
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の一部改正について 

（平成 26 年千葉県規則第 29号） 

 

１ 改正理由 

  精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（以下、「法」という。）の一部が改正

され、保護者の廃止、医療保護入院制度の見直し等が行われるとともに、改正に伴

い条項の変更が行われた。 

  また、「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する

法律の一部を改正する法律」が公布され、題名が「中国残留邦人等の円滑な帰国の

促進並びに永住帰国した中国残留邦人及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の

一部を改正する法律」に改正された。 

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則（昭和 41 年千葉県規則第 25

号。以下「細則」という。）において、改正に伴い生じた条文、題名の変更等必要な

改正を行う。 

  

２ 改正内容 

  別添のとおり。 

 

３ 施行期日等 

（１） 平成 26 年 4 月 1 日 

ただし、第 9 条第 4 項については、平成 26 年 10 月 1 日  

（２）改正様式について、改正前の規則の規定により調製した用紙は、規則の一部改

正後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができるようにする

ため、所要の経過措置を設ける。 

   

４ 意見公募手続について 

行政手続条例（平成 7 年千葉県条例第 48 号）第 38 条第 4 項の規定により、他の

法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理については同条第 1 項の規

定による意見公募手続の規定を適用しないこととされていることから、意見公募手

続は実施しない。 
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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の一部改正について 

 

（１）改正内容及び改正理由（本文） 

条文 改正内容 改正理由 
第二条 ・文中「法二十三条第二項」を「法

第二十二条第二項」に改める。 
精神保健及び精神保健福祉に関する

法律（以下、法とする。）の一部改正に

より法第 23 条が法第 22 条へ、法第 24
条が法第 23 条へそれぞれ条項が変更

されたため。 

第四条 ・文中「法二十三条第一項」を「法

第二十二条第一項」に改める。 
・文中「法第二十四条」を「法第二

十三条」に改める。 
第七条 ・文中「、その者の保護者」を削除

る。 
改正により、法第 20 条において定め

る保護者が削除されため。 
第九条 ・第四項中「中国残留邦人等の円滑

な帰国の促進並びに永住後の自立の

支援に関する法律」を「中国残留邦

人等の円滑な帰国の促進並びに永住

帰国した中国残留邦人及び特定配偶

者の自立の支援に関する法律」に改

める。 

・平成 26 年 10 月 1 日より題名が改正 
されることについて、平成 25 年 12 月 
13 日に公布されたため。 
⇒施行日：平成 26 年 10 月１日 

第十三条 ・第一号中「第一項」の下に「又は

第三項」を加える。 
・第二号及び第四号を削る。 
・第三号中「第三十三条第一項」の

下に「又は第三項」を加え、「特定医

師による医療保護入院者（第三十三

条第一項）の入院届」を「特定医師

による医療保護入院者（第三十三条

第一項又は第三項）の入院届」に改

める。 
・第三号を第二号に改める。 

・保護者の廃止に伴い、医療保護入院

の制度が改正され、法第 33 条第 2 項に

よる医療保護入院が廃止されるととも

に、従前の第33条第1項の入院のうち、

保護者が市町村長となっていた入院に

ついて、改正後は第 33 条第 3 項となる

ため。 

第十三条の三 ・文中「法第三十三条の四第五項」

を「法第三十三条の七第五項」に改

める。 

改正により、法第 33 条の 4 から第

33 条の 7 に条項が変更されたため。 
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第十七条 ・第十七条を削る。 
 
 
 

保護者の廃止により、法 41 条に定め

る保護者の責務が削除されるととも

に、医療保護入院の要件について、保

護者による同意から入院時の家族等の

いずれかによる同意を要することとさ

れた。 
改正後の家族に対しては、従前の保

護者への責務となる事項が定められて

おらず、これにより、入院後の同意者

の確認を要しなくなったことから、条

文の削除を行う。 
第十八条 ・「第二十三条第一項第一号」を「第

二十三条第一号」に改める。 
 

附則 ・施行期日 平成二十六年四月一日 

ただし、第九条第四項の改正規定 

については、平成二十六年十月一日 

・経過措置 規則施行前に調製した

用紙は、この規則の施行

後においても、当分の間、

所要の調整をして使用す

ることができる。 
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（２）改正内容及び改正理由（様式関係） 

様式番号及び 
様式の名称 

改正内容 改正理由 関係条文 
（施行細則） 

別記第一号様式 
（診察保護申請書） 

・「第二十三条第二項」を「第

二十二条第二項」に改める。 
・条項ずれに伴う変更。 第 2 条 

別記第二号様式 
（措置症状ある入院者

の退院届） 

・「を希望するので」を「の

申出があったため」に改め、 
退院希望年月日」を「退院申

出年月日」に改める。 
・保護者欄の名称を「現に保

護の任に当たっている者」に

改める。 

・法第 26 条の 2 の記載に倣

うため。 
 
 
・法第 20 条にあった保護者

が廃止されたため。 
 

第 3 条 

別記第四号様式 
（措置入院者の症状消

退届） 

・保護者を削る。 ・保護者制度の廃止に伴い、

法第 41 条が改正され、措置

入院者の解除後の保護者に

よる引取義務等が廃止され

たため。 

第 7 条 

別記第五号様式 
（措置入院者の症状消

退届） 

・保護者欄を削る。 第 8 条 

別記第十号様式の一 
（医療保護入院者の入

院届） 

・「保護者の同意により入院

した年月日」を「家族等の同

意により入院した年月日」に

改める。 
・「保護者」を「入院に同意

をした家族等」に改めるとと

もに、医療保護入院者との関

係に係る記載について改め

る。 

・改正により、法第 33 条第

1項又は第3項の規定による

医療保護入院について、保護

者による同意から家族等の

いずれかの者による同意に

改められたため。 

第 13 条 

別記第十号様式の二 
（医療保護入院者（第

33条第 2項）の入院届） 

・様式を削る。 ・法第 33 条第 2 項が改正さ

れたことにより、扶養義務者

の同意による入院が廃止さ

れたため。 

 

別記第十号様式の三 
（特定医師による医療

保護入院者（第 33 条第

１項）の入院届） 

・様式の名称中にある「第

33 条第 1 項」の下に「又は

第 3 項」を加える。 
 
 
・「保護者の同意により入院

した年月日」を「家族等の同

意により入院した年月日」に

改める。 
・「保護者」を「入院に同意

した家族等」に改めるととも

に、医療保護入院者との関係

に係る記載について改める。 

・医療保護入院について法第

33 条第 1 項（家族等の同意）

又は第 3 項（市町村長同意）

による入院となるため。 
 
・法第 33 条第 1 項規定によ

る医療保護入院について、保

護者による同意から家族等

のいずれかの者による同意

に改められたため。 
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別記第十号様式の四 
（特定医師による医療

保護入院者（第 33 条第

2 項）の入院届） 

・様式廃止 ・法第 33 条第 2 項が改正さ

れたことにより、扶養義務者

の同意による入院が廃止さ

れたため。 
別記第十号様式の五 
（医療保護入院者の退

院届） 

・保護者に係る欄を削る。 ・保護者制度が廃止されたこ

とに伴い、法第 22 条に規定

されていた保護者の義務に

関する事項が廃止されたこ

とため。 

第 13 条の 2 

別記第十号様式の六 
（応急入院届） 
別記第十号様式の七 
（特定医師による応急

入院届） 

・応急入院を採った理由欄中

の「保護者等」を「家族等」

に改める。 
 

・法第 33 条第 1 項の規定に 
よる医療保護入院について、 
保護者による同意から家族 
等のいずれかの者による同 
意に改めたため。 

第 13 条の 3 
 
 
 

 
別記第十号様式の八 
（措置入院者の定期病

状報告書） 

・「過去 6 ヶ月間（措置入院

後 3 カ月の場合は 3 カ月間）

の治療の結果とその内容と

その結果を記載すること」欄

の文中にある「を記載するこ

と」を削る。 
 
 
 
・保護者欄を削る。 
 
 
 
 

・法改正に伴い「精神科病院

に入院する時の告知等に係

る書面及び入退院の届出等

について（平成 12 年 3 月 30
日障精発第 22 号厚生省大臣

官房障害保健福祉部精神保

健福祉課長通知）」の一部が

改正されたため。 
 
・保護者制度が廃止されたこ 
とに伴い、法第 41 条に規定 
されていた保護者の責務に 
関する規定が廃止されたた 
め。 

第 13 条の 5 
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別記第十号様式の九 
（医療保護入院者の定

期病状報告書） 

・医療保護入院年月日欄にあ

る「第 33 条第 1 項」の下に

「・第 3 項」を加える。 
 
 
 
・「入院に変更できなかった

理由を記載すること」を「入

院に変更できなかった理由」

に改める。 
・「今後の治療方針を記載す

ること」を「今後の治療方針」

に改める。 
・「退院後に向けた取組の状

況（選任された退院後生活環

境相談員との相談状況、地域

援助事業者の紹介状況、医療

保護入院者退院支援委員会

で決定した推定される入院

期間等について）」を加え、

欄中に「選任された退院後生

活環境相談員」の記載欄を加

える。 

・法改正により、医療保護入 
院については家族等の同意 
（第 33 条第 1 項）又は市町 
村長同意（法第 33 条第 3 項） 
となるため。 
 
・法改正に伴い「精神科病院

に入院する時の告知等に係

る書面及び入退院の届出等

について（平成 12 年 3 月 30
日障精発第 22 号厚生省大臣

官房障害保健福祉部精神保

健福祉課長通知）」の一部が

改正されたことに伴うもの。 
 

別記第十一号様式 
（無断退去届） 
 
 
 
 
 

・「入院年月日」及び「入院

年月日より前に利用してい

た障害福祉サービスに係る

事業を行う者」欄及び「名

称」、「所在地」、「連絡先」を

加える。 
・「保護者」欄を「退居者の

家族等」欄に改める。 
・退居者の家族等の欄に「連

絡先」を加える。 

・法第 39 条及び法施行規則

第 22 条の 2 に定められてい

る事項を追加するため。 
 
 
 
・法改正により、保護者が廃

止されたため。 
・「入院年月日より前に利用

していた障害福祉サービス

に係る事業を行う者」欄の

記載項目に倣うため。 

第 14 条 
 
 
 
 
 

 

別記第十三号様式 
（仮退院許可申請書） 

・「保護者」欄を「現に保護

の任に当たっている者」に改

める。 

・法改正により、保護者制度 
が廃止されたため。 
 

第 15 条 

別記第十四号様式 
（再入院届） 

・保護者欄を削除する。 ・法改正により、保護者制度 
が廃止されたため。 

第 16 条 

別記第十五号様式 
（保護者の変更届） 

・様式廃止 ・施行細則第 17 条の廃止に

伴うもの。 
第 17 条 
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別記第十六号様式 
（障害者手帳交付申請

書） 
別記第十八号様式 
（診断書（精神障害者

保健福祉手帳用）） 

・性別欄を削る。 ・「精神障害者保健福祉手帳 
制度実施要領」の改正によ 
り、申請書及び診断書への性 
別の記載が不要となるため。 

第 18 条 

 


