
クイーンズランド州保健省 (Queensland Health)
Ja

pa
ne

se

精神保健サービス部門の患者を対象とする

精神保健法2016	
(Mental Health Act 2016)



QH841 1216

精神保健法2016 

精神保健法2016 権利の声明 

2017年1月、クイーンズランド州(クイーンズランド保健省) 
(State of Queensland (Queensland Health))発行。この文書は、	
クリエイティブ・コモンズ・アトリビューション3.0 
オーストラリア・ライセンスに基づきます。

同ライセンスについては、ウェブサイト	
creativecommons.org/licenses/by/3.0/auを参照。

© 2017クイーンズランド州 (クイーンズランド保健省)

この文書の複製、引用、活用に制限はありませんが、	
クイーンズランド州クイーンズランド保健省の言及が条件	
となります。

詳細の問い合わせ先：
クイーンズランド州保健省 
精神保健、アルコール・薬物関連医療局 
(Mental Health, Alcohol and Other Drugs Branch,  
Clinical Excellence Division)

15 Butterfield Street Herston, QLD 4006

免責事項：
当発行物に含まれる内容は、クイーンズランド州政府(Queensland Government)により、情報
ソースとしてのみ配布されています。クイーンズランド州政府は、それら情報の正確さや	
完結性、信頼性についての保証は行いません。よって、それら情報の誤りや欠落などで被害
や損害が生じたとしても(無制限の過失責任も含めて)、クイーンズランド州政府は責任および	
負債を負いません。

権利の声明



精神保健法2016 権利の声明

3

目次
権利の声明 4

権利の声明とは? 4

権利の声明は誰に適用されるのか? 4

患者の権利に関する独立アドバイザーの役割とは? 4

患者の権利について知る 5

意思決定能力 5

強制でない治療 6

強制医療介入  6

治療、介護を受けている間の権利 7

苦情とセカンドオピニオン 8

情報を得る権利 8

家族、介護者そのほかの補助人  9

精神保健調査裁定機関 10

刑事司法制度  11

詳細の問い合わせ先とサポート 11

患者の権利についてもっと知るには? 11



4

権利の声明とは? 

権利の声明には、精神保健法2016 
(Mental Health Act 2016)に基づく患者の 
権利に関する重要な情報が記載されて 
います。

権利の声明は誰に適用さ
れるのか?

権利の声明 は、以下の精神保健サービ
ス部門の患者に適用されます：
• 精神保健法2016に基づき、医者が強制医療介入を決定
した非任意の患者

• 医療に関する事前指示書や後見人もしくは代理人の同意
のもとに治療を受ける患者も含め、精神保健サービス	
部門で治療を受ける任意の患者

権利の声明は、患者の家族や介護者、その他補助人にも	
関連します。

権利の声明

患者の権利に関する独立 
アドバイザーは何をして 
くれるのか?

公立の精神保健サービス部門はどこも、 
患者の権利に関する独立アドバイザー 
を置いています。

こうしたアドバイザーは、患者およびその家族や介護者、	
その他補助人が患者の権利をよく理解しているよう支援を	
行います。また、患者が受ける治療や介護について、患者	
およびその家族、介護者、その他補助人が医者と意思の	
疎通ができるよう支援します。

精神保健法2016 権利の声明
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保健医療の選択に際しての患者の
権利とは?
患者は保健医療に関する選択能力があるものとみなされます。
これを、意思決定能力があるといいます。

ほかの誰かに手伝ってもらい選択できる場合も、意思決定	
能力があるとされます。この場合は、支援付き意思決定とい	
います。

自分が受ける保健医療に関する意思決定能力がある場合、患者
には治療および介護について承諾する権利、承諾しない権利が
あります。

患者の権利について知る

自分で選択できない場合、 
患者の権利はどうなるのか?
医者は、精神保健法2016に定めた強制医療介入に基づき、	
患者の承諾を得ることなく何らかの治療や介護を施すことも	
あります。こうした強制医療介入の決定には、厳格な基準(医療
基準)が適用されます。

以下のすべての基準を満たす必要があります：

• 精神疾患がある

• 同疾患にかかわる治療や介護について意思決定能力がない

• 患者自身や他人に重篤な危害が及ぶ切迫した状況にある、	
	 または、患者の精神的、肉体的な深刻な健康悪化が危惧される

患者自身が保健医療に関する意思決定ができる場合、強制医療
介入の決定は認められません。

意思決定能力

精神保健法2016 権利の声明
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強制医療介入

強制医療介入で治療を受ける 
場合、入院は必要か?
強制医療介入による治療は、その治療や介護の性質上不可能で
ない限り、一般社会での暮らしを続けながら受けることができ
ます。健康状態がかなり思わしくない場合は、ある程度回復し
自宅に戻れるようになるまで、入院治療を受けることもあり	
ます。

入院治療中、医者は一時退院が可能かどうかの診断を行いま
す。条件付き在宅治療と呼ばれるものです。条件付き在宅治療
の目的は、適切な治療と介護を続けながら一般社会での通常の
暮らしに移行する中で回復を促すことにあります。

強制医療介入による治療はどれ
くらい続くのか?
強制医療介入を決定する医者が精神科医でない場合、強制
医療介入の決定について、3日以内に、精神科医が承認し
なければなりません。精神科医によって原本のまま承認さ
れたり、修正を加えて承認されたり、撤回される場合があ
ります。

患者または患者の代理人はいつでも、強制医療介入の決定
に関する審査を精神保健調査裁定機関に申し立てることが
できます。

医者は、最低3か月に1回の経過診断を行い、強制医療介
入を継続すべきかどうかを判断します。医者はまた、医療
基準の適切性を随時評価し、強制でない治療の可能性を検
討しなければなりません。

医療基準がもはや当てはまらなくなった場合や、強制でな
い治療が可能な場合には、医者は強制医療介入を撤回しな
ければなりません。ただし、患者が意思決定能力を回復し
たものの、同能力が不安定で持続できない場合には、こう
した撤回義務は発生しません。

精神保健調査裁定機関の項目(第10頁)は、強制医療介入
の審査を行う際の同機関の役割について説明しています。

医療に関する事前指示書は、精神保健法2016のウェブ	
サイトから入手できる精神保健医療に関する事前指示
書を元に作成できます。患者の権利についてもっと知
るには? (第11頁)を参照してください。

強制でない治療を受ける患者の 
権利とは?
自分の治療や介護について意思決定能力がない場合、強制で
ない治療を受ける権利があります。強制でない治療を受けると
は、精神保健法2016に基づく強制医療介入によって強制的に	
治療を受けるのではなく、自らまたは他者が承諾した治療を受
けることになります。

医療に関する事前指示書があるにもかかわらず、強制医療介入
が決定されることになった場合、医者は医療に関する事前指示
書が活かされなかった理由を患者に説明し、そのことを患者の
保健記録に残します。医療に関する既存の事前指示書では、	
患者の健康回復に必要な治療と介護に関する承諾が得られない
場合に、こうした措置がとられます。

強制医療介入が決定されても、医者は医療に関する事前指示書
に示された患者の見解や価値観、希望を考慮します。医者は、
そうした患者の見解や価値観、希望がかなえられない理由を説
明し、患者の保健記録に残します。

「強制でない」治療とは：

• 患者が作成した医療に関する事前指示書に基づく治療

• 後見人法に基づき任命された患者の後見人が承諾した治療

• 治療と介護に関する意思決定を代行するよう患者が指名した
代理人が承諾した治療

• 患者と継続して親密な関係にある配偶者などの法定代理人
が承諾した治療

• 患者が18歳未満の場合は、その親が承諾した治療

強制でない治療

精神保健法2016 権利の声明
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治療および介護期間中 
の患者の権利

患者としての権利とは?
患者には、医者および治療や介護を施す立場の人々に	
対して以下の権利があります：

• 自身の権利を守る

• 患者自身または他者の安全と健康を損なわない	
範囲で、患者の権利及び自由を確保する

• 強制的な治療や介護を受けることなく、一般社会で	
の通常の暮らしができる能力や健康状態を回復する

患者は医者やそのほかの人々に対して、治療や介護を施す際に
以下のような重要な原則を考慮してもらう権利があります：

• あらゆる立場の人々に平等な基本的人権を認める

• 意思決定の際に、患者の見解や価値観、希望を最大限実行
可能な範囲で考慮する	

• 治療と介護に関する意思決定の際に、患者のプライバシー	
保護を前提に、患者の家族や介護者、そのほか補助人の	
関与を、最大限実行可能な範囲で促す

患者は、自分が受ける治療および介護が必要に応じた正当なも
ので、当該法律が定める要綱に準じたものであるよう、医者に
求める権利があります。

患者は、自分が受ける治療や介護について保健記録に入力する
よう、医者に求める権利があります。

入院患者としての権利とは?
適切な時間帯に家族や介護者、その他補助人と面会できる権
利があります。ただし、精神保健サービス部門が患者の治療
と介護に悪影響を及ぼすと判断した人物に関しては、この対
象外となります。こうした対応に関しては、精神保健調査裁
定機関に訴えることができます。

精神保健サービス部門が手配した適切な時間帯に、医療従事
者による面会および診察を受ける権利があります。

同サービス部門が手配した適切な時間帯に、弁護士やそのほ
かの専門家による面会を受ける権利があります。

郵便や電話、電子機器を用いて他者と通信する権利があり	
ます。ただし、相手方が患者との通信を希望しない場合や、
精神保健法2016のもとに外部との「接触不可」の条件が設け
られている場合には、対象外となります。なお、患者や他者
の健康及び安全に有害となり得るような場合は、同サービス
部門が患者の電話や電子機器による通信を制限することもあ
ります。

患者自身が、入院措置は不適切で、普通に暮らしながら在宅
で治療を受けるのが妥当と考える場合はは、精神保健調査裁
定機関に訴えることができます。患者の代理人がこうした訴え
をすることもできます。

患者の権利に関する案内書に書かれた原則については	
すべて、精神保健法2016のウェブサイトから入手でき
ます。患者の権利についてもっと知るには?(第11頁)を
参照してください。

精神保健法2016 権利の声明
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苦情の申し立てやセカンドオピニ
オンの求め方は?

精神保健部門ではどこでも、患者もしく
は患者の代理人からの苦情の受理と対処
手続きが整備されています。

患者が情報を得る権利とは?
自分が受ける治療および介護に関する正確で適切な情報を適
時、受ける権利があります。

治療や介護に関する決定に関与する権利および、基盤となる医
療判断も含めた重要事項に関する説明や話し合いの場を得る権
利があります。例えば、医療従事者は下記の事柄を患者と話し
合う義務があります：

• 強制医療介入により、患者が受けることになる治療および
介護について

• 強制医療介入の内容に関する定期的な評価とその結果につ
いて

• 強制医療介入により行われる治療と介護についてと、病院
を退院し、一般社会での生活を営みながら治療を受けること
について

患者は、医者や他者に対して、患者の年齢や文化背景、精神疾
患、意思疎通能力、障害の有無などを考慮しつつ、患者自身が
こうした情報を十分に理解できるよう適切な手段を講じるよう
求める権利があります。

また、精神保健調査裁定の審問など、精神保健法に基づく重要
事項に関する書状や文書を受ける権利があります。

苦情の申し立てについては、患者の権利に関する独立アドバイ	
ザーや、精神保健サービス部門の職員に尋ねることができます。

治療および介護についての苦情が解決に至らない場合、自分が
受ける治療や介護についてほかの医療従事者のセカンドオピニ
オンをもらえるよう、精神保健サービス部門に依頼する権利が
あります。患者の家族、介護者、その他補助人が依頼すること
もできます。

精神保健サービス部門は、治療担当チームに属さない外部の医
療従事者からセカンドオピニオンを入手しなければなりません。

苦情とセカンドオピニオン

情報を得る権利

患者への説明や協議が必須となる事項をまとめたリスト
は、「患者と協議すべき事柄に関する」ファクトシートを
参照してください。患者に渡されるべき書面通知や文書
の一覧は、「患者用書面通知及びその他文書」ファクト
シートに掲載されています。患者の権利についてもっと
知るには?(第11頁)を参照してください。

精神保健法2016 権利の声明
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患者の家族、介護者その他補助人
の権利とは?

指定補助人

患者は、健康を害し、精神保健法2016に基づき非任意の患者に
なった時に支援を行う、一人または二人の指定補助人を指名
する権利がありま。指定補助人は：

• 当該法に基づき患者が受けるべき通知文の写しを受領する義
務があります

• 患者の治療担当チームと、治療および介護に関する守秘情報
を協議できます

• 裁定審問に臨み、患者の支援または代弁ができます

• 患者が重い罪に問われることになった場合、精神科医の鑑定
を要請することができます(第11頁の「刑事司法制度におけ
る患者の権利とは?」を参照）

家族、介護者、その他補助人との通信連絡

医者や他者が患者に対して説明や協議をしなければならないこ
とがある場合、指定補助人に対しても同じ義務を有します。	
指定補助人がいない場合は、患者の家族や介護者その他補助人
に対して説明や協議をしなければなりません。

ただし、下記の場合は例外となります：

• 患者が(意思決定能力のある時点で)、こうした通信連絡を
とらないよう要請した場合

• 相手方がこうした通信連絡を受けることができない場合や
希望しない場合(例えば、相手方が病院訪問に難色を示し	
たり、電話が通じない場合)

• こうした通信連絡が、患者の健康と安全を害する可能性が
ある場合(例えば、相手方が以前に患者の治療や介護を妨害
し、結果的に患者の症状が悪化した経緯がある場合)

医療従事者はまた、病院及び保健当局法2011の承認のもと、	
患者の家族や介護者、その他補助人と協議することができま
す。この法律は、患者の治療や介護に必要となった場合に、	
対象患者の健康と安全に深い関心を持つ人物への情報開示を	
認めるものです。

家族、介護者およびその他補助人

通知書

患者が通知文やそのほかの書状を受け取る場合、患者の指定
補助人、後見人法に基づき指名された後見人、患者の治療や
介護に関する意思決定代理を託されている人物も、それらの
写しを受け取らなければなりません。

精神保健法2016 権利の声明
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精神保健調査裁定機関は患者の 
ために何をしてくれるのか?

精神保健調査裁定機関は、患者の権利を
守る上で重要な役割を担っています。 
裁定機関は独立した組織で、クイーンズ
ランド州保健省にも、いかなる保健サー
ビス部門にも属しません。

電気けいれん療法(ECT)

治療の一環でECTが導入される場合、調査裁定機関は患者の	
権利を保護します。

成人の患者で、治療や介護に関する意思決定能力がない場合、	
ECTは調査裁定機関の承認がなければ導入されません。患者が
18歳未満の場合、ECTは調査裁定機関の承認がなければ導入さ
れません。ECTは命の危険がある特定の非任意患者に導入され
ますが、その継続的利用については、調査裁定機関の審査が必
須となります。

調査裁定審問会

患者は、自身に関する調査裁定審問会に出席する権利があり、
指定補助人、弁護士、そのほかの人物に代弁してもらう権利が
あります。

審問会には、指定補助人や家族、介護人、そのほ他補助人に付
き添ってもらう権利があり、調査裁定機関が承認すれば複数の
付き添いを付けることも可能です。

18歳未満の患者は、「裁判に臨む健康状態」をめぐる審問会や、	
ECT導入に関する審問会、司法長官が関与する審問会で、無償
弁護士を立てる権利があります。

異議申し立て

患者は調査裁定機関の決定に対し、精神保健裁判に異議申し
立てをすることができます。

精神保健調査裁定機関

主となる役割は、関連法に基づく強制医
療介入やそのほかの命令を継続実施すべ
きか、撤回すべきかを審査することです。

強制医療介入

強制医療介入が決定された場合、患者は同決定日から28日	
以内に、調査裁定機関に審査を申し立てることができます。

調査裁定機関が強制医療介入の継続を決定した場合、患者
が在宅治療を受けるなど、一般社会での暮らしを営む中で
の治療を増やすべきかを決定しなければなりません。

強制医療介入が継続される場合、調査裁定機関は6ヵ月ご
とに審査を行い(最初の審査に続けて2回)、その後は1年ご
とに審査しなければなりません。

また、患者や患者の代理人は、いつでも、強制医療介入の
審査を調査裁定機関に申請することができます。
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刑事司法制度における患者の 
権利とは?
精神疾患や知的障害、そのほか心の病を抱える人々が、刑事司
法制度に抵触するケースは比較的少数です。そうした状況が発
生した場合、患者には以下のような権利があります：

• 犯罪行為があったとされる時点、または法廷での審問会の時点
における精神状態を考慮してもらえるよう裁判長に要請できる

• 重い罪が問われる場合には、犯罪行為があったとされる時点、
または法廷での審問会の時点における精神状態に関する見識
として、精神科医による鑑定を無償で要請することができる

• 重い罪が問われる場合には、犯罪行為があったとされる時
点、または法廷審問時の精神状態を考慮してもらえるよう、
精神保健裁判で要請できる

病院に入院する際には、患者の権利に関
する独立アドバイザーもしくは精神保健
サービス部門の職員から、権利の声明 に
ついて説明があります。

詳細の問い合わせ先とサポート

患者の権利についてもっと
詳しく知るには?

この文書の写しや案内書、作成用紙、ファクト 
シートなど詳細な情報は、精神保健法2016のウ
ェブサイトwww.health.qld.gov.au/mental-health-act
から入手できます。

権利の声明 の写しは、患者やその家族、介護者、補助人に必要
に応じて支給されます。

刑事司法制度

精神保健法2016 権利の声明

裁判長または精神保健裁判は、犯罪行為があったとされる時
点、または審問時における患者の精神状態を考慮した後、無罪
判決を言い渡すこともあります。精神保健裁判がこうした判決
を下した場合、裁判所は法医命令や医療命令を出すこともあり
ます。

患者は、調査裁定機関が上記命令を6ヵ月ごとに審査するよう
求める権利があります。患者またはその代理人は、こうした命
令を審査するよういつでも調査裁定機関に申し立てることがで
きます。


