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西豪州の精神病院での強制入院過程ー患者の弁護人の役割とは何か                   

オーストラリアには各州ごとにMental Health Act

という精神病患者さんの強制入院に関する法律があ

ります。強制入院の例としては、精神病のため自分

や他人に危害を与える可能性がある場合や自殺志願

が強い場合などです。 今回は 主に公立病院のシス

テムと本人に精神病の自覚がない場合についてお話

しをしたいと思います。強制入院は*公立認可精神

病院/病棟(Authorised psychiatric hospitals)に

てのみ行われるからです。 

 

例えば家族の一員の精神状態が手に負えないほど悪

化し、本人は病院に行く事を拒否。家族が

Community Mental Health clinicや Mental Health 

Emergency Response Lineなどに連絡し, 医者の診

断が必要と判断されるとMental Health Actの法律

により、最寄りの救急病院に連れられて行かれ仮診

察されます。リスクにより警察が同行する場合もあ

ります。 

 

精神病の可能性があり重症な場合、 認可病院に移

動され仮の強制入院 となる場合が多いです。大半

が監禁病棟に移され、そこでまず24時間以内に精神

虹の会会員 池田 仲 

科医により診察され 長期入院が必要かどうか判断

されます。ほとんどの場合本人の意思有無に関わ

らず一方的に決められます。この時点で退院にな

る場合もあります。 

   

精神病院の入院には二種類あり、病気が軽い場合

や本人に少しでも自覚があり精神病用の薬を飲む

ことを拒まない場合などは普通入院 

（Voluntary）になる事が多く、これは 公立と私

立病院両方に適応されます． 

 

もう一つは症状が重く、本人に自覚がなく薬を拒

否したり、主治医のアドバイスに反し退院を希望

する場合、そしてリスクが高い場合は本格的な強

制入院（Involuntary）となる場合が多いです。こ

れは公立の認可病院のみで行われ、プライベート

の健康保険に加入していても私立病院には入れま

せん。私立では上記の法律が使えない為、無理や

り薬を飲ませたり監禁したり出来ないからです。 

  

この場合医者の承諾なしに外出や日本にも 帰国は

できません。仕事、学校、旅行など全てがストッ
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プとなります。家族が主治医に反対しても基本的

には退院できません。 治療経過により外出はすこ

しずつ与えられますが、まずは何もかにもがコン

トロールされるという感じです。 

普通入院の場合でも治療中、主治医のアドバイス

に反し治療を拒否したり、勝手に退院したりする

場合は強制入院に変わる可能性があります。私立

病院にいる場合は 認可病院に移されます。  

 

強制入院になると、強制治療が始まります。これ

は主に 薬を飲まされたり注射される事です。 医

師が判断した事は、法律により基本的に患者さん

には反対する権限はありません。しかしこの法律

には Mental Health Advocate という患者さんの 

弁護人兼代理人を呼ぶことができるシステムが組

み込まれています。Advocateとは 日本ではあま

り耳にしませんが、患者さん側の観点から‘患者

さんの声’として弁護する事が基本となっていま

す。それは、精神患者さんが普通の患者さんの様

にまともに扱ってもらえなかったり、話を信じて

もらえない事が多いからです。また多くの場合患

者さんは精神病の自覚がないので、無理やり薬を

飲まされる事に恐怖を感じますし、なぜ自分が入

院しなければいけないか理解できません。またこ

の様な事に強度の怒りを感じたり、失望に落ち込

む場合もあります。 

 

私はMental Health Advocateの一人で、そういう

方々を病院に訪ねて行って、Mental Health Actに

ある彼らの人権を守るといった仕事をしていま

す。主な仕事内容は薬や病名についてのsecond 

opinion を手配したり、Mental Health Tribunal

（精神病専門法廷のような 機関）に強制入院や治

療が必要かどうかの審査をリクエストして、法廷

日に 患者さんの弁護をします。また患者さんが、

主治医と話し合う際に治療内要が少しでも患者さ

んの希望にそうように弁護します。 

 

その他の人権チェックは、患者さんが法律にそっ

て入院させられているか又その書類が間違ってい

ないか、 患者さんが治療内容または入院の理由を

理解しているか、 治療又は退院計画に関わって自

分の意思を告げているか、所持物が安全に保管さ

れているか、個人情報は確保されているか、看護

師が勝手に電話や面会を拒否してないか（医者の

判断が必要）そして病棟の安全性のチェックなど

があります。また苦情 （例：看護師の態度の悪

さ、入院中の怪我など）を受け、調査します。 

 

普段はオーストラリア人の患者さんが主ですが、

過去12年で個人的に4人の日本人の方をヘルプしま

した。Mental Health Advocateは西豪州に20人ほ

どいるので、日本人の強制入院数はもっと多いと

思います。 

 

一人目は覚せい剤使用により幻覚症状があった

方。この方は旅行者でしたがhigh状態だったので

主治医が飛行機で暴れられる事を心配したため帰

国計画が難しくなりました。 

 

二人目は軽度の精神分裂病でコミュニテイにある

精神科特別施設で暮らしている方。特別施設は30

人くらいの精神病の人たちが一緒に暮らしている

センターで、 食事込み、薬をチェックしてくれま

す。 

 

三人目は重度のうつ病による幻覚症状のため罪を

犯してしまった方。精神病の法律と刑事裁判の法

律 どちらも初めてだったので難しかったようで

す。 

 

四人目は、うつ病による自殺リスクがあった方。

どちらかというと習慣の違いや（日本人は静か）

電話通訳のミスなどから入院が必要以上に長引い

た可能性があります。 

 

いずれの場合も弁護人がいると、患者さんは 自分

の話を信じてくれる人が一人でもいると思い安心

されるようです。 

 

最近は若者の間で 覚せい剤などの薬物使用による

精神病患者さんや拒食症患者さんが急激に多く

なってきました。早めのヘルプをおすすめしま

す。 
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なお、もっと軽度の場合で、家族の一員がちょっ

と変だが本人は 医者には行かないし 薬はいらな

いと言って困っているというケースですが、 本人

が行かなくともGP に相談する事も出来ると思いま

す。helping mindsという家族への支援団体もあり

家族の心のケアーや精神病に関する情報提供をし

ています。 

 

ちなみに強制入院は相当重症の場合のみです。

Community Mental Health clinicsは強制入院前

後、患者さんによく関わっている精神病専門クリ

ニックですので、そこからから情報を得るのもい

いと思います（下記参考）。 

また、一度強制入院になると、記録が残り、退院

後も かかりつけのGPに情報がいく事が多いで

す。海外旅行保険などにも影響がでるかもしれま

せん（海外で再発した場合、保険対象外になる事

も）。なお強制入院中は遺書を作る事は出来ませ

んし、主治医が判断した場合、公的な書類にサイ

ンが出来ない場合があります（特にお金に関する

事）。 

 

公立のシステムでは精神科医が担当する患者数が

多く、思ったようによく診察してもらえないこと

が多いです。主治医もころころ変わる場合があり

ます。治療は主に薬しかありません。普通入院の

場合でも病棟での患者さんの安全性が問われま

す。できるだけ早期治療をプライベートの精神科

医で診てもらうことをおすすめします。  

 

専門分野なので分かりづらいと思いますが、この

記事に関する問い合わせ または退院後の情報は 

虹の会までご連絡ください。 なおカウンセラーで

はありませんので、そちらのご希望の祭はGPにて

psychologistを紹介してもらってください。 

 

●Emergency Department（近くの救急病院） 

 

●Mental Health Emergency Response Line 

Ph:1300 555 788（緊急ヘルプライン、暴れた場合

など） 

https://www.mhc.wa.gov.au/getting-help/

helplines/mental-health-response-line/ 

 

●Public mental health services 

（公立Community Mental Health clinics情報など） 

https://www.mhc.wa.gov.au/getting-help/public

-mental-health-services/ 

●Headspace 

（12-25歳用、薬物使用による精神病など） 

https://www.headspace.org.au 

 

●helping minds (前ARAFMI) 

Ph:9427 7100 (家族への支援) 

https://helpingminds.org.au 

●Marian Centre (私立精神病院) 

Ph:9380 4999    

http://www.mariancentre.com.au/ 

 

●Perth Clinic（私立精神病院） 

Ph:9481 4888      

http://perthclinic.com.au 

 

●The Hollywood Clinic  

（私立精神病院/拒食症など） 

Ph:9346 6801 

http://www.hollywoodclinic.com.au/About-Us/

Welcome-To-Our-Clinic 

 

●無料電話通訳 

Ph:131 450 

https://www.tisnational.gov.au/Help-using-TIS

-National-services/Contact-TIS-National 

 

*認可病院  

Joondalup Hospital (公立 側), St John of God 

Midland & Mt Lawley (高年者), Armadale Hospi-

tal, Bentley Hospital, Graylands Hospital, 

Sir Charles Gairdner Hospital, Selby Lodge 

(高年者), Fremantle Hospital, Rockingham Hos-

pital, Fiona Stanley Hospital, King Edward 

Hospital (赤ちゃんと一緒)、 

地方：Kalgoorlie Hospital, Bunbury Hospital, 

Albany Hospital、Broome Hospital. 

https://www.mhc.wa.gov.au/getting-help/public-mental-health-services/
https://www.mhc.wa.gov.au/getting-help/public-mental-health-services/
https://www.headspace.org.au
http://www.mariancentre.com.au/
https://www.tisnational.gov.au/Help-using-TIS-National-services/Contact-TIS-National
https://www.tisnational.gov.au/Help-using-TIS-National-services/Contact-TIS-National
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去る３月１０日に行われた日本祭りに、虹の会が出店する餃子、ラムネの販売に協力会員として初参加

させて頂きました。 

私が担当した仕事は、餃子をBBQ台で焼く事でした。最初に説明を受けた際はBBQ台でうまく餃子が焼け

るだろうか？など不安はありましたが、昨年参加されている方や他のボランティアの方々から色々なこ

とを教えていただきスムーズに仕事が始まることができました。 

開店と同時にすぐに行列ができたので多少のプレッシャーを感じながらも早く餃子を焼かなければなら

ないと思いましたが、生焼けを出してはクレームになってしまう、焦がさないように、餃子を少しでも

うまく箱に詰めおいしそうに見せようなど色々な事を考えながらの作業でありました。またその日は非

常に風が強くBBQ台の鉄板の熱が冷めてしまい思うように作業が進まないなどのアクシデントもありまし

たが、ボランティアの皆様は仕事をうまくこなし、声を掛け合いとても良いチームワークでありまし

た。 

一日を通して、初めてお会いする方々といっしょに仕事するなど普段は経験できないことが体験でき、

とでも楽しくお手伝いをさせて頂きました。 

日本祭りに初参加してみて 

虹の会会員 鷺坂洋平 
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５月６日の日曜日、小雨降る朝 カリナップショッピングセンター西

側駐車場にて毎年恒例の虹の会のサンデーマーケットが行われまし

た。私、ウッドクラフト葉子は、今年で６回目の参加になります。 

マーケットは７時から10時オープンですが、虹の会ボランティアは６

時に集合、キューブさんがトラックでテーブルや寄付された品を運ん

で来るのを待機、トラックから荷物を運び出し、展示、値段付けと大

忙し。 

雨のせいか客数は少なく、屋根付き駐車場のマーケット会場は薄暗

く、イマイチの活気。場馴れした人々は懐中電灯持参で物色してまし

た。 

後日の会計報告から結果的には予想を上回る売り上げで総売上高は寄

付金を含めて$1169.40 と聞きました。 

ある人のゴミは他の人にとっての宝物、リサイクルで不用品の整理が

出来、マーケットで安く良い品を買って喜んでもらえる事は素晴らし

い事だと思います。  

サンデーマーケット報告&会員紹介 

虹の会会員 ウッドクラフト葉子 
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自社便あり、市内引っ越し、他州向け、各国向け 

航空便、船便のお引っ越しもお取り扱いしています。 

土曜日も営業しています 

電話 0400-454-644（日本語） 
www.cubeit.com.au/cubeit/city_perth/ 
インターネットで予約できます 

引越しならキューブに 

ご相談下さい。 

お見積もり無料。 

国内引越、海外引越。 

引越しならキューブに 

ご相談下さい。 

お見積もり無料。 

国内引越、海外引越。 

B Y O  
Corkage $3 per bottle 

Telephone Orders 

9332 - 0388 

We accept Eftpos, Visa & Master cards 
 

Shop 4 / 110 Parry Avenue Bull creek WA 6149 
Parry Place Shopping Centre 

 

Trading Hours 

Lunch   Tuesday - Friday  11 am - 2.30 pm  
Dinner   Tuesday - Sunday   5 pm - 9 pm 

Monday and Public Holidays Closed 

K A I  J A P A N E S E  

事務局だより 
キリヒレヒナー 裕子 

ますます冬の到来を感じるこの頃ですが、皆様、体調の方はいかがでしょうか？ 

さて、５月６日に行われましたサンデーマーケットも滞りなく終了いたしました。パースに住む多くの

日本人の方々から寄付をいただきましたことにお礼申し上げます。今後も不用品や帰国時の整理品など

がありましたら、虹の会事務局までご連絡ください。サンデーマーケットの収益金は会員が行うボラン

ティア活動の経費や交通費などに利用されます。 

 

７月21日には発達障害のワークショップを計画しております。詳しくは広告やFacebookの方をご覧くだ

さい。 

 

虹の会では、常時会員を募集しています。パースの日本人社会でボランティアがしたい、子育て中で働

くことはできないが、社会参加したいという方、虹の会で活動してみませんか。看護師、スピーチセラ

ピスト、社会福祉士、法律関係者など資格者の方がおりましたら、是非ご参加お待ちしております。 
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メルボルン   1800-777-313 
ケアンズ     1800-688-909 
ブリスベン   1800-666-019 
ゴールドコースト1800-686-099 
シドニー    1800-355-855 

 
日本語医療センターネットワークで
同様のサービスが受けられます。 

海外旅行保険加入者は、医療費（専門医を含む）及び 通訳、 

薬品、レントゲン、血液検査等の費用が一切かかりません。 

●日本人通訳が常勤しており、言葉の心配は全くありません。 

●女性医師、日本人看護婦がおります。 

●その場で薬を受け取れます。（日本語の説明付き） 

●保険に入っていない方でも低料金で診察を受けられます。（通訳付きも可） 

●全科（歯科をのぞく）の診療が可能です。 

●混雑を避けるため予約制となっておりますが、緊急時は常時受付いたします。 

予約受付 ・ 診療時間 

（月～金） 午前８時～ 午後５時 （土） 午前９時～午後１２時 

パース 日本語フリーダイヤル 

1800-777-313 
Level 1, 713 Hay Street Perth WA 6000  TEL: 9486 4733  FAX:9321 4778 

日本語で 

診察 
お寿司と言えば、やっぱり ジョーズ 

回転寿司＆テイクアウト 

Hay St Mall 店 
726 Hay St  

T- 9481 1445 

回転寿司＆テイクアウト 

East Perth 店 
323 Hay St  

(パース造幣局向かい） 

T- 9225 4573 

回転寿司＆テイクアウト 

Town Hall 店 
Shop 4, Equus Arcade 

580 Hay Street 

T- 9221 3255 

大好評！パーティ用寿司プラッター各種あり 

お好みに合わせた盛り合わせも可能 

お気軽にご相談下さい 
Tel.9218-8973  /  Email.jawsoffice@iinet.net.au 

  www.Jawssushi.com.au 

ホールセール&ケータリング 

Osborne Park店 

Unit 9, 2 Powell Street 

Ｔ-9444 5836 

日曜礼拝 
日曜日：１３時から 

 

聖書の学び会 
   火曜日：１３時から１４時まで 
 

無料英会話教室 
月曜日－木曜日：１０時から１２時４５分まで 

金曜日午前クラス：１０時から１２時４５分 

金曜日午後クラス：１５時から１７時３０分まで 

土曜日：１４時から１６時３０分まで 

（授業の最後３０分は聖書に関するお話があります。） 

 

プレイグループ 
水曜日：１０時から１２時まで 

 

 

連絡先：0479 176 232 （パース日本語教会 森本まで）  

住所：101 Kimberley. St, West  Leederville 

Facebook: West Leederville Presbyterian Church 
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編集だより 

 ボランティア団体「サポートネット虹の会」は、西豪州政

府の認可を受けた非営利・非宗教の社会福祉法人です。ま

た、”Volunteering W.A.” （西豪州ボランティア協会）の

会員です。 

 「サポートネット虹の会」は「私たちにお役に立てること

はありませんか」の精神に則り、パース地域社会の日本人、

国際結婚をした日本人の家族、その他の人たちのより良い相

互サポートを目指して、私たちの出来るサポートの充実化に

日々努力を重ねています。 

 高齢で一人暮らしの人が病気や事故に遭遇して、即手助

けが必要な場合、障害を持つ人たち、一人暮らしで緊急時

に家族の助けが得られない人など、原則として自助努力の

出来ない人たちへの組織的なサポートをします。 

 電話相談など「虹の会」に寄せられる生活、教育、育

児、医療、その他、多様な相談事に応じて、解決方法をと

もに考え、サポートしていきます。 

 また、外国で暮らす日本人の子どもたちに、歌や遊びを

通して日本の文化を伝えるサポートをしています。 

ようこそ｢サポートネット虹の会｣へ 
（私たちはこういう団体です） 

【会員】 

「虹の会」には次のような会員の種類があります。日本語が話せれば、国籍に関係なく誰でも参加できます。入会希望者は「虹の会」事

務局に御連絡くだされば入会申込書を差し上げます。 

・正会員（＄30）パース近郊に在住し、1年以上ボランティア活動ができる方 

・準会員（＄20）パース近郊に在住し、1年未満ボランティア活動ができる方 

・学生会員（＄10）学生ビザと学生証を所有し1年以上ボランティア活動ができる方 

・賛助会員（個人＄20・法人＄30）会の趣旨に賛同し、資金面で援助をする個人および法人  

・協力会員（不要）資格、経験を生かして会の活動に協力する個人および法人 

・登録会員（不要）サポートを受けたい方、あるいは将来サポートを受けたい方 

 

【支払い方法】 

小切手の場合：宛て先 Support Net "NIJI NO KAI" Inc. / 送り先 P.O.Box650,Nedlands WA 6909 

銀行振り込みの場合：口座名 Support Net ”NIJI NO KAI" Inc. / BSB No.016-363 / 口座No.3483 45499（ANZ Bank) 

なお、振込みが特定できない場合が有りますので、振込み時に明記するか、メールかお電話でご連絡ください。 

 【申し込み】 

虹の会ホームページの入会申し込みフォームから、もしくはメールかお電話でご連絡ください。 

●その他、お問い合わせ：事務局（キリヒレヒナー裕子）TEL: 0403 530 928 / Email: info@nijinokai.com.au  

（１）生活情報の提供        移住後間もない方、学生、ワーホリの方たちのために。 

（２）医療情報の提供        医療システムなどが分からない方たちのために。 

（３）介護支援            一人住まいの方が、病気になったときの見守りなどをケアチームがサポートします。 

（４）妊娠・出産サポート      妊娠直後～生後３ケ月のお子さんを持つ親へのサポートをします。 

（５）子育て相談           子育てに関しての悩み事などのご相談、何でも結構です。 

（６）病院、ナーシングホームなどへの見舞い、お手伝いなど 

  お近くに入院なさっている方がいて、訪問、お手伝いなどを希望される方。 

（７）プレイグループへの支援   日本人プレイグループへの支援を行なっています。 

（８）その他のサポート       （１）～（６）以外のサポートにも相談に応じます。 

（９）電話相談            上記（1）～（７）までの相談事を含む、さまざまな電話相談を行っています。外国暮らしの中で困っ    

                     たこと（例えば、ドメスティック・バイオレンスなどの緊急避難や子育てに関する）、悩み事をおもち 

                     で相談相手の欲しい方、生活上のヒントなどをお求めの方は、お気軽にご連絡ください。 

                     代表: 0403 530 928 / Mail: info@nijinokai.com.au 

朝晩の寒暖の差はあるものの、日中はまだまだ暑い日も多いパースですね。先日は義理の祖母の100歳の誕生日を祝

いにNSWに行ってきました。目は見えないながらも聞くこと、話すことは充分にでき、３年前までナーシングホーム

ではなく一人で生活していた彼女は、最近風邪から体調を大きく崩したものの、この誕生日までは…と周りに励ま

され、回復したとのことでした。頭にティアラをつけ、子供と孫、そのパートナー、曽孫と友人、義理の妹や友

人、総勢３０名ほどに見守られながら、時に笑顔を見せながら祝いの言葉に答えていました。曽孫たちはひいおば

あちゃんが大好きで、何度も何度もセルフィーを撮っていました。100年という時間をかけて紡いで来た歴史の重

み、家族と友人からの愛が彼女の元気の源であったことは明らかで、ありきたりながらも美しい家族の形を見せて

もらう素晴らしい機会でした。                            編集委員会 いずみ 


