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研究要旨

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 (以下、医

療観察法)JIこ よる医療の実態を明らかにすることは、本法制度における専門的医療の向上

にとって極めて重要である。本研究では、医療観察法の指定通院医療機関の協力によって得

られた通院処遇中の状況に関する情報を収集し、評価、分析することにより、本市1度におけ

る通院医療の実態について探るとともに、よりよい法改正にむけて、本制度の医療と処退に

関する課題を明らかにすることを目的としている。

本年度は、全国の指定通院医療機関224施 設の協力により、全通院処遇対象者の約61%に
あたると推定される690名 のデータを収集し、分析を行った。

本報告は以下の 3つの研究により構成されている。

【研究 IIでは、全国の通院処遇対象者の実態について分析 した。その結果、通院処遇対

象者の383%が直接通院者で617%が移行通院者であった。診断分類ではF2統合失調症圏が

764%を 占めていたが、その年齢をなると中高年層の者が半数以上を占めており、障害が慢

性化 していると思われる者も少なくなかった。また、対象者の高齢化が進むにしたがって身

体合併症や認知症などの新たな併存疾患の問題も浮上していることがわかった。また、対象

行為と被害者の関係をみると、殺人や放火の場合にはその家族が被害者となっているケース

が 7割以上を占めていたが、そのうちの約45%は対象行為後も対象者と同居 してお り、対象

行為の被害者でありながら対象者の主たる援助者であるという複雑な立場に置かれているこ

とがわかった。また、対象行為以前において入院治療歴があった者が57%、 通院治療歴があっ

た者は81%を 占めており、対象行為時点に治療を継続していた者も39%を 占めていたことか

ら、対象者の病状の改善を図り、再度同様の他害行為を防止するにあたっては、単に医療を

継続させるということだけではなく、どのような治療や支援を行っていくかが重要な課題で

あると思われた。

【研究Ⅱ】では、処遇終了となった319名 について分析を行った。処遇終了となった者のう

ち一般医療に移行 した者は269名 で、その平均通院継続期間は8881± 2798日 (平均291ヶ 月

間)と なっており、法44条で定められている通院処遇期間の3年 間よりも短いものであった。

また、自殺や指定入院医療機関への再入院事例をみると通院処遇開始から1年以内に転帰を

迎えている者が有意に多かったことから、通院処遇が開始されて比較的早い時期にはとくに
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医療と精神保健観察の両面から十分な注意を払う必要があると思われた。

【研究Ⅲ】では、通院処遇中にみられた問題行動について分析 した。通院処遇中に何 らか

の問題行動が報告された者は319名 で、全体の462%を 占めていた。また、問題行動の累計件

数は702件であった。問題行動別にみてみると、最も多かった項目は「服薬の不遵守 (91例 )」

で全体の132%を占めていた。また、「通院の不遵守 (89例 )」 は129%、「訪問看護の拒否 (37

例)」 は54%にみられてお り、これら3つのいずれか一つでも該当する対象者は全体の21796

となり、医療等への不遵守に関する項目が全体の 5分の 1を 占めていることがわかった。ま

た、対人暴力および対物暴力を含めた「暴力行動」は111例で161%、 「アルコール・薬物関

連問題」は59例で86%であった。また、性別、年代別に問題行動の発生率を比較すると、男

性は女性よりも暴力行動の発生率が高く、30代では対物的な暴力行動の発生率が他の年代よ

りも有意に高いことがわかった。さらに診断分類別にみても、いくつかの特徴的な所見が得

られてお り、たとえば、アルコール・物質関連の診断 (Fl)を もつ者は「物質使用に関する

問題Jのみならず、「医療への不遵守」の発生率が有意に高いことや、精神遅滞 (F7)を合

併 している者では「火の扱いに関する問題行動」「器物に対する暴力行動」といった問題行

動がみられやすいことがわかった。その他にも対象行為別の特徴としては、暴力に関する問

題行動は、対象行為が「殺人」の場合には低 くなり、「傷害」の場合に多くなること、「放火J

の場合には「火の扱いに関する問題」に加えて「自殺 自傷」の割合も他の対象行為に比較

して高くなることが明らかになった。これらの結果は必ずしも因呆関係を説明するものでは

ないため解釈にあたっては十分な検討が必要ではあるが、通院処遇中のクライシスプランの

策定にひとつの示唆を与えるだけでなく、リスクマネージメントの視点から精神保健観察を

行うにあたっても有用であると思われた。

研究協力者氏名 所属研究機関名及の,風研究機関における職名

中澤佳奈子 国立精神・神経医療研究セ ン

ター病院 科研費心理療法士

三澤 孝夫 国立精神・神経医療研究セ ン

ター病院 精神保健福祉士

長沼 洋一 国立精神・神経医療研究セ ン

ター精神保健研究所 研究員

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 室長

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 部長

A 研究目的

「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」

(以 下、医療観察法)に よる通院医療の実態

を明らかにすることは、本制度における専門

的医療の向上にとって極めて重要な課題であ

る。そこで、本研究では、指定通院医療機関

で提供されている通院医療にかかる情報を収

集し、評価・分析することにより、本制度の

通院医療における実態と課題を明らかにする

ことを目的とした。

B 研究方法

1 調査対象

調査対象施設は、全国の指定通院医療機関

のうち、本研究に対 して協力が得 られた224
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施設である。調査対象者は、調査対象期間内

に通院処遇となった690名 とした。

施設ごとの受け入れ対象者数をみると、最

も多かったのは33名 (1施設)で、次いで29

名 (1施設)、 21名 (1施設)、 15名 (1施設)、

13名 (1施設)と なっていた。

2 調査対象期間及びデータ収集期間

調査期間は、医療観察制度が開始 された

H17年 7月 15日 から起算して平成23年 7月 15

日の 6年間とした。また、データ収集期間は

H24年 1月 31日 までとした。

3 データ収集方法

協力が得 られた指定通院医療機関224施 設

に対 して「基本データ確認シー トJを送付し

た。「基本データ確認シー ト」は、「継続用」

「新規用」の 2種類を設定 し、昨年度に実施

した同様の調査から継続 して対象となってい

る者には、基本情報がすでに入力 されてお

り、今年度分の経過のみを追加記入する「継

続用」シー トを、今年度より新たに通院処遇

となった者に関しては、「新規用」 シー トを

配布し、担当チームスタッフ等に記入を依頼

した。

4 解析方法

本研究では、収集 したデータによって明ら

かになった静態情報等の集計値を提示する

とともに、当初審判の結果、通院処遇が決定

した者と指定人院医療機関での入院処遇を経

て通院処遇に移行した者の特性についても比

較、検討した。

5 倫J■的配慮

本研究では、個人名・住所地の一部等の個

人を特定することができる部分については、

情報の収集範囲から削除した。

研究遂行にあたっては、疫学研究指針を遵

守し、国立精神・神経センター精神保健研究

所に設置されている倫理審査委員会の承認を

得たうえで実施した。

C 研究結果と考察

1 本研究結果の位置づけ

厚生労働省の発表によれば、H23年 10月 1

日時点における指定通院医療機関数は386施

設で、本調査の対象となった指定医療機関数

は224施設 (580%)であった。

また、厚生労働省によるH23年 6月 30日 ま

での医療観察法の申し立て等の状況は、通院

決定件数は368件で、同時期までの指定入院

医療機関からの退院許可件数は757件 と報告

されている。これらの情報から、本研究の対

象となった通院処遇対象者の割合を算出する

と、参考とする件数の時期が異なっているた

めあくまでも推定値にすぎないが、本Df究で

は、全通院処遇対象者のおよそ61%に あたる

対象者のデータを収集できたものと推定され

る。

表 I-1に指定通院医療機関数および通院

処遇対象者数等の概要を示した。

なお、本報告では、膨大な調査結果のなか

から3つのテーマに絞って解析 した結果を報

告する。それぞれのテーマは以下の通 りで、

結果と考察についてはそれぞれの研究テーマ

別に記載することした。

【研究 I】

通院処遇対象者の実態に関する検討

【研究Ⅱ】

処遇終了者に関する検討

I研究 II

通院処遇中の問題行動に関する検討
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表 I-1 指定通院医療機関数および通院処

遇対象者数等
2-1

1研究 I】

通院処遇対象者の実態に関する検討

(a)結果

全国の指定通院医療機関の協力により、全

通院処遇対象者の約67%に あたると推定され

る690名 のデータを収集し、分析を行った。

収集したデータの概要を表 2に示した。

全国の指定通

院医療
機関数

医療観察法の

申し立て等の

状況

調査協力
施設数

データ収集
サ ンプル数

(H236月末時
点 :厚生労働
省発表)

国 自治体
施設 :55施設
民間施設等 :

331施設

386 施設

(H23年 630
までの通院決
定件数 :厚生

労働省発表)

757イ牛

(H236311ま
での退院許可
件数 :厚生労
働省発表)

368 件 224施設

国および

自治体立 |

61施設

民間等 :

163施設

690名

通院継続

中 351例
処遇終了

339例
(再 入院
17例 、

死亡 23例、

通院先機関

変更 20例 を

含む)

全通院処遇

対象者の約

61%のデー

タを収集 (推

定 )

表 I-2 結果の概要 (N=690)

性別 501名 (7396)

189名 (″96)

男

女

年 齢 平均  436歳 ± 13 2sd
範囲 20歳 ～ 83歳

通院形態 直接通院処遇 264名 (3839● )

入 院 処 遇 よ り移 行 通 院 処 遇 426

(61796)

通院処遇継続中の

者の平均通院期間

(n‐ 351)

平均 :5308± 3298日 sd
範囲 :2日 ～ 1820日

通院処遇終了者の

平均通院期間

(死 亡 23名 、再入

院等 17名 を除 く

n‐ 279)

平均  8785± 2821日 sd
範囲  159日 ～ 1824日

主診断名
IFコ ー ド】

FO:14名  (20%)、 Fl:53名  (7796)
F2:527名 (76496)、 F3:72名 (10496)
F4:5名  (07%)、 F6:5名 (0796)
″ :7名 (10%)、 F8:7名 (10%)

対象行為名
(右 掲載順に優先
して、択一式にて

集計)

殺 人 199名 (288960、  傷 害 222名
(32296)、 強盗 28名 (41%)、 強姦
43名 (6296)、 放火 198名 (287%)

被害者 (物 )

(択一式にて集計)

家族 ‐親 戚 353名 (51%)、 知 人

友人 68(9996)、 他人 2Fyl名 (36296)、

公共物 その他 19名 (2896)

対象行為時の

治療状況
通院治療中256(37196)、 入院治療
中 13名 (1996)、 治療 中断 治療
終了 31Xl名 (“ 5%)、 未治療 114名
(165961、 不明 7名 (1096)

過去の入院 あ り392名 (D6896)、 な し291名
(42296)、 不明 7名 (1眺 )

教育歴 小学校卒 3名 (04%)、 中卒 248名
(35996)、 高卒 3115名 (“ 296)、 短大
大卒以上 124名 (18“ )、 不明 9名
(1396)

過去の嬌正施設の

入所経験
未成年期にあり8名 (1296)、 成年期
にあ り38名 (5596)、 未成年期およ
び成年期にあ り14名 (2096)、 な し
614名 (89096)、 不明 16名 (2396)

生活保護 あ り
'"名

(30396)、  な し 477名
(691%)、 不明 4名 (069●)
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次に各項日について詳述する。

1)性別と年齢

本研究で対象とした690名 の性別は、男性

501名 (726%)、 女性 189名 (274%)で あ っ

た。また、平均年齢は、437歳 (SD値 =132

中央値 =41 最小/1E=20 最大値 =83 最頻

値 =36)であった。

2)通院処遇に至るまでの形式

通院処遇に至るまでの形式には、当初審判

により入院によらない医療が決定され、医療

観察法による通院処遇が開始される形式 (以

下、「直接通院Jと いう)と 審判により入院に

よる医療が決定され、指定入院医療機関での

人院処遇を経た後に通院処遇に移行される形

式 (以下、「移行通院Jと いう)の二通りがある。

通院処遇に至るまでの形式、すなわち「直

接通院」「移行通院」の内訳をみると、「直接

通院」となった者力264名 (383%)、 「移行通

院」となった者が426名 (617%)であった。

3)通院処遇の状況

全690名 中、H24年 1月 31日 時点で、通院

処遇継続中の者は351名 (524%)であ り、処

遇が終 了している者は319名 (476%)であっ

た。

4)診 hrr分類 〔Fコ ー ド〕

690事例の主たる診断名の内訳については、

Fコ ー ドЮ :14名 (20%)、 Fl 1 53名  (77%)、

F2:527名 (764%)、 F3:72名 (104%)、

F4: 5名 (07%)、 F6: 5名 (0796)、 Ⅳ :

7名 (10%)、 F8:7名 (10970)で あった。

〔2〕 統合失調症圏が全体の764%を 占め

てお り、次いで 〔F3〕 気分 〈感情)障害が

104%、 〔Fl〕 精神作用物質使用による精神お

よび行動の障害 (ア ルコール 薬物関連の障

害)が77%と なっていた。また、〔Fl〕 精神

遅滞を主診断とする者が 7名、〔F6〕 成人の

人格および行動の障害を主診断とする者が 5

名であった。

5)対象行為

対象行為については、殺人199名 (288%)、

放火198名 (287%)、 強盗28名 (41%)、 強姦・

強制わいせつ43名 (62%)、 傷害222名 (3229/0)、

であった く上記掲載順に優先して択一式にて

集計、いずれも未遂事件を含む〉。
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7)対象者の調査時現在の住居地

対象者の調査時現在の住居地は、北海道27

名 (39%)、 東北66名 (96%)、 関東 甲信越

250名 (362%)、 東海北陸81名 (117%)、 近

畿101名 (14696)、 中国41名 (5996)、 四国26

名 (389b)、 九州・沖縄98名 (142%)であっ

た。

北海道′
27′ 4%

四国,26′

4%

中国,41′

6%

6)対象行為と被害者 (物 )の関係

対象行為の被害者については、家族 親

戚353名 (51296)、 知 人・友 人68名 (99%)、

他 人250名 (362%)、 公 共 物・ そ の他19名

(28%)であった 〈上記掲載llnに 優先 して択

一式にて集計〉。

また、対象行為と被害者 (物 )と の関係に

ついてみてなると、対象行為が殺人・殺人

未遂および放火・放火未遂の場合には、被害

者が家族・親族である割合が非常に高く、殺

人・殺人未遂では749%、 放火 放火未遂で

は737%であった。一方、強盗、強姦 強制

わいせつの被害者はほとんどの事例で他人が

被害者となっていた。傷害については、他人

が被害者となっている割合が高く、次いで家

族・親族、そして知人・友人と続いていた。

東海北陸′
81,12%

また、調査時現在において、対象行為時の

居住地であった都道府県から別の都道府県外

に移転 した者は、40名で全体の5896で あった。

転入先の地域は、北海道に 1件、東北に 3

作、関東甲信越に14件、東海・北陸に 6件、

近畿に7件、中国に2件、四国に 1件、九州・

沖縄に6件であった。

8)現在の対象者の住居形態

対象者の住居形態は、家族と同居 している

者が311名 (451%)と 約半数を占めてお り、

独居が183名 〈265%)、 援護寮・福祉施設等

が105名 (15296pで ぁった。また、精神科病

院に入院中の者も76名 (11096)を 占めてお

り、その他の者が15名 (22%)と なっていた。
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その他′
15,2%

援護寮・

福祉施設
1学,105′

■5%

9)現在の被害者との同居率

家族・親族が被害者であった353名 のうち、

被害者である家族と通院処遇時現在 も同居 し

ている者が157名 (445%)であった。そのほ

かには、独居が80名 (227%)、 グループホー

ム 各種施設等が69名 (195%)、 精神科病院

が38名 (108%)、 その他 不明 9名 (25%)

であつた。なお、その他には、親族宅や一般

身体科病院などがあげられた。

11)対象行為時の治療状況および年齢・疾患

との関係

対象行為時の治療状況においては、治療中

だった者は269名 (390%)であ り、その内訳

は通院治療中が256名 (371%)、 入院治療中

が13名 (190/o)で あった。治療を中断、ある

いは治療を終結 しているなどの理由で、対象

行為時に治療を行っていなかった者は300名

(435%)で あ り、全 くの未治療の者 も114名

(165%)いた。

次に、対象行為時の治療状況と疾患との関

係についてみると、対象行為時に未治療で

あつた者の疾患名は 〔F2〕 がほとんどを占め

ていた。

睡療施設′７６′．．％．

枷不明，６秘
錘醐３８′．．％． 聯療中，．３μ援護寮・

福祉施設

等′72′

20%

10)現在の生活保護の受給状況

生活保護の受給状況については、受給 して

いない者力湾η名 (691%)で、受給 している

者が209名 (303%)、 受給状況が不明な者が

4名 (06%)で あった。
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口不明

日入院治療中

目通院治療中

●治療していない

日未治療

疾患名と年齢 (年代)と の関係をグラフで

示した。例えば、統合失調症でみると、20～

30代の比較的若年の年齢層と40代以上の中高

年の年齢層の割合は半々となってお り、障害

が慢性の経過をたどっているなか、対象行為

を行ったものと推潰1さ れる。

□ 70代

t160代

因50代

目40代

030代

口20代

12)精神科治療歴

対象行為以前の治療歴についてみると、人

院治療歴がある者力湾り名 (56896)、 入院治

療歴がない者が291名 (422%)、 不明が 7名

(1096)で あった。

また、入院形態が明 らかになった者の

うち、措置入院を経験 している者が131名

(334%)、 医療保護入院を経験 している者が

212名 (541%)であった。

通院治療歴については、通院治療歴がある

者が556名 (806%)、 通院治療歴がない者が132

名 (191%)、 不明が 2名 (0_3%)で であった。

13)教育歴

最終学歴については、小学校卒業が 4名

(05%)、 中学校卒業が248名 (35996)、 高校

卒業が305名 (44296)、 短大・大学卒業以上が

124名 (1800/6)、 不明が 9名 (13%)で あった。

５５。
勁
輌
輌
獅
珈
２５。
加
ｍ
ｍ
５。
。
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14)矯iE施設の人所経験

対象行為以前の矯正施設の入所経験につい

ては、人所経験がない者614名 (890%)と 殆

どを占めていたが、未成年期に入所経験があ

る者が 8名 (12%)、 成年期の入所経験があ

る者が38名 (55%)、 未成年期および成年期

に入所経験がある者も14名 (20%)お り、不

明が16名 (23%)で あった。

鼻犠 肋“
′

(b)考察

本研究では、全国の通院処遇対象者の約

61%に あたる690名 のデータを収集 し、分析

を行った。

対象者が通院処遇に至るまでの経緯によっ

て「直接通院」と「移行通院」に分けてその

比率をみてみると、本法施行から5年後の平

成22年 度以降は「移行通院」が「直接通院」

を上回る値に転 じてお り、今年度は「移行通

院」が617%で あった。これは昨年度の601%

とほぼ同様の比率である。

全対象者の平均年齢は437歳 であったが、

70代以上の者も26人いた。対象者の高齢化が

進むにしたがって身体合併症や認知症など

の併存疾患の問題 も浮上しつつあ り、今後

は、介護や支援者の確保が課題となると思わ

れた。なお、最も高齢であった対象者は83歳

の男性で、この対象者は身体合併症のために

全通院期間を通して精神保健福力[法 による入

院治療を行っていた。こうしたヶ―スについ

ては、初回審判における医療観察法による処

遇の適否についても議論のさるところであろ

う。

対象者の疾患分類については、毘 :統合失

調症圏が764%、 F3:感情障害が104%、 Fl:

精神作用物質使用による精神および行動の障

害 (ア ルコール 薬物関連の障害)が77%と

続いており、昨年度の割合と比較 して大きな

変化はなかった。

対象行為の分類では傷害が最 も多 く32%

で、次に殺人 (未遂を含む)、 放火 (未遂を

含む)力 そヽれぞれ29%と なっており、例年の

傾向と比較すると、傷書の割合がやや減少

し、殺人の割合が増加していた。これについ

ては、おそらく、移行通院者の増加に伴い、

入院処遇対象者における対象行為の割合に

徐々に近づいているものと考えられた。

fr.+lt,3,14,2%
38′ 6%

未成年期′

8,1%

15)就労状況

対象行為時と調査時現在の就労状況につい

て比較すると、いずれの時点でも無職であっ

た者が最も多かった。常勤職に就いていた者

は57名から18名へ、パー ト勤務の者は47名か

ら37名へとllt少 していた。授産施設、就労訓

練施設等に通っていた者は、対象行為時には

12名 、調査時現在では
"名

であった。

現在

対象行為

時

0%    21196   40%   a泌

日常勤職      ●パート
目授産施設 作業所等 日無職
口不明 その他
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また、対象行為別の被害者分類をみると、

殺人 (未遂を含む)事例では、7496が家族

や親族が被害者 となってお り、放火 (未遂

を含む)事例の場合でも、734%が家族や親

族が被害者となっていることは非常に特徴

的である。 さらに、家族や親族が被害者で

あった353例 の うち、157例 (445%)は、対

象行為以後も対象者と同居 していた。すなわ

ち、これらの者は、対象行為の被害者であり

ながら、対象者の主たる援助者であるという

複雑な立場に置かれていることが推lllさ れ

る。 しかし、 この157例 (445%)の うち、 定

期的に医療者と面接を行っていたものは59例

(376)%で 4割にも満たなかった。今後は

こうした家族に対 してどのような支援を行っ

ていくべきかについても重要な課題となると

思われた。

次に、対象者の背景についてみてみると

対象行為以前 に入院治療歴があった者が

568%、 通院医療歴があった者力806%を 占

め、何らかの形で精神科医療につながってい

た者がほとんどであった。また、その中には、

自傷他害のおそれから措置入院となっていた

者力834%、 医療保護入院となっていた者も

54196存 在 してお り、約半数が何 らかのかた

ちで、本人の同意によらない入院治療を受け

ていたことになる。

他方、対象行為時に治療継続中であった者

も39%を 占めていたことか ら考えると、必

ずしも医療の中断だけが対象行為にいたった

要因であるとはいえず、治療や支援の質がよ

り重要となるかもしれない。また、こうした

ケースについては、本制度のもとで処遇を

行っていくにあたっても、注意深 く見守って

いく必要がある。したがって、たとえば、薬

物療法に加えて疾病教育やSST(社会技能訓

練)な どのリハビリテーションのためのプロ

グラムを組み合わせるなど、より現実的な生

活に即 した援助を行うと同時に、家族への疾

病教育なども行いながら、対象者と家族、そ

して医療が協働 して治療に取り組み、社会復

帰を目指すことが今後の目標となるものと思

われた。
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2-2

【研究I】

処遇終了者に関する検討

(a)結果

本研究の対象 となった690名 のうち、調査

日時点において通院を継続 している者は351

名 (509%)、 指定通院を終 了した者は319名

(462%)、 他の指定通院医療機関に転院 と

なった者が20名 (29%)で あった。

1)通院継続者の通院処遇期間

調査時点において通院処遇を継続中の351

名について、調査 日から通院処遇決定 日を差

し引いて算出 した平Jtl通 院継続期間は5308

±3298日 (平均174ヶ 月間)で、最短日数 =

2日 、最長日数 =1820日 であった。

2)処遇終了者の分析

次に、調査時点において処遇 を終了 した

319名 について分析する。

2-1)処 遇終了者の通院処遇期間

全処遇終了者319名 の平均通院継続期間は、

"98日
±3164日 (平 均272ヶ 月間)で、最

短 日数 =71日 、最長 日数 =1824日 であった。

この319名 について、処遇終了者の通院処遇

に至るまでの形式別に比較 したところ、直接

通院群 (173名 )の平均通院処遇期間は7947

±3139日 (平均265ケ 月間)で、最短 日数 =

94日 、最長日数 =1824日 で、移行通院群 (146

名)の平均通院期間は、8482■ 3245日 (平

均283ヶ 月間)で、最短日数 =71日 、最長日

数 ‐1456日 であった。 また、Kaplan― Mcicr

法により、直接通院群と移行通院群の処遇終

了までの期間について比較 したところ、両者

間に有意な差は認められなかった。

なお、図Ⅱ-1に直接通院群と移行通院群

の処遇終了率を生存曲線を用いて示 した。

終 了I●の通EC● 曰敷

図 I-1に 直接通院群 と移行通院群の処遇終

了率

2-2)処 遇終了者の転帰

次に、処遇終 了となった319名 の転帰につ

いて分類 した ところ、一般精神科医療へ移

行 した者が269名 (843%)、 再鑑定入院中で

ある者、および指定入院医療機関に再人院と

なった者が17名 (53%)、 完全に治療を終結

した者が10名 (31%)、 死亡により処遇終了

となった者が23名 (72%)で あった。

なお、一般精神医療へ移行 した者269名 の
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うち227名 (844%)はそれまでに通院して

いた指定医療機関において引き続き治療が継

続されていた。

また、死亡により処遇終了となった23名の

うち、12名が自殺による死亡、6名が身体合

併症等による病死 5名が事故死であった。

2-3)転 帰別の通院処遇期間

処遇終了者の転帰別に通院処遇期間を比較

した。全処遇終了者319名 のうち、再入院事

例 (17名 )と 死亡事例 (23名 )と いった特殊

な事情により早期に処遇終了 となった者 を

除いた279名 の平均通院継続期間は、8785±

2821日 (平 均288ヶ 月間)で、最短 日数 =

159日 、最長日数 =1,824日 であった。そして、

さらに完全に治療を終結 した10名 を除いた一

般医療に移行 した269名 のみの平均通院継続

期 間は8881± 2798日 (平 均291ヶ 月間)で

あった。

再入院事例および死亡事例といった特殊な

かたちで処遇を終了した者の教を抽出し、そ

の平均通院継続期間を算出したところ、4429

日±2871日 (平均145ケ 月間)で、最短日数

=71日 、最長日数 =1,824日 であった。

さらに、再入院事例 と死亡事例の発生率に

ついて、処遇期間を 1年毎に区切 り3分割 し

て比較 してみたところ、処遇開始から1年未

満に発生している率は、処遇期間が 1年以上

2年未満の群および処遇期間が 2年以上の群

に比較して高い発生率を示す傾向があること

がわかった (P<010)。

図Ⅱ-2に処遇終了者319名 の処遇期間の

分布を転帰別に示した。

また、図Ⅱ-3に は、 3年の満期を迎える

前に処遇を終了した者21Xl名 の処遇期間の分

布を転帰別に示した。

2-4)転 帰分類別の比較

転帰分類別の内訳は前述の通 りである。そ

のなかで、自殺事例 と再入院事例を取 り上

げ、それぞれの特徴について比較する。

(i)自殺事例

まず、死亡例のうち、自殺による死亡例12

名であった。性別は男性 6名、女性 6名 で、

平均年齢は4858■ 1287歳であった。通院形

態については、直接通院が 6名、移行通院が

6名 で、主たる診断名については、F2統合

失調症関連の障害が11名 で、FO器質性精神

障害 (レ ビー小体型認知症)が 1名であった。

対象行為 (択一式)については、多かった順

に示すと、殺人が 4名、傷害が 4名、放火が

2名、強盗が 1名、強姦・強制わいせつが 1

名であった。また、 9名が精神保健福祉法に

よる入院を行っており、通院処遇中に自殺・

自傷の問題行動があった者も9名いた。

サンプル数は少ないものの、これらの項目

のなかで自殺と有意な関係を示していた項目

は、性別、精神保健福祉法による入院の有無、

通院処遇中の自殺・ 自傷行為の有無であっ

た。性別では対象者が女性の場合に自殺事例

が多い傾向がみられた。また、精神保健福祉

法による入院を行っている場合や、通院処遇

中に自殺・自傷行為があった場合にも自殺事

例が有意に多 くなる傾向があった。
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なお、平均通院継続期間については3972

■2727日 (平 j12」 131ヶ 月間)で最短 H数 =94

日、最長 H数 =1025日 であった。

(1)再人院事例

再人院事例は17名 で、性別は男性 15名、女

性 2名で、平均年齢は387± 129歳であった。

主たる診断名については、F2統合失調症関

連の障害が12名 で、Fl精 神作用物質使用に

よる精神お よび行動の障害が 2名、F3感情

障害が 2名、Ⅳ 精神遅滞が 1名 であった。

通院形態については、直接通院が 7名、移行

通院が10名 であった。対象行為 (択一式)に
ついては、多かった順に示すと、傷害が 8名、

殺人が 4名、放火と強姦・強制わいせつが 2

名、強盗が 1名であった。

また、通院処遇中に精神保健福祉法による

人院を行っていた者は14名 で、全通院処遇

対象者における人院率 と比較すると有意に高

い結果となった。通院処遇中の問題行動との

関連では、処遇中に何 らかの暴力行動があっ

た事例 (13名 )や医療の不遵守傾向がみられ

た事例 (9名 )において、:再人院となる割合

が有意に高かった。一方で、問題飲酒や違法

薬物の使用などの薬物関連の問題行動があっ

た者 (4名 )では、全通院処遇対象者におけ

る再入院の割合 と比較 して有意に低い結果と

なった。

なお、平均通院継続期 FpUに ついては4707

±3067日 (平均154ヶ 月間)で最短 日数 =71

日、最長日数 =1,028日 であった。

2-5)処 遇長期化事例

処遇終 了者については、法44条 による通院

処遇期間である 3年 を基準 として考えると、

3年 よりも短い期間で処遇を終了 した「短期

処遇終 了」群、 3年 の満期 と同時に処遇が

終了 した「満期処遇終了」群と、 3年 を超え

て処遇期間が延長された後に処遇を終了した

「処遇長期化」群の3群に分けることができる。

このうち、「処遇長期化」群に該当する 3

年を超えて処遇が行われていた事例は11名

で、満期処遇期間である3年 を超過した日数

が1011日 未満 (3年 +100日 未満)の者が 6名、

3年 を超過した日数が100日 以上 (3年 +100

日以上)の者が 5名であった。なお、この「処

遇長期化」群の平均通院継続期間は1,3081±

2360日 (平 均429ヶ 月間)で、その範囲は

1,096日 ～1,824日 であった。

「処遇長期化」群のうち、最も長期化 して

いた事例は、1,824日 (598ヶ 月)で約 5年で

あった。これは、通院処遇の延長期間である

2年 間を最大に本U用 したものであった。

最後に「処遇長期化」群をいくつか紹介す

る。

<長期化事例 1>

処遇期間 :1,824日

1961年生まれ 男性

診断 :F2 統合失 J・l感情障害

対象行為 :傷害 (被害者 :他人 )

通院形態 :直接通院

本事例は、直接通院の事例であるが、通院

処遇が開始された直後から幻覚・妄想などの

精神症状が再燃 し、周囲への暴言等の問題行

動が見られたため、精神保健福祉法による医

療保護人院となった。その後、デポ剤の使用

なども導入しながら治療へのコンプライアン

スを確立 していったが、退院までに約 3年間

を要した。退院後は福祉ホームに入所 し、ス

タッフの援助のもと定期的な通院やデイケア

ヘの通所を継続 した。通院中には大きな問題

行動もなく経過 し、最長通院処遇期間である

5年の満期直前に一般精神医療へと移行する
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かたちで処遇を終了した。なお、医療観察法

による処遇終了後は、アパー トでの単身生活

を開始したようだが、月 1回の訪間看護など

も導入 しながら治療を継続しているという。

<長期化事例2>

処遇期間 :1,456日

1976年生まれ 男性

診断 :F2 統合失調症

対象行為 :傷害 (被害者 :家族)

通院形態 :移行通院

本事例は約 1年 6ケ 月の入院処遇を経て、

移行通院となった事例である。指定入院医療

機関から退院後は、アパー トでの単身生活に

より通院処遇を開始 した。 しか し通院開始

当初より、まだ病識が不十分なところがあっ

たため、通院処遇中に服薬の不遵守などの問

題行動が見られた際には状態が悪化する前に

lヶ 月間程度の比較的短期間の精神保健福祉

法による入院を導入 しなが ら治療を継続 し

た。通院処遇開始から3年の時点ではまだ治

療に対する義務的な意識が強かったため、 1

年間の処遇の延長を申請した。しかし、その

後も十分に治療意欲が高まったとは言えず、

治療へのア ドヒアランスの点でも懸念された

ため、訪間看護を継続するなどして支援体制

を整えて処遇の終了を申請した事例であった。

く長期化事例3>
処遇期間 :1,449日

1971年生まれ 男性

診断 :物質使用による精神障害

対象行為 :傷害 (被害者 :他人)

通院形態 :直接通院

本事例は、対象行為以前より精神科に通院

してお り、常勤職に就いて、社会適応も比較

的良好な生活を送っていたが、通院治療を中

断中に傷害事件を起こし、医療観察法の対象

となった事例である。審判の結果、直接通院

となったが、処遇開始当初より、仕事優先の

生活に戻ってしまい、通院の不遵守が目立っ

ていた。そのため、独自の判断で薬物療法を

中断し、症状が再燃すると、医療保護入院す

るといった生活を繰 り返していた。デポ剤の

使用も検討されたが副作用への苦痛が大きい

ため断念せざるを得ず、治療に難渋していた

ところ、他者への暴言、アルコール乱用使用な

どの問題行動も発生した。さらに医療の不遵

守などの問題行動も重なり、症状が急性増悪

したため、再度鑑定の申し立てが行われ、指

定入院医療機関への入院決定となった。通院

処遇開始から約4年後の処遇の変更であった。

<長期化事例 4>06801X12

処遇期間 :1,334日

1979年生まれ 男性

診断 :統合失調症、精神遅滞

対象行為 :殺人未遂 (被害者 :実母)

通院形態 :移行通院

約 1年 6ケ 月の入院処遇を経て、移行通院

となった事例である。指定入院医療機関から

退院後は、知的障害者施設に入所 した。通院

や服薬にも問題なくケア計画に遵守した生活を

送っていたが、通院処遇開始から約 1年後に突

然の自殺未遂をした。そのため支援体制を強

化して処遇を継続してきたが、指定通院医療

機関が居住地から遠方にあるために、即時的

な対応が難しいこと、通院の旅費などの経済

的負担などを考え、医療観察法による処遇を

終了し、近隣の医療機関において精神保健福

祉法による通院治療を継続することになった。
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(b)考察

1)処遇終了者の転帰

【研究 Ⅱlで は処遇終了者に焦点をあてて

分析をおこなった。lll査 対象となった690名

のうち約半数にあたる319名 (462%)がすで

に処遇を終了していた。また、一般精神医療

に移行された269名 のうち227名 (844%)は

処遇終 了後も同じ医療機関で治療が継続され

ていた。医療観察法に基づ く医療では、より

自発的で積極的な治療への意欲が求められる

ことになるが、処遇終了後も同じ医療機関や

同じスタツフによって引き続き治療が継続さ

れることは、対象者の大きな安心感につなが

り、その後の治療へのコンプライアンスにも

よい影響を与えるものと考えられた。

さらに、精神保健福祉法による治療に移行

された後も、医療観察法処遇時と同様の多職

種チームによって医療が継続されている可能

性も高い。チーム医療による多角的視点から

患者を支援する体制というのは、疾病の再燃

を防 |にする観点でも非常に有意義なものであ

ると推測される。今後は処遇終了者のその後

の転帰についても調査することが可能であれ

ば、多職種チームによる医療への効果をより

明らかにすることができると思われ、興味深

いところである。

2)平均通院期間

再入院事例および死亡事例といつた特殊な

事情により早期に処遇終
「

となった者を除い

た処遇終了者の平均通院期間は8785■ 2821

日 (平均288ケ 月間)で、これは医療観察法

第44条 による通院医療満期期間である 3年 よ

りも約 8ケ 月短いものであつた。

一方、死亡および再入院によつて処遇を終

了した者の平均通院継続期間は、約145ケ 月

間となつており、一般精神医療への移行群と

比較するとおよそ半分の期間で処遇が終了と

なっていた。また、自殺や再入院といった処

遇の継続に直接影響を与えるような問題行動

は、処遇開始から1年未満に有意に多 く発生

していたことから、リスクマネージメントの

視点から考えると、処遇開始から1年間とい

う期 F13に は、より注意深い観察と支援が必要

であると思われた。

3)転帰分類別の比較

転帰分類別の比較では、自殺事例について

は女性の方が多い傾向があつたが、診断との

関係は明らかではなかつた。

また、通院処遇に至る形式では、直接通院

と移行通院の間で処遇終 rま での期間の長

さに有意な差が見られなかったことから、い

ずれの通院形態によつても一定の自殺 自傷

行為の リスクがあることを示 しているとい

え、より個別的なリスク評価が必要になると

思われる。そこで他の要因についてもみてみ

ると、自殺事例では、精神保健福祉法による

入院の有無および通院処遇中の自殺・自傷行

為の有無の両項目において有意な差が認めら

れた。この結果は、一般的に処遇中に自殺・

自傷行為があつた場合には、その対処として

精神保健福祉法による入院が行われているこ

とが多いため、単に両者の項 目が交絡 した要

因を含んでいることを示 していると思われる

が、むしろこの結果から考えなければならな

ぃことは、通院処遇中に自殺・自傷行為がみ

られた場合には、おそらく医療者lllも 一層の

注意を払って処遇が行われていたものと思わ

れるにも関わらず、結果として自殺に至って

しまったということであろう。この重要な課

題については、今後もモニタリング研究によ

り事例を蓄積 しなが ら、自殺事例の特徴につ

いてより詳細に検討 し、自殺防止にむけた介
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入方法を探っていく必要があると思われた。

一方、再入院の事例では、性別、診断名、

対象行為名、通院処遇に至る形態等の静的要

因については、いずれの項目においても有意

な差はみられなかったが、通院処遇中の暴力

行動や医療の不遵守の有無といった動的要因

が再入院事例に大きく関連していることがわ

かった。再入院にあたつては、処遇形態を変

更することで治療への仕切 り直しを行うとと

もに、入院施設での集中的な疾病教育やアン

ガーマネージメントなどの専門的な治療が期

待されているものと思われた。

4)長期化事例

処遇期間が長期化 していた11名 中 6名 につ

いては、法による満期通院期間の 3年 を超

えている日数が100日 未満であ り、そのプロ

フィールは満期終了者のそれと大きく変わら

ないものであった。一方で、残 りの 5名 につ

ぃては、いずれも 1年以上長期化 している

ヶ―スであり、前述のとおり、通院処遇を開

始した当初から病識の獲得や服薬のコンプラ

イアンスに問題のあるケースが多かったこと

から、通院医療を長期化させないためには、

これらの観点をより重視 した処遇計画を立て

て行 く必要があると思われた。

最後に、医療観察法による医療が終了した

後も、同じ通院医療機関で多職種チームによ

る手厚い医療が続けられている事例が多 く、

このことは、処遇終了者の安心感や治療継続

の動機付けにもつなが り、ひいては急激な病

状の悪化や再度同様の行為に至る可能性を下

げる要因としても大きく貢献 しているものと

思われる。現在のところ、それに伴う人的負

担や経済的負担は各指定通院医療機関が請け

負うかたちになっているが、今後はそうした

各指定通院医療機関による医療経済的負担を

軽減させ、一般医療のなかでも医療観察法と

同レベルの手厚い治療体制で対象者を支えて

いくことが、ひいては対象者の社会復帰を促

進し同様の他害行為を防止するという本法に

おける最大の目的を長期的に実現することに

つながるものと思われた。
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2-3

【研究Ⅲ】

通院処遇中の問題行動に関する検討

(a)結果

1)解析方法

調査票により報告されている通院処遇中に

発生 した問題行動について集計 し、分析 を

行った。

問題行動の項目については、昨年度の調査

で用いた17項 目に加えて、「その他の問題行

動Jと して記述が多かった「金銭管理上の間

題」と「病状悪化に伴う問題Jの 2項 目を新

たに追加 し、全19項 目にまとめて解析を行っ

た (複数選択可)。 表Ⅲ-1に通院処遇中の

問題行動の項目を示 した。

なお、「 2～ 4以外の対人関係上の問題 (対

人的なルール違反を含む)」 の具体的な内容

としては「デイケアで知 り合った異性への過

度の接触」「グループホームでの対人 トラブ

ル」「医療スタツフに相談のないまま、被害

者に会いにいく」などのなどの問題行動をあ

てはめた。 また、「生活上の規則の不遵守」

の項目には、「グループホームでの生活規則

に従わない」、「タバコなどの物品の交換」、

「無断外泊」などの問題行動をあてはめ、「そ

の他 (身体管理に関わる問題)」 の項 目には

「保清を保てない」「糖尿病の身体管理」など

をまとめて集計した。

表皿-1:通 院処遇中に発生が報告された問

題行動の項目

2)通院処遇中にみられた問題行動の概要

通院処遇中に何 らかの問題行alJが報告され

た者 は、690名 中319名 (46296)で あ つた。

また、2∞5年 7月 16日 から2011年 7月 15日 ま

でに発生 したことが報告された問題行動の延

べ件数は表Ⅲ-2の とお りであつた。

19項 目の問題行動のうち最 も多 く見られた

問題行動は「14 111薬の不遵守・不遵守傾向」

で91例 (132%)で あった。次に「13通院・

通所の不遵守 不遵守傾向」が89例 (1290/6)、

「3他者への非身体的暴力など」と「16そ

の他の日常生活上の規則、ルールの違反な

ど」が68例 (99%)と 続 いていた。 なお、

昨年の調査で比較的多かった「アルコールの

1 自殺 自殺企図 自傷など

2 他者への身体的暴力など

(性的な爆力を除 く)

3 他者への非身体的暴力など

(果力的言動や態度)

4 他者への性的な暴力など

5 上記 2～ 4以外の対人関係 上の問題

(対 人的なルール違反を含む)

6 放火など (未遂 も含む)

7 器物への暴力 (放火などをのぞ く)

8 怠学、怠職、ひきこもりなど

9 窃盗 万引きなど

アルコール乱用 依存など

(依存者の場合は再飲酒も含む)

11 違法薬物の使用・乱用・依存

12 ギャンブル、買い物などの

薬物以外の依存行動

通院 通所の不連守 不遵守傾向

服薬の不遵守 不遵守傾向

訪問看護 訪問観察の拒否

16 その他の日常生活上の規員1、

ルールの違反など

17 病状悪化に伴う問題行6JI

金銭管理上の問題

その他 (身体管理に関わる問題 )
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乱用・依存等 (依存者の場合には再飲酒も含

む)Jの項 目は39例 (89%)と なってお り、

やや減少していた。

次に、昨年と同様に、19項 目の問題行動の

うち、いくつかの問題行動をまとめ、以下の

ように整理した。

(ア )「対人的暴力行動 (問題行動 2、 3、 4

を合わせたもの)」

(イ )「対物的暴力行動 (問題行動 6、 7を 合

わせたもの)」

(ウ )「暴力行動等 (問題行動 2、 3、 4、 6、

7を合わせたもの)J

(ェ )「 アルコール・違法薬物関連の問題 (問

題行動10、 11を合わせたもの)」

(オ )「 医療への不遵守等 (問題行動13、 14、

15を 合わせたもの)」

これらの 5項 目について、重複している事

lllを 考慮 して小計結果をまとめると、「医療

への不遵守等Jは 150例 となり、全体の214%

を占めていた。また、身体的および非身体的

暴力と性暴力をまとめた「対人的暴力行動」

は92例で131%、 「放火など」や「器物への暴

力」をまとめた「対物的暴力Jは 27例で38%

となっており、これらを総計した「暴力行動J

全般では、111例で15896であつた。「アルコー

ル・薬物関連の問題」については59例で84%

であつた。

表I-2:通 院処過中に発生が報告された問

題行動別の集計

問題行動 (内容)

直
接

移
行 計 %

1 自殺・自殺企図 自傷など 18 60

他者への身体的暴力など

(性的な暴力を除 く)

14 64

他者への非身体的暴力な

ど (暴力的言動や態度 )

42 68

4 他者への性的な暴力など

一
一
■
一■
・一 蠍

ｍ
響
聾

5 上記以外の対人関係の間

題 (対 人的なルール違反

を含む)

74

6 放火など (未遂 も含む) 4 8

7 器物への暴力 (放 火 など

を除 く)

7 30

響

一

湧 11:

:]l理幽爵準翻翻|
:硼窯1

8 怠学、怠職、ひきこもり

など

8 10 26

9 窃盗 万引きなど 2 8

アルコール乱用 依存な

ど (依存者の場合 は再飲

酒も含む)

22 34 81

11 違法薬物の使用・乱用 依存 1 6 10

餞 鞭暉
ぷ

一

測
¨
¨̈
■́
一

゛
ｒ
■
十
一

12 ギャンプル、買い物 など

の薬物以外の依存行動

０
´ 36

通院・ 通所の不遵守 不

遵守傾向

鉾 89 129

14 服薬の不遵守 不遵守傾向 91

訪間看護 訪問観察の拒否 14 37 54

』鮮ず 朧1劇受一̈一一一一一25 68 9916 その他の 日常生活上の規

則、ルールの違反など _
病状悪化に伴う問題行旺 40 58

18 金銭管理上の問題 3 5 8

その他 (身 体管理 に関わ

る問題 )

2 6

計 267 価 702 llXl

問題行動なし 230
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なお、これらの問題行動を通院処遇に至る

までの形式別に集計 し、グラフで示 したもの

が図Ⅲ-1である。

度の調査では男性のほうが暴力的な問題行動

が認められやすいこと力`わかった。

なお、男性群、女性群といったような性別

全体での比較では問題行動に有意な差は認め

られなかったが、後述するように、たとえば

各診断に分けたうえで、さらに男女の差を分

析すると、いくつかの項目においては、性別

によって有意な問題行動の特徴が異なるとい

う結果が得 られている。

3-3)年 代

年代では、い くつかの有意差が認め られ

た。

まず、20代の者では、他の年代に比較 して

「通院不連守」の項 目の割合が高かつた (残

差分析、P<001)。 また、30代の者では、「器

物への暴力」、「対物的暴力行動 (問題行動 6、

7)」 が他の年代に比べて多かった (残差分

析、P<005)
また、20代～40代 と50代以上の者にまとめ

て比較すると50代以上の者では「器物への暴

力」が有意に少ないことが示された (残差分

析、Pく 005)。

3-4)診 断分類

診断分類別に有意差が認められたものをダ1

挙する。

(1)「 Fl 精神作用物質使用による精神及び

行動の障害」について

「Fl 精神作用物質使用による精神及び行

動の障害」は、アルコールやその他の物質使

用に関連する精神障害に関する項 目である。

本調査では、Flを ,L診断 とする者は53名 で

あった。さらに副診断にFlが含まれている者

を含めると77名であつた。

まず、主診断が Flである53名 について問題

行動 との関連をみてみると、アルコール・物
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通院処遇に至るまでの形式別に示

した問題行動例数

3)問題行rlJと その他の変数の関連性

確認された問題行動について、性別、年齢、

通院処遇までの経緯、診断分類や対象行為な

どのいくつかの変数との関連を分析 した。

3-1)通 院処遇に至るまでの形式

通院処遇に至るまでの形式は「直接通院」

と「 (人 院か らの)移行通院」の二通 りに分

類される。この分類にしたがつて発生 した間

題行動との関連について分析した。

その結果、今回確認 したすべての問題行動

について、直接通院対象者と移行通院対象者

の間で有意な差はみ られず、発生率はほぼ同

様であることがわかった。

3-2).性方り

性別では、暴力的行動において有意傾向が

み られ た (Flshcr直 接 法、両側、P<010)。

平成20年から平成22年 までの調査では、性別

に関して有意差は認められなかったが、今年
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質関連の診断をもつ者は、他の疾患をもつ通

院処遇対象者と比較して、通院処遇中の「ア

ルコールの乱用・依存等 (依存者の場合には

再飲酒も含む)」、「物質使用に関する問題行

動 (問 題行動10、 11)」 が有意に多いことが

確認された (残差分析、P<001)。

次に、主診断及び副診断にFlが含まれる77

名について問題行動 との関連をみてみると、

「アルコールの乱用・依存等 (依存者の場合

には再飲酒も含む)」、「物質使用に関する問

題行動 (問題行動10、 11)」 だけではなく、「通

院不遵守 (FIshcr直 接法、両側、P<005)」 「医

療への不遵守 (問題行動13、 14、 15)(Flshcr

直接法、両側、Pく 005)」 でも有意に多いこ

とが示された。

また、Flの群の効果について、男女別 (男

性67名、女性10名 )にみてみると、「対物的

暴力 (問題行動 6、 7:Flsher直接法、両側、

P<005)」 、「火の扱いに関する問題 (FIshcr

直接法、両lll、 p<005)」 、「怠学、怠職 (Rshcr

直接法、両側、p<005)」 の項目では女性の

発生率の方が有意に高く、暴力的行動 (問題

行動 2、 3、 4、 6、 7:Flshcr直接法、両側、

P<0_10)」 |こ おいても高い傾向がみられた。

(I)「F2 統合失調症等」について

本調査では、F2(統合失調症等)を主診断

とする者は527名 であったoこ の群では、そ

れ以外の群に比較 して「アルコールの乱用

依存等 (依存者の場合には再飲酒も含む :残

差分析、P<005)」 、「物質使用に関する問題

行動 (問題行動10、 11)」 の項 目が相対的に

低かった (残差分析、p<001)。

また、F2の群の効果について、男女別 (男

性391名 、女性136名 )に見てみると、全体で

は問題の発生率は多 くないものの、「他者ヘ

の身体的暴力 (FIsher直 接法、両lml、 Pく o o5)」

は男性のほうが多かった。一方、「その他の

対人的問題 (「Ishcr直接法、両側、P<010)」

は女性の方が多い傾向があった。

(■ )「F3 気分 (感情)障害Jについて

本調査では、F3を 主診断とする者は72名で

あった。この群では、他の疾患を主診断とす

る群と比較すると、「通院不遵守」の割合が

低かった (残差分析、P<001)。

また、F3における性差としては、「その他

の対人関係上の問題 (FIsher直 接法、両側、

P<005)Jに おいて男性の方が有意に高 く、

「対人暴力行動 (Rsher直 接法、両側、p<

010)」、「ギヤンプル・買い物などの薬物以

外の依存行動 (Rshcr直接法、両側、p<010)」

の 2項 目においても男性の方が高い傾向が示

された。

(市 )「F4 神経症性障害、ス トレス関連障害

および身体表現性障害」について

本調査では、F4を 主診断とする者は 5名、

日1診断とする者を含めると8名であつた。具

体的には、強迫性障害 3名、適応障害 2名、

神経症 (未分類)3名 などが含まれていた。

この群では、その他の群に比較すると「服薬

の不遵守」の傾向が有意に高いことが示され

た (Flsllcr直 接法、両側、P<0%)。

(v)「F6 成人の人格および行動の障害」に

ついて

本調査では、F6を 主診断とする者は 5名お

り、具体的には器質性人格障害 2名、妄想性

人格障害 1名、境界性人格障害 1名、人格障

害 (未分類)1名であった。

問題行動 との関連をみてみると、「火の扱

いに関する問題 (残差分析、P<001)」 「 ア

ルコール乱用・依存 (残差分析、pく 001)J
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「アルコール 違法薬物関連の問題 (問 題行

動10、 11:残差分析、pく 005)」、「訪間の拒

否 (残差分析、P<001)」 において有意に多

いことがわかった。また、「対物暴力行動 (問

題行動 6、 7:残差分析、Pく 010)」 につい

ても他の診断に比較 して多い傾向がみられ

た。

(vi)「Ⅳ 精神遅滞」について

本調査では、F7を 主診断とする者は7名で

あった。さらに副診断としてF7を 有する者を

含めると全体では69名 にのはった。

まず、主診断がⅣである7名の問題行動に

ついては、他の疾患をもつ通院処遇対象者と

比較 して、「火の扱いに関する問題行動 (残

差分析、Pく 001)」、「器物に対する暴力行動

(残差分析、Pく 001)」 が有意に多いことが

示された。

次に、F7の診断をもつ者と問題行動との関

連をみてみると、「対物暴力行動 (問題行動

6、 7:Flshcr直接法、両側、pく 001)」「対

人暴力行動 (Fn3題 行動 2、 3、 4;Rshcr直

接法、両側、P<005)」 、「火の扱いに関する

問題行動 (Flshcr直 接法、両側、pく 001)J、

「器物への暴力 (Rshcr直 接法、両側、P<
005)」、「通院不遵守 (FIshcr直 接法、両側、

Pく 005)」、「病状悪化に伴う問題行動 (Rshcr

直接法、両側、Pく 005)」 という多くの項目

において有意に高い結果となった。また、そ

の他にも「他者への非身体的な暴力 (Flshcr

i直接法、両lll、 P<010)」 、「対人関係上の間

題 (Flshcr直 接法、両側、P<010)」 「ヽその

他の日常生活上の規則、ルール違反 (Flshcr

直接法、両側、p<010)Jの項目でも比較的

高い傾向が示された。ただし、いずれにおい

ても男女の差異はみられなかった。

(v五 )「F8心理的発達の問題」について

本調査においてF8を 主診断 とする者は 7

名であり、副診断にF8を 有する者を含めると

20名であった。F8の診断がつ くことと問題行

動 との関連を見てみると、「病状悪化に伴 う

問題行動」の項 目が有意に高かった (FIshcr

直接法、 Fll側 、P<005)。

さらに、F8の群の効果をみると、性別 (男

'日i16名 、女性 4名 )では有意差が認められた

項目はなかったが、「通院不遵守 (FIshcr直 接

法、両側、p<010)」 では女性の方が多い傾

向があつた。

3-5)対 象行為

対象行為と問題行動の間で有意な関連が認

められた項目のうち、主なものについて報告

する。

(i)「殺人」

対象行為が「殺人」である者では、通院処

遇中の「暴力的行動 (問題行動 2、 3、 4、

6、 7:残差分析、pく 001)」、「アルコール

違法薬物関連の問題 (問題行動10、 11:残差

分析、P<001)」 の項目において有意に低い

ことが示された。また、「対人暴力行動 (間

題行動 2、 3、 4:残 差分析、Pく 010)」ヽ

「火の扱いに関する問題行動 (残差分析、pく

010)J「 アルコールについての問題 (残差分

析、Pく 010)」 も他の対象行為に比較 して低

い傾向がみられた。男女別の分析では、男性

では対象行為が「殺人」である場合には、「他

者への非身体的な暴力 (Flshcr直接法、両側、

p<010)」 が多い傾向があり、女性では「怠

学・怠 職 (Rshcr直 接 法、両側、P<005)」

といった問題行動が有意に多いことが示され

た。
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(u)「傷害」

対象行為が「傷害」である者では、通院処

遇中の「 自殺に関連する問題 〈残差分析、P

<005)」 は有意に少なく、「暴力的行動 (残

差分析、P<010)」 「ヽアルコール・違法薬物

関連の問題 (残差分析、pく 005)」 が有意に

多い結果となった。また、「対人暴力行動 (残

差分析、P<010)」 「訪問看護・訪問観察の

拒否 (残差分析、P<010)」 においても多い

傾向がみられ、「火の扱いに関する問題 (残

差分析、P<010)」 では少ない傾向がみられ

た。

さらに「傷害」群の効果について、男女ワU

に見てみると、女性の方が「その他の対人関

係上の問題」の発生率が高い傾向があること

も示された (「Isher直接法、両側、P<010)。

(Ш )「強盗」

対象行為が強盗である者では、「訪間看護

訪問観察の拒否 (残差分析、P<005)」 力`有

意に多いことがわかった。なお、性差につい

ては有意な差は認められなかった。

(市 )「強姦」「強制わいせつ」

対象行為が「強姦Jや「強制わいせつ」と

いった性暴力である者は、「対人暴力行動 (残

差分析、p<005)」 、「暴力的行動 (残差分析、

P<005)」 、「他者への性的な暴力 (残差分析、

P<001)」 が有意に高いことがわかった。

なお、対象者は全て男性であったため性差

による分析は行っていない。

(v)「放火」

対象行為が「放火」である者では、「自殺

に関連する問題 (残差分析、P<005)」 と「火

の扱いに関する問題 (001)Jが有意に多い

ことが分かつた。また、男性では、「その他

の違反行為 (Rshcr直 接法、両側、P<001)」

が有意に多く、「他者への身体的暴力 (FIsher

直接法、両側、pく 010)」 も多い傾向がある

ことがわかった。

(b)考察

1)通院処遇に至るまでの形式と問題行動と

の関連について

通院処遇に至るまでの形式については、間

題行動 との関連は認められておらず、さら

に 【研究Ⅱ】でも報告されているとおり、処

遇終了までの期間との関連も認められていな

かった。つまり、これらの結果を合わせて考

えると、移行通院者は入院治療によって問題

となる行動が減少したため、退院決定を受け

る時点ではすでに直接通院者と同程度の安定

した状態にあると解釈できる一方で、直接通

院となった対象者については、実際に通院処

遇が開始されるまでの期間は極めて短いにも

関わらず、各指定通院医療機関においては、

指定入院医療機関が退院に向けて実施してい

るような、対象者に対するアセスメントや介

入方法の検討が整えられている結果であると

も考えられる。

今後は、こうした各医療機関による経験的

な実績を共有 し、より実践的で的確なリスク

アセスメントの指標として応用 していくこと

ができれば、非常に有用なものとなることが

期待されるところである。

2)性別との関連について

性差については、今年度の調査からははじ

めて男性のほうが暴力的な問題行動を起こし

ゃすいという結果が得られている。一般的に

暴力行動をはじめとするいくつかの項目につ

いては、男性のほうがより発生率が高いこと

が知られており、今回の分析結果からは、医
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療観察法対象者にも同様の傾向があることが

明らかとなった。一方、他の問題行動につい

ては顕著な男女差は認められなかった。この

結果は、たとえば、女性対象者においてもア

ルコール 薬物関連の問題などの発生率に大

きな差がないことを示 している。 リスクマ

ネージメントの視点からすると、従来の指摘

のとお り、男性の暴力的行動に注意を払うと

ともに、その他の問題行動については男女の

別 (つ まり男性のほうが問題行動が発生 しや

すいであろうといった感覚など)に とらわれ

すぎないよう注意する必要もあるといえよ

う。

3)年代との関連について

年代との関連をみると、より若年の年代層

においては、とくに通院の不遵守に注意し、

デイケアや訪問看護などをうまく活用しなが

ら処遇計画を立てる必要があると思われた。

また、今回の調査では、対人暴力に関して

は年齢による違いは明らかではなかったが、

「対物暴力 (放火および器物への暴力)」 につ

いては30代 において有意に多 く、Ю代以上

では「器物への暴力」が有意に低かい結果と

なってお り、対物的な暴力に関しては、細か

なプロフイールにおいて違いがみられること

がわかった。今回の結果だけでは、どのよう

な要因がこれらの違いに影響を及ぼしている

のかについては明らかにではないが、実際の

処遇にあたっては、年齢別にリスク評価を

行っていくことも未然に暴力を防止する手立

てになるものと考えられた。

さらに今後は、対人暴力と対物暴力の質的

な違いについても注目して分析をすすめてい

くことにより、より具体的なリスクマネージ

メントの策定にも役立つものと思われた。

4)診断分類との関連について

4-1)「 Fl 精神作用物質使用による精神

及び行動の障害」について

Flの診断をもつ者については「アルコール

の乱用 依存等 (依存者の場合には再飲酒も

含む)」、「物質使用に関する問題行動 (問 題

行動10、 11)」 が有意に多いほか、「医療への

不遵守」においても有意に多いことが確認さ

れている。社会内処遇中にあたっては、アル

コールや薬物の再使用等に注意するべきであ

ることは言うまでもないが、それに加えて医

療そのものへの遵守についても注意を払うべ

きであることが再確認されたといえよう。

また、事例数が少ないため、まだ安定した

結果とはいえないが、とくにFlの診断をもつ

女性については、暴力的な行動として問題が

表出されやすいとも考えられ、これについて

は引き続き、注意深 く分析を進めていく必要

があると思われた。

4-2)「F2 統合失調症等」について

F2に ついては、診断別の特徴 としては明

らかな項目は認められなかったが、男性では

より暴力的な問題が多 く、女性では対人関係

における問題が多かったことは、性差による

影響が大きく反映されているものと考えられ

る。ただし、発生件数の点では、他の診断に

比較して決して多いわけではないということ

にも注意しておく必要があるであろう。

4-3)「F3 気分 (感情)障害」について

本調査では、F3を 主診断とする者は72名で

あった。この群では、他の疾患を主診断とす

る群と比較すると、「通院不遵守」の割合が

低かったことか ら、一旦病識が得 られれば、

他の診断群と比較 して治療への動機づけは高

くなるものと思われた。
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また、F3における性差としては、対人関係

上の問題や暴力、、ギャンプル・買い物など

の依存行動において男性の方が有意に高いこ

とが示されたが、これについては、男性にお

ける双極性障害の割合がより高かったことが

影響しているとも考えられ、解釈には注意を

要すると思われた。

4-4)「 F4 神経症性障害、ス トレス関連

障害および身体表現性障害」および「F6 成

人の人格および行動の障害」について

F4の診断をもつ者については服薬の不遵

守が他の診断に比較 して有意に多い結果と

なっている。一般的にいわゆる・神経症圏"

に該当する者は、他の疾患 (こ とに統合失調

症)に比べて治療へのコンプライアンスや服

薬の自己管理等の点で医療者からの積極的な

働きかけが行われてない可能性があるが、本

法で処遇されている対象者については、病識

の獲得が不十分でなかったり、薬物療法の必

要性についても十分な理解が得られていない

者も少なくないという点からすれば、診断名

に関わらず、治療への動機付け面接や疾病教

育を継続的に行っていくことが重要であると

考えられた。

また、F6の診断をもつ者については、その

障害自体の診断の定義からみても、さまざま

なかたちで不適応行動を表出しやすいと考え

られ、今回の結果もかなり幅広い問題行動に

おいて有意な差が認められていた。ただし、

F4、 馬の診断をもつ者については事例数が少

ないため、解釈にあたっては今後も事例数を

重ね、慎重に行っていく必要があると思われ

た。

4-5)「F7 精神遅滞Jについて

D跡1に よれば、F7の診断はⅡ軸 として診

断されるものであるが、対象者の中にはF7

を主診断とする者も7名含まれていた。

副診断としてF7を もつ者を含めた解析で

は、非常に幅広い問題行動において有意な差

が認められた一方で、Ⅳのみを主診断とし

てもつ者に限つて分析 してみると、「火の扱

いに関する問題行動」、「器物に対する暴力行

動Jのみが有意に多い結果となっており、一

般に精神遅滞をもつ者の犯罪としては放火と

の関連が指摘 されているように、本研究に

よっても既存の知見を確認する結果となっ

た。

また、性差についてはいずれの項目におい

ても差異はみられなかったことから、Ⅳの診

断をもつ者については、性別にかかわらず、

幅広い問題行動に注意を払う必要があると考

えられた。

4-6)「F8 心理的発達の問題」について

近年、成人における発達障害の診断 (目」診

断も含む)が重要視されており、治療的アプ

ローチを検討するにあたっても非常に有用な

視点となることがある。今回の調査ではF8領

域の診断をもつ者は20名であった。

一般にF8の診断をもつ者では、対人関係

におけるコミュニケーシヨン上の問題や独自

のこだわり行動や思考が強くなると、適度に

自己主張 したり、医療機関に相談するといっ

た適切な援助希求ができないといった特徴が

ある。そのため、結果として病状を悪化させ

た り、通院を拒否 した りといつた問題行動

に発展 してしまう可能性 もあると考えられ

る。今回の調査でも「病状悪化に伴う問題行

動Jにおいて有意に多い結果となっていたこ

とは、そうした背景が関係していた可能性が

考えられる。また、今回の結果では「通院不

連守」については女性の方が多い結果となっ
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ていたが、これまでの臨床的な感覚からする

と、性差に関わらず、治療の必要性に対する

理解が十分になされていない者の場合には、

こうしたリスクはむしろ他の診断よりも多く

発生 しやすいようにも思われる。 したがっ

て、F8の 診断をもつ者に対 しては、医療機

関を単なる治療の場 として考えるのではな

く、生活全般の援助であったり、日常の相談

ができる場所として広い視野で考えられるよ

うな意識を高めていく介入が有効であるので

はないかと思われた。

5)対象行為との関連について

対象行為と別に問題行動との関連をみてみ

ると、暴力に関する問題行動は、対象行為が

「殺人」の場合には低 くなり、「傷害」の場合

に多くなるという結果が得られている。一般

に、対象行為が「殺人」の場合には、その行

為の重大性からその対象者も暴力性が高い人

物であるかのような先入観にとらわれがちか

もしれないが、今回の結果はそうした先入観

とは異なる結果であった。

一方で、一般的に累犯事例が多いとされて

いる「性的暴力」や「放火J力 対`象行為であっ

た場合には、やはり通院中の問題行動も「性

的な暴力」や「火の扱いに関する問題」力`多

い結果となってお り、これまでの知見を立証

する結果であった。

また、「性的暴力Jと 「放火」についてそ

れぞれの特徴をみてみると、対象行為が「性

的暴力」である場合には、暴力的な行動全般

において、他の対象行為の場合よりも発生率

が有意に高いことが特徴であった。この結果

は昨年、および一昨年に引き続き、今回の調

査でも同様の傾向がみられていることから、

比較的安定した結果であると考えてよいと思

われる。これが示 していることは、性的暴力

という行為の背景には、より暴力性の高い行

動が含まれているという .行為'の特徴であ

るのかもしれないし、あるいは衝動性のよう

な、行為を行う者による ・個人'の特性を示

しているのかもしれないが、いずれにおいて

もリスクマネージメントの観点からは非常に

重要な視点であると思われた。

また、「放火」については、「火の扱いに関

する問題」以外では、「自殺・自傷」の割合

が高いことも重要な結果であった。これまで

の放火研究によれば、精神障害者による放

火事件では、自殺目的の放火である場合も少

なくないと言われていることから、対象行為

が「放火」である者のなかには「 自殺・ 自

傷」との関連の強い一群が存在すると考えら

れ、たとえば、通院処過後も漠然とした希死

念慮を抱いていたり、ス トレスの対処方法と

して、放火を含め、何らかの方法で自傷行為

に向いやすい者がいることを示唆しているも

のと思われた。

6)問題行動の発生に関するまとめ

ここまでにさまざまな結果の概要を示して

きたが、その解釈にあたっては、必ずしも原

因と結果というような因果関係を説明してい

るとは限らないこと、本データは全数調査で

はないため、結果の再現性については慎重に

検討すべきであることなどの限界がある。ま

た、各指定通院医療機関の所在地や各対象者

に提供している医療内容等の個別の特徴をこ

れらの解析結果にどのように反映させていく

べきかなどといった課題も残されている。

しかし、通院処遇対象者の問題行動に関す

る情報を継続的に収集 していくような研究

は本調査がはじめてであり、対象者の属性や

発生 した問題行動の内容などを疾患や対象行

為の側面から分析することは、クライシスプ

-123-



ランの策定にひとつの示唆を与えるだけでな

く、リスクマネージメントの視点から精神保

健観察を行うにあたっても有用であると思わ

れた。

E 結論

本研究では、医療観察法のもと全国の指定

通院医療機関で処遇されている通院処遇対象

者690名 を対象に通院処遇の実態について調

査した。

【研究 I】 では、通院処遇対象者の実態に

ついて検討 した。通院処遇対象者の属性は、

昨年度から、入院処遇を経て通院となった移

行通院者の人数が直接通院者を上回るように

なり、その属性 も入院処過対象者のそれに類

似したものになりつつあることがわかった。

また、対象行為 と被害者の関係をみると、

家族が対象行為の被害者となっている事例の

うち、その約半数は対象行為後も対象者と同

居しており、対象行為の被害者でありながら

対象者の主たる援助者であるという複雑な立

場に置かれていることがわかった。今後は、

対象者のみならず、その家族も支援 していく

ことが、ひいては対象者の再度同様の他害行

為を防止し、社会復帰を促進するにあたって

もひとつの有用なアプローチとなりうるもの

と思われた。

I研究 Ⅱ】では、処遇終了となった319名 に

ついて検討 した。一般医療に移行 した269名

の平均通院継続期間は平均291ヶ 月間となっ

てお り、法44条で定められている通院処遇期

間の 3年間よりも短かった。また、自殺や指

定入院医療機関への再入院事例をみると、通

院処遇開始から1年以内に転帰を迎えている

者が有意に多くなっており、通院処遇が開始

されて比較的早い時期にはとくに医療と精神

保健観察の両面から十分な注意を払う必要が

あると思われた。

【研究Ⅲ】では、通院処遇中の問題行動に

関して検討した。通院処遇中に何らかの問題

行動が報告された者は319名 で、 5人 に 1人

は医療の不遵守に関する問題行動が認められ

ることがわかった。また、対象行為や診断分

類との関連からもいくつかの有用な示唆が得

られてお り、こうした分析を続けて行 くこと

は、、通院処遇中のクライシスプランの策定

にひとつの示唆を与えるだけでなく、リスク

マネージメントの視点から精神保健観察を行

うにあたっても役立つものと思われた。

なお、本研究は、全国の指定通院医療機関

のうち224施設における通院処遇対象者690名

を対象としたものであり、全数調査には至っ

ていないという点で限界がある。 しかし、本

法施行から継続してモニタリング調査を実施

し、全通院処遇対象者の半数以上のデータを

収集・分析 しているのは、全国でも本研究だ

けであり、非常に重要かつ貴重な調査である

といえる。

本研究は、その対象をあくまでも研究協力

に依拠 しているため、今後の調査対象の拡大

には自ずと限界がある。しかし、本制度を適

切に運用し、本法対象者によりよい医療を提

供するためにも、引き続 きデータを蓄積 し、

通院処遇対象者の処遇の実態を明らかにして

いくことが重要であり、本研究によって見出

された結果や課題を全国の指定通院医療の現

場にフイー ドバックすることにより、医療観

察法による専門的医療のさらなる向上に寄与

することが期待される。
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