
日本弁護士連合会

～刑事施設医療・刑罰制度の在り方に関して～

2014年4月7日～4月11日

刑事拘禁制度改革実現本部

2015年1月

フランス視察報告書
〜
刑
事
施
設
医
療
・
刑
罰
制
度
の
在
り
方
に
関
し
て
〜

日
本
弁
護
士
連
合
会

フ
ラ
ン
ス
視
察
報
告
書

セイス行刑センター前で ピティエ・サルペトリエール病院

ジェラールマルシャン医療センター  特別整備医療施設 国立行刑学院 施設外観

14116267_
フ
ラ
ン
ス
視
察
報
告
書
_
表
紙
-4

konishi318
長方形

konishi318
長方形



フランス視察報告書 

－刑事施設医療・刑罰制度の在り方に関して－ 

 

 

 

ご挨拶   ····································································  １  

 

１ フランスの行刑制度及び刑事施設医療制度概観   ····························  ６  

 

２ 資料「La santé en milieu carcéral」（国立行刑学院編） ························ １４  

 

３ コラム 市民社会を刑務所にいれていく   ·································· ２２  

 

４ フランス司法省行刑局調査報告   ·········································· ２４  

 

５ 国立行刑学院（ENAP）視察報告   ········································· ３８  

 

６ セイス行刑センター視察報告   ············································ ５４  

 

７ セイス行刑センター内地域精神医療サービス（SMPR）視察報告   ············· ６５  

 

８ 多地域保安医療施設（UHSI）視察報告   ··································· ６７  

 

９ ジェラールマルシャン医療センター特別整備医療施設（UHSA）視察報告   ····· ７５  

  



1 

ご 挨 拶  
 
２０１４年４月、日本弁護士連合会刑事拘禁制度改革実現本部の調査団は、フランスの

司法省行刑局、国立行刑学院、フランスの刑事施設医療における４つの種類の医療施設を

見学し、調査する機会を得た。  
２００３年末の行刑改革提言、２００５／６年の刑事被収容者処遇法による監獄法改正、

そして弁護士・医師・研究者・地域代表を含む刑事施設視察委員会の活動は、徐々にでは

あるが日本の刑務所の風景を変えつつある。刑務所の中で、自助グループによる薬物依存

からの脱却のためのグループミーティングが認められ、刑事施設の内外の関係機関が連携

して社会復帰のための職業紹介や社会福祉につなげるための活動に取り組むようになって

きた。そのような中でも、刑事施設医療の問題は改革の進まない深刻な課題の一つである。  
日弁連は２０１３年８月２２日付けで「刑事施設医療の抜本的改革のための提言」を取

りまとめた。２００２年に発覚した名古屋刑務所事件においては、革手錠などを使用した

拷問的な行為が繰り返され、そのことを認識し得たはずの刑務所の医務部門がこのような

行為の歯止めとならなかった。刑事施設医療の独立性の欠如が、拷問的行為の放置という

結果を招いたのである。私たちは、このような事件を根絶するための も重要な改革課題

は、刑事施設医療の独立性を確認し、医療に関する事項については、医師、医務部門の判

断を 大限尊重し、処遇保安部門による介入を認めないという原則を確立することであり、

そのためには、刑事施設における医療について、外部医療機関への委託を推進し、法務省

から厚生労働省に移管することが必要であると提言してきた。  
現在、全国の刑事施設における医師定員３３２人中７２人が欠員となっている（２０１

３年４月１日現在。）。「矯正医療の在り方に関する有識者検討会」が２０１４年１月に取り

まとめた「矯正施設の医療の在り方に関する報告書～国民に理解され、地域社会と共生可

能な矯正医療を目指して～」は、医師の兼業許可の弾力的運用、地域医療機関や厚生労働

省との連携強化を掲げており、私たちの求める改革の方向と軌を一にする部分がある。し

かし、被収容者の患者としての権利が十分に保障されず、医療の独立性が確保されていな

いこと等の刑事施設医療が抱える深刻な問題についての抜本的な解決策までは提言されて

いない。  
フランスは日弁連が求めている刑事施設医療改革を１９９４年に実現した先駆者である。

このような改革が、どのような動機で、なぜ国の財政上実現できたのか。改革の実施に当

たって、問題は生じていないか。その成果は日本の我々にとってどのような示唆を与えて

くれるか、それを探るために我々はフランスへと向かった。  
私たちも一定の予備知識を持って今回の調査に臨んだつもりであったが、やはり「百聞

は一見に如かず」であった。さらには、刑事施設医療という切り口から、図らずもフラン

ス行刑の市民社会に開かれたオープンな全体像までもが浮かび上がってきたのである。私

たちが、これから目指さなければならない行刑の姿がここに示されているといえるだろう。 
今回の調査は、龍谷大学法学部の赤池一将教授と在フランス日本国大使館の御協力によ

って実現したものである。調査をアレンジしていただいただけでなく、有意義な知識・経

験を伺う機会を得た。また、すべてを包み隠さず、私たちにフランクに実情を説明してく

ださったフランスの司法省行刑局と各地の施設に働く刑務所職員・医療スタッフにも心か

ら感謝したい。  
 

海渡 雄一  
日弁連刑事拘禁制度改革実現本部 本部長代行  

フランス調査団 団長  
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フランス視察日程 

 
２０１４年４月７日（月）～２０１４年４月１０日（木） 

 

４月７日（月） 

 

午前 司法省行刑局（パリ）  
 
午後 ピティエ・サルペトリエール病院（パリ）  
   UHSI（多地域保安医療施設）  

 

４月８日（火） 

 

午前 パリからトゥールーズへ移動  
 
午後 セイス行刑センター（トゥールーズ）  

 UCSA（外来診療治療区画），SMPR（地域精神医療サービス）  
 

４月９日（水） 

 

午前 ジェラール・マルシャン医療センター（トゥールーズ）  
   UHSA（特別整備医療施設）  
 
午後 トゥールーズからアジャンへ移動  

 

４月１０日（木） 

 

終日 国立行刑学院（ENAP）（アジャン）  
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UHSI（病院内の医療専門刑事施設）の  
医師（病院所属）と警備職員（司法省職員）

 

UHSI内の家族用の面会室  
（子供とも触れあえる）  

   

UHSI 内の遮蔽板のない面会室  

 

UHSA（精神医療専門刑事施設）の入口  
   

UHSA 内の病室  

 

UHSA 内の中庭の卓球台  
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トゥールーズ・セイス刑務所の訪問者用の

ビジターセンター  

 

トゥールーズ・セイス刑務所の新入者用に

支給される生活用品のセット  
（洗面用具，便箋，電話用のコイン等）  

   

トゥールーズ・セイス刑務所の  
被収容者用電話  

 

トゥールーズ・セイス刑務所の居室  
（簡単な調理が可能）  

   

ENAP（国立行刑学院）内の訓練用  
シュミレーション室  

 

モンテスキュー「法の精神」初版本  
（1748 年）  
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1 フランスの行刑制度及び刑事施設医療制度概観 
青木 和子  

 

第１ はじめに 

１ 本報告書の目的と構成  
私たちが、２０１４年４月７日から４月１０日まで、フランスの刑事施設医療制度の視

察により見聞してきたことを、できるだけリアルに伝え、今後の日本の刑事施設医療改革

に役立てるようにすることが、本報告書の目的である。  

今回の視察での訪問先は、以下のとおりであった。  

１）司法省行刑局  

２）国立行刑学院（ENAP）  

３）セイス行刑センター（UCSA・SMPR）  

４）ジェラール・マルシャン医療センター（UHSA）  

５）ピティエ・サルペトリエール病院（UHSI）  

 

本報告書においては、それぞれの視察先で見聞したことを、その視察先ごとにまとめる

こととした。  

そのため、たとえば、行刑制度について、刑事施設医療制度について、あるいは、医療

制度の下にある各施設の説明などについて、同じ事柄が何度も出てくることになるが、あ

えて、調整をはかることはしていない。  

同じ内容であっても、説明の重点の置き方が異なったりしており、また、それぞれの視

察先の報告としてまとまっている方が、理解しやすいと思われることによる。  

 

フランスの刑事施設医療制度については、視察の前に、今回の視察にあたって全面的に

ご協力いただき、全行程同行いただいた龍谷大学法学部の赤池一将教授の著書「刑事施設

における医療－日仏における改革の比較をとおして」（『刑務所改革－刑務所システム再構

築への指針』菊田幸一他編、２００７年、日本評論社）の詳細な紹介を読み、２０１３年

１１月に来日された国立行刑学院のフランソワ・デユウ教授のお話を伺い、２０１４年３

月に来日された、行刑局・局付医療顧問のドミニク・ドゥ・ギャラール医師の龍谷大学で

の講演を拝聴した。ドミニク・ドゥ・ギャラール医師には、フランス視察時にも説明をし

ていただいた。  

 

また、帰国後、国立行刑学院でいただいた同学院で作成された刑事施設医療とその歴史

に関する書籍（『La santé en milieu carcéral』）のうち１９４５年以降の刑事施設医療の歴史

と現状に関する部分など、一部を、視察時の通訳をすべて引き受けていただき、視察を実

のあるものにしていただいた、フランス在住の大関達哉氏に翻訳していただいた。  
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本稿では、視察で見聞したこと以外に、行刑局作成の資料や上記刑事施設医療とその歴

史に関する書籍と、視察前に学んだことも含めて、フランスの行刑制度と刑事施設医療制

度を概観する。  

翻訳していただいたものも、ここに資料を兼ねて掲載することとする。  

 

２ フランスの現在の刑事施設医療制度の概要  
現在のフランスの刑事施設医療制度の報告の詳細は、本稿第３及び各訪問先の報告（参

照箇所を以下に記載した）で行うこととし、簡単に説明すると、以下のとおりである。  

 

○ 市民と同じ医療制度に組み込まれている。 

 

フランスの市民（外国人も含む）の医療を受ける権利は、社会保障制度に組み

込まれた保険によって保障されているが、それと同じ権利が刑事施設の被収容者

にもあり、被収容者が支払えない保険料は、国が負担している。  

→医療制度及び医療改革の歴史につき、司法省行刑局、ENAP の報告参照  

 

○ 各刑事施設の中に、病院の外来部門がある。 

 

刑事施設の中に、近隣の連携病院の診療所（UCSA）があり、被収容者は、外

来診療をここで受ける。  

→セイス行刑センターの報告参照  

 

○ 精神科に関しては、刑事施設の一部に近隣連携精神科病院の一部局がある。 

 

精神科に関しては、刑事施設の中に、その地域をカバーする近隣の連携精神科

病院の一部局（SMPR）があり、近隣の連携精神科病院と同様の治療を行ってお

り、入院設備を備えたところもある。  

→セイス行刑センターの SMPR の報告参照  

 

○ ４８時間以内の入院は近隣の連携病院などへ。 

 

救急や４８時間以内の入院は、刑事施設の近隣の連携病院の中にある戒護病室

又は一般の病室で対応する。  

→セイス行刑センターの報告参照  

 

精神科の４８時間以内の入院は、SMPR で対応するものもある。  

→セイス行刑センターの SMPR の報告参照  

 

○ ４８時間を超える入院は、大病院の中にある特別の「刑事施設区画」（刑事施設の

被収容者専用の病棟）へ。 
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刑事施設の中にある近隣の提携病院の診療所（UCSA）とは別に、管区に対応

する大病院の中に、刑事施設の被収容者だけを受け入れる特別の区画（身体疾患

に関しては UHSI、精神疾患に関しては UHSA）がある。  

 

区画内は、その大病院の一部であり、区画内で医療を行うのは、病院の医師、

看護師その他の職員であるが、当該区画そのものについて、入口でのチェック等、

セキュリティー管理は刑事施設が行っている。  

→UHSI について、ピティエ・サルペトリエール病院の UHSI の報告参照  

→UHSA について、ジェラール・マルシャン医療センターの UHSA の報告参照  

 

第２ 行刑制度の概要 

１ 行刑組織  
フランス司法省の下に行刑局があり、行刑局が刑事施設と社会内処遇を行う部署を管轄

している。フランス国内には９つの管区がある。  

 

２ 刑事施設の種類  
（１）拘置所 未決及び刑期又は残刑期が２年までの既決受刑者を収容している。  

（２）刑務所  

① 拘禁センター  

刑期が２年を超え、社会復帰の展望が も高いとみなされる受刑者を収容する。

このため拘禁センターでは、社会復帰のための処遇に重点を置いている。  

② 中央刑務所  

重罪、 も処遇困難な受刑者を収容し、保安を中心とした収容形態である。  

③ 刑罰修正センター  

半自由や外部収容の措置の対象となった受刑者や、残刑期が２年以下の受刑者

を収容できる。刑期末の短期間、就業準備等、出所の準備をする。  

④ 半自由センター  

半自由（＊）や外部収容の措置が適用された受刑者を収容する。昼間は通勤、

通学等をし、夜間のみ拘禁される。  

＊ 半自由は、受刑者が行刑施設の外で、職業活動を行ったり、教育や職業訓

練を受けたり、その他再犯のリスクを防止できるような社会復帰のためのプ

ロジェクトに参加したりすることが許可される刑執行制度。  

（３）少年刑務所  

１３歳から１８歳までの未成年の受刑者を収容している。  

（４）医療刑務所（フレンヌ国立病院）  

我が国における医療刑務所とは異なる。もとは、司法省の監督下の刑務所病院で

あったが、司法省と厚生省双方の監督下の病院となっている。  
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３ 刑事施設の数  
刑事施設の数は、全部で１９０あり、内訳は次のとおりである。  

（１）拘置所 ９８（このほか、行刑センターの一部となっているものが４１）  

（２）刑務所 ８５  

（内訳）  

行刑センター（＊） ４３  

＊ 行刑センターは、拘置所、拘禁センター、中央刑務所などと種類の違

うものとの複合施設。  

拘禁センター  ２５（このほか、施設の一部となっているものが３７）  

中央刑務所    ６（このほか、施設の一部となっているものが５）  

半自由センター １１（このほか、施設の一部となっているものが１０  

また、刑罰修正センター７がこの中に入っている。）  

（３）少年刑務所      ６  

（４）医療刑務所（フレンヌ国立病院） １  

 

４ 社会復帰・保護観察の担当部署  
県を管轄区域とし、社会内刑罰の執行を含む、保護観察、社会復帰のための援助等を行

う社会復帰及びプロベーションサービス（社会復帰・保護観察部）が１０３あり、これも

行刑局が管轄している。  

 

５ 行刑の対象者  
２０１３年１月１日現在 対象者  ２５１，９９８人  

このうち、刑事施設に収容されているもの  ６６，５７２人  

社会内  １８５，４２６人  

 

６ 行刑職員の数  
２０１３年１月１日現在 行刑職員  ３５，６７０人  

このうち、看守  ２６，３２９人  

社会復帰・保護観察部の職員  ４，２０５人  

事務職員  ２，８１９人  

技術職員  ５９９人  

施設長クラスの管理職  ４８６人  

その他、嘱託職員等  

 

第３ 現在の刑事施設医療を担う機関と職員の概要 

１ 刑事施設医療の機関の概要  
（１）UCSA 

フランスの１９０の刑事施設のうち、半自由センターを除く１７９の刑事施設す

べてに UCSA：unité de consultations et de soins ambulatoires（診察、通院区画。
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刑事施設内に設置された診療所）がある。  

いずれの UCSA も近隣の連携国公立病院（以下「連携病院」という。）の一部局

であり、連携病院の医師が UCSA の長になっている。病院本体との連携も容易であ

り、病院内と同じ条件で刑事施設内での外来治療を行うことができる。  

 

（２）UHSI 

２０００年８月にフランスの各管区に対応するかたちで、内科・外科その他精神

科以外の入院治療を行う UHSI：unité hospitalières sécurisées interrégionales（広域保

安病院区画。管区内の多地域をカバーする病院内の戒護区画）が設置されることと

なった。  

２００４年にナンシーとリール、２００５年にリヨン、２００６年にボルドー、

トゥールーズ、マルセイユ、２００８年にパリ（ピティエ・サルペトリエール）、

２０１２年にレンヌに UHSI が設置され、現在８施設、１８２床の UHSI がある。  

これらの UHSI が対応する管区内（管区の中に UHSI がないところは、近接の UHSI

が対応）の UCSA を管轄している。  

救急や４８時間以内の入院は、連携病院の戒護病室又は普通の病室で対応し、４

８時間を超える入院は、管区内の UHSI で対応する。  

また、フレンヌに設置されていた医療刑務所も、フレンヌ国立病院として、これ

らの UHSI を補完して同様の機能を果たし、術後や回復期の治療やリハビリなどを

行っている。  

 

（３）SMPR 

精神科に関しては、１９８６年３月から、刑事施設内に SMPR： services médico- 

psychologiques régionaux（地域精神医療サービス）が設けられ、後述の９４年法以

降、さらに充実したものとなって、２６の刑事施設に SMPR がある。SMPR も近隣

の連携病院の一部局で、連携病院と同様の精神科診療を行っている。  

 

（４）UHSA 

精神科に関しては、２０１０年１０月にリヨンに 初の UHSA：unité hospitalières 

spécialement aménagées（精神病院内の特別区画）が設置された。  

その後、２０１１年１月にナンシー、２０１２年１月にトゥールーズ、２０１２

年３月にオルレアンと、ヴィルジュイフ（パリの南郊）、２０１３年６月にリール、

２０１３年下半期にレンヌに設置されて合計７施設３４０床となっている。  

２０１４年中には、ボルドーとマルセイユにも合計１００床が設置され、すべて

の管区に設置されることとなる。  

UHSA には、裁判官の命令により、被収容者の同意なく入院させることができる。  

 

３ 刑事施設医療を担う職員  
刑事施設医療を担う職員はすべて厚生省に所属している。  

２０１３年１月１日現在 職員総数 ２，８１１人  
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フルタイム換算で、一般医と専門医が合計３１１人、精神科医１８０人、医療スタッフ

２１０４人などである。  

なお、１９９７年には、職員総数は１，３４５人であった。  

 

第４ 刑事施設医療改革史概要 

１ 公衆衛生及び社会保障に関する１９９４年１月１８日の法律以前  
１８９８年にフレンヌに入院設備を持つ医療刑務所ができたが、１９９４年１月１８日

の法律（以下「９４年法」という。）施行までは、医療刑務所など以外の刑事施設には医務

室程度のものしかなく、人員不足も生じていた。  

１９６０年代初め頃から、人員不足改善のため、大学医学部に行刑医療の専門科目が設

けられ、学会も開催されるようになった。  

精神科においては、１９７３年に、フルリー・メロジス拘置所に、厚生省の管轄下にあ

る医療スタッフを擁する精神科が設置され、その後１９７７年の厚生省と司法省の協議に

よる省庁間通達により、すでに司法省の下に設置されていた CMPR（地域精神医療センタ

ー）の運営方法が定められた。これにより、職員の給与を負担するのは県となり、行刑局

は設備と運営のみを管理することとなり、この通達によって、CMPR の医療スタッフの業

務面における独立が認められることとなった。  

１９８４年には、監督官庁が行刑局から厚生省に移り、刑事施設医療が開かれるステッ

プとなった。  

１９８５年には、フレンヌの医療刑務所がフレンヌ国立病院として、司法省と厚生省双

方の監督下に置かれることになり、医療に従事する職員は厚生省の職員となることとなっ

た。  

１９８６年に、CMPR が、司法省の管轄ではあるが、同時に一つの病院に帰属する SMPR

となった。  

 

上記のような動きのある中、１９８０年代には、刑事施設内における感染症、とりわけ、

HIV などによる非人間的な死亡の多さなどが問題となるようになり、１９８９年には、協

定により、公立病院の付属機関が、感染者の多い刑事施設内での HIV の治療を行うように

なった。  

 

１９９２年には、試験的に、ラン、シャトルー及びサン・カンタン・ファラヴィエの三

つの刑事施設と近隣の病院との間で協定が結ばれている。  

 

そして、１９９３年に、公衆衛生高等委員会から刑事施設医療に関する極めて手厳しい

報告書が出され、９４年法につながった。  

 

２ ９４年法以降  
９４年法により、刑事施設の医療は、一般市民と同様のものとすることが定められ厚生

省所属の医師等によって行われるようになった。  
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行刑職員は医療現場には立ち会わず、医師の守秘義務も一般の医療と同様のものとなり、

医師は、行刑職員に対しても、原則として患者についての診療情報や患者から得た情報を

伝えることはなくなった。  

そして、９４年法で刑事施設のすべての被収容者に一般の社会保険への自動的な加入が

定められた。社会保険料は国が負担し、釈放後も１年間は、特別措置として加入が継続さ

れる。被収容者が社会保険に加入することにより、被収容者だけでなく、その家族（扶養

すべき配偶者、子など）の分もカバーされる。  

 

刑事施設医療改革に関しては、国立行刑学院編の『La santé en milieu carcéral』の抜粋の

ほか、司法省行刑局の報告、国立行刑学院の報告を参照されたい。  

 

第５ 感想 
フランスで、刑事施設での医療改革が進んだ大きな契機の一つは、刑事施設内での医療

があまりに酷い実態であった。しかし、要因はそれだけではなく、医療の分野に限らない

「刑事施設と市民社会との間の垣根を低くしていくこと」の表れでもある。刑事施設に収

容されている人は、一時的に自由を奪われているだけで、社会から来て社会に帰っていく

のだから、できるだけ社会の中と同じであるべきという考えである。  

刑事施設内での教育についても、公立学校の教員が、勤務先の一つとして刑事施設に勤

務し、公立図書館の司書が本を選定して刑事施設内の蔵書を整備していくということなど

が、自然なかたちで行われている。  

フランスの医療は、圧倒的多数が国公立病院によってまかなわれており、社会保障の一

つとして医療も組み込まれているなど、我が国と比べて、このような刑事施設医療改革を

進めやすい条件があったことは事実であり、そのままのかたちで直ちに我が国に適用でき

るものではない。しかし、フランスにおける刑事施設医療改革が成功したキーポイントは

何かということを考えていくと、そこには、我が国でも実現できそうなことへのヒントが

多く含まれているように思う。  

フランスの刑事施設医療その他についての考え方の根本にあるのが、基本的には、社会

の中での制度を刑事施設の中にも取り入れていくということであるように思う。  

刑事施設の外でも中でも、健康を害している人は医療にアクセスする権利があり、医療

にアクセスして患者となり、医療を受けるにあたっては、患者のプライバシー、医療上の

情報は守られる（医師は守秘義務を負う）。刑事施設医療という特別の医療があるわけでは

なく、医師と患者の関係も、基本的には、社会内と同様である。  

今回の調査の中で、刑事施設内における医療の場所と医療を担う医師その他のスタッフ

の「中立性」が確保されていることが、刑事施設での医師の働きやすさの点でも、刑事施

設の被収容者の身体的・精神的健康の面でも、非常に良い結果をもたらしているというこ

とを強く感じた。  

また、フランスでは、被収容者の多くは、経済的な面でも、教育の面でも、弱者であっ

て、社会内にいるときから医療へのアクセスに問題があった場合が多いということを前提

に、刑事施設からまた社会に戻る際にも、医療へのアクセスが継続される手立てがとられ
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ている。  

刑事施設医療の問題は、地域的な面での「医療過疎」、社会的・経済的な側面での「医療

過疎」の問題の一つと捉えるべきなのではないかということも、今回の調査を経験して、

あらためて認識させられたことである。  

「刑事施設と市民社会との間の垣根を低くしていくこと」の促進は、受刑者の社会復帰

をより進めるために必要なことであり、医療分野に限らず、市民社会を刑事施設の中にも

取り込んでいくという視点が必要なのだということを強く感じさせられた調査であった。  
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2 資料 『La santé en milieu carcéral』抜粋 
（翻訳：大関 達哉氏）  

 
 

（なお、できるだけ逐語的に翻訳していただくこととしたため、報告書本文中の訳とは異

なるものもある。）  

 

資料１ 医療を受ける権利の確立に関する部分の抜粋 
１９４５年以降、医療機関との協力により、被収容者の健康状態により対応した新たな

治療体制と、公的医療機関をモデルとした組織が設立された。医療スタッフによる施設の

監督は、ひとつの独立した専門医療科としての刑務所医療の認定に繋がり、これが１９６

０年代以降、大学でも教えられるようになったが、実際の施設における人的資源や設備は

極めて限られたものであった。  

１９８０年代から１９９０年代にかけて刑務所医療の垣根が取り払われたが、その主な

要因はエイズの流行であった。HIV 感染率が刑務所の外の１０倍であることに見られる若

い薬物中毒の被収容者の憂慮すべき健康状態、行政の機能停止、それに財政的な困難や設

備面での不足に直面し、司法省は１９９４年１月１８日の法律に基づく新たな公衆衛生政

策により医療機関が刑務所内で本格的に活動することができるようにした。１９９４年以

降は被収容者が保持する基本的な市民権という観点から、特に医療へのアクセスと社会復

帰に重点が置かれるようになった。この法律に基づき、公的医療機関が行刑施設の被収容

者に対して治療を施すこととなった（ただし民間団体に医療機能が委託されている「１万

３０００計画」の施設は例外）。また１９９４年１月１日以降、収容される人はすべて、刑

事手続上、あるいは外国人管理法上いかなる状況にあるかを問わず、入所時に社会保障の

一般疾患・産科制度に義務的に加入することになった。  

被収容患者の尊厳、医療守秘義務、それに治療への同意に関する措置が、上記の制度を
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補完した。  

病者の権利及び医療制度の質に関する２００２年３月４日の法律第１０条により、医療

上の理由による釈放を、終末期を迎えた受刑者の状況に合わせて適用することができるよ

うになった（医療上の理由による刑の中断と外部での治療）。この刑の修正を受けるために

は、被収容者は生死にかかわる疾患を病んでいるか、あるいは収容と両立し得ない健康状

態になければならない。刑罰修正判事は２件の医学鑑定に基づき、その結論が上記の２つ

の状態のどちらかの条件を満たすものであったときに釈放を命じることができる。被収容

者の犯した過失の重さは、この決定に影響を与えてはならない。実際にはこの法律は公序

に対するリスクと衡量される。このため釈放申請の却下は数多いが、モーリス・パポン（訳

注：戦時中のドイツ軍協力で人道に対する罪に問われたフランスの高級官僚。健康上の理

由により２００２年に仮釈放された）のように逆に釈放されたことが新聞のトップ記事と

なるケースもある。  

２００９年１１月２４日の行刑法は、被収容者も他の患者と同様に、医療守秘義務を享

受するという原理を再表明している（第４５条）。第５２条はまた分娩及び婦人科検査は行

刑職員の立会いなしで、拘束具を使わずに行われなければならないと規定している。  

 

資料２ １９９４年までの刑事施設医療に関する部分の抜粋 

１９４５年～１９９４年  
第二次世界大戦終戦直後、ポール・アモール行刑局長が望んだ刑務所の大改革は医療分

野におけるいくつかの試験的措置に繋がるものとなったが、本格的な変革には程遠く、「各

行刑施設において福祉業務と医療・心理業務が行われなければならない」（第１０原理）と

されてはいたものの、実際に現場においては財政、設備面での欠如や人手不足により進歩

は限られたものであった。  

行刑局の年次報告書には医療業務を回転させていくために必要な医療スタッフを確保す

る難しさが毎年のように記されている。１９４６年には行刑看護師の職が誕生しているが、

常に定員を下回っており、赤十字の看護師と協力して被収容者の看護に当たっている形で

あった（赤十字の看護師は１９４５年５月３０日の通達に従い、赤十字から給与を得てい

た）。医師は契約職員としての採用であり、行刑局の管轄下に置かれ、行刑局が解任できる

立場にあった。この点においても雇用の問題が医療業務の正常な機能を妨げていたと言え

る。というのも刑務所における医師の仕事は評価も報酬も低く、設備も貧弱で、また行刑

当局の上下関係の中に置かれており、希望する医師は非常に少なかったのである。刑務所

の医師は自分たちの業務条件と通常の病院で勤務する医師たちの業務条件との間の差が次

第に広がっていることを認識し、行刑当局からの独立と専門職としての自己表明の必要を

主張したが、改革は遅々たるものがあった。それでもボメット刑務所病院などにおいて「大

規模」医療組織が設立されている（１９５０年）。しかしこれらの組織はフレンヌ病院と同

様、あくまでも行刑施設であり、公立病院との業務上の連携のない孤立した組織であった。  

このような状況を改善するべく行刑局に医療監察官の役職が作られ、１９６０年にジョ

ルジュ・フリー氏が「刑務所内の医療部局の機能と衛生規則の遵守を技術的観点から確認

する」ことを使命として任命された。フリー氏の尽力により被収容者の医療の問題に対す
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る認識が高まり、刑務所医療が、学会（刑務所医療全国集会）が開かれたり、大学で教え

られる（１９６５年７月１２日の政令）独立した専門科として認められるようになった。

それでもこのような努力も医療の予算不足という壁に常にぶち当たっていた。  

被収容者の権利や医療守秘義務の侵害と、医療の倫理の違反を告発する声が上がってき

たのはこの頃である。１９７７年には精神科医を行刑局の上下関係から外す政令が出され

（精神科医はそれでも行刑局の契約職員の地位を維持した）、精神科の独立に向けた動きが

始まった。これに対し身体疾患科は行刑当局の管轄下に置かれたままであった。  

１９８０年代は被収容者の治療の垣根を取り外していくという大きな動きが始まった時

期である。  

１９８４年にはジョルジュ・フリー医師の後任として医療監察官の地位にあったソラン

ジュ・トロワジエ医師が巻き込まれた「医療恩赦」の不祥事を受けて、医療監察業務が行

刑局から社会問題総監督局に移され（１９８４年１月３０日の政令）、初めて行刑当局から

独立した職員が衛生の管理と治療の運営を担当することになった。社会問題総監察局はす

ぐに２つの決定を下す。  

✓不衛生を理由としたボメット刑務所病院の閉鎖  

✓１９８５年の変化：フレンヌ中央病院を全国公立病院法人に転換し、司法省と厚生

省の共同管轄下に置く。この施設の医療職員は厚生省の管轄下で働く。  

１９８６年には地域医療心理部局（SMPR）の設立により精神科について完全な自治が

獲得されるが、身体疾患科については行刑当局の管轄に留まり、両者間の乖離が鮮明にな

る。  

１９８０年代中頃に「１万３０００計画」による施設が建設されたことにより新たな突

破口が開けた。これは官民共同管理による施設で、医療業務は被収容者の作業や宿泊業務

と同様に民間企業に委託されるために、医療職員は行刑局の契約職員ではなくなったので

ある。  

同時期に起こった刑務所でのエイズの出現は、行刑行政を対応しきれない新たな問題に

直面させることになった。１９８９年には HIV の感染者が特に多い行刑施設と、ヒト免疫

不全情報治療センター（CISIH）との間に協定が結ばれた。CISIH は公立病院の付属機関で

予算も公立病院から出ているが、この協定に基づき刑務所内で HIV の診察を行うことにな

った。これが身体疾患における医療関係者の独立の 初の現れであった。  

１９９２年には３つの行刑施設と近隣医療施設（ラン、シャトルー、サン・カンタン・

ファラヴィエ）の間で試験的に協定が結ばれた。  

１９９３年には公衆衛生高等委員会より刑務所医療について極めて手厳しい報告書が出

された。報告書は被収容者が抱えている医療面での問題（エイズ、結核、薬物依存症、肝

炎、性感染症）について行刑当局がもたらすべき対策の不十分さと不適切さを指摘したも

ので、この報告書を受けて被収容者の治療が行刑局から公的病院セクターに移転されるこ

とが決定された。  

この改革は公衆衛生と社会保障に関する１９９４年１月１８日の法律とその施行令（１

９９４年１０月２７日の政令、１９９４年１２月８日の通達、メソッドマニュアル）によ

り具体化された。その目的は被収容者に対し、一般市民が享受しているのと同一レベルの

治療の質と継続性を提供することである。   
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資料３ １９９４年の改革以降の被収容者の医療 
「被収容者の医療は常に存在する問題だが、これまで大幅な進歩が見られた。これまで

『刑務所医療』と呼ばれてきたのは実際には「畜生」の医療だったのであり、我々は大変

な困難を乗り越えてこれに終止符を打つことができた。」（ロベール・バダンテール）（訳注：

元司法大臣）  

 

１９９４年の改革  
公衆衛生と社会保障に関する１９９４年１月１８日の法律により、刑務所における医療

の運営は公的病院セクターに委ねられた。法律は被収容者を一般医療制度に組み入れ、社

会保険を受けさせるようにするもので（入所時に一般社会制度に加入）、自由環境で実施さ

れているものと同等の医療サービスを受けることができるようにすることが目的であった。 

この改革により刑務所における医療が改善された。また人的資源が追加され医療チーム

が増強されるとともに、設備の充実にも貢献した。刑務所内で医療機関へのアクセスが保

証されたことにより、安全、追跡、医療守秘などに関するプロトコールの作成が可能にな

った。  

この改革は刑務所にとっては真に革命的なことであった。というのも刑務所に病院が入

ることにより、つまり医療スタッフという第三者が介在することにより、被収容者と看守

との間の関係が一変したのである。  

 

外来診療治療単位（UCSA）  
各行刑施設はプロトコールにより近隣医療機関と繋がり、医療機関は刑務所内に UCSA

を設置する。UCSA の職員は医療機関に所属する。  

UCSA の使命は次の４つの軸を中心とするものである。  

刑務所内治療  
✓一般医療の診察（入所時の健康診断を含む）  

✓看護ケア（医薬品の配布を含む）  

✓歯科治療  

✓一般的な放射線診断  

✓専門科診療  

✓緊急時ケア（病院スタッフが刑務所にいない時間帯の救急医療を行う）  

病院内治療  
UCSA は入院、診察、あるいは病院設備を必要とする特殊検査など、病院でのケア

を担当する。  

予防  
UCSA の主たる業務  

✓結核と性感染症の義務的検診（県が費用を負担）  

✓HIV と結核の任意検診  

✓予防接種  

✓保健衛生教育計画  
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治療の継続性  
UCSA は行刑施設の福祉・教育部局との協力により、出所時の医療追跡を行ってい

る。  

この追跡の目的は被収容者に自分の健康について責任を持たせることで社会復帰

を促すことにあり、収容中は行刑職員との協力、出所時には外部機関との引き継ぎを

必要とするものである。  

今日、UCSA では被収容者の到着時より本格的な医療追跡が行われている。入所者

の受け入れと入所時に実施される健康診断は極めて重要なもので、この時点で既存疾

患を発見することができる。刑務所での治療ニーズは多大なものがあり、調査による

と健康・医療は被収容者の 大の懸念のひとつである。  

UCSA での医療は診察や治療、精密検査などの依頼においては一般の医療組織とか

なり似通っているが、安全と守秘義務、人間の尊厳などにからむ争点において折り合

いを付ける必要があり、これが時によって問題を生じさせることがあるという点が、

行刑環境に特異な面として存在する。  

行刑施設内に UCSA が設けられることにより、これまで閉鎖的な環境で行われてき

た医療の形とかなり違った医療がもたらされることになった。入院件数は増え、行刑

行政と警察は医療移送に伴う様々な困難を主張した。  

この推移が２０００年に行われた全国被収容者（身体疾患）治療計画の開始の背景

となった。この計画は次の３レベルから構成されている。  

✓一般的な医療・看護ケアを刑務所内にて施す UCSA 

✓４８時間を上限とする緊急短期入院のために UCSA が帰属する医療機関に設置さ

れた保安病室（２００１年５月１７日内務省通達）  

✓４８時間以上の入院が行われる８つの広域保安病院単位（UHSI）  

 

広域保安病院単位（UHSI）  
UHSI の設立は２０００年８月２４日の省庁間命令により正式に決定された。  

UHSI は管轄地区にある行刑施設の UCSA から成年・未成年の男女が４８時間以上の入

院のため送られてくる、医療機関内に設置された保安施設で、現在８カ所設けられている。  

UHSI は一般の病院と全く変わるところのない病院施設であり、その地域の大学病院の

入院病棟と同じ条件で、被収容者に対する治療が行われる。しかしながら医療スタッフの

日常業務は保安確保の観点からかなりの拘束がある環境で行われる。具体的には格子付き

の窓や施錠された扉、あるいは出入管理などに見られる安全対策、行刑職員による病室の

ドア開閉などである。  

被収容者に対するこのような身体疾患治療の合理化と運営はいくつかの問題点に直面し

ている。まず刑務所の過剰収容により想定数以上の被収容者の診察・治療を行うに当たっ

ての人・設備不足、給与条件が良好でないことにより医療スタッフの募集に苦労し、人手

不足の状態になっていること、身体疾患科と精神科（SMPR）との間の連絡調整の欠如に

より被収容者の総合的な治療の妨げとなることがあるなどである。  
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資料４ 被収容者の精神科医療に関する部分の抜粋 

１９４７年～１９６７年：「精神科分院」の時代  
「全ての行刑施設に福祉部局および医療・心理部局が設けられることとする」（アモール

改革１４原理のうち第１０原理）  

ポール・アモールが命じた改革は、全ての拘置所に精神科分院を設置することを決めた

ものであった。「精神科分院は行刑施設に収容されている精神的に異常な犯罪者の検診と治

療により司法を正しく導くことを目的とする」。  

決定された２４の分院のうち、実際に設置されたのは１４カ所で、 初のものはレンヌ

（１９４７年）に、次いでトゥールーズとリールに設けられた。しかしながら精神科分院

は人・設備の不足により、司法当局への通報と疫病統計作成の役割のみにとどまることが

少なくなかった。訪問診療をするのは精神科医ひとりだけで、またこの医師には診察室は

与えられず、病状の長期観察のために居房がいくつか使えるだけであった。  

それでもフレンヌやラ・プティット・ロケットなど一部の分院は充実した職員と施設を

得て発展し、本格的な治療の方向性を示すことができるようになった。リヨン刑務所の分

院は小規模ながらも独立した区画（診療室１、単独房９、４人部屋１、当直室１、専任看

守４人）を設け、アルコール依存症治療を始めることができた。リヨン刑務所はまた１９

６２年に出所後の診断を開始した 初の施設でもある。  

しかしながら設備不足・人不足を背景としてこれらの精神科分院は次々に消滅していっ

た。それでもその一部は地域医療心理センター（CMPR）として数年後に再生した。  

同じ動きの中で、長期刑のための刑務所において次のような施設が誕生した。  

✓シャトー・ティエリー（エーヌ県）精神病質被収容者専門観察センター（１９５０

年）  

ジェアン・デュブリノー所長：このセンターの目的は「精神病質の徴候の有無を問わず、

行動障害や性格障害のために行刑施設から報告があった受刑中の被収容者で、共同生活と

治療の提案に対し抵抗を示した者」を集めることである。１９８５年に「中央医療刑務所」

と名称を変えた。  

その数年後にはエス（ロット・エ・ガロンヌ県）とアグノー（バ・ラン県）に精神病質

者再適応センターが開所したが、アグノーのセンターは１９８６年にメス医療中央刑務所

に移された。病院モデルと異なり、これらの施設の目的は治療ではなくまず収監への適応

であると表明されている。  

✓フレンヌの全国適応センター（１９５０年）  

この時期にはヴォクリューズ県のモンファヴェ（１９４７年）、モゼル県のサルグミーヌ

（１９５７年）、ジロンド県のカディヤック（１９６３年）などに困難病単位も新設された。  

 

１９６７年～１９８６年：CMPR から SMPR へ  
１９６７年９月３０日の通達は精神病分院を地域医療心理センター（CMPR）に転換し

たが、この通達は厚生省との調整なしに作成されたものであった。施設の目的は精神障害

の発見でありこの点は変わっていないが、これ以降は治療に重点が置かれるようになった。 

医療スタッフは行刑施設の所長の権限下に留まった。日常業務においてはこの上下関係
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は、診療に看守が立ち会うことや治療の要請が所長から出されることなどに表れていた。

初の CMPR はボルドー、リール、マルセイユ、それにサンテ（パリ）に開かれた。  

しかしながら精神病分院同様、CMPR も行刑当局から与えられるスタッフや設備の不十

分なことに悩まされた。  

１９７３年には J.メロ医師がフルリー・メロジス拘置所（エソンヌ県）にて、現行法規

から全く独立した形で医療心理センターを設立させた。これは厚生省の管轄下にある医療

職員（エタンプ専門病院センターから派遣）を擁する 初の精神科であった。  

これは画期的な出来事であり、精神科における大きな変遷の端緒を開くものであった。  

厚生省と司法省の協議により１９７７年３月２８日の省庁間通達が出され、１７の

CMPR の運営方法が定められた。これにより職員の給与を負担するのは県となり、行刑局

は設備と運営のみ管理することとなった。この通達により CMPR の医療スタッフの業務面

における独立が認められることとなった。  

これが行刑施設の垣根の取り外しの始まりであった。医療、特に精神科がその先駆者で

あった。  

 

地域医療心理部局  
１９８６年３月１４日の政令により、一般精神科と幼児少年精神科に加え、刑務所精神

科という専門科が設置され、被収容者の精神医療面でのニーズに対応することが課された。 

CMPR は SMPR（地域医療心理部局）となり、１９８６年１２月１４日の省令によりこ

の新たな組織の内規が定められた。SMPR は司法省の管轄であるが、同時にひとつの病院

に帰属し、病院精神科医ひとりとそれを支える学際チーム（帰属病院から派遣）の権限下

に置かれる。  

ここにおいて初めて被収容者の希望が考慮され、それが優先的に扱われるようになった。

精神科医は被収容者、それに行刑施設の所長や管轄の司法当局が行う治療要請により、あ

るいは被収容者を知っているその他の人による通告により治療を行う。  

１９９４年１月１８日の法律は新たな SMPR の設置とその資源の強化を確認するもので

ある。また１９９４年１２月８日の通達により SMPR の分院が設立され、これにより地域

の精神科の管轄地域に入っていない近隣刑務所において SMPR チームのメンバーが活動で

きるようになった。  

この治療形態は一定の制限を伴う。SMPR はすべてが入院設備を有しているのではなく、

また帰属病院の外での活動が少ないことが多い。また医療スタッフのプレゼンスは日中に

限られていることがしばしばである。  

 

２０１０年：特別整備入院単位（UHSA）第一号が開設  
２００２年９月９日法は UHSA への強制入院・任意入院の制度を定めた。  

UHSA は所属の病院の近隣に設けられた医療施設で、それ自体が一般の医療施設と全く

同等なものであり、地域運営協定に基づきひとつの行刑施設と結ばれたものである。ここ

において行刑当局は監視と保安の使命を果たしている。２０床からなるユニットが２つか

３つで構成され、医療スタッフが常時勤務している。 初の UHSA（リヨン）は２０１０

年５月１８日に誕生した。  
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UHSA の展開により 終的には SMPR でのフルタイムでの入院が行われないことになる。

これによって次のような治療システムが確立される。  

✓外来治療→刑務所内にある病院医療スタッフ（UCSA、SMPR）  

✓入院→病院の保安区域（UHSA）  

 

資料５ 年表抜粋 
１９８４年：刑務所での医療および保健衛生の監督が社会問題総監察局に委任される。  

１９８４年：司法省にて試験的に省衛生保安委員会と、４つの県衛生保安委員会が設立さ

れる。この委員会の権限はその後、次第に裁判所や司法省地方局にも広げら

れ、１９９０年１月１日には全組織を包括する。  

１９８５年：フレンヌ病院が厚生省・司法省の二重の監督下のフレンヌ全国公施設法人と

なる。  

１９８５年：刑務所におけるエイズの出現  

１９８５年：司法省が予防医療部局を設置する。  

１９９３年：被収容者の健康状態に関する公衆衛生高等委員会の報告。刑務所における医

療システムの抜本的な改革の必要性を強調。  

１９９３年６月８日の法律：一般社会と同条件での刑務所内 HIV 無料・匿名検診に関する

保健総局通達  

１９９４年：刑務所医療制度の改革。被収容者を一般医療制度に取り込む。  

公衆衛生および社会保障に関する１９９４年１月１８日の法律第９４－４

３号  

１９９４年１０月２７日の政令第９４－９２９号  

病院局、保健総局、社会保障局、行刑局による１９９４年１２月８日の省庁間通達第４

５号並びに被収容者の治療および社会保障に関するメソッドガイド  

２００２年９月９日の司法のための基本・計画の法律。被収容者の精神医学上の理由によ

る強制または任意の UHSA への入院の原則を打ち立てる。  

病者の権利および医療制度の質に関する２００２年３月４日の法律。第１０条：健康上

の理由による釈放  

２００９年１１月２４日の行刑法。  

第４５条：被収容者が他の患者と同様に医療守秘義務を享受することを再表明する。  

第５２条：分娩および婦人科の検査は行刑職員の立ち会いなしに、拘束具なしに行われ

なければならないことを再確認する。  
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3 市民社会を刑務所に入れていく 
小池 振一郎  

 

フランスの行刑は、四半世紀の間に大きく変化した。今や行刑施設ができることは限ら

れている。NGO などが外で行っているのと同じことを施設内でも行ってもらうという、

市民社会を刑務所に入れていく発想に転換した。  

毎日５００人の公立学校の教員が施設で教えている。教育省が給料を支払い、かつ、管

理するのだ。  

文化活動もしかり。購入本の決定は、施設ではなく、公立図書館の司書が行う。被収容

者も司書の仕事をし、それに対する対価が支払われる。  

医療についても、同様である。１９８４年に厚生省の監督が始まり、１９９４年、つい

に厚生省に移管された。  

１９９２年まで多くの麻薬中毒者、HIV 患者が収容されていた。HIV、肝炎の感染率は

一般社会の５倍、肺炎は８倍という施設内の衛生状況が背景にあったようだ（日本でも、

現在、刑事施設内での結核が問題となっている。）。１９９３年の公衆衛生高等委員会で、

医療行為を市民社会と同一にするよう勧告され、１９９４年法が採択され、一般社会と同

じ医療の質と継続性を目指すよう、厚生省が強力に推進した。  

被収容者の家族を含めて、一般社会保険に加入させ、釈放後１年間は、社会保険への継

続が決められている（扶養家族を含む。）。その社会保険の自己負担分を行刑当局が負担し

ている。  

国立病院の医療スタッフが施設内で診療し、病院長の命令下にあり、刑務所長の指揮下

にはない。病院の中の一部局として、他の部局と協力、共存関係にある。  

診療申込は、看守を通じるのではなく、郵便箱のようなものに書面で出される。まず刑

務官（看護師資格を有する）がチェックする日本と大きな違いだ（日本では、医師の診断

までたどり着かないという被収容者からの不満が大変多い。）。  

刑務官は診断、治療に立ち会わないし、診療情報にもアクセスできず、医師の守秘義務

が基本的に守られている。ただ、行刑当局は、逃亡、攻撃性の恐れのある患者（被収容者）

の情報は得ており、適切な情報交換と守秘義務は両立できないことではないとして、その

具体的な範囲については試行錯誤中だというから、日本とはレベルが違う。  

要するに、刑事施設内の病室は、病院の分室のような形となっている。市内の大病院の

一角に刑事施設の病室がある所もある。行刑との境界線がはっきりしているから、医師も

集まりやすい。当然のことながら、衛生面のレベルも向上するわけだ。  

行刑当局の権限をできるだけ小さくして、市民社会を刑務所に入れていくという発想が

かなり徹底していると感じた。刑務所を社会に解放するという発想がかなり浸透している

印象だ。受刑者が刑務所にいるのは一時的で、みんな社会に帰っていくのであって、帰っ

ていくときに社会との断絶が大きいと、ショックを覚えるので解消したいという考え方に

基づいている。刑務所は被収容者をまず懲らしめるところであり、処遇が劣悪で当然だと
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いう旧来の発想からの決別である。  

２００９年法で、受刑者の権利についての総合的な理念が打ち出された。再犯防止は、

受刑者の権利を守るという考え方がきちんとできないとうまくいかないという発想である。 

受刑者が市民であり続ける。市民だからこそ、刑務所に入る。フランスの行刑は日本よ

りもはるかに先を行っている。  
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4 フランス司法省行刑局 調査報告 
 

海渡 雄一  
 

日時：４月７日午前１０時から１２時すぎまで  

場所：司法省行刑局  

住所：８／１０、 rue du Renard 75004 Paris 
 

 

（フランス行刑局にて。ビルリング氏（前列中央）と  
ギャラール氏（前列右）を囲んで）  

 

第１ 導入セッション 

１ あいさつ（海渡）  
日本における行刑改革の経過を説明した。日本における刑務所医療の問題点を簡単に説

明し、医療改革が大きな課題となっており、地域医療との連携を進めるという報告がまと

まり、一人の医師が、行刑施設と地域医療機関の両方で働くことが可能となるだろうとい

う見通しを説明した。  

刑事施設で働く医師に、保安体制からの独立、秘密を守る義務があるかどうかという点

について、日弁連と法務省矯正局の間では意見の相違があるが、行刑施設と地域医療の連

携を強めるという方向については、意見が一致している。  

今回の包括的な刑務所医療の調査について、フランス行刑局を挙げて調整に御協力して

いただいたことについて深く感謝した。  

我々の目的は、フランスの１９９４年法による刑務所医療の一般医療への統合という野

心的計画がなぜ実現可能だったのか、そこにどのような課題が残されているのかを知るこ

とにある。  
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（行刑局のあるビル）  

 

２ ビルリング氏によるあいさつ  
在フランス日本国大使館の書記官をされている杉原さんの尽力によって、日本の代表団

の訪問が多くなっている。フランスからも、日本に３人送っている。この一年で、四つの

代表団がフランスを訪問した。日本との意見交換を深めるのは有意義である。前回は刑務

所における高齢者の問題についての調査であった。  

 

 

（デパートを改造した素晴らしいデザインの行刑局のビルの内装）  
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第２ フランスの行刑制度について 
フランスの行刑局の行政、行刑当局の組織・機能についてマルティヌ・ビルリング氏（行

刑局長官官房 国際関係担当責任者）より概括的であるが、非常に重要な説明を受けた。  

 

１ 行刑局の仕事  
フランスの刑務行政の基本は２００９年１１月の法律である。それまでは多くの法律に

分かれていた。フランスでは、行刑法の制定はヨーロッパ各国と比較して遅かった。行刑

局の行政には、次の三つの軸がある。  

① 司法官による監視命令を実行する役割の委託を受ける。施設内と社会内の処遇の双

方についてである。  

② 社会復帰のための準備の諸活動を実施する。  

③ 再犯防止 現在のトビラ司法大臣の考えによって、再犯防止の役割が強化されてい

る。  

 

２ 基礎的データ  
２０１３年のデータでは以下のとおりとなっている。  

フランス行刑局の傘下には、１９０の刑事施設、１０３の社会内処遇部がある。処遇の

対象者は合計２５２，０００人で、施設内は６７，０００人、そのうちの１７，０００人

弱は被告人である。社会内で処遇されている者が、１８５，０００人、全ての行刑職員は

合計して３６，０００人となっている。  

スタッフで一番多いのが、監視スタッフで約２６，０００人、保護観察スタッフが４，

０００人強。その他、行政スタッフ等がいる。スポーツインストラクターや医療スタッフ

等の職業の人も受け入れている。  

司法省の中に刑務行政職がある。刑務行政職は、地域協働局（地方局）、刑事施設、保護

観察・社会復帰の部署に分かれている。フランス全土に１９１施設を置いている。９つの

地域本部機関がある。拘置所、行刑施設、未成年の少年刑務所がある。  

人口１０万人当たりの拘禁率は１０２人で日本よりもかなり高い。行刑とは何かといえ

ば、大半の市民は刑務所を連想するが、過半数は社会内で処遇されているのが実態である。  

人口１０万人当たりの拘禁率は、フィンランドが７０人、イギリスは１５０人であるか

ら、フランスは、欧州では平均的な数字である。  

予算は近年増加の一途を辿っており、司法省の４０％を占めている。財政難の中でも、

職員が増えている。拘禁費用は、成人１人当たり月７０ユーロに対して、未成年は４００

ユーロがかかっている。  

 

３ 刑事施設と監視システムの種類と概況  
刑事施設の種類としては、拘置所と刑務所がある。拘置所には被告人と刑期２年以下の

受刑者を収容している。拘置所（拘禁センター）は特に過剰収容になっている。拘置所の

所長は定員を超過しても、裁判官に命じられると被告人を収容するしかない。パリ近郊で

は、６００人定員のところに９００人を収容している例もある。  
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過剰収容は被収容者と刑務官の双方にとって厳しい状況である。面会やスポーツなども

計画通りに実施できない場合もある。  

刑期２年未満の刑について、刑罰適用判事によって刑の修正が可能である。しかし、こ

の制度は十分活用されていない。その理由は、厳罰を求める政治家による介入、マスコミ

によるプレッシャーなどによって裁判官が消極的になっているためである。  

刑務所には二つの種類がある。  

まず、中央刑務所は、刑期の長い人、暴力的な受刑者、逃亡のおそれのある者、組織犯

罪を犯した者らが集められている。全て単独室に収容されている。被収容者に廊下を一人

では歩かせない決まりになっており、仕事の際も面会の際も居室まで看守が送り迎えする。 

もう一つは、拘禁センターである。刑期が長くても、危険性が低い被収容者はここに収

容される。拘禁センターでは、朝起きてから夜、居室の鍵がかかるまで、施設内を自由に

移動できる。今回訪問していただくセイス行刑センターはこの拘禁センターである。  

半自由制度がある。いわゆる開放刑務所である。ここでは、受刑者は､昼間は学校や仕事

に行き､夜に帰ってくる。病院も外の病院に行けばよいので、ここには、診療所も必要がな

いので設置されていない。  

その他の監視方法として電子監視制度がある。刑の修正として電子監視制度の適用を言

い渡すことができる。社会復帰のためのプロべーション事務所は、全国に１０３ある。  

行刑局は、裁判官の選択した監視方法に従って、本人を支援するのが役割である。施設

内では、被収容者が入所したときからプロべーションの部局も活動をはじめる。仮釈放の

準備のための活動や家族との関係の維持のためにも活動する。社会内での処遇は全体で、

約１８万人が対象とされている。  

 

４ 行刑の役割についての歴史的変化  
現在までの歴史的変化を少し説明する。１９８１年から仕事の仕方が変化し始めた。私

は、１９８０年代にこの世界に入ったが、当時は刑務所内で実施するギターの講座、スポ

ーツ講座までも職員によって持たれていた。こういうことは現在では考えられない。行刑

局が全てを行うことはできないし、かつ全てを行刑当局が行うべきではないとの考え方に

変わった。パートナーとなる他の役所や NPO に、社会において取り組んでいるのと同じよ

うな活動を同じようにやってもらっている。  

例えば、教育である。受刑者の中には、義務教育を終えていない者、基礎学力のない者

も多い。これらの者に対して、刑事施設の中では、５００人の教員が教えている。彼らは、

教育省の職員であり、授業の内容も教育省によって管理されている。教育を受けてバカロ

レアを受けて合格する者もいる。その場合の免状には刑務所の名前は記されず、一般には

わからないように配慮されている。  

文化活動についても、文化省との協力によって外の図書館と提携することができている。

本の購入は司書に任されている。受刑者で資格を取って図書館司書となり、刑務所の図書

館で働き給与を受けている者もいる。このような教育や文化活動は、刑事施設の外と中の

交流という面では医療と共通するものである。  

 



28 

第３ フランスの刑事施設医療改革の概要と今後の課題 
さらに我々は、行刑局においてドミニク・ドゥ＝ギャラール氏（行刑局長付医療顧問）

から、フランスの刑務所医療の改革の全体像の説明を受けた。  

 

１ 改革の経過と法制度  
１９９４年法について説明する。１９９４年前には、全ての医療を行刑局が提供してい

た。日本と同じ制度である。  

１９９２年に社会問題監督局と司法監督局による調査が実施され、この調査により、刑

事施設内で多くの病気が蔓延していること、施設内の死亡例が多くあること、刑事施設に

おける診療行為の質が低く、市民社会の医療水準にはるかに及ばないということが判明し

た。当時は HIV の流行が社会問題化していたが、麻薬中毒者に対する HIV の治療が施設内

ではなされていなかった。人間の尊厳が踏みにじられるような実情であった。  

これに対応するべく、１９９３年に公衆衛生高等委員会の答申がまとめられ、被収容者

の治療を市民社会における治療と同等のものにすべきであることを勧告した。そこには、

明確な政治的な意思があった。そして、社会的なコンセンサスもできていた。１９９４年

１月にはこの答申に基づき、早くも法律が改正された。  

この法律の下で、司法省と厚生省の間でパートナーシップの構築が必要であったが、こ

れまで実施されてきた教育やスポーツでのパートナーシップの例が適用可能であった。  

刑務所医療に関する基本的な法令は四つある。  

 

（１）一つ目が「公衆衛生及び社会保障に関する１９９４年１月１８日の法律」である。  

法名称にも「刑務所」と言及していないことに注目して欲しい。市民社会と同じ

医療の質と継続性を保障し、より良い取組を目指すことが定められた。この法律に

よって二つの重要な措置がとられた。  

①公共サービスの医師を各施設に配置する。  

②本人及びその家族を一般社会保障に加入させる。このことによって、一般社会

保障から受刑者及びその家族の医療保障がなされることとなった。  

 

（２）二つ目の法律は「患者の権利と医療システムの質に関する２００２年３月４日の

法律」である。  

病気になった受刑者に保障される医療の内容について決めた法律である。 

 

（３）三つ目の法律が「２００９年１１月２４日の行刑法」である。  

この一部が医療について規定している。医療に関する守秘義務が明確にされた。

診断治療、麻薬中毒について収容開始時にチェックすること、出所時にも健康チェ

ックすることなどが定められた。 

 

（４）四つ目の法律が、「精神科治療の対象となる者の権利ならびにその処遇のあり方に

関する２０１１年７月５日の法律」である。  
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裁判官に強制入院を言い渡す権限を付与した法律である。 

 

２ 被収容者の人間としての権利  
被収容者には二つの権利がある。一つ目は、国民の医療を受ける権利である。１９４６

年以来権利として認められている。これが社会保障の素地となった経緯がある。フランス

の領内に住んでいる全ての市民は無料で医療を受けられる。被収容者についても同様に医

療を受ける権利を享受する。  

二つ目の権利は、被収容者の人としての権利である。ヨーロッパ刑事施設規則があり、

市民と同じ人としての権利を有する。唯一剥奪されているのは、移動の自由のみである。

したがって、受刑者にも政治的権利があり選挙権を行使できる。また、現在、被収容者の

集団としての権利を認めていこうという議論をしている。  

１９９４年法は公共医療機関に被収容者の医療を任せるという選択をした。フランスで

は公共医療施設の医師の方が民間よりも医療の質が高い。被収容者も社会保障の枠組みに

入り、刑務行政局は被収容者の社会保障費を負担するようになった。被収容者は医療サー

ビスを受けられる原則があり、この原則が守られている。この改革によって一般市民と同

質の医療が可能となった。治療を受けるまでの待ち時間など、一般市民も受刑者も同じ問

題を抱えている。  

この改革の実現のために、実際の現場と医療施設等との取り決めがなされた。結核や性

感染症などについて、被収容者が予防的な処置を受けられるようになった。被収容者に対

しての医療の質と継続性が保証されなくてはならない。それは、一般市民が享受するもの

と同等でなければならない。被収容者の守秘についての権利も謳われている。女性の被収

容者については、刑務官の立会いのない出産を認めている。また、医師が被収容者の服役

の中断を決めることができる。７５歳以上の人は収監されなくなっている。  

 

３ 刑務所医療に関与する者たち  
ここで、刑務所医療に関する関係者ごとに説明することとしたい。被収容者、医療関係

者、刑務官、裁判官である。  

 

（１）まず、被収容者である。  

被収容者の数は、２～３％ずつ増えている。施設の定員は増えないので、過剰収容

となることは必至である。被収容者の特徴は、経済的、社会的に脆弱であり、ハンデ

ィキャップを持っており、予防医療の対象となっていなかった者ということである。

医療を受ける機会が少なく、これまで受けてきた教育と生活環境面での問題を抱えて

いる。過去に虐待された経験を持つ者も多い。言葉の使用が発達しておらず、他人と

の会話によるコミュニケーションが難しく、それが暴力的反応となりやすい。  

フランスの刑務所を見ていただくと、非常にうるさいことに驚かれるだろう。日本

の刑務所を見せていただいたが、本当に静かである。フランスの施設を見て、びっく

りしないでほしい。セイス行刑センターは特にうるさいだろうと思う。  

健康面ですぐれない者が多く、とりわけ感染症の罹患者が多い。HIV、肝炎、結核

などの罹患率が高くなっている。実際に国民の平均と比較してみると、受刑者の罹患
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率はそれぞれ、HIV５倍、肝炎５倍、結核８倍と、非常に高い。  

精神病については、受刑者のうち３５％が精神病に罹患している。２５％がうつ病、

１７％が人格障害を抱えている。これらの疾病の多くは、刑務所への入所によって発

症したのではなく、収監される前からの特徴であるが、収容前に治療を受けていた者

は少ない。収容されて初めて病気であることがわかる例が多い。  

また、中毒症の者も多い。３０％がアルコール依存、８０％が煙草依存（フランス

の施設では、煙草は吸える。）、４０％が向精神薬などの薬物依存がある。自殺率は一

般社会の６倍にも達している。被収容者像は平均の国民とはかなり異なるといえる。 

 

（２）二番目に医療関係者について説明する。  

刑務所の医療は、行刑施設ごとに契約を交わしている病院に委ねられている。刑務

所内で診断を行う医師の質について、意見を述べることができるのは、その病院の院

長のみである。刑事施設で働く医師は、自分の意思で仕事をしている。  

診療のやり方は外の病院と全く同じであり、医師としての患者の情報についての守

秘義務も守られている。  

医療スタッフは外の病院と同じである。刑事施設とそれ以外の機関の両方で勤務し

ている職員もいる。刑務所で働く医師は刑務所長の命令下にはなく、それぞれの病院

長の命令の下にある。  

 

（３）三番目に刑務官と保護観察の職員の役割について述べることとしたい。  

施設内の医療設備や医療関係者に被収容者がアクセスすることを保障するのが刑

務官らの役割である。また、被収容者に健康に関して特筆すべきこと、例えば、呼吸

器疾患、歩行障害などがあれば、その情報を医療スタッフに伝えるという役割も担っ

ている。  

 

（４） 後に司法当局の役割について述べる。  

司法官の決定は被収容者の治療診断に大きな影響をもたらす。刑罰執行判事は、治

療のための入院の決定を行ったり、治療のために刑の執行の中断を決定したりできる。

精神科の入院には自由勾留判事の決定が必要である。  

 

４ フランスにおける刑事施設医療の仕組み  
フランスにおける刑事施設医療の仕組みについて説明する。まず、簡単にいうと、  

（１）外来  

（２）精神科とそれ以外の一日入院  

（３）入院  

の三つのレベルの医療がある。  

外来の診断としては、内科、精神科、歯科その他の診断が受けられる。これは、それぞ

れ契約を結んでいる病院の分院のような形をとっている。  

施設診療院（UCSA）は、「もとの病院とのリンクを図る、刑務所内の予防の業務を行う、

出所の際の健康診査を実施する。」などの役割を担っている。この施設はセイス行刑センタ
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ーで見ていただく。  

UCSA は全ての刑務所にある（ただし半自由センターにはない。）。施設内に置かれる一

般医療の診療区画（UCSA）が１７９ある（刑事施設は全１９０施設。）。施設内に置かれ

る地域圏精神医療サービス（SMPR）が２６とされている。 

被収容者のニーズに応えるために１９９４年から入院のための施設が整えられてきた。  

入院施設には次の４種類がある。  

 

（１）刑務所に近い病院に入院するために保安病室が設けられている。保安病室は司法

省の職員ではなく、内務省管轄の警察、憲兵が監督する。  

（２）専門的な医療が必要な場合には、大きな医療施設の中の刑務所が管理している一

般医療用の病院内戒護区画（UHSI）が８あり、ここに収容される。全国に１８２床

ある。内科、外科、男女未成年を対象としている。今回はパリの UHSI を見てもらう。 

これ以外にフレーヌ国立病院に８０床の入院用の病床がある。ここは、主として手

術の術後の回復をするところとなっている。  

（３）精神医療入院設備 

精神病院内の特別区画（UHSA）が全国に７ある。入院病床は３４０床である。近

く、新たに二か所が開かれる予定となっており、４４０床となる予定。 

こちらは未成年の男女が対象である。この施設は、トゥールーズで見ていただく。

ここでは、行刑職員は入口の警備をしているだけで、原則として、施設内には立ち入

らないこととなっている。 

（４）精神科特別センター 

刑務所に近いところにある強制入院施設である。強制入院が行われており、その処

遇には人間の尊厳に欠けるところがあると思われる。戒具も使われている。 

 

５ 厚生省の刑務所医療スタッフ数  
厚生省の刑務所医療は、３１１人の一般医療の医師と精神科医師１８０人によって担わ

れている。理学療法士、看護師、看護助手などのパラメディカルスタッフが、合計で２１

００人､職員の総数は２５９５人に及ぶ。  

１９９７年には職員総数が１３４５人であったというから、この１７年間で、約２倍に

スタッフ数が増えていることがわかる。  

 

６ 予算  
予算は、司法省が被収容者の医療のために支出している９６００万ユーロである。入院

と外来の医療費がまかなわれている。保険負担を超えた部分つまり自己負担分は、施設内

にある者については、行刑当局の負担となっている。  

 

７ 医療サービスの質と内容  
１９９４年法の下では、司法省は厚生省の援助を得て医療サービスを提供することとな

っている。被収容者に一般と同等の医療サービスを提供することが義務付けられている。

被収容者に対して、病院が提供するのは 新の治療、 新の医療設備である。この改革に
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よって、これまで不足していた診療設備や施設内の衛生状態も大きく改善された。病気の

予防に関する啓発活動、医療教育についても、これにかかわる NPO や保護観察サービスな

どの協力を得て実施しており、性病の予防、結核についても、取組が強められている。例

えば、コンドームの配布が可能となった。面会室の入口でコンドームが NPO によって配布

されている。  

新たに収容される被収容者については、収容後４８時間以内に健康診断を行うことが義

務付けられている。結核については、刑事施設内での感染を防ぐために診断が義務付けら

れている。HIV などの性病については本人の自発的な意思による任意的な診断に委ねられ

ている。診療は、緊急の時にはすぐ受けられるが、通常は予約をして受ける。予約する際

は、郵便箱のようなものがあり、これに自分で書いた申込書を投函し予約を申請する。診

療の申込みのために看守を通ずる必要はない（この点が、日本における取扱いと も異な

る点である。刑務官である准看護師による診療申込みのスクリーニングを経なければ、日

本の受刑者は診療を受けることができない。）。 

緊急時で本人が申し込めないとき、また読み書きができない被収容者の場合には、看守

が電話によって診療を申し込む。前述のとおり、看守には、被収容者の診療機会を保障す

るための役割があるためである。  

医薬品の配布は、病院の看護師が一日ごと、一週間ごと、一か月ごとに配布をしている。

懲罰、独居の対象となっている被収容者に対しては、週２回医師が居室を訪問することと

なっている。その健康状態を確実にチェックするためである。  

性犯罪を犯した被収容者に対しては、それに適応した措置が取られる。  

また、司法省は厚生省と連携して全国レベルでの病気の予防キャンペーンを行っている。

厚生省は被収容者を含む健康改善に関する５年戦略計画も制定している。  

フランスでは日本に比べても、刑事施設内での自殺が多い。司法大臣主導で自殺予防の

ための計画が始まっている。２０１３年には１１１人が自殺している。一般国民について

も、フランスはヨーロッパ諸国の中で自殺率が高い。  

 

８ 現時点における刑務所医療に関する課題  
第１に、保健当局と刑務所当局の文化の違いをどうやって乗り越えるかという問題があ

る。  

診療に関する情報の共有方法が課題である。これまで、行刑職員である医師や看護師が

診療に当たっていたが、法改正により、行刑職員の診療行為を行う権限が剥奪されたとい

える。この改革が実施されて２０年間が経過したが、病院の文化と刑事施設の文化の違い

が問題となってきた。今も、両者の間のテンションは高い。関係の改善のためには、継続

的な教育が必要である。  

 

第２に実務的な情報の共有のやり方が問題である。医療関係者が守秘義務を守ること、

とりわけ、患者である被収容者の治療に関する秘密を守ることについて困難性がある。行

刑職員は治療に立ち会わないことが確立しており、行刑職員が治療に関する情報を得るこ

とはない。守秘義務の問題は、医療スタッフの職業倫理に関わる難しい問題である。しか

し、現場において相互の考え方を伝えあい、尊重し合い、協力する関係が徐々に築かれて
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きている。そして、全ての関係者の協力によって、施設内で提供される治療の質について

大きな改善が達成されている。  

 

第３に治療の継続性について差があるという実態がある。全体的に、医療へのアクセス

は改善されている。しかし、被収容者の側の要因（施設外に出られるが自ら治療を受けに

行かない者等）や、組織的要因（施設内外の医療機関が情報共有する仕組みの問題点）に

よって、医療へのアクセスが阻害されることがある。  

また、関係者間のコーデイネーションが十分でない場合がある。例えば、身体疾患と精

神疾患の医療に当たるスタッフ同士の間で、情報共有が十分でないことや、刑事施設内の

診療院と、被収容者がもともと通院していた病院の間での情報共有が十分でないことがあ

る。医師と医療スタッフ、行刑関係者、外部の社会福祉関係者との相互の連携が不足して

いる場合も見られる。  

 

第４に精神科疾患の比率が高く、精神科医療に携わる医療スタッフが不足している。統

合失調症の患者数が、刑事施設内では一般の４倍に達している。精神科医師の数が絶対的

に不足している。２００９年法の下で、入所時には薬物検査が実施されることとなった。

また、薬物依存への対処のために、代替製剤の配布がそれぞれの時点でなされる。精神科

の対応の改善は大きな課題である。  

 

第５に高齢者と障がい者の数が上がっている。全体の３．５％という比率自体は長年変

わっていないが、被収容者数自体が増えているため、高齢者と障がい者の数は増えている。

これに対応するため、全国レベル、地方レベルでも施設のアクセサビリティの向上が求め

られており、車椅子で刑事施設に出入りできるように改造する工事が行われるなどしてい

る。食事などにも配慮する必要がある。そのため外部の関係機関との契約にも変更がなさ

れている。横断型のパートナーシップを結んでいく必要がある。  

 

第６に刑務所医療について、市民全体の認識を高める必要がある。司法官や NPO 関係

者が刑務所を訪問する機会を増やしている。医療チームと病院との連携の改善、医療スタ

ッフと刑務官の連携の改善、病院の文化と刑事施設の文化の相違を乗り越えるためにも、

話し合いを深めることが必要であり、共通の教育プログラムなども実施されている。NPO

や司法官を入れた教育プログラムも組まれている。より良い医療行為のために、よりよく

情報を共有していくことが目標だ。 

 

９ 日弁連側の質問と当局の答  
問 １９９４年法の制定時、短い期間で政治的なコンセンサスが図られたという説明が

あった。同じような改革を日本で行おうとしても、財務当局の強い反対が予想される。

このようなコストのかかる改革が、政府全体で合意できたのはなぜか。 

答 時代背景が違うと思う。経済状況も違っている。フランスでの改革は、厚生省が国

民全体の医療を改善するという観点から刑務所内の改革を進めたものである。財政は

２、３番目の課題と考えられていた。１９９４年の試算では、改革に必要な予算は１
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１，４００万ユーロと見積もられていたが、現在では、３４，０００万ユーロに達し

ている。収容人口も、１９９４年当時は４万人程度であったが、現在は、６～７万人

に達している。しかし、被収容者の人口増を上回る予算の増額が認められた。HIV の

問題が大きな起動力となったためである。 

 

問 移管前と比べて予算はどの程度増えたのか。 

答 司法省が負担していた予算は前述のとおりである。厚生省に移管してどれだけ増額

されたかについてはデータがない。診療、薬、マンパワーの移行によって予算がかか

る。被収容者数に従って変わっていく。拠出金も増えていく。しかし、刑務所医療の

分野での投資は被収容者の健康をよりよくするもので、彼らが社会復帰した後の一般

社会での医療費を下げることができるし、社会での感染症の蔓延を防ぎ、感染症の数

自体を減らすことができる。これらの成果は国民全体に利益をもたらす意味のある投

資である。一例として司法省は、被収容者の保険の自己負担分を支払っている。２０

０６年には、２，２５０万ユーロであった。これが、２０１３年には３，２００万ユ

ーロと、７年間で約５０％増となっている。もちろん、被収容者の人数が増加してい

ることも要因にあるが、医療の質も上がっている証左であるともいえるだろう。我々

は、１９９４年法を強く擁護している。しかし、このシステムを持続していくのは容

易なことではない。 

 

第４ 感想 フランスの刑事施設医療改革にまなぶ 

       ―刑務所に市民社会を巻き込む― 
 

１ 行刑改革から取り残された刑事施設医療改革の課題  
２００３年末の行刑改革提言、２００５／６年の刑事被収容者処遇法による監獄法改正、

そして弁護士・医師・研究者・地域代表を含む刑事施設視察委員会の活動が、徐々に日本

の刑務所の風景を変えつつある。ダルクによる薬物依存からの脱却のためのグループミー

ティングが行われ、社会復帰のための職業紹介や社会福祉につなげるための活動が刑事施

設内でも取り組まれるようになってきた。  

そのような中で、いくつかの重要課題が残されている。とりわけ優先度の高い制度改革

の課題は、外部交通（面会・通信）の開放、独居拘禁と並んで医療に対する不満が高いこ

とである。  

日弁連は２０１３年８月２２日付けで「刑事施設医療の抜本的改革のための提言」を取

りまとめた。  

２００２年に発覚した名古屋刑務所事件においては、革手錠などを使用した拷問的な行

為が繰り返され、そのことを認識し得たはずの刑務所の医務部門がこのような行為の歯止

めとならなかった。刑務所医療の独立性の欠如が拷問的行為の放置という結果を招いたの

である。  

２００７年に発覚し、刑務所暴動にまでつながった徳島刑務所事件は、同所の常勤医務

部長が、医療行為の外形を取った直腸指診と称して肛門裂傷を負わせ、痛覚検査と称して、
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内股部分などを集中的かつ執拗につねり上げるなどの暴行を加えたという異常な事件であ

った。刑務所の医師が患者である受刑者を、医療が必要な治療の対象としてではなく、「懲

らしめ」の対象として視るようになっていたことを示す大変深刻な事件であった *1。  

私たちは、このような事件を根絶するための も重要な改革課題は、刑務所医療の独立

性を確認し、医療に関する事項については、医師、医療部門の判断を 大限尊重し、処遇

保安部門による介入を認めないという原則を確立することであり、その制度的な表現とし

て、刑事施設における医療施設の管理について、外部医療機関への委託を推進し、 終的

には、刑事施設における医療を法務省から厚生労働省に移管することが必要であると考え

てきた *2。  

 
２ 法務省矯正医療に関する有識者会議報告の限界  

現在全国の刑事施設における医師定員３３２人中７２人が欠員となっている（２０１３

年４月１日時点。）。「矯正医療の在り方に関する有識者検討会」（以下「同検討会」という。）

は、２０１３年７月の設置後４回の会合を経て、２０１４年１月２１日、「矯正施設の医療

の在り方に関する報告書～国民に理解され、地域社会と共生可能な矯正医療を目指して～」

（以下「同報告書」という。）を法務大臣に提出した。我々は、同報告書の提言のうち、と

りわけ兼業許可の弾力的運用、地域医療機関や厚生労働省との連携強化を掲げている点は、

前述のような改革につながるものであって積極的に評価する。しかし、同報告書では、刑

事施設医療の崩壊危機の象徴である「医師不足」のみに焦点を当てたものとなっており、

刑事施設医療が刑事施設に抱え込まれる閉鎖的なものとなっていること、被収容者の患者

としての権利が十分に保障されていないこと、刑事施設医療が処遇のためのものと位置付

けられており、医療の独立性が確保されていないこと等の刑事施設医療が抱える深刻な問

題についての解決策は提言されていない。改革は途上であり、解決の方向は未だ示されて

いない。  

 

３ イギリスとフランスの動向を見守ることは行刑改革会議報告からの申し送

り事項  
日弁連は、行刑改革会議に提言を提出した時点から、刑事施設医療を抜本的に改革する

ためには、厚生労働省所管への移管が必要であると訴えてきた。行刑改革会議の提言にお

いては、厚生労働省移管は実現できなかったが、少なくとも、このような政策を実現した

イギリス及びフランスの動向を見守り、将来の検討課題とされた * 3。その後、同様の改革

は、ノルウェー、オーストラリアのニュー・サウス・ウェルーズ州でも実現している。  

なかでも、フランスはこのような改革を１９９４年に実現した先駆者である。「行刑改革

会議海外視察結果報告書」にも、改革によって「これまで司法省が行ってきたことの問題

点・改善点が明らかになった」、「全体として被収容者の処遇の質が向上した」と説明され

                                                        
*1 「徳島刑務所問題に見る刑事施設医療の問題点と改革の方向性に関する意見書」２００９年１１月

１８日  
*2 「刑務所医療の抜本的改革と受刑者の死因調査制度の確立を求める日弁連の提言」２００３年７月

１７日  
*3 行刑改革会議提言４２ページ  
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ていた *4。  

フランスの刑事施設医療改革については、既に今回の調査をアレンジしていただいた赤

池一将教授の書かれた「刑事施設における医療－日仏における改革の比較をとおして」（『刑

務所改革－刑務所システム再構築への指針』菊田幸一他編、２００７年、日本評論社）に

詳細な紹介がある *5。また、２０１４年３月には、今回我々が、行刑局で説明を受けたド

ミニク・ドゥ＝ギャラール氏が来日され、龍谷大学で講演されている。  

このような改革が、どのような動機でなされ、なぜ国の財政実現が可能であったのか。

改革の実施に当たって、問題は生じていないか。その成果は日本の我々にとってどのよう

な示唆を与えてくれるか、それを探るために我々はフランスへと向かった。  

我々も一定の予備知識を持って今回の調査に臨んだつもりであったが、やはり「百聞は

一見に如かず」であり、刑事施設医療が刑事施設の保安体制から分離されることによって

刑務所の体制そのものが大きく変わることを実感することができた。  

 

４ 刑務所医療の改革の神髄は保安からの独立  
フランスでの刑事施設医療改革によって、診療アクセスに関する改善が図られ、医療を

受けている被収容者の満足度が高まった。このことは、日本国内の刑務所で実施されてい

る医療管理の外部委託でも同様の評価がなされている。  

また、フランス、イギリスでの改革の動機は、もちろん医師不足の解消という日本と同

様の観点もないわけではないが、むしろ医療は保安的視点でなされてはならず、被収容者

すなわち患者の利益を守るためのものでなくてはならないという原則に基づいていること

が指摘できる。つまり、保安に従属した医療では患者からの根本的な信頼は得られないこ

とが共通認識とされている。  

医師を確保するという行政目的の観点から考えても、患者の満足度が上がり、医療が保

安から独立することにより、医師と患者との信頼関係が改善し、医師としての仕事のやり

がいも改善される効果が期待できる。  

医師に対する経済的な待遇を引き上げることに我々も賛成ではあるが、刑務所医療の抱

える根本問題を解決するには、刑務所医療が保安に従属するものであってはならないとい

う、原理的な「刑務所医療の在り方」から議論を始めるべきである。  

 

５ 刑務所に市民社会を取り込む  
今回の調査を通じて、フランス行刑の特質を一言で表現するとすれば、「刑務所に市民社

会を取り込む」と言うことではないかと感じた。罪を犯した者に対する処遇を社会全体の

                                                        
*4 行刑改革会議海外視察結果報告書６１ページ  
*5 「医療職員と施設の保安職員が協働するが、保安職員には治療に加わることも、薬剤を配布するこ

とも認められてはいない。彼らの職務は、もっぱら医療職員および診療院の安全確保に限られる（刑

訴法典 D３６６条、D３６９条、社会保障法典 L３８１－３０条～L３８１－３０－６条）。」 (２２

０ページ )、「診療は刑事施設の職員のいないところで行われなければならない。医師の要請に基づ

き保安の措置がとられる場合も、医師と患者の会話に施設職員が介入し、また、医療上の会話の秘

密を侵害することがないよう配慮が払われる。通常の患者と同様に、被収容者にも一切の医療行為

に先立ち、その同意の表明が求められる。被収容者がこれを拒否する場合、医師は、その拒否によ

ってもたらされる結果に関する情報を提供しなければならない（刑訴法典 D３９７条）。」（２２６

ページ）  
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課題とし、行刑当局はその営みの中で、人の自由を拘束し、拘束環境の下で人間的な生活

を送ることを保障する。  

教育が必要であれば、教育省傘下の教育の専門家に依頼する。他の省庁や NPO で、刑務

所の中に入ってこようという人がいれば、できるだけパートナーシップを組むようにする。

協定を組んで、例えば、離婚した夫婦の一方が刑務所にいる場合に、他方の親の代わりに、

子どもを面会に連れてくる NPO がある。こうした活動は行刑当局にはできないことなので、

NPO にやってもらっているというのだ。  

全てを刑務所内で自己完結させようとすれば、必ず破綻する。市民社会と共同できるこ

とは、原則としてアウト・ソースしていこうとする姿勢に強く感銘を受けた。刑務所医療

を厚生省所管とした改革は、実はこのような大改革の一部だったのである。  

このような改革を実現するためには、市民社会の側が、罪を犯した者の処遇を自分たち

の課題であると考えられるようになることが不可欠である。日本においても、刑事施設視

察委員会には弁護士、医師、地方自治体、研究者、地域住民の代表者が参加している。行

刑行政には篤志面接員や教誨師、保護行政には多くの保護司や協力雇用主が関与している。

これらの民間から参加している人々の意識改革が必要だ。刑務所や保護行政の下請けとし

てお手伝いするのではなく、私たちが暮らす市民社会自らの課題として、共に取り組むと

いう姿勢の転換が求められているのではないか。そのようなことを強く感じたフランス調

査であった。  
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5 国立行刑学院（ENAP）視察報告 
柴田 勝之  

 

先方：Philippe POTTIER 国立行刑学院（ENAP）院長 

：Antoine CUENOT ENAP 国際部  部長 

： Jose MARIVELA ENAP 国際部  国際関係課長 

：Cedric LE BOSSE  ENAP 国際部  国際プロジェクト担当 

：Marie-Jesus COPADO  ENAP 国際部  国際プロジェクト担当補佐  

 

 

 
（キャンパス入口（上）と施設の概観図（下）） 
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１ 概論（説明者：Philippe POTTIER 院長） 
１９９４年法は、フランスの過去３０年の刑事施設改革の中で 重要のものである。 

社会に対して刑事施設を開放していく、あるいは市民社会を刑事施設に入れていくこと

の一環に医療問題も位置付けられる。 

これは、１９８０年代に始まった、刑事施設の「塀を低くする動き」の１つである。そ

の背景にあるのは、被収容者が刑事施設にいるのは一時的なことであり、被収容者も社会

から来て社会に帰っていくのであるから、帰っていくときの断絶が大きいと社会復帰が困

難になるという考え方である。 

このような考え方を、どのような形で処遇に具体的に活かしていくかについては、二つ

の側面がある。 

第１が、行刑的な側面、すなわち、犯罪行為への対処として被収容者を刑事施設に収容

し、その再犯を防止するという側面であり、これは純粋な司法的・行刑的側面と言える。 

第２が、被収容者の権利という側面であり、被収容者も通常の市民として通常の権利を

受けるべきという考え方で、教育・職業訓練・医療などがこれによっている。これは刑の

一部をなすものではないが、適切に行わないと、第１の側面でも適切な処遇を行うことが

難しくなってしまうものである。 

この第２の側面については、１９９４年法の後、様々な変革を経て、 終的に２００９

年法で、受刑者の権利についての総合的なビジョンが明らかにされた。それまでは教育・

医療等のそれぞれについて別のアプローチがなされていたが、２００９年法で統合された

ものである。２００９年法は、被収容者が市民であり、また市民であり続けることを強く

謳っている。被収容者は犯罪行為により一時的に権利を剥奪されているが市民であること

に変わりはなく、逆に言えば市民だからこそ刑事施設に入っているとの考え方である。 

日本の刑事施設医療においては特に人員不足の問題が生じていると聞いたが、フランス

でも１９９４年法の前は医療費が行刑予算から出ていたので同様の問題があった。 

気付きにくいことではあるが、このような改革によって、安全面でも改善があった。１

９９４年法の前は、大きな刑事施設以外は、医務室程度の医療施設しかなく、診察しかで

きなかった。現在では全ての刑事施設に治療室が設けられ、必要な医療設備が整えられて

いる。これにより、従来は治療のため外部に移送しなければならなかった被収容者を施設

内で治療できるようになり、安全面でも改善された。医療改革が安全の向上にも役立つこ

とは、日本で医療改革を行うための説得材料にもなるのではないか。 

１９９４年法の前は刑事施設には一般医しか存在していなかったが、９４年法以降は専

門医の力も借りることができるようになり、例えば歯科治療も行えるようになった。以前

は専門医はフルタイムで来てもらうわけではないので雇うことができなかったが、現在は

専門医と協定することにより、週に何度かということで来てもらうことが可能になった。 

ただし、医療改革には当然費用がかかる。おそらく、現在フランスが置かれている財政

状況からすれば、医療改革を行うことは９４年よりも難しく、当時は運が良かったと思う。

現在では、司法省が社会保険基金に対して被収容者の保険料を払い、被収容者の社会保険

への登録も行い、社会保険基金から病院に対して支払が行われる。いずれにせよ、改革の

ためには金銭的・財政的側面も当然ながら重要である。  
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（１９世紀の犯罪者の人相分類） 

 

２ 行刑施設・ENAP・行刑職員養成の概要 
（説明者：Jose MARIVELA 国際関係課長） 

 

（１）行刑局は司法省の六つの局のうちの一つである。 

司法省は行刑政策における政治的なレベルであり、行政レベルで一番上にあるの

が行刑局である。次のレベルが各地域・海外県の管区であり、同じレベルにこの学

院がある。第３のレベルに行刑施設や社会復帰のための保護観察所がある。 

 

（２）行刑施設の種類（一つの管区を例に） 

管区長が地域内の全行刑施設を監督下に置いている。 

行刑施設には①拘置所、②刑務所、③少年刑務所がある。 

① 拘置所は、未決及び２年未満の既決拘禁者を収容している。 

過剰収容は拘置所に一番頻繁に見られる。裁判官が拘置所に送る決定をすれば

受け入れざるを得ないので歯止めが利かない。刑務所の場合は定員を超えれば受

け入れないということができる。 

拘置所には非常に古いものもある。サンテ拘置所は１８６０年開設である。 

② 刑務所には四つのタイプがある。 

ⅰ 中央刑務所 

重罪の受刑者が収容されており、保安に も力を入れた刑務所である。 

なるべく受刑者の数を少なく、看守の数を多くしている。 

エレクトロニクス装置を使った監視も行っている。 

ⅱ 拘禁センター 

中央刑務所よりも社会復帰のための処遇（職業訓練・構内作業など）に力を

入れた刑務所である。 

作業の中には単純なものもあるが、飛行機のパーツを作るという高度なもの

もある。 

ⅲ 刑修正センター 
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刑期末の短期間、出所の準備をするための刑務所である。 

数は少なく、規模も小さい。 

ⅳ 半自由センター 

残刑の少ない人・刑期の短い人を対象に、昼間は外で働き、夜は戻ってくる

刑務所である。入所前と同じ職場で働くことができ、社会とのつながりを保つ

ことができる。 

③ 少年刑務所 

１３～１８歳の未成年を対象とした行刑施設である。 

司法省の中での位置付けが他の施設とは異なっており（行刑局と青少年司法保

護局の共同管理）、行刑局が管理・監視、青少年司法保護局が教育を担当してい

る。 

フランスの義務教育は１６歳までだが、この施設では１８歳まで義務教育を実

施している。授業への参加は義務であり、できるだけ暇な時間がないようにして

いる。 

それまでの様々な手だてが失敗した未成年が 後に行き着くところである。 

 

（３）行刑に関する数字 

行刑職員は全部で３４，０００人。 

そのうち、 

２６，３００人が看守 

 ４，２００人が社会復帰保護観察所の職員 

 ２，８００人が事務職員  

   ６００人が技術職員 

   ５００人が施設長クラスの管理職 

行刑施設の数は１９０か所、収容定員が５７，０００人で現員は６６，６００人。 

保護観察所の職員が担当する社会内処遇対象者が１７５，０００人。 

合計２５１，８００人を３４，０００人の職員が担当している。 

 
（刑務官の制服の変遷）  
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（拘束衣）  

 

（４）ENAP に関する説明 

２０００年にフルリメロジス拘置所からアジャンに移ってきた。 

アジャンに移転する際の考え方として、静かで開放的な環境の中で教育を行うと

いう点があった。 

１６ヘクタールの敷地は周囲に塀がなく自由に行き来することができる。 

建物は周辺部分に建設し、中央に緑で心が安まる場所を設けている。  

 

 
（開放的なキャンパス）  

 

火災・逃走・所持品検査については実際のケースに近い状況を作ってシミュレー

ションを行っている。  

行刑職員の５職種（看守､社会復帰保護観察所職員､事務職員､技術職員､施設長ク
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ラスの管理職）全ての教育を ENAP で行っている。必要な教育期間は職種により異

なる。２０１２年の修了者数は初期教育２２００人、継続研修３９００人。  

看守を例にとると、ENAP の入学条件は、フランス国籍・前科なし・中卒以上・

１９～４０歳・身長１６０ cm 以上・健康であること・入学試験に合格すること。 

ENAP での教育は８か月で、卒業試験に合格し品行方正であれば卒業。品行方正

だが卒業試験に不合格の人は追試。成績が良くても悪くても行動に問題がある人は

退校かもう１度やり直し。過半数の人は卒業できる。 

卒業すると刑務所に配置され、１年間はトライアルになる。１年後に配置先の刑

務所長が正職員として採用するかどうかを決める。合格しなかった人はトライアル

期間を３～６か月延長する。延長しても合格しなかった人は不採用になる。 

 

３ マルチメディア図書館見学とフランス刑事施設医療の歴史 
（説明者：Jack GARCON 犯罪と刑罰の歴史に関する史料センター長） 

 

（１）ENAP 図書館見学 

年間入場者数約４０，０００人 

ENAP 生徒の他、研究者・司法関係者も利用できる。 

１階は近年出版された書籍を所蔵している。 

行刑学に関する専門書の利用が も多いが、その他にも、 

犯罪学・心理学・哲学・政治学等の専門書のほか、小説・マンガ、 

施設長課程の学生が書いた論文、被収容者による絵画等も所蔵している。 

２階は犯罪・行刑に関する歴史的書籍を所蔵している。 

ENAP では行刑の歴史が看守から施設長まで全学生の必修科目になっている。 

自分たちの仕事の歴史を知ることが今の仕事のためにもプラスになると考え

ている。 

１９世紀以降の書籍（日本の「季刊刑政」戦後第１号を含む）の他、モンテスキ

ュー「法の精神」、ベッカリーア「犯罪と刑罰」の原書も所蔵している。  

 

 
（図書館の歴史的書籍室）  
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（１７４８年発刊のモンテスキュー「法の精神」の初版本）  

 

 
（１７６４年発刊のベッカリーア「犯罪と刑罰」の初版本）  

 

（２）フランス刑事施設医療の歴史 

視察当日、ENAP ではフランス刑事施設医療の歴史に関する展示会が開催されて

おり、その展示を見学しながら以下の説明を受けた。 

① １９４５年までの状況 

フランス刑事施設医療については終戦の１９４５年が一つの分岐点になって

いる。 

１９４５年までは各刑事施設に医務室はあったが、医務室に勤務しているのは

あくまでも行刑職員であり医療職員ではなかった。行刑職員が外部から採用され

た医師の力を借りて医療を行っていた。１９４５年から刑事施設が外部の医療関

係者に段々と開かれるようになり、 終的に１９９４年法に至って医療が完全に

病院のスタッフに任されるようになった。 

しかし、１９４５年以前に何もなかったというわけではない。 

１９世紀に長期刑受刑者を収容する中央刑務所が作られてから、刑事施設に医

務室を設けることが法律で定められた。行刑当局が医師を雇用し、行刑当局の監

督下で医療を行っていた。 
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当時の医師は刑務所の中で生活することが義務付けられており、緊急の怪我・

病気に２４時間対応することが求められていた。 

１９４５年までの医師は基本的に緊急の怪我・病気への対応が仕事だったが、

１８９８年にはフレンヌに１３０床の入院施設ができ、入院や外科手術が必要な

受刑者が送られた。 

② １９４５年から１９９４年法まで 

１９４５年からいろいろな改革が行われたが、その進みは遅かった。当時、刑

事施設医療は、給料も高くなく、待遇も良くなかったことから、医師だけでなく

薬剤師等についても確保が難しかった。 

１９６０年代初めからこの状況を改善するため、大学医学部に行刑医療の専門

科目が設けられ、専門家が養成されると共に、研究についても欧州レベル・国際

レベルでの学会が開催されるようになった。 

１９８４年に刑事施設医療に対する監督権限が行刑当局から厚生省に移った

ことが、刑事施設が本物の医療スタッフに開かれる重要なプロセスとなった。こ

の監督業務のために刑事施設が近隣の病院と協定を結ぶことになり、１９９４年

法につながった。 

③ １９９４年法以降 

１９９４年法により、全収容者が社会保険に加入し、他の市民と同じ権利を有

するようになった。UCSA・UHSI 等の施設は１９９４年法以降に作られ、受刑者

も他の市民とほぼ同じ医療サービスを受けることができるようになった。 

このように１９９４年法は刑事施設医療にとって大きな意味を持つが、まだ問

題は残っている。例えば、４８時間以上の入院は UHSI へ移送されるが、護送の

スタッフのやりくりが必要である。それでも現在は施設内の UCSA において医療

スタッフの治療を受けることができ、入院が必要であれば UHSI で一般市民と同

等の医療を受けられるようになったことは大きな前進であると言える。 

もちろんまだ課題は残されているが、１９８０年代に出てきた HIV や結核の問

題を考えると、病院と行刑との間の協力ができることは被収容者の医療ニーズに

応えるものである。 

④ 精神科医療 

１９世紀には精神病の被収容者のための医療施設は存在しておらず、精神病患

者は他の受刑者と一緒にいるか精神病院に送られた。 

１８３８年の法律で、精神病患者を刑務所へ送ることが禁止されたが、実際に

は刑務所から出しても行くところがないため収容せざるを得なかった。 

１９４５年以降は、精神病患者のための別館が刑事施設に作られたが、本職の

精神科医ではなく行刑スタッフが治療を行っていた。本職の精神科医が診察を始

められるようになったのは１９８６年からである。 

現在は UHSA が設けられ、病院内で医療スタッフが精神病患者の治療をできる

ようになったが、こうなるには非常に時間がかかった。 

⑤ 行刑職員への援助 

行刑スタッフは非常に難しい仕事をしており、特に心理面で色々な問題を抱え
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ている人が多い。１０～１５年前より、心理士や作業療法士という外部の専門家

の力を借りて、行刑職員の仕事をよりやりやすくする試みが行われている。 近

では、問題に直面した職員が相談できる電話番号が設けられている。 

⑥ 質疑応答 

（質問）１９９４年法以前から施設内で働いていた医師は１９９４年法でどう

なったのか。 

→いろいろなパターンがあるが、既に病院から派遣されていた医師はその

まま。行刑当局で雇用していた医師は、病院と協定を締結して病院から

派遣を受ける形にした人もいるし、やめてしまった人もいる。 

（質問）１９８４年法で厚生省の監督下に移ったのは精神科だけではないのか。 

→全ての医療の監督権が厚生省に移った。 

（質問）１９８４年法から１９９４年法の間には、行刑職員は医療現場に入っ

ていたのか。 

→入っていた。 

１９８４年法により、刑事施設医療への監督についてはそれまで行刑

当局が自身で行っていたものを厚生省に移すことによって、厚生省の監

督官（多くは医師）が実態を見ることができるようになり、１９９４年

法の入口を開いた。刑事施設内の HIV 感染の情報が行刑当局だけではな

く国民に知られるようになり、NPO も刑事施設内に入るようになって、

厚生省の仕事の一部を補うようになった。そのあたりから刑事施設医療

に対する考え方も変わってきた。 

１９９４年法以前、看護師資格のある「行刑看護師」と、看護師資格

のない看守が、薬品の調合・配布，包帯交換などをやっていた。１９９

４年法により、それまで医療現場の中に入っていた看守は、問題のある

時だけ入ってくることになり、医療行為に関わることはなくなった。 

 

４ 刑事施設における医療の問題点 
（説明者：Sophie MORILLON 社会復帰及び犯罪学部長） 

（１）刑事施設医療は、被収容者の健康条件・経済条件が以下のように脆弱であること

を前提に運営している 

被収容者の３分の１は薬物使用者 

３０％はアルコール中毒 

５分の４は喫煙者 

HIV 感染者は一般国民の４～５倍 

６％が慢性疾患により持続的なケアを必要としている 

自殺率が一般国民の７倍 

 

（２）被収容者の医療は一般国民の医療と同等とすることが１９９４年法で定められた。 

公衆衛生法の２００３年改正は、１９９４年法の延長で、この考え方を再び表明

した上で、治療の継続性・医療の安全性・プライバシーの確保を強調している。 
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２０１０～１４年の５か年の戦略的事業計画は１９９４年法の原則をさらに強

化するものであり、治療の質・継続性が一般国民と同等でなくてはならないこと、

国民に対する医療の諸施策が刑事施設でも行われなければならないこと、収容中に

行われた予防・治療が被収容者の健康状態の改善につながらなくてはならないこと

等を定めている。 

例えば、全国的な禁煙キャンペーンや猛暑時の対策は、刑事施設内でも被収容者

に対する必要な配慮をしたうえで適用されなくてはならない。 

刑事施設と被収容者の特異性・一般社会との違いを否定するものではないが、そ

れを越えて施設外と同一の措置を可能とするものでなければならない。 

しかし、刑事施設においては様々な拘束があるため、一般社会で行われている措

置をどのように適用していけば良いかが難しい。計画やキャンペーンでも、刑事施

設では拘束され自由がないことに対応しようと色々な措置が取られているが、それ

でもなお足りない部分が出てきている。 

 

（３）被収容者には経済的な困難を抱える人・教育が欠けている人が多いことも、医療

へのアクセスに影響している。 

１９９４年法で全受刑者の健康保険加入と、釈放後も１年間は特別措置として保

険加入が継続されることが定められた。これは、釈放後も本人と扶養家族の医療へ

のアクセスを可能とするため。 

通常は自己負担となる健康保険で負担しない部分も、収容中は行刑当局が負担す

る。 

（質問）そこまで受刑者を保護する必要はない、という意見はないのか 

→そういう反応は段々消えつつある。 

必ずしも被収容者が一般市民よりも恵まれているわけではない。例えば医

療については一般市民には CMU という自己負担分を保険がカバーしてくれ

る制度がある。実はそのような苦情が一番あるのは行刑職員で、「自分より

も受刑者の方が恵まれている」と言っている。それに対しては、「健康に生

活する権利は全ての人に保障されているもので、自由刑は移動の自由が制限

されているだけであり、そのために健康が損なわれる理由はない。拘禁され

ていることにより通常の医療を受けることができないデメリットを行刑当

局がカバーしているだけである。」と反論している。 

 

（４）各施設に設置されている UCSA は、施設の近隣にある病院の一部局である。 

UCSA の役割は、即時的かつ 適なレスポンスの提供、入院治療へのアクセス、

健康・医療に関する教育プログラムの実施、釈放後のフォローなどである。 

UCSA は身体と精神双方の疾患の治療を行うが、実際に UCSA で行われている医

療行為の多くは身体的な、比較的小さな傷・病気に関する治療である。 

また、病気の治療を越えて、刑事施設に刑務官でない中立的な立場から話を聞い

てくれる人がいることにより、施設内の生活が困難なことによる病気の進行を防ぎ、

被収容者の生活をより落ち着いたものにできるメリットがある。 
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医療の中立性、特に治療を受ける場所の中立性は、医療スタッフが刑務官でもあ

った前のシステムよりも非常に進んだ点である。 

（質問）医療に対する受刑者の不満は現実に減っているのか。 

→かなり減っているといえる。 

 

UCSA は近隣病院の一部局で、その病院の医師の１人が UCSA のトップになって

いる。それにより、病院本体との連携も容易であり、病院内と同じ条件で刑務所内

の治療を行うことができる。 

UCSA は開所の時間帯が決まっており、時間外に緊急事態があった場合は一般の

救急に連絡して、救急スタッフが来て入院の要否を判断する。 

入院に関しては、４８時間以内の入院や緊急入院は UCSA の本体病院が対応する。 

４８時間以上の計画的な入院は UHSI が対応している。UHSI は形式的にだけでな

く物理的にも病院の一区画である。 

前の制度の名残としてはフレーヌに医療刑務所（EPSN）が残っているが、現在は

UHSI と同様に他の病院と連携している。 

 

（５）感染病の予防について 

刑事施設内の感染を防ぐことは重要な課題。 

全入所者に共通して課せられる健診は結核だけで，性病の検査は任意。 

強制的健診は、国レベルでの感染病の絶滅計画と、各人が持っている外部からの

拘束を拒否する権利と、拘禁環境におけるリスクを 小限にしなければならないと

いう３つの要請がある非常に難しい問題である。 

この問題についても当局が行刑から病院に変わったことにより、純粋に公衆衛生

の政策の一環として考えられるようになった。従前のように行刑が受刑者のプライ

バシーに踏み込むことがなくなったので、健診もやりやすくなった。 

１９９４年法の導入以来、被収容者への医療支援について NPO など外部の団体が

参加できるようになった。 

（質問）NPO はどんなことをしているのか。 

→主に２つの分野で活動している。 

① HIV 感染者に対する支援 

具体的には感染に関する情報提供、生活に対する影響の情報提供を行い、

力付ける。 

② 受刑者一般を対象とする様々な病気や衛生に関する情報提供 

 

（６）薬物依存に関しては専門家による診療が可能になっている。 

薬物の代替製剤の配給、一般的な薬物依存に対する情報提供をしている。 

ただし、薬物中毒の治療は１９９４年法以前から行われており、１９９４年法で

大きく変わったところはない。 
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（７）被収容者に対する健康面でのフォロー 

収容後４８時間以内に健康診断を行う。身体的な面がメインであるが、精神面に

ついてもチェックする。 

義務的な健診と共に、同意があれば任意的な健診が行われている。 

懲罰区画・隔離区画にいる人に対しては、 低週２回の医師による診察が定めら

れている。懲罰区画等にいることが健康状態と両立しうるのかをチェックする。 

これ以外の義務的な健診は釈放前のもののみで、それ以外の健診は任意。 

 

（８）刑の執行に対し医療スタッフがどう関与しているか 

刑の執行に関する行刑側主催の会議に、医療スタッフも参加を要請されており、

医療的観点からの意見を述べる。この場合にも守秘義務は守らなければならない。 

守秘義務の例外的措置として、自分又は他人に危害を及ぼす受刑者に関しては情

報が提供されなければならない。ただし守秘義務との関係が難しいので医療スタッ

フが提供を躊躇することもある。 

生死に関わるような病気・病状の場合は刑罰適用判事により刑の中断がなされる

ことがありうる。 

 

（９）精神科治療について 

１９８６年から専門の精神科治療が始まっている。 

施設内で精神病・心理的側面に関する診療や予防措置が行われている。 

SMPR における診断・治療は UCSA によるフィルターを通して行われる第２の段

階になる。UCSA で対応できるものはそちらで対応し、より重篤ないし長期的な治

療を要する者は SMPR へ送られる。 

SMPR も近隣の病院の一部局が刑務所内に設置されているものである。 

精神科における入院は UHSA で行われているが、特に困難または対応が難しい患

者については困難病施設が設けられている。 

 

（１０）自殺の防止対策 

自殺防止は行刑当局にとって 優先課題である。 

医療スタッフだけでなく全職員が関与しなくてはならない。 

全国自殺防止計画が始まった２００９年から今日まで、延べ１８，０００人に対

して自殺予防の教育を行っている。 

具体的には、被収容者の不必要な苦しみを防止すること、自殺のリスクとなるフ

ァクターを減らすこと、自殺の危機への対応、自殺ないし未遂後に何を行えばよい

か（自殺した受刑者と親しかった人、自殺の処理に関わった職員に関連する）、等

である。 

（質問）自殺のひとつひとつのケースについてレポート等がまとめられているのか。 

→報告書が作成されて管区レベルでの検討委員会が設けられ、１件ごとの自殺

について、自殺の予兆についてどのような措置を取っていたか、自殺が行わ

れたときにどういう対応が行われたかが検討される。 
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 それが全国レベルでまとめられて１つの結論が出される。 

自殺防止に関しては継続研修でも重要視されている。特に施設長の研修では今年

のテーマが自殺防止であり、欧州各国においてどのような措置がされているか見識

を深める機会が設けられている。 

 

（１１）現在の制度のメリット 

・ 全ての施設に UCSA が設置され、比較的順調に機能を果たしている。 

・ 医療スタッフだけでなく行刑職員も医療面の充実に積極的に関与している。 

・ 医療ケアの質は間違いなく改善されている。 

病院と同じ治療プロトコルにより病院と同じ治療が行われている。  

病院内のノウハウが刑務所内でも活用されている。  

医療スタッフが病院の中でも勤務しており、病院の中で 先端の様々な教育を

受けている  

・ 患者のプライバシー、医療に関する守秘義務の遵守  

・ 医療と行刑との間のパートナーシップ  

 

（１２）現在の制度の問題点 

・ 施設内の診療施設の面積が足りない。需要に応じることができる面積になって

いない。 

・ 医療スタッフの数が足りない。特に精神科医師と理学療法士が足りない 

・ １９９４年法により司法・厚生両省の協力により行われることになっていた、

健康・衛生に関する教育活動が殆ど行われていない。 

・ 刑務所内外の連携が不足している。特に医療スタッフ間、福祉面での情報のや

りとりが不十分で、出所後の治療の継続性を保障することができていない。 

例えば、身体疾患（糖尿病等）で施設内では医師の指示を守って生活していた

人に対して、釈放時には紹介状や処方せんを出すことができるが、釈放後は治療

を受けるかは本人が決めることになってしまう。釈放後も治療の継続を図り、医

師・病院へのコンタクトを後押しするような措置が必要である。 

 

（１３）質疑応答 

・ 健康保険の釈放後１年継続は治療の継続性には役立ったか。 

→確かに改善は見られたが、制度的ではなく心理的な面により継続が難しくなっ

ている。もちろん本人の健康管理としても重要だし、扶養家族も１年間は恩恵

を受けることができるが、釈放後の家族を含めてのなしくずし的貧困化を防ぐ

ことはできない。 

・ 結核などの感染病について釈放後も治療を義務付ける制度はあるのか。 

→一般国民と同様になる。 

・ １９９４年法による健康保険適用前後の医療費を比較した研究はあるか。 

→おそらく行刑当局に存在しているが当時は公開されなかった。 

ただし「方法論ガイド」のマニュアルに１９９４年法で移転された費用を詳細
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に記述した部分があるので、ある程度の比較は可能と思われる。 

・ 健康保険の適用で医療費は増えると思われるが、それに対する世論の批判はな

いのか。 

→サンテ刑務所の主任医師が、刑務所の医療状態が如何にひどいものかを書いた

著書が非常に大きな反響を呼び、国民の中でもこれを変えなければという意識

が生じたことにより、経済的な考慮をかなり和らげた。 

 国民があまりにもショックを受けたため、お金がかかる改革がより受け入れ

られやすくなった。 

 受刑者が施設内にいる間に受けられなかった治療は施設外で受けることに

なる。そこで社会保険に負担が行くのだから同じことである。 

・ 医療スタッフは原則として近隣病院の医師と理解しているが、それ以外の外部

医師が協定を締結して入っている割合は？ 

→１９９４年法の理念は近隣病院の医師が刑務所内で治療を行うことで、外部医

師の勤務の割合は段々少なくなっている。 

 外部医師は常勤ではなく、例えば薬物依存や性犯罪の社会復帰サービスと一

緒に行う教育イベントやディスカッショングループのために心理士が呼ばれ

るようなケース以外はほとんどないと思う。 

 それ以外にも少数の外部医師はいるが、人不足が深刻な精神科・理学療法士

の不足を解決するには程遠い。 

 

５ ENAP 施設内見学 
（１）火災シミュレーションルーム 

フランスの刑事施設では年約７００件（１日約２件）の火災が起きており、その

多くは被収容者の故意によるもの。 

実際の火災に近い炎や音を出して強いストレスを加えた状況下で適切な行動が

取れるように訓練する。  

も重要なことは受刑者の救助と自分達の身を守ることで消火はその次。 

３０～５０kg の人形を受刑者に見立てて、受刑者が放火と同時に首つり自殺を試

みている状況や、物を散らかして看守が房内に入れないようにしている状況につい

ても訓練する。 
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（２）居房シミュレーションルーム 

房内の所持品検査、食事の配膳、散歩、身体検査、鍵の開け閉めといったシチュ

エーションについて、実際と同様にシミュレーションして訓練する。 

（質問）所持品検査は１人で行うのか。 

→ 初に房に入っていくときは２人だが、被収容者を房外に出した上で、検査

自体は１人で行うのが基本である。  

 

 
 

（３）救命訓練ルーム 

被収容者の救命のための訓練であるが、一般の人の救命にも同様に役立つ。 

ENAP 学生だけでなく、外部の人にも訓練を行っている。 

（質問）子どもの人形があるのはなぜか。 

→一般的な救命訓練のためであるが、フランスの刑事施設では１８か月までの

小児を母親と一緒に収容しているので、このような小児の救命にも役立つ。 

 

（４）所持品検査シミュレーションルーム  

外部からの訪問者に対する所持品検査を、実際に使っているのと同じ機械でシミ

ュレーションして訓練する。 

所持品検査の担当官は訪問者が 初に話す相手になるので、刑事施設のイメージ

が良くなるように対応することが必要である。 

（質問）刑事施設のイメージを良くするにはどうしたらよいか。 

→まず外見がだらしなくないこと、言葉遣い・表現の仕方も重要である。 

ルールをいかに人間的にうまくかしこく適用するかが問題。 

「自分にされたくないことは他人にもしない」ことが大切。  
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（５）体育館 

看守にとっては適切な運動による体調維持が重要。 

３シフト制なのでいかなる時にも体調を整えベストコンディションでなくては

ならない。 

道場では護身術の訓練も行っている。 

 

６ 赤池教授講演 
視察の 後に、赤池教授が ENAP の学生（社会復帰保護観察所職員の教育課程の学生が

多いとのこと）に対して日本の保護観察制度に関する講演を行った。 

学生からは日本の受刑者数・再犯率・行刑予算の規模などについての質問があった。 

 

７ 感想 
① 明るい雰囲気のキャンパスで研修が行われていること  

② 医療をはじめとして、刑事施設に市民社会を取り込む考え方が根付いていること  

③ 図書館は古い書籍も含めて充実しており、行刑の歴史も尊重されていること  

④ 研修内容は実戦的であり、卒業できない学生も相当程度いる厳しいものであること  

が印象に残った。  

この学院を卒業した刑務官は、自分の仕事に誇りをもって取り組めるのではないかと感

じた。  
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6 セイス行刑センター(Centre Penitentiaire de Seysses)視察報告 
菊地 裕子  

第１ 施設の歴史と概要 

１ はじめに  
２０１４年５月９日の午後に施設を訪問。入口でセキュリティチェックを受け、建物内

に入った後、施設見学の前に、副所長のジョエル・ドゥランセル（ Joel Delancelle）氏、教

育担当のバベット・ドュエンヌ氏から、施設の概要についての説明を受けた。  

 

２ 歴史  
セイス所行刑センターの開所は、２００３年１月。もともと、トゥールーズ市内に、１

８７５年に拘置所として開設されたのが始まり。２０１０年３月、従前「拘置所」と呼ば

れていたものが、「行刑センター」と呼ばれるようになった。  

ﾄｩｰﾙｰｽﾞ･ｾｲｽ行刑センター

Centre Penitentiaire de
Toulouse-Seysses

Google
 

 
建物の概観図（上）と施設入口（下）  
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３ 施設の概要  
（１）全体  

敷地面積：１２ヘクタール（塀の中の面積は、４ヘクタール）  

壁の高さ：６メートル  

監視塔：３か所にあり、武器を携帯した看守が配置されている。  

（２）男子拘置所  

ア MAH１：定員２４０人（視察時３７７人収容）、MAH２：定員２４１人（視察

時３６９人収容）  

イ 社会福祉のための施設、教育施設を兼ね備えている（ビデオ会議を開くことが

可能な部屋もあり）  

（３）女子拘置所  

ア MAF：定員４０人（視察時５４人（プラス赤ちゃん２人））  

イ 託児所が設けられている（後述）。  

（４）QA：入所後、各拘置場所に送られる前に、６日間から８日間滞在する場所  

（５）SMPR（精神疾患の専門治療施設。後述。２０床）、UHSA（施設内診療所。後述）  

（６）アトリエ（Atelier） / 調理場（Cuisine）  

（７）その他の区画  

QA：出所する人が一時的（４８時間）に滞在し、出所の手続（食器、毛布等の返還）

を行う区画  

QI：懲罰区画  

QD：独居区画  

（８）運動場（Terrain de Sport）２７００平方メートル  

各建物に、散歩できる場所及びトレーニングルーム、図書館がある。  

（９）収容人数  

塀の中だけで１０１６人。各居室に平均２名ずつの収容で、１０９２名収容可能。 

 

４ セイス行刑センターの特徴  
（１）UHSI（地域間監視付医療施設。身体疾患対象）、UHSA（特別整備医療施設。精神

疾患対象。）を備えている。  

ア UHSI：  ２００６年開設。被収容者の監視体制を整備した上で、被収容者に対

する医療（身体疾患に限る）を一般の水準に合わせることを目的とし

て設置されたもの。４８時間の入院に対応可能な設備を備えている。

１６床のところ、視察時には５人収容。  

イ UHSA：精神科疾患を対象とする。２０１２年１月に開設され、当初は２０床

であったが、同年９月に２０床が増設された。  

 

（２）塀の外側には、受刑者のための下記施設が設けられている。  

ア 短期刑センター：  再犯防止計画に基づき、１０～１２人の受刑者が、薬物依存・

家庭内暴力等の問題について、外部講師による講義を受ける。 

イ 半自由センター：昼間は施設外で過ごし（仕事に出かける等）、週末や夜間の
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み施設に戻ってきて過ごす者のための施設。  

 

（３）被収容者の特徴  

ア 年間約２５００人が入所し、約２５００人が出所する。  

イ 全体の６６％が受刑者。３４％が未決拘禁者。  

ウ 行刑センターにおける受刑者の受刑期間は、平均４か月から５か月、 高２年。

それ以外の者は、中央刑務所又は拘禁センターに送られる。  

エ 主な罪名は、暴力行為、単純窃盗、薬物関係犯罪、詐欺罪等。  

 

（４）センター内の一部の業務（国の専管事項でないもの。輸送、受刑者及び職員への

食事の提供、リネン供給、メンテナンス等）を民間業者（ sodexo）に委託。  

 

（５）職員体制  

ア 看守：２８１人  

イ 矯正長等：１５人  

ウ 副看守長：４５人  

エ 事務職員：１５人  

オ 所長：４人  

カ 社会復帰＆保護観察担当官：１７人  

キ 医療スタッフ：８人  

ク 教育省から派遣されている教員：８人  

 

第２ 施設見学 

１ 書記課  
（１）被収容者の収監手続を行う課であり、受刑者にとって、すべてが始まるところ。  

担当官からは、「書記課なくして、行刑センターはあり得ない。」との言葉もあっ

た。  

（２）被収容者１人に対し、一つのファイル（緑色）が作成され、カルテのように、本

人の入所から出所・移送までの間の、刑罰側面に関する動きや、どのような状態

でその出来事が起こったか等のデータが記録・保管される。  

 

２ 身体検査のエリア  
（１）入所者は、ドアから入ってきた後、まず、①生体認証、指紋採取を受ける。②身

体検査を待つための部屋内にはベンチが置かれ、壁にはモネの絵が描かれていた

（絵があると、壁がきれいな状態に保たれるが、ないと落書き等で汚くなるとの

ことであった。）。また、③検査を待つための部屋では、これからどのような検査

を受けるのか（身体検査、写真撮影、指紋採取、身長の測定等）、言葉とイラス

トで説明した短いビデオを見られるようになっている。  

（２）護送してきた警察官と、収監側の担当者が、被収容者についての本人確認を行い、
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間違いなく本人であると確認された後に、護送車を返すことになっている。  

（３）被収容者は、①収監手続、②身体検査を経た後、③荷物の検査を受け、所内への

持込みが禁止されているものについては、出所時まで領置される。  

 

３ 中央管理センター  
面会室、弁護人との接見室  

 

４ UCSA（※施設内診療所。全ての刑務所が、国公立病院と契約を締結し、同病院のユ

ニットとして、行刑施設内に診療所が設置されている。）  
 

 
 

（１）医務室にて、ブラン医師から、全般的な説明を受けた（上掲写真）。  

ア 医務室は、治療行為（ただし、看護師が行う医療行為のみ）を行うところ。ベ

ッドがあり、通常の病院の診療室と同様。  

イ 医務室の隣が薬局になっており、週に３回、ワゴンが収容棟を訪れ、医療スタ

ッフから被収容者一人一人に必要な薬が配布される（刑務官から配られるのでは

ない。）。  

ウ 被収容者が UCSA を訪れるときには、刑務官は、医務室の入口までは付き添う

が、室内には入らず、ドアの外で待つ（※医療に関する守秘義務の徹底）。  

エ 被収容者の医療関係情報については、青色のファイルが１人１冊作成され（書

記課で作成されていた、行刑関係の緑色ファイルに対応。）、医療スタッフ間で情

報を共有している。  

被収容者が非常に危険な人（暴力的等）の場合、身体を拘束することもある。

危険かどうかの判断は、行刑職員からの報告による場合もあれば、精神病による

行動等、外部から明らかなこともある。  

オ 診療件数  

a 内科：年間６，０００件  

b 看護行為：年間１５，０００件（看護師の資格を持つ者による、 初の診察
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＝医師による診察の必要性、緊急度等についてのフィルターの役割を果たす外、

包帯を替える等の一般的な医療行為を行う。）  

c 外部病院への移送：年間６００件  

カ スタッフ数  

a 医師：２人   

b 看護師：１３人  

キ 週末も含め、３６５日開いている。午前７時から午後７時まで（外部病院より

も、診察時間が長い。）。１９時以降７時までの間に何か起こった場合には、緊急

の場合には救急車を呼ぶが、それ以外の事態には、当番医が対応。  

 

（２）各科の診察室の見学  

ア 歯科診療室１室  

a 治療用の椅子と、壁には、ビーチの写真（心を和ませるように）があった。  

b 医師によれば、「被収容者の中には、歯が悪い人が多く、歯科診療室が３部屋

あっても足りないと思う。」とのこと。歯科医も足りない（半日勤務×６日）。  

c 入所時に、全員に対して健康診断が行われ、歯の状態についても確認する。  

d 治療は、緊急の措置を要するもの（咀嚼が問題になるようなもの）から優先

して行う。  

イ 眼科及び耳鼻咽喉科診療室１室  

月に１～２件。緊急の場合には、外部の病院へ送る（地域の開業医と提携して

いる）。  

 

（３）ブラン医師に対する質疑応答等  

ア 被収容者１人当たり１冊作成されるカルテには、本人の健康に関すること、病

院への移送の状況等が記載される。  

イ UCSA で勤務する医師は、外部の病院に所属しているが、一定期間については、

この施設専属となる（勤務場所が当センターとなる）。当番医の仕組みは、外部

病院と同様。  

ウ ブラン医師自身は、１９９５年から行刑施設に勤務しており、セイス行刑セン

ターには、２００８年から務めているとのこと。  

Q：「ここで働くことは、興味深いか。」  

A：「個人的にはやりがいがあると感じているが、怖いと感じる人もいる。なかな

か人が来てくれず、採用面での問題もある。」、「強制ではないが、研修期間

中に、インターンとして６か月、行刑施設で働くという制度もあり、当セン

ターでも年間２人が勤務を経験している。」  

Q：「どうしたら、行刑施設で働く医師を確保できると思うか（魅きつけられるか）。」 

A：「まず、行刑施設で働くことに、魅力がなくてはならない。医療設備が整って

おり、労働条件が良好である点などを、インターンによって学生に体験して

もらうことは有意義である。医学的観点からも、色々な症例を学べるという

意味で良好な施設といえ、若い時に体験してもらうことが必要。」  
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「外部の病院の施設と同じ待遇であることも必要」  

「勤務する医師の孤立を避けることが大切。外部の病院の同僚たちと常に連絡

を取り合って、リンクを保てるようにすることが重要である。」  

Q：「被収容者の詐病の問題はないか。」  

A：「詐病の理由としては、薬を入手して被収容者同士で交換したい、外部の病院

への移送を希望している、などの場合が考えられる。被収容者に対し、きち

んと説明した上、場合によっては、精神科医との連携を図る必要もある。」  

Q：「薬を配布されて自ら持っている被収容者は、どれくらいいるか。」  

A：「日常的に服用している薬（常用薬）がある人は、全体の４０％程度。」  

 

５ SMPR（精神疾患の専門治療施設。海渡双葉弁護士の報告書を参照）  
 

 
（被収容者用の電話）  

 

６ 福祉のための区画  
（１）被収容者のための教育  

ア ３００人が対象。フランス語を話せない人（外国人）から、高等教育（バカロ

レア）を終えている人まで、被収容者の教育レベルは様々。  

イ 施設教育担当者が、個々人のレベルに合わせて、外部とのリンクを保ちつつ、

被収容者への教育を行う。  

 

（２）建物の１階は職業訓練のためのエリア（園芸（花束の作り方から花屋の経営に至

るまで幅広い。）やペンキ職人）、建物２階が、教育エリアとなっている。職業訓

練を受けると、手当（月額１２０ユーロ）が支給され、かつ刑期の短縮もある。 

 

（３）体育館（女子受刑者）  

ローテーションを組んで、フットサル、バドミントン、外部からのボランティア

とともに、サッカーやダンス等を行っている。外部からのボランティア用に、受刑

者用とは別に、更衣室及びシャワーを備えている。  

スポーツインストラクター４名（男子第１棟、第２棟、女子棟、短期刑受刑者担
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当各１名）もいる。  

 

（４）刑事手続関係の設備  

ア 尋問を行うための取調室（ほぼ毎日使用されているとのこと）  

a DNA 採取のための装置  

b コンピューター、プリンター  

c 毎週水曜日に、被収容者と弁護人との面会に用いられている。  

d 警察官による１回当たりの取調べ時間は、３０分から３時間程度。  

イ テレビ会議室（４室）  

a 被収容者を刑務所から一時的に外に出すことによるリスクや、護送の手間・コ

スト等を軽減するために設けられた設備。  

b 刑罰適用判事、予審判事、少年裁判の裁判官等による手続が、テレビを通じて

行われる。フランス本土と海外の裁判所との間の手続が行われることもある。

年間２３０件のテレビ会議が行われている。  

c 数年前から、司法機関への護送は、行刑局が担当しているが、この設備がある

ことにより、経費の節約のほか、安全性も向上した。  

 

（５）RLE（教育担当責任者。校長の立場に相当。）からお話を伺った。  

ア 教員は、全て教育省の職員。全部で教員は１４人（８人が正式職員。４人が契

約職員。）。教育を受けている被収容者は、全部で２００人（全体の２７％）。  

イ ここでの教育の 大の目的は、非識字者対策（施設に送られてくる人の３分の

１が非識字者）。  

ウ フランス語ができない人（外国人）の比率も高い。日本人はいないが、アジア

人（中国、韓国、モンゴル人等）もいる。  

 
７ 書記課での手続を経た新入者の区画（QA：Quartier Accuieil）  

（１）滞在期間は６日間から８日間。６人の職員で担当。行刑担当職員、医療担当職員、

教育担当職員による会議により、新入者についての今後の処遇を決めていく。  

新入者以外にも、通常の収容棟ではいじめの対象となるような人（同性愛者等）

や、施設のための作業（メンテナンス、掃除等）に従事する被収容者についても、

ここで保護している。  

 

（２）欧州刑務所規則に則った措置が取られている。  

ア 入所直後に、何時であっても、温かい食事が提供される（拘禁ショックを和ら

げるための策）。  

イ キット（衣類、洗面用品、テレビ、封筒＆切手（手紙用）、電話をかけるため

のお金少々。右掲写真）と毛布２枚を支給。出所時に返却することになっている

が、年間６０，０００ユーロから７０，０００ユーロの損失が出ているのが現実。  

ウ いじめの犠牲になった人を保護するための部屋６室を用意  

エ 自殺の危険がある人を保護する部屋もある。  
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（３） 居室  

ア ３８室。７１人収容可能。  

イ ２段ベッド、机、棚、トイレ・洗面エリア（鏡、仕切りドアあり）  

ウ 窓の格子は、二重になっており、外側は幅が狭い網目、内側は間隔の広い柱状

のもの。  

エ 入所時に、刑務官と新入所者とで、居室内の状態を確認し、出所時に壊れてい

る物やなくなっている物があれば、弁償してもらう。  

オ マットレスは、引き裂くことができず、火も着かない素材を使用している。  

カ 入所直後の６日間から１０日間の滞在期間中は、テレビは無料。  

キ 滞在中、被収容者は、様々なスタッフと面談。スタッフは、気づいたことを CEL

（電子連絡ノート）に記入し、被収容者の進路（どこに配置し、どのような教育・

治療を受けさせるか等）を決める会議において CEL に記載された情報を活用。  

 

（４） 自殺防止用の部屋（１部屋）  

ア テレビ（カバー付き。）、トイレあり。  

イ 長２４時間収容可能。その時間内に、医療スタッフとも協議し、強制入院等

の措置を取ることもある。  

ウ 毛布はちぎれないような材質、パジャマはちぎろうとするとすぐにバラバラに

なってしまう材質を用いるなど、自殺行為に用いることができないように配慮さ

れている。  

エ この部屋の使用頻度は、年間６回から８回程度。それほど使われていない。  

 

８ 女子区（QF：Quartier des femmes） ※視察時現在５４人収容中  
（１）新入所者のための施設、居室、女子用 UCSA（医療スタッフが、女子区の UCSA

にやってくる。）、監視室（２人が１２時間勤務。日中は３人）等がある。  
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（２）１階＆２階。吹き抜け構造で開放的。男女は、かなり厳格に区別されている。  

 

（３）託児所  

ア 見学時現在、２人の赤ちゃん＆母親がいた。  

イ ３人の母親プラス子供を収容することも可能。  

ウ １歳半まで収容可能。それ以上の年齢については、行刑局の管区長が許可を出

す。  

エ 子供は、行刑センターの収容の対象ではないので、UCSA の医療をここにいる

子供に提供することはできない。そのため、子供だけ又は母子を一時的に施設外

に出して対応することもある。  

オ 母親が呼び出されて裁判所等に出頭するなど外出する場合、信用できる他の被

収容者に子供の面倒を任せることになっている。  

 

９ 厨房  
４０００食から５０００食の食事が作られる（ミュレにあるセンターの食事もこちらで

作っている。）  

民間に委託しているが、実際に調理を担当しているのは受刑者。  

 

１０ 男子の収容区画（MAH１、MAH２）  
（１）建物の外側には、鉄の網が張り巡らされている。  

塀の中には、８５０人から９００人が収容されているが、職員によれば、人数の

わりに、比較的静かであるとのこと。  

 

（２）図書室において、留置場の責任者から説明  

ア 建物は４階建て。定員４００人（３８０人収容）各居室に、シャワーあり。  

イ MAH１、MAH２ともに、既決及び未決の両方を収容。既決の人は、建物中央か

ら近いところに、未決の人は、中央から遠いところに収容されている。  

１階には厨房で働く人が、２階・３階にはペンキ職人が、４階には作業場で働

いている人がそれぞれ収容されている。  

ウ 運動のための散歩の時間が、１日２回（１回当たり１時間１５分）ある。未決、

既決別々に、午前午後各１回、運動場に出して、散歩させている。  

エ 留置場ごとに、図書室及びトレーニングルームが設置されている。外部からス

ポーツインストラクターがやってきて、トレーニングルームでトレーニングをし

てくれる（部屋の左側は未決者用、右側は既決者用）。  

オ 金属探知機（散歩の後、必ず通らなくてはならない。）、電話６台（既決者は、

所長の許可を、未決者は予審判事の許可を要する。）  

カ 居室内（※被収容者＝掃除担当者）  

ベッド、テレビ、机、トイレ・洗面コーナーあり。  

見学した居室の被収容者が、掃除担当者であったことから、室内には、掃除用

具があったほか、被収容者が自ら購入した物（スピーカー、フライパン等の調理
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用具、食器、ガスコンロ等。下掲写真参照。）が所狭しと並んでいた。  

 

 
 

第３ 質疑応答 

１ セイス行刑センターは、トゥールーズ管区の中でも 大の行刑施設である。ただし、

被収容者は、パリやリヨンの管区内で収容されている人に比べると、おとなしい人が多

い。医療スタッフと刑務スタッフとの関係は、良好である。  
 

２ 欧州刑務所規則（RTE）について  
（１）規則に従うべきとの指示が出されており、本センターでも２０１２年から、遵守

している旨のラベルを受けている。  

 

（２）身体検査についても、規則において厳格に定められており、これに違反すること

はできない。  

前科、プロフィールなどから、被収容者各人に対し、どのような身体検査を行

うかが決められ（着衣の上から、中から等決められている。どのような検査が行

われたかに関するすべての記録は、追跡可能。）、どのような場面で身体検査が実

施されるべきかについても規定されている。  

 

（３）未決の者と既決の者を分けて収容、処遇すべきことも、RTE において義務付けら

れている。たばこを吸うかすわないか、ロマ（ジプシー）か否か等による区別、

他の者と連絡をとって良いか否か等についても、RTE において規定されている。 

 

（４）RTE に従った被収容者情報の管理は大変。専用の“オオサカ”と呼ばれるソフト

で管理している。  
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３ 性的少数者の扱いについて  
性的少数者については、特別扱いはしていない（※ただし、いじめの対象となる人を保

護するための区画があることは、前述のとおり。）。  

性同一性障害を有する者については、単独室に収容するようにしている（フレーヌには、

このような障害を有する人のための特別な施設がある。）。  

 

４ 被収容者の危険性に関する医療スタッフへの通知について  
Q： UCSA の見学の際、ブラン医師から「危険性のある人については、刑務スタッフ

が教えてくれることもある」との説明があったが、どのような場合に教え、どのよ

うな場合には教えない、というような基準はあるか？  

A： 新入所者区画におけるスタッフ間のミーティング（週１回開催）において、入所

者の情報（危険性も含めて）の共有を図っている。医療スタッフから刑務スタッフ

への情報提供は、インフォーマルな形でしか行われない。医療スタッフによる守秘

義務を考慮しつつ、どのように両者が協力し、必要な情報を共有していくかが課題

である。  

 

第４ 感想 
行刑面についても、医療面についても、被収容者一人一人についてのファイルが作成さ

れ、それぞれの領域において、スタッフ間での情報共有が図られていること、医師の守秘

義務等に配慮しながらも、刑務スタッフと医療スタッフとの間の連携を図ろうと努力し、

それが機能していることが感じられた。  

全ての刑務所に設置されている UCSA（診療所）の様子を実際に見学できたことにより、

医療スタッフによる守秘義務が徹底されていること、スタッフ不足の問題はあるにせよ、

かなりの面で「被収容者も、自由を奪われているだけで、それ以外は、一般市民と同じレ

ベルの医療を受けられるべき」との理念が実践されていることを実感できたことは、大変

有意義であった。「どうしたら、行刑施設で働く医師を確保できると思うか。」との質問に

対する、「行刑施設で働くことに、魅力がなくてはならない。外部病院と同じように、医療

設備が整っており、労働条件が良好である点などを、インターンによって学生に体験して

もらうことは有意義である。医学的観点からも、色々な症例を学べるという意味で良好な

施設といえ、若い時に体験してもらうことが必要。」との医師の回答は、日本においても参

考になると感じた。  

また、欧州刑務所規則（RTE）に従った各種措置（入所直後に、何時であっても、温か

い食事が提供されること、キットの配布）や、身体検査についての細かな説明、待合室の

壁に描かれた絵などからも、被収容者への配慮が感じられ、印象的であった。  
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7 セイス行刑センター内地域精神医療サービス(SMPR)視察報告 
 

海渡 双葉  
 

１ SMPR 施設の概要 
精神科病棟であり、トゥールーズにあるジェラール・マルシャン病院の一部局に当たる。

このような施設は約３０年前から存在しており、受刑者に対して近隣病院と同様の精神科

のケアを提供するのが目的である。精神科と依存症の外来診療と、１日入院（デイケア入

院）を行っている。  

スタッフは、フルタイム換算で、医師４人、看護師１２人、心理士２．５人、運動療法

士、ソーシャルワーカー各２人、秘書、掃除人各１人である。  

 

２ SMPR での外来診療 
ここでの外来診療の目標は、全ての被収容者に会うということである。これにより入所

段階で治療を開始することもあるし、ある被収容者の様子がおかしいという情報を、看守、

家族、弁護士、他の受刑者などからキャッチして治療を開始することもある。できるだけ

迅速に対応することができるようにしている。  

毎年、約１８００人を診療しており、診療回数は１人当たり年平均１３回くらいである。  

毎日正午頃にスタッフ会議を行っており、これを通じて、被収容者を、精神科の治療を

受ける必要がある人、精神疾患の疑いがある人、まったく問題がない人という３つのカテ

ゴリーに分ける。ケアが必要な人の中でも、必要なのは精神科のケアなのか依存症のケア

なのかを判断する必要がある。精神科のケアが必要である場合は、外来診療、デイケア入

院、UHSA のいずれの方法にするかを考える。  

行刑センターでの精神科治療というのは、外での精神科治療と同じである。週に３回、

精神科の薬を処方して、居室に配られている。  

依存症への対応として、薬物の代替製剤の配布も行っている。  

 

３ SMPR の特徴 
（１）SMPR での仕事上の三大原則  

ここで仕事をしていく上で重要な点は三つある。第一に、医師が独立しているこ

と、第二に、医師と患者との間で交わされる守秘義務があること、 後に、患者が

診療・治療に同意することである。  

医師の独立を象徴している点は、医師は司法省ではなく厚生省に属しているとい

うことである。そして、ここでは精神科以外の診療・治療を行ってはならないこと
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とされている。また、精神科の場合には、外の病院の場合でもそうだが、医師の間

に上下関係がなく、医院長から何かをするように指示されるということはない。  

 

（２）セラピーのための作業場  

この SMPR には、セラピーのための作業場があり、粘土細工や書くことを通じて

セラピーをしている。この作業場は天井に窓があり、自然光が差し込んでいる。安

全上の理由から、壁には窓を作らないようにしている。  

 

 
（粘土細工セラピーの作業場にて、説明をする精神科医のローランサン氏）  

 

（３）出所後の治療継続  

ここで開始した治療は、出所した後も続けられるという点が重要である。  

精神科として懸念していることは二つあり、自殺のおそれがある人と、性犯罪を

犯した人についてである。自殺に関しては刑務所側とどのように対処するかを話し

合っている。性犯罪を犯した人については、受刑中に治療が開始できればと考えて

いるという。  

すなわち、出所後にも治療の継続ができるということを前提に治療をしていると

いうことになる。  
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8 多地域保安医療施設（UHSI）視察報告 
海渡 双葉  

 

１ 施設の概要 
ピティエ・サルペトリエール病院（Hôpital de la Pitié-Salpetrière）は、元は、サルペトリ

エール病院という１７世紀からある古い病院で、当初は精神医学が専門であった。その後、

増設されて、現在では、心臓移植・腎臓移植なども含めて、すべての専門医が揃っている。

そこで、こちらに被収容者の施設 UHSI を作ることが決定された。  
 

 
（病院というよりも歴史的建造物のような外観）  

 
 

 

ここが UHSI である。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（病院全体の地図。広大な敷地に専門病棟が集結している）  
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UHSI は行刑施設ではあるが、病院の職員と共同で

運営されている。２５床が収容でき、現在は、うち２

２床が実際に使える。  

イヴァン・オジェ（Yvain Auger）医師（右掲写真）

は、元々は一般医という地位だったが、この UHSI が

開設された２００８年１２月からここで勤務しており、

２０１１年９月から責任者となった。土日を除き、毎

日ここに出入りしている。  

今回、オジェ医師には、施設の説明と見学時の案内

をしていただいた。  
 

２ UHSI の概要 
初の UHSI は２００３年に開設された。９４年法により、行刑当局から公立病院に、

刑務所内の医療の責任が移転されたという経緯があり、行刑当局が提携しているのは、す

べて国公立病院である。  

２０１１年の被収容者の入院のデータによると、５５％が刑務所の近隣病院における治

療室での治療であり、UHSI が３２％で、その他が１２％である。  

フランスには八つの UHSI があり、それぞれが管区に対応している。だいたい大きさが

同じくらいになるようにしている。  
 

 
（８つの UHSI の管轄区域）  

 

パリの UHSI は、４０くらいの UCSA（施設内の診療院）を管轄している。一番遠い施

設で、２００km くらい離れている。UHSI と各施設との距離の問題が、入院の可否や、治

療のやり方に影響を与えている。規則により、入院については UHSI を優先するように要

求されており、実際に入院患者への対応は UHSI の方が良いのだが、UHSI を利用する上で

移送・護送が障害となってくることがある。  
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UHSI には二つの面がある。この UHSI は、ピティエ・サルペトリエール病院の一部局で

あり、オジェ医師も病院の職員である。医療設備や手段を、病院の他の部局と共有してい

る。同時に、フレンヌ刑務所の管轄下にある行刑施設でもある。  

一般の病院施設と同様に、UHSI は、厚生省が建設し、保守を行っている。司法省が出

しているお金は、安全のための費用、例えば窓の鉄格子の費用等だけである。  
 

３ UHSI の構成員 
この UHSI には、オジェ医師以外に、病院勤務の２人の医師と、１人の内科のインター

ン生がいる。看護師長１人、看護師１３人、看護助手１２人、心理士（フルタイム）１人、

理学療法士１人、栄養士（ハーフタイム）１人などもいる。全員が病院のスタッフでもあ

り、UHSI で勤務することについては自発的に手を挙げて来ている。  

パリでは医師は集まる。リスク手当なども出る。それに対し、医師の不足があるのは、

刑務所内の UCSA や、精神科や、地方の施設である。一番人手が足りないのは歯科と理学

療法士である。治療の継続性を確保するためにも医師を募集している。  

以上の医療スタッフ以外に、行刑局の職員も６０人程度いる。  

行刑局の職員は、移送・護送、入口のセキュリティの管理、被収容者の面会、電話面会

などに係る作業を行う。護送に際しては、防弾チョッキを着用し、武器を携帯する。しか

し、UHSI の治療区画では武器を携帯しない。  
 

４ UHSI での診療 
UHSI の病室は、普通の病室とあまり変わらない。入口でアクセスがコントロールされ

ていることと、窓に鉄格子があること以外は、普通の病院と同様である。  
 

 
（UHSI の病室にて。オジェ医師（左）とロペール看守長

（右）。後方にブラインドがある。）  
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（UHSI の病室。上方のテレビを見ることもできる。）  

 

 
（病室の窓には鉄格子が入っている。）  

 

医療チームが診療する場合には、刑務官が病室の鍵を開け、扉を完全には閉めずに半開

きにしておき、診療中には刑務官は外に出ている。ブラインドを閉めておくので、刑務官

は病室内を見ることができない。安全を確保すると同時に、秘密を見ることは禁じられて

おり、刑務官の任務は難しい。この問題をどう解決するかについて、完全な決着はまだつ

いていない状況である。  

診療は無料であるため、患者は落ち着いて診療に専念することができる。  

ここは大きな病院で、すべての専門医が揃っているので、他の部局のサビースも受ける

ことができる。例えば、消化器専門の外科手術室や、麻酔、CT スキャナなども揃っている。

心臓病や脳外科の患者にも対応できる。重い外科手術（例えば甲状腺の摘出など）の予後

を診るための入院などもある。ピティエ・サルペトリエール病院では、医学のノウハウや

知見が揃っていて、医学のすべてをカバーできる。  
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問題点は、診療科によって建物が分かれており、護送が大変であることである。なお、

この点、ボルドーの UHSI は病院全体が１つの建物である。  

UHSI の開設の目標は、通常の病院と近付けることにある。そのことは入院手続にも表

れている。入院手続は医師が行うこととなっており、UCSA の医師または刑務所近隣病院

の医師と連絡しあい、行刑職員に用紙を提出する。これを受けて、行刑職員は移送をする

ことになるが、用紙には診断の内容は書かれない。  
 

５ 入院患者の特徴 
患者は男性が９５～９６％で、行刑施設での男女比率とほぼ同じである。平均年齢は５

０歳くらいで、被収容者の平均年齢３４歳と比較すると高齢だが、病院全体の患者の平均

年齢と比べると若い。フランス語圏外の人が比較的少なめである。刑務所と異なり、タバ

コは禁止されている。  

疾病の内容は、７５～８０％が内科で、残りが外科手術である。外科の比率が少ない理

由としては、外科医は自分が診察した患者しか手術しないため、診察と手術・入院との２

回の護送が必要であることが影響していると考えられる。  

内科患者はさまざまであるが、２０～３０％がガン患者の入院である。それらの人を差

し引くと、年に４０～６０人くらいが継続的な診療している。  

平均の入院期間は、８．５～１１．５日くらいであり、ガン患者を除くと６～９日くら

いになる。例外的に２～３か月という人もいる。  

UHSI ができるまでは、刑務所内のガン治療は時間がかかった。UHSI ができたことで、

今は通常と同じくらいのスピードで治療できる。刑務所の中でガンの疑いがあればすぐ入

院ということになっており、外来ではない。そして、ガンのような重篤な患者の入院費用

は１００％が社会保障でまかなわれている。  

２４時間、１人で病室にいて、それが１週間以上も続くと辛いことであるうえ、通常は

家から遠くなってしまうので家族の面会も減り、刑務官くらいしか話をする人もいなくな

り、散歩をすることもできないので、病気が深刻でない人は、できる限り早く UHSI を出

たいと思うことが多い。  
 

６ 医師の守秘義務 
医師の守秘義務に関して、この UHSI の看守長のダニエ

ル・ロペール（Daniel Ropert）氏（右掲写真）は、「我々の

方では、まったく不満というものはない。」､「それぞれの

果たすべき範囲で、やるべきことをやっているだけだ。我々

は保安の方を担当して、医師とはパートナーシップで、お

互いを尊重のもとに仕事をしている。我々は医療について

は何も知らない。」という。  

司法省行刑局のマルティン・ビルリング（Martine Birling）

氏によると、９４年法の制定直後は、なかなか大変だった
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という。行刑局と医師とは、それぞれの領域が侵される

のではないかと考えていた。「今は、医師の白衣と、行刑

職員の青いユニフォームとが、こうして隣り合っている

のが見られて嬉しい。」という。  

オジェ医師によると、２００８年から、３人の看守長

と仕事をしてきたが、医師の守秘義務に関する看守長の

意見はそれぞれ違った。「行刑局の人たちは、自分の関知

しないところについては興味を持たないようにすること

を学んできた。」という。  

ただし、現在でも医務部門､行刑部門の間の緊張が高ま

るシチュエーションが二つある。一つは、患者が感染症

にかかっている場合である。この場合は、刑務官への感

染の危険もある。二つめは、患者が自殺する傾向がある

場合や、医師や刑務官に対して暴力的である場合である。この場合には守秘義務の適用除

外として、患者のことについて医師が刑務官に話すということがありうる。  

守秘義務の適用除外については、３年半ほど行刑局と厚生省が協議を重ねて、通達が出

された。どのような状況で、どのような情報を提供できるかが、細かく定められている。  

 

７ 医師が把握する被収容者の情報 
医師は患者の医療と福祉に関する情報を持っているが、被収容者の罪名は聞かない。刑

務官も医師に教えない。刑務官にも守秘義務があるからである。  

オジェ医師が拘禁に関して患者に聞くのは、いつから拘禁されていて、いつまで拘禁さ

れるのかである。この情報は治療の方針に関わるためである。  

本当に危険な患者については、刑務官から聞かなくても、警備の人が多いことによって

分かる。２００８年の開設以来、この UHSI で、患者が医療関係者や刑務官に対して攻撃

したことは一度もない。  

 

８ UHSI 内での外部交通 
病室内では、有料の携帯電話で外部と電話することができる。  

UHSI 内の面会室には、家族面会室があるほか、アクリル板のない面会室が原則となっ

ている。例外としてアクリル板のある面会室がある。面会に刑務官は立ち会わない。面会

の申込みは電話かネットで行う。  
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（UHSI 内の家族面会室。子ども用の椅子が可愛らしい。）  

 

 
（アクリル板のない面会室）  

 

９ まとめ 
UHSI ができる前は、近隣の病院で治療を行っていたが、障害が多かった。財政上の問

題や、保安確保の面の問題もあった。  

オジェ医師は、「UHSI の有効性を確信する。」と断言した。しかし、現在の問題は、関

係者間のコミュニケーションにあるという。被収容者の場合、元々収容されていた刑事施

設の近隣病院で診察を受け、２００km 離れたこの UHSI に入院してくることになり、多く

の関係者がいて、コミュニケーションが複雑になっている。  
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１０ 感想 
刑務所内の医療をどうするかというところから、病院内に戒護区画を作るということへ

の、大きな発想の転換に驚かされた。UHSI での治療の充実度と、ここに自発的な医師が

集まることとは、相関性があるように感じられた。  

重要な点は、医師と刑務官の職務範囲の住み分けであり、医師の独立性が確保されるこ

とにある。お互いに守秘義務があり、それを尊重していくことで、UHSI が機能している

ことがうかがわれた。このような医師の独立性と守秘義務については、フランスで一朝一

夕に生まれたのではなく、行刑局と厚生省とが協議を重ねていくなかで根付いてきたとい

うことも分かった。  
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9 ジェラール・マルシャン医療センター特別整備医療施設視察報告 
UHSA (Unité hospitalière spécialement aménagée) 
centre hospitalier Gérard Marchant 

 

上本 忠雄  
 

第１ 施設概況  
UHSA は、全国の９つの管区ごとに１施設、合計で９施設設置されている、精神疾患の

被収容者を治療するための専門の特別施設であり、２００２年９月以降、新設された新た

な仕組である。  

今回、訪問した UHSA は、フランス南西部のトゥールーズの中心部から車で約３０分程

度の郊外にある、広大な敷地をもつ精神科専門病院である、ジェラール・マルシャン医療

センターに隣接した一角にある。  

 

 
by Google 
ジェラール・マルシャン医療センターの敷地全景  
（中央部左側の円形状に囲まれた施設が UHSA）  
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 UHSA の敷地全景  by Google 

 

第２ 説明の要旨 
１ ジョエル・ドゥランセル氏（セイス行刑センター副所長）  

この施設は、トゥールーズ・セイス行刑センターの管轄下にあり、２０１２年１月に２

０床からスタートし、２０１２年９月に２０床を追加して現在に至っている。施設内の保

安の確保は、行刑局の責任分野であり、これには面会、金銭の管理、刑の執行、移送に関

する事項が含まれる。刑務所との違いは、男性と女性、未成年者を区分しないで収容する

点にある。また、保安職員は、武器を所持している。  

施設内で、行刑区画と病院区画とは完全に区画されて分かれている。行刑区画は、多く

の鉄格子で分割されており、逃走防止が厳重に図られている。医療スタッフの数は、全部

で９０人強で、いずれも自発的な希望者である。  

全国の UHSA で「方法論ガイド」と呼ばれるマニュアルを作成しており、 近では２０

１２年１１月に改訂版が出されている。  

UHSA 自体は、厚生省の管轄下にある施設である。開設以来、ベッドの占有率は常に

１００％の状態で、満床である。  

フランスでも医療に関する費用対効

果の測定を行っているが、報告では、こ

この UHSA、セイスの行刑センター、ミ

ューレの拘禁センターで行われている

医療行為は、ジェラール・マルシャン医

療センターの活動の２０％を占めてい

るが、これを１４％の人員で運用してお

り、効率的な運用であることが認められ

ている。  
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１９９５年には、精神科の受診は、年間約１５人に過ぎなかったが、現在では１２０人

から１４０人にも達している。精神科・身体疾患ともに、行刑医療と外部の医療とがバラ

ンスをとって発展していくことが重要で、行刑医療ばかりが肥大化していくのはあまり健

全な姿ではない。９４年改正法により、医療が保健省の管轄下に移ったが、これは行刑当

局においてのみならず、われわれ病院関係者にとっても大きなカルチャーショックであっ

た。文化的な枠組みを変えていくのは非常に大変なことだ。したがって、９４年法以前の

文化が現在そっくり残っていないとまではいえない。  

 

２ アンネレ・モンカニ医師（女性）  
Q：ここで働くことのメリット、やりがいをどう感じているか。  

A：刑務所の中にも精神を病んでいる病人がおり、外部でやっている医療に近い医療を

やりたいというのが、われわれの 大のモチベーションになっている。UHSA がで

きたことにより、治療がかなり改善されたと言えるし、この施設は外部の精神病院

に非常に近い構造で作られており、医師が仕事をしやすい環境が整っている。  

Q：行刑部門との連携は、うまくいっているのか。  

A：UHSA の開設のときから、両者の協力を促進させるための会議などを通じて、協力

することが重要だという認識は共有されており、各自が自分の領域・権限を理解し、

協力関係を築いている。具体的には、月２回の両者間の会議が設けられており、そ

の際、各人がお互いの立

場から意見交換している。 

スタッフの選抜はかな

り厳しく、行刑部門のス

タッフも武器を所持する

ことは、他では稀なこと

だが、ここでは武器を所

持するし、病院内での勤

務という特殊な環境にあ

るので、実際に病院での

勤務を体験してみるとい

う訓練も受けている。  

 
 

（居室の様子）  
 

３ ニコラ・ジョブ医師（男性）  
２０１３年１１月に自由剥奪施設の総監督官の訪問を受けた。その際に、行刑と医療と

の実効的かつ相互尊重の体制が整っているとの評価をされた。また、この UHSA で働く人

が比較的に多いのは、UCSA などの刑務所内の施設で働くことに比べて、働きやすいこと、

特に行刑と医療との線引きがはっきりしているので、人を集めやすいという利点があるこ

とによる。日本では、刑務所内で働く医師のうち、特に精神科医師を集めることが困難だ
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ということだが、フランスでも実情は似たところもある。  

なお、精神科医師の役割として、精神疾患の治療を施すという役割と、司法のための鑑

定を行うという役割があるが、その区別を明確にすることも重要である。UHSA では、司

法のための鑑定は行わないことが明確化されている。  

Q：治療の過程で得られた情報で、行刑当局と共有する情報があるか。  

A：ここで行われている精神科治療についても、外部の病院で行われている治療と同様

に、法的には強い守秘義務があるが、刑務所内にある治療施設については他に危害

を及ぼす危険性を確認できる場合には、刑務所長に報告する義務がある。ここでも、

同様に、それほど頻繁ではないが行われていることだ。  

 

４ ジョエル・ドゥランセル氏（セイス行刑センター副所長）  
守秘義務は、治療に必要な患者の信頼を得る上で非常に重要。ただし、法の定める例外

がある。守秘義務を破らない範囲での情報の共有をすることで、この施設をうまく運営す

ることができる。適切な情報の共有と適切な運営が両立し得る。「方法論ガイド」の中に、

情報の共有について触れられている。保健当局と行刑当局との間で、２年間ほどの協議を

通じて取りまとめられた。ただ、全ての医療関係者が同意できるものでもないだろう。  

行刑当局からは、UHSA に入院する患者については、写真付きのファイルを作成して

UHSA の行刑分門に提出してあるが、その中でプロフィールや、刑期、電話番号などを記

載している。このファイルは、医療関係者が閲覧できるようにはなっているが、実際には

閲覧されたことはない。  

 

５ ニコラ・ジョブ医師（男性）  
「方法論ガイド」は、精神科だけのものではなく、ネットで公開もされている。施設ご

とに、各施設の特性に応じてバージョンアップ版を作成している。このガイドブックは、

行刑当局と保健当局との協力関

係をよく示すものだ。改訂され

た現在のバージョンでも全ての

問題が解決されたわけではなく、

まだ、未解決の問題も残されて

いる。現在は、ファイルの閲覧

ではなく、攻撃性のある患者や

逃亡の可能性のある患者につい

ては、口頭で行刑当局から情報

の提供を受けている。  
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（バスルームの様子）  

第３ 見学 
１ 医療区画  

病棟は、二つ。各２０床ずつで

合計４０床。左右対称の構造にな

っている。  

食堂を兼ねたデイ・ルームが各

病棟に設けられており、被収容者

が自由に出入りができるようにし

ている。これは、対人関係や周り

との接触の仕方を学んで貰うため

でもある。  

２０１３年には、３５８件の入

院があり、そのうち約半数が統合

失調症、残りのうち約２５％が人

格障害、２５％が不安症・依存症

という内訳だ。  

ランドリー室、バスルームも自由に利用が可能である。これは、日常生活の習慣を作っ

て貰うためにも、１人で利用できるようにしているそうである。シャワーは各居室にも設

置してあるが、バスタブは共同利用のものだけ。リラックスするためにも、バスタブの活

用は有効だとのこと。  

見学中、女性の運動心理士がマットをひいてストレッチをしている男性患者に付き添っ

ている様子が見られた。  

それぞれの病棟は、ナースセンターを中央部に挟む格好で、１０床ずつ、AB の両翼に

分かれている。一部屋だけ、単独室（保護室）がある。危機的な状況のときに入れる部屋

で、壁にのぞき窓があり、便器はステンレス製で壁面に作り付けの構造である。単独室の

使用時間の制限は特に定められてはいないが、医師が毎日診察して、時間単位できめ細か

く収容の必要性を判断している。また、３０分に１回は看護師が観察している。去年は延

べ１０人が延べ３０日間使用した。

昨年は、１人 大で１２日間使用

した。平均の使用時間は半日程度。

単独室収容中は、食事も室内でと

る。ただし、２４時間以上収容さ

れる人は、外気に触れられるよう

に、１日一回、看護師が２人付き

添って、室外に連れ出す。また、

自傷他害の危険性が高いときには、

拘束衣を使用することもある。一

時的に、自殺未遂をした人を入れ

ることがあるが、それは自室のセ

（中庭に設置された卓球台）  
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キュリティーを高める措置を講じる間だけの一時的な対策としてであり、自殺未遂の人を

単独室に収容するのは、むしろ逆効果であると考えられている。  

各病室は、普通の病院というよりも、大学の寄宿舎という雰囲気で、大きな窓に向かっ

て作り付けの机がある。窓には、心理的な閉塞感を減少させる効果を狙って、鉄格子の代

わりに、樹木を模したコンクリート製のスリットが設置されている。室内には、トイレと

シャワーが設置されている。日当たりの良いプレイルームからは、そのまま庭に出られる

ようになっており、庭には作り付けの卓球台やテーブルが設けられており、患者同士ある

いは職員と談笑できるようになっている。また、庭でのみ喫煙が許可されている（ライタ

ーは職員に借りて使うのみで、所持は許されていない。）。庭に面して設けてある、プレイ

ルームは庭側に面している側は一面が大きなガラス窓となっており、日当たりも良く、開

放的な雰囲気になっている。ここでは、特に医師から禁止されない限り、３食を取ること

ができる。被収容者が利用可能な公衆電話もあり、行刑当局が管理しているが、利用の方

法は普通の刑事施設と同様とされている。テレビが設置された部屋も二部屋あり、うち一

つは男性患者が１人でテレビを

見ており、もう一部屋では１０

人位の患者と臨床心理士、看護

師らが混じってディスカッショ

ン中であった。グループで他の

被収容者も交えて、自分の抱え

ている障害や問題などをお互い

に分かち合うということ強く勧

めている。  

 

 

 

 

 
（開放的なプレイルーム。被収容者が自由に談笑したりする。）  

 

この UHSA では、強制入院の割合は４０％、残り６０％は本人の同意を得てのもの。

UHSA が設置されるまでは、本人の同意を得ても、１日以上の入院ができなかった。１日

以上入院が必要な場合は、全て強制入院とするほかなかった。  

A 病棟、B 病棟の共用スペースには、ジム・スペース、心理運動士のスペース、陶芸・

セラピーの部屋などが設置されている。いずれも被収容者が利用中であった。できるだけ

運動を通じて治療を行うようにしており、スポーツやリラクゼーション、ヨガなど、心理

運動士を活用しての治療が実践されている。  

この UHSA は、刑務所よりも待遇が良いように見られるが、実際には被収容者の評判で

は、早く刑務所に戻りたいという人が多い。この施設では、食事の時間が厳格に決まって

いたり、室内にテレビがなく、煙草も室内では吸えないなどの決まり事が多く、被収容者

からすれば刑務所よりも「自由がない。」ということだ。  
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この施設での平均的な滞在期間は、２０１３年では４０日間。年々、滞在期間は増加傾

向にある。刑務所に戻せない、長期入院が必要な人が増えている。長い人では、１年とい

うケースもある。  

UHSA ができたおかげで、本来であれば、拘禁状態におけないような、責任能力がない、

心神喪失にあると思われるような人が拘禁されてくるケースが増えていることも、長期入

院が増えている背景としてあり、ジレンマだ。責任能力がないと思われる人は、２０１３

年で５人から１０人。UHSA がなければ、刑の修正がされて刑務所には収容されることが

ないような人だ。  

元の刑務所に戻すのは、一応の改善が見られた状態と判断されたとき。しかし、また、

戻ってくる人もいる。退院の判断は、普通の精神病院と全く同じ。幻聴や幻覚を感じてい

た人は、その症状がなくなったときなど、社会一般の病院で、退院を判断する基準と同じ。

UHSA に送られてくる理由で、多いのは自殺念慮や妄想など。  

 

２ 行刑区画  
入所者の入所に際しての手続は、

行刑区画で行う。入所手続が終わる

と、医療スタッフに引き継がれる。  

接見室は、行刑区画に設置されて

いる。普通の待合室のような仕切板

のない接見室で、弁護士用の接見室

（右掲写真）にはテーブルが置いて

あり、ネットに接続して書類の授受

などができるように、壁にはケーブ

ル用のジャックが設置されている。  

テレビ会議システムが設置された

部屋も用意されている。接見室の出口には、紫外線のスタンドがある。これは、接見者と

被収容者とが入れ替わらないように、手の甲に紫外線に反応するインクでマークを付けて

チェックするためのもの。政府は、生

体認証の導入も検討している。この施

設では、刑務所と違い、人数が少ない

ので、入れ替わりがあれば直ぐに分か

る。  

施設への入口横に設置された保安室

では、写真の撮影が許可されなかった

が、中には、多数のテレビモニターが

所内各所の監視カメラの映像を流して

いた。医療区画には、カメラ設備は設

置されているが、普段は監視していな

い。医療区画でアラームが鳴らされた

場合には、関係するセクションのカメ（紫外線でマークをチェックする）  
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ラの映像を映すことはできるが、普段は行刑区画のみを監視している。  

武器庫もこの保安室の中に設置されている。各職員は、出勤時に顔写真入りの職員証を

入口で示し、これを受付の職員が機械で読み取ると、その職員が受け取ることのできる鍵

が差し込まれた鍵のホルダーが光るので、その鍵を職員に渡す。帰宅時には、その逆の手

順で鍵を元に戻す。各職員によって、出入りできる部屋や鍵の種類が違う。  

行刑職員は、要請がない限り、医療区画には出動しない。出動する場合も、武器は所持

しない。過去、実際に武器を使用したことはない。  

保安室には、関係機関への直通電話が４台設置されており、トゥールーズの警察署、マ

ルシャン病院、リヨン航空安全局などにつながる。行刑部門のスタッフは、看守が２９人。

そのうち、看守部長級が７人、看守長級が２人である。  
 

第４ 感想 
４０人の被収容者に対して、医療スタッフだけで９０人以上、看守も２９人と豊富な人

材と予算が投入されており、施設も新しくて開放感があり、少なくとも医療区画にいる限

りでは、拘禁施設という雰囲気はない。  

行刑区画でも、接見室は仕切板もない普通の部屋に椅子とテーブルが置いてあるだけで、

閉鎖的な感じは受けない。建物の外観も、高いフェンスで二重に囲まれているが、円形の

構造とあいまって、一見して拘禁施設とは分からない。  

医療部門のスタッフは、すべて自発的にこの施設での勤務を希望したという説明であっ

たが、潤沢な予算を投入して一般の精神病院と変わりがない運営ができるのであれば、希

望者に事欠くこともないのは自然なことに思えた。  

また、被収容者が平均して４０日程度で元の刑事施設に戻される（戻ることができる）

というのは、驚きである。元の刑事施設にも SMPR が設置されているという事情もあると

は思うが、それにしても、日本では考えられないほどの短期間での復帰に思える。これは、

被収容者に対して、きちんとした精神医療が行われており、これが功を奏しているという

ことだと思う。日本では、普通の刑務所にも、多くの「処遇困難者」が収容されているが、

その多くが何らかの精神疾患を病んでいる。その多くは、投薬以外にはさしたる治療も受

けることなく、ほとんどの時間を単独室で過ごし、他者と触れ合うことが許されていない。

これに対し、UHSA では自殺未遂を起こして単独室（保護室）に収容された被収容者でさ

えも、一日に１回は看護師が付き添って散歩させるなど、豊富な人材が手厚いケアーを提

供し、被収容者同士が庭で談笑したり、卓球などのゲームに興じることができる環境が整

えられており、できるだけ、社会一般と同様の環境の元で充実した医療が提供されている。  

日本でも、同様の取り組みは行うことができるはずであり、UHSA での取組は今後の日

本の刑事施設医療の進むべき道を指し示しているように思う。  
 
説明者   ジョエル・ドゥランセル（ JoÎl Delancelle セイス行刑センター副所長）  

ロベール・モレル（Robert Morel UHSA 担当職員責任者）  
ローランサン医師（docteur Laurencin セイス行刑センターSMPR 担当医師）  
ピュジェ医師（docteur Puget UHSA 医師）沖縄滞在歴あり  
ニコラ・ジョブ医師（男性）  
アンネレ・モンカニ医師（女性）  
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