っていない、例えば調停申立段階にとど

まる場合については、欠格事由に該当するか否かについて、異なる考

え方が成り立ちうるため、後日紛争に発展する可能性があります。

同意者と患者の間に利益相反のある状態でなされた医療保護入院は

患者の利益にならないことがあるので、後日同意者の適格性が法的に

争われる可能性が残されるだけでなく退院が円滑に進まない可能性も

高まります。医療機関としてはできる限り患者の利益を真に考えるこ

とのできる家族から同意を得るよう努めるべきでしょう。

2 夫婦の財産に関する問題

ここでは、夫婦の財産関係について、法律的な観点から権利侵害の

可能性について理解することが大切です。

夫婦間であっても、不当に一方の財産権が侵害される場合には、経

済的虐待になりえます。夫婦間で経済的虐待があるというのは考えに

くいかもしれませんが、本来経るべき正当な手続を経ずに勝手に財産
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を処分することは法律上許されないのです（民762）。

では、患者の財産権が侵害されているおそれがある場合には、どの

ように対応すべきでしょうか。

患者が入院治療を受けているとはいえ、ある程度財産を管理できる

能力があれば、患者本人の意思を尊重し、ご質問の場合でいえば、妻

に自由に処分させるか、それとも代理人を選任して対応してもらうか

などの方策が考えられ、これについて選択させるべきでしょう。

これに対し、患者が自ら財産を管理できる能力がない場合、また、

能力が少しあったとしても、多額の財産処分については別途権利擁護

者の支援を受けた方がよいと思われる場合には、成年後見人や保佐人

を付すことが考えられます。

さらに、経済的虐待に至っていると思われる場合には、虐待通告を

すべきです（障害虐待7）。通告をすると、市町村等において虐待の有無

を認定し、虐待があると判断されればその防止のための方策がとられ

ますので（障害虐待9）、医療関係者だけで悩むのではなく、行政機関に

相談することも有用です。

3 入院に同意した家族が退院に協力的でない場合

(1) 退院への影響

入院に同意した家族が患者と利益相反関係にある場合は、患者の治

療目的以外の動機で入院を望んでいる可能性がありますので、退院に

協力的でない場合があります。医療関係者は医療および保護のために

入院が必要でないと考えられる段階になった場合には、社会資源を活

用して患者の単身生活の方向についても検討すべきです。

(2) 成年後見制度の活用

上記のとおり、経済的虐待が疑われ、患者自身が自分の財産を守れ

ない状態にある場合は、成年後見制度を活用すべきです。
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これに対し、そもそも財産がなく、年金もないか生活に不足するよ

うな場合は、生活保護申請も検討すべきでしょう。

(3) 改正精神保健福祉法の活用

精神保健福祉法は、これまでも市町村長に成年後見開始審判の申立

権を認めるなど（精神福祉51の11の2）、患者のために行政に一定の役割

を与えてきましたが、平成25年の改正では、都道府県、市町村、精神

保健福祉センターおよび保健所等は、精神障害者およびその家族だけ

でなく、新たに「その他の関係者」からの相談に応じ、指導すること

とされ、精神保健福祉相談員が訪問することもできるようになりまし

た（精神福祉47・48）。医療関係者はこれを活用し、上記の虐待が疑われ

る場合だけでなく、家族が退院に協力しない場合なども、家族に頼る

ことなく退院が進められるよう、行政と連携するとよいでしょう。

ＭＥＭＯ

〇法テラス・弁護士会出張法律相談等

日本司法支援センター（通称「法テラス」）では、相談場所まで

来られない障害者に対し、出張相談を行っています。医療保護入

院や措置入院の患者さんはこれを利用することができます。法テ

ラスでは民事事件や家事事件の相談を扱いますが、精神保健福祉

法上の退院請求等の相談についても出張相談をすることができま

す。一定の収入要件と資産要件を満たす場合には無料で法律相談

を受けられます。

また、弁護士会によっては、高齢者や障害者の権利擁護のため

に相談窓口を設けているところもありますので、各地の弁護士会

に連絡することも可能です。相談内容に精通した弁護士が相談に

来てくれる可能性がありますので、まずは弁護士会の窓口を探し

ましょう。
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52 行動制限の範囲（電話やメール）

Ｑ
入院者の携帯電話やメールの使用を制限することはで

きますか。

Ａ
携帯電話の使用が当該入院者の精神状態を悪化させる

など、医療または保護に欠くことのできないことを医師

により判断されなければ制限できません。また、メール

は入院者の精神状態を悪化させるなど、医療または保護

に欠くことのできないことを医師により判断されれば制

限することも可能です。これらの判断をする医師は精神

保健指定医である必要はありません。

解 説

1 電話の通話制限

(1) 電話の通話制限

電話に関する行動制限としては、昭和63年4月8日厚生省告示128号

（以下「128号告示」といいます。）によれば、「都道府県及び地方法務

局その他の人権擁護に関する行政機関の職員並びに患者の代理人であ

る弁護士との電話の制限」は、どのような場合でも制限することがで

きないものと規定されていますが、それ以外の者との電話は、精神保

健指定医以外の医師でも入院者の医療または保護に欠くことができな

い限度であると判断すれば制限することが可能です。もっとも、通信

に関する基本的な考え方は、昭和63年4月8日厚生省告示130号（以下

「130号告示」といいます。）によれば、「(1)精神病院入院患者の院外
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にある者との通信及び来院者との面会〔中略〕は、患者と家族、地域

社会等との接触を保ち、医療上も重要な意義を有するとともに、患者

の人権の観点からも重要な意義を有するものであり、原則として自由

に行われることが必要である。(2)通信・面会は基本的に自由である

ことを、文書又は口頭により、患者及びその家族等〔中略〕その他の

関係者に伝えることが必要である。(3)電話及び面会に関しては患者

の医療又は保護に欠くことのできない限度での制限が行われる場合が

あるが、これは、病状の悪化を招き、あるいは治療効果を妨げる等、

医療又は保護の上で合理的な理由がある場合であつて、かつ、合理的

な方法及び範囲における制限に限られるものであり、個々の患者の医

療又は保護の上での必要性を慎重に判断して決定すべきものである。」

とされています。したがって、入院者が親族や友人・知人などと電話

することにより、精神的に不安定になるなどの病状の悪化を招き、治

療効果を妨げるような場合や院外の第三者から入院者を保護しなけれ

ばならないような場合には、その病状が安定するまでの間、精神保健

指定医以外の医師により電話を制限することができます。それ以外に

おいては入院者の電話を制限することはできません。なお、130号告

示によれば、電話制限を行った場合には、その理由を診療録に記載し、

かつ、適切な時点において制限をした旨およびその理由を患者および

その家族等その他の関係者のうち、入院者があらかじめ希望した者に

知らせなければなりません。入院者からの希望を聴取する前に電話制

限を行う必要がある場合には、入院のための診察に連れ添った者に通

知をすることになります（改正法Ｑ＆Ａ問7−7）。

(2) 携帯電話の通話制限

上記130号告示によれば、「電話機は、患者が自由に利用できるよう

な場所に設置される必要があり、閉鎖病棟内にも公衆電話等を設置す
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るものとする。」とされています。これを受けて、精神科病院には公衆

電話が設置されていなければなりません。それゆえ、入院者が電話の

通話制限を受けていない場合には、精神科病院の公衆電話を利用でき

ます。

携帯電話については、130号告示が出された当初の昭和63年当時に

は携帯電話が普及していなかったため、入院者が携帯電話を使うこと

が想定されておらず、その後、同告示は改正されていますが、精神科

病院内の状況は外の社会の変化に対応しないまま、現在でも携帯電話

については明確な告示が出されていません。

しかし、今や携帯電話は人々の日常生活にあまねく普及しており、

むしろ公衆電話を見かけることのほうが少ないくらいです。こうした

社会状況の中で、ノーマライゼーションの観点から精神科病院内の環

境もできる限り一般社会に近いものとしようとするのであれば、患者

が携帯電話を持って自由に通話できることを保障することが原則であ

るべきでしょう。公衆電話がナースステーションの前などに設置され

ていることが少なくない病棟の状態からすれば、携帯電話の方が秘話

性が高く、患者のプライバシーも守られると考えられます。

特定の入院者について携帯電話の所持・通話を制限する場合は行動

制限に該当し、精神保健指定医以外の医師による判断により入院者の

医療または保護に欠くことのできない限度においてのみその制限が許

されることになります（精神福祉36①）。通信・面会の医療上の有効性と

人権保障上の重要性からすれば、「医療又は保護に欠くことのできな

い限度」というのは相当に厳しい要件として検討されなければなりま

せん。しかし、反面で公衆電話での通話が許されているのであれば、

通信が絶対的に制限されてしまうわけではないので、携帯電話の所

持・通話を保障する必要性は高度であるとまではいえないでしょう。

もう一つの留意点として、携帯電話の所持を制限して携帯電話をナー

第２章 健康を支えるための法律相談 195



スステーションで預かり、通話は必要な時にナースステーションから

携帯電話を渡してもらって、通話するとすれば、携帯電話の所持・通

話の全部を制限するよりも緩やかな制限になるので、そうした考慮も

行うべきです。

2 携帯電話のメール制限

上記128号告示では、どのような場合でも行うことができない行動

制限（精神福祉36②）として、「信書の発受の制限（刃物、薬物等の異物

が同封されていると判断される受信信書について、患者によりこれを

開封させ、異物を取り出した上患者に当該受信信書を渡すことは、含

まれない。）」と規定されています。「信書」は郵便等で送られる手紙類

を意味していますから、電子メールは信書とはいえません。しかし、

これも128号告示が時代に追いついていないというべきで、最近では

手紙の役割はほとんどメールが肩代わりしています。したがって、手

紙の発受は制限できないけれども、メールの送受信は制限できるとす

ることは現代社会の状況にマッチしていないと思います。少なくとも

広く不特定または多数の人に一斉に情報を流してしまうようなメール

やSNSは別としても、手紙と同じような役割を果たす特定の人との間

の1対1のメールのやり取りについては、信書についての行動制限の禁

止を類推して考えるべきでしょう。

確かに、メールの文章は手紙の文章に比べて、推敲を欠き、思い付

きで人を傷つけてしまうような文章を送ってしまうことが問題になる

ことがあります。しかし、信書の発受の自由の保障は、外部とのコミ

ュニケーションの保障として重要であるし、書いたものは物理的に人

に危害を加えるものでなく、その表現の当否は基本的には対話の中で
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解決されるべき問題であって、強制力で制限すべきものではないとい

う考えに基づいています。メールのやり取りの制限は、形式論として

いえば信書にはあたらないので行動制限をかけうる行動には含まれま

すが、「医療又は保護に欠くことのできない」という要件は、一方の判

断要素としては相当程度に厳しいものと考えるべきでしょう。もっと

も、この場合にも信書の発受を保障しているという前提があれば、書

いた文章によって外部の人と交流する機会はある程度保障されている

ことになるので、メールでの外部との交流を保障することが絶対的な

ものとまではいえないことになるでしょう。
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