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３．司法精神医療機関；オランダの拘留下の精神保健医療 
３－１拘留下の精神医療組織 
拘留という環境での精神医療は、大きく２つの系統のものがある。刑務所の精神医療と、

司法精神医療機関の医療である。刑務所の精神医療は通常の刑務所において行われる。 
〇通常の刑務所の病棟にはカウンセリングのような一般的なサービスがある。 
〇いくつかの刑務所においては精神医療に特化した病棟がある。刑務所精神医学センター

（ＰＰＣ）という。 
司法精神医療機関の医療（ＴＢＳ）は、拘留と組み合わせた臨床精神医療である。通常、

ＴＢＳ（Ter Beschikking－Stelling）での治療という裁判所の命令に基づき、特別に確保

された精神医療施設（ＦＰＣ／ＦＰＫ)において行われる。ＴＢＳ治療命令には２種類ある。 
〇「条件付きＴＢＳ」という裁判所の命令は、通常の精神病院（もしくは「一時的に」Ｆ

ＰＣ／ＦＰＫもしくはＰＰＣ）にいる間、その人に適用される特定の条件が含まれるもの

である。  
〇ＴＢＳ治療という裁判所の命令は、強制的に司法精神医療病院（ＦＰＣ／ＦＰＫ）に入

れられることを意味する。 
３－２司法精神医療機関（ＴＢＳ）の目的と範囲 
ＴＢＳ治療という裁判所の命令は、オランダの裁判において厳しい命令である。政府によ

る公的なＴＢＳ・司法精神医療の説明においては、司法精神医療とＴＢＳの目的が少しづ

つ変えてきており、医療から離れてとても厳しい判決になってきている。 
（１）ＤＪＩ／安全・法務省：ＴＢＳ／司法精神医療の説明 
「罰と医療に均衡を。司法精神医療は、２つの世界を切り離す刃の上に均衡を取っている。

１つは刑事司法であり、もう１つは医療である。司法精神医療は、通常、裁判所によって

宣告される刑の一部であり、犯罪に関与した精神障害を持つ人へのものである。治療と保

護の必要な組み合わせは中央で決められ、治療は刑の間もしくは後に置かれるが、刑に取

り換えることもできる。司法精神医療の目的は、患者が、刑と治療の後、二度と犯罪に関

与せず、社会において正常に生活できることである。これは「再犯罪からの修復」と呼ば

れる。司法精神医療は社会をより安全にすることを目指す。」 
（２）Rijksoverheid（中央政府）：TBS／司法精神医療の説明 



「累犯者の一部は（部分的に）『責任能力がない』。彼らは精神障害によって、社会への脅

威となっている。これらの人々から社会を守るために、彼らは（罰の後の）強制治療

（dwangverpleging）の刑を受けることがある。これは Terbeschikkingstelling（TBS）と

呼ばれる。TBS は再犯の危険がなくなるまで裁判所が延長する。」 
（３）Rijksoverheid（中央政府）：TBS／司法精神医療の説明 
「TBS は、Terbeschikkingstelling という意味である。罪が最短でも４年の刑に当たると

認められ、（部分的に）責任能力がないと証明された時、裁判所は TBS の刑にしかできな

い。こうした場合多くは、人格障害か重い精神障害がある。この処置の目的は、受け入れ

がたい再犯（累犯）のおそれから社会を守ることである。：短い期間では監禁し、長い期間

では治療する。 
３－３司法精神医療（TBS）の裁判命令 
既に触れたように、司法精神医療の裁判所命令（医療と刑事判決の結合）には、２つの大

きな形式がある。 
１．TBS 治療の裁判命令 
２．条件付き TBS の裁判命令 
３－３－１TBS 治療の裁判所命令 
オランダの司法において TBS 治療の裁判所命令は、厳しい処置である。この処置を取ると

いうことは、ある人が、「犯罪の責任を取れず、それは人格障害か重い精神障害のせいで、

その犯罪に関わる一因にその人の障害がある」ことを意味する。2010 年には、94 回この決

定が出された。 
治療命令を伴う TBS は、2 年間の刑で、規則によると、1 年か 2 年ごとに延長できる。裁

判官が TBS の期間を延長するのは、深刻な再犯の危険が予測されるために、治療調整官の

助言に基づいて、必要と判断した場合である。 
TBS の対象者が犯罪の責任を取れる場合、裁判官は刑のその部分についてその人を投獄す

る刑が出せる。慣例では、それらは、「組み合わされた刑」である。拘留を終えた後、通常、

TBS 対象者は司法精神医療センター（FPC,FPK,「TBS-kliniek」）と呼ばれる特殊な施設

に入れられる。 
３－３－２条件付き TBS の裁判所命令 
司法精神医療のもう一つの形態は、条件付き TBS である。条件付き TBS は、罪人が条件

付きで「釈放」されることで構成されている。この時の条件は、その人が一般の精神病院

での治療を受け入れることである。これらの場合、「再分類」が TBS 対象者に援助として

提供され、決められた条件に従っていることを監視される。従わない場合、裁判官は公的

検事との一致の下で、条件付き TBS から TBS 治療命令に刑を変えることができる。2010
年に条件付き TBS は 33 回命令された。 
３－３－３投獄と TBS 治療の組み合わせ刑 
通常、TBS は、TBS 対象者が刑務所での拘留を終えてから始まる。容疑者が、犯罪事実に



関して完全に責任能力がない場合、裁判官は刑罰を命じることを差し控え、ただ TBS 治療

を命令する。この場合、TBS 対象者は司法精神医療病院（FPC／FPK）に空きが出るまで

刑事施設（刑務所）に留まる。（待機者表・順序） 
３－４TBS 病院／司法精神医療センター 
〇現在、TBS／司法精神医療施設にいる人の総数は、2100 人から 2200 人である。 
〇95％は男性である。 
〇平均年齢は 30 歳から 40 歳である。 
〇60－70％がオランダ国籍で、30－40％がそれ以外である。 
〇TBS 刑に結びつくほとんどすべての犯罪に、暴力、性犯罪、放火、財産犯罪が含まれる。 
〇TBS の平均在院は、9－10 年である。 
〇2011 年には、2002 年に TBS が始まった人の 50％以下しか出ていなかった。 
〇平均すると、TBS の 14％が対象者の死によって終了している。（つまり、10 人中 1 人以

上が TBS を生き延びていない。） 
３－４－１オランダの司法精神医療病院における TBS の長期滞在 
〇法は、6 年たてば TBS 治療は完了しなければならないと定める。6 年たって、再犯（累

犯）の危険が不十分にしか減少していない場合、医療の病院経費は減らされ、医療から滞

在に重点が移る。2 つの別の病院での治療が不満足な結果になった場合（再犯の危険性が減

らないか不十分にしか減らず、改善の見込みがない場合）、TBS 対象者は「長期滞在患者」

とみなされる。この決定は司法省によって、LAP つまり心理学者と精神科医によって形成

される会議から情報を受け助言を得て、なされる。長期滞在においてもまた TBS 評価は少

なくとも 2 年に一回なされなければならないが、このことで、一生の間、刑務所や施設、

司法精神医療に、閉じ込められることがありえる。 
〇オランダで最も長期の TBS 対象者は Theo H で、1960 年から 2011 年まで 50 年間継続

して TBS 病院に監禁されていた。 
〇2004 年には 60 人が TBS 長期滞在である。 
〇2007 年には 176 人が TBS 長期滞在である。 
〇2010 年には 202 人が TBS 長期滞在である。 
〇TBS／司法精神医療の、始まりや途中では、拘留や施設収容の終了日はわからない。TBS
／司法精神医療の延長は、一生にわたる収容になりうる。 
TBS／司法精神医療の経験 
生の経験を持つ専門家が語ったところによると、TBS／司法精神医療の施設の中では、精

神上の健康にはほとんど注意が払われず、中心は危険を防ぎ、うまく監督することにある

ので、個人的成長の機会が失われている。 
〇管理が中心 
司法精神医療（TBS）施設それ自身は生活するにはとても不便なところで、毎日の活動（鍵

かけ、確認、規則、手順、しきたり、記録その他）に、大量の官僚主義があり、管理に全



体の中心がおかれている。時には「集団処罰」が使われているが、それはたとえば、拘留

者が一人逃げ出したら、他の全ての残った人が、考え直すように独房に入れられるという

かたちで起きる。集団的に考え直すことは、すべておそらく個人的に結論を出している居

住者のほんの一部分が規則を破った時には、容認できる処罰ではなく、確実に良い医療の

やり方ではない。 
個人の成長の機会がない 
〇精神的あるいは知的な障害を持ち拘留されている人は、多くの場合、たくさんの根拠が

あり実績もある医療の手段の利用から締め出されている。たとえば、利用者の運動、セル

プヘルプの主導権、ピアサポート、補足的医療、心身の快適状態、教育、研究、相談など。

そして、精神保健、医療、権利、補足手段に関わる、一般的なわかりやすい情報すら手に

入れ難い。構造上情報交換に制限があるからである。（インターネットの利用が制限される

か禁止されていたり、移動の自由が制限されていたり、など）これは回復の機会を深刻に

減らしている。TBS／司法精神医療に置かれている人は、他の障害者に比べて弱い。拘留

されている、精神もしくは知的な問題を持つ人は、高い自殺の危険という意味でとても弱

く、回復の機会を少なくされている。 
〇TBS／司法精神医療のシステムは、現状ではもっぱら、司法省によって運用されている。

（健康省抜きなので、そのことが、医療の部分がどんどん抜け落ちていっていることの部

分的な説明になる） 
３－５オランダの司法精神医療の中での強制的介入 
オランダの司法精神医療の中で（一般的な刑務所での PPC 、「TBS 病院」の FPC／FPK）

一般的には、普通の精神医療で実施されているのと同様の強制的介入があるが、そのうえ、

一般的に、普通の拘留の基準がある。また、司法精神医療で行われる強制的介入の方法は、

一般的精神医療とかなり似ているが、一般的にもっと物理的に強力な力を伴う。（警察のチ

ームがヘルメットと楯を使うなど） 
もっとも普通に使われている強制的介入は 
〇本人の個室に入れて鍵をかける 
〇隔離（「刑罰室」または「観察室」に） 
〇（強制的な）投薬 
〇身体拘束たとえば、手錠、スウェーデンベルト、はより少ない頻度で使われる。 
３－５－１投薬 
薬は多くの場合に、自発的にも非自発的にも、使われている。 
〇生活の観点抜きに、TBS の対象となった人は多くの場合、薬で和らげるという「申し出

を受け入れ」ている。また、拘留中に精神上の危機になった場合、その人は法的能力を与

えられることがなく、精神医療にとても似ているのだが、その頂点においては拘留中には

統制の要素がより支配的で、生活の社会的側面をさらに否定する方向に向かわされる。TBS
の中のほんのわずかの人が何の薬も使っていない。 



３－５－２隔離 
〇空の個室に一人だけで監禁されること（隔離、「Isolatie」）は、一般的刑務所ではかなり

普通のことだが、TBS／司法精神医療でも又多く使われている。 
〇TBS と司法精神医療において隔離状態は法的計画と規定に基づいており、隔離室を「観

察室」（Observatiecel）もしくは「処罰室」（Strafcel）として使うことが許されている。こ

れは物理的には同じ個室である。観察は通常、精神医療的方法に基づいた隔離を表してお

り、一人だけの監禁はいわゆる「危機の時の最後の手段」として使われている。観察は特

別な移動場所を待っていることをもまた意味しえて公式には 1 か月である。（慣行によって

これと変わり得るが）処罰は刑事司法の方法での介入を表し、そしてたとえば薬の使用を

必要とする。（標準では 3 日間の隔離と 14 日以内の詳しい調べ）また一人きりの自分の個

室への監禁（insluiten：鍵をかけて入れる）は夜の間がとても普通のことだが、しばしば

昼間の数時間（「休憩」）や事故があった時やその他スタッフの手が空いていない時間など

にも行われる。これは深く慣習に関わることなので、多くの場合強制的介入や一人きりの

監禁とも考えられていない。個人の個室はピカピカで拘留者は通常個人的な所有物と TV を

持つことを許されている。 
〇夜の間鍵をかけられることは拘留下の全ての人に起こる。 
〇しかし、昼間「事情」があって鍵をかけられるのは、どちらかというと調査されていな

い慣習で、連続的に起こりうる。 
TBS／司法精神医療での強制的介入の使用人数についての公的資料は手に入らない。 
３－６累犯（再犯率） 
〇拘留にはいつでも精神保健上の危険がある。理由は、力の不均衡、社会的排除、知覚損

失、孤立、人間性を奪われること。 
〇拘留された人の累犯（再犯）は多い。（ほとんど 2 倍） 
2 年後： 
子供／若者： 
混合刑（罰金と労働刑を含む）の普通の若者の累犯： 
大変深刻５％  深刻２１%   一般（すべての犯罪）３６％ 
若者が拘留されてからの累犯； 
大変深刻１４％ 深刻４７％  一般５２％ 
大人： 
混合刑（罰金と労働刑を含む）の普通の大人の累犯 
大変深刻４％  深刻１９％  一般２７％ 
大人が拘留されてからの累犯 
大変深刻８％  深刻４０％  一般４８％ 
2 年後の TBS の累犯 
TBS に値する犯罪５％ 大変深刻５％ 深刻１７％ 一般２１％ 



注意しておきたいのは、「TBS に値する犯罪」の分類が司法省が出した公的報告書において、

最悪の分類（深刻なそして大変深刻な犯罪以上に）とみなされていることで、この報告書

で説明された TBS の目的は以下である。：「TBS の目的は本来深刻な形態の累犯を防ぐこと

である。実際上は、TBS の収容者がこの刑を宣告されるのは深刻な暴力的もしくは性的犯

罪によってである。（この言葉／態度には、もはや精神医療に関することはほとんどない。） 
〇刑務所の環境についてもっと社会的観点をもてば、つまり社会的な機会に重点を置き、

「犯罪のない未来」に向けた労力の投入を行えば、回復を支えることや将来の自立に向け

た、教育、精神医療、社会復帰によって、犯罪と拘留の比率を減らすのにもっと効果的に

寄与すると証明される。 


