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最高裁家庭局ヒアリング報告書	

〜成年後見制度における診断書等の在り方に関するヒアリング〜	

	

日	 時：2017 年 8 月 2 日	 9：30～14：00	

場	 所：最高裁判所 2 階会議室	

参加者：理事長	 須田	 幸隆	 	 理事	 根岸	 満恵	 	 理事	 西田	 ちゆき	

	

１．ヒアリングの趣旨	

	

2017 年 6 月 26 日（月）、最高裁家庭局の調査員２名がつばさの事務所に来所しました。	

「成年後見制度における診断書等の在り方に関するヒアリング」の趣旨説明でした。以下

がその時の依頼文です。	

----------------------------------------------------------	

ヒアリングへの御協力のお願い	

	

最高裁判所事務総局家庭局	

	

	 当局において，成年後見制度における診断書等の在り方について検討することといたし

ました。より充実した検討を行うため，各団体等のみなさまの御意見をお聞かせいただけ

ればと考えています。	

	

【診断書等を巡る状況】	

〇現在の診断書等の書式は，平成１２年４月に導入された成年後見制度に対応するため，

鑑定経験が豊富な医師等の御意見を踏まえて当局が取りまとめたものです。	

〇平成２９年３月に成年後見制度利用促進基本計画が閣議決定されたことを踏まえ，今回，

診断書等の在り方について検討を行うこととしました。	

	

＜参考＞	

	

【ヒアリングの開催と今後の予定について】	

〇平成２９年７月ころに，最高裁家庭局においてヒアリングを行う予定です。	

〇成年後見制度利用促進基本計画を踏まえて，裁判所が本人の判断能力を検討するに当た

って診断書に盛り込むことが相当と考えられる事項等について，御意見をお聞きしたいと

考えています（ヒアリングの開催は１〜２回程度を予定しております。）。	

〇進行としましては，各団体等から１５分程度ヒアリングを行った後に，当局からお聞き

成年後見制度利用促進基本計画（平成	29 年	3 月	24 日閣議決定）	

	医師が診断書等を作成するに当たっては，福祉関係者等が有している本人の置か

れた家庭的・社会的状況等に関する情報も考慮できるよう，本人の状況等を医師に

的確に伝えることができるようにするための検討を進める必要がある。	

	



	 3	

したい点について御質問させていただくことも考えています。		

※		

ヒアリング結果を踏まえ，成年後見制度利用促進委員会の委員の御意見もお聴きした上で，

平成３０年３月ころを目途に，当局において検討状況等について公表することを検討して

います。	

	

	

２．参加団体	

	

2017 年 8 月 2 日（火）の出席者は、最高裁家庭局のほか成年後見制度利用促進委員会から、	

公益社団法人全国手をつなぐ育成会連合会の久保委員	

一般社団法人日本メンタルヘルスピアサポート専門員研修機構の櫻田委員	

一般社団法人日本発達障害ネットワークの新保委員	

公益社団法人認知症の人と家族の会の花俣委員	

さらに、関係省庁からは内閣府、法務省、厚生労働省の各担当官でした。	

	

また、意見発表団体は次の 8 団体で成年後見実施団体はつばさだけでした。	

・公益社団法人	 全国精神保健福祉会連合会		

・一般社団法人	 日本発達障害ネットワーク		 一般社団法人	 日本自閉症協会		

・公益社団法人	 認知症の人と家族の会		

・公益社団法人	 全国手をつなぐ育成会連合会		

・特定非営利活動法人	 よこはま成年後見つばさ		

・公益社団法人	 日本医師会		

・特定非営利活動法人	 日本相談支援専門員協会		

・公益社団法人	 日本精神科病院協会	

	

３．各団体意見概要	

	

（１）公益法人全国精神保健福祉会連合会	

	
①芸術的な最高裁判所の建物	

	

②ヒアリング案内	
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報告者	 ：事務局長	

報告内容：	

・成年後見制度は主に財産権を中心とした制度であり、身上保護や意思決定支援の方策は

検討の余地がある。	

・現行下においては、類型の決定について、医師の診断書で決まってしまう傾向にある。	

・日常生活における本人の能力を決定づける因子は複雑に絡み合っていることから、それ

らをどう判断し、診断書に反映させるかについては、診断書以外の別の手だてが必要であ

る。	

・特に、生活支援者、家族、本人の意見が反映されるべきである。（日常的に多く接して

いる人の情報が本人の実態に近い）	

・実際の後見業務において、生活背景、価値判断が分からないままでは難しく、福祉に馴

染みのない弁護士や司法書士等司法職後見人は、連携先がないと身上監護ができていない

状況である。	

・以下のことを提言する。	

①診断書にある類型のチェック項目を外してほしい。	

②類型の最終判断は裁判所がするべきである。	

③精神障害者は症状に波があるため、類型の固定化は問題がある。症状に合わせて類型を

変更することができるようにしてほしい。	

	

質疑：	

●具体的にどういう人が情報を出すとよいと思いますか。	

○日常的に接している専門職（福祉医療関係者）	

●（発表者が受任していた認知症の方についての質問ですが）生活歴がわからなかったと

いうのは、家族がいなかったのですか。	

○家族はおらず、ヒアリングができなかった。	

●支援者の情報提供について、具体的な方法はどうすればよいと思いますか。また、病状

の変化を確認するにはどうすればよいと考えておられますか。	

○誰が後見人かによるが、障害者年金申請時のガイドラインを参考にすればよいと思われ

る。ただし、家族は三類型の意味を理解していないことがある。また、そもそも困ってい

ることが財産管理か生活環境の問題かにより三類型の活用方法も変わってくると思われる。

これまでの三類型だと生活環境の問題にはそぐわない。	

状況の変化については、診断書を取る時点で判断できるものではないので、見通しについ

て記述できる欄があればよいかと思う。	

	

（２）日本自閉症協会	

報告者	 ：医師、事務局	

報告内容：	

（事務局から）	

・三類型の見直しが必要だと思う。包括的なものではなく、必要に応じて利用ができるよ

うにすることが望ましい。	
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・診断書に関しては、財産管理に関する判断能力を問う内容に特化されており、後見人は

諸サービスの利用契約が多いにもかかわらず、それについては触れられていないので、診

断書の中にサービス利用に関する契約能力について入れるべきである。	

・また、診断書の手引きについても言及すると、ガイドラインの記述において、後見類型

と保佐類型の落差が激しい。つまり、日常の買い物について自分で（単独で）できるかで

きないかの選択しかなく、「援助すればできる」という項目は抜かされている。知的障害

者の場合、自分の意見は表明できるにもかかわらず単独で買い物はできない。しかし援助

すればできる人がいる。	

・サービス契約について、利用契約書の中には平成 15 年度から本人の署名欄が設けられた。

本人の同意を無視し、後見人だけで署名する人もいる。支援があれば署名できる人はたく

さんいる。	

・保佐類型の中に「支援付でできる」という判断能力のレベルの人も含めてほしい。	

・自閉症の人でも、言葉による表現はできないが理解はしていて一定の状況で自分の意思

を表現できる人もいる。かなり難しいことについても受け答えできる。そういった意思確

認ができるよう、成年後見の診断書に関して、医師向けに研修を実施してほしい。	

（医師から）	

・今の診断書になる前の精神鑑定では時間を要した。また、財産分与のための鑑定である

ことが明確だったので悩んだこともあった。また費用も高すぎた。	

・現在は簡易になったが、診断書に時間を割くことを嫌う傾向にある。	

・チェック欄はつけておいた方がよいと思う。外してしまったらまた鑑定に戻ってしまう

のではないか。	

・また、診断書を書くことができる医師の範囲が広くなったため、成年後見制度自体を理

解していない人もいる。医師は制度に詳しいわけではないので、研修を義務付けた方がよ

いと思う。	

・発達障害者の場合、現行の診断書の項目だと十分だといえない。もう少し書き込めるよ

うな書式があった方がよい。	

・障害支援区分の書類は医師と行政の調査と両方をつきあわせて決定する。この書類をつ

きあわせてはいかがか。	

・その他の問題として、成年後見人の使い込みについてチェックが必要であると思う。	

・また、本人の同意のもらい方を考えていかないといけない。複数後見人という体制が望

ましいと思う。	

・年金申請時の診断書に発達障害や高次脳機能障害も加わったので参考になると思う。	

	

質疑：	

●メンタルヘルスの場合、本人の意思決定が重要であるが、本人の意思を反映させる項目

があった方がよいと思いますか。	

○意思の表明ができない障害者もいるので、複数の関係者から意見を聞く必要があると思

う。本人の意思を反映する方法は難しい。サービス利用計画書では、本人の意思を書き込

む必要があり、ある程度表明できる人もいるので記入する欄があってもよいと思う。	

○障害支援区分の書類は参考になる。意見書は医師に任せない方がよいと思う。裁判所が
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決められるようにゆるやかな意見書、幅のある意見書がよいと思う。	

●医師は日常生活の項目について書き込むことができますか。	

○なかなか難しい。家族等からの情報をつき合わせている。	

●認知の基準は一律でしょうか。	

○医師はその専門性によりだいぶ違うのが現状である。何らかの形で基準を統一化するべ

きである。	

	

（３）認知症の人と家族の会	

報告者	 ：事務局、家族代表	

報告内容：	

・家族とともに暮らしている場合、大きな財産処分が必要でない場合、成年後見制度の利

用のニーズは高くなく、制度の手続きが煩雑というので、今回のヒアリングに関して家族

会の統一した見解を述べることができない。	

・診断書について以下の 4 点である。	

①家裁により項目が追加されていたり、付票が用意されている。事件ごとに同じ診断書で

は限界があり、もう少し細分化する必要があると思われる。	

②日常生活は本人と生活を共にしている人でないと把握が難しい。診断書へ家族・介護職・

行政職・民生委員・近隣住民の報告が取り入れられる配慮が必要と思われる。	

③財産管理の視点になっており、身上監護の判断要素が入っていない。ただし、福島、京

都、徳島家庭裁判所の書式には項目が入っている。	

④診断書を作成した医師以前に関わっていた医師がいる場合、その旨を記入する項目があ

ってよいのではないか。	

・医師のかかわりについての意見	

①新オレンジプランでは、かかりつけ医の理解度の向上やサポーター医の充実が挙げられ

ているが、現実的に人数・内容ともに地域住民をサポートできるとは思われない。	

②かかりつけ医は比較的患者や家族との付き合いが長いが、それでも生活の困難や問題行

動の影響等を理解できるまでにはいかないと思われる。身近なかかりつけ医が適切に診断

書を書いてくれるかも疑問である。	

③通常の診察以外にも、高齢者免許更新での検査等、認知症を判断する機会が増えていて、

医師の負担が懸念される。	

・成年後見制度への意見	

①一定の財産を持つ人には後見監督人をつけるか、後見信託で運用するかの選択を迫られ

る。このような制度の硬直化が家族や本人にとって使いにくいものになっている。	

②後見人による財産横領事件は起こりうることである。抑止力あるシステムの構築が望ま

れる。	

③民事信託を勧められる事例もあることから、支援方法として成年後見制度以外の選択肢

があることも案内すべきである。	

④内閣府の成年後見制度利用促進のホームページの更新、内容の公開・普及を願う。	

・認知症の方の家族が、本人による暴力的な行為を抑止し、死亡させた事故について、第

一審では虐待とみなされた。認知症の人の行動と原因、心理、家族の不安など、十分に応
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えることができる制度構築を望む。	

質疑：	

●各家裁の診断書の内容は違いますが、認知症家族の会からみて、この項目は大事と思う

ものは何ですか。	

○自分で食事ができるなど身上面（ADL）の項目は必要だと思う。また、京都家裁の様式に

ある精神状態に関する項目も大事ではないかと思う。成年後見の利用に躊躇する人もいる

が、制度の利用は本人にとって生活が継続されるなら良い制度である。診断書は重要書類

なので、本人にとって何が重要かわかるような内容が必要である。詳しい診断書であるべ

きだが、これだけで判断してもらいたくない。他の資料も参考にしてほしい。家裁が総合

的に判断することを望む。	

●診断書に主治医以外の医師がいる場合、その旨を書くとありますが、それは主治医以外

の医師に書き込んでもらうということでしょうか。	

○いままでだれに診てもらっていたか、経緯等がわかるような内容。その先生方の意見も

反映されるような内容が望ましい。	

	

（４）全国手をつなぐ育成会連合会	

報告者	 ：副会長、統括者	

報告内容：	

・現在の診断の手引きは、主として認知症高齢者による申請を前提に設計・記述されてお

り、知的障害・発達障害者の生活上の「判断能力」について適切に反映できていないので

はないかと考える。	

・知的障害者の障害の程度や判断能力はその成育歴や体験・経験に大きく左右され、知的

検査の結果や障害支援区分だけでは正確に判定できないことも多い。	

・育成会として、診断書の判断能力についての意見欄の選択肢を次のように改めることを

提案する。	

①適切な援助が得られたとしても、日常的な消費活動も含めて自己の財産を管理・処分す

ることができない。→本人の社会生活を支援する者からの意見聴取を行わずに後見類型と

なるもの。	

②常に適切な援助が得られれば日常的な消費活動に伴う事故の財産を管理・処分すること

はできるが、重要な財産行為を伴う自己の財産を管理・処分することはできない。→本人

の社会生活を支援する者からの意見聴取に基づき「後見」「保佐」のいずれかの類型が適

当であるか検討するもの。	

③援助がなくとも日常的な消費活動に伴う自己の財産を管理・処分することはできるが、

常に適切な援助が重要な財産行為を伴う自己の財産を管理・処分することはできない。→

本人の社会生活を支援する者からの意見聴取を行わず保佐類型となるもの。	

④援助がなくとも自己の財産を管理・処分することができるが、重要な財産行為を伴う自

己の財産を管理・処分には援助が必要な場合がある。→本人の社会生活を支援する者から

の意見聴取に基づき「保佐」「補助」類型のいずれかを検討する。	

⑤援助がなくとも財産の管理を単独で管理・処分することができる。→本人の社会生活を

支援する者からの意見聴取を行わずに後見制度の利用不要となるもの。	
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・医師の意見はあくまでも医学的見地からの意見に過ぎないのであり、医師が本人の身上

を詳細に把握していないことを考えると、現行の類型決定スキームそのものが知的・発達

障害者にとっては不備な状況にある。医師の意見書の書式変更と運用の改善を求めたい。	

・変更案としては、	

①家庭裁判所が総合的な判定を行う。その際には介護保険法や障害者総合支援法における

認定審査会を参照した類型決定総合判定審査会の設置をしてはどうか。	

医療保健福祉関係者に加え、障害者団体等当事者参加を促し、審査の場が設けられること

を望む。	

②現行の診断書の「判断能力についての意見」欄を記載する際に、「社会生活を送るうえ

での本人の生活像に基づき、社会モデルの考え方で記載すること」と一文を追加する。	

③支援機関・事業所等による生活能力評価についても参考資料として添付することを認め、

手引きにおいてもこれらを判定時に参考にすることを推奨すること。	

④手引きの意見書記載例に知的・発達障害の例を追加し、その際には本人をよく知る支援

機関・事業所等による生活能力評価を参照して意見が変更された例を載せる。	

・後見人は期待していたのに、財産管理中心であり、日常生活にも制約につながっている。

また、後戻りできない制度で窮屈さを感じる。大きな改正を望む。	

	

質疑：	

●提案趣旨として、関係者の意見が医師に伝わることが重要であるということですね。	

○医師のかかわり上、日常生活全体を見ることは難しい。関係者や親の情報提供がなけれ

ばならないと思う。支援機関に期待したい。判断材料を膨らましてほしい。	

●制度利用により家族関係まで制約されたとおっしゃっていましたが、その具体的事例を

教えてくれますか。	

○典型的な事例は家族旅行の事例である。20 万円かかる旅行の場合、事前に裁判所で申請

しなければならないと言われた。普段の暮らしではそのようなことは起こらないので、な

じみのないルールを強いられるわずらわしさがある。	

	

（５）よこはま成年後見つばさ	

報告者	 ：理事長、理事 2 名	

報告事項：	

・適切な後見類型選択のために	

・法人概要の説明	

・成年後見制度利用促進計画に対するパブリックコメントで、つばさとしては、①最高裁

作成の診断書作成の手引きを改善すること、②医師が診断書作成時に、親族や関係者から

意見聴取の機会を設置することという提案をした。	

・真理プロジェクトの目的、経過、医師との話し合い内容、類型決定について見えてきた

ことを説明した。	

①平成 24 年から 3 年間かけて後見支援に至った事例である。1 年目は本人を理解し、関係

形成をすることを目的とした。真理さんの生活状況を聞き、KJ 法で日常生活の項目を書き

出し、それを現状で誰がやっているかを表にした。その中で、後見人の役割が見えてきた。	
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②2 年目に入って、成年後見制度の説明をした。本人にわかるよう資料を工夫した。また、

家裁にも見学に行った。	

③3 年目に、本人が制度の利用を希望するようになり、申立て書類を作成した。保佐類型

で申立てていくことにした。その際医師にどのように説明するかが課題となった。診断書

を書いてもらうまでに 3 回から 4 回受診した。参考資料としてプロジェクトのことや本人

が書いた申立書などを提示し、情報提供に努めた。診断書は保佐類型となり、審判が下り

るまでに主治医に鑑定依頼が入ったが、主治医が鑑定しても同じ結果になる旨伝え、鑑定

には至らなかった。	

・具体的提案	

備考欄に、家族・関係者との面談と情報提供書という 2 項目を追加した。	

情報提供書の書き方については資料に示したとおりで、実際に使用したものであることを

説明した。また、最終的に判断するのは家裁であり、情報提供書を家裁申立時に書類の一

つとして添付することを検討している。	

・最後にまとめとして言いたいことは、成年後見制度には 3 つの場面がある、ひとつは相

談場面で、ラポールやデュープロセスが重要である。次の場面は申立支援で、医師や家裁

に対して、家庭的・社会的情報提供が大切である。また、申立手続きに関して家事事件手

続法第 22 条の但し書きにある、非弁護士に「手続代理人」を家裁は許可してほしい。資力

のない人には特に必要である。三つめの場面が後見支援である。チームワークやネットワ

ークの重要性から、法人後見の普及を主張する。	

	

質疑：	

●資料 6 の診断書について、理想的な書面案はありますか。	

○私たちには出来ないことなので、今できることとして備考欄に加えることを考えました。

また手引きの改善を求めたい。	

●情報提供書（資料 8）は、家族が書いたと思いますが、情報提供書は誰が書くとよいと

思いますか。	

○資料 8 は実際に使った例である。3 年前から関わってきた夫妻の事例で、虐待があり夫

の後見人となったが、妻にはもともと軽い知的障害があり、読み書きも十分できないため、

行政から送られてくる書面等で、なにかと相談があるので後見人が妻の分まで面倒を見て

いました。療育手帳を保有しておらず、最初に書いてもらった補助相当の診断書では判断

能力について情報がなく、家裁から鑑定を求められたものの鑑定医が見つからないため、

他の医師に診断書を書いてもらうよう家裁から指示があった。情報提供書を添えて県の医

療保健センターに受診したところ、今度は後見相当と診断が出た。新しい診断書に情報提

供書も添付して家裁に提出した。今審判を待っている状態。情報提供書は本人のことをよ

く知っているつばさの担当者が書きました。	

	

（６）公益社団法人日本医師会 

報告内容： 

・成年後見制度における診断書を作成する医師としては、本人の判断能力等についての診

断をする上で「家庭的・社会的状況」に関する情報は重要な資料となるので、これらの情
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報を入手できるような仕組みが構築されることが望ましい。	

・現在の診断書の書式は、本人の判断能力の程度について、チェックボックス式で簡潔に

記載することが求められているが、今後書式を改める際には、そのような診断に至った背

景などについても記入しやすいように工夫されることが望ましい。	

・あまり負担になるような書式は利用促進につながらない。	

・診断書の作成行為は医師のみが担うものであることから、今後、診断書のあり方や書式

などの改定、あるいは改定の要否等を検討する際には、実際に診断書の作成を行う医師等

の意見を十分尊重して進めていただきたい。	

・平成 10 年 9 月から、医師会として、成年後見制度における医療同意について意見を言っ

てきた。議論が先送りされており、医療同意について解決してほしい。本人同意も含めて

議論が必要である。	

 

質疑：特になし 

	

（７）特定非営利活動法人日本相談支援専門員協会	

報告内容：	

・診断書作成の現状は以下のとおりである。	

①申立を理解し、診断書作成を本人一人で受診して行うケースはほとんどない。だれか必

ず支援者が付き添っている。	

②親族が同行して診断書を作成する場合、親族が類型まで理解するのは困難である。	

③専門の相談支援機関に相談し、医師への情報提供書等を作成したうえで受診している。	

④あるいは、相談支援機関の担当者が同行し、支援状況を説明している。	

・診断書を作成する際の判断	

①必ずしも本人を知っている主治医だけではない。初診日で診断書を作成することも多く、

情報が限られている。日常的に受診している場合はある程度医師が本人の生活状況を把握

している。	

②さまざまな検査や診察も環境に左右されやすく、画像だけでは判断できにくい人もいる。	

③医師が判断できない場合、同行者に相談されることも多く、保護と権利を理解した同行

者であれば妥当な類型につながる。	

④情報提供の有無および内容は個別性が強い。	

⑤漠然と困っているから後見人をお願いするといった理由で「後見類型」と書いてほしい

と医師にお願いする支援者がいる。	

⑥類型の判断基準が明確に理解されていないため、審判後、どのような後見事務を展開す

るのか不透明な中で診断書の作成依頼をする場合が多い。	

⑦診断書の類型がそのまま審判される類型につながるケースが多いのは問題である。	

・解決に向けた２つの提案	

①関係機関による情報提供が必要である。介護保険や障害支援区分認定に使われている情

報、相談支援機関でのアセスメントシートなどが情報提供書材料として適している。	

②わかりやすく記載できる診断書のあり方。生活領域に関する判断状況、支援の筆意養成

に関する項目、介護保険のケアプラン、障害者サービスのサービス利用計画内容が反映さ
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れるような診断書を望む。	

・その他の意見として	

①親が亡くなったとたん、関係者から安易に施設入所させられてしまうケースもある。本

人の意思が尊重される権利擁護制度として成年後見制度を運用してほしい。	

②財産管理において、後見人が過度に支出を制限するケースも見受けられる。本人の資産

状況に応じた豊かな生活ができる後見業務の遂行が理想であり、そのような裁判所の後見

監督を希望する。	

③意思決定支援導入にむけて、代理権のあり方が意思決定支援を阻害している現状がある。

包括的権限を与える後見類型ではなく、保佐・補助類型の活用が増えれば、代理権の乱用

が防げるのではないか。	

④補助・保佐類型の場合、特に金融機関において本人からの委任状や３か月以内に発行さ

れた登記事項証明書の提示を求められ、事務の煩雑化につながっている。裁判所で認めら

れた権限に関し、もう少し簡易に事務手続きが行えるよう周知願いたい。	

⑤首長申立て以外の資力のない本人への報酬助成制度の徹底を願う。	

 

質疑：	

●現状の説明で、現状の適切な類型につながるための情報提供方法について具体的なもの

があれば教えてください。	

○ケアマネ等が、生活実態のアセスメントをしたうえで情報提供するのが妥当と思われる。

年金申請時の診断書も同等の情報提供となりうる。自分たちは、本人のできることも A４

一枚くらいにまとめ、情報提供している。	

●医師からのリアクションはありましたか。	

○情報提供なしで診断書を作成してもらったときは後見類型と記されていた。情報提供が

あると、医師も考慮があると思われる。コミュニケーションをとるなか、医師から「助か

った」と言われた。	

○支援者の中には「補助や保佐は大変だから後見にしてほしい」とお願いすることもある。

これは問題である。	

	

（８）公益社団法人日本精神科病院協会 

報告内容： 

・昔は厚い鑑定書で、30 万円から 50 万円、3 か月から 6 か月かけて書いていた。平成 12

年から簡易な鑑定書になり、最近では診断書だけでよいということになっている。また、

精神科以外の医師も書いている。	

・チェックだけなのが問題であると思う。ただし、精神科以外の医師にとって、記述項目

が多いと戸惑うこともあると思う。	

・認知症の方を中心に据えた後見制度になっている。認知症の方の対応は別に考えていく

べきだと思う。	

・認知症は別枠で考えるべきだ。高齢ドライバーの診断書は簡単な内容となっている。あ

まりに簡単な診断書であってはならないのではないか。	

・診断書は判断基準の一つであるべきである。	
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・今の診断書について、私は 10 万円で書いている。	

・提案	

①現行の診断書の所見欄で、カッコ書きになっている項目を、それぞれ項目を設け、書き

込めるように書式を改める。	

②「予後」の見通しを書く欄を追加する。	

③備考欄には情報提供された内容を記入する。	

④最後に、「この診断書は、原則、精神保健指定医又は精神科を標榜する医師に記入して

いただくことになっています。ただし、てんかん、知的障害、発達障害、認知障害、高次

脳機能障害など診療科が多岐に分かれている疾患について、小児科、脳神経外科、神経内

科、リハビリテーション科、老年科などを専門とする医師が主治医となっている場合、こ

れらの科の医師であっても、精神・神経障害の診断又は治療に従事している医師であれば

記入可能です。」と記入するべきである。	

 

質疑：	

●診断書は精神障害が基本とういことでしょうか。	

○そもそも成年後見制度は精神障害の人のための制度であった。項目があるのは当然であ

る。	

	

４．感想	

	

各団体の意見を聞いて	

理事長	 須田	 幸隆	

	

	 2017 年 8 月 2 日（火）、最高裁家庭局において「成年後見制度における診断書等の在り

方に関するヒアリング」がありました。私たちも参加して意見を述べてきました。	

	 私たちが参加するようになったのは、厚生労働省の推薦があったからです。私たちは、

平成 28 年度厚生労働省指定課題「成年後見制度の理解促進及び適切な後見類型の選択につ

なげることを目的とした研修の開発及び法人後見における利益相反に関する研究」の調

査・研究に取り組み報告書をまとめました。このことがきっかけでした。	

	 各団体の意見では、家庭的・社会的状況の情報提供の必要性につては、一致していたよ

うに思います。特に診断書を作成する医師を代表して日本医師会からは、「診断書を作成

する医師としては、本人の判断能力等についての診断をするうえで、「家庭的・社会的状

況」に関する情報は重要な資料となるので、これらの情報を入手できるような仕組みが構

築されることが望ましい。」と発言がありました。	

	 日本相談支援専門員協会からは、つばさと同様に情報提供書を用いて行なっているが、

標準化されていないと発言がありました。惜しむらくは、具体的な情報提供書の提案がな

かったことです。多分、記述式と思われます。	

	 NPO 法人	よこはま成年後見	つばさからの提案ですが、門外漢の私たちが診断書自体の

改善案を提示することはできませんが、どのように提供するのか、どのような内容を提供

するのかは提案できます。まず、現行の診断書の備考欄に着目しました。そこに二つのチ
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ェック項目を追加してみました。	

	 一つは、本人以外に家族や支援者との面談があったかどうか、もう一つは情報提供書の

有無です。	

	 次に、具体的な情報提供書を考えました。日常生活、社会生活、精神の状況についてで

す。この情報提供書は、もっと練ったものに作り上げていく必要があります。認知症高齢

者と障がい者とでは、違ったバージョンがあっても良いと思います。	

	 後見とか保佐，補助の類型（法律的事項）の判断は、医師ではなく裁判官です。「家庭

的・社会的状況」の情報は、裁判官にこそ必要な情報です。	

私たちは、既に実践に入っていますが、診断書作成時には医師に、家裁申立に当たって

は裁判官に情報提供書の提出を常態化したいと思っています。	

	

最高裁判所におけるヒアリングに参加して	

理事	 根岸満恵	

	

厚生労働省の推薦を受けて、最高裁判所事務総局家庭局より成年後見制度における診断

書作成の手引等の在り方に関する関係者ヒアリングへの参加要請がありました。昨年度つ

ばさが取り組んだ障害者総合福祉推進事業指定課題研究 18「成年後見制度の理解促進及び

適切な後見類型の選択につなげることを目的とした研修の開発及び、法人後見における利

益相反に関する研究」において実践報告した「真理さんプロジェクト」の診断書作成部分

の取り組みを報告することが私の主な役割でした。	

	

事前に最高裁判所の方が２名ヒアリングについての説明のため、つばさの事務所を訪問

され、目的は診断書についてですが、制度全般にかかる意見等を述べても差し支えないと

のお話がありました。最高裁の方の柔軟な姿勢に、真理さんプロジェクトを通して見えて

きた障がい者にとって安心な制度利用の形を伝える最高の機会を与えていただいたと思い

ました。	

	

真理さんプロジェクトでは、診断書の依頼にあたっては慎重に取り組んだ経緯がありま

した。真理さんを理解していただけるように医師に丁寧に情報提供し 3～4 回受診した後に

診断書の依頼をしました。つばさの受任事例でも診断書の重要性を確認する事例が多くあ

り、情報提供のあり方を法人内で議論し法人独自の情報提供書を作成しました。実践での

活用も始まっていました。	

	

ヒアリングは、利用者の立場 4 団体、医師 2 団体、福祉関係の支援機関 1 団体と実践団

体のつばさの 8 団体による発表でした。参加団体は概ね本人の状況を把握している方から

の家庭的・社会的状況等に関する情報提供が必要であるということで一致していました。

他団体からは、障害基礎年金の診断書、介護保険や障害福祉サービス等の相談支援場面で

のアセスメントシートやケアプラン・サービス等利用計画時の情報を提供することなどが

提案されました。つばさは実践団体として、すぐに利用可能な情報提供書を提案しました。	
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成年後見制度の利用促進に向けた大きな動きが始まり、制度の入り口とも言える診断書

の在り方を左右する手引が今後どのように改正されていくのかが注目されます。診断書の

みならず、利用促進に向けて相談から受任まで関係性と身上監護を重視したつばさ方式が

標準化される日が来ることを願っています。	

	

情報提供書の必要性	

理事	 西田ちゆき	

	

	 今回のヒアリングの目的は、裁判所が本人の判断能力を検討するに当たって診断書に盛

り込むことが相当と考えられる事項等について各団体からの意見を集めることでした。各

団体の意見を聞き、改めてつばさで話し合ってきた改善提案の方向性が間違いではなかっ

たことが確認できたと思います。また、成年後見制度に関して自由に意見を述べる機会も

与えられたことで、様々な意見を聞くことができたことも収穫でした。	

	 現在、判断能力を決定する項目は財産管理中心です。そもそも成年後見制度利用促進法

の制定にあたって、社会的な問題とされたのは認知症高齢者の増加ですので、認知症の方

を想定した診断書になっているのは仕方ないことだったのだと思われます。しかし、いま

のままの様式では知的障害、精神障害のある方の実態を反映させることは難しく、特に精

神障害の場合、病状に波があるため、その変化がわかるような項目を加えるべきだという

意見もありました。徳島・福島・京都家裁の様式は既にかなり項目が追加されているよう

ですが、全国の家裁においても診断書の様式は、病状に関して認知症だけでなく、知的障

害や精神障害にも対応できるものへの修正が急がれるでしょう。	

	 生活環境に関する情報の必要性はいずれの団体の提言にもみられました。日本医師会が、

「家庭的・社会的環境」に関する情報提供を得られる制度の構築を要望しているように、

現状、かかりつけ医師（それも長年）でない限り、患者の生活状況の把握は困難です。つ

ばさからも日本相談支援専門員協会からも情報提供書の必要性を提言したように、判断能

力をより実態に近く判断してもらうには、生活環境に関する医師への情報提供は不可欠で

す。しかし、だからといって医師による判断能力の判定がそのまま類型決定ではないと思

います。適切な類型につなげるためには、公正中立的な立場である家裁が総合的に判断す

べきだと思いますし、大半の団体はこの点を強調していました。	

	 現在の医療保険制度下では、詳しすぎる検査や診断を求める書式を書いてもらうと、料

金が高くなってしまう懸念があります。また、書いてもらえる医師を見つけるのがより困

難になることが心配され、利用促進にはつながらない結果になってしまいます。申し立て

にかかるコストを低く抑えつつ、適切な類型につながるような情報を盛り込んでいく書式

変更が求められています。	

	 つばさのような成年後見実施団体が、実践レベルにおいて平時から身上監護においても、

主体的に本人の利益になるよう創意工夫を行い、必要ならば家裁に働きかける姿勢が必要

なのだと改めて感じたヒアリング調査でした。	

	

以上	


