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医療観察法の新たな課題

竹 村 眞 史

1 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）については既に案内済みであるが(１)、筆者は
同法施行当初から付添人活動をしてきて、様々なケースに出会ってき
た。
そうした経験の中で、これは同法制定時には想定していないと思われ
る問題や制度上の不備ともいうべき問題に幾度となく遭遇した。
本稿では、その中でも新たな課題というべきものについて提言した
い。
2（1）医療観察法については、入口の問題、出口の問題があることについ
ては、これまでにも指摘してきた(２)。

（2）入口の問題では、本来、同法で治療可能性がないことから、その対
象とならないとされる例として、人格障害と認知症が挙げられている
ことを指摘した(３)。
しかし、これらのケースについては、対象行為後の身柄拘束下で精

神鑑定をすることで、医療観察法の手続に乗せずに対処可能なのでは
ないかと考えられるのだが、既に指摘したように、その段階で見抜け
ずに医療観察法の手続に乗ってしまった例があるのである(４)。

(１) 拙稿「心神喪失者等医療観察法について」成蹊法学第 69・70 合併号 148 頁
(２) 拙稿「医療観察法の出口にまつわる諸問題」成蹊法学第 90 号 303 頁、同
「医療観察法雑感」成蹊法学第 94 号 358 頁、364 頁

(３) 拙稿「心神喪失者等医療観察法について」成蹊法学第 69・70 合併号 315 頁
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なぜ、そのようなことが起きるのか。捜査段階での精神鑑定の精度
が低いのか。筆者の経験ではとてもそうは思えない。

（3）この点は、以下のように説明できるのではないか。
すなわち、捜査段階での精神鑑定が、被疑者の責任能力の有無に主

眼が置かれていることを踏まえると、医療観察法の手続があることを
前提とまではしていないといえる。そこでは、鑑定の目的に含まれて
いないため、医療的治療的観点からの検討が不十分なのではないかと
推察される。
そうであれば、捜査段階での精神鑑定も医療観察法の手続があるこ

とを踏まえて実施すべきではないだろうか。
つまり、もっと医療的治療的観点を入れての鑑定とすべきなのでは

ないかということである。そうすれば、人格障害ケースや認知症ケー
スを判断でき、医療観察法の手続に乗せないで済むのではないだろう
かと思われるのである。
この点は、起訴後の鑑定にも妥当する。鑑定での視点の違いという

点では、起訴後の鑑定でも同様だからである。
（4）少なくとも、治療反応性の有無は鑑定事項に含めて鑑定を実施する
ようにするべきであると考える。
検察官は、捜査に際し、当然、刑罰権の発動を促す「起訴」を想定

して捜査するが、同時に、被疑者の責任能力にも目を配る。刑罰を科
すことができない場合も想定しているわけである。
しかるに、現在では、被疑者に対し、検察官が心神喪失や心神耗弱

と判断し不起訴処分とした場合は、医療観察法について審判の強制申
立てが予定されている（法 33 条 1 項）。医療観察法の適用がある、そ
ういう視点を最初から持つことが可能な制度となっているのである。
ゆえに、捜査段階での鑑定で、被疑者の治療反応性についても鑑定

するようにすることも十二分に可能であるし、そういう鑑定ができれ
ば人格障害ケースや認知症ケースを医療観察法の手続に乗せることな
く対処できるのではないかと思われるのである。

（5）この点については、医療観察法上は、明確に「治療反応性が認めら

(４) 拙稿「最高裁決定前後における心神喪失者等医療観察法の入院決定の対比
－実例から見て－」成蹊法学第 72 号 256 頁「第 6 の事例」、他に認知症ケー
スも経験あり。
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れない対象者についてはこの限りでない」といった形で強制申立てか
ら外す方向での改正をするのが望ましいと考える。

3（1）もう一つの入口の問題として、対象者が統合失調症等の精神障害以
外の合併症を併発しているケースの問題がある。
糖尿病などの重い内臓疾患に罹患しているケース、対象行為の際に

受傷しているケース（放火で自身も重度の火傷を負った場合や暴行を
伴う対象行為の際に、何らかの事情で自身が骨折等のケガをした場合
等）などである。
これらの場合、医療観察法上の治療はどうなっていくのか。合併症

の治療が優先するのか。それとも同時並行で治療をしていくのか。
治療の優先度については、精神科医と合併症主治医とで情報を共有

し、相談の上決まっていくと思われるが、そもそも合併症治療をどこ
で行うのかという問題がある。
鑑定入院中はどうか。入院決定が出て指定入院医療機関に入院中は

どうか。
付添人がそのような場面に立会することはないため、イメージが湧

きにくい。
（2）入院決定当時、例えば既に対象者がなんらかの合併症（精神疾患を
除く）を発症していた場合はどうか。
（ア）骨折の場合はどうか。

これは骨折部位、程度によるだろう。重症とされる場合は、骨
折治療が優先され、その後、精神疾患の治療へと進むと考えられ
る。対象者本人の活動自体に制限がかかった状態といえるからで
ある。
ケースバイケースであろうが、両者を並行して行うこともあろ
う。問題は、そういった場合に、指定入院医療機関において対処
可能かである。
対処不可能の場合、外出なり外泊をすることで対処することに
なろうが、そうすると、精神疾患の治療に遅れが出る可能性があ
り、その点はやむなしとすべきなのであろうか。なかなか悩まし
いところである。

（イ）そういった点は、内臓疾患があった場合や癌が見つかっていた
場合も同様と思われる。どれだけ重症か、悪性の癌かにもよろう
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が、そちらの治療が優先される場合があるのは容易に想像でき
る。
そして、この場合も外出ないし外泊を利用しての対処となろう
が、予後をどうするかがついて回る。予後が悪ければ精神疾患の
治療を行うのは難しくなろう。結果、それだけ入院期間が長期化
する可能性が出てくるわけである。

（ウ）対象者に糖尿病があった場合はどうか。このケースは理解しや
すいと思われるので、詳論してみる。
糖尿病は体内でのインシュリンの分泌量が減少し、その働きが
弱くなって血糖値が高い状態が続くようになる病気だといわれて
いる。
そして、その症状が長く続けば全身の血管に障害が起こるよう
になる。それが重症化すれば、失明、腎不全、足の切断が必要に
なるなど、生活の質を大きく低減させるような合併症を併発する
おそれがある病気である。さらに心筋梗塞、脳梗塞といった病気
を引き起こすこともあるというとてもやっかいな病気である。
糖尿病では血糖コントロールができれば普通の生活ができると
いわれているが、対象者の場合、それがうまくできるのか、うま
くいくのかという問題がある。
例えば、糖尿病がかなり進行していて、普段の生活においても
インシュリンの注射が必要になっていたような場合、適切な時間
に、適切な量のインシュリンを注射することはできるのであろう
か。
人工透析まで必要になっているような場合はどうか。適切な時
期に人工透析を受けに行けるか、である。
このような場合は、精神疾患の治療とは別に、糖尿病の治療を
する必要があり、そのためのスタッフも必要となってくる。医療
観察法病棟のスタッフの兼務も可能ではあろうが、それでは負担
が大き過ぎないかという問題が出てくる。兼務せよというのは、
非現実的な対応といえるかも知れない。
さらに、糖尿病が重篤化していると、クロザピンの投与ができ
なくなってしまい、そうなると、精神疾患の治療に効果的な薬を
使えなくなるという問題も出てくる。
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こういった事情が出てくると、畢竟、対象者の入院期間は長期
化し、その一方で精神疾患の治療が効果的になし得るのかといっ
た疑問も湧いてくる。精神疾患の治療を中断して糖尿病の治療に
かかる必要に迫られることもあるからである。

（エ）以上は、入院決定時にすでに合併症を併発していた場合につい
ての指摘であるが、このことは、入院中に発症した場合にも妥当
する。かえって入院中発症ケースの方が、精神疾患の治療の中断
がより鮮明に出てくるのではなかろうか。

（3）では、入院決定時に統合失調症等の精神障害以外の合併症を併発し
ていた場合はどうであろうか。
（ア）発達障害を併発していた場合についてまず考えてみる(５)。

この場合は、どういった種類の発達障害なのかを見極め、それ
に応じた対処が必要となってくる。「大人の発達障害」対応とい
うことである。
発達障害が問題となるのは、それが脳の情報処理や制御に偏り
が生じ、日常生活に困難をきたす状態にあることに起因するとい
えるだろう。そして、この状態が心や育て方によって起こるもの
ではないことから、その対処方が難しくなってしまう。がまん強
く時間をかけて対処する必要があるからである。

（イ）ここに「大人の発達障害」といった場合、実はいくいつかの傾
向があり、しかも、それらが組み合わさった（併せ持った）人が
いたり、人によってその傾向の大きさ（強さといっていいかもし
れない）が異なったりすることが指摘されている。
このいくつかの傾向というのは、大きく分けて①自閉症スペク
トラム（ASD）（「自閉スペクトラム症」、「自閉症スペクトラム
障害」ともいわれる）、②注意欠如、多動性障害（ADHD）、③
学習障害（LD）の 3つがあるといわれている。
このうち、①自閉症スペクトラムとは、かつて広汎性発達障害
といわれていたもので、自閉症、アスペルガー症候群、小児期崩
壊性障害、レッド症候群、不特定の広汎性発達障害をまとめたも

(５) 参考文献「援助者必携 はじめての精神科 第 3 版」春日武彦著 ㈱医学
書院
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のである。人口の約 1％にみられるという。
この自閉症スペクトラムの特徴としては、対人関係がうまく結
べない、こだわりが強い、あいまいな表現の理解が不十分、感覚
過敏、幻覚妄想が挙げられる。
この自閉症スペクトラムについては、それに特化した治療薬は
なく、症状に応じて従来の抗不安薬、抗うつ薬、抗精神病薬、抗
てんかん薬、気分安定薬などが使われることがあるという。そう
なってくると、統合失調症等の治療とどういう関係になってくる
のか、薬効はどうなのかといった問題も出てきて、治療が困難化
していってしまう可能性もある。そういう疑問も出てくるのであ
る。

（ウ）②注意欠如、多動性障害（ADHD）には、不注意（うっかりミ
ス）、多動性（落ち着きを欠く）、衝動性の 3つの症状があるとい
われている。かなり軽度のものも含めて人口の約 5％にみられる
という。
この ADHD にはストラテラ、コンサータ、インチュニブの 3
種類の治療薬があるが、その服薬によって「治る」わけではな
く、上記症状の軽減があることで知られている。
ただ、ADHDにも、症状に応じて従来の抗不安薬、抗うつ薬、
抗精神病薬、抗てんかん薬、気分安定薬などが使われることがあ
るという。そうなってくると、ASD との区別もあいまいになっ
てしまう（素人考えであるが）。

（エ）③学習障害（LD）についても、その知能に問題がないのに、習
得困難や使用困難な分野がみられることが知られている。
「読み書き障害」、「算数（計算）障害」がそれで、「読み書き障
害」の出現頻度が高いといわれている（著名人でそのことをカミ
ングアウトしている人もいる）。
そうすると、「読み書き」前提の治療（「読み書き」から診療に
有益な情報を得ることはままある。）は期待できないこととなる。
例えば、診療情報を得るための心理テストも実施できない、も
しくはそれに近い状態となってしまう可能性があるのである。こ
れでは治療方針も出せない。悩ましいところである。

（オ）これら発達障害は、先天的、器質的な欠落症状であり、そうで
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ある以上、（特に ASD の人に対してとなるが）薬物療法も訓練
もあまり成果を期待できないと考えるべきであるといわれてい
る。
そうすると、そういった人たちに対しては、その人たちの特性
を踏まえた上で精神疾患の治療に当たることになり、やはり時間
がかかる治療になっていくことが想定される。しかも、その効果
がどこまであがるのかも明確ではない。果たしてそれでいいの
か、である。

（4）では、入院決定時に知的障害があった場合はどうか。
（ア）精神遅滞があった場合で考えてみる。

この場合、薬効があったとしても、それ以外の治療に困難が想
定される。特に疾病教育がうまくいかないのではないかというこ
とが懸念されるのである。
もちろん、精神遅滞の程度の問題もあるが、自分がどういう病
気なのかをきちんと理解できないと、その後の治療においてなぜ
その治療がいいのかの理解もできず、結果、服薬面でもその必要
性を認識できないおそれが出てくる。
そうなってくると、服薬コントロールができず、結局は服薬拒
否（投薬拒否）に繋がり、罹患している精神疾患の症状の再燃を
招きかねない。

（イ）この点に関する筆者の体験例(６)では、精神遅滞について治療反
応性を否定したが、罹患している統合失調症については、投薬効
果があったことから治療反応性を認め、他に認定した適応障害に
ついても、薬物療法、精神療法、心理教育、環境調整等によって
治療的接近が可能として、その治療反応性を肯定した。
そして、（全体として（筆者注記））対象者の治療反応性を認め
て入院決定を出したのである。

（ウ）しかしながら、対象者に精神遅滞があって、病識をきちんと持
てないのであれば、服薬の期待もできないし、適応障害の面で指

(６) 拙稿「心神喪失者等医療観察法の運用の現実から」成蹊法学第 71 号 255
頁～
拙稿「最高裁決定前後における心神喪失者等医療観察法の入院決定の対比－
実例から見て－」成蹊法学第 72 号 259 頁～：同一事例
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摘された各種治療法もほとんどが意味をなさないことになるので
はないだろうか。根本的な理解を期待できないのであるから。
そうであれば、総合的にみて、「治療反応性がない」とすべき
ではないだろうか。
このような場合にも「治療反応性がある」とすると、終期の規
定のない医療観察法の入院決定による入院は、文字通り終わりの
見えない入院と化す危険がある。
これでは保安処分と同じではないか、それでいいのかの問題で
ある。

（5）では、入院決定時に認知症を発症していた場合はどうか(７)。
（ア）これまた、かなり難しいケースになると思われる。

医療観察法の鑑定段階で認知症の診断が出せるような場合は、
治療反応性なしということで、「この法律による医療を行わない」
との決定を出して（法 42 条 1 項 3 号）医療観察法の手続から外
すことができる。筆者はこのケースを経験したことがある。

（イ）ただ、認知症といってもその進行度合いによってかなり差があ
り、初期段階だとその診断すら難しいという。
ゆえに、医療観察法の手続にそのまま乗ってしまい、入院決定
が出てしまうケースが出てくる。
他にも、入院中に認知症を発症するケースも出てくる。こう
いったケースも経験した。

（ウ）認知症については、かつては「痴呆」とか「呆け」などといっ
て身体拘束したり、閉じ込めたりしていた時代があった。
現在ではそのようなことはなくなってきているが、依然、認知
症になったら何も分からなくなってしまうのではないか、と考え
る人が少なからずいるようである。その結果というわけではない
が、本人は何も分からなくなって平和だが、家族はその対応のた
め苦しい思いをするといったこともいわれている。

（エ）しかしながら、近時では認知症当事者の会が数多く発足し、認
知症発症者自身の声を聴く機会も増え、その体験、心の内を発信

(７) 参考文献「マンガでわかる！認知症の人が見ている世界」遠藤英俊監修
川畑智著 浅田アーサー マンガ ㈱文響社
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してきており、そういった面からも認知症に対する理解が深まっ
てきている。
認知症には 4つの代表的なものがある（①アルツハイマー型認
知症、②血管性認知症、③レビー小体型認知症、④前頭側頭型認
知症）が、それぞれ障害を受けやすい脳の領域が異なり、それに
よって症状の現れ方や生活の変化も違ってくる。
認知症については、治癒することはなく、その進行を遅らせる
ことができるだけといわれているところ、治療薬としては、これ
までの 4種類に加えて、最近では軽度認知障がいの人、軽度アル
ツハイマー型認知症の人対象の新薬も出てきている。
さらに投薬治療以外の対応の研究も進んできており、従来の認
知症対応とはだいぶ様変わりしている。

（オ）そして、指摘されているのは、認知症の人の見ている世界を知
ることが大事だということ、一般人と見ている世界が違うがそこ
をまず知ること、それを踏まえてケアすることが大事だというこ
とである。
認知症の人の見ている世界が一般の人のそれと違うのは、そこ
に各種の原因があるから。
その原因としては、①短期記憶の低下、②時間と場所の見当識
障害、③人の見当識障害、④見当識障害と空間認識障害、⑤物盗
られ妄想、⑥失計算（簡単な計算ができない）、⑦失語（言葉が
出にくい）、⑧言葉の理解力の低下、⑨運動機能の低下、⑩幻
視・錯視、⑪暴言・暴力、⑫弄便といったものが挙げられ、近時
では⑬自動車運転をやめない例なども指摘されている。
こういった原因を踏まえてケアをしていくことになるわけであ
る。
なお、認知症の症状は中核症状と行動・心理症状の 2種類に大
別される。
上記①～④、⑥～⑨は中核症状、⑤、⑩～⑬は行動・心理症状
で、他に徘徊や介護への抵抗、異食（食品でないものを口に入れ
る）といったものが行動・心理症状の例として挙げられる。

（カ）そうなると、認知症専門のケアが必要になってくると思われ、
指定入院医療機関でその対応ができるかの問題となってくるわけ
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である。
しかも、対象者は統合失調症等の精神疾患に罹患していて、そ
の治療も必要なのに、である。
入院者の中に高齢者がそれなりにいることからすると、その手
当（設備面、人員面も）について真剣に議論すべき状況にあるの
ではないか。医療観察法の新たな課題というべきものではないだ
ろうか。

4 こうやってみてくると、医療観察法には、まだまだ改善すべき点は多
いのではないかとの思いが強くなる。
厚生労働省においても、医療観察制度の問題点を洗い出し、その改善
に努めてはいるが、いかんせん、予算を伴う点、周りの理解を得るのが
難しいこと等から、なかなか進んでいないのが現状である。
医療観察法の課題としては、他にも入院期間の長期化問題（本論稿は
その一類型に相当する）、通院処遇中・処遇終了後の医療観察法再入院
問題、入院処遇中と通院処遇との格差、通院処遇と処遇終了後との格差
問題、対象者への偏見、地域の受入の困難さ問題、統合失調症モデルに
はめられない症例問題、家族支援・被害者支援の乏しさ問題が指摘され
ている(８)。
さらなる進展を期待したい。

(８) 2020.9.6.「刑法 39 条・医療観察法を考えるシンポジウム 2020」参照


