
　　　　　　　　　訴　　状

〒680－0061　　　鳥取市立川町 6丁目２３４番地
　　　　　　　　　　　原　告         　橋　　本　　容　　子
〒680－0011　　　鳥取市東町二丁目２２２番地福田ビル 2階
　　　　　　　　　　　弁護士法人やわらぎ法律事務所（送達場所）
　　　　　　　　   上記原告訴訟代理人
　　　　　　　　　　　弁 護 士  　　　　大 田 原　俊 輔
　　　　　　　　　上記原告訴訟代理人
                              　弁 護 士  　　　　 房 安　強 
                                 電　話  ０８５７－２９－６９９０
                                 ＦＡＸ　０８５７－２９－６９３０

〒680－0011　　　鳥取市東町三丁目３０７番地
                                被　告  　　　特定・特別医療法人明和会　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 医療福祉センター
　　　　　　　　　　　　　　　　　    同代表者理事長         渡  辺　　憲
〒152－0021　　　東京都目黒区東が丘二丁目 5番２１号
                                   被　告           独立行政法人国立病院機構
                                                       同代表者理事長　     矢  崎　 義  雄
〒689－0203　　　居住地不明
　　　　　　　　　    　鳥取市三津 876 番地
                                                       独立行政法人国立病院機構
　　　　　　　　　　　 鳥取医療センター内（勤務先の住所）
                                  被　告            松  島      嘉  彦

平成２０年６月　　日
　　　　　　　　　　　上記原告訴訟代理人
                          　　 弁 護 士        大 田 原　俊 輔
                                  同  
                                 弁 護 士        房  安　　強
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鳥取地方裁判所民事部　御中

慰謝料等請求事件
　訴訟物の価額　　金                 円
　貼用印紙代　　　金           　   円

　　　　　　　　請求の趣旨

１　被告らは原告に対し、連帯して金３３０万円並びにこれに対する平成１９年２月１
日から支払い済みまで年５分の割合による金員を支払え
２　被告特定・特別医療法人明和会医療福祉センターは原告に対し、金　　　　　円並
びに平成１９年２月１日から支払い済みまで年５分の割合による金員を支払え
３　訴訟費用は被告らの負担とする
との判決並びに仮執行の宣言を求める。

　　　　　　　　請求の原因

第１　当事者及び関係者
１　原告について

Ⅱ　　原告は、昭和３７年５月２３日生まれで、双極性気分障がい　型の傷病名を持つ４
　５歳の女性である。
２　被告特定・特別医療法人明和会医療福祉センター（以下、「明和会」という）は、
　鳥取市東町三丁目３０７番地に神経科 ･神経内科 ･精神科を診療科目とする渡辺病院
　を開設する法人であり（甲１）、同病院は後述するように原告が上記病名で１０年来
　余に渡り、通院していた治療機関である。
３　被告独立行政法人国立病院機構（以下、「国立病院機構」という）は、鳥取市三津
　876 番地に、内科、精神科、神経内科、小児科、呼吸器科、専門外来を診療科目とす
　る鳥取医療センターを開設する法人である（甲２）。
４　被告松島嘉彦（以下、「被告松島」という）は、上記鳥取医療センターに勤務し、
　精神保健を担当する医師（医長）である。
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第２　本件での違法行為の概要
　　原告が本件で訴える違法行為の概要は、端的には、次のとおりである。
１　被告明和会に対しては、
①　　　後述するように平成１９年１月３０日から同月３１日にかけて起きた原告の薬物

　　多量服用に伴う救急車の利用に際し、その搬送を受け入れた渡辺病院が治療を放棄
　　したために、原告を同病院内で縊首行為をするに至るまで精神的に追い詰めたこと
　　に対する責任を問う。
②　　　被告国立病院機構鳥取医療センターへ救急車を呼んで原告を転送するに際して、

　　不適切な連絡（紹介）により、医療センターでの違法な身体拘束・隔離等の人権侵
　　害惹起の責任を問う。
２　被告国立病院機構・同松島医師に対しては、同月３１日に紹介を受け同機構の鳥取
　医療センターにおいて原告を受け入れた際、医療保護入院に必要な保護者の同意につ
　いて、充分な説明を行わず、保護者からその場で同意書への署名も口頭での同意も取っ
　ていないにも関わらず、原告を違法に隔離・身体拘束し、男性看護師によって下着　
　（パンティ）を剥ぎ取るという人権侵害を行ったことに対する責任を問うものである。

第３　前提としての平成１９年１月３１日に至るまでの渡辺病院における治療経過と原
　　告の苦悩
１　原告は、平成８年４月に鳥取県精神保健福祉センターの原田豊所長の紹介で渡辺病
　院に通院を開始し、当初の担当の市川医師から平成９年１２月に明和会の代表者であ
　る渡辺憲医師に担当医が変更となった。以降、違法行為が問題となる平成１９年１月
　３０日まで原告の主治医は一貫して上記渡辺医師であった。

Ⅱ２　原告には、双極性気分障がい　型という疾病による障がいがあり、上記のとおり長
　期にわたって渡辺病院で治療を続けてきた。しかし、病状は一向に軽快せず、むしろ
　年々悪化の一途をたどって行った。渡辺医師は、平成９年１２月より平成１９年１月
　３０日までの９年余にわたりほぼ一貫して治療を担当したが、この間、原告に様々な
　薬物療法を試したにも関わらず、それらがことごとく効果を上げず、結果的に同医師
　は、医療者として、全くもって原告の闘病とその回復に寄与することがなかった。

Ⅱ３　そもそも原告の傷病名である双極性気分障がい　型とは、一般に「躁鬱病」と呼ば
Ⅱ　れる感情障がいの一種である。但し、原告のように「　型」の場合、軽躁病相とうつ

　病相が相互反復するのであるが、特に原告には、「軽躁」と「うつ」の二つの病相が
　『急速』（病相の移行に要する時間が短いこと及び年間での交代サイクルが多いこと
　の両方の意味）に入れ替わり、「躁病相」と「うつ病相」の間の「正常気分」の時期
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　が皆無に等しいという特色と、うつ病相においての抑制症状（運動や思考に強い抵抗
　が生じ、意欲・興味・関心の著しい低下が起こり、殆ど寝たきりのような状態になる）
　が極めて強いという特色があり、原告は長年その病状に苦しんできた。
４　闘病の長期化は、単に症状で苦しむというのみならず、その者の社会的立場、地域
　や家庭での役割や立場、当たり前の日常生活、といったことのことごとくを脅かし、
　果ては生きる意味すら見いだせなくなるほどの精神的苦痛や社会的損失、深い喪失感
　を、患者に与えるものである。原告も、そのような言語に絶する苦悶を抱え、治療が
　一向に功を奏しないことも相まって、年を経る毎にその苦悩が深まっていった。
５　しかしながら、病を負った者の常で、助けを求め頼るのは、医師や医療であるから
　して、原告は、病状の悪化・長期化の中にあっても、ひたすら渡辺医師を信頼し、藁
　をもつかむ心境で、渡辺病院での治療を続けていた。
６　そのような経過の中、平成１６～１７年頃より、いよいよ病状の悪化が著しく、平
　成１７年５月１５日、何とか僅かでも回復に向かう治療を求めて、渡辺病院に５度目
　の任意入院をした。原告は、入院がある程度長期に渡ることも視野に入れ、じっくり
　と腰を据えて治療に取り組む気であった。背水の陣という思いさえあった。ところが、
　病棟看護師に原告の苦悩を理解する態度がなく、また、うつ病相における苦しさも相
　まってそのことに耐えきれなくなった原告は、外泊願いを出し、許可を得て自宅に戻っ
　た。この時原告は強いうつ症状であったため、自宅で臥せったまま動けず、再び病院
　に戻ることができなかった。やがて２週間ほどが経過しても寝たきりの状態が続いて
　いたため、病棟に戻れないのに病室を留守のままで占領することへの後ろめたさから、
　原告自ら電話をし、同年７月２５日、退院扱いにし退院手続きをとって欲しい旨を願
　い出、そのように渡辺医師と病院も対処した。しかし、原告にとって、これは全く不
　本意な退院であり、更に、不本意な入院治療しか受けられなかったことに不満も感じ
　ていた。
　　この不本意な結果に納得できなかった原告は、思い直して、直接渡辺医師に電話で
　自らの思いを話し、看護師の対応が悪かったことで何ら治療効果を見ないまま退院に
　至ってしまったことの事情を明らかにしたところ、同年８月２２日、再入院の運びと
　なった。
　　この時より、更に入院治療が続けられたが、同年９月からうつ病相に移行して以来、
　うつ病相が一向に軽快せず、むしろ遷延化したかのような様相を呈した。翌１８年１
　月、渡辺医師の提案を受けて、最後の手段ともいえる「電気痙攣療法」を受けるため、
　同１８年１月１６日から同月２９日にかけて、鳥取大学医学部付属病院へ転院したが、
　この治療法も全く効果を上げず、１クール６回の通電を３回で中止して退院し、直後、
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　渡辺病院へ戻る形で再々入院した。
　　このとき原告は、長年の治療も甲斐なく、自らの人生が崩壊していくような不安と
　悲しみの中で、それまでの入院治療でも、また、転院しての電気痙攣療法でも、回復
　への一筋の光も見いだせなかったことに深く大きな失望を覚え、平成１８年２月７日、
　入院治療への敗北感と絶望感から、自ら希望して退院した。
７　平成１８年２月の退院以来一時的に軽躁病相を呈することはあっても、相変わらず
　病状の悪化は著しく、入院で行った薬物療法等も効果が上がらず、電気痙攣療法です
　ら効果がなかったことによる原告の絶望感は深まる一方で、同年８月６日以降は、一
　旦うつ病相に入ったきり、躁転すら見えず、ひどい寝たきりと引きこもりの状態で自
　宅で臥せる日々が翌１９年１月３１日まで続くこととなる。
　　この間、原告の苦悩と悲しみは、筆舌に尽くしがたいほどに増しており、また、実
　際に症状も強く続いていたために、うつで寝込んだまま動くことが出来ず、平成１８
　年３月の長女の高校の卒業式には出席叶わず、同年１０月の原告の弟の結婚式にも出
　席叶わなかったことも追い打ちとなり、病状はますます悪化し、原告は、心理的に非
　常に追い詰められていた。    　
８　そんな中の平成１８年１１月、強い抑制症状と、そのことによる極度の焦燥感に苦
　しんでいた原告は、渡辺医師に電話をし、その時の状態とあまりに強い精神的苦痛を
　訴えて、「先生、私の病気は治るんでしょうか、治らないんでしょうか？治らないも
　のならはっきりそう言って頂いた方が、私の方も対処の仕方があるというものです。
　一体、どうなんでしょうか？はっきりおっしゃって下さい！」と、苦しい胸の内を抱
　えて、強い調子で渡辺医師に返答を迫った。その時渡辺医師は「治るとも言えないし、
　治らないとも言えません。」と、他人事でどうでもいいといった調子で答えた。更に、
　電話を切ろうとした渡辺医師が「では。ごゆっくりお過ごし下さい。」と言ったその
　言葉に対して、かれこれ４ヶ月半も寝たきりにあり、外来通院も出来ていないその事
　実を充分に知っていながら、あまりに苦しむ患者に対して配慮のないお座なりの偽善
　的挨拶と感じた原告は、強い怒りを覚え「ゆっくりとは何事か！今、私がゆっくりな
　んていう気持ちになれる状態だとでも思うんですか！いい加減にして下さい！」と渡
　辺医師に怒りをぶつけた。すると、渡辺医師は「不適切な表現でした。」と、非を認
　めた上で、「では、原田先生（精神保健福祉センター所長にして、原告を渡辺病院に
　紹介し、その後も原告とは必要に応じて連絡を取り合っている間柄である）とも相談
　しまして、他の先生へのご紹介を考えてみます。」と、言った。他の医師への紹介の
　話しはこれまでも１～２度渡辺医師の方から打診されたことがあったが、条件が整わ
　ず、正式に主治医を交代することはなく経過していた。　原告が見るところ、渡辺医
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　師も治療効果がさっぱり上がらないことは自覚していて、少しは負い目のようなもの
　を感じているのか、原告が病状の悪さ、苦しさに伴って、医師の治療に対して疑問を
　投げかけたり不満を申し立てたりすると、決まって紹介の話しを持ち出し、主治医の
　責任を一刻も早く放棄して解放されたいといった様子であった。この時、渡辺医師は
　原告の了解を取らず、原告の個人情報である治療や病状の記録が詳細に書かれた甲３
　の紹介状を、原田医師に送付していた。
９　その後も原告の病状は好転せず、寝たきり状態は続き、時折、原告が原田医師に電
　話で相談をすることがあったが、原田医師からは、渡辺医師の提案した紹介先である
　「おおたか診療所」の「岸本朗医師」は、高齢で脳梗塞の後遺症があり、やや言語に
　不自由がある医師ということもあり、また、「診療所」が鳥取市から定期的に通うと
　すると遠方であることや、入院病棟がないことなどで、積極的な賛同を得ることはな
　く、紹介の話しも宙に浮いたかたちで進展なく、原告の極度の不安と焦燥感、絶望感
　は、寝たきり状態の長期化も相まって、いよいよ末期的様相を呈するに至った。

第４　被告明和会の平成１９年１月３１日の診療拒否と、その結果引き起こされた原告
　　の縊首行為

１【平成１９年１月末頃ころの原告の置かれた状況】

　　原告が「薬物多量服用」を行ったのには、上記第３の２～９のような心理的背景が
　あった。平成１８年８月６日から翌１９年１月の末頃までの約６ヶ月に渡って、原告
　は、身の回りのこと（入浴、歯磨き、着替えなど）も、日常の家事（掃除、洗濯、炊
　事など）すらもできないまま寝たきり状態にあった。これに対して、渡辺医師は、長
　年の原告との治療関係において、その事実を知っていながら、何ら原告に対して援助
　の手をさしのべようとはせず、引きこもりから救い出す方策を講じることもなく、原
　告の存在すら忘れたかのように無視し、放置していた。

　２【原告の睡眠薬の多量服用】

　　そのような状態において、平成１９年１月３０日、あまりの苦しさに耐えかねた原
　告は、午前９時頃、心理的にも相当追いつめられて、精神保健福祉センターに電話を
　したが、いつも相談をする原田医師や元木相談員が不在であったので、一旦は電話を
　切ったものの、やはり身の置き所もないほどの苦しみに耐えられず、再度かけ直し、
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　たまたま電話をとった相談員（角田さん）に話しをした。
　　その追いつめられた心理状態で、苦しい胸の内、絶望的な気持ちや自暴自棄になっ
　ている思い、９年も治療しても治療効果を上げられない主治医に対する不満などを話
　し続けた（甲４）。
　　午前１１時半頃、電話での会話を続けながら、ふと気付き、手元に渡辺医師より処
　方された薬がまだ残っており確認すると、ハルラック７錠とロヒプノール９錠（いず
　れも睡眠薬、甲５の１，２）があった。原告は、これを少し多めに飲めば、とりあえ
　ず眠れるし楽になると思い立ち、電話口で「飲みます」ということも告げた上、ハル
　ラック 0.25 ㎎　１錠とロヒプノール 2㎎　３錠を服用。数分後、急に気分がふわふわと
　して重苦しい感じが消えて行き、気をよくして更にハルラック、ロヒプノール各１錠
　を追加服用した。薬が効いていることをハッキリと自覚した原告は、先程までの重苦
　しい気分が嘘のようになり、やや朦朧とした状態で、午後１２時１５分頃、電話を切っ
　た。
　　電話を切った後、原告には、翌１月３１日、夕方頃までの記憶がほとんどない。　
　（「ブラックアウト」と呼ばれる、一般の健常者でも深酒をして翌朝目覚めた時昨夜
　の記憶を無くしているような、脳の一時的機能障害を起こしていた）原告は、この記
　憶のない間に、ずっと睡眠していたのではなく無自覚な行動をとっていた。これは、
　薬物の多量服用の場合によく見られる記憶消失状況での行動であるが、以下に述べる
　一連の本件違法行為が終了する翌々日の２月１日の夕刻（すでにこの時、多量服用の
　影響は殆ど消えていたと思われる）自宅に戻った原告が確認した時、１月３０日の朝
　の時点で手元にあったハルラック７錠とロヒプノール９錠が全て無くなっていたので、
　ハルラック２錠とロヒプノール４錠を飲んだまでは自覚していても、その後、薬の影
　響により、無自覚のまま手元にあるだけの薬を全て飲んでしまっていたことは間違い
　ない。

３【原告が渡辺病院に救急車で搬送された状況】

　　上記のとおり、原告には平成１９年１月３０日の昼の１２時１５分ころ以降から翌
　１月３１日夕刻までの記憶がほとんどないが、原告の父である佐々木俊夫の説明と渡
　辺病院からの情報によれば、つぎのような事実が認められる。
　　１月３０日の夕方から翌３１日の深夜早朝にかけて、原告は多量服用した薬物の影
　響によりトイレに行けず、失禁してしまっていた。
　　１月３１日の早朝午前５時３０分ころ、原告は実家の父親である佐々木俊夫宅に電
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　話をかけた。佐々木俊夫の話によれば、原告はろれつが回らない調子であり、渡辺医
　師の話などをしていた。
　　同日、何時かが不明であるが、原告はその後、自ら１１９番している。消防の方に
　「今お宅にお一人ですか？」と聞かれて「はい、一人です」と答え「では、カギを開
　けておいて下さいね」「分かりました」という会話だけは記憶している。やがて救急
　車が到着し、原告は、もとより身なりに構っている余裕もなく、とりあえず下着姿に
　腰にバスタオルを巻き、バスローブを引っかけて、朦朧とした状態のまま、救急隊の
　方々に身を任せたという、かすかな記憶がある。
　　原告は、おそらく救急隊とのやりとりのなかでかかりつけの医療機関を聞かれて渡
　辺病院の名前を出したと思われ、同日午前８時２０分に渡辺病院に搬送された。

４【救急車で搬送された後の渡辺病院の対応】

　　まず、当直医の山下医師が原告を診た。原告は、強く薬物の影響下にあったはずで
　あるが、この時点でも、なんらの処置もなされていない。
　　同日 9時 50 分頃、渡辺医師が原告を診るためにやってきた。その時、原告が携帯
　電話にて電話していたため、看護師に経過観察依頼して一旦退室したが、午前 10時
　頃、原告と処置室にて面接した。しかし、20分ほどで面接を止め、原告に対して、
　何らかの処置、治療を施すこと、また、その指示を出すことをしなかった。
　　午前 11時頃、自宅にいた原告の父、佐々木俊夫に渡辺病院より電話があり、「娘
　さんは汚れた格好で来ておられますので、着替えなどを持っ来てください。」と言わ
　れた。原告の父は、指示された通りに渡辺病院に出向いていった。
　　来院した原告の父に渡辺病院長より告げられたことは、「本日は診療はしません。」
　ということであり、特に病状の説明もなかった。
　　午後 5時頃、渡辺医師が処置室に入ってきた。原告の父は、原告と渡辺医師の会話
　の中で、原告が「診療拒否か!」と診療されないことに対して不満を述べており、そ
　れに対して渡辺医師は、かたくなに「今日は診療しないと言ったでしょう」と答えて
　いたのを聞いている。
　　原告の父に対しては、特に丁寧な説明もないまま「引き取ってください」と言われ
　たが、「しかし、こんな状態では・・・」と言っても「お帰りください」の一点張り
　で、渡辺医師は、さっさとどこかへ行ってしまうし、原告の父はすっかり困惑し、途
　方に暮れてしまった。
　　この日、渡辺医師の姿を見たのは、この時が最後であった。
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５【診療拒否により縊首行為をするに至った原告の心境】

　　やがて薬物多量服用の影響が薄れてきたのか、原告の記憶が徐々に回復してきた時、
　すでに日が暮れて、院内の照明もほとんど消えており、外来には原告の父と外来看護
　師（畑課長）の姿しかなかった。
　　原告は、診療拒否され、ただ放置されていることに憤りを覚え、子どもじみてはい
　るが、処置室を出て、外来の床に寝転がるなどして抗議の気持ちを表した。それほど
　に、原告は長年の治療にも関わらず好転しない自らの病状に対するいらだちと、それ
　に対して手を打つどころか、診療拒否という態度に出た渡辺医師に対して悲しいほど
　の憤りを感じていた。原告は、どうしようもないほど心が荒み、気持ちのやり場を失っ
　ていた。
　　21時頃、ふと眼にした処置室の片隅に、数枚のタオルがあるのを見つけた原告は、
　それをカーテンレールに結びつけ、首をくくる真似をした。渡辺病院の対応に対する
　抗議の気持ちと「やりきれない」気持ちの発露であった。
　　これは、すぐに看護師に気付かれ止められた。

６【渡辺医師の原告に対する自殺行為の予見可能性】

　　第３で述べたとおり、原告は長年治療を受けても病状は悪化するばかりであり、深
　い苦悩を抱えていた。
　　渡辺医師は長年主治医を勤めた経緯から、原告の病状も、その人となりも熟知して
　いたはずである。
　　このときの原告の薬物多量服用も、単にたまたま直前の病状が悪かったために起き
　たことではなく、長年の積もりにつもった不安や焦りや絶望感から発したことである
　ことも理解できたはずである。
　　なぜならば、平成１９年１月３１日に原告が救急車で搬送される前の約６ヶ月間、
　原告が外来受診したことは一度もなく、それは、鬱のために外出が全くできない状態
　であることを意味しているのを理解できたはずであるし、原告が娘の高校の卒業式に
　出席できなかったことも知っていたのであるから、責任感の強い性格である原告の気
　持ちはひどく落ち込み、精神的にギリギリまで追いつめられていたことは承知してい
　たはずである。
　　原告は日頃めったに自傷行為をしないタイプの患者であったのだから、薬物多量服
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　用という自傷行為に走った時点で、渡辺医師は充分なケアをする必要性を認めるべき
　であり、それを認めずケアを行わなかったことは、主治医としての注意義務を怠った
　と言わざるを得ない。
　　よって、渡辺医師は、診療拒否し充分なケアを行わないことで、原告が更に大きな
　自傷行為等の行動をとってしまう可能性を予見できたはずであり、この夜の原告の縊
　首行為も、充分に予見可能であった。
　
第５　医療センターでの違法な身体拘束・隔離の人権侵害

１【渡辺病院から医療センターへの転送の経緯】

　　原告の縊首行為の後、渡辺医師は、原告の元に姿を見せることはなかったが、恐ら
　く看護師からの報告を受けて、鳥取医療センターと連絡をとったものと思われる。原
　告と原告の父は、「救急車を呼びますので、そちらに行ってください」と看護師より
　告げられた。渡辺病院の対応に対する不信感が強かったこともあり、もとより断る理
　由もなく、転院の指示に従った。この時、原告は、医療センターへ行けば、キチンと
　した治療が受けられ、この場のどうしようもない苦しさを和らげてくれるのではない
　かと言う淡い期待すら抱いた。
　　但し、原告と原告の父に告げられたのは、救急車による転送という事柄のみで、医
　療センターにおいて医療保護入院をさせられるなど一切の説明はなかった。

２【転送後の医療センターの対応】

　　救急車が到着すると、原告と原告の父、並びに、渡辺病院から同行していた畑看護
　師は、すぐに促されて診察室へ通された。
　　その瞬間、原告は異様な雰囲気に気がついた。当直医の松島医師は、大変忙しそう
　な様子で、イスにゆっくり腰掛けるでもなく、盛んに内線電話で話をしていた。聞く
　ともなく聞こえてきたその内容は、すでに眠っている患者を起こしてまで、隔離室の
　用意を指示しているというものだった。その上、松島医師は、原告を診察することは
　一切しなかった。医師として当然なすべき問診さえ一切なかったのである。
　　このただならぬ様子と松島医師の態度から、原告は、「この医師は私を医療保護入
　院させようとしている」と直感し、「これは大変なことになる」と恐怖を感じた。原
　告には、薬物の影響がまだ多少残り精神状態の不安定さがありながらも、このことは
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　すぐに解った。13年に渡る精神医療ユーザー歴と原告自ら学んだ精神保健福祉に関
　わる知識から『精神保健福祉法』について承知していたからである。
　　とっさに原告は、父親に向かって「絶対にサインしないでよ！」と叫ぶように言っ
　た。何故なら、『精神保健福祉法（33条）』によって『医療保護入院』は、保護者
　の同意書へのサインがなければ成立しないからである。
　　松島医師は、前述の通り一切の診察も行わず、ただ事務的に書類を記入し、その複
　写をぶっきらぼうに原告につきだした。。
　　診察らしい診察もなくいきなり『医療保護入院』させられると感じた原告は混迷の
　中にもひどく憤りを覚え、まず一部渡されたその書類を、内容をよく見もせず、わざ
　と医師の目の前で破った。
　　それは、問答無用で患者の処遇を決める、それもこのような患者の人権に関わる重
　大な決定をするに際して、慎重さも鄭重さも感じられない松島医師の不誠実に対して、
　その時の原告がなし得る精一杯の抗議の態度であった。
　　それを見た松島医師は、「そんなことをすると懲役３ヶ月だ！」と強い口調で脅す
　ように言った。随分なことを言う医師だな、と思った。私が懲役刑に処せられるとす
　れば、検察により立件され、裁判を受け、裁判所が判決を出さなければならないこと
　くらい誰でも知っている。松島医師が決めることではない。この言葉を聞いた途端、
　腹が立つより、呆れてしまった。こんな子供だましの脅し文句で患者を威嚇するのが
　この医師の常套手段なのだろうか。それとも、やはり相手が精神障害者だと思えば、
　平気でこんな侮った態度に出てくるものなのだろうか。さらに、松島医師は、「わし
　は『精神保健指定医』だ！」と、ますます強い調子で言った。これも松島医師の威嚇
　の常套手段なのであろうか。『精神保健指定医』だからオレは偉いんだ、とでも言い
　たかったのか、はたまた、お前を『措置入院』させることもできるぞ、という意味を
　込めていたのかも知れないが、『精神保健福祉法』上、『措置入院』には２名の指定
　医の判断が必要だし、『措置入院』は行政上の手続きが複雑で、夜中の救急外来にお
　いて、緊急かつお手軽にできることではないことを知っている原告にとって、威嚇の
　効果は無かった。松島医師の人権意識の低さと人間的な幼稚さを目の当たりにしたこ
　とで、原告にとって、むしろ憤りが鎮まる効果さえあったと言っても過言ではない。

　　そもそも、『医療保護入院』も『措置入院』も患者本人または他者の安全を守るた
　めに、やむを得ず患者の人権を一時的に剥奪するものであって、本来の目的は、あく
　までも患者の利益を守ることになくてはならない。日本国憲法にも明記されている基
　本的人権を一時的にせよ剥奪するのだから、その行為は慎重且つ、正当な手続きによっ
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　て、なされるべきであることは言うまでもない。

　　次に、松島医師がしたことは、更に二部の書類を書いて、原告に手渡すことだった。
　原告は、上述したように、理不尽な対応に対する怒りが急に静まり、その二部の書類
　を受け取り、さっと目をとおしてから畳んでズボンのポケットに入れた。
　　その時渡されたものが、「隔離を行うに当たってのお知らせ」と「身体拘束を行う
　に当たってのお知らせ」であった（甲６の１、甲 6の 2）。このことからも解るよう
　に、原告の医療センターへの転院は、最初から「医療保護入院ありき」だったと言わ
　ざるを得ない。

３【原告が受けた屈辱的な身体拘束・隔離及び性的辱め】

　　やがて病院職員が 3，4人やって来て、原告を強制的に両脇を抱えるようにして無
　理やり引っ張って病棟へと連れて行った。その時の原告の恐怖は、筆舌に尽くしがた
　いものだった。3，4人もの男女入り交じった人間に引きずられ、原告は、恐怖のあ
　まり小便を漏らし、「助けて！助けて！お父さん！」と泣きながら助けを求めた。泣
　いて助けを求める原告を職員と松島医師は、淡々と引きずっていった。
　　病棟へ移ると、すぐに隔離室に入れられ、まず施錠がなされた。原告は、10余年
　の精神医療ユーザー歴によって、もうこうなると、どう抵抗しようとなんともならな
　いということを経験的に認識していたため、この後は、力づくで抵抗することもせず、
　看護師たちにも攻撃的な言動をとることは一切していない。
　　ほどなく、松島医師と看護師が入室してきて、注射を打たれ、飲み薬を飲まされた
　（甲７）。
　　指示を受けてベッドに横になると、看護師たちが原告の両手・両足・胴体を、拘束
　具で拘束した。ベルトのバックルのような留め金で固定する形状のもので、こうされ
　ると、全く身動きが出来ない。一人の看護師が「トイレの時は言ってください。」と
　言い残し、原告一人を残し、全員が部屋を出ていったが、「トイレの時は・・・」と
　言われても室内にポータブルトイレが一台置いてあるものの、ナースコールは、部屋
　の壁面にあり、ベッドは丁度 6畳くらいのその部屋の中央に置かれているし、拘束さ
　れている原告は、どのようにしてトイレを知らせたら良いのだろう、と思いながらも、
　絶望を通り越してすっかりあきらめの気持ちでベッドに横たわっていた。
　　それからどれだけの時間が経ったか定かではないが、男性と女性、二人の看護師が
　部屋に入ってきた。原告は、一旦拘束を解かれ、立った状態で男性の看護師により下
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　着をはぎ取られ、下半身を丸出しにされ、紙おむつを付けられた。
　　この時、原告は、暴れたりなどは一切していない。それどころか、落ち着いた口調
　で「何故、男性の看護師がいるのですか。」と聞いた。それに答えたのは、女性の看
　護師の方で、「看護師には男性　も女性もいますよ！」と吐き捨てるように言った。
　原告は、質問の意図さえ理解されていないことを悟り、それ以上何も言わず、なすが
　ままになっていたが、この時、医療保護入院の患者には、社会通念上当然なされるべ
　き配慮もなされず、更に言うならば、すでに人間ではなく「もの」として扱われるの
　だということを強く実感した。
　　鳥取医療センターに於ては、日常的にこのような看護の体制が慣習となっているの
　だとしたら、あまりにも人権意識の低さ、医療従事者としての倫理観の欠如には、怒
　りを通り越して唖然とするばかりである。医療行為の名のもとに行われるこのような
　行為によって、患者が受ける精神的苦痛は、計り知れないものがある。よって原告は、
　人間としての尊厳を根底から踏みにじられ、心に受けた傷は深い。

４【医療保護入院の要件としての保護者の同意の欠如】

①　　松島医師は『医療保護入院』に際して保護者の同意が必要であることを知っていた
　はずであり、保護者はその場にいた。にも関わらず、充分な説明もせず、同意を取ろ
　うとさえしなかった点

　　原告の父は、多くの世間一般の人と同様に、『精神保健福祉法』や『医療保護入院』
　など精神科独特の事柄について何ら専門的知識を持っていない人物である。
　　原告が病棟に強制収容される直前の、恐らく隔離室の準備が整えられるまでのわず
　かの時間だったと思うが、原告の父と松島医師は、診察室の隣室へ移り、二人で話を
　した。その際、原告の父が「任意入院ではダメですか？」と松島医師に問うと「ダメ
　です。任意では受けられない」と即答され、それ以上の説明もなく、一枚の書類を突
　き出された。松島医師が、「これにサインをしてください」と事務的に言ったが、原
　告の父は、それが何の書類なのか、どのような意味を持つものなのか、全く説明され
　なかったので、サインはしなかった。
　　すると、松島医師はその書類を引っ込め、それ以上何も話そうとはしなかった。　
　平成１９年１月３１日に、原告の父が松島医師と言葉を交わしたのは、原告が強制収
　容される際、松島医師がそれに同行し、病棟へと去っていくまでのわずか 5分ほどの
　間であった。この夜、松島医師が、再び原告の父の前に表れることはなかった。
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　　その後、原告の父は、看護師よりカルテらしきものに書き込むための多くの質問を
　された。その大半は一般に医療機関で聞かれる、「アレルギーはありますか？」とか
　「過去に何か大きな病気をしたことがありますか？」とかいうたぐいのものであった
　が、中には「徘徊しますか」「普段おかしな言動がありましたか」「暴力的なことが
　ありますか」「物を壊したりしますか」など、精神科独特と思われるような質問事項
　もあった。それらの質問には、全て「無いです」と答えた。
　　原告は、病状が辛い時には言葉で攻撃的な言い方をすることはあっても決して暴力
　をふるうことなど無い。
　　後に、原告の父は、そういう質問をされたことを思い出して、改めて「なぜ我が娘
　を隔離・拘束までする必要があったのか」と強い疑問を覚えた。
　　その後、原告の父に、看護師より、説明をするのでしばし待つようにという指示が
　あり、原告の父は、やっとまともな説明がもらえるか、と待った。
　　随分長い時間待たされて、やっと看護師が現れた。だが、説明とは、治療や入院形
　態などの説明ではなく、入院に必要な物品を用意してくるようにとの、いわばマニュ
　アルどおりの説明だった。仕方がないので、ともかく入院用品の説明を聞いて、原告
　の父が帰宅したのはかれこれ午前３時をまわっていた。
　　原告の父が病院を出る際、タクシーを呼んで帰ろうとしたのだが、その時、同行し
　た渡辺病院の畑看護師を迎えに、渡辺病院の車がやってきているのを目撃した。こん
　な深夜でも、病院の車を出せるなら、何故に、救急車を呼んで娘を搬送せねばならな
　かったのか、娘は、例えば酸素吸入しながら移動せねばならないというような状態で
　はなかったし、どう考えても、合点がいかなかった。わざわざ救急車を呼んだのは、
　医療センター側が受け入れざるを得ない状況を演出するためのようにも思われた。第
　６でも後述するが、このことから、渡辺病院は医療保護入院前提で原告を搬送した、
　と、疑わざるを得ない。
　　繰り返すが、原告の父は、転院の際に渡辺医師からも誰からも、医療保護入院の説
　明は受けていないし、渡辺医師は、同日 17時頃の面談以降、原告とその父のもとに
　顔を出してもいない。更に言うならば、原告の父が『医療保護入院』という入院形態
　について具体的に知ったのは、原告の退院以降に、直接原告から説明を受けた時であ
　る。
　　畑看護師を迎えに来た渡辺病院の車を見た時、原告の父は「私の娘は、渡辺医師に
　邪魔者扱いされ、まるでゴミのように捨てられたのだ」と感じ、暗澹たる思いにとら
　われた。

14



②　　原告の父は『医療保護入院』に同意する意志は全くなかったという点。

　　原告の父は、原告が泣き叫びながら強制収容されるのを目の当たりにした時、この
　ような入院のさせ方には疑問を覚え、再び松島医師に「どうして任意ではダメなんで
　すか」と尋ねた。すると、松島医師は、「任意では受けられん。渡辺が主治医だから
　な。主治医が第一だ。わしが主治医に逆らうわけにはいかんしな。」と答えた。
　　原告の父は、前述の通り、『医療保護入院』という制度について何も知らない。更
　に、松島医師からは医療保護入院について説明が何もなく、娘が病棟内で屈辱的な人
　権侵害を受けているとはつゆ知らず、内科などの一般病棟の入院の形しかイメージで
　きていなかった。
　　だから、この入院が『医療保護入院』という形態であることも、その『医療保護入
　院』が隔離・拘束、さらに男性職員により無神経にパンティをはぎ取られても患者に
　は反論も抵抗も許されないという性質のものであることなど想像だにしなかった。
　　『医療保護入院』がそのような性質の入院形態であるということは知らなくても、
　原告の父は『医療保護入院』なるものに同意する意志はなく、特に説明を受けたり強
　く求められたりしてもいないが、口頭においても、書面においても、決して同意はし
　ていない。

③　　本来、入院時に同意を取ることが必要であるのに『医療保護入院の同意書』への署
　名、押印を求めたのが退院時であった点

　　平成１９年２月１日、原告の父は、看護師から指示を受けた入院準備品を、ホーム
　センターなどを駆け回って、やっとの思いで揃えて、医療センターへ赴いた。かれこ
　れ、昼頃になっていたと思う。苦労して指示どおりに品物を揃えたのだが、病院に着
　くなり、「退院です。」と言われた。
　　松島医師は、娘の退院について、「ここじゃあいけん。わしはよう診んで。渡辺で
　なけりゃいけん。渡辺の方がいいで。」というようなことを、一方的に言われるのみ
　で、やはり、この医師は、渡辺病院の紹介によって、一時的に娘を預かったというよ
　うな意識であり、丁寧な診断も治療も、さらさらする気がなく、一時の自分の役割を
　渋々果たしたなら、早々に邪魔者を追い払いたいとでも考えているのだろうか、とさ
　え思われた。
 　　原告の父は、元中学の教師で教頭、校長、教育センター所長などを歴任した人物
　で、穏やかだが大変責任感が強く、ルールを遵守する性格である。松島医師の言葉に
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　釈然としないものを感じながらも、退院と言われた以上は、その責任感の強さから、
　退院の手続きや支払いを済ませなければと考え、総合受付の窓口へと向かった。
　　受付カウンターで、ともかく支払いを、と言うと、窓口の職員から、「これに署名・
　捺印して下さい。」と、書類を３部指し出された。しかし、この時、原告の父は印鑑
　を持参していなかったので、「拇印ではダメですか？」と聞いたところ、その職員は
　「拇印ではダメです。印鑑が必要です。では、これを持って帰って、署名・押印した
　上で、郵送で返して下さい。」と言い、返信用の封筒を一枚添えて、原告の父にそれ
　らの書類を手渡した。
　
④　　原告の退院時、保護者がその意味を理解しないままに『医療保護入院の同意書』を
　持ち帰らせ、署名押印して郵送するように指示することで、保護者を欺いて『同意書』
　を取っている点

　　原告の父は、どうしても署名・捺印が要ると言われたその書類が、何の書類なのか、
　その職員からも何の説明も受けなかったが、ともかく、退院の祭に必要なものなのだ
　ろうと解釈して、言われるままにその書類を受け取った。
　　それが何の書類であるのかよく考える余裕もないまま、医療センターに指示された
　とおり、ただ言われた箇所に署名・押印し、平成１９年２月３日か４日に、郵便ポス
　トへ入れた。
　　原告の父は、その責任感が強く厳格な性格のために、言われたとおりにしなければ
　先様にご迷惑がかかると考え、深く考えることもなく指示に従ったのだ。

第６　上記人権侵害を招いた渡辺病院の不当な紹介内容を推認させる事実

ここは、大田原先生、記述願います。

第７　原告が受けた損害
　１　医療センターでの人権侵害に対する慰謝料
　２　渡辺病院で、縊首行為まで追い込まれた上に、不当な紹介行為で事実上ゴミ同然
　　に厄介払いされたことにより原告が被った精神的苦痛に対する慰謝料（１に吸収、
　　連帯債務が認められない場合のみ別個）
　３　医療センターからの不当な診療費の支払い請求に関する損害
　４　弁護士費用
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　　　　　　　　　証拠方法

甲１　　　　 法人現在事項全部証明書（明和会）
甲２　　　　 法人現在事項全部証明書（国立病院機構）
甲３　　　 　紹介状
甲４　　　　 精神保健福祉センター電話相談受付処理票
甲５の１　　 治療薬マニュアル２００４、ハルラックの該当ページ
甲５の２   　 治療薬マニュアル２００４、ロヒプノー ルの該当ページ
甲６の１
甲６の２
甲 7
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