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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、矯正制度などの多

岐にわたる司法精神医学の領域に山積する

課題を６分担班で幅広く取扱い、各課題を

解決に導く臨床ツール等の具体的な成果物

を完成させ、かつそれらを現場に浸透させ

る。 

予定される成果物は、（a）刑事司法での精

神医学的配慮の必要な者のスクリーニング

法、（b）責任能力鑑定実施と法曹によるそ

の利用のマニュアル、（c）自傷他害に結び

つく衝動性に注目した客観的アセスメント

法、（d）他害行為に注目した認知行動療法、

（e）強制的な治療を受ける者の同意能力の

アセスメントと強制的治療の進め方のマニ

ュアル、（f）他害行為をした者を地域で治

療をしていくシステムなど多岐にわたる。 

 

２．研究組織 

主任研究者  

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 

分担研究者  

安田 拓人 京都大学 法学研究科 

平林 直次 国立精神・神経医療研究セ

ンター 病院 

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 

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 

渡邉 和美 科学警察研究所 犯罪行

動科学部・捜査支援研究室

研究協力者  

野田 隆政 国立精神・神経医療研究セ

ンター 病院 

新井 薫  〃 

高野 歩  〃 

熊地 美枝  〃 

大迫 充江  〃 

三澤 孝夫  〃 

三澤 剛  〃 

梁瀬 まや  〃 

今村 扶美  〃 

朝波 千尋  〃 

大町 佳永  〃 

齊藤 聖  〃 

冨澤 涼子  〃 

柏木 宏子  〃 

蟹江 絢子  〃 

正木 智子  〃 

佐藤 るみ子 小諸高原病院・看護部 

國吉美也子 播磨社会復帰促進センタ

ー 

芹山 尚子 北陸病院 

津村 秀樹 国立精神・神経医療研究セ
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ンター 精神保健研究所 

中澤佳奈子  〃 

黒田 治 東京都立松沢病院・精神科

和智 妙子 科学警察研究所・犯罪行動

科学部・捜査支援研究室 

横田 賀英子  〃 

大塚 祐輔  〃 

小野 修一  〃 

倉石 宏樹 滋賀県警察本部刑事部科

学捜査研究所 

山本 麻奈 府中刑務所分類審議室 

佐々木 理歌 恵比寿カウンセリングル

ーム Seeds 

熊谷 珠美 東京都スクールカウンセ

ラー 

北村 雅子 川越心理研究相談室 

 

３．研究成果 

各分担研究班が研究を順調に推進し、文

献研究、実験、データ収集、解析などを着

実にすすめている。25 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てん化と司法

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

は本年度で通算 9 回に達した。裁判例を素

材とした各種精神障害（本年度は、とりわ

け摂食障害とクレプトマニアの話題を中心

に扱った）に関する鑑定や責任能力判断の

あり方について、意見交換を重ねた。 

第一に、「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、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、

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であると

いう一定の見解に到達した。 

また、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、平成 25 年度においては、ス

イス刑法 20 条（責任能力に対する疑い）の

規定を参考にして、いわゆる「念のため鑑

定」を避けて、真に必要な鑑定を行うため

の判断基準の法理論的解明をおこなう作業

をすすめた。 

 

（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） 

本分担研究の目的は、多職種チーム医療

の実態を調査し、多職種チーム医療の抱え

る課題を抽出し、精神障害者の社会復帰を

真に促進することを可能にする多職種チー

ム医療を考案し当センターにおいて実践し、

マニュアル作成や講習会の開催を通じて全

国の精神科医療施設への普及を図ることで

ある。 

本年度は、多職種チーム医療に関する課

題をさらに把握することを目的として、指

定入院医療機関 16 施設に対してアンケー

ト調査を実施し、385 名（回収率 86.7％）

から回答を得た。多職種チーム医療では、

「患者と治療者の対立構造の予防効果」「患

者のニーズに対応できる多様性」「ケア・コ

ーディネーターによる事前準備の必要性」

などが重要であることが明らかとなった。

その結果を受けて、多職種チームマニュア

ルの作成に着手した。 

 また、University of California, San 

Francisco と協働し、多職種チームの機能水

準 を 測 定 す る た め の Collaborative 

Practice Assessment Tool（CPAT)を改訂し、
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順翻訳と逆翻訳後、翻訳前後での一致度を

確認し日本語版（CPAT-J)を作成した。多

職種チーム医療の経験者、米国約 100 名と

日本約 200 名に実施し、その標準化を進め

つつある。 

 

（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） 

本研究では、あらゆる形で問題行動に結

びつきやすいとされる「衝動性」に注目し、

生体反応による客観的かつ科学的指標を明

らかにし、将来的には問題行動の評価と治

療（介入）に応用できるアセスメントツー

ルの開発を目的としている。 

平成 25 年度は衝動的な行動と前述の生

体指標との関連を探るため、情動を喚起す

るような刺激画像と Go／Nogo 課題を組み

合わせた検査モデルを作成し予備実験を重

ねた。その結果、課題中の ERP 成分は、

negativeな刺激画像ではP2およびP3の振

幅が有意に大きく、Nogo 試行の場合には

Go 試行と比較して P3 の振幅が有意に大き

くなることがわかった。また、P3 の振幅が

大きいほど、行動抑制に関係した衝動性尺

度とされる BIS 得点が低くなることもわか

った。これらの結果から、ERP は罰や報酬

によってどの程度行動が影響されやすいか

を予測する客観的な指標になる可能性があ

ることが示唆された。 

 

（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） 

本研究班では 医療観察法指定医療機関

をはじめとした司法精神医療の現場におい

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。プログラム開発だけでな

く、効果検証のためのツールの開発も同時

に行う。平成 25 年度は、以下の作業をすす

め、成果を得た。 

第一に、犯罪親和性尺度の妥当性の検証

を行った。平成 24 年度に開発した、犯罪親

和性尺度日本版（CSS-MJ）について、非

触法者 39 名との比較を行った結果、充分な

判別妥当性が認められた（AUC=.706, 

Cl=.64-.77, p<.001）。 

 第二に、R&R2MHP の日本版作成と普及

権を獲得し、R&R2A の試行を開始した。

平成 24 年度結んだ版権契約に基づき、

R&R2MHP マニュアルの日本語訳を作成

した。また原著者によるインストラクター

トレーニングとスーパービジョン（2013 年

12 月 12-14 日）を修了し、日本における

R&R2MHP の普及権を得た。 

 第三に、Short-Term Assessment of Risk 

and Treatability (START)の日本版の開発

を行った。他害行為リスクを下げることが

司法精神医療における認知行動療法の目的

の一つである。介入対象者を選定し、かつ

介入効果の進展を測定するために重要な役

割を果たすアセスメントとして、触法精神

障害者向けのリスクアセスメントツール

Short-Term Assessment of Risk and 

Treatability (START)の日本版開発研究に

着手し、START 原著者との日本版作成契約

を結んび、START マニュアルの翻訳を行っ

い、さらに平成 26 年度より、社会復帰調整

官を研究協力者とした START の信頼性・

妥当性の検討研究を開始するため、研究計

画について保護局と協議を開始した。研究

協力者を募集する準備として、希望する社

会復帰調整官に START 評価のための研修

を実施した（実績：全国 8 箇所にて、合計
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107 名の社会復帰調整官が参加した）。 

 

（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、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、警察官などでも施行可能

なスクリーニング法が必要である。本研究

は、これを作成することを目的とする。 

今年度は、司法領域での知的障害スクリ

ーニングである（ 1）日本語版 LDSQ

（ Learning Disability Screening 

Questionnaire）と（2）HASI（Hayes Ability 

Screening Index）日本語版の作成で被疑者

394 名と対照群 200 名の調査、（3）行動観

察等によるスクリーニングの N2-BIAS

（NRIPS & NCNP Behavioral Index for 

Ability Screening）開発で知的障害者 199

名と対照群 188 名の調査を行い、（4）面接

での被誘導性を測る GSS2（Gudjonsson 

Suggestibility Scale 2）日本語版と（5）簡

易心理検査の N2-FAST（NRIPS & NCNP 

Forensic Ability Screening Test）開発では

知的障害 9 名と対照群 200 名を調査した。

このうち結果の解析が進んでいる(1)(3)を例

にすると、ROC-AUC はそれぞれ、(1) 日

本語版 LDSQ では 0.83、(3)N2-BIAS でも

0.83 と極めて高い水準で知的障害者と健

常者を判別できることが確認された。ひき

つづき他のツールもあわせて検査と分析

を進めていく。 

 

（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

の構造について、それぞれ論文として発表

した。 

また、今年度はトピックとして、精神科

医療における治療同意能力の評価方法と事

前指示の確認方法の開発に取り組んだ。海

外文献のレビューと研究協力者らによる討

議に基づき具体的なツールの原案を策定し

た。 

治療同意能力評価については、（A）説明

と同意を試みた事項の特定、（B）確認、評

価の実施（（B-1）意思疎通の能力、（B-2）

説明内容への現実的・具体的理解、（B-3）

意志表示の有無と内容、（B-4）意志表示さ

れた内容の合理性）、（C）総合的な判定

（（C-C）同意能力、（C-R）同意能力の回復

可能性）という構造による、「精神保健医療

救急時の同意評価スキーム Competency 

Assessment Scheme for Mental Health 

Emergency（CASME）」を作成した。 

 事前同意については、日本においては未

だ事前同意が法的に整備されたものでない

ことから、法律的な効力のある書類ではな

く、その前の段階にある「本人の気持ちの

確認」を主眼に置いた書式「精神医療緊急

時の事前指示の覚書 Letter of Intent for 

Mental Health Emergency（LIME）」を策

定するに至った。 

現在、これらのツールの実地検証の計画

を進めている。 
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以上の研究成果として、今年度、論文発

表されたものは以下のとおりである。 

 

1. Ando K., et al.: Current status and 

challenges on the Medical Treatment 

and Supervision Act. J Japan 

Psychiatric Hospitals Association. 

31(7), 2013 

2. 安藤久美子：暴力のリスクアセスメン

ト．日本臨床心理士会雑誌 22(1), 2013 

3. 安藤久美子：パラノイア／妄想性障害

と司法精神医学．臨床精神医学 42(1), 

2013 

4. 安藤久美子：非行（窃盗、性非行）．児

童心理 981, 2014 

5. 平林直次ほか：医療観察法病棟での取

り組み．精神科治療学 28(10), 2013 

6. 平林直次ほか：医療観察法病棟入院処

遇中に clozapine による無顆粒球症を

併発した治療抵抗性の統合失調症の１

例．臨床精神薬理 16(10), 2013 

7. Hirabayashi N., et al.: The 

development and validation of an 

interprofessional scale to assess 

teamwork in mental health settings. 

J Interprofessional Care (accepted) 

2014 

8. 菊池安希子：精神科入院病棟における

CBT for Psychosis.特集 統合失調症

の認知行動療法（CBTp）－わが国での

現状と今後の展望－．精神神経学雑誌

115(4), 2013 

9. 岡田幸之：罪種からリスクに基づく判

断に以降は可能か．司法精神医学 8(1), 

2013 

10. 岡田幸之：精神鑑定の実際―鑑定人が

直面する難問とその解決のヒント．日

本社会精神医学雑誌 22(3), 2013  

11. 岡田幸之：責任能力判断の構造と着目

点―8 ステップと 7 つの着眼点．精神

神経学雑誌 115(10), 2013 

12. 安田拓人：責任能力論の到達点となお

解決されるべき課題について．理論刑

法学の探求 6, 2013 

13. 安田拓人：裁判員裁判と精神鑑定．研

修 780, 2013 

14. 安田拓人：責任能力と精神鑑定をめぐ

る諸問題．司法研修所論集 123, 2013 

15. Wachi, T., Watanabe, K., Yokota,K., 

Otsuka, Y., Kuraishi, H., and Lamb, M. 

E. Police interviewing styles and 

confessions in Japan. Psychology, 

Crime and Law, published online, 2013 
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分担研究報告書 

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 

 2年目の平成 25年度の研究会は東京高裁

内および京都大学内で計 3 回実施し、初年

度に続き、「精神症状から犯行にいたる機序」

の実質的内容につき、とりわけ摂食障害を

ともなうクレプトマニアを素材として、具

体的な裁判例に即した検討を行った。 

 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、平成 25 年度においては、ス

イス刑法 20 条（責任能力に対する疑い）の

規定を参考にして、精神鑑定を実施すべき

かの判断基準の法理論的解明に取り組んだ。 

結果 

 クレプトマニアによる窃盗（常習累犯窃

盗）については、近時、特定の精神科医に

より同症であるとの積極的診断がなされ、

これが弁護側から意見書などとして裁判の

場に提出されることにより、件数的にも大

きな問題となってきているところである。 

 刑法の立場からは、こうした場合は、犯

行を繰り返すことによる規範意識の鈍磨が

見られるだけで、責任は重くなることはあ

っても（だからこそ常習累犯窃盗として加

重された処罰がなされる）軽くなることは

ないと考えられてきたところである。 

他方、同症は、DSM-5 にも登載される精

神疾患の 1 つであるから、これが心神喪

失・耗弱をもたらす「精神の障害」に該当

し、刑法 39 条の適用の問題になり得ないの

かは、従来あまり検討されてこなかったと

ころであるが、岡田博士・安藤博士の精神

医学の側からの分析と、刑事法学・裁判実

務の側からの分析をつきあわせて検討した

結果、同症が刑法 39 条の適用をもたらす場

合は基本的に想定不要であるとの結論に至

った。また、処遇としても、同症の場合は

精神医療の対象というよりは、刑務所にお

ける矯正処遇の対象とする方が適切である

ことからも、この結論の妥当性が裏付けら

れた。 

もう 1 つの柱である諸外国における知見

の吸収については、スイス刑法 20 条の規定

およびそのもとでのスイス判例を分析する

ことにより、精神鑑定を実施すべきかの判

断基準を可能な限り解明することができた。

同条は「責任能力を疑う真摯な契機」をそ

の要件としており、判例等を分析したとこ

ろでは、犯行経過等に含まれる具体的な根

拠に基づく疑いが求められており、わが国

においても十分参照に値する内容をもって

いることが判明した。 

考察 

 前年度の報告書でも述べたが、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
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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 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、 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。 

もっとも、「機序」は「病的なもの」と「正

常なもの」の双方から考察されるべきとこ

ろ、何が「病的なもの」に仕分けされるの

かは、実は刑法理論上も十分に解明されて

おらず、このため枠組みはできても、ボー

ダーゾーンの類型になってくると、実際の

適用は必ずしも容易でないところがある。

今年度考察を行ったクレプトマニアなどは

そうしたものである。 

病的なものとは、おそらく、本人の責め

に帰せられない事情によりいわば宿命的に

備わったところの、認識・制御能力に影響

を及ぼす事情であると言えよう。学説上は、

どのような原因であれ人は現在の人格に責

任を負うべきだとの理解から、責任を考え

る見解（性格論的責任論）もあるが、実務

上も広く支持されている、他行為可能性に

基づく責任非難という枠組みを維持しなが

ら、正常な精神的メカニズムによる制御が

ありえたかを見極めることが求められてい

る。クレプトマニアの場合は、正常な動機

が認められるとのことであり、そうだとす

れば、そうした動機の制御は刑法上期待可

能であるという整理になる。このことが精

神医学および刑事法学の知見の突き合わせ

により確認できたことは、本年度の成果と

してまず何より大きいところである。 

次に、スイス刑法 20 条の分析から得られ

たところは、不必要な鑑定（いわゆる「念

のため鑑定」と呼ばれるもの）を避け、も

って、真に必要な鑑定に精神科医のエネル

ギーを集中投下して頂くことを可能とする

ものであり、わが国の刑事裁判でもこの成

果が参照されることが期待される。 

次年度（平成 26 年度）は、本研究の 終

年度であることから、具体的な成果物を生

み出すことを念頭に置いたまとめの作業を

行う。具体的な成果物としては、岡田幸之

博士が提唱されている精神鑑定の８ステッ

プのうち、法的判断に関する部分につき、

具体的な裁判例の分析結果、ならびに、諸

外国（とりわけドイツ・スイス）の成果か

ら学んだところを踏まえ、参照価値を高め

るための具体化・実質化を試みることを予

定している。 

参考文献 

1. 岡田幸之「責任能力判断の構造と着眼

点 : 8 ステップと 7つの着眼点」精神

神経学雑誌 115 巻 10 号（平成 25 年）

1064～1070 頁 

2. 安田拓人「責任能力論の到達点となお

解決されるべき課題について」川端博

ほか編『理論刑法学の探究⑥』（平成

25 年 6 月・成文堂）1～28 頁 

3. 安田拓人「裁判員裁判と精神鑑定」研

修 780 号（平成 25 年 6 月）3～14 頁 
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4. ・安田拓人「裁判員裁判と鑑定」井上

正仁ほか編『刑事訴訟法の争点』（平成

25 年 12 月）208～209 頁 
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分担研究報告書 

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 

研究協力者 

冨澤涼子 新井 薫 

高野 歩 熊地美枝 

大迫充江 三澤孝夫 

三澤 剛 今村扶美 

緒言 

 欧米圏を中心とする諸外国においては、

多職種チーム内連携の機能水準を測定する

評価尺度が開発され、すでに臨床利用され

ている。また、多職種連携に関する専門教

育(inter professional education)が卒前教

育から実施される。さらに、米国を中心と

して、多職種チーム医療においてチームマ

ネジメント能力を持つケア・コーディネー

ターを養成するための Leadership 研修が

開発され臨床教育に導入されている。 

しかし、我が国には、このような評価尺

度は皆無であり、多職種チーム医療に関す

る研修の質も量も不十分と言わざるを得な

いのが現状である。本年度の研究目的は、

多職種チーム医療の機能水準を測定する日

本語版及び英語版評価尺度を精神科領域で

開発することである。 

方法 

平成 25 年度には California University 

San Francisco 校 の IPE Center 

(Inter-Professional Education Center：専

門職連携教育センター)と連携し、当センタ

ーより作業療法士 1 名を 1 年間派遣し、多

職種チーム医療の機能水準を測定する評価

尺度の開発に取り組んだ。 

結果 

1)  多職種チーム医療の機能水準を測定

する評価尺度の抽出と改訂 

 Canadian Inter professional Health 

Collaboration (CIHC) が実施した評価尺

度開発の現状に関する報告書に加え、

Medline、 CINAHL、 PSYCH INFO、お

よび、ハンドサーチを使用した文献レビュ

ー を 実 施 し 、 Collaborative Practice 

Assessment Tool (CPAT) を実践的かつ包

括的なスケールとして抽出した。医療の質

を評価する概念モデル  (Donabedian, 

1960) に基づき、また、WHO による多職

種チーム医療に関する報告書を基に CPAT

に 12 項目を追加し、68 項目からなる改訂

CPAT を作成した。次に、順翻訳および逆

翻訳により、日本語版改訂 CPAT および英

語版改訂 CPAT の一致を確認した。 

 日米各 5 名の臨床家及び 1 名の多職種チ

ーム医療の専門家により内的妥当性を検討

し、さらに日本人によるフォーカスグルー

プインタビューを実施し、2 項目の削除お

よび 6 項目の改訂を行い、逆翻訳後、日本

語版と英語版の一致を確認した。 終的に

は、66 項目からなる日本語版および英語版

改訂 CPAT を作成した。 

 2) 日米における調査 

 米国においては、精神科病院 2 施設にて

多職種を対象として英語版改訂 CPAT を施

行し 86 人から回答を得た。信頼性を欠く 9

回答（すべて同じ回答を持つ、または、5

つ以上の欠損値）を削除し、77 回答を解析

対象とした。日本においては、精神科病院

4 施設にて同様の調査を実施し、193 人から

回答を得た。欠損値を含む 26 回答を削除し、

167 回答を解析に用いた。また、1 施設にお
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いて、3 週間後に再検査信頼性を評価する

ため同様の調査を実施し、31 回答を得た。

また、調査対象の年齢、職種、職種の経験

年数、多職種チーム医療の経験年数、チー

ムへの満足度（VAS: Visual Analog Scale）

を調査した。 

 なお、改訂 CPAT の構成概念妥当性、同

時的妥当性、内的一貫性、再検査信頼性を

検証するため、探索的因子分析、クロンバ

ックのα係数、級内相関係数を検討した。 

3) 統計学的解析結果 

a) 対象の属性 

対象者の年代は、20 代～60 代まで幅広く

分布していた。また、多職種チーム医療の

平均経験年数は、米国 13.3±10.7 年、日本

14.4±8.1 年であった。職種別内訳は、米国

（医師22.1%、看護師45.5%、心理士2.6%、

作業療法士 9.1%、ソーシャルワーカー9.1%、

薬剤師 2.6%、リハビリテーション専門職

3.9%）、日本（医師 6.0%、看護師 71.9%、

心理士 5.4%、作業療法士 5.4%、精神保健

福祉士 4.8%）であった。 

b) 妥当性 

日米それぞれに探索的因子分析を実施し、

両者に共通負荷を持つ項目のみを抽出した。

その結果、21 項目からなる 5 つの共通因子

（環境、専門職間の対立、協調的コミュニ

ケーション、役割の明確化、クライエント

／地域中心のケア）が抽出された。英語版

にのみ、2 因子に共通負荷を持つ 1 項目が

出現したが、臨床的意義を検討し削除しな

かった。 

c) 信頼性 

VAS とのピアソンの相関係数は、日本

0.66、米国 0.80 (ｐ＜0.001)とチームへの満

足度との高い相関が示され、チームへの満

足度との同時的妥当性が示された。次に、

内的一貫性に関しては、米国では 5 因子す

べてにおいて 0.70 以上を示したが、日本で

は 2 因子で 6,92、6.65 と基準として示され

る 0.70 を下回った。しかし、項目数の少な

さを考慮した結果、本評価尺度は十分な内

的一貫性を有すると考えられた。日本語版

では、再検査信頼性を検討し級内相関係数

は 0.84 と高い相関を示し、再検査信頼性が

確認された。 

考察および結論 

 以上の結果から、日本語版改訂 CPAT は

精神科領域における多職種チーム医療の機

能水準を測定するための妥当性および信頼

性を有する評価尺度と考えられた。 

参考文献 

  本文中記載 
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分担研究報告書 

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 終目的としている。第一段階と

して、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。その結果、

聴覚よりも視覚刺激の方が課題への集中度

が高まり、反応の振幅が大きくなることや、

単純な運動課題がより集中度を高めること

ができることなど、適正な実験課題を開発す

るにあたっての基盤を確立した。 

方法 

平成 25 年度は前年度の結果を踏まえたう

えで、情動を喚起させるような刺激画像と

Go／Nogo 課題を組み合わせた実験モデルを

作成し、注意機能および衝動行動が ERP を

中心とした生理反応によって客観的に評価

できるのかに焦点を当てて実験を行った。な

お、情動を喚起する視覚刺激としては、標準

化されている IAPS（International Affective 

picture System）を用いた。 

◆実験課題 

 Go／Nogo 課題を用いた表情刺激（怒り）

と中性刺激に対する生理的反応 

◆心理検査項目：質問紙 

(1) BIS -11 (Barratt Impulsiveness Scale) 

(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 

課題中の ERP 成分は、negative な刺激画

像では P2および P3の振幅が有意に大きく、

Nogo 試行の場合には Go 試行と比較して

P3 の振幅が有意に大きくなることがわか

った。また、P3 の振幅が大きいほど、行動

抑制に関係した衝動性尺度とされる BIS 得

点が低くなることもわかった。 

結論 

上記の結果から、ERP の比較的初期の成

分のうち、P3 は個人の行動を抑制する機能

に関係している可能性が高く、さらにその

個人が罰や報酬によってどの程度影響され

やすいかについても客観的に予測できる可

能性が示唆された。ただし、本研究は実験

サンプル数十分でなく、情動刺激の感度に

個人差があるという点でも限界がある。来

年度はこれらの限界点を解消するとともに、

より初期の ERP 成分である P1,N2 や、実

際の行動指標となるエラー数との関係から

も解析を進め、より自動的な反応から衝動

性を客観的に測定できるような指標を開発
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できるよう取り組んでいく予定である。 

参考文献 

Jacobo Albert, Sara López-Martín, Luis 

Carretié: Emotional context modulates 

response inhibition: Neural and 

behavioral data. Neuroimage 49, 

914-921,2010 

Matthew R. G. Brown, R. Marc Lebel,  

Florin Dolcos al et: Effects of emotional 

context on impulse control. Neuroimage 

63, 2012 
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分担研究報告 

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。 

触法精神障害者向けのプログラムを開発

するためには、効果検証のための尺度が不

可欠である。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。中でも犯

罪親和的思考の簡便なアセスメントツール

は本邦には無いため、本分担研究では初年

度に犯罪親和性尺度(Criminal Sentiments 

Scale-Modified：CSS-M）（Simourd & van 

de Ven, 1999）の日本版を開発した。 

研究 2 年目は、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

療法を開発する準備として、以下の 3 つの

研究を実施または開始した。 

まず、効果測定のためのツール開発を進

めるために、初年度に開発した CSS-MJ の

判別妥当性を検討した。 

さらに、個別の対象者に適した認知スキ

ルプログラムの密度を決定するためには、

リスクアセスメントツールが必要であるた

め、触法障害者の問題行動の短期的リスク

ア セ ス メ ン ト ツ ー ル Structured 

Assessment of Risk and Treatability

（START）（Webster et al.,2006）の日本版

開発を開始した。 

そして、本研究の 終成果物となるべき.

向社会的認知スキルプログラムである

Reasoning Rehabilitation 2 for Youths 

and Adults with Mental Health Problems

（R&R2MHP）(Yip et al., 2013)の日本版

開発を開始した。 

方法 

1. CSS-MJ の判別妥当性の検討 

前年度に使用した男性受刑者の CSS-MJ

データを、非受刑者男性の CSS-MJ データ

と比較した。 

非受刑者のデータについては、精神保健

研究所開催の司法精神医学セミナーの場に

おいて、参加者に対して休憩時間に調査目

的を説明した上で、CSS-MJ への回答を、

無記名で求めた。参加は任意であった。 

受刑者と非受刑者の CSS-MJ スコアの平

均値の差の検定をすると共に、判別効率性

については、曲線下面積（AUC）を求めた。 
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2. START の日本版開発 

現在までに以下の作業を進めた： 

① START 原著者との日本版作成契約を

結んだ 

② START マニュアルの翻訳を行った 

③ 平成 26 年度より、社会復帰調整官を研

究協力者とした START の信頼性・妥

当性の検討研究を開始するため、研究

計画について保護局と協議を開始した。

研究協力者を募集する準備として、希

望する社会復帰調整官に START 評価

のための研修を実施した。 

3. R&R2MHP 日本版の開発 

 現在までに以下の作業を行った： 

① 平成 24 年度に結んだ版権契約に基づ

き、R&R2MHP マニュアルの日本語訳

を作成した。 

② 分担研究者（菊池）が、原著者（Susan 

Young）によるインストラクタートレ

ーニングとスーパービジョンを受講し

た。 

結果 

1. CSS-MJ の判別妥当性の検討 

566名の男性受刑者と44名の非受刑者男

性の CSS-MJ スコアを比較した。男性受刑

者と非受刑者の年齢、教育歴には有意な差

はなかった。 

受刑者の CSS-MJ スコア（M=32.45, 

SD=23.16）は、非受刑者のスコア（M=23.16，

SD-8.05）よりも有意に高得点であった

t(53.35)=-6.34, p<.001. 

受刑者対非受刑者の CSS-MJ スコアの

ROC 曲線の曲線下面積（AUC）は .71

（95%Cl［.64，-.77］, p<.001）であった。 

2. START の日本版開発 

社会復帰調整官を研究協力者とした

START の信頼性・妥当性の検討研究の研究

計画について、保護局と共同研究として、

国立精神･神経医療研究センターの倫理審

査委員会に申請を行い承認を得た。 

3. R&R2MHP 日本版の開発 

 分担研究者（菊池）が、原著者（Susan 

Young）によるインストラクタートレーニ

ングとスーパービジョン（2013 年 12 月

12-14 日）を修了し、日本における

R&R2MHP の普及権を得た。 

Ⅳ 考察 

1. CSS-MJ の判別妥当性の検討 

CSS-MJ は尺度として充分な一次元性、

及び再検査信頼性、併存的妥当性を持つこ

とが前年度の研究から示されていたが、さ

ら に 今 年 度 は 、 許 容 可 能 な レ ベ ル

（AUC>.71）の判別妥当性を持つことが示

された。 

2. START の日本版開発 

 研究３年目（平成 26 年度）には、START

の予測妥当性についてのデータ収集を開始

する。 

3. R&R2MHP 日本版の開発 

 研究３年目には、R&R2MHP 翻訳版につ

いて、原著者との連携をとりながら、本邦

の医療観察法制度において利用可能なよう

に、文化や法制度の違いに配慮した修正（図

版の入れ替えや語句の修正等）を行って日

本版を完成する。また、普及の為の標準的

研修方法を確立する。 

Ⅴ 結論 

CSS-M は、男性受刑者において、充分な

信頼性（信頼席係数、再検査信頼性）・妥当

性（併存的妥当性、判別妥当性）を持つこ

とが示された。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

を満たしており、向社会的認知スキルプロ
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グラムの効果測定に使用することが可能で

ある。 

触法精神障害者向けのリスクアセスメン

トツール START と、向社会的認知スキル

プログラム R&R2MHP の日本版開発を進

めていく必要がある。 

参考文献： 

1) Simourd D. J., van de Ven J.: 

Assessment of criminal attitudes: 

Criterion-related validity of the 
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3) V. C. Y. Yip, G. H. Gudjonsson, D. 

Perkins, A. Doidge, G. Hopkin and S. 

Young: A non-randomised controlled 

trial of the R&R2MHP cognitive skills 

program in high risk male offenders 

with severe mental illness. BMC 

Psychiatry, 13;11,2013 

4) C. D. Webster, T. L. Nicholls, M.-L. 

Martin, S. L. Desmarais and J. Brink: 

Short-Term Assessment of Risk and 

Treatability (START): The Case for a 

New Structured Professional Judgment 

Scheme. Behavioral Sciences & the 

Law,.24; 747-746,2006. 
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分担研究報告書 

「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

されている可能性もあると考えられる。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 

複数の課題を並行して行ったため、課題別

に方法を示す。 

(1) 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検討 

1) LDSQ 

昨年度は、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た。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、精神保健の専門

家ではない人たちにも利用可能な簡便な

ツールである。 

今年度は、LDSQ について日本語改訂

版を作成し、その日本での利用可能性につ

いて検討を行った。具体的には、LDSQ

の日本語改訂版について、態度チェックリ

ストの第 2 回調査時に並行して、身柄拘束

中の被疑者 394 に関する調査を行ない、

その妥当性に関する分析を行った。 

現在、心理検査の開発に協力いただく知

的障害者に対しても並行して調査を開始

した。来年度も継続して調査協力者に協力

を求め、その結果を、別研究で収集した知

的障害を有さない成人男性 100 名、成人

女性 100 名の計 200 名の調査結果をコン

トロール群として比較し、知的障害の識別

ツールとしての妥当性の検討を行う予定

である。 

2) HASI 

オーストラリアの Susan Hayes 教授が

開発した HASI（Hayes ability screening 

index）についても検討を行った。HASI

は、精神保健の専門家でない人たちが実施

する簡易心理検査として開発されたもの

であり、経歴を聴取した上で、逆唱、パズ

ル、時計描画を実施し、スコアを算出する

ものである。 

昨年度は、関連文献や関連情報を収集し、

HASI の日本語改訂版を作成した。 

今年度は、心理検査の開発に協力いただ
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く知的障害者に対して並行して調査を開

始した。 

来年度も継続して調査協力者に協力を

求め、その結果を、別研究で収集した知的

障害を有さない成人男性 100 名、成人女

性 100 名の計 200 名の調査結果をコント

ロール群として比較し、知的障害の識別ツ

ールとしての妥当性の検討を行う予定で

ある。 

 

(2) 態度チェックリストの開発 

昨年度に、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。 

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 

回収された調査票のうち前記の基準に

合致した健常者 188 人、知的障害者 199

人の計 387 人分の調査票を分析対象とし

た。簡便な使用という用途に合わせ、順位

相関係数を基準に抽出した 10 項目に基づ

くチェックリスト形式の検討とロジステ

ィック回帰分析による検討を行ない、それ

ぞれROC分析を用いて予測力についての

検討を行ない、十分な予測力のあるモデル

がえられた。 

今年度は、第 1 回目調査の分析結果の妥

当性を検証することを目的として、これら

の結果有効とされた項目を用いて第 2 回目

調査を実施した。調査対象者や調査の方法

は、第 1 回目と同様である。第 2 回目調査

では、態度チェックリストの項目に加え、

新たにLDSQ日本語改訂版を調査項目に加

えた。 

平成 24 年 12 月から平成 25 年 5 月に調

査を実施し、回収された調査票のうち前記

の基準に合致した健常者 189 人、知的障害

者 205 人の計 394 人分の調査票を分析対象

とした。第 1 回調査の結果識別の 適地と

して得られたカットオフポイントを用いて、

対象者の分類を行ない、予測適中率、陽性

適中率、陰性適中率を算出した。また、こ

のモデルの予測力を検討するために ROC

分析を行い AUC の検討を行った。 

分析結果については、早稲田大学で開催

された第 3 回アジア太平洋発達障害学会
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（IASSID）に出席し、態度チェックリスト

と LDSQ の分析結果について発表し、関連

領域の研究者と情報交換を行った。 

 

(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、精神保健の専門家でない者で

も実施可能な簡易心理検査として原案を

作成し、知的障害を有する調査協力者に対

する予備調査の結果をふまえ、原案を確定

した。 

簡易心理検査の原案について、知的障害

を有する調査協力者に対して調査を開始

した。調査協力者に対しては、簡易心理検

査の原案に併せて、基準関連妥当性をみる

ために WAIS-Ⅲ（ウェクスラー式知能検

査）、LDSQ 日本語改訂版、HASI 日本語

改訂版を実施したほか、面接場面における

日宇誘導性を測定する GSS2 日本語改訂

版を実施した。 

来年度も継続して調査協力者に協力を

求め、情報を収集する予定である。現在、

別研究で収集した知的障害を有さない成

人男性 100 名、成人女性 100 名の計 200

名の調査結果を整理中であり、来年度は、

そのデータをコントロール群として、知的

障害の識別に有用な変数の検討を行う予

定である。 

 

(4) 対象者の脆弱性に関する心理検査法の

検討 

イギリスの Gudjonsson 教授が開発し

た面接場面における被誘導性を測定する

ための心理検査 GSS2 （ Gudjonsson 

Suggestibility Scale 2）の日本語改訂版を

作成した。この検査法は必要なトレーニン

グを受けた精神保健の専門家が使用する

ことのできる検査法であり、英国では法廷

で鑑定結果として報告されることのある

ものである。 

今年度は、簡易心理検査の調査協力者に

対して、並行して調査を開始した。来年度

も継続して調査協力者に協力を求め、日本

語改訂版の知的障害者の結果を、別研究で

収集した知的障害を有さない成人男性

100 名、成人女性 100 名の計 200 名の調

査結果をコントロール群として、被誘導性

（suggestibility）について検討するとと

もに、この検査の日本語改定版の妥当性に

ついて検討する予定である。 

 

【倫理的配慮】 

 態度チェックリストの調査については、

担当部局が審査の上、指定の手続きに従い、

対象となった警察官に業務として取り組ん

でもらった。他の課題については、いずれ

も科学警察研究所の倫理審査委員会の承認

を得て行った。また、すべての課題で得ら

れた情報の取り扱いは、部内の内規に従っ

て行った。 

 

結果 

(1) 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検討 

1) LDSQ 

LDSQ の日本語改訂版について、取調べ

官が自身が担当した身柄拘束された被疑

者に対して評価した結果を、マニュアルに

基づいてスコアリングを行った。対象者の

所属するグループ（健常者、知的障害者）

を外的基準として対象者のスコアの合計
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について ROC 分析を行った。マニュアル

に示される英国の基準に従った分類（カッ

トオフポイントが 47％）では 58.1％と適

中率が低かったため、ROC 分析で も識

別力の高いカットオフポイントを検討し、

86％をカットオフポイントとした（86％

未満であれば、知的障害と推定される）。

この場合の適中率は 82.4％（陽性適中率

86.6％、陰性適中率 78.8％）であり、

ROC-AUC は 0.83（標準誤差=0.02、

95%CI：0.78－0.87）であった。この結果

は、カットオフポイントを変更した LDSQ

日本語改訂版が知的障害の有無を識別す

るために高い予測力をもつことを示して

いた。 

今後は、言語が異なるため読みや書きの

項目の修正の検討を行うことや、異なる対

象者でその妥当性を検証する必要があり、

来年度の課題である。 

 

 

 

2) HASI 

現在、調査を実施中であり、来年度に分

析を行う予定である。 

 

(2) 態度チェックリストの開発 

第 1 回目調査及び第 2 回目調査におい

て、10 項目の 3 段階評価（該当しない、

該当する、顕著に該当する）による態度チ

ェックリストを用いて知的障害の有無を

識別した。 

第 2 回調査のデータに基づき、態度チェ

ックリストのグループ別の平均得点を比

較すると、健常者で 1.34（SD=2.30）、知

的障害者で 7.81（SD=4.86）であった。

態度チェックリスト得点の分布について、

独立サンプルによる Mann-Whitney の U

検定を行った結果、知的障害者（中央値=8）

と健常者（中央値=0）の 2 群の得点には

有意な差が認められた（Mann-Whitney 

U=34649.50, p<.001） 。 

また、知的障害者と健常者の双方のヒッ

ト率を 大にする分類として第 1 回調査

で見いだされた得点 3 をカットオフポイ

ントとした場合（3 以上を知的障害者と推

定する）の適合率は 83.2％（陽性適合率

82.9％、陰性適合率 83.6％）であり、そ

の場合の推定と実際のクロス表は表の

survey2 のとおりになった。第 2 回調査に

お け る 態 度 チ ェ ッ ク リ ス ト 得 点 の

ROC-AUC は図に示したとおり 0.92（標

準誤差 0.14、95%CI：0.89-0.95）と高く、

2群の識別によるROC-AUCでも 0.83（標

準誤差=0.02、95%CI：0.79－0.87）と高

い値を示しており、第 1 回目調査同様、高

い精度で推定できた。また、10 項目の尺

度に関する信頼性係数 αは 0.90 であり、
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高い内的整合性をもつ尺度であるといえ

た。 

第 2 回調査における 10 項目版の推定の

エラーについて、同年代の人たちと比較し

た際の対象者の知的レベルに関する警察

官の主観的評価（9 段階評価）の情報を用

いて確認を行った。次の図に示すように、

対象者 2 分類（健常者、知的障害者）と推

定結果 2 分類（正しく推定、誤って推定）

の組み合わせによる 4 分類で知的レベル

の 9 段階評価は異なっていた

（F(3)=139.262、p<0.001）。また、多重

比較（Tukey 法）を行った結果、知的障

害者群と誤って推定された健常者の人た

ちの評定値は、正しく推定された健常者の

人たちの評定値に比較して低かった

（p<0.05）。また、健常者群と誤って推定

された知的障害者の人たちの評定値は、正

しく知的障害者群と推定された知的障害

者の人たちの評定値よりも高かった

（p<0.05）。さらに、誤って知的障害者群

と推定された健常者の評定値と、誤って健

常者と推定された知的障害者の人たちの

評定値には差が認められなかったことか

ら、これまでに知的障害に関する公的サー

ビスを受けたことのない「健常者」と見な

された人の中にも、公的サービスを受けた

ことのある知的障害者と同様の配慮の必

要な人たちが含まれている可能性がある

ことを示唆している。また、知的障害者の

人たちを健常者群と推定した場合には、同

年代の人たちと比較した場合の知的レベ

ルに関する警察官の主観的評価の結果は、

正しく推定された知的障害の人たちに比

較して高かった。このことは、10 項目の

チェックリストで知的障害のスクリーニ
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ングを行うことの限界を意味しており、さ

らに知的能力を測定するための簡便な心

理検査の必要性を示唆するものである。 

以上の結果は、面接の比較的早い段階で

評価できる項目を用いて、識別力の高い妥

当性のあるチェックリストを作成できた

ことを示している。現在、論文作成作業中

であるが、このチェックリストを警察官や

検察官を対象とした研修の中で用いるこ

とを開始した。警察官や検察官などの司法

関係者がこのチェックリストについて知

識を持つことにより、早い段階で知的障害

の存在に気づくことが可能になれば、司法

過程の早い段階において対象者に対して

必要とされる配慮をおこなうことが可能

となると考える。 

 

(3) 簡易心理検査の開発 

今年度までに、簡易心理検査法の開発の

ための調査を開始し、26 名の知的障害者

に対して調査を実施した。簡易心理検査法

の実施に併せて基準関連妥当性を検討す

る た め の WAIS Ⅲ （ Wechsler Adult 

Intelligence Scale Ⅲ ） や LDSQ

（ Learning Disability Screening 

Questionnaire）、（HASI（Hayes Ability 

Screening Index）、を実施した。来年度に

実施数を増やした上で、一般成人のデータ

との比較検討を行う予定である。 

 

(4) 対象者の脆弱性に関する心理検査法の

検討 

1) GSS 

今年度までに、26 名の知的障害者に対

して調査を実施した。来年度に、別研究で

収集した一般成人男女約 200 名のデータと

の比較検討を行う予定である。 
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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

リティカルパスを示すことを目指す。 

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、精神科医療における治療同意能力

と事前同意をトピックとして扱うことにし

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

能力と事前指示 Advance Directive（AD）

についての既存論文等をレビューし、また

具体的な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、精神科医療にお

け る 事 前 指 示 Psychiatric Advance 

Directive（PAD）の確認、および治療同意

能力の評価を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、具

体的に治療同意能力の評価法と事前指示に

関する確認方法の原案を作成した。 

 

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

目的にそった研究が行われ一部は論文とし

ても報告された。 

本分担班がトピックスとして取り組んだ

治療同意と事前指示については以下の原案

をまとめた。 

（１）治療同意能力の評価 

昨年の研究で概観した具体的なツール

（ 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)）を参考にしつつ、より簡便

であること、精神科医療に特化することを

条件として具体的な評価のためのスキーム

の原案「精神保健医療救急時の同意評価ス

キーム Competency Assessment Scheme 

for Mental Health Emergency（CASME）」

を作成した。とくに治療同意の 4 つの側面
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（理解、評価、判断、表明）に注目し、以

下のような構造にした。 

（A）説明と同意を試みた事項の特定 

（B）確認、評価の実施 

（B-1）意思疎通の能力 

（B-2）説明内容への現実的・具体的理解 

（B-3）意志表示の有無と内容 

（B-4）意志表示された内容の合理性 

（C）総合的な判定 

（C-C）同意能力 

（C-R）同意能力の回復可能性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲CASME（案）の一部 

 

（２）精神科事前指示の確認 

医療の事前指示 Advance Directive とし

て もよく知られているのは、将来的に医

療に関する意思決定をする能力を失う可能

性がある人がその事態を事前に想定して、

意思決定内容を記しておくものである。 

精 神 科 医 療 に お け る 事 前 指 示

Psychiatric Advance Directive （PAD）

では、もっぱら、将来、病状が悪化して急

に治療の変更をしなければならなくなった

ときを想定している。その障害の特殊性か

ら病状が悪化したときというのは、一時的

にでも治療への同意のためのプロセスを普

段のように進めることが難しくなるからで

ある。 

この PAD が実際に利用される場合、そも

そも PAD をどのように位置づけ、どのよう

に扱うのか、そこに書かれていることがど

れだけ実質的な効力をもつのかといったこ

とを定める法律整備が行われている必要が

ある。 

ここが日本において PAD を進めるうえ

での一番の問題となる。そこで今回は検討

の結果、PAD のように法的な書類としてで

はなく、その前の段階にある「本人の気持

ちの確認」を主眼に置いた書式を作成する

ことになった。議論をへて、「精神医療緊急

時の事前指示の覚書 Letter of Intent for 

Mental Health Emergency（LIME）」が提

案された。 
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考察 

これまでにも精神医学における医療同意

の評価や事前指示の確認については議論は

あったが、なかなか実用的なツールの開発

には至っていない。今回の開発作業により、

同意能力評価方法と事前指示の確認方法、

それぞれの原案が策定された。次年度には

臨床の場において実際に試用をするなどし

てその有用性、実効性について検証を進め

ることを計画している。 

 

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。次年度は 終年度にあた

るので、各分担研究班から示される具体的

なプロダクトを総括し、それらが臨床の現

場や社会で活用される具体的な構図を示す

予定である。 
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