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9月といえば防災の日、重陽の節句に続く10日の世界自殺予防
デーとその後の自殺予防週間と、当研究所にとって意義深い月です。
2006年に自殺対策基本法が公布施行、翌年「自殺総合対策
大綱」が策定され5年が過ぎました。大綱見直しの時期に当た
り、精研自殺予防総合対策センターでは、昨年来、関連学会か
らのご意見を集約し、専門家間で幾多の議論を重ね、パブリッ
クコメントを頂くなどして大綱改正への提言をまとめました。そし
て、6月11日当センター樋口総長が、中川正春内閣府特命担当
大臣（自殺対策）に提言書を提出しました。
“新しい大綱”は、長年、様々な場における活動で集積された
知識や経験を活かし、各自必要なことを選択して、対策すべきで
あるとされています。8月28日閣議決定され、当面の施策の指針
として機能することになりました。本文は30ページほどですので
ご一読下さい。（http://www8.cao.go.jp/jisatsutaisaku/taikou/pdf/
20120828/honbun.pdf）

親しい人の自殺で、痛みを抱えて暮らしてきた人と、自殺なんて関係
ない！と思っていた人が、「誰も自殺に追い込まれることのない社会の
実現」というキーワードで語り合える時代が近づいてきたと感じます。

この夏訪れたフィレンツェには、ルネサンス最初の建築家であ
るフィリッポ・ブルネレスキが1420年頃設計した世界初の孤児
院があります。この孤児院の一角は、博物館として公開されてお

り、建物の外壁の柱
の上には子ども達の
凛 し々い姿がレリーフ
に刻まれ、建物の奥
まった所には静かな
礼拝堂がありました。
ルネッサンスの画
家フィリッポ・リッピに
よる聖母子像はじめ、
絵画が展示され、孤児院の歴史、病院の機能を思わせる新生
児室、ペストと闘うための医務室があり、孤児を育てる乳母、
ナースとして集った女性が勉強し、結束して子ども達を育ててい
る様子を描いたセピア色の写真も掲げられています。孤児が施
設に引き取られた顛末が細かく記され、この孤児院で育った女
性の、当時を物語る静かな声がスピーカーから流れていました。
同じ建物の中に、現在も児童養護施設があり、社会経済的な
事情、虐待などのため、親のもとで育つことのできない子どもたち
が暮らしていると聞きました。15世紀に、孤児を引き取って養育し
ようという志をもった人がいたこと、孤児の記録が残されているこ
と、孤児院を運営発展させてきたこと、それらが現在に至るまで
活用されていることに、驚きと敬意の念を抱いた次第です。

子ども達の命を守ること、自殺に追い込まれない世の中を作る
ことは実は同じ事象であると感じます。命の重さは、過去から現
在、未来に語り継ぐべき事柄だということです。フィレンツェに流
れる歴史同様、日本の自殺対策の命脈をつなぐよう、高い志を掲
げて暮らす道を選びたいものと思います。

命の重さを語り継ぐ
所長室の窓から
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第13回発達障害支援医学研修
（～5日）
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摂食障害治療研修は今年で 10 回目を迎え、医師（精神科、
内科、小児科）、臨床心理技術者、保健師の計 23 名が受講
しました。
摂食障害は女性の数％が罹患し、男性も女性の 1/10 の頻度

で罹患します。回復には数年～ 10 年以上を要し、死亡例も少
なくありません。やせ願望、自己評価への体重・体型の過度の
影響などの中核病理に基づくやせや食行動異常などの特有の症
状に加えて、身体・精神科合併症など多様な病態を示し、経過
中に症状や病態が変遷すること、回復後も「生きづらさ」をか
かえて社会参加、復帰が困難であることが知られています。治療
や援助には専門知識・技能にもとづく粘り強い対応と、職種、
診療科、施設を越えた協力、自助グループ、家族会、地域の支
援施設、学校、企業などとの連携が求められます。
研修では総論の後、精神障害・パーソナリティー障害の合
併、身体的合併症・身体管理、小児の摂食障害、認知行
動療法、入院治療、自傷行為、アルコール・薬物などのアディ
クション、セルフヘルプ、家族療法と心理教育について、各
領域の第一線で活躍する講師による講義が行われました。知
識や情報の伝達のみでなく、回復過程にある当事者からの生

の体験談や、家族心理教育のロールプレイ、症例検討などの
実践的な講義も行われました。
参加者には、実際に摂食障害の診療や援助に携わる人が多く、
熱心に受講され、質疑も活発に行われました。自らの症例に具
体的な助言を求める受講者もいました。最後に日本摂食障害学
会理事長の切池信夫先生を交えての質疑応答と討論で締めくく
りました。10 年間の経験で練られたプログラムに、受講者全員
がアンケートで満足と回答されました。
摂食障害の診療従事者・施設や医療・社会資源は圧倒的に
不足しており、個 の々努力のみではとてもニーズに応えられない状
況です。研修が摂食障害の理解と治療・援助者間の連携を深め
ていく機会となり、
現状を変えていくた
めの一助になれば
と願っております。

（心身医学研究部室長
　安藤哲也）

第 10回摂食障害治療研修（8月28日～31日）
■ Information ■

『中高生のための メンタル系サバイバルガイド』
松本俊彦（自殺予防総合対策センター副センター長／薬物依存研究部室長）編

2012こころの科学 増刊号　日本評論社
本書は、今まさに思春期の激流にもまれて生きる中高生に宛てて書かれた、メンタルヘルスのための知恵と情
報が詰まった一冊です。30人の専門家（うち5人は精研の研究者、1人はNCNP病院の医師）や当事者が、「こ
ころとからだ」「リストカット」「摂食障害」「依存症」「親の問題」「くすり」「いじめ」「デートDV」「死」…といったテー
マで思春期のこころのもつれを解いていきます。中高生なら１つ２つはわが事として、あるいは友人を想って本
気で読むページが見つかるにちがいありません。執筆者自身の世界観も行間ににじみ、ティーンズに語りかけ
る言葉は力強く、どの文章もきらりとした個性を放っています。思春期のモヤモヤを受け止めきれないと悩む親
など、オトナにもおすすめです。

孤児院の外壁



◆ 研究部紹介 ◆

-はじめに、どのような研究をしているのか教えてください。
私たちの研究部は、「司法精神医学」を掲げる国内で唯一の公的研究機関であり、社会生活におけるさまざまな

課題に、精神医学と法律の 2つの視点から取り組んでいます。
精神科医療に直接かかわる法律には「精神保健福祉法」や「医療観察法 ( 心神喪失等の状態で重大な他害行為

を行った者の医療及び観察等に関する法律 )」などがあります。この研究部は、2003 年の医療観察法の制定に合わ
せて設置され、この法律にもとづいて患者さんに提供される治療・観察・指導等に関する研究を中心に行っています。
部内には、①精神鑑定研究室、②専門医療・社会復帰研究室、③制度運用研究室があります。医療には「診断」と「治

療」の二本の柱がありますが、その「診断」にあたる研究を①精神鑑定研究室が、「治療」にあたる研究を②専門医療・
社会復帰研究室が担当しています。また、医療観察法は、法務省・厚生労働省・裁判所の三者が管轄する制度ですが、
その制度全体がうまく働いているかを研究するのが③制度運用研究室です。

-医療観察法でいわれる「重大な他害行為」とか「心神喪失等」とはどのようなことですか？ 
「重大な他害行為」は、殺人、傷害（重いもの）、強盗、放火、強姦・強制わいせつ （いずれも未遂含む）の5つを指しています。
また、刑法 39 条では「心神喪失者の行為は、罰しない。心神耗弱（こうじゃく）者の行為は、その刑を減軽する。」

とされています。
でもこの 39 条に対しては「病気で刑罰を受けない人たちを何もせずに社会に帰してよいのか」という世間の疑問が、
当然、あるわけです。そこで、社会に帰すために国もそれなりの手立てをしましょう、ということで、この医療観察法
が作られました。

-そのような他害行為をするとき、誰でも通常の精神状態ではないのではありませんか？
確かに犯罪をするときにはたいてい、思考も感情も普通の状態ではありません。でも、それだ

けでは心神喪失・耗弱とは認定されません。心神喪失とは、精神に障害があり、かつ、そのため
に行動の善悪がわからなくなっていたり、正しい判断に従って行動できなかったりした場合
をいうのです。また心神耗弱は、心神喪失まではいかないけれど、著しく能力が損な
われていた場合をいいます。よく誤解されるのですが、たとえ精神に障害があっても、
あるいは治療が必要であっても、心神喪失・耗弱と判断されるとは限らないのです。
心神喪失・耗弱の最終判断は裁判所がします。精神鑑定は、あくまでもその参考資

料ですが、精度を上げて、全国どこで鑑定を行っても結果にばらつきが出ないようにす
ること（＝均てん化）は重要です。私たちの研究部では、厚生労働科学研究費補助金に
より『刑事責任能力判断のための精神鑑定書作成の手引き』を作って鑑定人や法律家
に広めるとともに、利用者の声をフィードバックして改良を進めています。

-刑法39条が適応されることになった患者さんは、その後どん
な経過をたどりますか。
　心神喪失・耗弱と判断されて受刑しない場合、あらためて裁判所で、
医療観察法による治療が必要か、もし必要であれば指定入院医療機
関（現在 28ヶ所）への入院か、保護観察所の指導を受けながら
指定通院医療機関（現在約 400ヶ所）への通院かを審判します。

国が法のもとに強制的に医療を施す
わけですから、慎重な手順を踏むの
です。
この制度で、現在入院、通院し
ているのは、それぞれ 600人くらい
です。私たちは、2005年の法施行
以降、全国の指定入・通院医療機
関の協力で調査を続けてきました。
その結果、たとえば、通院が始まっ
て1年までの間に自殺などのケース
が出やすいということが明らかにな
り、「10ヵ月～1 年の期間は慎重に
経過を見る必要がある」との提言を
行っています（右グラフ参照）。

-患者さんが「罪を償いたい」という気持ちになった場合、刑が執行されないことによって苦しむこと
はありませんか。
たしかに、一人では対処しきれないような後悔を抱くこともあります。それは自殺などにもつながる不安定な状態

とも言えます。一方で、自分のしたことを振り返ることができるようになったのは、病状が良くなってきた証拠ともい
えますし、加害者としてあるべき姿ともいえるかもしれません。しかし、せっかく振り返られるようになっても、うまく
整理できなければ再び同じような状況に陥ってしまうかもしれません。このようなことから認知行動療法などの専門
的治療をすすめながら、適切なかたちで事件やそれまでの生活を振り返ることが重要です。
以前は、重大な他害行為をきっかけに入院しても、その行為自体や行為に至ってしまうプロセスに焦点をあてた

治療が提供されることはありませんでした。医療観察制度が実現するなかで、対応できるようになったといえます。

-司法精神医学研究部の今後の研究について教えてください。
ナショナルセンターの研究成果は国民に還元されなければなりません。私たちの研究部の活動は“法律 ”という、生活を

していくための道具と密接に関係しています。たとえば、医療観察制度は医療の枠をこえた広い意味での地域社会との調整
なくしては成り立ちません。また精神鑑定の均てん化についても、2009 年から裁判員制度が始まり、一般の人たちも責任
能力を判断することになりました。ですから、私たちの研究成果も
医療現場を介した、いわゆる “ 健康 ” や “ 治療 ”といったかたち
に限らず、幅広く提供されなければなりません。
最近では、暴力的な対人関係に陥らないための治療プログ

ラムの開発を進めているほか、さらにさかのぼって、普段の生
活のなかで、人が対人関係で腹を立てるしくみ、その不快感
から攻撃行動に移るしくみなどを解明しようと、脳の機能検査
や心理検査などを多角的に行う研究にも着手しています。
このように私たちは多様な場面で役立つ研究を手がけてい
ます。そのために、医学に限らず、さまざまな領域の専門家と
の連携を進めています。そして何よりも、国民のニーズに応え
ることを忘れずに活動をしていきたいと考えています。

11

前列左より長沼洋一研究員、津村秀樹研究員、小松容子研
究員、後列左より、研究助手の三輪靖子さん、安藤久美子
室長、岡田幸之部長、菊池安希子室長

司法精神医学研究部のスタッフ

精神医学と法の接点に立つ研究
～司法精神医学研究部・岡田幸之部長に聞く～
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医療観察法による通院開始後
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より『刑事責任能力判断のための精神鑑定書作成の手引き』を作って鑑定人や法律家
に広めるとともに、利用者の声をフィードバックして改良を進めています。

-刑法39条が適応されることになった患者さんは、その後どん
な経過をたどりますか。
　心神喪失・耗弱と判断されて受刑しない場合、あらためて裁判所で、
医療観察法による治療が必要か、もし必要であれば指定入院医療機
関（現在 28ヶ所）への入院か、保護観察所の指導を受けながら
指定通院医療機関（現在約 400ヶ所）への通院かを審判します。

国が法のもとに強制的に医療を施す
わけですから、慎重な手順を踏むの
です。
この制度で、現在入院、通院し
ているのは、それぞれ 600人くらい
です。私たちは、2005年の法施行
以降、全国の指定入・通院医療機
関の協力で調査を続けてきました。
その結果、たとえば、通院が始まっ
て1年までの間に自殺などのケース
が出やすいということが明らかにな
り、「10ヵ月～1 年の期間は慎重に
経過を見る必要がある」との提言を
行っています（右グラフ参照）。

-患者さんが「罪を償いたい」という気持ちになった場合、刑が執行されないことによって苦しむこと
はありませんか。
たしかに、一人では対処しきれないような後悔を抱くこともあります。それは自殺などにもつながる不安定な状態

とも言えます。一方で、自分のしたことを振り返ることができるようになったのは、病状が良くなってきた証拠ともい
えますし、加害者としてあるべき姿ともいえるかもしれません。しかし、せっかく振り返られるようになっても、うまく
整理できなければ再び同じような状況に陥ってしまうかもしれません。このようなことから認知行動療法などの専門
的治療をすすめながら、適切なかたちで事件やそれまでの生活を振り返ることが重要です。
以前は、重大な他害行為をきっかけに入院しても、その行為自体や行為に至ってしまうプロセスに焦点をあてた

治療が提供されることはありませんでした。医療観察制度が実現するなかで、対応できるようになったといえます。

-司法精神医学研究部の今後の研究について教えてください。
ナショナルセンターの研究成果は国民に還元されなければなりません。私たちの研究部の活動は“法律 ”という、生活を

していくための道具と密接に関係しています。たとえば、医療観察制度は医療の枠をこえた広い意味での地域社会との調整
なくしては成り立ちません。また精神鑑定の均てん化についても、2009 年から裁判員制度が始まり、一般の人たちも責任
能力を判断することになりました。ですから、私たちの研究成果も
医療現場を介した、いわゆる “ 健康 ” や “ 治療 ”といったかたち
に限らず、幅広く提供されなければなりません。
最近では、暴力的な対人関係に陥らないための治療プログ

ラムの開発を進めているほか、さらにさかのぼって、普段の生
活のなかで、人が対人関係で腹を立てるしくみ、その不快感
から攻撃行動に移るしくみなどを解明しようと、脳の機能検査
や心理検査などを多角的に行う研究にも着手しています。
このように私たちは多様な場面で役立つ研究を手がけてい
ます。そのために、医学に限らず、さまざまな領域の専門家と
の連携を進めています。そして何よりも、国民のニーズに応え
ることを忘れずに活動をしていきたいと考えています。

11

前列左より長沼洋一研究員、津村秀樹研究員、小松容子研
究員、後列左より、研究助手の三輪靖子さん、安藤久美子
室長、岡田幸之部長、菊池安希子室長

司法精神医学研究部のスタッフ

精神医学と法の接点に立つ研究
～司法精神医学研究部・岡田幸之部長に聞く～
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医療観察法による通院開始後
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9月といえば防災の日、重陽の節句に続く10日の世界自殺予防
デーとその後の自殺予防週間と、当研究所にとって意義深い月です。
2006年に自殺対策基本法が公布施行、翌年「自殺総合対策
大綱」が策定され5年が過ぎました。大綱見直しの時期に当た
り、精研自殺予防総合対策センターでは、昨年来、関連学会か
らのご意見を集約し、専門家間で幾多の議論を重ね、パブリッ
クコメントを頂くなどして大綱改正への提言をまとめました。そし
て、6月11日当センター樋口総長が、中川正春内閣府特命担当
大臣（自殺対策）に提言書を提出しました。
“新しい大綱”は、長年、様々な場における活動で集積された
知識や経験を活かし、各自必要なことを選択して、対策すべきで
あるとされています。8月28日閣議決定され、当面の施策の指針
として機能することになりました。本文は30ページほどですので
ご一読下さい。（http://www8.cao.go.jp/jisatsutaisaku/taikou/pdf/
20120828/honbun.pdf）

親しい人の自殺で、痛みを抱えて暮らしてきた人と、自殺なんて関係
ない！と思っていた人が、「誰も自殺に追い込まれることのない社会の
実現」というキーワードで語り合える時代が近づいてきたと感じます。

この夏訪れたフィレンツェには、ルネサンス最初の建築家であ
るフィリッポ・ブルネレスキが1420年頃設計した世界初の孤児
院があります。この孤児院の一角は、博物館として公開されてお

り、建物の外壁の柱
の上には子ども達の
凛 し々い姿がレリーフ
に刻まれ、建物の奥
まった所には静かな
礼拝堂がありました。
ルネッサンスの画
家フィリッポ・リッピに
よる聖母子像はじめ、
絵画が展示され、孤児院の歴史、病院の機能を思わせる新生
児室、ペストと闘うための医務室があり、孤児を育てる乳母、
ナースとして集った女性が勉強し、結束して子ども達を育ててい
る様子を描いたセピア色の写真も掲げられています。孤児が施
設に引き取られた顛末が細かく記され、この孤児院で育った女
性の、当時を物語る静かな声がスピーカーから流れていました。
同じ建物の中に、現在も児童養護施設があり、社会経済的な
事情、虐待などのため、親のもとで育つことのできない子どもたち
が暮らしていると聞きました。15世紀に、孤児を引き取って養育し
ようという志をもった人がいたこと、孤児の記録が残されているこ
と、孤児院を運営発展させてきたこと、それらが現在に至るまで
活用されていることに、驚きと敬意の念を抱いた次第です。

子ども達の命を守ること、自殺に追い込まれない世の中を作る
ことは実は同じ事象であると感じます。命の重さは、過去から現
在、未来に語り継ぐべき事柄だということです。フィレンツェに流
れる歴史同様、日本の自殺対策の命脈をつなぐよう、高い志を掲
げて暮らす道を選びたいものと思います。

命の重さを語り継ぐ
所長室の窓から

精神保健研究所の動き（2012.6.1～8.31）

題字：吉川武彦 名誉所長

〒187-8553 
東京都小平市小川東町 4- 1- 1  
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第 6回精神科医療評価・均てん化研修（～12日）6.11

第 7回発達障害早期総合支援研修（～22日）
第 49 回精神保健指導課程研修（～22日）

6.20

6.11 NCNP のワーキンググループ
（自殺予防総合対策センターほか）、自殺総合対策
大綱の見直しに向けての提言を行う

韓国保健産業振興院より3名視察7.3

厚労省より研修生（厚生科学課課長補佐）を
受入れ（～8.3）

7.31

第 6回自殺総合対策企画研修（府中）8.20

8.28 第 10 回摂食障害治療研修（～31日）→P6

　　 司法精神医学研究部 ……………………………… p2

「災害時こころの情報支援センター」が発足しました…… p4

＜今号の記事＞ 研究部
紹　介

動物慰霊碑脱魂式6.14 自殺予防総合対策センター、
NCNP病院にて研修を開催

7.12

第13回発達障害支援医学研修
（～5日）

7.4

摂食障害治療研修は今年で 10 回目を迎え、医師（精神科、
内科、小児科）、臨床心理技術者、保健師の計 23 名が受講
しました。
摂食障害は女性の数％が罹患し、男性も女性の 1/10 の頻度

で罹患します。回復には数年～ 10 年以上を要し、死亡例も少
なくありません。やせ願望、自己評価への体重・体型の過度の
影響などの中核病理に基づくやせや食行動異常などの特有の症
状に加えて、身体・精神科合併症など多様な病態を示し、経過
中に症状や病態が変遷すること、回復後も「生きづらさ」をか
かえて社会参加、復帰が困難であることが知られています。治療
や援助には専門知識・技能にもとづく粘り強い対応と、職種、
診療科、施設を越えた協力、自助グループ、家族会、地域の支
援施設、学校、企業などとの連携が求められます。
研修では総論の後、精神障害・パーソナリティー障害の合

併、身体的合併症・身体管理、小児の摂食障害、認知行
動療法、入院治療、自傷行為、アルコール・薬物などのアディ
クション、セルフヘルプ、家族療法と心理教育について、各
領域の第一線で活躍する講師による講義が行われました。知
識や情報の伝達のみでなく、回復過程にある当事者からの生

の体験談や、家族心理教育のロールプレイ、症例検討などの
実践的な講義も行われました。
参加者には、実際に摂食障害の診療や援助に携わる人が多く、
熱心に受講され、質疑も活発に行われました。自らの症例に具
体的な助言を求める受講者もいました。最後に日本摂食障害学
会理事長の切池信夫先生を交えての質疑応答と討論で締めくく
りました。10 年間の経験で練られたプログラムに、受講者全員
がアンケートで満足と回答されました。
摂食障害の診療従事者・施設や医療・社会資源は圧倒的に
不足しており、個 の々努力のみではとてもニーズに応えられない状
況です。研修が摂食障害の理解と治療・援助者間の連携を深め
ていく機会となり、
現状を変えていくた
めの一助になれば
と願っております。

（心身医学研究部室長
　安藤哲也）

第 10回摂食障害治療研修（8月28日～31日）
■ Information ■

『中高生のための メンタル系サバイバルガイド』
松本俊彦（自殺予防総合対策センター副センター長／薬物依存研究部室長）編

2012こころの科学 増刊号　日本評論社
本書は、今まさに思春期の激流にもまれて生きる中高生に宛てて書かれた、メンタルヘルスのための知恵と情
報が詰まった一冊です。30人の専門家（うち5人は精研の研究者、1人はNCNP病院の医師）や当事者が、「こ
ころとからだ」「リストカット」「摂食障害」「依存症」「親の問題」「くすり」「いじめ」「デートDV」「死」…といったテー
マで思春期のこころのもつれを解いていきます。中高生なら１つ２つはわが事として、あるいは友人を想って本
気で読むページが見つかるにちがいありません。執筆者自身の世界観も行間ににじみ、ティーンズに語りかけ
る言葉は力強く、どの文章もきらりとした個性を放っています。思春期のモヤモヤを受け止めきれないと悩む親
など、オトナにもおすすめです。

孤児院の外壁
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