
【声明】 

2014年 8月 31日 

全日本民医連精神医療委員会 

委員長 松浦健伸 

 

精神疾患への差別・偏見を助長し、医師と患者の信頼関係を破壊する特定秘密

保護法における適性評価制度の廃止を求める。その実施には一切協力しない。 

   

平成 25 年 12 月 6 日特定秘密保護法が国会で成立した。憲法違反の本法に対して、即日

全日本民医連会長名で「国民世論を踏み潰し、憲法を根底から破壊する特定機密保護法案

の強行採決に断固抗議し、その撤回のために奮闘する」声明が出された。そこに示された

ように、本法は、「主権在民」「基本的人権」「平和主義」の日本国憲法の三原則に明白に違

反し、法自体が廃止されるべきものである。さらに本法には医療関係者、とりわけ精神医

療・福祉に携わるものにとって、大いに懸念される内容が含まれている。 

 

すなわち特定秘密を取り扱う者に対する適性評価の実施の規定である。行政の長が、特

定秘密を扱う者に関して、「薬物の濫用及び影響に関する事項」「精神疾患に関する事項」「飲

酒についての節度に関する事項」など 7 項目について調査し、その把握のために医療機関

等に「照会して必要な事項の報告を求めることができる」としている。これについて本法

所管の内閣官房の担当官は国会答弁で「照会を受けた団体は回答義務がある」と述べ、法

には義務規定はないが、事実上回答を強制してくる可能性がある。 

 

適性評価制度の考えには、精神疾患をもつものは秘密を守る能力にかける、責任ある業

務につけないという偏見があり、差別を助長する。さらに治療のために、信頼関係をもと

に話された個人の生活や考えに関する情報を第三者に提供することは、治療関係を根本的

に破壊することになる。職場での関係上断ることの困難な、本人の適性評価の同意は自発

的な同意とは言えず無効である。さらに診療で話す秘密が外にもれるとすれば、受診自体

控えることになるのも明白である。またその個人が秘密をもらす可能性など、精神科医は

医学的な見地からは判断困難であり、適性評価そのものが無意味で当局には個人の秘密そ

のものを探りたい意図があるのでないかとさえ思われる。 

 

すでに適性評価制度に関して日本精神神経学会が平成 26年 3月 15日反対の見解をだし、

さらに 8月 22日付で適性評価に関する運用基準案に対して、適性評価廃止を求める意見を

表明している。学会の一連の見解に賛同する。患者の秘密をもらすことは、たとえそこに

政府の脅迫があっても、第二次大戦後のジュネーブ宣言に明白に違反する。我々医療従事

者とりわけ精神医療関係者は、ナチス・ドイツに加担し戦争犯罪を行ったドイツ精神医療

など歴史の教訓を生かし、過ちを絶対に繰り返してはならない。我々は、学会はじめ本法

及び本制度に反対するすべての医療関係者、国民と共同し制度の撤回を求め、適性評価に

一切協力しない。そのために奮闘する決意である。 

以上 



2015年1月8日現在

県連 事業所名 事業所住所 意見

1 青森 津軽保健生活協同組合藤代健生病院 青森県弘前市大字藤代2丁目12-1

2 青森 青森保健生活協同組合　生協さくら病院 青森県青森市問屋町1-15-10
3 埼玉 秩父生協病院 秩父市安保町1-11
4 埼玉 埼玉協同病院 川口市木曽呂1317
5 埼玉 熊谷生協病院 熊谷市上之3854
6 埼玉 埼玉西協同病院 所沢市中富1865
7 埼玉 川口診療所 川口仲町1-36
8 埼玉 さいわい診療所 川口市中青木4-1-20
9 埼玉 浦和民主診療所 浦和市北浦和
10 埼玉 かすかべ生協診療所 春日部市谷原2-4-12
11 埼玉 おおみや診療所 さいたま市西区指扇1100-2
12 埼玉 所沢診療所 所沢市宮本町2-23-34
13 埼玉 大井協同診療所 ふじみ野市ふじみ野1-1-15
14 埼玉 行田協立診療所 行田市本丸18-3
15 埼玉 生協歯科 さいたま市緑区東浦和6-16-1
16 埼玉 あさか虹の歯科 朝霞市浜崎724-2
17 埼玉 老人保健施設さんとめ 所沢市中富1617
18 埼玉 老人保健施設みぬま 川口市木曽呂1347
19 千葉 医療法人社団青光会今井町診療所 千葉市中央区白旗2-4-10 患者情報を第三者に提供するなど、絶対にあってはなりません。
20 千葉 医療法人社団青光会デイサービスあおぞら 千葉市中央区白旗2-4-10
21 千葉 医療法人社団青光会しらはた訪問看護ステーション 千葉市中央区白旗2-14-5
22 千葉 医療法人社団青光会まちかど相談室 千葉市中央区白旗2-14-5
23 千葉 千葉県民主医療機関連合会 千葉市中央区中央4-8-8-201
24 千葉 南浜診療所 船橋市南本町6-5
25 千葉 有限会社千葉保健共同企画 船橋市二和西4-33-16
26 千葉 千葉民医連事業協同組合薬剤センター 船橋市二和西4-33-16
27 東京 医療法人財団東京勤労者医療会新松戸メンタルクリニック 松戸市新松戸4-2-2-3F
28 東京 医療法人財団　東京勤労者医療会　みさと協立病院 埼玉県三郷市田中新田273-1
29 東京 小豆沢病院 東京都板橋区小豆沢1-6-8
30 神奈川 公益財団法人柿葉会神奈川診療所 神奈川県横浜市神奈川区新町15-6

31 神奈川 川崎医療生活協同組合大師診療所 川崎市川崎区大師町6-8
32 長野 健和会病院 長野県飯田市鼎中平1936
33 岐阜 こがねだ診療所 岐阜県関市上白金511
34 岐阜 医療法人岐阜勤労者医療協会　みどり病院 岐阜市北山1丁目14番24号 特定秘密保護法が施行されなくても、50万件ほどの案件が国民には知

らされていない。このような中で、特定秘密保護法などまったく必要ない
ものである。すべての事（案件）を国民に詳らかにして、国の方向を決め
ればよいことである。第二次世界大戦開戦の時、国民は何も知らなかっ
た、知らされなかった。奇襲攻撃をかけるためには、当然のことであっ
た。特定秘密保護法の施行を許したら、「夜が明けたら開戦していた。」
といったことがまた起こりうる可能性が高くなる。そこに、更に、人権をも
てあそぶようなことになる適正評価制度には反対であり、協力すること
はできない。個人の情報提供を求める、そのうちには、強制になること
が大いに懸念される。

35 岐阜 すこやか診療所 岐阜県岐阜市北山1-13-11
36 静岡 有限会社静岡健康企画ひまわりケアプランセンター 浜松市中区佐藤一丁目21-20レインボープラザ106号

37 静岡 浜松佐藤町診療所 浜松市中区佐藤一丁目22-22
38 愛知 名南病院 名古屋市南区南陽通5-1-3
39 愛知 医療法人名南会デイサービス庵 名古屋市南区内田橋2-9-3
40 愛知 医療法人名南会名南診療所 名古屋市南区内田橋2-9-3
41 愛知 医療法人名南会名南訪問看護ステーションきずな 名古屋市南区内田橋2-9-3
42 滋賀 医療法人滋賀勤労者保健会膳所診療所 滋賀県大津市昭和町7-16
43 大阪 株式会社にじ 大阪市鶴見区横堤5-2-2-2F
44 大阪 レインボー薬局 大阪市鶴見区鶴見3-6-18
45 大阪 もも薬局 大阪市中央区玉造1-6-16
46 大阪 りーふ薬局 大阪市鶴見区今津中3-7-12
47 大阪 サニー薬局 大阪市鶴見区横堤3-6-7
48 大阪 ひなた薬局 大阪市旭区生江2-8-3
49 大阪 つばさ薬局 大阪市城東区成育4-19-16
50 大阪 さわやか薬局 大阪市城東区蒲生3-15-11
51 大阪 かりん薬局 大阪市都島区都島本通3-23-19
52 大阪 一般社団法人大阪ファルマプラン 大阪市西淀川区野里3-6-8
53 兵庫 （株）メディカルフーズはぁもにぃ 神戸市中央区港島南町5-3-7
54 奈良 吉田病院 奈良市西大寺赤田町1-7-1
55 島根 斐川生協病院 島根県出雲市斐川町直江4883-1
56 岡山 総合病院岡山協立病院 岡山県岡山市中区赤坂本町8-10 基本的人権を侵害する憲法違反の適性評価制度には協力しません。

病院長　高橋淳
57 岡山 林道倫精神科神経科病院 岡山市中区浜472番地 患者の同意なく患者の秘密を他人にもらせません
58 岡山 岡山ひだまりの里病院 岡山市南区北浦822-2 精神疾患への差別を助長するような制度には反対である。
59 岡山 （有）メディカルプラン岡山　つばさ薬局 岡山市中区浜621-1
60 岡山 ソワニエ看護専門学校 岡山市中区倉田394-3
61 広島 生協さえき病院 広島市佐伯区八幡東3-11-29
62 山口 あおば薬局 山口県宇部市五十目山町15-2
63 山口 上宇部あおば薬局 山口県宇部市海南町2-21
64 山口 みつば薬局 山口県山陽小野田市揥山1丁目17-2

65 山口 宇部協立病院 宇部市五十目山町16-23
66 徳島 徳島健生病院 徳島県徳島市下助任町4-9
67 香川 高松平和病院 香川県高松市栗林町1-4-1
68 香川 香川医療生活協同組合善通寺診療所 香川県善通寺市上吉田町6-8-9
69 香川 香川医療生活協同組合高松協同病院 香川県高松市木太町4664番地 秘密保護法自体が、憲法違反のものなので、日本国憲法の3原則に違

反する要請には、応えることができないという立場を堅持します。
70 愛媛 新居浜協立病院 愛媛県新居浜市若水町1丁目7-45

71 愛媛 愛媛生協病院 愛媛県松山町来住町1091-1 知る権利を侵害し、基本的人権を踏みにじる「特定秘密保護法」自体に
反対です。

72 長崎 社会医療法人健友会上戸町病院 長崎市上戸町4-2-20
73 熊本 社会医療法人芳和会くわみず病院 熊本市中央区神水1-14-41
74 熊本 社会医療法人芳和会菊陽病院 熊本県菊池郡菊陽町大字原水5587

75 熊本 くわみず病院附属くすのきクリニック 熊本市北区龍田５-１-４１

賛同事業所一覧


