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24-3 司法精神医療の均てん化の促進に資する診断、アセスメント、

治療の開発と普及に関する研究 

主任研究者 独立行政法人 国立精神・神経医療研究センター 

 精神保健研究所 司法精神医学研究部 

岡田 幸之 
 

総括研究報告 

１．研究目的 

本研究は、刑事事件、少年事件、民事事件、

成年後見制度、心神喪失者等医療観察法（以

下、医療観察法）制度、矯正制度などの課

題のなかから以下の研究を実施していくこ

とを目的としている。 

(1) 刑事責任能力鑑定の均てん化と司法シ

ステムにおける適切な利用法の確立 

(2) 多用途生体情報計測システム等を用い

た司法精神医学的アセスメント法の開

発 

(3) 医療観察法制度における各種心理プロ

グラムの現状把握と新たな手法の開発 

(4) 隔離、拘束、電気けいれん療法等の非

同意による治療の意思決定パス策定 

(5) 医療観察法の通院医療におけるモデル

的多職種チーム医療の開発 

(6) 刑事司法制度のなかで精神医学的配慮

の必要な脆弱性をもつ児童、成人のス

クリーニング手法の開発と普及 
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３．研究成果 

各分担研究班が３年間の研究についての

準備を順調に整え、文献研究、予備実験、

データ収集、連携体制の構築など、初段階

を着実にすすめている。24 年度の成果は次

のとおりである。 

 

（１）刑事責任能力鑑定の均霑化と司法シ

ステムにおける鑑定の適切な利用法の確立

（分担研究者：安田拓人） 

法学者、精神科医、裁判官による研究会

を 6 回開催し、裁判例を素材とした意見交

換を重ね、各種精神障害（とくに近年、法

廷でも注目されている広汎性発達障害）に

関する鑑定や責任能力判断のあり方に一定

の方向性を共有するに至った。また「精神

症状から犯行にいたる機序」の実質的内容

を検討し、法廷での鑑定結果報告のモデル

構築も行った。 

 また、諸外国の責任能力鑑定の水準向上

のための方策についても検討を行い、ドイ

ツにおける“Mindestanforderungen für 

Schuld- fähigkeitsgutachten（責任能力鑑

定に対するミニマム要求）”の検討を行った。

そこでは、鑑定の水準向上を図る形式面・

内容面に関わる様々な要求がなされていた。

裁判員裁判における鑑定では、証拠が出そ

ろっていないことから、前提となる事実関

係などにつき場合分けをした報告をしなけ

ればならない場合も生じうるが、ドイツの

「ミニマム要求」ではそうした場合への助

言もあるほか、事実の報告と評価を截然と

区別して報告することが求められるなど参

考とすべき点が多い。また、責任能力を肯

定する方向に働く事情と否定する方向に働

く事情が精神医学的観点から列挙されてお

り、わが国の鑑定実務にとっても参照価値

が認められうることが分かった。 

 

（２）通院医療におけるモデル的多職種チ

ーム医療の開発（分担研究者：平林直次） 

現在行われている通院医療について広く

調査し、効果的かつ効率的な通院医療モデ

ルを考案し、実践を開始した。 

第一に、通院医療の必須要素を抽出する

ために医学中央雑誌を用いて「医療観察法」

「通院医療」をキーワードとして 123 文献、

PUBMED を用いて forensic assertive 

community treatment care team、crisis 

intervention team をキーワードとして、そ

れぞれ 6 文献、18 文献を抽出し、通院医療

における必須要素と課題の抽出を行った。 

 第二に、医療観察法の指定医療機関 18 施

設を視察し診療上の連携を構築し、モデル

的通院医療をしている 5 施設を視察した。

この現地調査を契機に診療連携が始まり、

継続的に情報収集することができた。 

第三に、モデル的通院医療を実施するた

めのワーキンググループを立ち上げ、定期

会議を 18 回開き、モデルを考案した。通院

医療モデルとして、コアチーム（A 班６名、

B 班７名）を中心に据え、①医療継続性の

確保、②危機予防と早期介入の担当、③ケ

ア・コーディネーターによる連携と責任体

制の明確化、④多職種によるアウトリーチ

サービスの提供を試みた。各関連部署に担

当者（連携担当スタッフ）を置く Stratified 

and Comprehensive Multi- disciplinary 

Team (SCMTD)を考案し、3 名の通院対象

者に実践し、緊急入院の際に、クライシス

プランに従って、危機予防、危機予防が速

やかに行われることが確認された。 
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（３）生物・心理・社会学的緒要因に基づ

く多面的な司法精神医学的リスクアセスメ

ント法の開発（分担研究者：安藤久美子） 

暴力にむすびつく衝動性を客観的に測定

することを目的として、これらに関連する

NIRS、ERP、心拍、皮膚コンダクタンス、

発汗量等の生理的反応を測度とした研究論

文 43 本をレビューした。その結果、衝動性

を構成する要素として temporal discounting、

response inhibition 、 perceptual decision 

making などがあげられるが、なかでももっとも

自動的な反応であると考えられる response 

inhibition（反応抑制）に着目することが有用で

あることがわかった。こうした結果に基づき構

築した仮説モデルをもとに、35 名の被検者

に対して刺激課題下での NIRS、ERP、心

拍、皮膚コンダクタンス、発汗量の測定実

験をおこない、以下のような結果が得られ

た。(1)聴覚刺激に比較して視覚刺激のほう

が前頭葉の活性度が高く、事象関連電位

（P300）の振幅が大きかった。末梢反応に

は両者に差異は認められなかった。(2) 

negative な感情を誘発する視覚刺激により

前頭葉の活性度、皮膚コンダクタンス、発

汗量の上昇が認められた。心拍については

有意な変化は認められなかった。(3) 

negative および neutral な視覚刺激下での

Go／Nogo 課題による事象関連電位（P300）

は、negative 感情喚起下で振幅が有意に大

きくなったが、正反応の反応時間は刺激に

比較して、有意に短縮していた。 

恐怖心をはじめとする negative な感情

刺激と Go/Nogo 課題を組み合わせ、その際

に各種生理指標を同時計測することが、高

次の認知過程を介在する前のより自動的な

反応としての衝動性の測定に応用可能であ

ることを示唆する結果が得られた。 

 

（４）医療観察法制度における各種心理プ

ログラムの現状把握と新たな手法の開発

（分担研究者：菊池安希子） 

医療観察法指定医量機関で実施可能な再

現性の高い認知行動療法を開発することに

先立ち、犯罪親和的思考の測定するための

尺度を開発することを目的とした。 

犯罪親和的思考の尺度を原版の信頼性・

妥当性、司法矯正領域における普及度の観

点からレビューし、本研究では CSS-M 

(Criminal Sentiments Scale-Modified)の

日本版開発を行うことにした。CSS-M の作

者David Simourdより許可を得て日本版を

作成した。この日本語版について、A 男子

刑務所の協力を得て２回の調査（１回目

609 人、２回目 584 人）を実施し、信頼性

（再検査信頼性≧0.7、クロンバックα＝１

回目 0.926、２回目 0.941）、妥当性（「社会

的望ましさ尺度」との相関関係１回目 r=.32、

２回目 r=.34, p<.001、「暴力団所属経験」

との関連 t(597)=4.05, p<.001）を確認し、

とくに反社会性の改善を目的とする各種心

理プログラム評価のための尺度の１つを確

立した。 

 

（５）刑事司法制度のなかで精神医学的配

慮の必要な脆弱性をもつ児童、成人のスク

リーニング手法の開発と普及（分担研究

者：渡邉和美） 

刑事司法システムの中で、精神保健的視

点で脆弱性の高い者を見分け、早期からサ

ポートをするために、逮捕から早い時期に

警察官などでも施行可能なスクリーニング

法の策定を開始した。 
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第一に、欧米で標準化された知的障害の

スクリーニングツールのうち Learning 

Disability Screening Questionnaire

（LDSQ）に関する論文を収集し、日本語版

の作成について検討した。LDSQ は、簡便

に評価可能な 7項目からなる尺度で、コミ

ュニティのサンプルでも刑務所のサンプ

ルでも高い予測力を示していた。英国の警

察でも取調べ時に立ち会う appropriate 

adult をつけるかどうかの判断の参考と

して使用されており、司法過程の初期の段

階での有用性も見込まれた。 

第二に、National Health Service の Dr. 

Paxton を訪問し、現場への適応可能性や

子どもに対する尺度開発の可能性につい

て、また Serious Organized Crime Agency

の APCO 承認アドバイザーである Dr. 

Smith を訪問し、脆弱性の高い対象者のス

クリーニングと捜査面接での注意点につ

いて情報交換を行った。 

第三に、国内外における知的能力に関す

る簡易検査法についての情報を収集し、検

討を行った。それらをふまえ、言語理解や

作業記憶などの項目を用いた簡易心理検査

の開発のための予備調査に着手した。7 名

の知的障害者に、簡易心理検査法の候補項

目、GSS2（Gudjonsson Suggestibility Scale 

2）、HASI（Hayes Ability Screening Index）、

WAIS Ⅲ （ Wechsler Adult Intelligence 

Scale Ⅲ）を実施した。わかりにくい項目

や刺激の修正・削除の修正などを行った。 

第四に、取り調べを受ける者の態度から

支援を要する者をスクリーニングするため

のチェックリスト作成のために、各都道府

県警察本部の刑事部庶務担当課に調査票を

配布した。各警察署で被疑者（健常者 200

人、知的障害者 200 人）を担当した取調べ

官に対象者の態度や印象 37 項目に関する

質問紙に記載してもらった。順位相関係数

による選定及びロジスティック回帰分析に

よる項目の選定を行い 22 項目に絞り、第 1

回目と同様の手順にもとづき、全国の警察

署で身柄拘束中の被疑者（健常者 200 人、

知的障害者 200 人）を担当した取調べ官を

対象とした第 2 回目の調査を実施中である。 

 

（６）司法精神医療と刑事司法制度におけ

る精神医学的アセスメントから意思決定に

至るクリティカルパスの開発と普及（分担

研究者：岡田幸之） 

この班では、以上の５つの分担研究班の

それぞれの役割を整理して総括した。それ

らの成果のなかから、刑事責任能力の判断

の構造、医療観察法における非同意治療に

関する意思決定構造について、それぞれ論

文として発表した。 

以上の研究成果として論文発表されたも

のは以下のとおりである。 

1. 岡田幸之ほか：医療観察法における非

同意治療とその監査システム．臨床精

神薬理 15(11), 2012 

2. 岡田幸之：責任能力判断の構造．論究

ジュリスト 2, 2012  

3. 安田拓人：ドイツにおける「責任能力

鑑定に対するミニマム要求」．法と精神

医療 27(1), 2012 

4. 平林直次ほか：医療観察法の現状と今

後の課題．日本精神科病院協会雑誌 

31(７), 2012 

5. 平林直次ほか：国立精神・神経医療研

究センターにおける地域精神科モデル

医療センターの概要．日本社会精神医

学会雑誌 21(3), 2012 



5 
 

6. 平林直次ほか：疾患セルフマネジメン

ト－疾病教育とクライシスプラン．日

本社会精神医学会雑誌 21(4), 2012 

7. 平林直次ほか：医療観察法における指

定入院医療機関の役割と機能－現状と

課題－．犯罪と非行 174, 2012 

8. 菊池安希子：医療観察法における臨床

心理士の役割．日本臨床心理士会雑誌

21(2),2001 
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刑事責任能力鑑定の均てん化と司法システ

ムにおける適切な利用法の確立 

安田 拓人 

京都大学大学院法学研究科 

 

緒言 

 本研究は、精神医学者・刑事裁判官・刑

事法学者の緊密な連携のもと、具体的な裁

判例を素材とした分析検討を積み重ねる一

方、諸外国の実情を広く調査してその成果

を吸収することにより、わが国の精神鑑定

の水準向上につながる理論的提言を行おう

とするものである。 

方法 

 初年度である今年度は、既に 7 回の研究

会を東京高裁内で開催し、具体的な鑑定・

裁判例等を素材として、近時の精神鑑定で

報告が求められている「精神症状から犯行

にいたる機序」の実質的内容についての検

討を重ねた。 

 他方、諸外国の責任能力鑑定の水準向上

のためにとられている方策についても鋭意

検討を行い、その成果をわが国の議論に反

映させるべく、まずはドイツにおける

“ Mindestanforderungen für 

Schuldfähigkeitsgutachten（責任能力鑑定

に対するミニマム要求）”についての検討を

行った。 

結果 

 幻覚・妄想が直接的・圧倒的な支配力を

及ぼしている事案は別として、精神症状が

犯行に及ぼす機序は、経路が複雑に絡み合

い、その表現は非常に困難を極めることは

確かである。しかし、それに成功した例も

実際に存在する。その代表が、東京高裁平

成 23 年 5 月 12 日判決（平成 22 年（う）

1047 号）の控訴審段階でなされた、岡田幸

之博士による鑑定例（鑑定助手は安藤久美

子博士）である。そこでは、「対人交流の乏

しさ」「アイデンティティーを揺るがせるよ

うな内容の奇異な思考」「激しい興奮」「自

然な感情の乏しさ」「微妙な病感」といった

病的な症状が、どのように当該犯行に結び

ついたのかが、→（矢印）を駆使して見事

に表現されており、「精神症状から犯行にい

たる機序」を鑑定事項とする精神鑑定のモ

デルケースと判断される。 

 他方、ドイツの「ミニマム要求」におい

ては、鑑定の水準向上を図るため、形式面・

内容面に関わる様々な要求がなされており、

わが国にとって参考となるところも多い。

裁判員裁判における鑑定では、証拠が出そ

ろっていないことから、前提となる事実関

係などにつき場合分けをした報告をしなけ

ればならない場合も生じうるが、ドイツの

「ミニマム要求」ではそうした場合への助

言もあるほか、事実の報告と評価を截然と

区別して報告することが求められるなど参

考とすべき点が多い。また、人格障害とい

うわが国では余り問題とならないケースが

素材ではあるが、責任能力を肯定する方向

に働く事情と否定する方向に働く事情が精

神医学的観点から列挙されており、わが国

の鑑定実務にとっても参照価値が認められ

うることが分かった。 

考察 

 精神鑑定において「精神症状から犯行に

いたる機序」が報告されるべきだとの命題

には一定の合理性が認められる。心神喪

失・心神耗弱の判断は、刑罰という法的制

裁を科すか、科すとしてその量を必ず減ら

すかという問題であるから、これは純粋に
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医学的な問題ではなく、高度に規範的な判

断を要求するものであり、その最終結論を

精神医学者が行うことは控えた方がよく、

とりわけ裁判員裁判では素人の裁判員に対

する影響力の大きさを考えれば慎重さが求

められる。「精神症状から犯行にいたる機序」

を鑑定事項とする昨今の状況は、こうした

懸念を回避し、精神鑑定の役割を本来の医

学的判断・評価に限定すると同時に、不可

知論的な立場を離れ、精神の症状が当該犯

行に及ぼした具体的な影響につき詳細な報

告を求めることにより、最終的な法的な責

任能力判断に医学的・事実的基盤を確保し

ようとするものなのである。 

現在、東京高裁管内での裁判員裁判にお

ける責任能力判断が問題となった例を素材

に、こうした報告がうまくいっている例と

そうでない例の比較対照を鋭意行っている

ところであり、後者のうまくいっていない

例について何が不足しているのかを、さら

なる事例分析から明らかにしていくことが

今後の課題である。 

他方、ドイツのミニマム要求の内容は、

わが国でもそのまま参照しうるところが大

きく、これを参考にしつつわが国でも精神

鑑定に対するミニマムスタンダードを、岡

田博士をはじめとする代表的な精神医学者

が協働して策定する方向が望まれる。 

また、次なる検討の素材としてはスイス

など、鑑定実施を決める基準が刑法典に明

記され、その基準をめぐる裁判例の積み重

ねがある国における実情を検討するが考え

られる。このことにより、精神鑑定を実施

すべき場合を合理的に限定することが可能

となり、不必要な精神鑑定に限られた人的

資源が浪費されることを防ぐことが可能と

なるものと思われるのである。 

 

参考文献 

1. 岡田幸之「責任能力判断の構造」論究

ジュリスト 2 号（2012 年）103 頁 

2. 岡田幸之＝安藤久美子「裁判員にわか

りやすい精神鑑定結果の報告」精神医

学 53 巻 10 号（2011 年）947～953 頁 

3. 岡田幸之「刑事責任能力と精神鑑定」

ジュリスト 1391 号（2009 年）82～88

頁 

4. 安田拓人「法律判断としての責任能力

判断の事実的基礎―精神鑑定に求めら

れるもの」町野朔ほか編『岩井宜子先

生古稀祝賀論文集』（尚学社・2011 年）

219～237 頁  
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通院医療におけるモデル的多職種チーム医

療の開発 

平林直次 

国立精神・神経医療研究センター病院 

 

緒言 

 医療観察法の施行とともに、入院処遇に

は、人的・物的資源が集中的に投入され、

従来の精神医療とは比べものにならないほ

ど高水準の医療が実現した。一方、通院医

療そのものは従来からの精神保健福祉法医

療の範囲内で提供されることとなり、入院

医療に比較すると、通院医療では医療観察

法の施行を契機として、高水準の医療が実

現することはなかった。 

 このような経緯を踏まえ、本研究の初年

度の目的は、現在行われている通院医療に

ついて広く調査し、効果的かつ効率的な通

院医療モデルを考案・実践することである。 

方法 

研究初年度においては、通院医療の必須

要素を抽出するために「医学中央雑誌」お

よび「PUBMED」を用いて文献的検討を行

った。また、既存の指定通院医療機関の現

地調査を実施し、通院医療の現状や課題を

把握した。 

国立精神・神経医療研究センター病院に

おいて、通院医療を実施するために多職種

ワーキンググループを立ち上げ、定期的に

開催し、通院医療モデルを考案するととも

に臨床実践の準備を進めた。 

結果 

1) 文献的検討 

医学中央雑誌を用いて「医療観察法」「通

院医療」をキーワードとして 123 文献、

「PUBMED」を用いて「forensic assertive 

community treatment care team」「crisis 

intervention team」をキーワードとして、

それぞれ 6 文献、18 文献を抽出し、通院医

療における必須要素および課題の抽出を行

った。 

通院医療における必須要素は、①アウト

リ ー チ 型 サ ー ビ ス (Parker GF, 2004, 

Simpson AI, et al, 2006)、②専門的治療プ

ログラム、③早期危機介入(Cusack KJ, et 

al, 2010)、④ケア・マネジメント、⑤医療

と生活支援の一体的提供などであった。ま

た、社会復帰調整官の役割としては、①精

神保健観察、②ケア会議、③地域処遇実施

計画、④個別の治療計画などが抽出され(松

原, 2010)、通院医療の継続性の確保に果た

す役割の重要性が明らかとなった。 

通院処遇中に行われる精神保健福祉法に

よる入院は、長期的入院型、軟着陸型、緊

急／一時型、再発型に分類されており(美濃, 

2010)、通院処遇における精神保健福祉法入

院の役割や意義が明らかとなった。 

 通院処遇中の問題行動については、「服薬

の不遵守・不遵守傾向」「他者への非身体的

暴力」「アルコール乱用・依存等」などの問

題行動の頻度が高く(安藤, 2009)、通院処遇

開始 6 ヶ月以内に多く発生し注意が必要で

あった(松原, 2010)。指定通院医療機関では、

専門的治療プログラムを実施することが必

須であり、通院プログラム集(松原, 2010)

などを積極的に導入することが必要である

と考えられた。 

2) 指定通院医療機関調査 

 全国の指定通院医療機関のうち通院処遇

対象者を比較的多く抱える施設を選択し、

現地調査を実施した。現地調査を契機に診

療連携が始まり、継続的に情報収集した医



9 
 

療機関は 18 施設、通院医療モデルと見なす

ことができ参考とした医療機関は 5 施設で

あった。 

3) 多職種ワーキンググループ 

多職種から成るワーキンググループを立

ち上げ定期開催し（18 回）、通院医療モデ

ルを考案し臨床実践を開始した。 

通院医療モデルでは、コア・チームを中

心に据え、①医療継続性の確保、②危機予

防と早期介入の担当、③ケア・コーディネ

ーターによる連携と責任体制の明確化、④

多職種によるアウトリーチサービスの提供

を試みた。また、連携スタッフと呼ぶ、関

連部署に担当者を置くことにより、重層的

包 括 的 多 職 種 チ ー ム 医 療 モ デ ル 

(Stratified and Comprehensive 

Multidisciplinary Team: SCMTD )を考案

し実践した。 

2 チーム制とし、それぞれ医師 2 名、看

護師 1 名、精神保健福祉士 1 名、作業療法

士 1 名、心理療法士 1 名からなるコア・チ

ームを編成した。各チームは相互補完する

ことにより、危機対応能力を高めた（チー

ム相互補完体制）。また、対象者のニーズは

医療・保健・福祉の広範囲に及ぶことから、

デイケア、在宅支援室、栄養指導室、臨床

心理室、医療福祉相談室の協力を求め、個

別の対象者ごとに連携スタッフを決め、ケ

ア提供することとした。既存の医療資源か

ら連携スタッフを組み合わせることにより

効率的かつ効果的に医療を提供した（院内

連携体制）。 

この間、3名の通院対象者を受け入れた。

平成25年度中には7名に増加する予定であ

る。通院処遇対象者 3 名のうち 2 名が、そ

れぞれ医療保護入院と任意入院を受けた。

医療保護入院はアルコール乱用に対する緊

急／一時的入院であり、任意入院は休養目

的の緊急／一時的入院であった。この緊急

入院の際には、クライシスプランに従って、

早期危機介入や危機予防が行われた。 

考察 

 本年度においては、重層的包括的多職種

チーム医療モデルの実践を開始したが、通

院処遇では診療報酬上の十分な裏付けはな

く、十分な人手が確保できず、今後、効率

的かつ効果的な運用のための工夫が求めら

れている。 

結論 

 重層的包括的多職種チーム医療モデルを

開発・導入したが、引き続き改善を図って

いくことが必要である。 

 

参考文献 

本文中記載 
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生物・心理・社会的諸要因からの多面的な

司法精神医学的リスクアセスメントの開発 

安藤久美子 

国立精神･神経医療研究センター 

精神保健研究所 司法精神医学研究部 

 

緒言 

暴力等のリスクアセスメントについては，

その評価基準があいまいであることに加え，

臨床家ごとにリスク判断にばらつきがみら

れるといった問題点なども指摘されており，

客観的なアセスメント手法の開発の必要性

が求められてきた。本研究では，疫学統計

的および臨床的観点から見たリスクファク

ターと，生体反応を用いた科学的観点に基

づくリスクファクターとを組み合わせた，

包括的な暴力等のリスクアセスメント手法

を開発することを最終目的とし、その第一

段階として、初年度は暴力と強く関係して

いるとされている「衝動性」を取り上げ、

その生理学的反応、脳波および脳血流等の

変化を鋭敏に反映する実験課題の開発に取

り組んだ。 

方法 

本年度は「暴力」と「衝動性」をキーワ

ードとし、これらに関連して心拍、皮膚コ

ンダクタンス、発汗量等の生理的反応を測

定した論文および事象関連電位や NIRS な

どの脳活動を測定した論文の計 43 本の海

外文献をレビューした。また、衝動性を構

成する要素としては「temporal discounting」

「 response inhibition 」 「 perceptual decision 

making」などがあげられるが、そのなかでもも

っとも自動的な反応であると考えられる

「response inhibition：反応抑制」に着目し、衝

動性を抑制する機序を明らかにすべく、合計

35 名の被検者に対して、以下の 4種類の予

備実験を実施した。 

◆実験課題 

(1)聴覚／視覚刺激による生理的反応 

(2)ビデオ再生による恐怖場面への生理的

反応 

(3)聴覚を用いた各種タッピング課題によ

る生理的反応 

(4) Go／Nogo 課題を用いた表情刺激に対す

る生理的反応 

◆心理検査項目：質問紙 

(1)エディンバラ利き手尺度（Oldfield, 

1971）  

(2)喜び、嫌悪、驚き、悲しみ、怒り、恐れ

の強度：Visual analogue scale（VAS） 

◆測定する生理指標 

(1)NIRS による前頭葉血流量  

(2)脳波による事象関連電位 

(3)心拍数，皮膚コンダクタンス，発汗量に

よる末梢反応 

結果 

(1) 聴覚／視覚刺激による生理的反応：聴

覚刺激に比較して視覚刺激のほうが前頭葉

の活性度が高く、事象関連電位（P300）の

振幅が大きいことがわかった。末梢反応（心

拍数，皮膚コンダクタンス，発汗量）につ

いては両者に差異は認められなかった。 

(2) ビデオ再生による恐怖場面への生理的

反応：恐怖刺激により前頭葉の活性度、皮

膚コンダクタンス、発汗量の上昇が認めら

れた。心拍については有意な変化は認めら

れなかった。 

(3) 聴覚を用いた各種タッピング課題によ

る生理的反応：NIRS 検査では一定間隔課題

でのみ左前頭葉の活性度が上昇した。末梢

反応については、全速課題でのみ心拍が上

昇した。皮膚コンダクタンス、発汗量につ

いては、ランダム課題、全速課題で反応量

が増加した。 
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(4)  Go／Nogo 課題を用いた表情刺激に対

する生理的反応：negative な感情刺激に対

して事象関連電位（P300）の振幅が有意に

大きくなった一方で、正反応の反応時間は

neutral な刺激に比較して、有意に短縮し

ていた。 

考察 

これらの結果から、視覚刺激は聴覚刺激

に比較して、より課題への集中度を高める

効果があると考えられ、その結果、各種反

応の振幅も大きくなることが示唆された。 

また、指タッピング等の運動課題を試行

するにあたっては、一定間隔での刺激の提

示が被検者に対して過度の緊張を強いるこ

となく集中度を高める課題として有用であ

ることが示唆された。 

Negative な感情刺激を用いた実験では、

前頭葉の活性度が高まるだけでなく、皮膚

コンダクタンス、発汗量などの生理反応に

与える影響も大きく、さらに事象関連電位

においても振幅が大きい一方で反応時間は

短縮しているなどの所見が明らかになって

いる。これらの結果から検討すると、

Negative な感情刺激は、認知過程を介在す

る前のより自動的な反応を鋭敏に反映する

一指標となりうると考えられ、われわれが

目的としている自動的な反応としての衝動

性の測定にも応用可能であると思われた。 

結論 

本年度の結果を参考に、衝動性の反応抑

制（response inhibition）を反映する課題

を確立するとともに、刺激強度に対する個

人差等のバイアスをどのように統制してい

くかなどについても慎重に検討していく。

また、今後も被験者の規模を拡大し、衝動

性の客観的測定の開発に取り組んでいく予

定である。 

 

参考文献 

1. Bernat EM, Cadwallader M, Seo D, 

Vizueta N, Patrick CJ.: Effects of 

instructed emotion regulation on 

valence, arousal, and attentional 

measures of affective processing. 

Dev Neuropsychol. 2011 May; 36(4): 

493-518. 

2. Hoshi Y, Huang J, Kohri S, Iguchi Y, 

Naya M, Okamoto T, Ono S: Recognition 

of human emotions from cerebral 

blood flow changes in the frontal 

region: a study with event-related 

near-infrared spectroscopy. J 

Neuroimaging. 2011 Apr; 21(2): 

e94-101.  
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医療観察法制度における各種心理プログラ

ムの現状把握と新たな手法の確立 

菊池安希子 

国立精神･神経医療研究センター 

精神保健研究所 司法精神医学研究部 

 

緒言 

本分担研究の目的は、指定医療機関にお

ける各種心理プログラムの現状把握を行っ

てニーズを把握し、これをもとに「精神病

症状の影響下で問題行動を呈する統合失調

症患者」に対して、実施可能な認知行動療

法手法を開発することにある。医療観察法

通院・入院処遇においては、対象者の約８

割が統合失調症の診断がつく者から構成さ

れている。統合失調症に対する心理的介入

としては、認知行動療法が各国の治療ガイ

ドラインでも推奨されているが、本邦にお

いては、その普及は端緒についたばかりで

ある。中でも、医療観察法対象者のように

精神病症状の影響下において問題行動を呈

する者の認知行動療法は、問題行動への内

省も含め、通常の CBTp とは別の課題があ

ると考えられる、その点を加味した介入手

法の開発が求められている。 

触法精神障害者の再他害に関連する要因

は、若年齢、物質使用、犯罪親和的思考な

ど、一般受刑者と共通する部分も存在する

ことが知られている。しかしながら、本邦

には、これまでのところ一般に使用されて

いる犯罪親和的思考の尺度が存在しない。

そこで本研究の初年度は、医療観察法指定

医療機関において実施可能な再現性の高い

認知行動療法を開発することに先立ち、犯

罪親和的思考の測定するための尺度を開発

することを目的とした。 

方法 

1. 尺度の選定 

原版の信頼性・妥当性、司法矯正領域に

おける普及度の観点から犯罪親和的思考の

尺度のレビューをした結果、Psychological 

Inventory of Criminal Thinking Styles

（ PICTS ） と Criminal Sentiments 

Scale-Modified（CSS-M）が候補に上がっ

た。PICTS の方が CSS-M よりも再犯の予

測妥当性に関する先行研究が多いものの、

項目数が 80 と多く、かつ、内容や表現に文

化的特徴が色濃く反映されていた（俗語の

使用等）。一方、CSS-M は 41 項目であり、

記入所要時間も 10-15 分程度であることか

ら実施可能性 feasibility も高く、かつ、

Public domain に属する尺度として版権上

の使用の制約がなく、普及しやすいと考え

られた。また、日本での使用を考えた場合、

項目内容の表面的妥当性も高く、文化的影

響を受けにくいと考えられた。以上の理由

により、本研究では CSS-M の日本版開発

を行うこととした。 

2.CSS-M の概要 

CSS-M は、犯罪行動に関連した反社会的

な態度、価値観、信念を測定するための自

記式尺度である。各項目への回答は、「そう

思う－どちらともいえない－そう思わない」

の３段階でなされる。下位尺度は、「法律・

裁判所・警察への態度（Law-Court-Police: 

LCP）」「法律違反容認性(Tolerance for 

Law Violations: TLV」「犯罪者への同一化

(Identification with Criminal Others: 

ICO)」である。 

3. 翻訳 

CSS-M の原著者 David Simourd 博士の

許可を得て CSS-M を翻訳し、逆翻訳によ
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って訳語を確定した（以下、CSS-MJ）。 

4. 信頼性・妥当性の検討 

対象：A 刑務所に入所中の男性受刑者 

測定尺度：調査目的と参加が任意であるこ

とを説明した上で、「CSS-MJ」「社会的望

ましさ尺度  (Social Desirability Scale, 

SDS)」「過去の暴力団所属歴」および基本

的人口学的属性についての項目を含む無記

名自記式調査用紙への回答を依頼した。ま

た、再検査信頼性の検証のため、CSS-MJ 

については２週間後に再度記入を依頼した。 

結果 

601 名の男性受刑者が１回目の記入を行

い、その内 566 名の男性受刑者が２回目の

CSS-MJ 記入まで行った。平均年齢は、41.5

歳（SD=0.47）であった。 

CSS-MJ は、全体として高い内的一貫性 

(クロンバックα係数=.93)を示した。下位尺

度別には、「法律・裁判所・警察への態度

（Law-Court-Police, LCP）」がα=.90、「法

律違反耐性（Tolerance for Law Violations, 

LV）」がα =.82、「犯罪者への同一化

（ Identification with Criminal Others, 

CO）」がα＝.56 であった。 

再検査信頼性(ピアソン積率相関係数)は、

CSS-M 全項目では r=.88, p <.01、LCP が

r=.84, p <.01、TLV が r=.83, p <.01、ICO

が r=.76, p <.01 を示した.  

社会的望ましさ尺度に対しては逆相関が

見られた (r=.32, p<.001). 過去に暴力団所

属歴のある受刑者の得点は、そうした所属

歴 の 無 い 者 よ り も 有 意 に 高 か っ た

（t(597)=4.05, p<.001）. 

考察 

 CSS-MJ は尺度として充分な一次元性、

及び再検査信頼性を示した。また、社会的

望ましさと逆相関したこと、過去の暴力団

所属歴のある者の方が無い者より得点が有

意に高かったことから、併存的妥当性が示

された。 

結論 

CSS-M は、男性受刑者において充分な信頼

性・妥当性を持つことが示され、本邦にお

ける犯罪親和的思考の測定ツールとしての

心理測定学的基準を満たしていた。 

 

参考文献： 

1. Morgan RD, Fisher WH, Duan N, et 

al: Prevalence of criminal thinking 

among state prison inmates with 

serious mental illness. Law Hum 

Behav 34: 324-36, 2010. 

2. 北村俊則、鈴木忠治：日本語版Social 

Desirability Scale について．社会精神

医学,9,341-354, 1986. 

3. Simourd D. J., van de Ven J.: 

Assessment of criminal attitudes: 

Criterion-related validity of the 

Criminal Sentiments Scale-Modified 

and Pride in Delinquency Scale. 

Criminal Justice and Behavior 26; 

90-106, 1999. 

4. Walters GD: Criminal thinking and 

recidivism: Meta-analytic evidence 

on the predictive and incremental 

validity of the Psychological 

Inventory of Criminal Thinking 

Styles (PICTS). Aggression and 

Violent Behavior 17, 272-278, 2012. 
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刑事司法制度のなかで精神医学的配慮の必

要な脆弱性をもつ児童、成人のスクリーニ

ング手法の開発と普及 

渡邉和美 

科学警察研究所 

 

緒言 

 日本においては、これまでに、刑事司法

システムの中で精神医学的配慮の必要な脆

弱性を有する者を簡易にスクリーニングす

る方法はなく、個々の実務者の経験的な知

識に依存して行われてきた。しかしながら、

刑務所新入者における知的障害及びその境

界域に該当する者の割合が４割を超えるこ

とを考慮すると、多くの者の脆弱性が見逃

されている状況にあると考えられる。刑事

司法システムの中で、何らかのサポートが

必要となる脆弱性の高い者を見分け、脆弱

性に配慮した扱いを受けられるようにする

ためには、逮捕から比較的早い時期に、警

察官などでも施行可能なスクリーニング方

法を作成することが必要である。本研究で

は、そのためのスクリーニング方法を作成

することを目的とする。 

方法 

(1) 文献研究・外国調査 

欧米で既に標準化された知的障害のス

クリーニングツールのうち、イギリスのエ

ジンバラ大学教授 Prof. McKenzie と

National Health Service の Dr. Paxton

ら が 開 発 し た Learning Disability 

Screening Questionnaire（LDSQ）につい

て、その妥当性や信頼性に関する論文を収

集し、日本語改訂版の作成について検討を

行った。また、National Health Service

の Dr. Paxton を訪問し、現場への適応可

能性や子どもに対する尺度開発の可能性

について情報交換を行った。そのほか、

Serious Organized Crime Agency の APCO

承認アドバイザーである Dr. Smith を訪

問し、脆弱性の高い対象者のスクリーニン

グと捜査面接での注意点について情報交

換を行った。 

(2) 態度チェックリストの開発 

態度チェックリスト作成のために、対象

者の態度や印象に関する自記式質問紙を

作成し、各都道府県警察本部の刑事部庶務

担当課に調査票を配布した。調査対象者は、

全国の警察署で身柄拘束中の被疑者（健常

者 200 人、知的障害者 200 人）を担当した

取調べ官である。取調べ官に対象者の態度

や印象 37 項目に関する質問紙に記載して

もらった。健常者については割当数に達し

た時点で調査を終了し、知的障害者につい

ては全国で 200 人に達した時点で調査を

終了した。調査期間は、平成 24 年 5 月か

ら 8月である。 

なお、健常者とは、IQ71 以上であるこ

と、または次のいずれにも該当がない者と

した。 

A 療育手帳を持っている 

B 特殊学級または養護学校に通って

いたことがある 

C 障害福祉サービス受給証を持って

いる 

D 自立支援医療受給者証を持ってい

る 

E 障害年金をもらっている 

また、知的障害者とは、IQ70 以下である

こと又は次のいずれかに該当があり、これ

までに知的障害者としての公的認定を受

けている者とした。 
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A 療育手帳 

B 特殊学級または養護学校に通ってい

たことがある 

(3) 簡易心理検査の開発 

国内外における知的能力に関する簡易

検査法についての情報を収集し、検討を行

った。また、精神保健の非専門家でも実施

可能な簡易心理検査について、原案を作成

し、予備調査として知的障害を有する調査

協力者 7名に対して検査を実施した。 

結果・考察 

(1) 文献研究・外国調査 

LDSQ については、簡便に評価可能な 7

項目からなるスクリーニング尺度であり、

コミュニティのサンプルの他、刑務所のサ

ンプルにおいても高い予測力を示してい

た。英国国内の警察でも取調べ時に立ち会

うappropriate adultをつけるかどうかの

判断の参考としても使用されているとこ

ろがあり、司法過程の初期の段階に於いて

もその有用性が見込まれた。 

 

(2) 態度チェックリストの開発 

回収された調査票は、健常者 200 人、知

的障害者 200 人分であったが、上記の健常

者・知的障害者の定義に該当しない調査票

を除く、健常者 188 人、知的障害者 199

人の計 387 人分を分析対象として分析を

行った。順位相関係数による選定及びロジ

スティック回帰分析による項目の選定を

行い 22 項目に絞り、第 1 回目と同様の手

順にもとづき、全国の警察署で身柄拘束中

の被疑者（健常者 200 人、知的障害者 200

人）を担当した取調べ官を対象とした第 2

回目の調査を実施中である。今年度中に第

2回目調査の調査票を回収し、来年度に結

果を分析することによって、より妥当性の

高い態度チェックリストを作成する。 

 

(3) 簡易心理検査の開発 

国内外における知的能力に関する簡易検査

法についての情報を収集し、検討を行った。

それらをふまえ、言語理解や作業記憶など

の項目を用いた簡易心理検査法の開発のた

めの予備調査に着手し、7 名の知的障害者

に対して予備調査を実施した。簡易心理検

査法の候補項目の他、GSS2（Gudjonsson 

Suggestibility Scale 2）、HASI（Hayes 

Ability Screening Index ）、 WAIS Ⅲ

（Wechsler Adult Intelligence Scale Ⅲ）

を実施した。予備調査の結果、簡易心理検

査法の候補項目について、わかりにくい項

目の修正・削除、わかりにくい刺激の修正

などの作業を行った。 
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司法精神医療と刑事司法制度における精神

医学的アセスメントから意思決定に至るク

リティカルパスの開発と普及 

岡田幸之 

国立精神･神経医療研究センター 

精神保健研究所 司法精神医学研究部 

 

緒言 

 本分担研究班は、他の研究班の研究遂行

から目的達成までを総括する。単に取りま

とめをするというだけではなく、分担研究

の課題のひとつとして、各分担班から示さ

れる成果を応用し、着実に臨床等の現場で

活用することができるように、具体的なク

リティカルパスを開発することを目指す。 

またこの分担研究班では、総括的役割の

ほかに、この分担研究班が扱う独自のトピ

ックを設けて研究を行い、これを次年度以

降の各分担研究班の活動に反映させる。今

年度は、とくに司法精神医療における同意

によらない治療の実施にあたってのクリニ

カルパスを開発するための基礎研究を行っ

た。 

方法 

総括的役割としては、各分担研究班の目

的や方法をとりまとめ、今後３年間の基本

方針の共有を行った。 

分担研究班としての研究では、治療同意

能力についての既存論文等をレビューし、

また具体的なアセスメントツールの概観を

行い、そこで採用されている項目に注目し、

治療同意能力を評価するうえではどういっ

た要素が具体的に評価されるべきかをまと

めた。 

また、実際に心神喪失者等医療観察法に

おいて本人の同意が得られない場合の治療

の実施に関する現在の意思決定過程とそこ

に見られる課題について検討した。 

結果 

本研究班が総括する他の分担研究につい

ての結果はそれぞれの報告に示したとおり

である。初年度としては各分担班が目指す

目的にそった研究基盤作りができている。

一部ではその経過が論文としても報告され

た。 

トピックスとして取り組んだ治療同意に

関する研究では、治療同意能力の要素とそ

の評価方法について、文献および具体的な

ツール（下記の９種）を概観した。 

・ Ontario Competency Questionnaire

（Draper & Dawson, 1990） 

・ Hopkins Competency Assessment Test

（Janofsky et al, 1992） 

・Competency Interview Schedule（Bean et 

al., 1994） 

・ Capacity to Consent to Treatment 

Instrument (CCTI)（Marson et al., 1995） 

・MacArthur Competence Assessment Tool 

(MacCAT-T)（Grisso et al., 1997） 

・Hopemont Capacity Assessment Interview 

(HCAI)（Edelstein, 1999） 

・Aid to Capacity Evaluation（Etchells et 

al., 1999） 

・Competence Assessment Tool（Carney et 

al., 2001） 

・ Assessment of Consent Capacity for 

Treatment（Cea & Fisher, 2003） 

以上の検討から、医療観察法における医

療を代表とする、強制的な治療としての精

神科医療における治療同意の評価について、

次のような整理をした。 

第一に、治療同意能力の要素についても



17 
 

っとも一般的に採用されているモデルは４

要素モデルであるといえる。これは「選択

の意思表示の能力」「理解の能力」「評価認

識の能力」「合理的思考の能力」というもの

である。つまり「同意」という過程を認知

のより表層的な次元での意思表示からより

中核的、本質的な次元での知慮に至るモデ

ルのなかで整理するものである。司法精神

医療においても、同意能力の評定にあたっ

ては、この各水準を想定しておくことが必

要である。 

第二に、とくに「司法精神医療」におけ

る同意能力の特徴として次の点があること

が確認された。 

(1)治療同意能力一般についての評価の

側面：これは上記の４要素モデルを基礎に

して、既存の同意能力の各種評価尺度の多

くにもあげられている。たとえば、本人の

理解、評価、判断、表明などの能力である。 

(2)精神科疾患の治療についての同意能

力の評価としての側面：これは治療対象と

なる精神科疾患自体が治療の同意能力を障

害するという点である。たとえば統合失調

症における（陽性症状よりもむしろ）認知

機能障害が同意の過程を阻害することが知

られている。また治療を同意するにあたっ

て必要な治療への動機づけが障害されると

いう“病識”の特殊性も重要である。 

(3)同意能力の可変性の側面：これは(2)の

裏の面であるといえる。治療対象となる精

神障害は(2)のとおり同意能力を障害する

が、それが治療によって改善すると治療同

意能力も改善する可能性が高い。こうした

変化を考慮に入れて評価しなければならな

い。 

(4)強制的な状況下での同意能力の評価の

側面：これは司法精神医療という強制的な

医療の場では、たとえば「治療に同意しな

ければ“良くなった”と医療者から判断さ

れないので退院できないからしかたなく治

療に同意する」といった構造に陥る可能性

があるという両刀論的状況の特殊性である。 

以上の(1)～(4)を踏まえた評価が行われる

必要がある。 

第三に、評価ツールなどを実際に使用す

る場合の課題として、(1)評価者のトレーニ

ングをどのように行うのがよいか、(2)評価

結果を得たときに、それに基づいて同意能

力のあり／なしの判定の境界線をどのよう

に設定して行うのがよいか、といった点が

ある。 

考察 

医療観察法の入院医療のなかでも同意に

よらない治療が行われているが、その際に

は「倫理会議」が能力の確認等の担保をし

ている。本研究によって確認されているよ

うな事項をこの倫理会議などでのチェック

項目として利用することが、よりその機能

を妥当なものにするものと考えられる。な

おこの考察の詳細は、論文として報告した

（⇒参考文献）。 

結論 

本研究班は、法と精神医療に関連する幅

広い課題を扱う。次年度には、今回検討し

た同意能力評価についても有効性と簡便性

を兼ね備えたツールの開発を本研究班の課

題としてとりあげることを計画している。 

参考文献 

岡田幸之ほか：医療観察法における非同意

治療とその監査システム．臨床精神薬理

15(11), 2012 
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24-3 

Study on the Development and Diffusion of Diagnosis, Assessment, and Treatment 

Contributing to the Promotion of the Equalization of Forensic Mental Health 

Principal Investigator: Takayuki Okada 

National Institute of Mental Health, National Center of Neurology and Psychiatry 

 

This research team is comprised from the six study groups listed below. Achievements in 

2012 are as follows. 

 

1. Equalization of criminal responsibility evaluation and establishment of appropriate 

use methods of the evaluation in judicial system 

This study group developed a research cooperation system among judges and considered 

specific methods to reflect the use of psychiatric evaluations in court. A workshop by legal 

scholars, psychiatrists, and judges was held six times at Tokyo High Court, and opinion 

exchanges based on the court cases could be collected, leading to the sharing of specific 

directions of evaluation methods for various mental disabilities (especially pervasive 

developmental disorder which has recently gained attention even in court), and judgment of 

responsibility capacity. Moreover, recently, a practical description of the "mechanism from 

mental symptoms to committing a crime", which is request as a psychiatric evaluation report, 

was considered, and a model for the test results report at court was established. 

 

2. Development of model multi-job type team medical care for outpatient medical care 

This study group reviewed 148 theses on judicial outpatient medical care in Japan and 

internationally. A medical coordination of 18 facilities from designated medical agencies of 

the Medical Treatment and Supervision Act was established, and 5 facilities which have 

carried out model outpatient medical care were visited. A working group was established to 

carry out the model outpatient medical care. Regular conferences were held 18 times, and a 

model was proposed with 3 cases of clinical care started. An outpatient model was tested 

with a core team centrally set (6 persons in A team, 7 persons in B team), 1) to ensure 

continuous medical care, (2) to decide the persons in charge of crisis prevention and early 

intervention, and (3) to clarify coordination by the care coordinator and the responsibility 

system. A Stratified and Comprehensive Multidisciplinary Team (SCMTD), which placed a 

person in charge (staff member in charge for coordination) in the related department, was 

invented and put into operation. A characteristic model which could effectively and efficiently 

provide medical care and combine existing resources was established. 
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3. Development of multifaceted forensic psychiatry risk assessment based on 

various biological, psychological, and social factors 

This group reviewed 43 related research theses which measured physiological reaction 

such as NIRS, ERP, pulse, skin conductance, and amount of perspiration, in order to 

measure impulsiveness connected to violence. According the hypothesis constructed based 

on this, four types of measurement experiments to 35 subjects 1) difference of physiological 

reaction by audio and visual stimuli, 2) physiological response to videos which arouse fear, 

3) physiological response by heteronomous tapping task, and 4) physiological response by 

each facial expression were carried out. Results up to now indicate that focusing on the 

relationship between the mechanism of reaction control and EPR, is useful in measuring 

impulsiveness connected to violence, and new experiments are currently being carried out.  

 

4. Understanding various psychology programs in the Medical Treatment and 

Supervision Act and development of new methods   

This study group prepared Japanese edition of Criminal Sentiments Scale-MJ with 

permission from its author, David Simourd. Furthermore, for this Japanese edition, two 

investigations (609 persons the first time, 584 persons the second time), were carried out 

after obtaining the cooperation of men's prison A. Reliability (reliability of re-examination≧

0.7, Cronbach's coefficientα＝0.926 for the first time, 0.941 for the second time) and 

validity (correlation with "social desirability scale" r=32 for the first time, r=.34 for the second 

time, p<.001), and their relationship with "experience of belonging to Boryokudan", t 

(597)=4.05, p<.001) could be confirmed, and scales for various psychological program 

evaluation in order to improve the antisocial nature was particularly established.    

 

5. Development and diffusion of screening for children and adults who are 

susceptible and require psychiatric consideration in the criminal justice system  

This study group collected screening tools of people with mental disabilities, which are 

standardized in Europe and U.S, and prepared a Japanese edition. The group also worked 

to develop a simplified psychological test method, and carried out a preliminary experiment 

on 7 people with mental disabilities. Furthermore, a check list to screen persons who need 

psychological consideration was created. With the cooperation of the prefectural police 

department, police officers in charge of suspects (200 healthy persons, 200 people with 

mental disabilities) were asked to describe the attitudes of the subjects in 37 items in a 

written questionnaire. These items were narrowed down to 22 items according the 

selection by rank correlation coefficient and logistic regression analysis. Currently a second 

investigation targeting police officers in charge of suspects (200 healthy persons, 200 
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people with mental disabilities) is now being carried out, and has entered the operation 

phase using these results to prepare an attitude check list with high appropriateness. 

 

6. Development and diffusion of the critical path from psychiatric assessment to 

decision making in forensic psychiatry medicine and criminal justice system 

This study group organized and summarized each role of the above five study groups. 

Among the achievements, the structure of criminal responsibility judgment and the structure 

of decision-making regarding non-agreed treatment in the Medical Treatment and 

Supervision Act were publicized as each thesis. 

 


