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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 
 

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

透させることを目的として、３年間行って

きた。 

各分担研究は、司法システムから医療シ

ステムへの流れにそって【課題１】～【課

題７】を設定した。流れと具体的課題は次

の通りである。 

【課題１】問題行動、触法行為、犯罪など

をして、あるいはそう疑われて、司法シス

テムに入り、捜査機関での扱いをうける。

そのなかに精神障害などが原因となってた

とえば取調べの状況に脆弱な人がいるとす

ればできるだけ想起に見つけ出し、適切な

対応をする必要がある。 

【課題２】司法システムのなかで精神障害

やその疑いがあることに気づかれると、刑

事責任能力についても検討する必要が出て

くる。そして精神鑑定が行われることがあ

るが、精神鑑定の質のばらつきの問題や精

神鑑定を法的判断の資料としてどのように

利用するのが適切なのか未整理である。 

【課題３】責任能力の減退などを理由にし

て精神医療へのダイバージョンが行われた

ケースについては治療が行われることにな

る。その際には、できるかぎり多面的で客

観的なリスク・アセスメントをもとにした

ケースフォーミュレーションを行い、これ

にもとづいたリスク・マネジメント計画が

立てられなければならない。 

【課題４】医療観察法の医療が実際、どの

ように運用されているのか、施設間や地域

間の格差はないか、それは経時的にどのよ

うに変化しているかといった点について検

証するためには、その基礎データが必要不

可欠である。年間で３５０件程度新規申立

がある医療観察法のケースについて全国悉

皆で調査をおこなう必要がある。 

【課題５】実際の治療や支援では、上記の

ようなリスク・マネジメントの視点をもと

に、認知行動療法などの手法を積極的に活

用した具体的な治療プログラムが必要であ

る。 

【課題６】治療の実践にあたっては複数の

領域にまたがる多職種の専門家が協働し効

果をあげなければならない。しかしこのと

きにただ複数の職種が集まったということ

で多職種協働というのは間違っている。多

職種協働が、具体的にどのように行われ、

どのような効果をあげているのかを確認し、
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どのようなものが目指されるべきであり、

実際にどこまでそれが達成されているのか

といったことを客観的に評価する手法を確

立する必要がある。 

【課題７】各種の治療が実践されるなかで

は（とくに治療が強制的に行われる際にも）、

できるかぎり本人の意思を尊重するべきで

ある。したがって本人の同意能力の客観的

な評価が必要であり、その実践の方法を確

立し、また同意や希望の確認の具体的な方

法についても整備する必要がある。 

 

以上のような７課題をそれぞれの分担研

究班に割り当てることにした。 

【分担班１】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） 

【分担班２】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） 

【分担班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） 

【分担班４】指定医療機関モニタリング全

国調査とこれに基づく均てん化策の推進

（藤井千代） 

【分担班５】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） 

【分担班６】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） 

【分担班７】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） 

 

より具体的には、この３年度間に以下の

ような成果物を示すことを目的とした。 

【成果物１】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 

【成果物２】責任能力鑑定実施と法曹によ

るその利用法の提案。 

【成果物３】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 

【成果物４】医療観察法指定入院医療機関

で行われている医療に関する全国悉皆デー

タの収集と解析 

【成果物５】他害行為に注目した認知行動

療法 

【成果物６】他害行為をした者を地域で治

療をしていく多職種協働のシステム、およ

びそうしたシステムのフィデリティ評価法 

【成果物７】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 

  

このように極めて実践的な視点から立ち

上げられたのが本研究班なのである。 
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２．研究組織 

 

主任研究者  

岡田 幸之 NCNP 精神保健研究所 

  

分担研究者 順不同 

安藤久美子 NCNP 精神保健研究所 

菊池安希子 NCNP 精神保健研究所 

藤井 千代 NCNP 精神保健研究所 

平林 直次 NCNP 病院 

安田 拓人 京都大学法学研究科 

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 順不同、（数字）は参加年度 

藤井 千代 NCNP 精神保健研究所（2）

津村 秀樹 〃（1,2,3） 

河野 稔明 〃（2,3） 

曽雌 崇弘 〃（3） 

野田 隆政 NCNP 病院（1,2,3） 

新井 薫  〃（1,2,3） 

高野 歩  〃（1,2,3） 

熊地 美枝  〃（1,2,3） 

大迫 充江  〃（1,2,3） 

三澤 孝夫  〃（1,2,3） 

三澤 剛  〃（1,2,3） 

梁瀬 まや  〃（1,2,3） 

朝波 千尋  〃（1,2,3） 

中澤佳奈子  〃（1,2,3） 

大町 佳永  〃（2,3） 

今村 扶美  〃（2,3） 

齊藤 聖  〃（2,3） 

冨澤 涼子  〃（2,3） 

柏木 宏子  〃（2,3） 

蟹江 絢子  〃（2,3） 

正木 智子  〃（2,3） 

山口 しげ子  〃（2,3） 

出村 綾子 〃（1） 

大町 佳永 〃（3） 

佐藤 るみ子 小諸高原病院・看護部

（1,2,3） 

國吉美也子 播磨社会復帰促進センタ

ー（2,3） 

芹山 尚子 北陸病院（1,2,3） 

柏木 宏子 熊本大学大学院生命科学

研究部神経精神医学分野

（3） 

黒田 治 東京都立松沢病院・精神科

（2,3） 

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

（1,2,3） 

横田 賀英子  〃  （1,2,3） 

大塚 祐輔  〃  （1,2,3） 

小野 修一  〃  （2,3） 

平間 一樹  〃  (3) 

倉石 宏樹 滋賀県警察本部刑事部科

学捜査研究所（1,2,3） 

山本 麻奈 府中刑務所分類審議室(2) 

長沼 洋一 東海大学 (3) 

佐藤 真由美 国立療養所多摩全生園(3) 

佐々木 理歌 恵比寿カウンセリングル

ーム Seeds（2） 

熊谷 珠美 東京都スクールカウンセ

ラー（2） 

北村 雅子 川越心理研究相談室（2）

  

（NCNP：独立行政法人国立精神・神経医療

研究センターの略） 

 

  



4 
 

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。３年度間にあげること

ができた成果、研究要旨は次のとおりであ

る。 

 

（１）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） 

刑事司法の実務家は、精神医学や心理学

の専門家ではないため、知的障害などの脆

弱性を見分けることは難しく、障害が見逃

されてしまう可能性があることが、多くの

研究で指摘されている。 

脆弱性の高い対象者に必要とされる配慮

を提供することを可能とするためには、刑

事司法の比較的早い段階で、警察官でも実

施可能な知的障害者のスクリーニングツー

ルを開発することが必要である。本研究で

は、高い識別力を持つ態度チェックリスト”

N2-BIAS(NRIPS ＆ NCMH’s Behavioral

 Index for Ability Screening) ”及び簡易

心理検査”N2-FAST (NRIPS ＆ NCMH’s 

Forensic Ability Screening Test) ”を開発

した。 

また、欧米で標準化された検査（LDSQ,

HASI, GSS2）の日本語版についても妥当

性について検討を行った。 

これらの有用な知見については、異なる

サンプルでの結果の安定性を検討するなど

の作業を進め、エビデンスのあるツールと

して広く実務家に普及させる予定である。 

 

（２）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） 

責任能力の法的判断の基礎にある精神鑑

定の内容を均てん化し、その水準を向上さ

せるための方策として、精神鑑定の刑法・

刑事訴訟法における位置づけの再検討から、

精神医学の本分にその役割を限定されるべ

きことを論証するとともに、岡田の提唱す

る責任能力判断の８ステップの理論的基礎

を検討し、各ステップの内容をさらに具体

化した。 

 精神鑑定の内容は、当該精神症状が当該

犯行をもたらした影響に関する機序の分析

を、７つの着眼点との関連づけを行いなが

ら提供するものであり、法的・規範的判断

は、これを踏まえて、正常な精神機能によ

り当該犯行に至る衝動を抑制しえたかを、

犯行抑制への期待可能性の観点を踏まえて

なされるべきことになる。 

 

（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） 

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

の開発をめざし研究を行った。 

第一の研究としては、重大な他害行為を

行った者を対象とした疫学調査の結果から、

とくに自傷行為や他害行為等をひき起こし
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やすい要因について明らかにすることを目

的に分析を行った。その結果、たとえば「F1．

精神作用物質使用による精神及び行動の障

害」を主診断とする者では、通院処遇中に

「アルコール・違法薬物関連の問題」（残差

分析、p<.01）や「通院不遵守」（残差分析、

p<.01）といった問題行動が他の疾患に比べ

て有意に多いことのほか、性別や対象行為

別の分析においてもいくつかの有用な所見

が確認された。 

第二の研究としては、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を開発し、

主に行動抑制に関係する脳機能の解明に取

り組んだ。その結果、時間的圧迫条件下に

おいては、エラーを犯した時点の脳活動が、

直後のエラー修復過程を促進できないこと

や、エラー後第 2Go 試行で強固にエラー回

復過程が生起することなどが示された。 

今後は、こうした結果がどれくらい安定

性のある知見であるのかを検証したうえで、

医療や司法の現場にフィードバックさせて

いくことが可能であれば、暴力防止等の観

点からも、司法領域におけるリスクマネー

ジメントに大きく寄与するものと思われた。 

 

（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） 

医療観察法指定入院医療機関においては、

対象者の社会復帰を目的に、先進的な高度

専門医療が提供されている。しかしながら、

現在のところ、その内容は、一部の指定入

院医療機関で実施されている内省プログラ

ムを除けば、一般精神科的介入に偏ってお

り、司法精神科としての専門的アセスメン

トツールおよび他害行為に関連する要因を

ターゲットとしたプログラムが不足してい

る。本研究では、司法精神科のアセスメン

トとして有用な犯罪親和性尺度 Criminal 

Sentiments Scale Modified（CSS-M）およ

びリスクアセスメントツール Short-term 

Assessment of Risk and Treatability

（START）の日本版の信頼性・妥当性を検

証し、諸外国の司法精神科で他害行為別プ

ログラムに入る前にベースプログラムとみ

なされている Reasoning & Rehabilitation 

2 for Youths and Adults with Mental 

Haelth Problems (R&R2MHP)の日本版を

開発した。今後は、CSS-MJ、STAR-J、

R&R2MHPJ の普及をはかりたい。 

 

（５）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） 

本研究では、治療同意能力の評価法とし

て「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)」、患

者の自律性を尊重した治療を行うためのツ

ールとして「精神医療緊急時の事前指示の

覚書 Letter of Intent for Mental Health 

Emergency (LIME)」を提案してきた。

CASME に関しては、医療保護入院時の同

意能力評価としての利用可能性について検

証中である。LIME は、患者本人および医

療福祉従事者の意見に基づき改訂版を作成

した。LIME 作成にあたっては患者本人を

よく知るスタッフの援助があることが望ま

しいと考えられたが、LIME 作成自体がパ
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ターナリスティックな介入とならないよう

留意する必要がある。今後さらに検証を重

ね、臨床現場への普及を目指す。 

 

（６）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） 

文献的検討及び指定通院医療機関の調査を

通して、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、国立精神・神経医療研究センター病院

において実践した。 

日米における予備的研究により、多職種

チームの機能水準を測定する日本語版及び

英語版 CPAT-r (Collaborative Practice 

Assessment Tool-revised) を開発した。ま

た、日本語版 CPAT-r については、全国の

指定入院医療機関での施行を通してその妥

当性と信頼性を確認した。 

今後、日本語版 CPAT-r を用いて多職種

チームの機能水準に貢献する静的因子や動

的因子が同定され、質の高いチーム医療が

提供されることが期待される。 

 

（７）指定医療機関モニタリング全国調査

とこれに基づく均てん化策の推進（分担研

究者：藤井千代） 

医療観察法に基づく司法精神医療の開始

から約 9 年が経過した。今後制度そのもの

をよりよい方向に改正し、専門的医療の水

準の向上と均てん化を図るためには、継続

的にマクロの視点から制度をモニタリング

していくことが必要である。 

 本研究では、全国の医療観察法指定入院

医療機関全 30 施設に調査協力を依頼し、訪

問により対象者のデータを収集した。平成

26 年 11 月末日時点でデータ収集が完了し

ていた 22 施設の全対象者について、基本属

性、在院期間に関して集計を行った。対象

者の基本属性は先行研究とほぼ同様であっ

た。退院者の約 7 割は在院期間が標準とさ

れる 1 年半を超過しており、今後悉皆デー

タの分析により、在院期間延長の要因等に

つき詳細に検討する必要がある。 

 

以上の研究成果として、学会発表、論文

発表、および著書として出版されたものは、

以下のとおりである。 

（発表近年順、著者・発表者名によるアル

ファベット順、下線は研究代表者、および

分担研究者） 
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14 Meeting，Poster Session2，Nara，

Japan，2014/10/16-18. 

2. Kikuchi A, Ozaki S, Kuniyoshi M, 

Ando K, Okada T：Reliability and 
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Criminal Sentiments Scale Modified．

The 4th Asian Cognitive Behavior 

Therapy (CBT) Conference, Tokyo, 

2013.8.23-24． 

3. Kikuchi A, Naganuma Y, Ando K, 

Okada T：Characteristics and Length 

of Stay of Patients Admitted to 

Forensic Units in Japan．The 13th 

International Association of Forensic 
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Mental Health Services, MECC 

Maastricht, Maastricht, Netherlands, 

2013.6.18. 
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sychology-Law Society conference, 2

013.3.7-9 
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分析結果から－．第 110 回日本精神神
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奈川，2014.6.26. 

2. 平林直次: 医療観察法による医療－厚
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み, 田島美幸, 伊藤正哉, 吉川大輝, 船

田大輔, 堀越勝, 野田隆政, 平林直次: 

多職種チームによる認知行動療法の臨

床実践の試み. 第 27回日本総合病院精

神医学会総会, 茨城, 2014.11.28 

4. 中澤佳奈子，安藤久美子，淺野敬子，
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る検討．第 110 回日本精神神経学会学

術総会，パシフィコ横浜，神奈川，

2014.6.28. 

5. 渡邉和美，和智妙子，横田賀英子，小

野修一: グッドジョンソン被暗示性尺
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た検討－，日本心理学会第78回大会，2

014.9.10-12 

6. 渡邉和美，和智妙子，横田賀英子，小

野修一，大塚祐輔，安藤久美子，岡田

幸之: 知的障害者における被暗示性の

検討－グッドジョンソン被暗示性尺度
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7. 福田敬，菊池安希子，長沼洋一，三澤
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8. 菊池安希子：司法精神科における認知

行動療法．日本心理学会公開シンポジ

ウム「医療現場における心理学－認知

行動療法が切り開く地平」（シンポジ

スト），東京大学  駒場キャンパス 

21KOMCEE レクチャーホール，東京，

2013.10.20 

9. 菊池安希子，長沼洋一，三澤孝夫，福

田敬，津村秀樹，安藤久美子，岡田幸
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之：東京都の常勤精神保健指定医の医

療観察法通院医療に関する意識調査，

第 9 回日本司法精神医学会大会，東京，

2013.5.31. 

10. 岡田幸之: 刑事精神鑑定の実際．第 32

回日本社会精神医学会，熊本，2013.3.7. 

11. 津村秀樹，安藤久美子，中澤佳奈子，
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する研究．第 33 回日本社会精神医学会，

2013.3.11. 
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技術社会論学会ワークショップ. 東京

工業大学, 東京, 2013.11.17. 

 

＜和文論文＞ 

1. 安藤久美子 , 中澤佳奈子 , 淺野敬子 , 

津村秀樹, 長沼洋一, 菊池安希子: わ

が国における触法精神障害者通院医療

の現状－2005～2013 年の全国調査の

分析から－. 臨床精神医学, ア－クメ

ディア 43(9): 1293-1300, 2014  
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