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グループに参加するには？ 

ＲＡＮＫＡ（旧ＭＳＶ） 

性被害の男性サバイバーの自助グループ 

※参加手順は、後半を参照してください 

 

☆ 自助ミーティングへのお誘い ☆ 

わたしたち「ＲＡＮＫＡ（ランカ）（旧称ＭＳＶ）は、性的虐待や性的いじめ、セクハラ、レイプなどの性暴力の被害

によって傷を被った男性やセクシャルマイノリティ（ＧＢTI ほか）のサバイバー（性被害者）が、同じ傷をもった仲間

と体験を分かち合うためのミーティングをしています。 

もし自分の生き難さが性被害にあると感じている方は、どうぞグループにおいでください。仲間と出会い、体験

を話し、感情を解き放ち、過去の棚卸しをすることは生きる力となります。 

ミーティングの進め方は、「言いっぱなし、聞きっぱなし」が中心です。自分のことを、話したいように話すことが

できます。ここには、だれもあなたを非難する人はいません。また、ミーティングで話したことは秘密が守られま

す。 

性被害の傷を癒すためには、温かい受容的な雰囲気のなかで、自分の体験や気持ちを繰り返しさまざまに語

ってゆくことが有効だと思います。語りは楽ではなく、癒しはしばしば長い時間がかかりますが、しかしそれでも癒

しは誰もが手にするに値する価値があるとわたしたちは思っています。  （注）ここではレイプという言葉を、Male 

Rape（男性に対するレイプ）として使用しています。 

 

      ★ 次の３テーマで「出前講座」をしていま～す！ ★ 

「男性・少年にたいする性暴力」「性被害者支援における精神科医・カウンセラー・弁

護士など援助職による倫理違反をどう解決するか」「平和学のすすめ」 

お申し込みは、ranka222@kitty.jp まで。 

 

セクハラや性暴力は 

男女を問わず、 

誰が受けても不快だよ 

男でも女でも、大人でも未成年者

でも、子どもに性的侵入したら、性

的虐待だよ。 

mailto:ranka222@kitty.jp
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☆ 男性サバイバーの現状 ☆ 

現在の社会では、少年や男性も性被害にあうことについてほとんど知られていません。当然、社会の偏見も根強く、

男性サバイバーのためのサポートは少ないのが現状です。そのため性被害で傷つきながらも、しばしばそのつらさ

を誰にも話すことができず、孤立感や羞恥心にひとり苦しむことがあります。また話すことができたとしても信じても

らえず、さらなるつらさを味わうことが多々あります。しかし、現実には男性（少年）もセクハラやチカン、性的いじめ、

ストーカー、性的虐待、レイプ、性暴力などいろいろな被害にあっており、その傷も人によってはトラウマともなるこ

ともあります。 

 

☆ だれもが被害者になり得る ☆ 

男性の性被害者に被害にあいやすい共通の特徴はなく、だれもが被害者になる可能性があります。これまで聞き

及んだ被害者の年齢も、幼児から成人男性までにおよんでいます。また、男性の性被害者を弱い存在と見なすの

は誤りで、他人の一方的な暴力によって自己の尊厳を傷つけられたのです。さらに、すべての男性サバイバーが

将来かならず加害者になるというのも誤った情報です。性暴力はいつでも加害者にその非があることを思い出して

ください。そしていかなる被害者も適切なケアを受け、敬意をもって接せられる権利があります。 

 

☆ 加害者はどんな人？ ☆ 

これまでの経験から見ると、加害者は成人男性や10代の少年がもっとも多く、女性の加害者もいます。加害者は、

見知らぬ他人、家族（父・母・兄・姉）、親戚、近所の人、教師、聖職者、サラリーマン、会社や学校の同僚、カウンセ

ラー、同級生、少年、少女などと多様です。異性愛者からの加害も、同性愛者からの加害もあります。  

                                       

:*:・'゜☆。.:*:・'゜★゜'・:*:.。.:*:・'゜☆。.:*:..:*::・'゜☆。:*:・'゜☆。.:*: 

 

 ☆ ミーティングの参加手順 ☆ 

各会場のファシリテーター（世話人）か、下記のEメール・アドレスへ（くろたけ宛）にお申し込みください。参加してみ

れば、それほどに堅苦しくありませんので一度おいでください。 

 

◎グループ名：RANKA（ランカ） 

※2008年にグループ名を「MSV」から「RANKA」に変更しました。 

※RANKAは「蘭の香り」。古典の「心が通い合った仲間のことば、金属をも切断するほどに強く、蘭の花の香り

のように美しい」（『易』繋辞伝）にもとづいています。 

 

◎Eメールとホームページ： 

 Eメールアドレス：ranka222@kitty.jp 

 ホームページ名：「If He Is Raped」 http://www.comcarry.net/~genbu/index.html 

   （注）ホームページにたどり着けない時は、「If He Is Raped」でネット検索してください。 

mailto:ranka222@kitty.jp
http://www.comcarry.net/~genbu/index.html
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   （注）If He Is Rapedは「くろたけ」氏個人のームページです。 

 

◎参加資格： 

 （a）性被害にあったことのある男性 

 （b）男性のときに性被害にあったか、あるいは自分の男性性と性被害を結びつけて考えてみたいクィア（セクシ

ャル・マイノリティ）。ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー（MTF、FTM）、インターセックス、クエスチョ

ニングなど。※参加を迷う時は、お問い合わせください。 

 

◎参加申し込み方法：参加希望者は下の３点を書いて、上記メールアドレスまたは各ファシリテーター宛にEメー

ルをお送りください。開催日時などは、おもに下記の「IF通信」（Eメール）でお知らせしています。下記はミーティ

ングの安全を維持するためにすべての方にお送りいただいています。お教えいただいた内容は、グループ運営

のためにファシリテーター間で共有する以外は、外部に漏らすことはありません。 

① 簡単な自己紹介とお名前（仮名OKです）。  

  ② Eメール・アドレス 

③「自助グループ参加希望」とお書きください。 

 

◎メールマガジン「IF通信」：開催の日時や場所は、上記「If He Is Raped」で発行しているメールマガジン「IF通信」

でお知らせしています。IF通信は自助グループ情報以外に、性暴力や平和などをテーマに発行しています。男

性性被害者だけでなく、性暴力や平和に関心のある方なら誰でもお申し込みいただけます。自助グループを再

開する場合も、IF通信でお知らせするので、継続してお受け取りくださいますようお願いします。 

  ※開催日時は上記ホームページの掲示板でもお知らせします。 

 

当グループは、会場さえ確保できれば、全国どこででも開催が可能です。開催してみたいとお考え

の方は、メールでお問い合わせください。グループは2001年に開始し、大阪、埼玉、東京、静岡、横

浜、札幌で行ってきました。 

 

◎参 加 費：数百円程度の予定（会場費＋資料代ほか） 

 

◎注意事項： 

 ☆原則として、仮名やハンドルネームを使います。  

 ☆原則として「言いっぱなし、聞きっぱなし」です。つまり、話したいことを、話したいように話します。話したくないこ

とは話さなくてＯＫです。また、話し手の話しに静かに傾聴してください。  

 ☆「私」（Ｉ）を主語にして、「私は・・・と思う」「私は・・・と考える」という形式で語りましょう。回復するのは「私」。私を

主語にして語ることの意味は、他人へのメッセージではなく、回復のために自分の気持ちや体験を述べている

ということです。 

 ☆他のメンバーへの批判、説教はできません。 
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 ☆原則として助言や情報提供、用語の説明などをして欲しいときは申し出てください。  

 ☆ミーティングで聞いたメンバーの具体的な体験やプライバシーを外部に漏らさないでください。（ただし、自分自

身の気づき・一般的な被害例や知識・ミーティングに参加しての感想、ミーティング運営に関すること、各位が

受けている個人カウンセリングでミーティングの感想を話す場合、そのほかミーティングの安全を損なわないこ

とは、外部への持ち出しOKです） 

 ☆多様なセクシャリティを尊重しましょう。様々なセクシャリティや性的指向性の方が参加します（ホモやレズなど

は差別的なことばです）。 

 ☆同性愛と、男性間の性暴力を区別してください。男性による男性への性暴力は、同性愛ではありません。  

☆必要に応じて、加害体験を話題とすることもあるので、ご了承ください。 

 ☆ミーティングや二次会（フェローシップ）において、参加者間でセクシャル・コンタクトを持ったり、性的な誘いかけ

をしないでください。本人に許可なくメンバーの身体に触れないでください。 

 ☆ミーティングや二次会ともに、アルコールを飲んで参加できません。  

 ☆個人情報の交換やミーティング外で個別で会う場合は、各自の責任でお願いします。  

 ☆各自の言動の責任は各自で取ってください。 

 ☆ミーティング終了後に、疲れたり、心が不安定になったり、性的な高ぶりを感じたりすることがあるので、自分な

りのセルフケアの方法を身につけることをお勧めします。たとえば、好きな音楽を聴く、美味しい物を食べる、

信頼できる人やカウンセラーに話を聴いてもらう、静かな海辺をイメージする、ゆっくりお風呂に入る、など。 
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性暴力・倫理違反をテーマに 

「出前講座」をお引き受けしま～す！ 

取材も応じています  

講  師 ： 玄野
く ろ の

 武人
た け と

 （ＭＳＶネットワーク主催・男性サバイバー） 

連絡先 ： メールアドレス：ranka222@kitty.jp （先ずはメールでご連絡ください） 

  ※ホームページ：「If He Is Raped」 http://www.comcarry.net/~genbu/index.html 

 

（１）「少年・男性にたいする性暴力」 

男性で性的被害を受けた当事者（男性サバイバー）の立場から、少年・男性に対する性暴力の現状、

支援と快復、自助グループ、男性と女性のサバイバーの違いなどをお話します。 

 

（２）「性被害者支援における援助職の倫理違反の実際とその解決策」 

近年、報道や裁判を通じて、性被害者などを支援している精神科医・カウンセラー・弁護士・倫理委員

会などが、セカンド・レイプ（二次被害）や倫理違反、セクハラなどの被害をあたえた事件が伝えられる

ようになりました。援助職にとっては、倫理によく通じていることが、性被害者のみならず、援助職自身

を守ることになります。当事者の立場からこのよう倫理違反などの解決策について提言します。 

（３）「平和学のすすめ！」 

平和学は、身近な暴力から戦争までを解決・転換するために、20世紀後半に誕生した学問です。「戦争

こそ最大の子どもの虐待」。虐待や性暴力とあわせ、「戦争のなくし方」にも取り組みましょう。 

 

【講師プロフィール】 

 少年時代などに複数の性被害を受けた体験をもとに、男性（少年）にたいする性的虐待をテーマとしたホームペ

ージ「If He Is Raped」を、2001年に開設。同年、ホームページに集まった仲間と男性サバイバー（男性の性被害

者）のための自助グループ「ＲＡＮＫＡ」（ランカ）を共同で立ち上げました。2005年、カナダのカウンセラーのリン

ダ・ジンガロ氏を京都に招いて、日本ではじめての男性性被害の講座を開催。男性にたいする性暴力を学会で

紹介したいという精神科医のグループから、性的被害と研究被害を受けたことで、他の同じような被害者たちと

の交流がはじりました。回復に取り組んで10年余。現在はスピーチ活動、執筆、ワークショップ、取材に応じるな

どに取り組んでいます。    ※RANKAのホームページ：http://ranka21.blog.fc2.com/ 

【過去に行ったスピーチなど】 

カウンセリング学会、CAPセンター、北海道CAPをすすめる会、医療と患者の会、自立支援センター（愛知）、ヌエ

ック分科会「男性性被害と強かん法の改正」（共同）、男のフェスティバル・豊中（共同）など。 

【費用など】  ご相談下さい。 

mailto:ranka222@kitty.jp
http://www.comcarry.net/~genbu/index.html
http://ranka21.blog.fc2.com/
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男性性被害を理解するための本 

 

◆グループ・ウィズネス編著『性暴力を生き抜いた少年と男性の癒しのガイド』明石書店、2005年７月、1500円＋

税、200頁。男性サバイバーに向けて書かれた「癒しのガイドブック」。 

◆森田ゆり『癒しのエンパワメント』築地書館、2002年、2000円＋税、232頁。サバイバーに向けて書かれた実践

的な「癒しのガイドブック」。 

◆エレン・バス/ローラ・デイビス共著、原美奈子/二見れい子共訳『生きる勇気と癒す力』三一書房、1997 年、

5500円＋税。あまりに有名なセクシャル・アビューズ（性的虐待）を経験した女性のための「癒しのガイドブック」。

男性にもたいへんよく役立ちます。 

◆J.サツーロ、R.ラッセル、P.ブラッドウェイ・著、三輪妙子・訳、田上時子・解説『男の子を性被害から守る本』 築

地書館、1000 円、2004 年。イラストを交えながら、男の子が性被害にあわないためには、どうしたらいいか、あ

ってしまったらどうしたらいいかについて書かれています。 

◆森田ゆり著『新・子どもの虐待』岩波書店、2004 年、580、岩波ブックレット。虐待された子どもに接する親や教

師の方は、緊急カウンセリング’（77ページ～）を一読を。 

◆森田ゆり著『子どもへの性的虐待』岩波新書、2008年、740円。 

◆窪田容子・村本邦子著『子どもが被害にあったとき』三学出版、2001 年、952 円。子どもが被害にあったときの

対応について。 

◆ローラ・デイビス著、麻鳥澄江・鈴木隆文訳『もしも大切な人が子どもの頃に性虐待にあっていたら～ともに眠

り、とにも笑う～』青木書店、2004 年、2700 円。サバイバーのパートナー（配偶者や恋人）のための一冊。原書

を見ると男性サバイバーやセクシャルマイノリティの事例も多数含まれていることがわかる。 

◆リチャード・Ｂ・ガートナー著『少年への性的虐待～男性被害者の心的外傷と精神分析治療～』作品社、本体

3,800円、2005年、494頁。アメリカの精神科医が３８人の男性被害者の症例をもとに記した一冊。 

◆アンデシュ・ニューマン＆ ベリエ・スヴェンソン著、太田 美幸訳『性的虐待を受けた少年たち―ボーイズ・クリ

ニックの治療記録』新評論、2008 年、2,625 円（税込）、302 頁。スウェーデンのボーイズ・クリニックでの約 10

年間にわたる男性サバイバーの治療の記録。 

◆ジュディス・Ｌ・ハーマン著、中井久夫訳『心的外傷と回復』みすず書房、1996年、6600円。心的外傷（トラウマ）

について書かれた専門書。 

◆さいふうめい・著、浅野なお・イラスト『誰にも言えない～サバイバー～』NHK中学生日記 1 、日本放送出版協

会、2007年3月。NHK教育のテレビドラマ「中学生日記」が、少年への性的虐待を取り上げ、反響を呼んだ作品

をコミック化。 

◆性暴力を許さない女の会編著『サバイバーズハンドブック---性暴力被害回復への手がかり』新水社、初版

1999年、改訂版 2002年、1400円＋税。やや古いが警察・法律・裁判の対応が詳しい。 
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精神科やカウンセリングで被害にあったら 

2008年 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

（注）この一文は、精神科医やカウンセラーによる倫理違反と、その被害者の救済をかんがえるために、

被害者らが共同で開設した「精神科医＆カウンセラーの倫理違反と被害救済を考える」（共同ブログ）か

らの転載です。  

URL：http://ameblo.jp/ethicsandrescue/   メールアドレス：eth460@gmail.com 

＊精神科医やカウンセラーの倫理違反と救済を考えるメールマガジンを出しています。ご希望の方は上記

メルアドまで（簡単な自己紹介もお願いします）。 

※今後は、倫理委員会や裁判制度や法をどのように改善すべきかを提言してゆく必要があります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

その１ 倫理被害を疑うときの対応＆闘う 

 

みなさんこんにちは！ 仕事に追われてなかなかブログ更新がままならない、「精神科医を訴える」HP

管理人＆くろたけです。とはいえ、どんなに忙しくても、メールで相談しています。そんなことをしてい

るうちに、なんとなくできてきたものがあったので、お送りしたいと思います。ご意見、ご感想などをお

待ちしています。 

 今回は、自分が倫理被害や誤診·誤投薬などにあっているかもしれない、と思ったときの「患者」「クラ

イアント」による対応策を書き出してみました。ただし、以下の対応策は、一人で実行するにはなかなか

難しいかも知れません。ただでさえ被害を受けてダメージを受けているのですから、自分を理解してくれ

る家族や友人の精神的·物理的支援なしには困難です。だから「泣き寝入り」が多いのだとも言えます。 

 そうなると、家族や友人からの支援がない人からの訴えを聞き、支援する組織が必要になるわけです。

この課題はいずれは検討するとして、今回は、個人でどうやって対応していくか、というケースについて

の検討です。 

 なお、今回は取り上げられませんが、もう一つの課題は、精神科医やカウンセラーなどから傷つけられ

た「心の傷」をどのように癒していったらよいかということです。専門職によって傷つけられた体験から

人はどのように立ち直るかについて、いまだ分かっていないし、支援の仕方も暗中模索だと思います。 

 倫理被害から快復された方や快復に取り組んでいる方の体験、役立ったことなどを、ぜひお寄せ下さい。

多くの体験が集まれば、実態も分かってくるし、今後救われる人たちも増えてくることでしょう。 

 ちなみに、管理人の一人のくろたけの場合は、先方の医師の謝罪とカウンセリング費用を負担してもら

ったことで、症状が好転しました。もっともくろたけのことを勝手に書いてしまった論文は撤回されてい

ません。 

 

http://ameblo.jp/ethicsandrescue/
mailto:eth460@gmail.com
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【１】． 「おかしいな？」と思っても、自分ではよくわからないときの対応策 

 自分が倫理被害や誤診·誤投薬にあっているのではないか、「何かおかしいな」と思ったときは、家族や

友人に話してみることが第一です。しかし、密室で起きたことであれば、家族も友人も、なかなか信じて

はくれないでしょう。「おかしなことを言うんだけど」と相談しても、  

→「お医者様はあなたのことを思ってそういっているんでしょう」（恋愛感情を伝えてくる場合） 

→「あなたがちゃんとしていないからじゃないの？」（暴言の場合） 

→「あなたが好きでしたんでしょ」（接触や性行為の場合） 

という対応もあり得ます。そういう場合、以下の方法もあります。 

 

１） セカンドオピニオンを取る。セカンドオピニオンを取ることが出来る病院などは増えています。た

だし、主治医の同意や情報提供を条件とする場合が多いので、そのような条件を必要としない医療機

関を選ぶ必要があります。ネット上では「毒舌セカンドオピニオン」や「精神科セカンドオピニオン」

（←ネット検索せよ）があります。やってみてそんはないと思います。特に、誤診・誤投薬について

は、得るものが多いと思います。また、上記サイトをもとに出版された『精神科セカンドオピニオン』

（シーニュ、2520円、2008年）にも、誤診・誤処方に対する対処法や、薬・医師への係り方や被害者

や家族の手記などがたくさん記載されています。  

２） もう一度診察やカウンセリングにいって、倫理違反の言動や行為について認めるように誘導して密

かに録音する。 録音を、家族や友人に聞かせて、意見を聞いて、自分の認識が正しいことを確認す

る作業です。 

３） ネットや書籍で、精神科医やカウンセラーから被害を受けた人と出会ったり、問題視しているサイト

で情報を集める。 

４） 精神科医の倫理やカウンセリングの倫理について書いた本で調べる。また、医師会や学会の倫理綱領

やガイドライン、世界的な医の倫理の宣言（ヘルシンキ宣言、ハワイ宣言、マドリード宣言など）を

調べる。倫理綱領や宣言はネットで調べられます。 

５） 以上、いずれかの調査をした上で、倫理違反ありという判断があれば、加害者に対して、謝罪と説明

を直接要求する。 
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６） 予防策として、診察やカウンセリングに行く前に、精神科医やカウンセラーの守るべき倫理について

あらかじめ知っておくことが大切です。 

 

たとえば、次のようなことは職業倫理として禁じられています。 

☆クライアントの相談内容を漏らす（守秘義務違反）。 

☆性的接触やセクハラ。身体に直接触れるだけではなく、性的な言葉や態度、思わせぶりな態度もまた

倫理違反に該当します。また、治療期間中にデートに誘ったり、セラピストが「好きだ」とクライア

ントに言うことも禁止されています。倫理違反のなかでも、もっとも多いものの一つがこの性的接触

だと言われています。 

☆インフォームドコンセントの不備。初診や研究協力やリスクのある治療では、インフォームドコンセ

ントをちゃんとしてもらう。研究への協力を求められた場合、厚生労働省のガイドラインでは、文書

によるインフォームドコンセントが必須になっています。 

☆セラピストが治療を突然うち切ったり、クライアントを見捨てる。 

☆多重役割の禁止。教師と生徒の関係でありながらカウンセリングや精神療法をする。カウンセリング

期間でありながら、クライアントと恋人関係なるなど。 

※参考文献『最新カウンセリング倫理ガイド』（河出書房新社、2006年、2400円）など。 

いずれにせよ、疑問があれば、早めに主治医（カウンセラー）に相談してみることが第一選択肢になると

思います。さらに納得しなければ、自ら調べたり、精神医療やカウンセリングに詳しい人に尋ねたり、セ

カンドオピニオンをとったりしましょう。 本来、理想としては、主治医やカウンセラーとなんでも話せ

るような関係になることです。しかし現実にはそうも行かない場合があります。 

 

【２】．加害者＝医師·カウンセラーとの関係を自分から切る 

被害者の回復と立ち直りのことを考えれば、加害者との関係を切ってしまうのも、一つの有効な選択肢

です。その方法としては、次のようなものがあります。 

 

１） 忘れて今後の必要な治療に専念する。こういう選択も、本人が納得できるなら良い結果になることも

あります。自分を守るために沈黙を守ることも、つらさを抱えながらもじっと自分をいたわることも、

勇気ある選択です。元々の困難に加えてさらに傷つけられるというとてもつらい思いをしたのです。

なにもできなくても自分を責める必要ありません。あなたは悪くありません。間違いをおかしたのは

専門職の方なのです。 

２） 先方へ、手紙やメールを書く。言いたいことを言って、終わりにする。ただし、腹が立っているから

といって、加害者に対して、暴言や脅迫的言辞をぶつけてはいけません。それでは、倫理的には自分

が相手に「負け」たことになるからです。くやしいでしょうが、ここは倫理的にレベルが高いところ

を示した方がいいです。また先方から、「暴言を吐かれた」、「脅迫された」と言って訴えられる場

合もあります。「ケンカ」のやり方としても、うまくありません。むしろ、傷ついたことや怒りは、

「対等の立場で、誠実に、わかりやすく伝える」ことが大切です。さらに「このような言動に傷つい
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た」とか、「謝罪をしてほしい」、「あれは明らかにセクハラである」と指摘するとか、「二度とし

ないでください」と言うほうがいいでしょう。 

３） 手紙やメールを相手に送ることに抵抗がある場合は、書いた手紙を出さないという選択肢もあります。

相手に言いたいことを書いた上で、その手紙を、燃やしたり破ったりして、事件にみずから区切りを

つけるという方法があります（いわゆる「郵送しない手紙」という心理療法の一つです）。 

４） 自分の事件の解決には役立たないかも知れませんが、厚生労働省·医道審議会·地域の医療安全センタ

ー（都道府県レベルにある）に連絡する。少なくとも相談機関の記録には残るので、今後事件を起こ

したときに、メディア等に過去にも同じことがあったということが発表されます。精神科医やカウン

セラーの倫理違反や誤診についての相談件数が増えてくると社会問題化されるかもしれません。 

５） 倫理違反に詳しいカウンセラーなどに相談するという選択肢もあります。目下、日本では、精神科医

やカウンセラーの倫理違反を適切にあつかえる援助職は多くありませんが、しかしいっしょに対応を

考えてくれる援助職は多少なりともいます。 

 

【３】．裁判以外の紛争解決（仲介人を立てる·ADR·倫理委員会の利用など） 

 「関係を絶つ」という方法では納得がいかない····しかし、裁判をするには、いろいろな障害やリスク

がある。こういう場合、相手次第ですが、以下の選択肢があります。 

 

１） 仲介人を立てたり、ADR（裁判外紛争解決 →ネット検索せよ）での謝罪と賠償の交渉を行う。でき

たら、仲介人は先方に影響力があり、かつ倫理に詳しい人が望ましいです。たとえば先方の師とか、

学会の会長·役員、弁護士·法律家で、医療過誤や医の倫理を専門にしている人など。 

２） 学会や病院·大学などの倫理委員会に訴える。学会の倫理委員会というものは、現在のところ、学会

メンバーを守るためのものでしかないのが現状です。したがって、目下のところ、あまり大きな期待

はできません。日本精神分析学会の倫理委員会はその一例です。 

また、精神科の学会やカウンセラーの団体では、倫理綱領や倫理委員会の公開はもとより、倫理被

害者のための相談窓口すらネット等で公表していない学会もあります。しかし、近年、良心的な運営

をしようと取り組みはじめた学会もあります。たとえばフェミニストカウンセラー学会の場合、カウ

ンセラーによる倫理違反について判定を下せるように取り組みはじめたとろもあります。  

  また、もし倫理委員会の中に、倫理的にしっかりした人がいれば、メールのような証拠だけでも、加

害者に対する注意や勧告などの処分をしてもらえる可能性があります。このような処分が出た場合、

処分としては軽いとはいえ、さらに裁判をおこなったとき、その処分が多少なりとも役に立つ可能性

があります。 すでに、専門家から「有罪」という裁定が下っているからです。 

     いずれにせよ、倫理委員会への申し立てをする人が増えてゆけば、学会もよりまじめに対応しなく

てはならなくなるでしょう。倫理委員会への審査の申し入れは、弁護士や学会の会員を伴って申し入

れをしても良いかも知れません。そうしないと、訴えが放置されることがあります。 

    臨床心理士の会（および資格認定協会）は何年も放置することが過去に複数例あります（今も？）。

申し入れをする場合、返事の期限も「何月何日まで」と切っておくことです。  
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    また、審査の結果については、必ず文書で知らせるように、と事前に明確に伝えておく必要がある

と思います。審査の申し入れ（あるいは「苦情申し立て」）の際には、倫理委員会の構成を、内部と

外部の割り合いが１：１（３人対３人など）になるように要求します。また、外部から職業倫理につ

いて本を書いたり翻訳している人とかを入れてもらうという要求すべきです。その場合、セクハラで

訴えるなら、セクハラに詳しい弁護士を、倫理委員会のメンバーとして入れてもらうように要求すべ

きでしょう。 

 

【４】．刑事告発する 

治療療者と性的な関係になったことについて訴えたい場合、セクハラや強かんで刑事告発する＝最寄り

の警察の性犯罪窓口に電話、という選択肢があります。都道府県の中央警察では、婦人警官で専門の人が

常駐しています。性被害だけでなく、守秘義務違反、プライバー侵害、暴行なども刑事事件になり得ます。 

※各都道府県警察の性犯罪相談電話番号： 

http://macska.org/saic/public.html  

近年では、「抵抗しなかった」から「合意」があった、という加害者側の反論が認められないケースが増

えているようです。「心神喪失状態」もしくはそれに近い場合、あるいは「治療」と称してセクハラや性

的関係があった場合、限りなく強かんに近いと見なされる可能性があります。事実、これまで、性犯罪で

逮捕された医師がいます。また、相談員がセクハラで逮捕された事件もあります。 

※精神科医やカウンセラーを訴えて勝訴した民事裁判や、わいせつ行為で刑事裁判になったセラピスト

の報道例もあります。ブログ参照。 

※専門家でもない人物が「治療」を理由に「準強姦罪」で有罪になった事例もあります。 

 

【５】．調停と民事裁判 

刑事告発はできないが、納得できないし、相手が話し合いに応じない。こういう場合、調停か民事裁判

という選択肢が出てきます。その場合、弁護士に相談してみるのがよいでしょう。相談は、精神医療や対

人支援職による倫理違反や犯罪を扱った経験を持つ弁護士がよいです。精神科医やカウンセラーを裁判に

訴えた報道事例のリストを参照すると、弁護士の名前がわかる場合があります。とはいえ、今後、そのよ

うな弁護士について情報を集め、ネットワーク化する必要があると思います。 

なお、裁判は弁護士に依頼せずに、自分で裁判をする「本人訴訟」もあります。費用も安くなります。

本人訴訟とネット検索して調べたり、裁判所へゆくと本人訴訟のやり方について教えてくれます。 

※弁護士のネット検索も下記できるようになりました。登録している弁護士の得意分野を調べることも

できます。「日本弁護士連合会・ひまわりサーチ」http://www.bengoshikai.jp/  

※弁護士との相談料は、３０分５千円＋消費税。１時間であれば１万円＋消費税。時間が短いので、事

件の流れ・ポイント・質問事項を紙に整理してもってゆく。証拠や資料もすべて持参します。大学の

法学部や自治体などに、無料の法律相談もあります。 

http://macska.org/saic/public.html
http://www.bengoshikai.jp/
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※直接交渉や裁判などを考え始めたら、弁護士との相談費用、新たなカウンセラーとのカウンセリング

代や相談料などは、かならず領収書をもらって保存しておいてください。それに交通費やタクシー代

も記録しておきます。後に、賠償請求に繰り入れることができます。 

 

１） 裁判のために準備すること。 

i)自分が持っている証拠を集める：裁判は、なにからなにまで証拠主義です。しかも、証言ではなく物証

が重んじられます。物証がない場合、裁判に持ち込むことは難しいです。したがって、裁判を始める、

と決めたときから、すぐに、それまでの経緯を明らかにできる、自分が今持っている全ての記録（手紙・

メール・日記・友人への相談メール）、病院の場合、患者が渡される診療記録、薬の処方記録などを集

めなければなりません。集める証拠は、しっかりバックアップをとって保存しておくことです。のちの

ち、何度も利用するためです。メールの場合、誰かに転送して保存をお願いするという方法もあります。

また、携帯電話の場合、メールをＰＣに転送して、紙にも印刷して保存しておく必要があるでしょう。

その時、ヘッダーも印刷する必要があります。ヘッダーがないと、メールの証拠能力が低くなります。 

※通院やカウンセリングに通っている時から、領収書をもらっておきましょう。不法行為があった場合、

過去の治療費やカウンセリング代を請求できる場合があります。カウンセリングでは領収書を出さない

ところもありますが、そのときは出してくれるよう依頼します。 

※なお、カルテはあくまで相手側の証拠です。そして、医師・カウンセラーは、診療記録には、自分に都

合の悪いことは書きません。書いてしまった場合、何かがあれば改ざんします。したがって、患者側の

証拠が大切なのです。ところが裁判官は、最初から被告＝医者の方をひいきしています。社会的な地位

や出自から言っても、彼らは医者と同じ目線で世の中を見ている人たちです。被害者の側に立って物事

を見ることがなかなかできません。ですから、相手側の証拠であるカルテを重んじる傾向があります。

したがって、カルテで主張されることを崩す、確実な証言と物証が必要になります。 

※カルテは、診療を受けているときから、コピーをもらうようにしたいものです。月に１回とか普段から

もらっておくということもできます。またおかしいなと思い始めたら、その段階ではやめにコピーをも

らっておくこともできます。実際に、精神科医を相手取った裁判で、精神医師がカルテを改ざんしたに

もかかわらず、クライアントがカルテのコピーをもらっておたいために裁判に勝訴できた例もあります。 

ドラマ「白い巨塔」などで、病院の関係者（看護師など）が、医者側＝被告ではなく患者＝原告側に立

って証言する、という場面が描かれています。しかし、ああいうことはほとんどありません。ただし、

裁判をすることを隠して、彼らから話を聞く、それを隠して録音して証拠にする、という方法も、あり

だと思います。民事裁判では、相手に断らないで録音しても証拠として採用されます。 

ii) 場合によっては、加害者の医師・カウンセラーと会う、あるいは電話をかけ、相手を油断させながら、

倫理違反について認めさせるような会話をする、という方法もあり得ます。身につけて隠して録音が

できる ICレコーダー、電話で録音できる ICレコーダー、隠して撮影ができる小型デジタルビデオカ

メラなどが活用できます。自分とは会ってくれなくとも、家族の誰かが会いに行き、全く事情を知ら

ないふりをしながら「失言」をさそう、という方法もあります。これは高等テクニックで、事前に綿

密な打ち合わせが必要です。自分が会いに行く場合でも、家族や知人が会いに行く場合でも、何度も
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打ち合わせをして作戦を練っておく必要があります。医者やカウンセラーは、まずいことをすると、

すぐに言い逃れを始めますから、逃げ切られる可能性も高いです。 

 

２） 裁判が始まるまで 

民事の場合、おそらく（「証拠保全」＝カルテの差し押さえ）から始まり、次のような順序ですすみ

ます。 

※時効は何年？：「不法行為」構成か、「債務不履行」構成かによって、異なります。弁護士に相談

する前に、ネットなどで調べておくとよいでしょう。ただし、時効は相手方が時効を主張し、それ

を裁判官が認めなければ裁判はできるので、時効が気になるときは自分一人で判断しないで弁護士

に相談してみましょう。場合によっては、複数の弁護士に相談して意見を比較してみることも役立

ちます。 

 

i) 弁護士と相談して、「証拠保全の申立書」を作成、もしくは、裁判をしない、という決断をする。 

※カルテの保存期間は何年？：通常は５年間です。大きな病院を除けば、５年を過ぎている場合、廃棄

していることが多いです。しかし、裁判所の決定が伝えられると、それまで「廃棄した」と主張して

いた病院が、「ありました」といって出してくる例があります。ですから、５年経過していても、問

い合わせる意味はあると思います。 

 

ii) 「証拠保全の申立書」を裁判所に提出→iii)裁判所が受理する（しない場合もある）→iv)証拠保全（カ

ルテの差し押さえ）：カルテが写真撮影され、そのネガとコピーが弁護士に渡される。 

 

v) カルテの分析：専門家に分析して所見を述べてもらう必要があるのですが、患者側に立ってカルテの分

析をするような医者はまれです。「医者探し」を同時に進行させなければいけません。弁護士と同様、

患者の側に立ってくれる優れた専門家をリスト化することが、今後必要です。この段階で、専門家が見

つからなければ、裁判を断念する、という選択肢も出てきます。 

※たとえば「NPO法人ささえあい医療人権センターCOML」ような市民団体でも鑑定医を探してくれる可

能性があります。いずれにしても、協力医探しはエネルギーとコストをかけないとできません。 

 

vi) 「訴状」の作成と提出→調停か裁判のどちらか：ただし、裁判を断念する、という選択肢は依然とし

てあり。 

以上、弁護士に相談→カルテの差し押さえ→カルテ分析→訴状の作成までのプロセスは、短くて数ヶ月

ですが、長くて一年かそれ以上かかる場合があります。 

→裁判をする場合：ここから何年もかかる場合もあり、それなりの覚悟とお金が必要です。しかし一

番重要なのは、自分を精神的・物理的に支えてくれる支援ネットワークです。 
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→調停の場合：事実上、被告側から「お見舞い金」と称してお金が払われるだけで、謝罪も再発防止

も原因の究明の約束もないのが普通です。多くの場合、「この話は内緒にしてください」という約

束を求められることもあります。 

しかし、「もう終わりにしたい」という気持ちがあれば、ここで終わらせるのも一つの選択肢です。今後

の人生のことを優先させれば、無理は禁物だからです。この場合、「相手に対してある程度ダメージを与

えた」という点で納得することが必要です。 

※裁判のメリットは、なんといっても「公開」であるということにあります。裁判をするならば、はじめ

から、社会的問題として広く社会に訴えたりマスコミなどの注意を喚起するという心づもりですること

もできます。裁判の傍聴はだれでもできるので、支援者や仲間、報道関係者に来てもらうこともできま

す。さらに裁判所には記者クラブがあるので、提訴や判決が出た時点で裁判所内で記者会見を開いて報

道を依頼することもできます。判決は公文書として社会に公開されます。裁判所がネットでおもな判決

文を公開しており、だれでも利用できます。しかし、和解文は公式記録に残りません。 

※さらに、裁判、もしくは調停・和解の後に、手記を出すことも社会的な意味があります。「内緒にして

ほしいと」言われても、匿名なら書けます。 

※裁判の手続きもネットで学ぶことができます。また、過去の判決例もネットで検索できます。 

・「裁判所・判例検索システム」 

 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01 

・精神医療に関する裁判例集（「こころ・ここ」～精神医療情報コミュニティ～） 

http://kokoro-coco.sakura.ne.jp/  

・ＴＫＣローライブラリー（明治から今日までの判例全文と判例解説等を収録したデータベース・有料）

 www.lawlibrary.jp/  

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

その２「裁判のメリット／デメリット」 

 

「精神科医やカウンセラーの倫理被害を訴える＆闘う」の続き、「裁判のメリット／デメリット」です。

今回は、実際に訴訟を経験した「精神科医を訴える」HP管理人の「苦い経験」を交えつつ、民事裁判で精

神科医・カウンセラーによる倫理被害を告発するメリット・デメリット・心構え・困難について考えてみ

ます。 

  

目   次 

【補論】：「なにかおかしいな？」と思っていても、患者・クライアントは最悪の事態になるまで「被

害を受けている」とは自覚できない。それはなぜか？ 

【補足】：裁判から得た「苦い経験」から 

【補足１】裁判のデメリットについて 

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01
http://kokoro-coco.sakura.ne.jp/
http://www.lawlibrary.jp/
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【補足２】裁判をする上での心構え 

【補足３】医療裁判全体が難しいわけ 

【補足４】精神科の裁判が難しい理由（その１） 

【補足５】精神科の裁判が難しい理由（その２） 

【補足６】裁判に持ち込むには、「ダメモト」「負けは覚悟」という自覚とともに最低限の物証が条

件 

【とりあえずのまとめ】 

【くろたけ補足】 

 

 

【補論】：「なにかおかしいな？」と思っていても、患者・クライアントは最悪の事態になるまで被害を

受けているとは自覚できない。それはなぜか？ 

 患者は、もともと治療者を信頼して診察を受けているものです。だから、治療を受け始めたとき、そし

て治療の途中でも、録音したり、友人に治療について報告しようとはしません。そもそも精神科の治療や

カウンセリングの場合、患者は人に言えないことを治療者に語っています。そのため、公の場で言えない

ことのほうが圧倒的に多いです。そのように、人に言えないことを話す段階で、患者は治療者に対する「信

頼感」を持つことになります。逆に言えば、自分が治療者を疑うことは、治療者を「裏切る」ことになる

から、患者は、「おかしいな？」とおもったとしても、「そんなことがあるわけない」と考えてしまうの

です。 

 その上、「心」に問題を抱えている場合、人はえてして「自分が悪い」と思う方向に思考が進むもので

す。自我が弱まっているためでしょう。治療者と性行為に及んだような場合でさえ、被害者はまず自分に

非がある、と思いこむ場合が極めて多いです。それは、患者が精神的に問題を抱えているからで、つまり

は心神衰弱状態にあるからだとも考えられます。このように、患者は、「おかしなことが起きているのか

な？」という疑いを持っていても、その原因が治療者側にあるとは思えないことが多いのです。そのよう

な考えが頭に浮かんでも、「この人がそんなことをするはずがない」「一生懸命治療してくれている」と

いう、治療者に対する「信頼」が、そのような気持ちを打ち消します。加えて、自分を責める（「自分が

悪い」と思ってしまう）精神的な傾向が患者にはあるものです。だから、「治療者が悪い」という思考に

はなりません。 

 さらに重要なポイントがあります。患者にはえてして、「この人に見捨てられたら困る」あるいは「一

生懸命直してくれているのに、文句を言ったら悪い」「気分を害されたら、治療してもらえなくなる」と

いう「負い目」があります。全ての医師・患者関係で、こういった「負い目」を感じるわけではないでし

ょう。しかしえてして、そのような「負い目」を感じてしまう原因は、医師・セラピストとクライアント

との「いびつな関係」にあり、「いびつな関係」はどこでも・いつでも生まれます。セラピストとクライ

アントとの間で問題が起きる場合、その時点までに関係がいびつになっていることが多いです。この「い

びつな関係」の多くは、支配・服従関係、あるいは「サド・マゾ関係」と言えるようなものです。患者が、

「患者は医者の言うことを聞くもの」という「常識」を受け入れ続けてしまうと、このような「いびつな
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関係」はなくならないと思います。しかも、まわりから見ていると、そのいびつさが今ひとつわからない

ことが多いのです。患者も、「おかしい」と感じながらも、何が起きているか、よくわかりません。その

上、「ごちゃごちゃ言えば治してやらないぞ」という態度を医師・セラピストが少しでも示せば（これは、

「ほんの少し」「ちらり」でも十分に機能する）、それが「もの言わぬ脅迫」となって、サド・マゾ関係

が強固になります。 

 というわけで、セラピストとクライアントとの関係がどのようなものであるべきか、その基準を明確化

して社会的に認知させていく必要があります。とはいえ、疑問を持ったときに、比較的気軽に相談できる

場所や相手がいて、適切なアドバイスが与えられれば、最悪の事態を避けることができると思います。結

論から言えば、こういった「いびつな治療関係」は、そもそも医師・患者関係というものが、一定の権力

関係であるために、現状では不可避の事態です。気づいたときには、被害が相当に拡大し、傷が深まって

しまって、もはや手遅れ、という場合が多いです。しかも、そういうときには、相手の責任を追及するタ

イミングは、すでに逸してしまっていることの方が多いのです。 

 

【補足】裁判から得た「苦い経験」から 

以下の文章をお読みになって「裁判をやらせない気か」とお怒りになる方もいると思いますが、裁判は

やってみて初めてわかるものなので、その「苦い経験」に基づき、できるだけ誇張なく書きました。もち

ろん、ケースバイケースです。ですから、逆に、これから裁判を始めようと思っている方は、以下の文章

に対して、どのポイントでも反論できれば／ご自分のケースが当てはまらなければ、裁判を起こせる可能

性が高い、とご判断されればよいかと思います。 

 

【補足１】裁判のデメリットについて 

 まず、治療の過程で原告＝本人が治療者に語ったこと（家族の問題、コンプレックス、成育歴、恋愛、

性体験などなど）を根拠にして、徹底的に人格攻撃をしてくるのが、精神医療における被告側の戦略です。

そのため、原告が精神的に参ってしまう、あるいは、家族の「悪口」を治療の過程で言っていた、という

ことがわかってしまい、家族仲が険悪になり、最悪の場合、家族が崩壊する、といったデメリットがあり

ます。このような人格攻撃は、精神科の医療裁判独特のものです。 

 内科や外科などの医療裁判の場合、こういうことは起きません。ところが、精神科では、患者が語った

言葉も「治療」や「病状」のなかに含まれています。ですから、被告側は、「治療」や「病状」に関係あ

る事柄として、患者が医師に語ったことを、「証拠」として提示してきます。裁判所はそれを退けません

し、原告側も、「それは関係ないです」とは言えません。原告側が、こういった「攻撃」に耐えることが

できるか、ということが、裁判を始める前に問われるべきです。そのようなデメリットを考えた時に、到

底本人や家族が耐えられない、と判断すれば、裁判はやめるに越したことはないでしょう。何しろ「親が

憎い」とか「死にたい」、あるいは自分の性体験や、恥ずかしくて人に言えないこと、誰にも話せない「言

葉」が、「証拠」として裁判の場で明らかにされてしまうのですから。本人が自殺に追い込まれる危険性

すらあります。被告側としては、「それぐらいのことがあってもかまわない」と思っています。また、原

告や家族の人格をおとしめれば、裁判官からの信用を失墜させることもできます。このように、カルテを
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根拠にして徹底的な人格攻撃が行われるのが精神科の医療裁判です。 

 最終的には、自分のこれからの人生を優先させるか、家族との絆を保つのか、それとも、筋を通すこと

を優先させるか、という二者択一になります。そのぐらいの覚悟がなければ、裁判はやめたほうがよい、

とも言えます。もちろん、被告側の「攻撃」がそれほどひどくない場合もあるでしょう。裁判官の心証を

害してしまうところまでひどいことはやらないのが普通です。しかし、原告＝患者やその家族にとっては、

「聞きたくもない」ことが、カルテの中から引用される、ということは、精神科の医療裁判では避けられ

ません。そのようなことに耐えられるのかどうか。裁判をする上では、そのあたりの覚悟が絶対に必要で

す。ヤワな精神状態では立ち向かえない相手が精神科医です。 

 

【補足２】裁判をする上での心構え 

 「ダメ元」で「負けは覚悟」で取り組んだほうがよいです。医師個人だけでなく病院を相手にした場合、

確実な証拠がない限り、特に精神科の裁判では大変に難しいです。被告側は、どのような嘘でもつきます。

何人もの証人がきちんと口裏合わせをしてくるので（つまり、堂々と嘘をついてくる）、崩すことができ

ないのです。事実関係の確認をするだけでも、原告に不利な証言が繰り返されることが多いです。地方の

裁判所であれば、患者側の目線に立つ裁判官もいますが、東京をはじめ、大都市圏では通常、裁判官は医

師の側に立つ目線でしかものを見ない人ばかりです。彼らをどのようにして説得するか。これが判決に大

きく影響します。あらゆる医療過誤訴訟で敗訴率が極めて高い原因のひとつはここにあります。 

 

【補足３】医療裁判全体が難しいわけ 

 医療過誤裁判で敗訴率が高いのは、「治療」と「症状悪化」「死亡」との因果関係を明らかにできない

ことが多いからです。「疑わしきは罰せず」という原則が生きてきます。先頃、産婦人科で患者を「殺し

た」として訴えられた医者が無罪になりました。理由は、「難しい、まれに見る症例だったから」です。

産婦人科を始め、医師会が総がかりで弁護にあたった、という背景もありましたが。精神科の場合、この

言い訳がさらに通用する世界です。理由は、個人差があり過ぎるので、一つ一つの「症例」を、典型化で

きないからです。したがって、「症状悪化」の原因を、「治療」に求めることが大変困難です。「生育過

程」「家庭環境」などが「原因」として指摘されるか、あるいは、「原因不明で難しい、まれに見る病気」

だったのであり、「治療」と「症状悪化」との関係はない、という言い訳が通用します。そのような、被

告（＝訴えられた医者）による、「治療」と「症状悪化」は「関係ない」という主張が十分に証明できな

くとも、原告側の「関係ある」という主張が証明できない限りは、裁判官の判断は、「関係ない」という

不十分な証明のほうに傾きます。 

 

【補足４】精神科の裁判が難しい理由（その１） 

 「精神科医を訴える」場合、投薬など、「基準」がはっきりしているものなら、勝ち負けはどうあれ、

まずは何とか裁判に持ち込めるでしょう。しかし、医者の患者に対する「暴言」「恋愛感情の吐露」とい

った「言動」をめぐって裁判をすることは、大変難しいです。そういった「おかしな言動」と「病理の悪

化」の因果関係を法廷で論証することは、「内科・外科の治療行為」と「病理の悪化」の因果関係を論証
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する以上に困難が伴うからです（それさえ難しいのですが）。「言動」があったから「病理の悪化」があ

った、という原告側の主張に対して、被告側は、たいていこう反論します。「言動によって病理が悪化し

た、ということを論証することはできない。むしろ、元々の病理が、別のさまざまな要因によって悪化し

た、と考えた方が妥当である」。そして、このような主張を崩すことは、大変困難です。少なくとも、被

告の医者が「自分の言動によって患者の病理が悪化している」ということを、治療の時点で認識していた、

という証拠が必要になるでしょう。しかし、かりにそのような証拠があっても、「そういう風に思ってい

たこともあるからカルテにも書いたが、必ずしもそうではない、とも思っていたし、自分の言動で必ず患

者の病状が悪化していたことを裏付ける証拠はない」という言い方をすれば、この主張を崩すような証拠

は出せなくなるわけです。そして、精神科医は一般的に、そういう「言い逃れ」が大変うまいです。どこ

かで訓練でも受けているのか、と思うほど、精神科医の「言い逃れ」のやりかたは共通しています。 

 

【補足５】精神科の裁判が難しい理由（その２） 

 「治療行為」が「誤っていた」ということを主張するには、「正しい治療行為」がある、ということを

主張する必要があります。薬物の場合、これをいうことは比較的簡単です。しかし、それでも、何とでも

反論の仕方はあるので、医者は徹底的に言い逃れをするでしょう。「言葉」による被害を訴える場合、「治

療ガイドライン」を示すのは、さらに大変です。薬物以外は、「治療ガイドライン」は、流派によって、

場面によって多様だからです。面接の回数、時間等のセッティングについても「一般的」なもの、という

ものを提示すること自体が極めて困難です。「患者に何を言ってはいけない」という禁忌事項についても、

「ケースバイケースだ」という言い方もできるので、「治療の原則から逸脱した行為だ」という指摘がで

き、相手に認めさせることができるケースは、極めて犯罪的性格が強いもの（暴行、強姦）を除けば、そ

れほどはないです。逆に言えば、現在「医療行為」として実施されている、言葉や態度を通じた「治療」

がいかにいいかげんな枠組みの中で実施されているか、ということです。そのような「いいかげんさ」を

なくすことは、なかなか難しいと思います。となると、「言葉による治療」の危険性を、社会に周知する

ことが、さしあたりできることだと思います。 

 

【補足６】裁判に持ち込むには、「ダメモト」「負けは覚悟」という自覚とともに、最低限の物証が条件 

以上のような、さまざまな障害を突破するためには、明らかな証拠が必要になります。おかしな言動や行

動、態度は、録音や録画さえあれば、証拠になります。また、日記やブログ、メールによって友人に詳細

に状況を伝える場合も、証拠になります。ただし、録音に比べると、主観的だ、ということで、証拠能力

は落ちるでしょう。 

 

【とりあえずのまとめ】 

ここまで見てきたような、今の日本における裁判の状況であっても、あえて裁判を起こすことの意味（自

分にとってのリスク、メリット、デメリット）を考える必要があります。「それでもなお意味がある」と

いう考えであれば、様々なリスクや困難を承知の上で、万全の体制で裁判に向かうべきでしょう。「リス

ク、困難」「万全の体制」とは、すでに上で述べたとおりのことです。要するに、「裁判」という法律の
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枠組みの中でこの手の問題を扱おうとすると、患者の権利を擁護するどころか、逆に患者とその家族を傷

つけるリスクが高くなるのです。裁判をやるとすれば、そのことを十分自覚して、「捨て身」でないとで

きません。このような法律の枠組みに比べると、専門家の倫理という枠組みの方が、「常識」の範囲が限

定されていて、「専門家は、普通そんなことはしません」という基準があるので、白黒がはっきりつけや

すいと思います。患者とその家族が今後の人生に希望を託すことができる状況であれば、やはり、裁判で

はなく、倫理委員会や事故調査委員会、仲介者を立てた紛争解決などが、お互いにダメージが少なく、し

かも被害者も納得できる説明を受けられる可能性が高いと思います。しかし、すでに述べたように、学会

の倫理委員会もまた、大変閉鎖的なところが多いです。各学会の倫理委員会に対して、改革を促すように

ねばり強く要求していくことが重要だと考えています。もちろん、裁判を起こすことが無意味だなどとい

うことではありません。そうではなく、その意味について、裁判を起こすかたがたが、十分に熟慮した上

で、裁判を起こすか起こさないかを決めることが大切だ、ということです。 

 

【くろたけ補足】 

i）  こんにちわ！ くろたけです。わたしが思うに、裁判を闘うための重要なコツは、「裁判官を説得す

る」「裁判官に焦点を当てる」ということだと思います。訴訟人は、どうしても訴えた精神科医やカウ

ンセラーと対決姿勢にたり、相手を打ち負かしたり罰してやりたいと考えて裁判をおこしがちです。し

かし、裁判の勝ち負けを最終的に判断するのは裁判官です。相手方にどんなにダメージを与えたとして

も、裁判官が精神科医やカウンセラーに問題があったということを認定してくれないと勝てません。そ

のため陳述書や意見書は裁判官を主要な読者として書くのが良いと思います。医師などの専門職に意見

書を書いてもらうときも、裁判官が読んでわかるように書いてくださいとお願いしましょう。本人尋問

も、当然、裁判官に分かってもらうことを前提に望むのがよいと思います。さらに、陳述書や意見書は、

裁判官が判決を書くときにそのまま役立つような文章や構成であればもっとよいと思います。 

ii） 裁判では、先方は思いもよらない個人攻撃や人格非難をしてくることがあることは、上記で「精神科

医を訴える」HP管理人さんが述べている通りです。明確な証拠があれば、このような個人攻撃は問題に

ならないようです。しかしそうでないとき、このような攻撃はなかなか避けられないことであるので、

あまり神経質にならないで対処するしかないようです。ただ、できるだけ精神科医やカウンセラーの言

動の是非に焦点が当たるようにもってゆきたいものだと思います。たとえば、セクハラなどがあったば

あい、クライアントがどんな病気であったとか、転移や症状があったなどを議論の俎上に載せるよりも、

可能な限り、先方が同意なく身体に触れたなど先方の不法行為の有無や是非を議論の対象にしたいもの

だと思います。 

iii） 裁判や調停が終わったら、可能な限り手記などを出したものです。精神医療やメンタルヘルスにお

ける被害がいまだ闇の中にある現在では、当事者や被害者が「語る」ということが、大きな社会変革の

原動力となるからです。精神科医で誤診・誤処方を受けた患者とその家族の手記集でもある『精神科セ

カンドオピニオン―正しい診断と処方を求めて』（シーニュ）がその良い例です。手記集の第２弾や、

シンポジウムなどをみなさんと一緒にできたらいいなあと思っています。 

iv) 事後説明責任を義務づけよう！ 今後、とても重要になってくることは、精神科医やカウンセラーに
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「事後説明責任」（アカウンタビリティー）を義務づけることです。今日では、事前の説明である「イン

フォームドコンセント」は当たり前になっています。医療裁判においても、インフォームドコンセント

に不備である場合は、一般に医療側が敗訴するようになっています。このように医療が変化した背景に

は、インフォームドコンセントの不備をめぐって、クライアントや家族が裁判を積み重ねてきた歴史が

あります。今後は、医療ミスや倫理違反が疑われるとき、専門職側がその事件について必要な説明をす

べきであると職業倫理としても法的にも義務づけなければなりません。事後説明責任を医療側に義務づ

けることで、専門職が逃げたり、ごまかしたり、カルテを改竄したり、倫理委員会を勝手に欠席したり

することがよりできなくなります。また、これまではクライアント側が治療やカウンセリングが不適切

であったこを証明する義務を負ってきたことが裁判の困難さの一つになっていましたが、アカウンタビ

リティー（事後説明責任）を専門職の義務とすることで、一定の証明義務を専門職側に求めることがで

きるようになります。 

なによりも、21世紀を通じて、裁判制度や倫理委員会をよりよい方向へ改良してゆかねばなりません。

そのためには、被害者の視点を中心にすえる必要があります。 

みなさん！力を合わせて、変化を生み出しましょう！ 
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Introduction 

 

Greetings!  I am a Japanese male survivor of sexual abuse, and a university researcher of the Oriental 

history.  I am truly honored and thankful to for giving me this opportunity to share my knowledge of what is 

happening in Japan regarding sexual abuse and professional sexual misconduct (PSM), although what I am 

going to share is just the tip of the iceberg.  Sexual abuse is, as in other parts of the world, a highly 

concerned issue in Japan.     

 

In the winter of 2008, a TV program featured two female sexual abuse survivors in Japan.  Two years 

before in July, a TV drama portraying sexual abuse against boys was aired.  As soon as the drama went out, 

astonishingly the number of the access to its website reached to more than 200,000 per day.  Some 

newspapers carried running stories about sexual abuse.  Sexual abuse symposiums and trainings started to 

being held.  Each year I see some progress in this problem.  However, I still think Japan is about 10 years 

behind the countries like the U.S. and Europe which have been dealing with sexual abuse more actively.  

I am just one male survivor, and I can’t represent or describe everything what is happening in Japan. 

Therefore, in this article, I would like to start off with my own experience as self-introduction, and then talk 

about my view and knowledge of sexual abuse, PSM and professional ethical violation in Japan as much as I 

can. 

 

1.  About myself 

 

 In 1999, at the age of 39, my memories of sexual abuse started coming back.  I developed PTSD.  Back 

then, there was no information about sexual abuse for boys or adult men in Japan.  Although it was 

overwhelming, I had no choice but to take care of everything all by myself.  In 2001, I launched a website for 

male sexual abuse in Japanese, called "If He Is Raped".  Then December in that year, I started a self-help 

group with seven other survivor friends I met through my website.  It is called ‘RANKA’ (fragrance of the 

orchid flower).  This group name is based on a Chinese classic that “the words of the friends who shared 

mailto:ranka222@kitty.jp
http://www.comcarry.net/~genbu/index.html
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their will are strong so as to cut off metal and beautiful like the fragrance of an orchid."  I think both the 

website and the self-help group were the very first ones in Japan dedicated solely to boys’ and adult male 

sexual abuse survivors.  Even though we don't hold the group meetings as often, we've been doing this for 

seven years already, and in fact more than 50 male survivors have participated in our group meetings.    

 I was sexually abused by my mother in my early teens, and was raped by a woman who was not my family 

member in my adolescence.  I was sexual exploited by the psychiatrists through a research as well.  

Although the abuse from my mother didn't involve a direct physical contact, she verbally sexual abused me.  

Also she occasionally peeked at my masturbations, and she even instructed me on how to masturbate.  My 

mother’s behaviors violated my sexual boundary.  For a boy who had just started becoming aware of his 

sexuality, this had done enough damage.  The other abuser was not a member of my family and she was a 

survivor of sexual abuse herself who had developed sex addiction.  Even today, just a thought of the days 

when she came to my room for sex every night gives me creepy and scary sensations.  To make matters 

worse, I encountered unethical conducts by the psychiatrists during my journey to recovery, and it cost a 

significant amount of time to deal with (see Section 4).   

Despite all the struggles, thanks to my self-care practices, self-help groups, and individual counseling, I am 

feeling much better now.  Also, with my family’s support, I am now able to even start enjoying my daily life.  

Nine years has passed before I could finally acknowledge my recovery and healing.  Now I go everywhere 

whenever I am asked to talk about sexual abuse, and I do lectures, workshops, and even write articles.  

 In early 1999, there were a few dozens of books about female sexual abuse in Japan.  Study groups or 

trainings for helping female survivors increasingly started to be held.  However, when it came to male sexual 

abuse, there was no literature available in Japanese, not to mention Japanese professionals with knowledge 

and expertise in this issue.  We had to wait till 2001 for the very first thesis about male sexual abuse in 

Japanese.  It was 2005 when a healing guidebook for male survivors was written for the first time by 

Japanese.  Revising the rape laws to include boys and adult men as victims hasn't yet become reality in 

Japan.  This country, which has denied male sexual victimization for a very long time, has just started to 

show tentative yet hopeful progress.  

 

2.  Sexual abuse in Japan today 

 

 Next, let me explain today’s Japanese sexual abuse by using numbers.  In Japan, not so many statistic 

studies accumulated in order to understand sexual abuse and its occurrence.  I will show some results from 

the relatively reliable study of sexual abuse among underage children (1).  This study was conducted in 

2003, targeted 2346 high school students from the freshmen to seniors (1463 girls and 883 boys).  The 

questionnaires were distributed and filled out at school.  According to the study, 1 in 3 girls and 1 in 5 to 10 

boys were sexually abused verbally, visually, or physically.  In the case of rape, 5.3% of girls and 1.5% of 

boys reported its experiences.  The result that 1 in 3 underage girls and 1 in 5 underage boys have 
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experienced some types of sexual abuse is identical to the studies done in Europe and US.  The incidence 

rate is not so much of a difference between Japan and Europe or US. 

 Now, let’s take a look at how often child abuse including sexual abuse is occurring at home.  The police 

reported that there were 300 child abuse related arrests in 2007, which is the worst number in our history (2).  

The breakdown is; 211 physical abuse cases, 69 sexual abuse cases, 20 neglect cases.  The offenders are 

mostly male such as biological or step fathers, almost twice as many as abusive mothers.  These are just 

the numbers of arrests.  We can’t tell how often our children are actually abused.  Especially its number for 

sexual abuse is said not to reflect the reality at all.  

  Therefore, I would like to look at the numbers from the 2001 report of Japanese Ministry of Health Labor 

and Welfare, although it is a bit older report (3).  In this report, the number of abuse in our whole country was 

estimated at 30,000 per year.  This number is about a hundred times as high as in the police report.  The 

Child Guidance Centers across our country responded to child abuse related matters in 2005 three times as 

many as in 1999 (11,631 responses) (4).  As our country is still a developing country in term of child abuse, 

we need to accumulate these statistics to get a clear picture.  Yet, it is obvious that sexual abuse and other 

abuse occur at significant frequency. 

  Legal preparation has been moving forward.  In 2000, Child Abuse Prevention Law has been enacted and 

revised in 2007(5).  This law authorizes compulsory investigation to the suspected and non-cooperative 

families.  In 2001, Domestic Violence Prevention Law was passed and went into effect (6).  In 2006, the law 

against sexual harassment at work was revised to include sexual harassment against men (7).  As you can 

tell, our society is gradually dealing with sexual abuse or assault or harassment. 

  Hopefully, this movement will continue and lead to more preventive activities toward families and youths, 

more comprehensive psychological, economical and legal services for survivors of sexual violations, better 

legal system and offender rehabilitation programs.        

  

3.  PSM (Professional sexual misconduct)  

 

 I was asked to write about Japanese PSM.  Although I may not fully understand its definition in Europe 

and the U.S., and there seems to be no written materials available in Japan, I will try to do my best to describe 

this matter in my country.  When I say PSM, it means the sexual misconduct committed by someone who 

has a particular power over the victims (e.g. students or clients), such as teachers, sports coaches, doctors, 

psychiatrists, counselors, legal professionals, religious professionals, or residential care institution stuff.  I 

will also talk about both adult and child victims. 

Japanese Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology has the statistic of sexual 

abuse by public school teachers (8).  According to the statistic, 166 (165 male, 1 female) public school 

teachers from elementary to high school and special school for disabled children, were taken disciplinary 

actions for sexual abuse or harassments from April 2004 to March, 2005.  77 teachers (almost half of them) 
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committed some sexual misconduct against their direct students at their own school.  This number only 

represents the incidents that have come to light, and I doubt it does fully describe the reality of this problem.  

Yet, given the fact that almost no sexual abuse incidents by teachers were recognized 10 years ago, I have to 

say it is a great progress.  

Universities also have a rising problem of sexual harassments.  During the last 10 and more years, the 

universities have gradually tried to raise the awareness of this issue with leaflets, counseling services or 

special ethical committees.  There is a rapid increase in the number of lawsuits against professors and 

universities.  In 1993, a sexual harassment lawsuit against a male professor at a national university got big 

publicity from the press.  I was actually at the same university as a researcher, and I witnessed the whole 

process.  This incident was reported all over Japan, and it contributed to the spread of the term “campus 

sexual harassment” across Japan. 

Sexual abuse by a sports coach has also become a headline occasionally.  The TV drama I mentioned 

above was about a baseball team coach who took advantage of his status to abuse his junior high school 

male student (9).  In this drama, his girlfriend and teacher tried very hard to support this abused young boy.  

Since this drama targeted at teens, those who accessed the TV’s website after the broadcast were mostly 

teenagers.  A lot of messages to request its rerun were left at its website.  Among others, there were 

people who thought it was very important to raise social awareness of sexual abuse, or who in fact were 

against broadcasting such materials.  There was also a feedback that flashback came back by watching the 

drama.  At Japanese school sports clubs, it is not uncommon that coaches, seniors or peers sexually abuse 

their club members.  You can find news headlines of boys killing themselves because of those kinds of 

victimization.  For teenage boys, I assume sexual abuse is not an imaginary story, but it is often a very real 

concern to them. 

For those medical doctors who commit sexual crimes, there is the Medical Examining Board, called IDOU 

SHINGI KAI, by the Ministry of Health Labor and Welfare.  This board deals with the doctors who commit 

unlawful acts, including to revoking the licenses.  According to the Medical Examining Board, in 2007, at 

least 18 doctors were punished for sexual harassments or sexual crimes (10).  Sexual harassments or 

sexual misconducts that have not become public are not included, since the Ministry of Health Labor and 

Welfare only deals with crimes or serious incidents.  

Let’s turn to the internet to search the news related PSM in one month (2008, February).  Immediately, 

the following incidents showed up; (Note: left sides of arrows show offenders and right show victims): male 

doctor at correction facility male prisoner, male doctor at university hospital female nurse, male police 

officerwoman in detention, male sports coachfemale student, male high school teachermale student, 

male dentistfemale client, male case worker for disabled people disabled woman, male university 

professorstudents(sexually inappropriate comments), Karate club male coachfemale high school student, 

male prior university presidentfemale staffs, male high school teacherfemale student. 

As you can tell, it has become more familiar to encounter the headlines of sexual abuse or sexual 
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misconducts by professionals.  The more those incidents have gotten people’s attention, the more actions 

have been taken including sexual harassment workshops for professionals.  However, actions to help 

victimized people in their recovery are far from adequate.  Furthermore, almost nothing has done for the 

offenders to stop committing again. 

 

4.  Helping professionals who are hurting sexual abuse survivors 

 

  At last, I would like to mention a problem that has not yet come to the surface in Japan, even though it is 

also damaging acts by professionals.  The problem is the abuse or exploitation by psychiatrists, counselors, 

lawyers or other helping professionals who are in a position to support the sexual abuse survivors in various 

ways.  In other word, it is a professional ethical violation, such as sexual harassment in treatments, sexual 

intercourse with clients, bleach of confidentiality, lack of informed consent, exploitation or privacy violation by 

research thesis. These violations are all seen in Japan as well.  Despite of being a helping professional, he 

or she still traumatizes a survivor by inappropriate comments such as “How come you didn’t leave?”  

Besides, there is no law against therapists who had any sexual contact with their clients.  Since those sexual 

contacts are of course quite damaging to the clients, it has to be banned like Europe or US.  There are some 

cases serious enough to call “Professional Harassment”.  There has to be a lot of survivors who have 

experienced this kind of abuse, but the current environment forces most of those survivors to be silent and 

bear with it. 

  When such ethical violations happen, the professionals often respond in unfaithful manners.  They use big 

words tactfully and explain away, or accuse the survivor and his or her symptoms (the survivor is crazy, and 

the professional is not to be blamed), same professionals cover up each other, use lawyers to pressure the 

survivor, or cut off communications and run away.  Usually the professional associations have ethical 

committees but they don’t seem to function very well.  You can see the incidents of a medical malpractice or 

unethical medical practice causing physical damages in newspapers almost every day in Japan.  There has 

been some progress in dealing with this problem every year.  On the other hand, I have to say that the 

ethical issues in the field of mental health and treatment have been left out from these efforts. 

  During the past few years, the number of lawsuit against unethical psychiatrists, counselors, and lawyers 

has increased. For example, a lawyer and a counselor were sued for breaching confidentiality, a counselor 

for having sex with a client, a therapist for sexually harassing a client, two psychiatrists for assaulting 

physically and verbally their patients and falsifying their clinical records, privacy violation in academic thesis, 

exploitation of treatment fee and so on.  Other than fighting at courts, there are survivors expressing their 

voices through blogs on the internet.     

  Recently, some of the professionals have come to realize the seriousness of this problem, and have 

started listening to those victims.  Also, there are not a few professionals who are supporting the survivors 

hurt by professional ethical violations.  There are movements by professionals to make a victim-centered 
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ethical committee, or to start a research of this problem. 

  I, myself, have suffered health damage through a research-purposed interview by a psychiatrist. At that 

time, with my intermediary, I negotiated with a lot of patience to win an apology and security of treatment for 

the damage.  However, I also requested some actions for the published thesis with my interview, but the 

editor (female psychiatrist) and her friends and lawyer forced to end the negotiation. 

  Since 2006, I have been running a BBS to share the information and voices of the survivors who 

experienced abuse by professionals.  Using internet BBS may seem to be not so energetic enough to 

change the reality, but it certainly has advantages in many ways.  For example, it reaches out the survivors 

who live far away and makes it possible to share their experiences and information.  It also helps the 

survivors to work toward the solution together.  For a survivor who struggles alone, even only exchanging 

words is enough to realize”I am not alone”, or “I am not to be blamed”.  For the non-survivors, viewing this 

BBS gives them an opportunity to know that a professional ethical misconduct does happen.  Now I have 

been invited to a professional conference and a study group to speak, I am working on the speech to talk 

about how I feel about the professional ethical misconducts. 

Here, let me come up with some problems when a professional hurts a sexual abuse survivor. 

- The survivor may fear or resist seeking another professional help, because she or he cannot trust or 

feel safe with professionals. 

- The survivor may suffer from additional trauma by a professional that doubles the original wounds of 

sexual trauma.  This may result in taking more time to heal and recover. 

- The survivor who reported the ethical misconducts can get criticisms and isolated. 

- There is no place to safely seek help for a survivor who experienced unethical professionals. 

- The sexual abuse professionals in Japan are often known each other well, and they often cover up the 

problem.  It is very difficult to find an appropriate helping professional. 

- The methods to help those sexual abuse survivors who were traumatized again by the helping 

professionals are not known very well in Japan.  

- Neither Japanese psychiatrists nor counselors receive very little ethical education in their training today.  

Therefore their level of sensitivity to their professional ethics, and they lack understanding of 

appropriate apology or solutions for their ethical violations.  

While finding these problems, I also learned several important things through the interaction with other 

survivor friends.  For example, those survivors need to heal both wounds from original abuse and from 

helping professionals; a genuine apology or compensation of treatment cost can boost the healing 

significantly or can make the survivor feel better.   These findings themselves are important, and I can say it 

is a big progress. 

As I have discussed, the facts that a few professionals got interested in the professional ethical 

misconducts, and that more survivors started talking about their experiences in various ways, show that 

things around sexual abuse and PSM and the victim support has been improving in Japan.  I don’t see any 
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evidence to say that Japanese movements to help survivors are sliding back or deteriorating.  We just need 

to listen to the survivors’ voice to make things better and better.  In order to do that, a reporting system that is 

safe for survivors is essential.  The unethical incidents can become a significant lesson for the professionals, 

and can contribute to recurrence prevention and quality improvement of the professions. 

To prevent the ethical misconducts and encourage the victim’s recovery, the very first step is to “tell the 

story”.  Without avoiding this ethical problem because it is a taboo, discussing it and raising people’s 

awareness is the first and the most important step.  The next step is to ensure the practice of ethical codes, 

the victim-friendly reporting system, every single victim is helped, well functioning ethical committees, 

offender’s rehabilitation programs, ethical education and so on.  There are so many works ahead of us. 

 

Conclusion 

 

  We are now in the 21st century, and the new approaches have been developed and tried regarding the 

issue of sexual abuse in Japan.  It is still not enough, but we will keep moving forward in spite of some 

bumps and detours.  I hope that those efforts to deal with sexual abuse and PSM would spread worldwide 

more than ever by exchanging information of the various aspects of this abuse internationally. 

  At last, I would like to express my appreciation for Dr. med. Werner Tschan, my translator, survivor friends, 

and my family.  
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  プラタナスの会 

            精神科医・カウンセラーなど援助職から被害を 

受けた被害者のためのネットワーク！ 
  

 

性暴力や虐待の被害者やクライアントが、支援を受けるべき専門職から、さまざまな被害や加害行為を受ける

ことがあります。実際に、カウンセラー、精神科医、弁護士、研究者、施設の職員などが、セクハラや性的加害、

守秘義務違反、暴言・暴行、二次加害（二次被害）などを行った事件が報道されています。 

プラタナスの会は、このような専門職から被害を受けた被害者やその家族の救済、情報交換、問題の解決を

目指してはじまりました。 

 

◆活動内容：現在は、メールを通じての情報交換が主体ですが、ゆくゆくは団体や NPO を目指しています。でき

ることから協力してゆきましょう。 

◆参加できる方は、援助職の倫理違反を受けた当事者やその家族･友人。倫理違反に関心のある方。簡単な自

己紹介を添えて、下記のメールアドレスにお申し込みください。 

◆「出前講座」を行っています。実際に援助職から被害を受けた当事者やその家族が、被害の実際と改善策に

ついてお話します。過去には、カウンセラーの学会や医療問題の研究会、大学などでスピーチしています。詳

細はメールでお問い合わせください。 

◆連絡先：E メール：ranka222@kitty.jp 

 

★こんな事件がおきています 報道から★ 

・トラウマ専門の精神科医（男性）が、クライアントに暴行した上にカルテを改竄し、裁判所が賠償を命

令 

・某カウンセラー団体の元会長が、性被害者の悪評を広めたため賠償命令 

・PTSDのクライアントに、暴言をあびせた精神科医に賠償命令 

・守秘義務違反の弁護士を裁判に提訴 

・性被害者にたいし適切に対応しなかった警察を提訴 

・守秘義務違反を犯したカウンセラーに賠償命令 

・保護した児童にわいせつ行為をした児童相談所の職員を逮捕 

・養護施設の児童にわいせつ行為をした２人の職員を懲戒解雇 

・相談に訪れた性被害者にセクハラをした相談員を逮捕 

・里親が一時預かりした児童にわいせつ行為 

 

 

mailto:ranka222@kitty.jp
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