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I. 基本情報 
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          behavior in Medical Treatment and Supervision Act 
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分担研究     （日本語）指定入院医療機関退院後の予後に影響を与える因子の同定に関する研究 

開発課題名：  （英 語）The research to identify the factors affecting on the prognosis after  

discharge from the Medical Treatment and Supervision Act designated 

 secure units 

研究開発分担者   （日本語）国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター 病院 第一精神診療               
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所属 役職 氏名： （英 語）Department of Psychiatry, National Center Hospital, National Center  

 of Neurology and Psychiatry, Psychiatrist, Taro Matsuda,  

 

分担研究     （日本語）再び重大な他害行為を行った対象者及び再入院者に関する全国調査 

開発課題名：    （英 語）Nationwide survey according to the characteristics of the patients  

with recidivism and readmission treated under the Medical Treatment  

and Supervision Act 
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開発課題名：  （英 語）A study on static risk factors of violence, problem behaviors, and  

suicidal attempt after discharge from forensic units. 

研究開発分担者   （日本語）独立行政法人国立病院機構榊原病院 主任心理療法士 壁屋 康洋 

所属 役職 氏名： （英 語）National Hospital Organization Sakakibara Hospital, Chief Clinical  

Psychologist,Yasuhiro Kabeya 

 

分担研究       （日本語）治療抵抗性統合失調症に対する効果的かつ安全な治療法の確立に関する 

研究 
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分担研究     （日本語）指定通院医療機関の機能分化に関する研究 

開発課題名：  （英 語）Study of the functional differentiation of outpatient clinic in the  

Medical Care and Supervision Act 
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分担研究     （日本語）医療観察法の諸ガイドラインの見直しの必要性に関する研究 

開発課題名：  （英 語）A study on necessity of the review of guidelines on the Medical  

Treatment and Supervision Act． 
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Hospital, Chief Director，Kenji Murasugi 
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II. 成果の概要（総括研究報告） 
 

 研究開発代表者による報告の場合 
 
 研究代表者は、10 の研究開発分担班を編成し、医療観察法による医療の転帰や予後に関する調査

を継続した。同調査により明らかとなった長期入院、再他害行為と再入院、自殺等の新たな課題に

対する効率的かつ効果的な解決策を示すことを目的として研究を進めた。 
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1. 指定入院医療機関退院後の予後に影響を与える因子の同定に関する研究 
 医療観察法の要件となるような重大な他害行為の累積発生率及び自殺率は、3 年目でそれぞれ

1.8%、2.4%と推定された。医療観察法施行前と比較すると、退院後概ね良好な経過を辿っているこ

とが明らかとなった。 
2. 再び重大な他害行為を行った対象者及び再入院者に関する全国調査 
 指定入院医療機関 7 施設の訪問調査により再入院 51 例と再処遇 8 例について、退院後再入院や再

処遇に至る経過を明らかにするとともに、効果的な介入方法や社会復帰の方法を示した。 
3. 入院処遇から通院処遇を経ないで処遇終了となる事例の予後調査 
 毎年、通院処遇を経ないで処遇終了となる対象者は、約 20例で推移していることが明らかとなっ

た。しかし、退院後の予後は不明であり、文書にて説明の上同意の得られた 27例を前向き調査に登

録し処遇終了後の予後を明らかにするための調査体制を整えた。 

4. 通院移行後の問題事象に対する静的要因の研究 

 退院後 374 例の予後調査の結果から、通院処遇移行後の暴力、問題行動、自傷・自殺企図と関連

する静的要因を同定し、静的要因を組み合わせた予測ツールの開発・検証を行う準備を整えた。 

5. 治療抵抗性統合失調症に対する効果的かつ安全な治療法の確立に関する研究 

 指定入院医療機関においては、統合失調症のうち 23.7%にクロザピンが投与されていた。しかし、

指定入院医療機関ごとに処方率には大きなばらつきが存在することが明らかとなった。また、安全

なクロザピン投与方法の確立を目指して血中濃度測定を進めた。 

6. 重複精神障害を持つ対象者の心理社会的治療の開発と導入に関する研究 

行動制限の最小化と退院促進を目的として、異なる指定入院医療機関の多職種チームを組み合わ

せ、重複障害に対する心理社会的介入に関するコンサルテーションを実施した。また、効果的かつ

効率的な実施を目的としたアセスメントツール及びマネジメントツールを開発した。 

7. 指定通院医療機関の機能分化に関する研究 

 指定通院医療機関の実態に関する全国調査を実施した。全国の指定通院医療機関の偏在は、人口

比対、キャッチメントエリア、保健所管轄の 3つに類型化できることが分かった。 

8. 医療観察法の諸ガイドラインの見直しの必要性に関する研究 

 医療観察法の対象となった統合失調症を対象として「入院診療マニュアル案」を作成した。また、

同マニュアルの改善と社会復帰促進効果を明らかにするために、臨床試用を開始した。 

9. 措置入院者の実態把握と必要な医療密度に関する研究 

 措置入院ガイドライン案を開発した。また、措置入院時及び退院時における精神症状の重症度を

明らかにするために、個人的・社会的機能遂行度尺度を用いて前向きコホート研究を開始した。措

置入院時には同尺度の合計得点は 40 点以下であることが明らかとなった。 

10. 医療観察法従事者のメンタルヘルスに関する研究 

 指定入院医療機関の入院病棟において、インシデント報告とアクシデント報告を用いて暴力に関

する情報を調査した。暴力の社会学的特徴は、先行研究の結果と一致することが明らかとなった。 
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Development of new therapeutic strategies and predictive indexes of behavior as per the Medical Treatment and 

Supervision Act 

 

 The representative researcher formed 10 groups, and each participating researcher continued investigating 

the outcome and prognosis in accordance with the medical administration system under the Medical Treatment and 

Supervision Act. New problems, including long-term hospitalization, recidivism and readmission, and suicide, were 

identified. The study aimed to achieve effective and efficient intervention methods to resolve those problems. 

 

1. Research to identify factors affecting prognosis after discharge from designated secure units under the Medical 

Treatment and Supervision Act  

 We investigated 683 subjects admitted to any of 29 forensic facilities in Japan between June 15, 2002 and 

June 15, 2016, and acquired written informed consent for their participation in this study. The ratios of seriously 

harmful actions toward others and suicide among all subjects were 1.8% and 2.4%, respectively. Post-discharge 

prognosis was better compared with that before the Medical Services and Observations Act was put into effect. 

 

2. Nationwide survey based on characteristics of patients with recidivism and readmission treated as per the 

Medical Treatment and Supervision Act 

 Researchers visited seven forensic institutes and investigated 51 patients with readmission and eight with 

new index offences. We clarified the processes of recidivism and readmission and discussed effective interventions 

and reintegration of patients into society. 

 

3. Research outcomes of patients discharged from designated inpatient facilities without a forensic 

community-based treatment order as per the Medical Treatment and Supervision Act 

 Approximately 20 patients in total each year are discharged from designated secure units without a 

forensic community order. However, their prognosis was unknown. We designed a prospective study to clarify 

post-discharge prognosis. A total of 27 patients were registered after acquiring their informed consent. 

 

4. Study on static risk factors of violence, problem behaviors, and suicide attempts after discharge from designated 

secure units 

 We collected sociodemographic data, criminal records, and the course of progress of 374 patients after 

their discharge from designated secure units. We identified the static risk factors to predict violence, problem 

behaviors, and suicide attempts post-discharge. 

 

5. Studies on optimizing clozapine and electroconvulsive therapy in treatment-resistant schizophrenia under the 

Medical Treatment and Supervision Act 

 We clarified the prevalence of treatment-resistant schizophrenia in designated secure units and found 

23.7% of schizophrenia cases were administered clozapine. However, there was a striking difference in rates of 

clozapine use among the designated forensic institutes. We continuously collected blood samples from the institutes 

and measured the blood concentration of clozapine to establish a safe regimen of clozapine treatment. 
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6. Development of psychosocial treatment for patients with comorbid mental disorders in forensic medical facilities 

 We showed the effectiveness of consultation between the paired multi-disciplinary teams of the separate 

designated forensic institutes to minimize the restriction of actions and promote discharge into the community. One 

of the teams consulted with another about the psychosocial treatment of patients with comorbid mental disorders. 

We developed assessment and management tools for the consultation. 

 

7. Study of functional differentiation of outpatient clinics under the Medical Care and Supervision Act 

 We performed a nationwide survey on the actual conditions of outpatient clinics under the Medical Care 

and Supervision Act. Three types of maldistribution of outpatient clinics were identified based on the catchment 

area, population distribution, and the district mental health center to which the patient was assigned. 

 

8. Study on need for review of guidelines regarding the Medical Treatment and Supervision Act 

 We developed a draft of a clinical practice manual for schizophrenia with relation to the index offence 

and trialed it in a clinical setting to improve it and show effectiveness for promoting reintegration into society. 

 

9. Study on actual conditions and necessary degree of density for medical care for involuntary hospitalization 

instructed by prefectural governors 

 We developed clinical practice guidelines for involuntary hospitalization initiated by prefectural 

governors under the Mental Health Act. We performed a prospective cohort study of the severity of mental 

disorders at admission and discharge, using the Personal and Social Performance Scale. The mean total score at 

admission was clarified as not exceeding 40. The subscale for agitation and aggression was relatively higher than 

other subscales. 

 

10. Mental health of personnel working designated secure units under the Medical Treatment and Supervision Act 

 We surveyed information related to violence as per the Medical Treatment and Supervision Act’s 

designated secure units, based on incident and accident reports. The sociodemographic characteristics of violence 

were extracted and were found to be in agreement with the preceding studies. 

 
 研究開発分担者による報告の場合 
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