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現在の精神疾患の位置づけ

平成10年から24年までの15年間にわたり自殺者が
年間3万人を超え、21年度には精神疾患による社
会的損失が年間2兆7000億円に上るとの報告も
がん、脳卒中、心筋梗塞、糖尿病の4大疾病に加え、
精神疾患を含め5大疾病に（H23年7月）精神疾患を含め5大疾病に（H23年7月）
雇用者のストレスチェック制度など、産業保健でも大
きな問題

「うつ病患者」は100万人を数え、新規に受診しようと
しても多くの診療所の予約は２カ月待ち・・



精神科医療の歴史

精神障害に対しては、昔は「狐が憑いた」「神（化け物）が乗り移った」として、
忌み嫌われるか崇められるかのどちらか

明治8年(1875)京都に最初の精神科病院ができる
明治33年(1900)「精神病者監護法」により私宅監置（座敷牢）の手続きが定ま
る

昭和25年(1950)「精神衛生法」により私宅監置が禁止され、各地に精神科病
院が急増した（ほとんどが民営）院が急増した（ほとんどが民営）

＜精神病者は「危険な存在」として隔離収容される時代が続いたが、昭和33
年(1958)に最初の抗精神病薬が開発されてからは、欧米では収容主義を
やめ、地域での生活に移行しはじめた＞

日本でも1984年の精神科病院での患者暴行死を機に、1988(S63)精神保健法
が成立し、入院手続きの厳密化や退院促進、在宅治療の充実に舵が切ら
れる

その後平成14年に福祉の理念を入れた「精神保健福祉法」に改正
技術の進歩で脳の機能の解明も進み、治療薬の開発も進んでいる



これまでの精神科医療は

統合失調症、躁うつ病の症状コントロールと、
生活のマネージメントが主

（隔離収容・差別、治安対策にも使われてい
た面あり。薬物療法の進歩により欧米は収た面あり。薬物療法の進歩により欧米は収
容をやめて地域化したが、日本は病床を維
持）

病気の原因についても未解明多々

（脳科学は他分野に大きく後れをとる）



精神科医療の対象の拡大

近年になってパーソナリティ（性格）障害、発達
障害、摂食障害、認知症、薬物・ギャンブル・
インターネット依存、ひきこもり、性同一性障
害等々、対応する疾患そして対象者が急増し害等々、対応する疾患そして対象者が急増し
た （抗うつ薬などの開発に伴い市場が拡大
した）

医療体制の不備が指摘されているものの、専
門職の養成は追いつかない！



精神科医療資源の変化

市場の拡大により、都市部を中心に急増した

「メンタルクリニック」（医者だけが病院を出て地域に
移行したために、病院勤務医が不足）

地域活動支援センター、就労支援事業所、就労移
行支援事業所、障害者就業・生活支援センター
（ﾅｶﾎﾟﾂ）、訪問看護ステーションなどニーズやレ
ベルに合わせた社会資源の登場（福祉ビジネス
の拡大）で、在宅生活は送りやすくなっているの
は確か



精神科診療所が増加
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それでも進まない日本の病床削減

日本の精神科病床数は約３４万床
OECD加盟国での人口１０万人当たりの平均６８床に
対し、日本は２６９床と世界で最多

１年以上入院している人は３分の２の約２０万人、うち
５年以上の入院が１１万人超（殆ど施設化）５年以上の入院が１１万人超（殆ど施設化）

多くは高齢化し、生活能力の低下が著しいこともあっ
て、「地域移行」は一向に進んでいない反面、新た
に長期入院になってしまう人は減少傾向

しかし代わりに「認知症」を受け入れることで経営を維
持する病院も少なくない



精神障害の古典的な分類

心因性精神障害 内因性精神障害 外因性・器質性

統合失調症

気分障害
（躁うつ病）

薬物中毒

ステロイド精神病

脳器質性

神経症
（不安・抑うつ・
強迫など）

9

（躁うつ病）

てんかん

おそらくは脳機能の
問題と思われるが原
因不明

脳器質性
腫瘍、血管障害

内分泌・代謝系
膠原病、ビタミン
欠乏、肝機能障害、
甲状腺機能異常
など

（不安・抑うつ・
強迫など）

心因反応
(反応性精神病）

ストレスなど心理的
負荷によって生じる

発達特性・性格傾向



精神科診断基準の変遷

1952年に米国精神医学会がDSM（診断と統計
のためのマニュアル）を発表

（世界的に広まったのは1980年の第Ⅲ版から）
その後Ⅳ、Ⅳ-TRと改訂され、2013年にDSM-5とその後Ⅳ、Ⅳ-TRと改訂され、2013年にDSM-5と
なる

日本ではICD（国際疾病分類）-10が行政を中心
に用いられている



「精神および行動の障害」

F0 認知症、脳器質性

F1 物質性

F2 統合失調症圏

F3 気分障害圏F3 気分障害圏

F4 神経症圏

F5 生理的・身体的原因によるもの

F6 人格障害圏

F7 知的発達障害

F8 心理的発達障害

F9 小児・思春期の問題



診断基準‘統一’の功罪

操作的診断基準により「うつ病」概念が拡大

経済状況の停滞や、終身雇用の終焉など、

社会状況の変化によるメンタル不調者の増加

SSRIなど飲みやすい新規抗うつ薬の登場により、処SSRIなど飲みやすい新規抗うつ薬の登場により、処
方がしやすくなった

情報化＆製薬会社と組んだメディアによる

キャンペーン「うつはこころの風邪」

→「精神科受診」への敷居が下がって受診は
しやすくなった



「発達障害」概念の歴史

「発達障害」自体は古来より存在したはずだが・・
カナーによる「自閉症」概念の発表（1943）
「アスペルガー症候群」の提唱（1944）
しかしWHOが正式に認知したのは1992年

「レインマン」（1988年映画）

・・・医学的・社会的に認知されたのは
つい最近になってから！

精神医学における「２０世紀最大の発見」



発達障害のタイプ分類

大脳高次機能の発達・発育に関する障害（多くは乳幼児期に判
明）
知的障害（ID）

• 全般的な知的能力の発達遅延
自閉症スペクトラム障害（ASD）

• 対人関係の相互性の障害、興味の限局• 対人関係の相互性の障害、興味の限局
注意欠陥多動性障害（ADHD）

• 注意力・集中力の障害と持続困難、衝動抑制不良
学習障害（LD）

• 特定の知的能力の発達遅延
運動能力障害

• 運動能力の発達遅延
コミュニケーション障害

• 言語能力・対人関係能力の発達遅延



発達障害各タイプの概念図
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「自閉症スペクトラム障害」（ASD）

色の境目がはっきりしないのと同じ
ように、「正常範囲」と「障害」の境目は
はっきりしない、という考え方

短い ← （波長） → 長い



境目がはっきりしない＝診断が難しい

傾向が顕著な例は幼・小児期より事例化するが

「育てにくい」ために虐待や、集団行動が苦手なた
め学校でいじめの対象になることも

そうでもない場合は「ちょっと変わったところがあそうでもない場合は「ちょっと変わったところがあ
る」程度に思われるだけで、成人後にトラブルが
相次ぐことで気づかれる・・ということがしばしば
ある

もちろん大きな問題がなければ「個性」「性格」で済
むことも珍しくない



ASD（自閉症スペクトラム障害）の特性
他人の考え、感情をくみ取ることが苦手

自分の考え、感情を伝えるのが苦手

感情のコントロールが苦手

些細な事柄へのこだわり

⇓
些細な事柄へのこだわり

作業の不器用さ ⇓
対人的・社会的技能が十分でなく、いろいろな場面
で孤立しやすい

周囲の理解も乏しく、適切な支援が得にくい



よくあるパターン

問題解決能力、対処能力が低く柔軟性に欠けるためすぐ壁にぶつかる

自分のやり方にこだわり、指導してもスキルをなかなか習得できない

問題の認識ができず、自己に向き合わず、他人のせいにする

対人関係面で不安定になりやすい

（相手に受け入れられないと「見捨てられた」「裏切られた」と被害的・攻撃的
になる）

感情が大きく揺れやすく、攻撃性が出現

自分に向くと自傷行為～自殺企図を起こし、他人に向くと暴力行為に及ぶこと
も

→「性格が悪い」と見られてしまうことも



表面化する機会（１）

小中学校＆高校までは「レールの上を走れば良
い」だけなので、多少の問題は表面化せず経
過することが多い

（特に日本の教育は自分でモノを考えて発表す（特に日本の教育は自分でモノを考えて発表す
ることはあまり必要なく、そこそこの成績であ
れば教師も親も問題視しない）

ところが大学に入ると自分で単位数を計算して
履修科目を選択し、カリキュラムを作り、研究・
発表しなくてはならない・・！！



表面化する機会（２）

営業職に就くが顧客とトラブルを起こす

マニュアル化した工場勤務では問題がなくても、
「真面目な勤務態度が評価されて」昇進し、管
理的仕事を任されると、途端にどうしてよいか理的仕事を任されると、途端にどうしてよいか
わからなくなる

結婚し子どもが生まれると、育児と家事のバラン
スに困惑してしまう

・・・ADHDや自閉症スペクトラムを有する人には
苦手な場面に遭遇することで表面化



表面化しないことも

自分のペースで出来る芸術系・翻訳・著述業

マニュアル通り動けば良い製造業

ITプログラマー、設計者、エンジニア
理数系研究職理数系研究職

医師、裁判官など社会的地位が高い職業

（高度な協調性や対人スキル、臨機応変な対応、
複数の異なる要求を同時にこなさなければいけ
ないような仕事は苦手）



「表面化」すると・・

周囲との軋轢が増える

「お前が悪い」と叱責されることが増える

「何度言ったらわかるんだ！」

「いいかげんにしろ！」

何度言われても、本人はどうしてよいかわから
ないため、困惑が強まる・・



こうして生じる「二次障害」

「また怒られるのでは」と不安が強まる
心配になって何度も確認する（強迫行為）
「自分はダメなんだ」と抑うつ的に（自殺念慮も）
「何くそ！」と気分を高揚させハイテンション（躁状態）に
反発して周囲に攻撃的になる反発して周囲に攻撃的になる
周囲に過敏になり、些細なことで被害妄想的になる

（「見張られている」「狙われている」といった妄想や、時に幻
聴も生じるため統合失調症と診断されることもある）

問題が大きくなると、精神科の門を叩くか、
または連れてこられる



発達障害と統合失調症の鑑別

従来からASD的性格は「統合失調症になりや
すい」として認識されていた

急性症状出現時など横断的には鑑別できな急性症状出現時など横断的には鑑別できな
いことも少なくない

注意深く経過を追っていくことで違いは見えて
くるのだが・・



「パーソナリティ障害」概念

その人の置かれた社会・文化の中で、一個の人格
として期待される適切な人間関係が保てず、社
会機能ないし職業の従事に顕著な制約が長期
間続いている、社会不適応な行動パターンを取
る、性格的傾向る、性格的傾向

境界性、反社会性、演技性、自己愛性、回避性、
依存性、妄想性などの亜型に分類

「人格障害」とされ精神科医療でも忌避的なことが
多い



「パーソナリティ障害」の原因？

「境界性」では生育環境による影響が指摘され
ている

（崩壊家庭や不安定な母親、虐待など、十分な
愛情を受けられず、十分な「自己肯定感」が愛情を受けられず、十分な「自己肯定感」が
得られなかった場合）

しかし他のタイプも含めて説明できない場合が
ほとんど・・



そう考えると

パーソナリティ障害と発達障害の違いは？？

横断的に見れば「パーソナリティ障害」

縦断的に見れば「発達障害」

ということかもしれない？？



適応障害

• ストレス因子に対して、心身および行動がネガ
ティブに反応するもの。抑うつ、不安・焦燥、不適
切な行動などを呈する。軽症うつや不安障害と判
別しにくい。 ⇓⇓

• ストレス因子への対処スキルが乏しいとこうした
反応が起こりやすく、遷延しやすい⇓

• 諸症状に対する薬物療法と、具体的なストレス対
処法の伝授により解決していく



そもそも「ストレス」とは？

• Stress（英）：圧力、強制、圧迫、緊迫（転じて
「心理的圧迫感」）

• 同じ状況に置かれても、人によって受け止め
方が異なるように、同じ事象でも、境遇によっ方が異なるように、同じ事象でも、境遇によっ
てストレス度合は異なる

• 「ストレスが皆無な社会」はあり得ない
• そのストレスに対し、どう対応するか。受け止
めるか、受け流すか、利用するか・・で結果は
異なってくる



ストレスにどう対処するか

心理学では「ストレスコーピング」と呼ぶ。

単なるストレス解消とは異なり、

ストレス自体を軽減

受け止め方を変えてストレスを‘浄化’受け止め方を変えてストレスを‘浄化’

感情を抑えてリラックス

周囲から支援を受ける

といった方法からなる対処法だが、冷静で柔軟
な考え方ができないと難しい。



ストレスコーピングの実際

いくつかたまっていた仕事をようやく片付けつつあった時に、
上司からさらに面倒な仕事を振られたあなた。時間とともに
怒りがこみ上げてきます。

「何故自分ばかり・・」

＜一服してまずは冷静に！＞＜一服してまずは冷静に！＞

①期日を延ばしてもらう、誰かに振るなどして負荷の軽減を図
る

②「周囲も大変だから」「それだけ自分が評価されているんだ」
と受け止め直す

③先輩や同僚、他の上司に相談する（愚痴る？）

④その仕事が終わったら休暇を取ることにする

etc..



ストレスコーピングに失敗すると・・

心身が不調になる心身が不調になる



身体症状から始まることが多い

頭痛、頭重感、動悸、息苦しさ、吐き気、胃
痛、下痢、便秘、腰痛、肩こり、めまい、
立ちくらみ、倦怠感、のぼせ、冷え、易疲
労感、食欲不振、

生理不順、精力減退、手足のしびれ・ふる
え、目のかすみ・・等々の「不定愁訴」

→各科を受診して検査で異常がないと精神
科の受診を勧められる



しかし発達障害があると・・

ストレスコーピングがうまくできず、反応的な気
分の変動を抑えきれず、短絡的な言動や行
動化に陥りやすい。

「パーソナリティ障害」と

きわめて類似！



こんなこともストレスに

いつまでか待つかわからない

大きな音や光がまぶしい

やることがない

大声で命令される、指示されること大声で命令される、指示されること

スケジュールや環境の急な変化

簡単すぎる課題、難しすぎる課題を与えられる

などが続くか、重なることは大きなストレスとなる

（特に知的障害や自閉傾向が強い人）



その結果

器物破損、暴言、暴力、窃盗、性犯罪・盗撮など
反社会的な行為

うつ病・気分障害、不安障害、パニック障害、強
迫性障害などの精神疾患

アルコール、薬物などの乱用・依存

などとして出現することがある

（ADHD圏の人は覚せい剤系の薬物で落ち着くこ
とも）



精神科医療による介入

診断や治療、対応方針の提案
（薬物療法、環境調整、対処方法など）

入院で出来ること
自傷行為・他害行為から本人と周囲を保護自傷行為・他害行為から本人と周囲を保護
（自他に危険な場合には、精神保健指定医の
判断で隔離・拘束が可能）

経管栄養や点滴で全身状態を改善
観察・検査により行動パターンの把握、悪化因子の
再評価、行動療法による行動の修正
家族や支援者の休息



精神保健福祉法での
入院の形態と手続き

任意入院：患者自身が入院に同意し、同意書に署名で
きる場合

医療保護入院：患者の同意はないが、精神保健指定医
が入院の必要を認め、３親等以内の家族の同意があ
る場合。（通常の保険診療で3割負担）る場合。（通常の保険診療で3割負担）
措置入院：警察や検察が「自傷他害のおそれ」がある
患者について保健所に通報し、精神保健指定医２名
が診察して両名とも入院が必要と判断した場合、県
知事または政令市長の命令で行う行政処分。医療費
は原則全額公費負担。



措置入院

病状

入院形態と病状の関係

（病状だけでなく
家族の状況や
行動内容に
より選択）

任意入院

医療保護入院



「隔離」が許される状態
（精神保健福祉法の規定）

隔離：自らの意思で室外に出られない処遇

自殺企図や自傷行為が切迫自殺企図や自傷行為が切迫

他者への暴言・暴力や著しい迷惑行為・器物破損

不穏・多動・爆発性などのため一般病室での処遇が
困難

身体的合併症のための検査や処置等で必要な場合



身体拘束（精神保健福祉法）

拘束：紐やベルトなどで身体の自由を奪うこと。
ベッドや車椅子から動けない状態にする。

「制限の程度が強く、二次的な合併症の危険もあるためやむを得な
い場合の処置であり、生命保護と重大な身体損傷を防ぐための行
動制限であり制裁や懲罰、見せしめのために行ってはならない」

自殺企図・自傷行為の切迫
多動または不穏が顕著
放置すれば生命に危険が及ぶおそれが強い
・・・場合にのみ許容される

（褥創や深部静脈血栓防止のため頻回の観察や早期の解除に努め
ることが求められる）



これを遵守しないと

刑法第220条（逮捕・監禁罪）
「不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、３月以上

７年以下の懲役に処する」

「精神保健福祉法」に定められた状態で、所定の手続き
をしていなければ、これに抵触するおそれあり！をしていなければ、これに抵触するおそれあり！

憲法第31条：「何人も法律の定める手続きによらなけれ
ば、その生命若しくは自由を奪われ、またはその他の
刑罰を科せられない」

障害者権利条約第14条：「・・・いかなる場合によっても
自由の剥奪が障害によって正当化されないこと」



入院から退院まで

行動制限の解除
自身や周囲に危険な行動がなくなれば拘束は終了

さらに
安定して夜間の睡眠がとれる
最低限の身の回りのことができる最低限の身の回りのことができる

ようになれば、隔離（施錠）は終了

他者に気を遣った行動ができれば、個室から多床室に移
り、そこで崩れなければ外泊・退院、というコースが一般
的。

但し発達障害傾向が強い人は、対人刺激が強い相部屋に
は向かないことが多く、個室から退院することが多い。

（行動範囲の拡大や他の患者との接触が刺激になり、混乱
して再燃するケースも）



薬物療法

抗てんかん薬・気分調整薬（ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸、ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ、ﾘﾁｳﾑ、ｸﾛﾅｾﾞﾊﾟ
ﾑなど）
気分変動・衝動性を軽減（錠剤・散剤）

抗精神病薬（ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ、ｼﾞﾌﾟﾚｷｻ、ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ、ｸｴﾁｱﾋﾟﾝなど）
興奮や易怒性、衝動性を軽減（注射剤、液剤、口腔内崩壊錠）

抗うつ薬抗うつ薬
SSRIは強迫症状の軽減に効果（錠剤）

中枢刺激薬（ﾒﾁﾙﾌｪﾆﾃﾞｰﾄ、ｱﾄﾓｷｾﾁﾝなど）
ADHDから来る多動を軽減（錠剤）

睡眠薬（ﾍﾞﾝｻﾞﾘﾝ、ﾚﾝﾄﾞﾙﾐﾝなど錠剤）
漢方薬（エキス顆粒：抑肝散など）

本人の症状や検査結果を見ながら選択し、組み合わせる



薬のいろいろな形

錠剤・散剤・液剤（内用液）・注射剤（即効性・持効性）

錠剤にも糖衣錠とOD錠、口腔内崩壊錠がある

普段は錠剤でも不調時に液剤を服用

持効性注射剤と錠剤の併用

など個々の症状・生活パターンに応じた

オーダーメイド処方を行う

（持効性注射剤：２～４週間効果が持続する抗精神病
薬。毎日服薬する必要がなく、経口薬に比べて副作用
も出にくい）



気をつけるべき副作用

過鎮静、錐体外路症状、嚥下障害、不随意運
動、皮疹、食欲・体重増加、イライラ、乳汁分
泌、生理不順、譫妄など外から見える症状泌、生理不順、譫妄など外から見える症状

肝障害、白血球低下、血糖値上昇、心電図異
常など、外からでは分からない症状



錐体外路症状

抗精神病薬の副作用として出現する運動障害

振戦：手や体の震え

アカシジア：そわそわジリジリして落ち着かず、
座っても居られない

ジストニア：不自然な筋肉のけいれん

ジスキネジア：口周囲や四肢が意図せず動き
続ける。長期間の服用で出現しやすくなる



薬漬けに走る医者も

成人のADHDに適応のある薬剤が４年前に発売
され、製薬会社のキャンペーンもあってか、抗
うつ剤の効果がない「うつ病」患者に対し、「発うつ剤の効果がない「うつ病」患者に対し、「発
達障害」の診断を併記して薬を追加！

本来は本人の特性を見極めて、対処スキルを向
上させるか環境調整をするべきなのだが・・

「薬漬け精神科医療」の批判など、どこ吹く風の
医療機関も



どこまでを治療対象？（医療の限界）

通常はあくまで二次的に生じた精神障害に限られ
ることが多い

（元々の発達障害や性格を治すのは難しい）

非自発的な入院は、二次障害としての精神症状非自発的な入院は、二次障害としての精神症状
及び行動が、甚だしく本人または周囲に不利益
となる場合にのみ許される、というのが原則

連れてきた家族や警察が入院を希望しても、治療
対象でないと判断されると断る場合もある

（治療の意味や目標を明確にする必要あり）



福祉と医療と司法の‘狭間’

福祉的支援を受けるか否かの決定は、あくまで本人
の意思であり、施設入所などは強制できるもので
はない

（援助が必要な人ほどそのことを理解できておら
ず、むしろ拒否することも珍しくない）ず、むしろ拒否することも珍しくない）

→医療からは相手にされず、福祉からも逃げ出し、
犯罪に至ったために司法がすくいあげても、出所
後はその「前科」によって、さらに支援を受けにくく
なってしまう・・

（本来医療も福祉も重症な人を優先すべきだが、
民間施設だと重症者を避けることが少なくない）



診断の告知

医師は発達障害に気づいても、本人や家族に
は敢えて告げないことも少なくない

（それぞれ「発達障害」に対して持っているイ
メージが異なるため、受け入れられるとは限メージが異なるため、受け入れられるとは限
らない！）

支援サービスのための診断書を書く際など、

伝えることが本人の利益になると

思われる場合にのみ告知する



治療の対象は？

あくまで二次的精神障害に限られることが多い

（凸凹の発達特性を‘治す’のは無理！）

精神科での「医療保護入院」「措置入院」という
非自発的入院は、二次障害としての精神症
状が、甚だしく本人または周囲に不利益とな
る場合にのみ許される



受けられる援助

「療育手帳」はあくまで知的障害が対象

「精神障害者福祉手帳」であれば取得は可能

（療育手帳・身体障害者手帳同様の恩恵は受け
られる）られる）

ただし「障害年金」については、自治体によって
判断に差が生じていて、「発達障害」の病名だ
けでは必ずしも支給は保障されないという情報
も・・



福祉にとっても

援助を受けるか否かの決定はあくまで本人に
委ねられており、施設入所などは強制できる
ものではない

（援助が必要な人ほどその必要性を理解しよ（援助が必要な人ほどその必要性を理解しよ
うとしないのだが・・）

→福祉からも逃げ出し、医療からも相手にされ
ない、ということも出てくる



時折起こる不幸な事件も・・

被疑者の「発達障害」がベースにある場合も稀で
はない

「精神障害により責任能力が問えない」場合、
「心神喪失者等医療観察法」による強制的な「心神喪失者等医療観察法」による強制的な
入院制度はあるが、その対象になるかならな
いかは事例ごとの判断。しかしこれまでの流れ
では「発達障害のみでは対象とせず司法に任
せるべき」との意見が大勢。（有効な治療手段
が確立されていないことが大きな理由）



かといって矯正施設では

「規則に従って過ごせばそれでよし、従わなけれ
ば‘懲罰’（独房から出られない）」

「心理教育的アプローチ」は希薄

「刑期が来れば釈放」「刑期が来れば釈放」

（保護観察が付くのは仮釈放の場合のみ）

自分で「気付かない」発達障害者にとって、

これで「矯正」になるのか？



だからこんな判決が

広汎性発達障害の一種、アスペルガー症候群
の男が実姉を殺害した事件の裁判員裁判
で、「社会に受け皿がなく、再犯の恐れが強
い」として、検察側の求刑（懲役１６年）を超え
る懲役２０年の実刑判決が下された。る懲役２０年の実刑判決が下された。

判決は「許される限り長期間、刑務所に収容す
ることが社会秩序の維持に資する」とまで言
及した。（2012年8月）

（控訴審では懲役14年の判決）



それ以外にも

検察庁から依頼される起訴前鑑定ではASDが
疑われる例は少なくない

その場合、発達障害の傾向を指摘した上で、
「犯行時の善悪の判断能力および行動制御「犯行時の善悪の判断能力および行動制御
能力」について考察するが、統合失調症の幻
覚妄想状態のように「判断能力が著しく低下
～喪失」にはなりにくい

・・・となると刑事処分に傾きやすい



というわけで

これまで精神科医療は「発達障害」に正面から
対応できてこなかったが、今後は如何に対応
していくかが問題となるかもしれない

そのためには分子生物学的に発達障害を解明
し、治療を可能とすることが必要だが、どこま
でを「個性」と認め、どこから治療対象とするの
か、という問題は残る・・・


