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病院なんかに入院させたくない 

入院したくない 

老人ホームなんかに入れたくない 

入りたくない 

 

 

 

精神科医療改革 

自立支援アパートの拡大へ 
「今までの歴史、更なる充実 

そして、この仕事を全国に拡げたい」 
 

       ６８歳の医師からの呼び掛け・・・・・ 

 

きさらぎ大空館の玄関 

路線電車の発達していない宮崎では自転車は必需品  ２０１１年５月 
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  宮崎市松山２・１・１   電話 0985/22/1616 

  メールアドレス oushinkazokuryouhou@a-mizuno.e-doctor.info 

（株）健康医療開発社長 精神科医師   水野 昭夫 
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            はじめに 

２０１１年７月、東京有明のビッグサイトで開催された「国際モダン

ホスピタルショウ」でパネル参加の機会を頂きました。小さなコーナー

でしたが、１２，１３，１４の３日間、朝の１０時から５時までパネル

への様々な質問やご意見に答えながら、楽しい一時を過ごしました。こ

の時、下記の冊子をお配りしたのでした。 

 

自 立 支 援 ア パ ー ト 群 の 治 療 村 

精神科医療の改革を目指して・・精神科病院の８割を閉鎖しよう・・              

大淀川の岸辺から県庁裏の若草病院まで、 

 少し支えるだけで生活を営める障害者のための村を！  

 

写真を入れた４８頁の冊子なのですが、締めくくりに、「もっと書き足

したり、整理し直したりして秋には出版する予定です」と記載していま

す。それが本書です。ちょっと遅れてしまいましたが、ようやく完成し

ました。 

ここまで辿り着いた僕の歴史をかなり整理していますので、自己陶酔

と読まれる人もあるでしょうか？ それも覚悟の上で、気軽に写真を増

やし、拙著からの引用なども追加しました。なるべく具体的に理解して

欲しいのです。そして「俺もやってみよう」「どうやら俺にもできそうだ」

と考えてくださる人の数を増やしたいのです。 

前後でダブル部分がかなりあります。読み難い部分もあり、重荷に思

ったりされる方も居られるでしょう。そこいらは飛ばして、適当に読ん

でみて下さい。 

書き直すより、なるべくそのままの方が「肌のまま理解してもらえる

か」と考えてのことです。誤植や特別にわかり難い部分以外は「可能な

限り書き直さない」ことにしました。ただ、いくらかの説明は追加した

りしてあります。 

私のこれまでの仕事をなるべくそのまま整理して、多くの方々に読ん

で頂いて自立支援アパートの治療村を拡大・充実する仲間を増やしたい

のです。深読みも駆け読みもご自由に。だけど、駆け読みされていた方

が一寸立ち止まって、「ウン？ もう一度、読み直してみるか」という気
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になって頂ける様に、可能な限り工夫してみます。 

  精神科医療改革の私の中心課題は＜個人の、その人なりの生き方（人

権）を尊重する＞ということでした。＜社会や家族のための病院ではな

くて、一人の人間を治療し、支えるための医療＞を目指すということで

す。もちろん＜社会や家族の安全や幸せ＞を犠牲にして一人の患者さん

の＜安全や幸せ＞は守れないのです。しかし、＜社会や家族の安全や幸

せ＞のために＜一人の患者さんの人権を奪う＞ことは許されないのです。

そこのところを曖昧なままに、涼しい顔をしていて真面な人間ではあり

ません。 

個人の、その人なりの生き方（人権）を尊重するには、＜可能な限り

早めに退院させ、通院医療（ 近では在宅医療と呼ばれる）に切り替え

ること＞が絶対的に必要です。入院医療や施設介護では＜管理者側の価

値観を押し付け、個人の意思（人権）は犠牲にされがち＞なのです。 

＜グループホーム、援護寮、老人ホームなどと呼ばれる介護・保護施

設＞でも病院と同じく管理するという意味で、人権を制約し、侵害して

しまうのです。＜生活する空間は「誰の支配も受けないもの」でなけれ

ばならない＞のです。 

  ところが、様々な症状を持っている患者さんは＜そう簡単に管理型施

設から退去させられない＞のが現実です。＜お世話する家族の諸々の問

題＞、＜個人の生活能力の程度＞等々が支障を来すのです。 

精神科病院の改革に取り組んできた私たちは「その辺りの弱点を支え

る機能」を備えたアパートを作り、「自立支援アパート」と呼んで拡大し

て来ました。この支援の幅や種類が増せば増すだけ、退院できる患者さ

んの層を拡げられるのです。私達の支援アパートには普通の病院であれ

ば入院しているような患者さんが大勢います。 

古い従業員寮を改造して「みどり荘」という名のアパートを作ったの

は１９８３年のことでした。この当時は「共同住宅」と呼んでいたので

すが、２０１１年の現在、大小８棟、（借り上げアパートを加えると１０

棟）、３００人を超える入居者を受け入れるだけのアパート群が出来上が

りました。 

  当初は単純に「一般のアパートは、精神科の患者さんを嫌がるから、

退院させるための住まいを！」として始めたのでした。ところがこれだ

けの数のアパートが出来上がってみると、全体に「一つの治療共同体」
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としての機能が生まれているのが見えてきました。 

しかも、精神科患者さんを対象に進めて来たのですが、このシステム

は「老人、身体障害者、生活に支障をきたす様々な慢性疾患を抱えた人」

など、＜自立のために支援を要する全ての人達＞に利用できるのです。

つまり、全体を「支援村」と呼んで良いのではないでしょうか？ 精神障

害者のためのという接頭語は要らないのです。 

ここでは若草病院及び若草クリニックは全体の中の一部にすぎなくな

っています。まだまだ継りは大きいのですが、この村の中に内科、外科、

整形外科、眼科、皮膚科、耳鼻科など様々な診療科が生まれて来ると、

全体が＜総合病院の機能を備える＞ことになります。 

 

 そしてもう一つ大きく指摘しておきたいことはこの自立支援アパート

が「入院させずに治療するための栖」としての機能を持っているという

ことです。勿論全ての患者さんに可能というわけではありませんが、多

分、少なく見て、半分くらいの患者さんは、＜ここで治療を始めること

が出来る＞でしょう。というよりか、＜ここから治療を始めた方が、良

い経過を辿れる＞場合が多いと言えるでしょう。 

 発病初期の子供を抱えた家族、認知症の始まりかけた親を抱えた家族

が、方々の病院を見て回って、＜こんな病院に「子供を（親を、兄弟を）

預けたくない」＞と考えてしまうケースはかなりの数に登るでしょう。

そのために治療開始が遅れて、「症状の悪化」や「様々な悲劇的事件を招

く」などの結末に至ってしまったりするのです。 

 医療費削減策の結果、精神科病院の看護師をはじめとする職員数は極

めて少なく抑えられています。そのために、「治療とは呼びがたき管理の

手段」として次のような悪いことが行われているのです。国はむしろそ

れを推奨していると言っても良いでしょう。 

１．薬物の大量投与 ;興奮などは収まり管理し易くなるが、以下のよう 

な副作用を生みさらに苦しみが続く。  

 ①内臓や骨髄や神経系などへの副作用で身体機能が傷害される。 

②薬物依存などの心理的副作用で、健全な精神に帰れない。 

２．保護室と称する独房への閉じ込めや抑制帯の使用の長期化；これで 

自殺や傷害は防げるが、更に心を傷つけ、症状を深め、固定化してし 

まう。 
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３．デポ剤の使用；「服薬を拒む患者さん」への有無を言わせない強制的 

な筋肉注射。症状は良くなっても心には深い傷が刻み込まれる。「良く 

なったんだから良いじゃないか」と片付けられるものではない。月に 

１回から２回お尻を出さされて注射を打ち込まれて、＜人に迷惑をか 

けるような症状を出さない。｢それで由と思う｣＞のは治療者や家族な 

ど周りの人間だけ。 

４．電気痙攣処置（ES 処置；第４章参照）；脳の器質的傷害～破壊を来た 

す。その結果、思考・感情・記憶・意欲などの機能が低下する。「自殺 

したい」「攻撃したい」などの意思はなくなるが、残されたものは生け 

る屍。完全な人権侵害。 

 

以上は「人手が足りないからやむをえない」として日本中の大多数の

病院で堂々と行われているのです。＜「悪いとはわかっているけど、皆、

やってるんだから」、「それで、社会一般からは感謝されているんだから」

という程度の誤魔化し気分＞で。これらは心の奥底に、＜障害者差別が

あるから出来る＞ことと言えるでしょう。差別意識は＜家族と社会一般

（国家）と治療者の３者＞の間に共有されていると言えるでしょう。 

 

 そこで、家族としては大変な取り組みなのですが、＜効果的な応援の

貰える自立支援アパートで一緒に暮らして、治療を始める＞ということ

が出来れば、これらの＜反治療的処置＞からの被害を逃れ、「家族を守る

こと」が出来るのです。家族にも「気持ちを据えた覚悟」が要るのです

が、その意気込みは家族の間の繋がりを深め、＜苦しみから立ち直るた

めのエネルギーを育くむ力＞となるでしょう。 

 

「家族療法」という考えは精神科の治療を進めて行くのにはきわめて

大切です。そこでこの本は家族療法を理解して頂くために多くのページ

を使いました。＜自立支援アパートは家族療法の考えを基本に置かなけ

れば成り立たない＞と言っても良いでしょう。 

私達の仕事にはまだまだ足りないものがたっぷりです。原子力発電所

が地震や津波でたやすく破壊され、日本中が困惑しているのですが、人

間の力は自然の力にはとても及ばない・・・。しかし諦めてばかりはお

れません。地震・雷・火事・オヤジと言いますが、「オヤジ（権威）の問
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題」は精神障害の底に大きく横たわる問題なのです。 

そこで、この精神科医療の改革は一筋縄では行きません。だからと言

って諦めていてはいけないのです。人間としての可能な限りの喜びと満

足を求めて、誇りを失わずに邁進しましょう。そのために取り組んでき

た今までの４０数年の経過を具体的に述べさせて頂き、更なる改革への

道筋を探るための参考にして欲しいと思います。 

２０１２年１月１５日 

（株）健康医療開発社長・精神科医師   水野  昭夫 
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第１章 

自立支援アパート群の大まかな説明 

１．場所 

まず、現在実働しているアパート群の配置図を示します。 

 

この「支援村」は県庁所在地宮崎市のほぼ中心部に位置するのです。

県庁、裁判所、検察庁、県警本部、税務署など、ほぼ５００メートルの

範囲内。市役所までは６００メートルかな？ 宮崎駅、デパート、宮崎

一番の歓楽街なども、７００メートルの範囲内。県立の総合病院も約１

キロ。歯科や皮膚科など様々なクリニックも充分歩ける範囲にあります。   
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若草病院は１８２床の精神科と内科の病院です。内科病棟が４８床、

その他は精神科病棟ですが、急性期病棟が４２、救急病棟が４８ありま

す。若草クリニックには入院はありませんが、デイケアと訪問看護を活

発に行なっています。 

それぞれのアパートの入居者数を上げておきます。 

① こかげ館 ６２人 ② こかげ東館 ３０人 ③ 赤レンガ館 ９人

④ 双葉館 １５家族 ２７人   ⑤ 藤ビル １５家族   ３０人  

⑥ 松本ビル ９人 ⑦ 遊学舎ｱﾊﾟｰﾄ ５人 ⑧ 斎藤ｱﾊﾟｰﾄ ９人 

⑨ きさらぎ大空館 １１０人 ⑩ 如月おおぞら別館 ２４人 
 

 下の写真は如月こかげ館の屋上から南側を見下ろした風景です。県警

本部下のグリーンは「如月並木館」の外壁の色です。遊学舎という思春

期の子供たちのための治療場が入っているのですが、ここから水平に流

れている（東西）グリーンが県庁に至る楠並木通です。宮崎八幡宮の前

の道と交差する信号が県庁と県警本部との中間と考えていただいてよい

でしょう。この交差点を南に進むと右側に宮崎小学校があり、さらに南

に直進すると旭通を超えて大淀川。その東側 2０メートルに大空館と別館

が位置します。赤煉瓦館と並木館との間の黒っぽい小さな５階建てが松

本ビルです。 
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上の写真は同じく如月こかげ館の屋上から北側を撮影したものです。

山形屋周辺が宮崎一番の繁華街。真ん中のグリーンが別府公園で、その

北側にカトリック教会があります。 

  

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

裁判所の北西端の庭から若草病院方向を見た図です。右側の楠の木

の裏側に検察庁が隠れています。元裁判所跡に、２，３年前に新築移転
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してきたもです。３枚の看板の流れが県庁楠並木通り。直角に交差する

道が西老松通りで、この通りの奥、左側に藤ビルが見えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ちょっと目立ちすぎる黄緑の３階建てが如月並木館で、大通りに面し 

ています。 

下は宮崎八幡宮の正門入口。こかげ館や赤煉瓦館からの散歩道です。こ 

の神社の大きな木立は安らぎを齎してくれます。時々捧げ物を拝借す 

る輩も現れます。

しかし、神様 

の心は広いよう 

です。 

若草病院の前 

身のレックスホ 

テルは宮田荘と 

いう旅館だった 

のだそうです。 

明治天皇来宮の 

折、この神宮の

宮司は宮田荘の旅館の井戸水を運んだのだそうです。病院への改造工事
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の神事の席で宮司から直接聞かせて頂いたのでした。 

 正門は荘厳です。宮崎神宮は明治政府の富国強兵政策の流れの中で作

られ、軍国主義の国民への押し付けの舞台となっていくのですが、この 

 八幡宮はもっ 

と深い歴史を 

持っているも 

ののようです。 

 確か、鵜戸 

神宮に次ぐ位 

の神様なのか 

な？＜コノハ 

ナサクヤ姫や 

海幸山幸のお 

話の古事記の

世界＞にまでつながる歴史があるようです。天孫降臨の地を大らかに受

け入れましょう。 

                     こかげ東館のおしゃべり 

                    ガーデン。上が５月、下が 

３月かな？ 老松公園から 

県庁裏に抜けるこの通りを 

若草花通りと呼んで貰える 

ようにと、これからも植え 

込みを増やして行くつもり 

です。ハナミズキやツツジ 

が咲き、秋には栗や蜜柑が 

実ります。一般市民も昼飯 

や茶話しに立ち寄って下さ 

り、交流の場になっていま 

す。昼飯は 350 円。コーヒ 

ーは 150 円です。 

忙しい街中に、少しだけ 

自然の匂いを届けたいとの 

思いの工夫です。 
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2.支援の実態 

  私達のアパートには「御飯を作るのが大変だから」というだけの理由

で入居しておられる老人や、「奥さんが病弱で、炊事や洗濯を任せるのが

心配だから」という理由で居住しておられる老夫婦も数組あります。 

支援のレベルは様々で、頻々と入院退院を繰り返す人もかなりの数、

居られます。援護寮や老人ホームや病院の療養型病棟などの方が、責任

をもった介護や医療がしていただけるでしょう。しかし、これらの施設

では「管理責任を問われる」ために管理者は「過剰な管理」をせざるを

得なくなるのです。 

  例えば、これらの施設では「家族や友達」を泊まらせることは許可し

ないでしょう。ここでは自由です。管理型施設では＜管理者が把握できな

い人は何をしでかすか判らなくて不安だから許可できない＞のです。それは

「他の入居者の安全のために、当然のこと」として許されないのです。 

  つまり「アパート」と呼ぶのは、ここでは＜管理や責任としての保護

はしない＞という意味です。そこで、入居者自身がその責任を負わなけ

ればなりません。 

自宅に住んでいる人が＜介護保険を使って「入浴介助や、食事介助」

などの介護の依頼をする＞、＜医療保険を使って訪問看護やデイケアへ

の参加や医者の往診依頼をする＞ように、ここ自立支援アパートの居住

者も、そういう手段で＜自己責任を負わなければならない＞のです。 

ここでの「支援の内容」を簡略に整理しておきましょう。 

１．食事、洗濯、買物、 

    建物の中、あるいは近くに、食堂、洗濯場、売店、喫茶店などを設 

ける。 

２．他の居住者達との交流の手 

助け。 

・ 音楽会、談話会などの 

パーティ  

・ トランプ、囲碁、麻雀 

などのゲーム 

・ 散歩の付き添いなどの  

レベルまで。       大空館３Ｆの図書及び談話コーナー 
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３．時々、場所や時間の認識が出  

来なくなる人のための保護 

・ 玄関での見守り。  

・GPＳを使っての居所確認。 

・ 半閉鎖棟（中には入れる 

が、外には出られない） 

４．介護支援センターを近くに置 

いて、その利用を指導する。 

        清掃、入浴、食事、夜間 

徘徊などへの介助。 

５．＜往診や訪問看護やデイケア 

などの指導による支援＞を積極 

的にする病院やクリニックを手 

の届く範囲に準備する。 

６．入院が必要な時に即座に受け 

入れてくれる病院を近辺に確保 

しておく。 

７．居住者に迷惑をかける者への 

指導。（暴力、金銭の貸し借り、 

無理難題を押し付ける、宗教勧 

誘・・などなどを繰り返す人は 

アパート管理者の責任で退去さ 

せる） 

 

 

３.大雑把な分類・・・３タイプ 

現在の私たちの自立支援アパートは、以下の３タイプに分けられます。症

状が悪化した場合には「早期の入院」が必要です。逆に症状が軽快した

場合には「早めに退院」させることが大切です。そのためにはきめ細か

な支援のできるアパートが必要なのです。 

如月大空館の中の若草クリニックでは入院病床はありません。デイケ

アや訪問看護などの手段で＜スタッフが密接に入居者とかかわれる＞こ
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とに意味があります。つまり、同じ建物の中にクリニックがあることが

効果的のようです。雨の日、風の日、寒い日、暑い日、エレベーター１

本でクリニックに行けるのは便利です。しかしその分、病院に近い施設

の印象が残り、もっと一般社会に近づきたいという感覚の人には不満な

一面でもあるようです。 

Ａタイプ……症状悪化の危険性の高い人、介護度の高い人。これは若草

病院の隣接地域に配置。その理由。 

＜訪問看護が頻繁にできる＞ 

＜症状悪化の場合に職員が駆け付けやすい＞ 

＜患者さん同士のトラブルが目に付きやすい＞ 

 如月こかげ館（６２室）    赤レンガ館（９室） 

如月こかげ東館（２８室）   松本ビル（９室） 

：かなり重度の支援を必要とする人も入居できる。 

・・・・合計１０８室 

Ｂタイプ……症状が安定している人 。逆に若草病院から適当に離れた

地域に配置。距離があることに意味がある。より深く社会参加してい

ると言える。 

きさらぎ大空館（１１０室）  如月おおぞら別館（２７室）   

：この２つのアパートの居住者の殆どは若草クリニックのデイケア 

や訪問看護を受ける。中には距離を気にせず、若草病院まで出かけ 

て行く人も居る。 

 遊学舎アパート（＝第４みどり荘）（５室）  斎藤アパート（ ９室）      

：これらは安普請の一般アパート 

・・・合計１５１室 

Ｃタイプ……親と子供、妻と夫、恋人同士の同居。 

若草病院からの距離は選ばない。台所があり、一般のアパートと同じ

構造      

双葉館（１５家族、２７室） 

 藤ビル（１５家族、３０室） 

・・・合計５７室 

   ：この構造では、「人手の足りない病院の中ではできなかった親密な

お世話を家族ができる。つまり、＜低医療費政策の結果としての人

手不足を補う＞ことになる。 
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４．様々な角度からの写真 

 双葉館  藤ビル こかげ東館  道路は西老松通り 

               双葉館(左側)と藤ビルが

東西に並んでいる。 

                           右奥に、道路を挟んでこ

かげ東館。 

こかげ東館のおしゃ 

べりガーデン迄、料理 

のできない人、作ってく 

れる人のいない人は出 

かけて行く。 

 

 

若草病院のデイケア 

の一角    

                              

道路向かいに陶芸工房と 

赤煉瓦館が並んでいる。              
 

ベンチは木工作業班が作 

ったもの。 

 

    若草病院の本館が中心 

 

                           ２F の屋上はミニバ 

                           バレーコート。 

                           一階がデイケアの広間。 

                           真ん中のグリーンのベ 

ランダの拡大が上の写 

真。 

                           奥の９階建がこかげ館。 

                           道路の左に赤煉瓦館と 

陶芸工房。 
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雨上がりの双葉 

館。 

１Fは調剤薬局スイ 

ゲン。 

梅と桜の周りは駐

車場と駐輪場。 

桜木の下は喫煙場。

「肺癌予備群」の溜

まり場。今後も撤去

はしない。 

 

きさらぎ大空館  過去には新婚旅行のメッカとして賑わった。外観は痛んで 

いるが、機能的にはまだ使え                     

る。           

                        １階 クリニックおよび売店。 

デイケア広間 

                        ２階 食堂        

                        ３階 講演会、演奏会、図書室 

コーラス、パソコン教室 

                        ４階～１１階アパート 

                        地階 ミニバレー、ボディビル 

３階の広間 

                              

窓外には大淀川がゆ 

ったりと流れる。 

                            部外者への貸し出し 

もしており、様々な催し 

が開かれる。 

グランドピノがあり、 

私は火曜の夜にはシュ 

ーベルトを歌う。 

大収容客は 300 人か 

                           な？ 
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                             河川敷は 4００人 

ほどの舞台になる。階 

段 が 観 覧 席 と し て

上々。去年の夏はここ 

                        で住民のお祭りがあ 

った。私たちも仲間 

に入れてもらえて、介

護支援センターの職

員２人に司会の大役

まで引き受けさせて

頂いた。地区住民との 

              関係も旨く展開して 

                            行けそうである。 

下は大淀大橋の上 

からの光景。線路向こ 

うはマンション。 

                             ホテルは続々と倒 

                            産して、滞在型のマン 

ションに生まれ変わ 

りつつある。真ん中が 

整形外科の田爪クリ 

ニック。 

                             道路を挟んだ北側 

                            に如月おおぞら別館 

                            がある。一階が在宅介 

                        護支援センター。 

                         裏に、木工作業室と 

                       「てげてげ倶楽部」。 

ここの居住者の殆 

どは大空館まで食事に 

やって来る。デイケアに 

も参加する。かなり古いが、部屋は広い畳間で、ベランダには鉢物も置ける。家賃も

いくらか安い。雨の日に本館の食堂まで傘を差さなければならないのは負担だが。 
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「てげてげ」とは宮 

崎弁で、「適当～無 

理しない」「平均

的」ということ。 

悪く 

言うと、「いい加

減」「中途半端」。命

名者は元若草病院 

長の中江建夫。 

 大空館及び別館

の居間のような存

在。地区住民の老人 

会などにも使用して頂いている。囲碁や将棋やマージャンなどでの交流も生まれる。 

 カラオケやバンドを楽しむ 

グループも生まれている。 

 ピアノもあり、毎月第 2土曜日 

は夕方 7時から 9時まで音楽の夕 

べと題して勝手に歌いまくる。時 

には新しい踊りも生まれる。 

 私はシューベルトを歌う。毎 

月、常連のピアニストの下で。 

 

 このホール 

は木工室の手 

作り。 

 

５０人は入 

るかな？ 

 

広いのと安 

いのが売り。 
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過保護家族          過支配家族族 
（指導力欠如）      （過干渉） 

夫婦対立・親子葛藤・兄弟不和 
単身者 

過依存／我が儘／非行／引籠りなど 
家庭内暴力／様々な神経症 

第２章 自立支援アパートの 

生活空間としての位置 
 

＜食事と睡眠をとる場所＞を生活空間と呼んで、図表にしてみます。 

 

 

協調家族  

      （健康家族）  

  

          単身者    

 

Ａ 一般社会    

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

Ｂ 自立支援アパート    Ｃ 保護施設と病院                

  家族療法の治療場       保護施設       開放度   

    として使える。          老人ホーム 

グループホーム 

    （個人の能力や               老人保健施設     

        家族の余裕に               援護寮                   

        応じて各種 ）        病院 

                              療養病棟       

                              開放病棟 

  デイケア・訪問看護・介護支援      閉鎖病棟 

  などなどの支援の下に。                   保護室 

                               閉鎖度 

自由＝自己責任               保護＝管理される     

                       管理者の意見に従わされる。 

右下の実線で囲まれた空間「Ｃ 保護施設と病院」は物理構造的に自由
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が制約される空間です。この空間では＜管理者から「有無を言わせない

管理」を受けている＞のです。「私達の言うことを聴かなければ、ここか

ら追い出されます」という宣告を受けていると考えてよいでしょう。 

 

  ①自分の世界を作ろうとしても、容易に他人（特に管理者）が侵入

してくる（＝自分を守る部屋がない） 

② 自分から外に出ようとしても出れない。 

（＝部屋や玄関のドアに鍵がついている） 

のです。 

 上下を分ける点線で記された「Ａ一般社会」と「Ｂ自立支援アパート」

との境界は、親子兄弟といった家族関係が作る＜心理的に自由が制約さ

れる空間＞としての境界です。 

 

  ①親子兄弟間の心理的葛藤は、お互いの心理を縛り、心の自由を束

縛する。 

②束縛から逃れようとしても、手助け（治療者）がなければ出られ

ない。  

のです。 

点線で描いたのは＜曖昧な境界＞という意味です。住む場所は離れて

も、「Ｃ 保護施設と病院」との境界のように物理的には境いされてはい

ないのです。自宅であれば個室も出来て、外出も自由です。しかし、親

子兄弟間の心理的な葛藤は容易に互いの心理に影響し、心の自由を束縛

し、症状に発展するのです。 

すると、自分の力で家から出ることができなくなって、家の中にひき

こもり、ますます症状は深みにはまり込んで行ってしまいます。その結

果、家族関係はさらに悪化して解決は困難となります。そこで、家を離

れて親兄弟の支配～影響から離れて生活することが必要となってくるの

です。しかしこの作業は家族だけの力では困難のようです。 

私は「往診家族療法」という手段で、＜問題を持っている子供を家族

から引き離す＞という手法をとっているのですが、８章以下の章をゆっ

くり読んでみて下さい。生活する場所を家族と引き離して、新しい生活

空間をつくり「新しい展開」を期待するのです。自立支援アパートは、

家族に代わる新しい空間となるのです。 
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獣の一群である人間は性ホルモンが発動し始めた後は＜親元を離れな

ければ健康な精神生活は営めない＞と考えてよいでしょう。 

 

第３章 

管理するということ 
 

書き出しの「はじめに」で、＜治療とは呼びがたき管理の手段＞とし

て４項目あげました。＜1.薬物の大量投与 2.保護室と称する独房への

閉じ込めや抑制帯の使用 3. デポ剤の使用 ４．電気痙攣処置＞の 

４項目。 

人間の生活する空間は「誰の支配も受けないもの」でなければならな

いのですが、病院や管理型施設ではコンクリートの壁、鉄格子、出入口

のロックなどで閉じ込められています。監視カメラで全ての行動が見張

られている施設も増えているようです。精神科の閉鎖病棟は完全な管理

です。開放病棟では管理はやや緩やかになるのですが、それでも殆どす

べての日常生活が見張られていて、生活全体は管理され、自由は少ない

のです。 

精神症状の激しい状況では閉鎖病棟を必要とします。時間や場所の見

当識を失った認知症の患者さんは、「夜中にご飯を要求」して困らせたり、

｢何処かに出かけて行って、行方不明になったりする｣でしょう。躁うつ

病や統合失調症の患者さんは「感情のコントロールもできなく、暴言や

暴力や自殺などの異常な行動に走る危険」が予想されたりします。この

ような症状の時に、＜その人の意思を無視して、入院させ、管理する＞

のは精神科の中心的な仕事なのです。 

自分から入院させてくれと依頼してくる入院を「自発的入院」（任意入

院）と表現します。家族や警察などの力で強制的に入院させる入院を「非

自発的入院」（強制入院）と呼ぶのですが、これには保護入院と措置入院 

の２種類があります。 

保護入院というのは「親兄弟などの保護義務者が入院の依頼をして、

精神保健指定医がその必要ありと診断」した場合の強制入院です。 

措置入院というのは「保護義務者が同意しなくても２人の精神保健指
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定医が強制入院させる必要ありと診断」した場合の強制入院です。この

場合には警察や保健所が動き、県知事命令で執行されるのですから拘置

所や刑務所類似の行為をしていることになります。 

「自発的入院」の場合にも、＜自分で「自分自身の精神を維持管理す

る自信」がなくなって、管理を依頼してきている＞のですから、管理す

るということは精神科医療では完全には取り払われないと言ってよいで

しょう。＜管理して保護してやること＞は精神科入院医療の中核なので

す。 

すると、管理者は自殺、暴力による障害、放火、強姦、窃盗などなど

の事件に至らないように神経を尖らすことになります。＜管理責任を問

われて「高額の損害賠償の請求」を受けない＞ために過剰な管理をして

しまいがちなのです。アメリカで電気ショックが頻繁に使われているの

は正にこの訴訟回避という考えが根底にあるのです。 

患者さんは、＜そのためにさらに症状を深めてしまい、治り難くして

しまう＞という結果に至るのですが、訴訟の盛んなアメリカのこの状況

は日本にも浸透しつつあるということなのでしょう。 

私が２００７年４月に現代書館から出版した「脳電気ショックの恐怖

再び」という本の第７章をそのまま抜粋してみましょう。この本には 
＜電気ショック処置の禁止を目指して、管理収容の場から治療の場へ＞ 
との副題を付けています。 
 

    第７章  管理するという考えは 

精神科医療では完全には振り払えない 
 

  精神科の医療の中から「管理する」という行為を完全に取り払うこと

はできません。人格が障害されて「善悪・正誤の判断ができなくなる期

間の有る病気」ですから、＜その一定の期間「管理すること」＞は絶対

的に必要です。しかし「管理」は「その患者さんの治療のため」でなけ

ればなりません。 

  他の患者さんを治療するための「治療環境を壊さないための必要性」 

であってはならないのです。そうなった時点で「患者の人権は侵害され

始めている」と言えます。大勢の人のためであれば「１人や２人は犠牲

にされても良い」と発想する時に、 ＜「管理する側の独善」が生まれて、
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そこは治療の場ではなくなる＞のです。 

  それは「犠牲にされる人にとって悪い」というだけではなくて、結果

として＜その他の大勢の患者さん達のためにも＞良い治療場ではなくな

ってしまうのです。 
１  患者さんの治療の為の管理 

                         治療環境を壊さないための管理 

  前章で述べた若い医師の意見、 

ａ、５０人前後の病棟の夜間管理を２人の看護師達だけでやっていて、 

ｂ、自殺企図とか、他の患者さんへの暴力とかあって、 

ｃ、その人のために２人の職員が付きっきりになると、 

ｄ、他の患者さんは「ほったらかしになる」…… 

ｅ、「だから」 

…という論法は患者さん本人のための必要性ではなくて、まさに「職員

あるいは他の患者さんのための必要性」なのです。そうして出来上がっ

た「静かで落ち着いた治療場」は「職員あるいは他の患者さん」にとっ

ては良さそうに見えます。しかしそれは外見だけであって、そこに残さ

れた職員や患者さんの心の中には「様々な複雑な思い」を齎す筈です。 

 「犠牲にされてしまった少数者」への思い、 

 「犠牲にすることをしてしまった職員」への思い、 

……それがなくして温かい心を持った人間ではない筈なのです。「犠牲

者の上になり立った幸せ」は本物ではありませんから、時と共に心を悩

ませ、必ずや反省せざるをえなくなるのです。 現在の我国の平均的精神

科病院の中では上記の＜ａ～ｄ＞はそのまま事実です。この条件の中で

「この仕事を自分で工夫してこなしなさい」という課題を病院の管理者

から押し付けられた若い医師や看護師達が、とてつもない困難の中で「神

経を麻痺させられてしまう」のは当然のことかもしれません。 

  その背景には「低医療費政策による人員不足」という精神科病院のお

かれた基本的問題があるのです。しかし、だからといって「ＥＳをする

病院を批判はできない」とはならないのです。 

  ＥＳは治療の手段どころか、患者の脳機能を障害し、「記憶を稀薄にさ

せ」、「思考力を低下させ」、「意欲や興奮性を低下させる」為の＜確実に

効果があって容易に実施できる管理手段＞なのです。これは「好ましく

ないこと」という範囲のものではなく、「精神障害者への人権侵害そのも
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の」であり、犯罪行為なのです。 

  実はＥＳ以外にも以下に述べるように様々な管理手段があります。勿

論これらも「もっと人員があれば」とりたくない手段です。手間暇は掛

かりますし、見た目にはいかにも「人権侵害に見えて」可能であれば避

けたいのです。表面しか見ないマスコミにしてみれば「精神障害者の人

権侵害」いう大見出しを付けられそうな「うまい光景」です。 

  そこで小狡い病院では法律上は許可されているＥＳを使って「厄介な

ものは、綺麗ごとで葬ろう」ということになっているのです。マスコミ

の餌食にされてしまうよりも、「良心の咎め声に蓋をする」ほうを選んで

しまうのです。「低医療費政策による人員不足」は今後も改善される可能

性は少ないでしょう。そこでＥＳを使わずに「どの様に管理するか」、具

体的に述べておきましょう。 

２  一見、非人道的と見える管理手段 

  自由意思の拘束を必要とする時期があるということは精神科医療の宿

命です。 

  幻覚・妄想などの知覚や思考の障害、そう病やうつ病などの感情障害

などで、冷静な判断を欠いて「自分自身の正常な行動を保つ機能」が障

害されてしまった時、＜自由意思を拘束して保護してやる＞のは、それ

こそ精神科医療の基本となる一面なのです。私達は 

   ＜「自分自身で判断する能力を失って」しまって「私を保護して下さ

い」と訴えているのが症状である＞ 

と考えています。ここで「個人の人権」ばかりを優先させると、表面だ

けのきれいごとに終わり、治療は進展しないのです。 

  日常の診療の中で「ここは君が幾ら反対しても入院させるよ。ご両親

の同意があって精神保健指定医の資格を持っている僕が入院の必要があ

ると判断すれば強制的に入院させて良いことになっているんだ」という

言葉を使うのは頻々です。 

  自傷他害の危険性がある患者さんを＜説得ができなくて強制的入院を

避けて放置した＞とすれば、そのことの方が責められるべきでしょう。

今現在の症状が激しくて、放置してしまえば「自殺するかもしれない」

「家族の誰かを殺してしまうかもしれない」「通行人を自動車で轢き殺

すかもしれない」……などという「目の前の予測」が容易な患者さんを

放置する無責任な精神科医師は少ないでしょう。しかし、私の場合には
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もっと積極的な強制入院をさせることがあります。 

  例えば家族への陰湿な攻撃を繰り返していて、長い引き籠もりに陥っ

ているような子供の場合に、私は次のような言葉を投げ掛けて強制入院

させることがあります。「来週来てもこの様な生活を改める様子がない

と判断したら強制的な入院をさせようと思う。男の職員を３人ばかりつ

れて来て、注射を使ってでも入院させるよ。でないと君の若い時はなく

なるもん」。 

  ……こうして全国から宮崎に連れて来た子供や青年達はもう１００人

を超すでしょう。 

「人権を大事にしたいから」といって放置していたら、この子供達は人

格障害を深めて更に治療困難になっていたことでしょう。長い目で見る

とこの「引き籠もり」という行為も「自傷行為」に当たるのです。 

  精神機能が障害されるという病気の性質上「個人の自由意思の束縛」

と見られるような処置を避けては通れないのです。しかし、それは客観

的に見ると保護なのです。その手段として以下のようなものは許される

でしょう。   

 

  １．力ずくでの入院 

  ２．強制的な精神安定剤の投与 

    （押さえ付けて注射する、ブラインド投薬と呼ばれるが、本人に気

付かれないように飲み物や食べ物へ混入する、……などの手段で） 

  ３．一定期間の閉鎖空間使用 

    （大勢で過ごす閉鎖病棟、独房である保護室など、症状に応じて様々

だが） 

  ４．一定時間の抑制帯の使用 

    （なるだけ早めに解かなければならないし、少なくとも３０分 

～１時間毎に見回らなければならないが） 

  ５．電話、手紙などの通信の制限 

    （特定の家族だけに限るとか、家族であっても時間を制限するとか） 

 

  もちろん説得が続けられて納得して入院させるのが理想的です。私の

場合は往診することを治療手段の一つにしていますから、殆どの患者さ

んで強制入院の前に少なくとも２回は往診しています。しかし幻覚・妄
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想等に基ずく興奮、判断力低下などがある状況で説得不能という事態は

結構多いのです。 
 個人の自由意思の拘束は勿論、可能な限り短期間に止めるべきです。

しかし、看護要員などの人員が増え、マンツーマンの看護が可能となっ

たとしても、上記の手段は完全に無用とはならないでしょう。 

  これを避けようとすれば薬物の過剰投与、ＥＳ等の犯罪的処置を必要

とすることになるのです。 

３ 「個人の治療」と「家族や社会の困難を解決すること」 

  精神科の病院の中で管理するという考えは＜「個人の治療」と「家族

や社会の困難を解決すること」＞という２つの概念の間に在ります。こ

のことは患者さんの「人権保護」と「人権侵害」に関わる大きな問題で

す。 

  家族や社会の困難を解決するために個人の治療をするのではありませ

ん。しかし、家族や社会の困難が大きければ個人の治療は不可能なので

す。つまり、両者の調和が必要であり、どちらか一方を優先させること

は現実には不可能なのです。 

  しかし、多くの病院でこの２つの考え方は曖昧なままです。このこと

が「病院が治療の場ではなく、収容の場であるかのような側面を持たさ

れる」 大の原因です。 

  つまり多くの病院で、「家族や社会の困難を解決すること」が優先され

て、個人の治療は犠牲にされるのです。 

  その結果として次のような事態が生まれます。 

１．病院が治療の場ではなく、まるで収容の場としての機能を強めます。 

２．逆比例して、治療機能は低下します。 

３．精神科病院はこの様なものという認識が社会一般に定着してしまい

ます。 

具体的には、以下のような「治療の名を借りた人権侵害」が行われるの

です。 

  １．長期間の閉鎖拘束 

  ２．長時間の抑制帯による拘束 

  ３．精神安定剤の過剰投与による行動抑制 

  ４．ＥＳによる精神機能の不活発化 

  これらは「個人の治療」のための医療ではなく、「家族や社会の困難」
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を軽減するためだけの、単なる処置にすぎません。 

  しかも、治療チャンスを失い、心の傷を更に深めるのです。薬物の過

剰投与およびＥＳは身体へ回復不能な直接的障害を与えるのですが、こ

れは「治療の名を借りた人権侵害」と言えるでしょう。 

  ところが「家族や社会のためにしたこと」は「善意の行為」とみなさ

れます。家族や社会一般の人々は「感謝こそすれ、決してそれを非難は

しない」のです。 

  そこで、患者の人権は忘れられ、病院と家族（および役人）が結託し

て、人権侵害が公然と行われることになりやすいのです。 

４ お役所の形式主義を煽るだけの朝日新聞の報道 

  ところで私は先に「個人の自由意思の束縛」の中で、許せる範囲の行

為として＜一定時間の抑制帯の使用＞を挙げました。 

  多くの人に抑制帯の使用などは「短時間であっても非人道的」と見え

るでしょう。朝日新聞の国立療養所犀潟病院（新潟県）での報道（９８

年９月２５日）はその論調で書かれています。私は少年の往診で出掛け

たおりに朝日新聞新潟支局まで押し掛けて抗議したのでした。 

  この事件は＜８０床を越える病棟を２人の看護師で夜勤していて、這

い回る老人を抑制帯で縛った。ところが、吐物を口外に吐き出せず、窒

息して死亡した＞というものです。この病棟で、抑制帯を使わずに徘徊

する患者の危険を避けようとすれば前述のような反治療的手段をとるし

かなかったでしょう。 

  例えば執拗な自殺企図などの場合、「手を縛ってでも君を自殺させな

いぞ」と挑み、目と目を会わせ、心の交流を図る方が、人間としての心

が伝わって、治療的なのです。 

  薬物の大量投与やＥＳを使うと、「確実に自殺を防止できて、職員の苦

労も少なく、外見上もよく見える」でしょう。しかし、それは非人間的

なまやかしに過ぎません。その為に、患者さんは「人間として生きる喜

び」を失わされるのです。 

  厚労省の行政指導で「鉄格子を外して防弾ガラスの閉鎖病棟を作る」

病院が拡がりました。「鉄格子を外すこと」は精神科病院の改築のための

「近代化資金貸し出し条件」になっているようなのですが、実に馬鹿げ

たことです。 

  私達は閉鎖病棟の患者さんの治療環境としては「防弾ガラスよりも格
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子の方が格段に良い」と考えています。この方が「空気も声も通して、

閉塞感は少ない」のです。しかも、格子越しに物のやり取りや握手もで

きます。ところが現場を知らない行政官は「鉄格子を外す」ことで「人

権に配慮している」かのように見えると思うらしいのです。それは正に

「かのごとく装っているだけ」なのですが、「お役所仕事の典型的な例」

と言えるのではないでしょうか？事実は「防弾ガラスの中に閉じ込め続

ける」のですから、「左手を鎖に繋いで、右手でご愛嬌の振る舞いをさせ

ている」ようのものなのです。この防弾ガラス推奨行政は「外観だけに

拘っている厚労省行政官の浅薄さ」を見事に表現しています。 

  そしてこのことは＜薬物の大量投与やＥＳを使用することで、抑制を

しなくて済む＞という外観優先の処理に繋がっているのです。この危険

を私は心配します。朝日新聞の報道の要旨は＜「医師の診察もなく拘束

した」「カルテへの医師の記載もない」＞という重箱の隅をほじくるよう

な指摘で終わっています。まさに、記載したらそれで許されるというこ

とこそが問題なのです。 

  その後、同年１０月２５日に掲載された＜「法律家の関与必要」「安上

がりの医療改善も」＞という関連記事も、初発の記事を弁護するためだ

けのもので、精神科医療を改革するための提言には程遠いものです。 

  抑制帯の使用は医師の「記載と許可があればそれで良い」というよう

な代物ではないのです。精神医療監査委員や審議委員に法律家を入れる

などという提案もありますが、そのような形式でことが解決する種類の

ものではないのです。こんな記事は役所の形式的監査を助長するだけの

ことでしょう。 

  そう、バスジャック事件の国立肥前療養所でも厚労省は「病院のとっ

た一連の処置に違法行為はなかった」と宣言したのでした。週刊誌等の

報道によると審議委員はカルテの審査すらせずに結論を出しているとい

うのです。医師が診察をしたという記載が「有るか、無いか」のみを見

て「どんな診察が行われたか」は調査していないのです。そんな審査で

あれば事務屋さんで済むことで、専門の審議委員など無用の筈です。法

律家や事務屋は書類審査や裁判では役立つでしょうが、臨床の現場では

邪魔になるだけ、無用の長物です。下らない書類が本来の仕事をする時

間をいかほど奪っているか、真面目な役人やジャーナリストには気付い

て欲しいものです。 
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５ 通信の制限も、ある期間に於いては人権の保護である 

  「電話、手紙などの通信の制限」は、宇都宮病院事件の後に改正され

た精神保健法改正で「禁止すべし」ということになりました。そして「熱

モノに懲りてナマスを吹く」の例えのごとく、「閉鎖病棟にも電話機を設

置すること」となってしまったのです。 

  我が国の国会は驚くなかれ文部省が主導権をとって成立した「サッカ

ー籤法案」の議論過程に見られるごとく、極めて場当たり的で、根回し

で動くようです。精神科治療に関してイロハの勉強もせずに「電話を設

置すること」という結論が引き出されているのです。 

  通信の自由を侵害することが見た目に人権侵害であることは明らかで

す。しかし、そういう見地からは「閉鎖病棟に入院させること自体が人

権侵害」なのです。ところが自傷他害の危険から守ってやることは人権

の保護です。 

  法律は「通信の自由だけは認めても自傷他害の危険には至らないでは

ないか」と述べていることになりますが、そうだとすれば、臨床の現場

を知らなすぎると言えます。躁状態や妄想状態の患者さんが家族・親族・

役所等はまだしも、職場や近所・友達などに電話や手紙を手当たり次第

に送るという事態は極めて頻繁にあることです。電話だと深夜であった

り、時間を選ばないのです。そこで起こる問題は 

  ・患者さん個人の社会的信用の失墜。 

  ・世間中に知れ渡らせることから来る、親兄弟の悩み。 

  ・兄弟や、職場や、近隣の人達などへの直接的な迷惑 

……等々、「個人の治療と家族や社会の困難を守ることの境界」の困難性

を遥かに越えるのです。病気がおちついた後で、「世間にさらした恥」に

悩んで自殺したとしたら治療者の責任です。法律が義務づけている結果

ですから、裁判では負けないでしょうが、治療者としての道義的責任を

感ぜずして医者ではないでしょう。 

  つまりこの法律はサッカー籤法と同じくらいの恥曝しの悪法です。サ

ッカー籤法は文部省官僚の「天下り先確保」という私利私欲が原動力と

なってできあがったのでしょう。精神科病院における不祥事の続出をＷ

ＨＯに批判された厚労省官僚が「一時凌ぎの似非改善策」として電話機

設置が生まれたと考えると、文部省と大差ありません。 
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  相馬事件、ライシャワー事件……等々、精神科に関する法律のほとん

どが「新聞が騒ぐような事件」の後始末のようにして生まれたという「歴

史的事実」はいかにも厚労省の体質の一面を象徴しています。 

６精神科病院の機能分化が必要 

  精神科医療の改革が「遅れている今だから」というのではなくて、精

神科医療の本質上「収容・管理」という概念を取り払うことは不可能な

のです。しかし精神科病院が「収容所」のままで止まることは許されま

せん。 

  収容・管理するのは「収容する必要がなくなるように、治療するため」

なのです。ところが、努力をいくら重ねても「今の儘の我国の精神科病

院」には「収容所の姿」が色濃く残ってしまうでしょう。 

  その大きな理由は次の２点に集約できます。それぞれの解決策と共に

整理しておきましょう。 

１）．慢性化した患者さんとの同居 

  ある種の精神障害は難治性であり、薬物も精神療法も奏効しないので

す。例えば統合失調症にも極めて治療困難なタイプがあります。治療の

開始が遅れると治り難くなる傾向がありますが、本質的に難治性のタイ

プもあるのです。このタイプでは治療よりも「管理・収容」が主な目的

とされることになります。 

  難治性であるわけですから時間が経つと共に精神科病院の中にはこの

タイプの患者が沈殿～蓄積して行き、多数を占めることになります。す

ると病院の治療の場としての機能を低下させて行くことになるのです。 

  そこで解決策としては＜難治性の患者さんを収容・管理する病院を別

枠で設ける＞ことが必要となるのです。この病院のことをここでは「療

養精神科病院」と呼んでおきましょう。 

２）．社会治安を乱す危険性のある精神障害者との同居 

  我国の刑法と精神保健福祉法は＜社会治安を乱す危険性のある精神障

害者を一般の精神科病棟の中に収容＞させています。これは精神保健福

祉法３２条で規定されている「精神科措置入院」という制度です。 

  精神障害者は＜刑事責任能力はない＞ということから＜刑罰のために

刑務所に入れられる＞ということはありません。治療のために上記の法

律に基づいて精神科病院に入れられるのです。 

  このことは良いことなのですが、＜一般の精神科病棟の中に収容され
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る＞という現状は間違っています。 

  刑事事件を引き起こした者を「一般患者と同じ屋根の下で生活させる」

のは一般患者の生活感覚を無視しており、その意味において「一般患者

の人権侵害にあたる」と言えるでしょう。私達が「殺人や強姦をするよ

うな人物」たちを「刑務所に隔離して」まで同居したくないと考えるよ

うに、精神障害者もそのような人物たちとは同居したくないのです。 

  そこで刑務所に準じる精神科病院の新設が必要でしょう。これを「治

安精神科病院」と呼んでおきたいと思います。治安精神科病院ができて、

「恐ろしいことをしでかした犯罪者と同等に見られているということが

なくなる」だけで精神科病院の収容所的雰囲気は一変することでしょう。 

 ２００３年夏から動き始めた心神喪失者医療観察法による収容施設 

はこれに類するものです。様々な偏った批判がありますが、混乱を乗り

越えて明確に治安精神科病院と名乗れるものに発展させて行かなければ

なりません。治安精神科病院では「収容し社会の安全を保つこと」が主

な目的となりますが、ここでも積極的な治療が施されなければなりませ

ん。 

服役態度が良ければ刑期を終える前に仮釈放されるように、ここ治安

精神科病院でも「可能であれば可能な限り早めに」治療のための精神科

病院に移送する努力が必要です。ただ、障害者といえども「罪状の深さ

に応じて服役する」という自覚を持たせることは大切で、治安精神科病

院は刑務所に準じるものと考えてよいでしょう。 

  これからの精神科病院の進むべき大まかな分化の方向を図示しておき 

ましょう。 

 

（図は省略） 

第１５章の図を 

参照下さい。 

 

木々の向こう側に県 

庁が隠れている。軽 

薄マスコミが煽った 

県知事人気のころの 

スクランブル交差点 

のベンチ。 



36 

 36 

第４章 

「脳電気ショックの恐怖再び」という本のこと  

 

第３章で取り上げたこの本はあまり売れませんでした。マスコミは全

く取り上げてくれなかったのです。＜「イタリヤでは禁止。ドイツ、フ

ランスでは裁判所の許可が要る。医者の裁量で自由に出来るのはイギリ

スとアメリカと日本だけ」＞という帯をつけたこの本はマスコミから完

全に無視されたのでした。その理由は、多分、この本の中で＜朝日新聞

への批判が大きかった＞ということなのでしょう。今でも無視されてい

るのですが、これは＜こちら側の努力不足＞かな？ 

 

是非、本誌の第１３章「都立松沢病院のお粗末対応」とあわせて読ん

でみて下さい。「脳電気ショックの恐怖再び」の第８章に詳述しています

が、朝日新聞は２００１年７月８日（日曜日）の一面トップで、＜松沢

病院で電気ショックが頻繁に使われている＞という記事を報道したので

す。若草病院の機関紙「若草内外通信」に、この「松沢病院のお粗末対

応」を発表したのは２０００年１１月のことなのですが、その約半年後

なのです。 

３面も大文字の関連記事で埋めつくされていました。まるで朝日新聞

社が全社を挙げてこの問題に取り組むかのような大きな姿勢を感じて、

私は心から喜び、大きく期待したのでした。大熊一夫の「ルポ・精神病

棟」が、朝日新聞で連載されたのは１９７０年のことでした。アル中患

者を装って１２日間精神科病棟に潜入して書かれたこの記事は、様々な

批判はあるものの精神科病院の改革のためには大きな意味のあるもので

した。１９８４年の宇都宮病院事件も朝日が取り組んで公になった記事

で、精神保健福祉法の改正にも繋がり、成果のある取組みでした。 

ところがこの松沢病院の電気ショック批判記事は、完全な尻すぼみで

終わるのです。記事は３日で終わり。説明も無く突然打ち切られるので

す。このことは当事者達にとって大きな恥であった筈です。この背景を

拙著第８章で、突っ込んで書いています。これはもちろん全て私の推測

なのですが、同業者の困難は自分達の困難でもあったのでしょう。朝日
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のみならず、全てのマスコミが自分達の存在価値を＜完璧に葬り去るこ

の失態としての大問題＞を追求しようとしなかったのです。しかも、既

に１０年以上経過した今、この事態を放棄してきている歴史への反省の

声も批判の声も皆無なのです。 

 日本精神科病院協会や日本看護協会への批判程度であれば、取り上げ

てくれたのでしょう。しかし、マスコミの中で 大の力（世間の評価と

しての権威）を持っている朝日新聞を敵に回すのは勇気のいる「しんど

い作業」だったということなのでしょう。マスコミの「だらしなさ」「ず

るさ」なのです。 

仕事に取り組むに当たって＜大勢が如何に動くかという潮見＞をし過

ぎていて、マスコミの存在価値はゼロでしょう。広告費でお金を稼ぐた

めの小狡い乞食が「ごまかし仮面」を被って格好をつけているだけなの

です。仲間意識、馴れ合いというこの姿勢は、＜マスコミとしての自ら

の命を自ら殺いでいる＞と言えるでしょう。 

これはちょうど、原発の危険性を＜いち早く知る立場にあった＞彼ら

マスコミ人が、福島の悲惨な状況が生まれるまで＜何もして来れなかっ

た＞という事実と完璧に符合しています。しかもそれを読者に対して「心

からのお詫びをして改める姿勢」は、まだまだ様々なマスコミの群の中

から目に見える姿としては上がってきてないのです。 

原発が危険なものであることは公然の事実だったのです。危険だから

反対があり、福島や福井や玄海などの過疎貧困地域でなければ作れなか

ったのです。貧しい地域の人たちに「仕事場が増えますよ。補助金も出

しますよ。貴方達の地域は仕事場も少ない貧しいとこじゃないですか」

と動く。電力会社をはじめとする企業や政府の「この動きのずるさの意

味」をマスコミ人が読めなかった筈はないのです。 

整理して表現すると、＜人口が集中し産業や経済や政治を牛耳る力を

もっている都市生活者＞は＜過疎貧困地域に危険を押し付けた＞のです。

＜「交付金」などと名付けた汚いお金を晒すその姿＞を心から恥じまし

ょう。 

東北地方の国民を悲惨な状況に追い込んでしまった事への責任は「マ

スコミに大いにある」のです。＜８０％を超える大方の国民にとっては

マスコミが批判しないということは公認したということと同じ＞なので

す。「野球や相撲や流行歌や政治批判」を国民の中に浸透させる時に「テ
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レビと新聞と雑誌」がどれだけの力をもっているか、一番知っているの

はこの人たちの筈なのですから。 

加えて言うと、テレビにしても新聞にしても「原発推進のための電力

会社のコマーシャルまで受け持って平然としているのです。＜泥棒とわ

かっている人間からお金を貰っている＞人間は、まさに共犯者なのです

が、その構図を大きな絵にして晒されて充分じゃないのかなあ。＜コマ

ーシャル料の巨大さに誠実な心は押し殺されてしまっている＞のです。

「誰もしないことを率先してする」ことこそ、仕事冥利の嬉しいこと。

マスコミの真骨頂は此処にあるはずなのです。＜皆がしないことはしな

い＞、ましてや＜国や学会が問題にしていないことは取り上げない＞、

それが得策・・・というのでは、早々とお箱に入って欲しいなあ。 

 

５年前、２００７年４月に出版した拙著が、マスコミから取り上げら

れなかったのはどうやら、福島県民に対して原子力発電所の被害のこと

をお詫びすら出来ないというこの状況を作ったのと同じ震源地からの結

果なのです。この震源地は「小狡さと怠慢との泥沼池」なのですが、こ

の池にナマズさんがいっぱい繁殖して、いかなる圧力にも屈しないオオ

ナマズに成長して、浄化に精出ししてくれると良いのだが！？ 

そう、「泥沼池清浄ナマズ新聞社」なるものを創設する必要がある

か！？ 朝日・読売・毎日から優秀な記者を引き抜けば成功する確率は

高い！？ まさかゼロじゃああるまい？ 人に任せるのではなく、その

準備は自分で始めなければならないのか？ 野田総理大臣が頑張ってく

れると嬉しいのだが・・・。 

しかし、「俺はもう６８歳だから無理だよ！」なんて言わずに、後世に

託して自らもできる限りの努力する必要があるのでしょう。 

孫が３人もできたことだし、此奴等の応援も期待しながら長期戦で行

くとするか！！ 未年をあと２回繰り返すことが出来ればこの大仕事を

孫達にバトンタッチも出来そうだし・・・。先ずは、「脳電気ショックの

恐怖再び」の書き出しを読んで頂きましょう。 

 

・・・・・・・・・・・・「はじめに」・・・・・・・・・・・・・ 

 

 電気ショックのことを省略して以下にＥＳと呼ぶことにします。ＥＳ
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を使って患者さんを「おとなしくさせること」が治療であると考える人

達は、電気痙攣療法ＥＣＴと呼びます。我が国の保険医療の診療報酬を

決める規定の中でもＥＣＴと呼ばれ、いわば治療手段の一つとして認定

されているのです。 

  私はこの処置は患者の「脳機能を低下させて、扱いやすくする」だけ

の「人権侵害に当たる犯罪行為」と断定できると考えています。そこで

ＥＣＴと呼ばず、「ＥＳ処置」（処置という言葉は省略しＥＳだけで表現

します）と呼んで誤解されないようにしておこうと思います。ＥＣＴと

いう用語を今後この本の中で使用する場合には＜ＥＣ（Ｔ）＞と表記し

ます。これは「私自身は治療とは認めていないけど、治療と考える人は

ＥＣＴと呼んでいる、という表現であると解釈して下さい。 

  ロボトミーという言葉をご存じの方もおられるでしょう。脳の前頭葉

にメスを入れて前頭葉の機能を破壊することで、「凶暴性をなくし、おと

なしくさせる」という手技のことです。１９４０年頃から１９６０年頃

にかけて、治療と称して全国の公的病院や大学の中でかなりの数の患者

さん達に実施されて来た代物です。１９７０年代になって人権侵害であ

るとして攻撃され始めると、責任者達は「この当時の精神科医療の中で

はやむをえない処置であった」と弁明を始めたのでした。ＥＳはこのロ

ボトミーとほぼ同じものと考えて頂いて良いでしょう。 

  我国の精神科医療は良い方向に向って改善されているでしょうか？  

残念ながら、どうやらそれは「否」と答えて正解でしょう。努力してい

る病院はあります。しかし全体として悪い方向に向かっています。精神

科病院の外観は綺麗になりました。しかし、中身は貧弱そのものなので

す。 

  経済の高度成長期から２度のオイルショック不景気を越えてバブル景

気に向かう流れの中で、美術館や音楽ホールなど荘厳な建物が全国の街

に競うように作られて行ったのでした。しかしその中の入れ物、美術品

や音楽活動などには建物に似合う程のお金は回されなかったのです。入

れ物だけにお金がかけられ、「その中身」に力の入れられない行政は「箱

物行政」と呼ばれて嘆かれていたのです。精神科医療の改革の中身もそ

れとそっくり同じと考えて頂いて良いでしょう。外観だけが良くなって、

中身は殆ど何も良い方向に変わっていません。むしろ全体としては悪く

なっているのです。 
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  精神科医療の改革という言葉は箱物行政を進めるためのお題目と同じ

く「掛け声」でしかないのです。そして今、国家財政には余裕がなくな

り、医療や介護を支える保険財政の行く末にも悲観的な材料ばかりです。

土建屋さんと政治屋さんと行政屋さんという３個の目玉を持った＜政・

官・業オバケ＞はいわば金食いオバケ怪獣。精神科医療改革への資金ま

で食い尽くしてしまって、人の配置に回す資金はむしろ削られる一方な

のです。 

 

  よく、「薬物療法の発達で精神科病院は様変わりした」と言われます。

それは「良くなった」という意味で使われる言葉なのですが、果たして

そうなのでしょうか？ 薬物療法は全く必要がないというわけではあり

ません。病気によっては恒常的に使う必要があります。不安や興奮が激

しい場合には「ある程度薬物で押さえ」なければ、作業療法も心理療法

も実行できません。しかし、薬物には患者を「治療という枠の中に閉じ

込めたままにする」という悪い一面があるのです。あるいは、薬品によ

っては様々な副作用の他に「脳機能を低下させ、人格の崩壊を進めてし

まうという危険性がある」と私は感じています。 

  例えば、幻覚や妄想が消失しただけで治療が進んだと考えてはいけま

せん。不安や興奮や抑鬱気分や躁性気分などの症状が軽くなっただけで

治療が進んだと考えるのも間違っています。それは単に治療のための一

過程に過ぎないのです。＜全ての癌細胞は摘出しました。しかし命も完

全に絶えました＞では医療ではないでしょう。精神科における現在の様

子の中には＜「人間の心を失った冷酷な処置をしている」だけの空しい

臭い＞が重たい黒雲のように漂っているように思えます。 

  患者さんによってはある期間、「幻覚や妄想や抑鬱気分や躁性気分が

救いである」ことがあるのです。具体的に言うと、ある分裂病の患者さ

んは「 近は幻聴がなくなって寂しい」と言います。「幻聴が自分を応援

してくれる」と言う患者さんもいます。 ある躁鬱病の患者さんは躁状態

になって、はしゃぎ捲っている時期にこう言いました。 

「後では後悔すると思う。だけど、今までの（鬱状態の）苦しさのこと

を思うと、今、思う存分好きなことをやっておきたい」と。 

  つまり患者さんにとっては「ある時期の症状」は一つの救いでもある

のです。幻覚や妄想が「心理的な治療が進められないまま」、薬物で乱暴
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にかき消されてしまうと、返って「不安を増して、症状を深め、慢性化

させてしまう」という反治療的な面があるようなのです。自殺に至る場

合すらあります。 

  つまり、＜「薬物療法で改善しているかのように見える」側面＞は表

面だけであって、実際には＜感情や意欲や思考力を低下させ＞ ＜生き

生きとした人間らしさを失わせてしまっている＞場合があるのです。 

生きていることを心から喜べるようになって初めて、本当の治療が進

んだと言えるでしょう。＜なのに、薬物療法が大手を振って罷り通って

いる＞のは多分、その方が＜治療者側（管理する側……病院や家族、あ

るいは国家）にとっての都合がいい＞からなのでしょう。薬物を使うと

「治りはしなくても管理しやすい」のです。そういう意味で患者は＜「治

療という枠」の中に閉じ込められたままになる＞のです。 

  多くの精神科病院が「意欲をなくしてドロンとした目の患者さん達の

蓄積場」になってしまっているのは「薬物療法の来した結果」と言って

よいでしょう。「薬物療法の発達で精神科病院が様変わりした」のは良い

ことばかりでは決してないのです。 

  薬物療法にだけ力を入れて、心理療法（＝精神療法）や作業療法など

がおろそかになっている病院は良い病院とは言えません。勿論、精神科

医療の「真の改善」に向けて努力している病院は方々にあるようです。

しかし、我国の精神科医療の大半を占める世界は、とんでもなく悪い方

向に堕落しつつあると考えてよいでしょう。その象徴がＥＳの蔓延です。

この本はこのことに焦点を当てて「精神科病院の今」、そして「これから

成すべき方向」についてなるべく具体的に述べてみたいと思います。 

 

  ＜ＥＳの蔓延＞と言いました。しかし現在のところ、その使用者は未

だ少数派です。後述しますが、全国自治体病院のうち半数前後の病院で

はＥＳは全く行われていません。アメリカではよく使われているかのよ

うに誤解している人がいますが、ここでもＥＳに手を染めている医者は

全精神科医師の中の８％でしかないようです。 

  しかし、全国自治体病院の中の半数近くの病院で行われているという

事実は極めて由々しいことです。しかも、じわじわとその数は増えつつ

あります。もっとも、ＥＳが治療と称して行われている一つの自治体病

院の中には５～１０名を越える程度の医師がいるのですが、この医師全
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員がＥＳをするわけではないのでしょう。その統計数値は未だ無いよう

ですが、精神科医師の数としては我が国でもアメリカと同じく８％は越

えないのではないでしょうか？ しかし私がこの本の中で声を大きくし

て問題としたいことは、「ＥＳに手を染めている医者が多目に見て、全精

神科医師の中の１０％以下」としても、「明らかな人権侵害」であるＥＳ

を「禁止しようと積極的に主張する人々」が＜皆無に等しい＞というこ

とです。これは多分、他人のすることに嘴を挟むのは「百害あって一利

無し」とばかりに、多くの人や組織が「自分の領域を守ること、我が身

を大事にすること」に専念してしまっているということの結果なのでし

ょう。つまり、自分に「責められるべき欠点がなければそれでよし」と

いう＜小狡い生き方を恥じなくなってしまっている＞のです。 

  この「孤立主義＝連帯感の欠如」は、その人・個人の精神的荒廃に繋

がるでしょう。そしてその集まりである病院、諸々の学会、その研究啓

発の中核である筈の大学精神科医局……等々の「研究・治療のための組

織そのもの」が機能しなくなり、崩壊に向かうことになってしまってい

る様なのです。 

  

  ある学会（○●学会）が 

   １．「他人のすることを否定することはタブーである」として、 

  ２．悪いと知りつつも「一つの治療行為の批判を怠っていた」 

とします。 

するとここで、 

   ３．「○●学会も否定していない」という事実は「○●学会も肯 

定しているのだ」と曲解される道筋を準備することになる。  

こうして 

   ４．○●学会は悪事の荷担者となってしまうのです。 

 

いわば日本中の学会がＥＳの推進者として誤解される結果になってい

ると考えてよいでしょう。学究の徒はサロンの紳士であってはならない

のです。この様な我が国の精神科医療を巡る学会や大学医学部精神科の

現状に怒りを込めてこの本を纏めてみたいと思います。 

しかし、肩が凝らないように、時々脇道に逸れながら、そしてなるべ

く具体的に。そのために重複する部分が随所に嵌まり込んでいますが、
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年寄のくどさと大目に見てお許し下さい。そう、私達の＜医療法人如月

会若草病院というホームページ＞に記載している文章や図表なども借用

しています。両者を平行して読んで頂くと精神科医療の世界が更に分か

り易いかもしれません。         ２００６年１０月３１日 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 更に「ＥＳの実際を私自身の体験から」という１章だけを抜き出して

掲載しておきます。 

 

 ・・１章「ＥＳの実際を私自身の体験から」・・・・ 

 

  ＥＳという処置がどんなものであるか、具体的に述べます。これは患

者の治療のために使われる手段ではなく、「治療者の都合や家族や社会

一般の身勝手な防衛」などのために、管理の道具として使われる「犯罪

行為」なのです。 

  恥ずかしいことですが、私自身、医者になりたての数年間、この悪魔

の処置を実際に何回か使いました。八王子医療刑務所に勤務していた時

代に２例。そして宮崎県立の精神科病院である富養園に勤務していた時

代に３例。２つの民間の病院で２例ずつ。……多分この９例くらいの患

者さんにやっているでしょう。一人の患者さんに３回以上はしていない

ように記憶しますから、１５～２５回、患者さんの脳実質に電気による

障害を私自身が与えているのです。このことで甘えた言い方を許して頂

ければ、 先輩達に「使わされた」のです。先輩医師や看護師達の指導に

従って見様・見真似で「してみた」のでした。 

  ロボトミー批判の文献は読んでいましたから、「この行為も精神障害

者の人権を侵害する行為ではないか」という想念は頭の片隅を走りまし

た。しかし、深く捕らえず、この当時の精神科医療の雰囲気に飲まれて、

軽薄にも「先輩達の真似」をしたのです。これは私の心の中に潜む癒し

難い「いいかげんさ」なのですが、その被害者には心からのお詫びをさ

せて欲しいと思います。ＥＳの禁止運動を始めているのにはその償いの

気持ちが強く働いています。直接には患者さんが被害者ですが、周りの

雰囲気に飲み込まれて犯罪行為に手を染めてしまう若い医者や看護師達

もまた被害者なのです。今またこのＥＳを＜若い医者に指導するとんで
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もない精神科医＞が大学病院の医局の中にも現れ始めたようです。 私自

身がした罪「ＥＳという処置の実際」を思い出すまま記しておきましょ

う。 

ａ、火傷跡が残らないように 

  思い出している患者さんは「体が大きくて他の患者さんや職員への暴

力が激しい」統合失調症の患者さんです。職員が３人がかりで当たって

も手を焼くような大男だったのですが、３人もの職員が取り囲めば＜興

奮するのは当然＞のことだったと今、回想します。 

  職員の指示に従わず暴れるような患者は＜屈強な職員が取り囲んで

「ＥＳをするぞ」という病棟の管理構造＞がこの大男を興奮させ、その

結果として、＜ＥＳの使用を当然必要なものと思わせる状況を作ってい

た＞と言えます。暴れている患者さんにＥＳをする時には、先ずは患者

さんを数人の男性職員で押さえ込んで、麻酔剤の静脈注射を射って眠ら

せます。そして、患者さんの前額左右のこめかみをアルコール綿で拭く

のです。両眼の上１～２センチ、その外側２～３センチ。ほぼ３センチ

四方２か所。 

  ここまで看護師がして、この段から後が私の仕事でした。ここに２つ

の電極を当て電気を流すのです。この３センチ四方２か所は電気が良く

通電するように脂肪分をふき取らなければならないのです。中途半端だ

とこの電極を当てられた部分の皮膚が火傷することになり、１０円玉の

ような傷跡を残すのです。 

  左右のこめかみを拭きながら私は「病棟の管理のためにはやむを得な

いか」、「職員の苦労を防止することも考えなければならないか」、「しか

し、この患者さんの脳機能を低下させることになるわけだから、暴力と

一緒の犯罪だ」……などと考えていたのでした。 

ｂ、真剣な「ＥＳ技術者」としての自分 

  しかし、アルコール綿で拭いた左右のこめかみに電極を当て１００ボ

ルトの電流を流す段となると私は真剣な「ＥＳ技術者」になってしまい

ます。 

  スイッチを押すと、患者さんは即刻、てんかん大発作を起こして全身

が痙攣するのです。当然、頭も激しく揺れます。頭が動かないように看

護師の一人はベッドの先端に腰を屈めて入り込み、頭を両手で固定して

くれます。しかし当然のこと、それでも少しは揺れるのです。そこで私
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としては当てた電極がずれないように両腕に力を一杯込めて当て続けな

ければならないのです。外れてしまうとこれもまた、火傷の原因になっ

てしまいます。看護師は患者さんの身体に直接触れるのですから、感電

しないようにゴム手袋を嵌めて緊張しています。 

  この間２～５秒くらいのものなのですが、心を鬼にする時間は相当長

く感じられたものです。私の額は汗びっしょりになっていたのでした。 

  そう、１０円玉傷を長い間残す患者さんは結構多いのです。この傷は

前額の両脇にあるのですからかなり目立ちます。 

  ある日のデイルームの光景は異様でした。この当時の患者さんの居室

は６人から１０人は入るような大部屋が主流でした。それも、畳の部屋

で、６人部屋に７人、８人と詰め込んで入れられることも多かったので

す。病棟の真ん中に、食事をしたりテレビを見たり作業をしたりする部

屋があってこの部屋をデイルームと呼んでいました。 

  ある日のデイルームの長椅子に座っている４、５人の中の３人に１０

円玉傷がくっきりと目だっていました。同じマークの傷を負いながら、

お互いの顔を特別視するでもなく、無視しあって同じ椅子に並んでいる

のです。 

  この光景は私の心を寒々とした気持ちにさせたものです。ＥＳによっ

て、そこまで感情が鈍麻して、意欲を無くすのです。「あいつの額に変な

傷がある。俺の額にもあるのだろうか」などという想念が沸かないので

す。「お前の額には傷があるぞ」という言葉が沸かないから「俺の額にも

あるのかもしれない」という思考が起こらないのです。 

  火傷する程の大量の電流を「人間の思考の中枢である脳」「微妙な機能

を持った複雑な臓器である脳」に流すのです。その結果、患者さんは人

工的な痙攣発作を引き起こして泡を吹きながら身悶えるのです。 

ｃ、排尿させ、割り箸を噛ませ、シャツやベルトやズボンを緩める 

  もう少し詳しく述べておきましょう。痙攣発作を引き起こすというこ

とから、ＥＳを施行するに当たって看護師さん達が準備しておく仕事は

以下のようなことです。 

１．排尿させておく。 

   ：てんかん発作が来ますから、尿失禁をしてしまうのです。 

そこで、その量が少ないように、という配慮です。 

２．前日から絶食させておく。 
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   ：てんかん発作を起こすのですから、胃の中に溜まった食べ物を吐き

出して窒息死することもありますので、その予防です。 

３．ハンカチで覆った割り箸を上下の歯で噛ませる 

  ａ、てんかん発作で舌を噛み切ってしまうことがある。その予防です。 

  ｂ、痙攣が始まったら上顎と下顎に両手を添えてこの割り箸を噛ませ

るのですが、その力を入れ過ぎたらいけません。歯を折ってしまう

ことがあるから、適度の力で加減しなければならないのです。そこ

いらは「ベテラン看護師の腕の見せ所」。 

 ｃ、顎関節が脱臼しないように適度に抑えることも技術の一つになりま

す。 

４．シャツやベルトやズボンを緩める（てんかん発作の時に手足の骨折

をしないように 

 

  吐物の誤飲による窒息は一番怖いことなのですが、暴力が酷かったり

する患者さんの場合には「絶食させてから」等という時間が掛けられず

に、即刻その場でＥＳを始めるというようなこともよくありました。 

  例えば、「５時を過ぎたら職員が帰ってしまって手薄になるから、今の

うちにやっちゃえ」という具合です。先輩達は「大丈夫、大丈夫。滅多

なことでは死なないよ」と太っ腹な声で言うのです。今思い起こすとこ

れは恐ろしいことです。この言葉の裏には「死んだところで、大した連

中ではないよ」という響きがあったのです。まさに人間扱いではなく、

弱い動物達を守るために獰猛な怪獣を退治するような雰囲気で。 

  ２６～７才の私は情け無いことに、それに対して抗議らしい抗議をし

ていないのです。悲鳴を上げて四肢を痙攣させ、くねらせながら、口か

ら泡を吹いて、全身蒼白となる姿は初めのうち、私には言葉にできない

驚きでした。チアノーゼを起こした唇が徐々に血の気を取り戻して行く

のを見ながら、雛医者の私は「病棟全体の管理のために本当にやむをえ

ないことなのか」と考え、結論を出せずに従っていたのでした。「これは

治療ではない」とはっきり認識しながら。 

ｄ、ＥＳのある病院なら使っている 

  私自身は３２才の時に今の病院の前身である若草医院を開業しました。

１９床の有床診療所で、内科・精神科を標榜していました。宮崎駅前の

繁華街の中ですから閉鎖病棟の全くない中での入院治療には色々の苦労
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がありました。しかし、この開業の時以来、ＥＳとは完全に縁を切って

います。 

  その後、現在地に移転して１６４床の若草病院を開設しました。そし

て３１年経ったのですが、一緒に仕事をして来ている中江建夫（現在、

若草病院院長）と話し合った言葉を思い出します。いつの日だったか定

かでないのですが、この言葉には重みがあり、はっきり覚えています。 

  それは「私達の病院にＥＳの器具を置くことだけは止めましょう」と

いう言葉です。 

「有ればつい使ってしまいますよ」という言葉が中江から添えられ、私

も頷くのです。私達は、「そう、○○にも、●●にも、有れば使いたいで

すね」、「そう多分、二人ともＥＳの有る病院なら使っているでしょう」

などという会話を交わしながら、「絶対に置かないこと」を誓い合ったの

でした。○○君も、●●さんも幻覚妄想が激しくて、患者や職員への暴

力が絶えませんでした。離院をしては、家族へのしつこい暴言・暴力を

繰り返し、若い男の職員は「夜中に叩き起こされては迎えに行く」とい

うイタチゴッコが何十回行われたでしょう。警察の厄介になることも

頻々でした。病院中が手を焼いていた患者さんだったのです。 

  多分、患者さんも職員も「あいつ等さえいなければ……」と考えるよ

うな「厄介な患者さん」だったのでした。 ＥＳを使ってこの人達を沈静

させることができていれば、もっと他の患者さんは安心して「治療に専

念できた」のかもしれません。そして、少なくとも職員の苦労は少なく

て済んでいたでしょう。 

  しかし２０数年このスタイルでやって来て「やはり、私達のやり方は

間違っていなかった」と考えています。「○○君や●●さんに『ＥＳを使

わず』に皆が（職員も患者も）苦労することは」むしろ「患者さん、皆

のために役立った」、「職員、皆のために役立った」のです。 他の患者さ

んも＜「○○君や●●さん」が職員から大事にされる様子を見ることが

できた＞ということは、他の患者さんにとっても嬉しいことで、治療的

な効果を上げることに繋がっていたと考えています。 
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第５章  家族療法のこと 
 

  先に、自立支援アパートは「家族療法の治療場として 適」と書きま

したが、精神科の全ての疾患に家族療法の考え方は大切で、治療を進め

るための基礎とすべきことです。 

  人格の基本は家族の中で作られます。生まれた白紙のままの心の子供

にとって、両親や兄姉はとても敵わない絶対者なのです。それは神様で

あり、悪魔のようなものでもあるのです。そこで、家族との関係のとり

方は＜心の中に深く刻み込まれ、人格の基礎素材となる＞のです。 

  こうして家族のそれぞれは、様々なレベルで＜互いの心理を左右し、

束縛しあう＞ことになります。 

下の写真は母を中心にした私の４人兄弟の姉と妹です。弟（６１歳）

は写真から抜けていますが、姉には気を遣わされたものです。私は＜姉

は弟のほうを贔屓している＞と考えていたのでした。 

 

姉７１歳      私６７歳      母９７歳  妹６４歳 

家族関係は 

１. 良い方向に行くと「協力」「励まし」の力が建設的に重ねられて行く。

＜協調家族（健康家族）＞ 
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２. 悪い方向に歪み始めると、悪循環を繰り返し、泥沼に入り込んで、前

途を見失ってしまう。   

 ＜過保護家族（指導力欠如）＞  

   ＜過支配家族（過干渉）＞ 

３. そこで、夫婦対立・親子葛藤・兄弟不和などが拡大し、 

       過依存／我が儘／非行・・・から、家庭内暴力／様々な神経症／

引籠りなどの適応障害・・・に至る、  

のです。 

 私という人格の基本は２０年前に死んだ父と、この９７歳の母の下に

作られたのですが、母と父の母（私の祖母）との凌ぎあいはかなりあっ

たのでした。祖母の私に言った母親の悪口は結構鮮やかに残っています。 

父は呆けて死んで行ったのですが、ある日、母に向かって「良い人が

いますが、お見合いしませんか？」と言ったのだそうです。がっくりと

「情けなかったけど」と言う母に、私は「心からお母さんのことが好き

だったということの証拠でしょ。嬉しく思わなきゃあ」と言ったもので

す。 

更に様々あるのですが、息子と孫と私との関係に絞って説明してみま

しょう。左の写真の周りの兄弟達もいろんな形で関係しているのですが、

省略して要点だけを述べます。 
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 未だ思春期を残している私はシューベルトを歌っています。孫は「こ

いつは何だ？」と見上げています。「ブロック遊びをしてくれる筈なの

に？」と考えているのでしょう。「僕はブロックの入ったケースを持ち出

しているのになんだ？ この爺、わからんか？」という顔で見上げてい

ます。 

 どんな家族にも様々な葛藤が隠されています。競争～嫉妬、優越～劣

等、愛する～憎む、責める～許す、諦める・・などなど、様々な陰性感

情は協調家族（健康家族）の中でもたっぷり燻っているのです。 

人間は弱肉強食の哺乳類の延長の上に、ちょっぴりの精神を持ってい

るだけなのです。完璧な家族は何処にもありません。結婚という「２つ

の家族が重なり合って生まれる新しい家族」の中で、それは又、新たな

燻りを始めるのです。 

４人の子供を生んでくれた妻は、私の母のことをこう言ったものです。 

「この前ね。素敵なバラのお庭があったの。それは見事で、私が『綺麗

なバラですね！』と言ったの。そしたらお母さん、『家のバラはもっと綺

麗』とおっしゃるの！」と。これは笑いながらの言葉なのですが、ここ

には超え難き深い溝があるのです 

よく、「隔世遺伝」と言いますが、＜「こんな親にはなるまいぞ！」と

思うから、祖父と孫が似ることになる＞のです。 

私と息子（長男）の関係で言うと、 

 

私は 

＜３８億円の借金を重ねて、更に事業を拡大したい＞ 

と考えている。 

ところが、この孫の親父、つまり私の長男は 

＜なるべく早めに借金を返したい。今は金利が安いから 

運営できているけど、金利が上がったら即刻倒産だ＞ 

と考える。 

つまり、私は大胆に拡大方向。長男は慎重に縮小方向というわけです。

どちらも真剣ですから、火花が散ることになります。すると「火の粉」

が孫の上に散って孫の精神の成長過程を左右することになるのです。 

孫がわがままを言って聞かないと、私の息子は、「何処かに、こいつに

似た奴がいるよなあ！」と、嫁に言うことになるらしいのです。 



51 

 51 

この写真はブロックを壊す孫です。 

瞬間、私の

作ったブロ

ック積み木

に感動して

い ま す 。

「こんなの

俺には作れ

ないぞ」と。    

しかし、孫

は瞬く間に

めちゃめち

ゃに破壊し 

始める行為に移るのです。どうやら自分が作ったものより立派なものは

許せないということのようなのです。 

どんな家族にも様々な問題があり、感情的な対立が起こるのです。そ

れが一定の

境界を超え

ると、治療

を要する症

状を生むこ

とになりま

す。 

私はこの

家族の中の

人間関係の

治療を家族

療法と呼ん

でいるので

す。 

この治療で一番大切な点は 

＜症状を持っている人だけが悪いのではなくて、家族全員にそ 

れぞれ責任がある＞ということを、互いに心から認め合う。          
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ということです。そこに辿り着いて初めて、家族療法が完成の方向に動

き始めるのです。 

そこまで持って行くために＜家族面接を繰り返すのですが、家族が同

じ空間の中にいると、冷静に自分の心をコントロールできなくなり、限

界を越えることがしばしば起こります。 

 暴力、リストカット、非行グループとの交流などの段階から、自殺、

殺人、放火などの大きな事件に至るまで。ここまで進行しそうなケース

の場合には放置はできません。この段階では特別な治療を必要とします。 

 私は＜対立している家族のどちらかが「一旦、家を離れる」という手

段を取って、面接を繰り返す＞のが一番理想的と考えています。面接の

間隔は＜２週間毎のケース＞から、＜１～３カ月毎の期間のケース＞な

ど様々ですが。場合によっては１年以上の期間を置いてというケースも

あります。強制的な入院治療を必要とするケースが多いのですが、＜可

能な限り早めに「自立支援アパート」に移す＞ことが大事です。 

 

家族療法のことはもっと細かなところまで掘り下げて説明してみたい

と思いますが、強調しておきたいことは＜自立支援アパートの充実の問

題と家族療法という治療手段の進展は表裏一体の関係＞ということです。 

 

第６章 

「時間」と「人」ということ 
 

  精神科の治療には＜短期間の完全治療＞を期待してはいけません。 

「薬物療法が発達した」と言われますが、完全治療に至るものは、甘く

見て、２０％を越えないでしょう。「完治するまで入院させておこう」と

いう発想では、むしろ症状を悪化させるばかりなのです。 

退院させるために、薬物大量療法、デポ剤投与（薬を飲みたがらない

患者さんへの強制的筋肉注射）、電気ショックなどを使用している病院も

あります。しかも国はそれを勧めている傾向すらあります。 

しかし、先に述べたようにこれらの手段は治療ではなく、＜患者の人

権を無視した究極の管理＞に過ぎません。これは一般社会や患者さんを
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抱える家族、そして治療者が＜「苦労したくない」と考えて生まれる人

権侵害＞なのです。患者さんは＜心だけではなく、体までぼろぼろに破

壊されていく＞のです。これらは正に、家族療法に逆行するやり方です。

「俺たちは正しい。間違っているのはお前なんだから、やむをえないだ

ろう」と、家族の側が心を腐らしてしまって言っているのです。つまり、

患者として邪魔者扱いにして放り出しているということです。 

  人間の精神や心理の改善には「時間」と「人」を要します。そのため

には「長期治療のための柔らかな治療構造」が必要なのです。自立支援

アパートの中の自由な生活の中で生まれる様々な人との関わりは＜新し

い心の準備の拠り所＞となります。 

 

   ①「俺と同じような悩みの人がここにもいたんだ」 

＝（俺だけはないんだ） 

   ②「彼も努力して、仕事に就けるようになったんだ」 

＝（俺も挑戦してみよう） 

という具合に。 

これは家族療法としての治療学習と呼んで良いでしょう。 

  こうして＜家族から離れて一人で自立支援アパートに住んでみる＞だけ

で、良い方向への転換のチャンスが掴めたりするのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               てげてげ倶楽部での家族会の風景 
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家族療法が旨く進展すると、早い人では＜２～３ヶ月＞で自宅に帰れ

るようになります。遅い人だと＜１～３年＞を要する場合もありますが。 

ところがそれを超えても帰らなくなる人が、かなりの数残ります。第

１８章の＜自立支援アパートの経営の実態＞の中で、２年以上入居して

いる人の数を挙げていますが、その割合が全体の６割から９割近くに及

んでいます。この中には高齢者の割合が多いのですが、結構若者にもあ 

るのです。 

家族は「何故 

帰らせてくれな 

いのですか？」 

と不満を訴えて 

くる場合があり 

ます。正にこの 

親は子供の 

＜「未だこの家 

には帰れない」 

と判断している 

てげてげ倶楽部の夕食後の団欒           気持ち＞を理解 

できていないということです。子供から見れば、そのことが感じとられて「自

分の安心できる空間」として、家よりもこのアパートの方を選んでいるのです。  

時間と人はこの空間の中で育まれて行くのです。 

 

第７章 

「一つの大家族」と見なす雰囲気作り 
   

このアパートは様々な面で「特殊な集団にしたくない」と考えてきま

した。平均的な社会の中の「普通の集団」として運営しなければ「住み

やすいところ」にならないと考えたのです。 例えば、「きさらぎ大空館」

の中には老人と若者が同居しています。 

 

それは 
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  老人だけだと、 

     老人ホームという、背景にお墓だけがみえる、 

＜沈静で陰鬱な色＞が濃厚に付く。 

  賑やかな若者が混じっていると、 

      老人達の心の中にも＜明るい光が射し＞笑顔が冴える 

と考えるからです。 

若者達にとっても、 

   登校拒否や引き籠もりなどだけの 

＜行き詰りの、希望の消えた陰鬱で暗い集団＞ 

ばかりではではない。 

    ゆったりと動く、穏やかな老人の姿は、 

心の焦りにゆとりを生ませ、静かな空気＞を届けてくれる。 

のです。 

  お金持ちだけの特殊な集団でもいけません。「独り善がり」は人間の心

を腐らせ、暗闇に追い込んでしまいます。そこで、生活保護受給者も同

居できるように工夫しています。 

大空館の場合で言うと、各階に２室だけ「家賃２万８０００円の部屋」

を設けているのです。（宮崎では生活保護だと２万９５００円が限度）。

２室だけにしているのは、生活保護の入居者が増え過ぎると、またそれ

は特殊な集団になってしまうからです。 

私は＜経済に縛られた現代人の社会意識＞を以下のように大雑把に３

グループに分類して＜「１．８．１」の理論＞などと呼んでいます。 

    １０％ 上位。たっぷり恵まれた人。 

１０００万円／年を越える手取り収入。 

       （移動はグリーン車かハイヤー、運転手つきの自家用車） 

８０％ 中間層。労働時間や努力度合に応じて収入を貰える管理さ

れた家畜のような大群。（雨の日も風の日も、満員電車の吊り

革に掴まって通勤するか、天気や価格を気にしながらの農

耕・漁業・商業に勤しむ） 

    １０％ 下位。恵まれることを諦めた人 （生活保護はこの社会

システムを正当化するための必要経費）。 

  一般社会の中では「貧しい者」も「お金の余裕のある者」も、同じ空
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間で過ごし、相互を認めあっているのです。お互いを理解し、認めあう

ことが、精神的健康を育んでくれると考えます。偏った特殊人だけの集

団の中では「人の心は歪んでしまう」のです。 

  こうして、＜一人一人の、様々な人との繋がり＞ができると、全体が

「一つの大家族」になります。親子間、兄弟間の葛藤が＜心の中で燻り、

暗い心を引きずって来た人達＞にとっては、この中で＜理想の親兄弟を

見付けて、心の整理の段階に入って行くというチャンス＞が掴めること

になるのです。デイケアや訪問看護、診察室での精神療法、心理療法な

どの手段で、医師・看護師･ケースワーカー・心理療法士・作業療法士な 

どなどの職員が治療者と 

して関わっていくのです 

が、 終的には同じ建物 

の中に入居し、毎日顔を 

突き合わせている入居者 

同士が一番の治療者にな 

るのです。 

対等の関係になれて 

初めて、心はのびのび自 

由になれ、自然な振る舞

いが可能となるのです。 

仲の良い親友関係を超えて＜恋愛から結婚、そして子供も生まれる＞

という経過を辿どる人もかなりの数おられます。つまり、家の中では出

来なかった＜様々な社会体験の実践的練習場としての治療場＞なのです。 

囲碁、将棋、マージャンなどの遊びを通したり、飲酒パーティもあり

ます。第２土曜日にはコンサートがあります。ピアノ、ギター、カラオ

ケ、時にはオリジナルダンスなど様々ですが。 

若草クリニックや若草病院のデイケアのプログラムと連動する部分も

多いのですが、作業療法やレクレーションなどを通しての様々な人の関

わりも、＜大家族意識を深めていく大きな力になっています。 

作業療法は人間関係のとり方の学習の場と考えてよいでしょう。老人

介護、売店、印刷、パソコン作業（文章打込み／ホームページ編集作業）、

園芸木工・陶芸・機織りなど、様々な作業があります。それぞれの作業 
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で様々な程度の差がありますが、 

お互いに＜聞きあったり、助けあ 

ったり＞しなければなりません。 

こうして人とのつながりが深ま 

って行って、心が安らいで来るの 

です。 

薬物療法は＜作業療法や家族療 

法を進めるための準備手段＞に過  木工作業を訪問するケースワーカー 

ぎないのです。           

それだけで治療が完成すると考えてはいけません。薬物に頼りすぎる

と、薬物依存症になって更に症状を深める結果になってしまうのです。 

部屋に籠もっていては駄目です。ほんの少しでも良いから他人との空

気に触れなければ治療は進行しません。人とのかかわりを深めて行くこ 

     とが治療の根本的な目 

標なのです。 

ただ＜その場が落ち 

着けばよい＞では駄目 

なのです。作業療法、 

家族療法を通して初め 

て治療が完成すると考 

えて良いでしょう。 

陶芸工房には２人の 

                      先生がいます。一人は 

陶芸工房と機織工房             作品工房。一人は製品 

                      工房です。湯呑や皿な 

どの日常品は製品、思 

いのままのものは作品 

というわけ。 

                 機織工房ではテーブ 

                ルクロスやマフラーな 

どの織りものに挑戦し 

ているようです。 

宮崎市の郊外の高岡
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花見の運動場・農作業場

には筍林や様々な雑木林

があります。 

                      ビニールハウスにはエ 

ンドウや葱やレタスなど 

                     の野菜が植えられていま 

                     す。夏にはトマトやキュ 

ウリなど。収穫物は支援 

アパートの玄関で売って

います。 

                      左の写真は 2011 年 12 

月 19 日のものです。ラッ 

キョウを作っているとこ

ろを往診がてら撮影して 

来ました。この農作業場

は拡大中で、貯水池や排 

 

 

水溝などを巡って工事は日々展開していま 

す。ここのショベルカー（ゆんぼ）やダン 

プカーに挑戦する若者もいます。 

 

ビニールハウス 

の敷地は 2000 坪あ 

ります。 

赤い屋根の 2階建 

てが休憩室。 

白い屋根が大根や 

芋の水洗い等の 

作業室。夏の午 

後は杉林のカー 

テンの涼しいお 

茶のみ場。 
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第８章 

「往診家族療法」のこと 
 

 往診家族療法という本からいくつか抜粋します。この本は若草病院の

印刷班で製本したもので、出版はしていません。しかし、私の個人ホー

ムページに全文を掲載しています。製本日は２００９年１０月３１日の

もの。その表紙には以下のように記しています。 

 

往診家族療法   

：病院や心理治療の相談所まで行こうとしない子供達、連れて行け

ない家族  

 

閉じこもり、不登校、家庭内暴力、非行・人格障害への発展、 

犯罪の防止のために 

個人 家族       地域 学校   国家 世界 

子供だけではなく、  地域集団や学校集団、広くは国家の有様 

家族全体が変わらな     政治 経済 文化交流 戦争な 

ければならない       を通して海外からの様々な 

              影響を受ける。 

メール、電話、手紙、会話記録、カルテ記録など具体的な資料に基づいて 

 

この中から、以下のようにテーマを絞って転載します。家族療法を続

けていく上での自立支援アパートの意味を考えて頂きたいのです。 

（１）はじめに   （２）第１章 往診家族療法 

（３）第５章 強制入院という手段の中の １  強制入院の進め方  

 

（１）・・・はじめに・・・ 
学校不適応～家族内不適応の子供達が増えています。不登校、非行、

家庭内暴力、引き籠もりなどの症状を示すのですが、これは子供達の「大

人に対する訴え」と考えなければなりません。ところが大人も＜不完全
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なまま大人になっている＞ために＜子供達の訴えに気付かない＞、ある

いは＜気付いても応えられない＞のです。 
 応えて貰えないと、子供達の病んだ心はますます暗闇の中に沈んで、

様々な症状に拡大して深刻になって行きます。これはつまり、大人の心

の中の「病んだ部分」が、子供達の心の中に影を落とし、＜病みが伝染

してしまう＞と解釈して良いでしょう。 
 この子供達の訴えへの＜気付きの度合い＞について言うと、父親と母

親、つまり夫と妻の間には様々な差異があります。この差異は、頻々、

夫婦対立の原因となり、離婚に至ることも希ではありません。この対立

のエネルギーが更に子供の症状を悪化させることも多いのです。 
 
 様々な形で「親子での交流不全の関係の時間」が始まるのですが、こ

の時間が経ち過ぎると、子供の性格の障害を深め、傷を深くしてしまい、

なかなか改善されないという事態に至ることになります。そして、社会

に出られない人間、引き籠もりのままで「人生の楽しい時間を浪費して

しまう人間」になってしまうのです。あるいは、片方では、犯罪を犯す

など「反社会的な行動に至る人間」……などなどに固まってしまいます。 
 これが人格障害と呼ばれるひとつの疾患群です。私は犯罪の殆ど全て

の背景にこの人格障害があると考えています。 
 もしかして、「うちの子は犯罪までは犯さないから、まだ良いや」と考

えておられる方々がおられますか？しかし、それでは「親としての勤め」

を果たしたことになりません。広く言うと、＜子供の治療に努めない＞

ということは子供の「虐待に当たる」と私は考えています。 
 
 こういう傾向の子供たちを抱える多くの家族は、その指導上の上で極

めて不器用なのです。子供を諭せない、子供たちを病院や心理相談所な

どの治療場に連れて行く説得ができないのです。 
 ＜病みが伝染する＞と述べましたが、子供たちの人格の基礎は家庭の

中で築かれるのです。親兄弟の真似をして、あるいは親兄弟を反面教師

として育っていくのです。 
 ２才～３才の幼子の「ものの言い方」「食べ方」等々の何気ないちょっ

とした動作や表情、そんな細かなことまで「親兄弟のそれに似る」のは

良くお気付きでしょう。 
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 「あんな親にだけはなりたくないぞ」と考えていると正反対の子供が

出来上がりますが、その子供の子供はその正反対になるのですから、お

じいちゃんに似てきたりします。これを隔世遺伝と呼ぶのですが。 
 子供は「親戚付き合い」や「隣近所との付き合い」からも何らかの影

響を受けます。しかし、親兄弟からの影響がほぼ９９％と考えて良いで

しょう。歩き始めて、カタコト言葉が始まる頃には人格の基礎工事は終

わっていると考えてよいのです。 
 やがて保育園や幼稚園で「家族とは違う集団」の中で過ごす時間を持

つことになります。「威張る子」「苛める子」「自分よりも褒められる子」

「遠慮や我慢をしないと怖い先生」等々の中で＜「我が儘が通せない」

「我慢しないといけない」等々の体験学習を重ねて行く＞のですが、こ

れらの学習成果はカタコト言葉が始まる迄に出来上がった基礎工事の上

に積み重ねられて行くと考えてよいでしょう。 
 
 小学校や中学校に上がると＜集団行動としての学習～訓練＞は更に拡

大し、人格は＜発展～修正＞されて行きます。どんな人と出会い、どん

な体験をするかによって＜良い方向へも悪い方向＞へも進むのです。し

かし、この＜発展～修正＞の大まかな方向を決定するのも、これまでの

「家庭の中で築かれた基本的人格」なのです。 
 この基本的人格は思春期を迎えるまで大きな変化はなく、多くの親か

ら見ると「満足の行く良い子」である場合が多いのです。ですから、思

春期を過ぎる頃には「あんなに良い子だったのに」という言葉が聞かれ

ることになります。 
 
 「思春期」は性ホルモンの活動によって引き起こされるのです。心理

的なものよりも生理的変化に基づく変化と言って良いでしょう。これは

中学への入学前後から高校卒業の前後までの期間ですが、小学時代は「学

童期」と呼ばれます。 
 思春期と学童期の大きな差は＜身長や体重（体力）＞、＜知識や情緒

や意欲（精神力）＞が大人に近付いて対抗～反抗できるようになるとい

うことです。そこで＜親達（大人達）からの「管理～支配」を逃れ、押

さえ込もうとする親達（大人達）への反抗が激しくなって行く＞のです。 
 性ホルモンが性欲を刺激し、異性を意識し始めます。それは同時に、
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自分と同じように異性を意識し始めた身近な同性との関係をも深めて行

くのです。 
 競争相手であり、相談相手であり、「勝ち負け」「憎しみ」「羨望」など

の対象になったり、親に話せないことを話し合える「手と手を取り合っ

た相談相手」～「親友」になって行くのです。 
 こうして、「自分以外の他人の人格に直接、深く触れる」機会が増えて

行くことで、自分の中の＜大人世代に「歪まされて育った窮屈な人格」

を気付かされる＞のです。 
 その修正作業がこの思春期の大仕事です。この＜親達（大人達）への

反抗から生まれる様々な症状＞を引っ括めて私は「思春期自己確立葛藤

症候群」と呼んでいます。 
 この親や大人への「反発心の燃え盛り」は親友や恋人を作るエネルギ

ーなのです。つまり、親を離れるエネルギーは親友や恋人から貰うので

す。 
 海を走るヨットに例えてみれば「どんな人と出会い、どんな体験をす

るか」は風。「基本的人格」はヨットの帆や船体の形や機能なのです。こ

のヨットの＜感受性～柔軟性～堅さ～脆弱性＞はこれら「帆や船体の器

材の材質」に規定されるのですが、それは父・母から遺伝させられた生

理学的に規定される要素と考えて良いでしょう。 
 
 つまり、この小学校から中学校までの＜発展～修正＞は必ずしも成功

しないのです。いえ、むしろ＜無理な努力～歪んだ努力＞のために悪化

することが頻々です。 
 子供達の心理に無神経な先生、苛めや非行などで荒廃した学校、ポル

ノや様々な犯罪に満ち溢れた地域社会……等々の＜即座な矯正の困難な

社会環境＞の存在。これらは、＜発展～修正＞どころか、悪化の方向へ

の強大なエネルギーとなるでしょう。そこで、＜集団行動の学習～訓練

のために「努力すればする程」＞、子供の症状が悪化してしまうという

ケースは頻々なのです。 
 ここで家族は、えてして「友達が悪かったから」とか「先生が悪かっ

たから」と言い始めます。教育委員会にまで怒鳴り込む親もいます。 
 友達や学校が悪いというのは一面の事実です。しかし、「悪い先生～悪

い学校」「悪い友達～悪い社会環境」のせいだけにするのは間違っていま
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す。＜悪い先生、悪い友達を旨く払い除けられなかった子供＞という感

覚こそ大切なのです。 
 そして「そんな子供を自分達が作った」とういう自覚がもっと大切な

のです。 
 学校や社会が＜不完全で害悪をもたらす危険性が潜んでいる＞ことは

必然のこと、自然なこと、修正不能のことなのです。 
 ＜いくら健康に気をつけても病気や死を逃れられない＞、 
 ＜いくら気をつけても交通事故などの突発的な事後は逃れられない＞ 
という事実が示すように、完全な学校や完全な社会の成立は「有り得な

い」のです。社会はそれに向けて努力して発展して来たのですが、決し

て終着駅はないと考えておくべきでしょう。そればつまり人間は＜「勘

違いや地震や台風や火災や転落死などの危険」から絶対的には逃れられ

ない弱い存在だということなのです。 
 
 ＜悪い先生、悪い友達を旨く払い除けられなかった＞と表現しました

が、これは子供の「様々な状況へ適応して行く柔軟性が乏しい」と解釈

して良いでしょう。つまり学校で体験される＜集団行動の学習～訓練＞

を通しての人格の＜発展～修正＞の作業が成功するためには家族の柔軟

性が必要なのです。 
 ＜発展～修正の作業が成功するか否か＞は家族の中で生まれた「基礎

人格の持つ柔軟性の度合い」による、それは即ち＜両親の人格そのもの

によって構築された＞と考えてよいのです。 
 
＜発展～修正＞に失敗すると、子供達の歪みは悪い方向に強化されて行

きます。子供達と家族とは同じ水槽の中にいる魚達のようなもので、水

槽の中の水の濁色はお互いには見えません。 
 子供達の「歪み～躓き」にいち早く気付いて、この水色の異変に目を

向けられるのは、＜親戚の誰か、近隣の家族、幼稚園・小学校・中学校

の担任教師……＞などなどの「身近な他人」です。 
 ところが隣の家族も学校も、家族と同じく、その指導に当たって極め

て不器用なのです。多くの場合、隣人も学校も、家族と同じくこの子供

達を厄介者と見て排除しがちです。触らぬ神にタタリなし、とばかりに

遠ざかり逃げるのです。 
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 ある家族は「アナタさえ居なければ」と言います。ある隣人は「隣の

子供とは遊ぶな」と言います。ある学校は子供達を＜児童相談所や警察

や少年鑑別所などの管理施設に即座に追い遣る＞のです。 
 司法警察国家としては＜それをしないことは職務怠慢であり、犯罪に

なる＞と考えている教育者もいるくらい、日本の教育環境は膠着し、荒

廃している面があります。 
 あちこちの住宅地に「怪しい人を見たら１１０番」という標語がいと

も気安く掲げられています。司法警察国家の中では＜自分たちの安楽の

ために＞いとも簡単に「厄介は人達を追い払う構造」が出来上がってい

るのです。「怪しい人に声かけられても逃げなきゃ駄目よ」などという言

葉の中で育てられた子供の心が乾いてしまうのは当然のことでしょう。 
 「怪しい人を見たら、側にいる誰かに声掛けよう」なら教育的でしょ

うが、それが派出所の警察官では駄目なのです。管理者としての制服組

ではなくて、普段着の身近な隣人でなければ、それはロボットみたいな

警察国家です。 
 池田小学校の事件以来、校門閉鎖が当然のことのように言われていま

す。社会と学校とは繋がらなければならないのです。「校門閉鎖」や「怪

しい人を警察に突き出す」は短絡的な発想です。そんな手段で犯罪の予

防はできないし、むしろ人の心を殺伐にして更に犯罪の土壌を肥やすこ

とになるでしょう。 
 社会の中の「厄介払いの視線」こそは子供達に敏感に読み取られ、＜

子供達の心の中から豊かなものを枯らしてしまう悪いエネルギー＞とな

って行くのです。 
 そしてまた翻って、その力は＜親や教師の弱い心を腐らせ、健康な社

会の森を破壊するエネルギー＞として増殖されてしまうのです。 
 国際テロもその延長線上にあると私は考えます。武力をもってテロの

制圧はできないのです。＜強大な力で押さえ込み、有無を言わせない＞

という傲慢な存在こそが「テロへのエネルギーを生んで蓄積させている」

のです。イラクやアフガニスタンでアメリカやその追従国家群がやって

きたことは大間違いなのです。 
 
 家族も学校も不器用なのですが、実はこの「子供達を治療する側の機

能」も極めて貧弱です。子供達を「家族や学校が治療の場所に連れて来
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れない」のであれば、治療者が学校や家庭など、子供達の生活する場所

まで出向いて行かなければなりません。 
 ところが、訪問する診療制度は殆ど普及していません。 
 私はこの３０年前後、「往診家族療法」と称して訪問診療を実践して来

ています。この本で、その実態をなるべくわかりやすく、有のままにお

伝えしておこうと思います。子供達、子供達を抱える家族、治療の具体

的な方法と経過などなどを、肩の凝らない形で気楽にまとめてみました。 
 失敗例もそのままに載せておきましょう。飾らずに、有りの儘を知っ

て頂きたいのです。この本が勇気と意欲と理解を生み出すために幾らか

の力になることを祈りながら。 
 家族の方々には、自分達が変わって行くために取り組む勇気を！ 
 治療者の方々には、往診家族療法を組み立てて行く意欲を！ 
 そして、学校や警察やマスコミや地域住民など、その周りの方々には 
 子供達と家族と治療者達への深いご理解を！ 
 
 子供達の治療のためには＜初めの段階で、精神科病床を利用しなけれ

ばならない症例＞もかなりの数に上ります。 
 私達はこのような場合は系列病院である若草病院を利用しているので

すが、この中に思春期病棟を２００８年１２月から新設しました。 
２００８年４月の診療報酬改定で、思春期病棟という診療報酬体系が

新設され、看護師、心理療法士、ケースワーカー等の職種を今までより

も大勢配置できるようになったのです。そこで、若草病院の道路向かい

の古いビルを買収して「赤レンガ館」と名付けて、きさらぎ大空館の中

に所在していたフリースクール遊学舎をこちらに移転しました。ここに

は男女５名ずつの宿泊室もあり、退院した子供達はこちらに居住するの

です。 
 ２０才を超した患者さんは今まで通り、きさらぎ大空館の中の自立支

援アパートに居住します。 
 家族の下に帰れるようになるにはかなりの時間を要するのですが、で

きるだけ早めに、＜管理的な居住環境から「家に近い環境」に移す＞の

です。引き籠もりの子供達への往診家族療法を効率的に進めて行くため

には、入院病棟と退院後の自立支援アパートを準備することは絶対条件

なのです。 
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 以下に詳述する症例は過去１０年以上前のものもあり、今は無くなっ

た治療場も出てきます。日々刻々変化成長して行く私達の治療場では、

普通のことなのですが、そのまま訂正せずに残しておきます。その辺り

はお含みおきの上、適当に想像しなが読んで下さい。 
 
  満ち潮が逆流して、流れの止まった｣大淀川を見下ろしながら 
  西の空には細い三日月      ２００９年１０年３１日 

 
訂正（２０１１年１２月） 

上記の＜２００８年１２月に新設した思春期病棟＞は現在のところ中

止しています。救急病棟を作るに当たっての看護師をはじめとする人員

不足の結果なのですが、なるべく早期に復活して貰おうと期待していま

す。 

 

（２）・・・ その 第１章 往診家族療法・・・ 

１      往  診  の  重  要  性 

  引きこもった青少年を私が往診し始めたのは医者になって３～４年経

った頃だったでしょうか？  宮崎の県立精神科病院に勤めていて、＜自

閉症児を中心とした小児病棟に入院中の中学生＞が外泊した家を訪問し

たのがその始まりでした。 

  不登校のこの少年を往診した動機は、午後になると「明日は必ず行く」

と言うのに、朝になると「まるでコンニャクのように、押しても引いて

も動けなくなる」というその様子を見たいというだけのことでした。と

ころがこの少年は私に往診することの様々な大切さを気付かせてくれた

のです。それは次の２つに分けられます。 

  ａ）観察上の重大さ 

  一つは観察上の重大さです。診察室の中だけの診療と比較すると往診

では数十倍の情報を得ることができるのです。 

  初めての往診で私は少年の家の歴史の刻まれたお屋敷を見、祖母（父

親の母親）のかくしゃくとした姿と言葉に接することができました。す

ると私の中の「少年の心の奥底を考察するための資料袋」がぐーんと膨

らむことになったのです。精神疾患の往診には身体疾患でのＸ線・心電
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図・血液やＤＮＡ検査などの検査手段に相当する面があると言えます。 

  一つの街を理解するということを考えてみて下さい。地図や本や人の

話しで幾らその街に関する知識を重ねてみても、その街を尋ねた人には

負けるでしょう。行ったことのある街はその人にとって特別な街になる

のです。 

  ｂ）治療を進めて行く上での大きな力 

  もう一つは治療上の効果です。少年は「私という他人」が、あろうこ

とか突然「家の中に入って来た」ということで目の色を変えたのです。 

  「学校に行こう」という家族の誘いに「明日は必ず行く」と答えたも

のの、「学校という大勢の他人」の中に入って行く勇気が出せず、全身の

筋肉が力を失っているのです。 

  その姿を「他人に見られる」のは少年にとっては驚きだったのでしょ

う。しかしこの驚きこそ「心の変化を点火する」役割を果たしたようで

す。この少年は数年後（多分、彼が２０才前後の頃）、勤め始めたばかり

の会社の制服姿で私の前に現れてくれたのでした。 

  私は３２才の若さで開業したのでした。病院の管理者に反旗を翻して

ばかりいた私は、雇主が見付けられなくなってしまい、やむなく宮崎駅

前で小さな診療所を開いていました。午前の外来診察が終わってほっと

していると、受付嬢が「診察ではなくて、先生の顔だけ拝見したいとい

う若い人ががおられます」と言います。狭い受付けに入って窓口から覗 

いてみると、会社の制服姿の彼が突っ立っていたのでした。 

その全体の姿には、まだ堅くてぎこちない色香を残しているものの、

仕事に就くことができた喜びが満ち溢れていました。 

  先に「行ったことのある街はその人にとって特別な街になる」と述べ

ましたが、その街に住む人にとって「訪ねて来た人は特別な人になる」

のです。つまり、同じ時間と空間を共にすることによって＜人と人を繋

ぐ＞ことができるのですが、治療者は家族という「心が裸になる特別な

空間」に入り込むことによって、声を掛ける瞬間を手にすることができ

るのです。 

 

２      家  族  療  法  と  は  ？   

  往診家族療法という呼び方はまだ一般的ではありません。私自身が一

寸自信をもってこう呼び始めたのが、１５年程前からのことです。しか
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しその前に「家族療法とは？」ということからお話しましょう。これは

＜家族の一人の精神症状を家族全体の問題としてとらえ、家族全体を治

療の対象とする＞治療方法であると考えて頂いてよいでしょう。様々な

症状で言えることなのですが、登校拒否、非行、家庭内暴力、性格の偏

奇など、思春期の子供達の症状のことを頭に置いてみて下さい。 

  子供の出している症状は「その子供だけ」の問題ではないのです。そ

の子供を抱えた家族全体（あるいは学校全体）に問題があり、その中か

ら生まれているのです。そこで、＜家族全体（あるいは学校全体）の治

療が必要＞となるのです。 

  ところが、多くの家族は「私達には問題はない」「だって、他の子供は

旨く行っています」「この子が悪いんです」と考えているのです。 

  一方、多くの子供は「俺は悪くない。悪いのはお前達だ」 だから（病

院や相談所に）「俺は行く必要がないから、お前達が行け」と言うことが

多いのです。これらの状況での家族の対応を「家族機能の良好なものか

ら順番に」挙げてみましょう。 

 

 対応１  話し合って説得する。 

   ＜子供の信頼を得ることのできる身近な誰か（祖父母、叔父叔母、 

従兄弟など）を交えたりして＞ 

 対応２  「騙したり」「脅したり」「力ずくで」、強引に治療場に連れて 

行く。 

 対応３  警察官や民間救急隊など「力ずくの専門家に同行してもらっ 

て」有無を言わせず、強制的に治療の場所に連れて行く。 

   ・  そこは、単なる収容所である場合が多く、子供は更に傷付く。 

 対応４  感情的にぶん殴る、放置する。 

・ ＜家族への傷害、刑事事件、自殺等の致命的な状況＞に至っ 

て初めて家族や国家機関が動き始める。 

 

  この中で、対応２までのやり方であれば「まだ治療可能性が高い」と

言えます。力ずくでの入院などさせられた子供達は初めのうちは家族や

治療者に激しい敵意を見せます。しかし治療が進んだ段階で、大抵の子

供が「あの時、ああして貰っていなかったとしたら、今の自分はない」

と言ってくれるものです。 
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  対応３となると「子供と親の心を結び直す作業」は不可能ではないで

しょうが、極めて困難となります。それは国立肥前療養所に突然入院さ

せられ、バスジャック事件を引き起こした少年の実例（２０００年５年）

によく示されています。 

  対応４はすでに治療ではなく、心の交流を遮断した管理に過ぎません。

少年法は表面では＜保護と矯正～治療＞をうたっていますが、少年鑑別

所は警察の留置場そのもの、少年院は刑務所そのものです。法律は綺麗

事で、実際には社会治安を優先していて＜隔離そのもの＞なのです。マ

スコミの力を利用して法務警察機構は壮大なるインチキを「さも荘厳に」

演じて恥じてないのです。 

 

  今まで、＜家族（あるいは学校）＞と括弧にいれて表現したように、

子供の心の発展には学校の問題も大きいのです。以下では（あるいは学

校）と付記するのを止めます。しかし、家族という言葉の後にはこの括

弧が付いているものと考えて読んで下さい。 

  さらに学校の背景にはこの国家を支える法務警察機構とマスコミの共

演があるのですから、もう一つの括弧「（国家）」も奥にはあるのです。 

 

  ３  信頼を得られる身近な誰か 

  私が「往診家族療法」を提唱するのは「対応１の段階で治療的に関わ

る」のがベストと考えるからです。治療者はまさに「子供の信頼を得ら

れる身近な誰か」として家族の会話に参加するのです。 

  先に、身近な誰かとして、祖父母、叔父叔母、従兄弟などと血縁者ば

かり並べましたが、学校の先生、近所の伯母さんや爺さんなどもその役

を果たせるでしょう。要するに幼い頃からその家族と何らかの関わりを

持っていて、子供の心が受け入れやすい人であれば誰でも良いのです。 

  ところが、問題を抱えている家族は＜そういう役割を果たせる「家族

の外の人」＞をもっていない場合が多いのです。 

  学校の先生や近所の老人の中などとの繋がりが薄いというだけではな

くて、肉親の中の人達にも相談できない場合が結構有ります。というか、

肉親だからこそ「自分の子供を充分に指導できていないこと（貧弱な情

けない親であること）を隠したい」という心理が働く傾向があります。

そこで家族を治療するための専門家が必要となるのです。 
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  ところで、往診に訪れる治療者は「他人」なのですから、子供達の多

くから次のような言葉が聞かれます。「何故、他人に家の中のことを喋る

んだ」「お前達は何故、他人に頼らないと解決できないんだ」 

  その時に「お前が手に負えなかったから」ではなくて、「私達に力が足

りなかったから」と答えられれば子供は歩み寄って来るでしょう。 

 

  「学級の中」や「家族の中」に入っていけない子供達は＜社会全体か

ら取り残され軽蔑されている＞と考えています。「自分を理解してくれ

る人間など何処にもいない」と考えています。しかし、自分を「産んで・

抱っこして・叱って・守って」くれて来た家族は、いかに憎しみ、払い

除けようとしても ＜自分の体に繋がっている＞のです。そこで、親が外

から連れて来た治療者なんて「自分の味方である筈がない」と思えるの

です。 

  そこで治療者は「確かに君の味方である訳ではない。しかし他の家族

の味方でもないんだよ」と判らせなければなりません。ここまで行って

初めて家族療法が成立し始めるのです。 

 

     ４     治療の手段   

                        強制的な入院ということ 

  家族療法ではお互いに理解し会うために「言語レベルの会話」だけで

はなくて、次のような手段が使われます。 

 

  （１）感情的なぶつかり合い（治療者の前での症状の再現） 

      怒鳴り会う、泣きじゃくる～それを治療者が、親の側についたり、

子供の側についたりして、会話を引き出しながら治める。 

  （２）生活～行動の改善の約束 

      起きる時間・寝る時間、帰宅時間など生活のリズム。食事を一 

緒にする。掃除や洗濯の分担等の役割分担。 

  （３）家族との隔離 

      説得が不可能であれば、強制的な入院によってでも。 

 

  強制的な入院と言うとびっくりされるかも知れません。よく強制入院

は子供の人権侵害だと主張する人がいます。しかし、私は治療を施さず
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に、放置して＜人格障害が進展して閉じ籠り、症状が深みに嵌まり来ん

で行く＞のを予防しないことの方が＜大人としての努めを果たしていな

い＞大きな罪悪であると主張します。 

何もせずに放置することは「虐待」と呼んで良いでしょう。強制入院

の例を第 3 章の４で一例、第 5 章に３例載せました。第 5 章ではその状

況をかなり具体的に記載しています。 

  現在、有機農場で働いている東京のある青年のことは第６章「辛抱強

い立ち直り」で詳述しますが、２回の往診を繰り返した上でかなり強制

的な入院を強行したのでした。それは＜「１日に１回は外出する、家族

への暴力をしない」という約束が守れなければ、強制的にでも入院させ

る＞という取決めの上で実行されたのでした。 

  １カ月だけ宮崎にいて、私と一緒に東京に帰った時の彼の言葉は「帰

って来るんじゃなかった。空が狭い」でした。これはビルが立て込んで

いる喧騒と人間関係のことが重なった感想だったのでしょうが、この言

葉は次の入院のための心の準備となったのでした。２度目の入院は３カ

月間の滞在となったのですが、この経過の上に彼の今があります。 

  彼は中学１年までサッカー部に所属していました。ところが試合で「お

前のせいで負けた」と言われてサッカー部に行けなくなります。すると

教室に居るのも辛くなり、学校にも行けなくなって、閉じこもりが進行

したのです。 

  宮崎で彼はオートバイの免許を取ることができました。信頼できる大

人（当院の職員）や友達（患者仲間）ができました。そして、両親や妹

だけとの関わりの中で「誰とも話す他人がいなくて閉じていた心」を開

放できたのです。 

  私の往診家族療法で入院させることになるケースは＜２０％内外＞と

いうところでしょう。その中で、強制的に入院させるケースは＜１０％

内外＞でしょうか。つまり５０人に一人くらいが強制入院となります。 

  強制入院の進め方に関しては不安の強い方はどうぞ、第５章をゆっく

り読んで見て下さい。 

 

５      往診のスタイル   

  この１５年近くの私は、「週の前半だけ宮崎の病院で過ごして、後半は

遠距離の往診」というスタイルが定着しています。第２土曜日を含む週
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だけは宮崎で過ごします。若草病院や遊学舎に入居している子供達を面

会に来られる家族との面接のためにこの週末だけは滞在することにして

いるのです。それ以外の週末のほとんどを東京、大阪、名古屋を中心と

した県外の往診に費やしています。 

  月火水は外来診察、病棟の回診、会議への参加など、病院の通常業務

をこなすのですが、木曜日はデイケアの症例検討会を済ます間もなく空

港に向かうのです。３日分の着替えを詰めたリュックを背負って、ばた

ばたと早足で。 

  日曜の夜に宮崎に帰るのですが、時々、家を離れて宮崎で過ごすこと

になる子供を連れて帰ってきます。この往診の対象は 

  ａ）自宅に閉じこもり、治療場に連れて行けない子供達 

  ｂ）こちらに滞在していて軽快し、自宅に帰ったものの、まだ家の中

で燻っている子供達 

  ｃ）まるで私が家族の一員であるかの様に長期的に関わっている家族 

の３つに分類できるでしょう。 

 

  家に閉じこもっている子供達は必ず家族との間に大きな心理的葛藤を

持っているのです。 

  家族は「この子供が悪い」と思い、子供は「この家族が悪い」と考え

ているのですが、そう考えながらも子供は家を出て行こうとはしません。

仮に出て行っても、やがて帰って来るでしょう。 

  親は一方、大声で「出て行け！」と叫んで追い出したりします。しか

し、帰りが遅いと「自殺するのじゃなかろうか」「やくざな連中に誘拐さ

れないだろうか」などと心配して探し回ることになるのです。 

  つまり、お互いに相手を批判しながら、お互いを「捨て切れない」で

いるのです。 

  私はこの家の中に入り込んで＜なるべく異物でないように＞振る舞う

努力をするのです。 

 ＜まるで昔からそこにいたかのように＞振る舞う。 

そのためには１時間から３時間程度の時間を要するのですが、食事、

入浴、宿泊までして、翌朝２度目の面接をする場合もあります。どこで

も寝れる私としては、時間をたっぷり取れる宿泊往診が入り込むと、心

から嬉しくなります。翌朝は早めに起きて、家の回りをのんびりと散歩
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してみるのです。するとまた新しい情報が得られて、家族との話題を深

めることができます。 

  裏日本のある町では一軒一軒の屋敷が広くて、殆ど全ての家々の周り

に杉の木の大木が生け垣を作っているのを発見しました。朝御飯を頂き

ながらこのことを話題にすると、この生け垣は防火林であることが判り

ました。雪深いこの地域では雪の重みに耐えるために、家の柱や梁が大

きいのだそうです。すると、家を作るには莫大な費用が掛かる。そこで、

火事が一番怖いわけで、延焼を防ぐために、広い屋敷と高い杉の木の生

け垣という風景が産まれたというわけです。 

  そしてそのことがまた、３世代住居がこの地域に多いということの大

きな理由であることが判ります。私が往診した家も江戸時代から続く建

物だと言われます。嫁がおじいちゃん夫婦との間で窮屈な立場に置かれ

ていて、中学３年生の孫が不登校に追い込まれていたのでした。 

  東京のある町では「怪しい人を見たら１１０番」という看板がやたら

と目に付いたのでした。咲き始めた山茶花の垣根の見事さが、その分、

心の貧相さを誇張していて、うら悲しく思えたものでした。 

 

６  メールという手段の便利さ ……経過をなるべく具体的に 

  悪循環を繰り返している家族関係の中に「治療者が入り込んで、循環

の輪を断ち切る」のが往診家族療法です。今までの体験の中から、様々

なケースを取り上げながらこの治療法のことをなるべく具体的に述べて

行きたいと思います。 

  手紙やメールや対話記録、場合によってはカルテなどをも、そのまま

使用します。文章がくどかったり、長ったらしかったり、構成がグロテ

スクなっていたりしますが、肌で感じれるように、なるべく形を崩さず

に進めて行きたいと思います。 

  なかで、メールという通信手段は、便利に役立ってくれました。家族

からの相談は電話や手紙やメールによる依頼に始まるのですが、メール

は次のような理由で好都合です。 

  ａ   

  先ず、時間をゆっくりとれます。電話だと、こちらが都合が良い時に

相手も良いというわけではありません。忙しいと、なるべく手短にとい

うことになってしまいます。 
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  メールは何より相手の時間を考えずに送ることができます。今、来客

中じゃないか、食事中じゃなかろうか、次の仕事があってばたばたして

ないか……などなど考えずに済むのです。相手が暇な時に読んで貰える

のですから、書きたいように、長さを気にせずに伝えられるのです。 

   ｂ   

  書く方としても、例えば深夜のほっとした時間を利用できるのです。

文章にするということから、熟慮された言葉が多くなります。 

  また、電話のように「喋ったことに対して質問されると即座に答えな

ければならない」という緊張を持つ事態は起こりませんから、答えを準

備しないままに文章を続けることができます。そこで躊躇せずに言いた

いことをゆっくり表現できるのです。 

   ｃ   

電話のように「聞き違い」とか、「聞き難くい」という事態が起こりま

せん。聞き手としても何回も聞き直すのは憚られるものです。私の発声

は特に聞き取り難くいらしくて、このことは大いに嬉しいことです。 

  手紙の場合でもしかりです。字のことも気にせずに済みます。発声と

重ねて私の文字など「暗号か」と言われるような悪字なのですが、パソ

コン文字で大助かりです。ただ、声を聞くこと、文字を見ることは「相

手がどういう人」か知るのには役立ちます。そこで、時々、声も聞いて

みたい、字も見てみたいということもあります。つまり、短い電話や手

紙ならメールができない部分を補ってくれることになります。 

  ｄ   

  パソコン書きの手紙だと、上にあげたメールの効用のかなりの部分が

当てはまるのですが、切手を貼って、ポストに持って行くということが

送り手としては不便でしょう。 

  高齢が近付いた当方としては「あの手紙、何処に置いたかな」と探し

回ることが多いのですが、パソコンは全ての情報を＜整理・保管＞して

くれているのです。保管機能において手紙はメールに大きく負けること

になります。 

  ｅ   

  何より有り難いことは、メールは電話と違って記録に残っています。

このことはこの本を整理する上で極めて有り難いことでした。頂いたメ

ール、こちらから送ったメールをそのまま使えたのです。手紙だとパソ
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コンで入力し直さなければなりません。 

 

  そこでこの本はメールを多用して気持ちよく整理することができまし

た。形を崩さずにと述べましたが、明らかな誤字の訂正と、プライバシ

ーに触れないための幾らかの工夫は施してあります。 

  例えば、地名・人名などの固有名詞、家族の職業、その他特定されや

すい催し物や事件などは仮名にしたり記号にしたり、話題を変えたりし

ています。年号も変えたり、消したりしてあります。 

  ところが、本人達にはそれでも「これは自分の家のこと」と分かるで

しょう。そのことを少々不愉快に思う人もおられるかも知れません。あ

る程度回復した方にしても、嫌な過去はそんなに簡単に払拭できるもの

ではありませんから。しかし、自分達の過去と同じような状況で苦しん

でいる人達に対して「声をかけるだけの余裕が少しでも回復しておられ

る症例」を選びました。 

  子供達への理解と往診家族療法の理解のためにご協力をお願いしたい

と思います。そしてこのことが家族の一層の改変に繋がることを信じて

います。 

 

（３）・・・・第５章  強制入院という手段・・・・   

 ホームページの中の「強制入院」に関する抜粋   

  

Ａ  入院への誘導 

  私達が往診を依頼される子供達のうちで入院させることになる率は２

割くらいのものでしょうか。 

  数回の往診を繰り返した上で入院させるという方法はかなり使ってい

ます。その中から色々のケースを具体的に述べてみましょう。 

（１）口をきいてくれない子供 

  初回の面接で「口をきいてくれない」「ドアーも開けてくれない」とい

うタイプの子供達がいます。こういう子供が３割はいるでしょうか。 

  うまい具合にドアーを開けて入り込めたとしても、ベッドに潜り込ん

で、タオルの中に顔を埋めたままの子もいます。あるいはテレビを見て
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いて、（ラジオを聞いていて）こちらを向いてくれないのです。ボリュー

ムをわざと大きくして、「御前の言うことなんか聞かないぞ」という姿勢

をとり続けるのです。 

  このタイプの子供の場合、家族への危険がないと判断できれば、あま

り刺激的対応はしないで、少し声を掛けただけで第一回の面接を終える

方がいいでしょう。しかし場合によっては次のような工夫をすると有効

なこともあります。例えば、 

    ａ、子供によっては顔に掛けたタオルを何回か剥いでみたり、 

    ｂ、ラジオのスイッチを切ってみたり。 

  何回やっても子供はしつこく抵抗します。消しては点けるという具合

に。それでもこちらは懲りずに、一方的に話し掛けながらまた消してみ

る。子供の方も懲りずにまた点ける……。 

  実は、こういう対応をしてくれる子供はしめたものです。声になる言

葉こそ交わしてくれていませんが、十分に私達との間に心の交流、「心の

話」ができているのです。 

  そういった種類の接触もできない子の場合でも、親と治療者が話して

いる姿を見せるだけで大きな意味があります。 

（２）ドアの前で大きな声で話す 

  ドアをなかなか開けてくれない子の場合には「ドアの前でなるべく大

きな声で話す」というのが有効です。親がそばにいないとすれば、医師

と同行した職員で話すのもいいでしょう。心理療法士であったり、看護

師であったりするのですが、親は＜（治療者を家までよんだということ

で）「どんなに我が子が怒っている か」と怯えていて、お茶を準備する

ふりをして、なかなか子供の前に出てこ ない＞場合があったりします。

そこで、そんな機会は多いのです。そこで、例えば次のような対話をし

ます。 

「なかなかこの子は難しそうですね」 

「そうね。しかし、この儘でいいと思っているはずはないから、こちら

もしつこくやって来れば、多分いつかドアーを開けてくれるでしょう」 

「そうですね。しつこく来ることにしましょう。こんな子はかえって見

込みがあります」……、などという具合に。 

  私達の人となりを子供に伝えるのがこの訪問の大きな目的の一つです

から、なるべく大きな声でやっておくのです。親やその他の家族とそう
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いった会話をできれば、それは一番効果的なことです。 

  「何に一番困っているか」「どうして欲しいか」、などという質問を投

げ掛け、なるべく具体的に答えてもらい、「そうであれば、こういう方法

で進めましょう」というようなことを、ドアの向こうの彼に聞こえるよ

うに、なるべく大声でしゃべるのです。家族は顔を曇らせ、小声になる

でしょうが……。 

  こういう方法をとると、大抵の子供が足音をしのばせてやってきてド

アや壁に耳をくっつけて、こちらの話を聞いているものです。 

「どんな奴が来ているんだろう」 

「もしかしたら、この蟻地獄から本当に自分を救い出してくれる奴かも

しれない」……などと期待と不安で緊張している彼の息づかいは、ドア

やふすま越しに感じとれるものです。 

（３）１週間後にまた来るよ！ 

  帰るに当たって、私達はこの家族を勇気づけるために次のように言い

ます。まず親に向かって、「初めての往診は大抵こんなものです。簡単に

ドアーを開けるような子は意気地無しですよ」などと大きい声で。 

  ついで、ドアの隙間から子供にむけて、「できればお母さんと一緒に病

院へおいでよ。もし来れないようなら１週間後にまた来るよ」と声掛け

しておくのです。 

  この言葉には子供達は「何を言うかこの野郎」と思う一方で、一縷の

期待がかけられるようです。期待や希望などは言葉としては口が裂けて

も言わないでしょうが……。 

  この子供達のうち、約半数近くは家族と共にやって来てくれます。と

いうことは、その残りの半数は２度目の訪問を必要とするとということ

です。 

（４）少し強い言葉で入院への準備 

  さて、一度目の往診だけで病院に来てくれる子供が約半数いるですが、

残りの半数はやはり閉じこもりを続けます。そこで、約束どうりに１週

間目に２度目の往診となります。 

  ここで、ドアを開けて話してくれる子はまたこの半分と言ってよいで

しょう。ドアを開けてくれても、耳を貸そうとしない子供が結構残りま

すが。 

＜何回来てもオレはオマエなんぞに＞ 
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  又してもテレビやラジオを点けっぱなしにして、「何回来てもオレは

オマエなんぞに従いてはいかないぞ」という姿勢をとり続けます。しか

し、この時点で私達はこの子供に対して少し強く臨むことができます。 

「こんな生活を続けていて、君自身よいと思ってはいないだろう」、「こ

の家は君だけのうちではないぞ。弟もいる、妹もいる。家族全体が君一

人のために暗くなっているじゃないか。いい加減にしろよ」などといっ

た具合に。 

  家具、壁、ドア等の器物破損、弟妹の靴にシャンプーを入れる、ノー

トを切り刻む、あるいは直接的暴力等々。親は黙って見過ごせなくなっ

てしまっている状況で、それらを目の前にして言うのです。 

＜急がば回れ＞ 

  そんな形で強く指摘されると、彼はテレビのスイッチをもう一度点け

直す力をなくしてしまいます。しかしまだまだ、寝そべって向こうを向

いたままの姿勢は続けているかもしれませんが。 

  この２度目の往診までは性急に答えを迫ることは避けて、考える時間

を与える方がよいようです。 

＜しょうのない親父やおふくろ＞ 

  急がば回れということですが、その方が入院させた後の治療がうまく

行くのです。私はこの場面では一方的に彼の今の心についての私の想像

を話したり、「家の中に閉じ籠っているよりか、病院に出掛けて行って生

活をやり直そう」「何時までもしょうのない親父やおふくろにかかずら

っているよりか、暫くこの家を離れてみようよ」……などという勝手な

話を畳み掛けていきます。 

  次のようなことを一人ごとのように言うこともあります。 

「今、君が学校に行かないということは大したことではないと思う。義

務教育なんていうけど、行かないといけないという義務じゃないんだよ。

国家が国民の要求に応えて教育する義務がある、というのが義務教育の

意味なんだ」 

「それを古い教育を受けてきた親は『子供を学校に行くようにする』義

務があるという考えから抜けられないでいるんだ。つまり、子供が学校

に行かないとなると、親として恥ずかしいなんて考えてしまう」 

「僕はそうは考えないよ。学校なんて行きたくなければ行かなくていい。

しかしね、学校には行かなくても人とは交わっていかないといけない。
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人と交われないようでは生きて行けないんだよ」などと。 

＜先生なんて馬鹿が多いの！……と情熱をぶっつる＞ 

「しょうのない先生達はやれ勉強だ、やれ体操だといってやたらと順位

をつけて、君達をけしかけているわけだ。ボランティアだって競争なん

だから呆れるよなあ。音楽なんて楽しむものなのに、あれにまで順位や

点数をつけるんだから馬鹿げている」 

「先生なんて馬鹿が多いの！  そんな学校なんか糞食らえだ。あの先生

達はそのうち胴元の文部省が『サッカー籤をしっかり売りなさい』と命

令してくれば、君達に『ノートや辞書なんか買わずに、籤を買いなさい。

スポーツ施設が充実してくるし、籤が当たったら海外旅行に行けるぞ。

そしたら、生の英語がバッチシだぞ！』って言うかも知れない」……、

などと反応を確かめながら続けるのです。 

そんな言葉がどこまで理解されているか、私はあまり考えもせずに、

自分の思うところを喋っていくのです。言語での理解はあまり期待して

いなくて、「俺はここにこうして、君を救い出しに来ているんだ。今のま

までは動こうとすれば動こうとするだけずり落ちていく蟻地獄だろう」

と、ただただ情熱をぶっつけているのです。 

＜来週も同じような生活を続けているならまた来るよ＞ 

  そして 後に、場合によっては「また来週来るよ。来週も同じような

生活を続けているのなら、強制的な入院を考えるかもしれないぞ」と言

っておくのです。「場合によっては」というのは、「そう言っても大丈夫

と判断できる場合には」ということです。 

  無理と判断されれば、３度目の往診が必要となります。 

（５）ペンチとハンマーと鋸切り 

  ２度目の往診でも、ドアを開けない子には次のように言います。 

「僕はね、君みたいな子供を何人もみてきた。どうしても君をこのまま

放置しておくわけにいかないんだ。若い時は次々になくなってしまうぞ。

俺は君をそんな状態のままほって置けないんだ。来週もこのようなら、

ペンチとハンマーと鋸切りを持ってくるぞ」と力一杯声を掛けておくこ

とにします。 

  たまに、「俺の勝手じゃないか。よけいなことをするな」と叫ぶ子もい

ます。しかし、多くの子供がこの時にも黙ったままです。ですから、「な

んだ、この意気地無しめ」という怒りを渾身に込めて、ドアの隙間から
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ぶち込んでおく方が有効な場合が多いのです。 

  「随分と荒っぽい」と思われるでしょうか？  しかしこれは２度目の

対面だから言えることです。 

「やはりあいつは来てくれたのか。本気で俺のことを考えてくれる奴な

のかもしれない」と感じ始めているという感触が得られて初めてできる

ことです。 

「私達がまた来るかもしれない」と判っているのに逃げ出さなかったと

いうことは「私達を待っていたのだ」と解釈して殆んど間違いないでし

ょう。 

              Ｂ  強制入院のための往診 

  このような２～３回の往診を繰り返した上で入院させることになりま

す。強制的な入院になるケースは入院させる目的で往診する子供達の中

の１割～２割というとこでしょうか。 

  先に述べたように、この強硬手段をとる直前の往診の時に、「同じよう

な状態が１週間も続くようであれば強制的にでも入院させる。男の職員

を２～３人連れてきて、注射をうってでも、ヒモをつけてでも連れてい

くぞ」と宣言しておくのです。数人の男性職員を引き連れてやってくる

わけですから、大抵の子が観念して従いてきます。しかし中には 後ま

で抵抗する子がいます。 

  注射のアンプルを切るとそれだけで、「注射を射たれるくらいなら自

分から行きますよ」と折れてくれる子もいます。しかし注射を射たれて

も、 後の力を振り絞って抵抗する子供もいるのです。こういう子のほ

うが治ることも早いものですが、足で顎を蹴られたり、爪で引っ掻かれ

たり、噛み付かれたり……さんざんな体験を私自身がしています。 

＜かすり傷と化膿傷＞ 

  強制的な入院は一種の「手術のようなもの」と言ってよいのかもしれ

ません。それはいくらかの傷を残すでしょう。しかし往診を繰り返して

「子供達に心の準備をさせた後であれば、ほとんど傷とはならない」と

私達は考えています。 

少なくとも長い間、部屋に閉じ籠っていたためにできる心の傷に比べ

たら、うんとうんと小さいでしょう。前者を「時間が経てば跡形もなく

消えるかすり傷」に例えると、後者は「細菌感染を伴った化膿症」でで
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きた痕跡のように、何時まで経っても消えない深い傷となると言ってよ

いでしょう。 

  子供達のショックは配慮する必要がないというわけでは決してありま

せん。しかし子供達はどうしていいか分からずに、今までの抵抗の姿勢

をやめられなくて、苦しみ続けているのです。 

＜強制的に動かしてもらうのを待っている＞ 

  彼等はむしろ「強制的に動かしてもらうのを待っている」と考えてよ

いでしょう。彼らの中で、はっきりとそう意識されているわけではない

のですが、私はこのことは良くなった後の子供達の言葉の中に何回も何

回も確認してきました。それは「あのとき先生達に来てもらっていなか

ったとすれば自分はどうなっていたか判らない」です。 

            Ｃ  閉鎖病室の使用と遊学舎寮 

  こうして連れてきた子供達のほぼ８割は開放処遇となります。若草病

院の中の開放病棟への入院か、遊学舎寮への入寮となるのです。しかし、

２割ほどは暫く若草病院の閉鎖病室を使うことになります。 

  強制的に連れて来た子供達は当然のこと離院する危険があるのです。

「逃げて帰ってしまったらまた迎えにいけばいい」という姿勢で臨んで

いますが、子供達の一部には精神的に高ぶっていて、短絡的な行動に出

るなど、様々な危険に及ぶ期間があるのです。 

  家族への強い恨み、治療者に対しての不信感などがそうさせるのです

が、そういう場合、冷静になり、治療者達との間に良い関係ができるま

で閉鎖病室の使用が必要です。 

  こんな患者さんも、心理療法士が面接を繰り返す、看護師が付き添っ

て野外活動に出る、買い物に付き添う、などの対応をしていると、開放

病棟に出せるようになります。早い子では２～３日で。 

  子供によっては１週間くらい必要なこともありますが、それ以上長引

くケースは重度の性格障害、統合失調症、躁鬱病等々を合併していると

考えてよいでしょう。 

  開放病室に出て、落ち着いた子供は遊学舎寮に転出します。看護師と

の関係が深くなると、その関係を大切にして転出を選ばず、若草病院で

治療を続けるという場合もあります。  
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第９章 

重い甲羅を少しずつ 
父親は家に入れてもらえない 

      （「家族がひらく」の第 1章から） 

 登校拒否にはじまって、家庭内に閉じこもり、 終的には父親も母親

も家の中に住めなくなってしまった少年の話から始めてみることにしま

しょう。 
この家族の場合には、「杜撰な精神病院を選んでしまって、症状をこじ

らせた」ということが、今ひとつ大きくからんでいたのでした。 
 はじめて往診させていただいた時点で、親子の正常な交流は全くもて

なくて、父親は家の中にも入いれないという状態でしたので、私は「早

めに入院治療にもっていくのが適当であろう」と考えていたのでした。

しかし、入院に対しては家族の抵抗が大きすぎたので、結局１０回ほど

の往診を繰り返すことになったのです。そして、途中からは「入院させ

ずにやってきて本当によかった」と、初めの判断をおおいに反省するこ

とになった症例です。 
 これほど激しい家族攻撃をする少年を「入院させずにやっていく」の

には、家族の強い忍耐力を要しました。言葉に尽くせないような家族の

我慢と努力があったのですが、家族にその力と意気込みがありさえすれ

ば「入院させなくてもやっていけるケースはかなりある」ということを、

この家族は教えてくれています。 
 ● 一年近くの往診で 
 このケースの場合、私がかかわる約一年前に、とんでもない精神病院

に子供を預けてしまっていたのです。そのために家族には、「子供に対し

て悪いことをしてしまった」という強い後悔と罪責の念があったのです

が、このことがこの家族をそこまで頑張らせる力の一つとなった、とい

えるでしょう。 
 この少年は警察の力を使って強制的に入院させられたのですが、その

ときの恐怖体験が、私が診察した時点での、色々な症状の中心のテーマ

となっていました。具体的に言いますと、母親の耳に電話機をあてがっ

て「警察に今すぐ電話しろ、すぐ来るように電話しろ」と強要するので
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す。このことは後でまた詳しく述べますが、「警察の力で入院させられた

こと」そして「入院後の病院でのとり扱い」、それらの全てが少年にとっ

ては不愉快であり、恐怖であった、ということを表現しています。彼と

しては、その記憶を一刻も早く消し去りたい、しかし、どうやったらそ

うできるのかわからない、という混乱の中にあったのです。そこで、自

分をそんな病院にぶち込ませた家族に怒りをぶつけることによって「ど

うにかしてくれよ」と訴え続けているのです。 
誰にも答えようがなくて、いわば「出口なしの蟻地獄」の中に家族全

体が陥っているのです。そういうわけで、「入院治療ということは、何が

あっても、まず考えられない」という姿勢が、この家族の全体的な雰囲

気の中にあったようなのです。 
 私としては、自分たちの過ちを反省しながら、子どもから押しつけら

れる無理難題に途方にくれながらも我慢しておられる両親に、深く感動

しました。「今度こそ、自分たちの我が儘で、子どもに苦しい思いはさせ

まいぞ」と決心されている様子を肌で感じることができたのでした。私

はこの蟻地獄の中からの出口を見つける手伝いをするために、月に１回

くらい、多いときには２回の往診を繰り返したのです。 
 ● 登校拒否から家庭内暴力へ 
 少年の名前を川上晃ということにしましょう。川上家は４人家族です。

父親は一流会社の課長さんです。もうそろそろ５０の齢が近づいていま

す。母親は専業主婦、父親より４歳年下です。結婚はいわゆる「職場結

婚」です。弟の学が２歳年下で、私が診療をはじめた当時、学は高校３

年生でした。晃は成績が優秀ですが、学は少し劣ります。幼いころから、

晃は母親を独り占めにしていて、弟を排除していました。しかし、それ

は母親をめぐってそうするだけで、兄と弟の関係では悪くなかったので

す。 
兄はすごく弟思いで、近所づきあいの中では「良いお兄ちゃんの役割」

を演じることができるのです。弟も、例えば修学旅行から帰ってきたと

きなど、真っ先に兄のところへ行って「ハイ、お兄ちゃんおみやげ」と

いった関係だったのです。 
 晃が登校拒否を始めたのは、高校１年の１学期の途中からでした。高

校はたいていの人がうらやましがるような有名進学高校だったのですが、

彼が狙っていたのは教育ママたちから日本一の高校といって羨望されて
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いる某高校だったのです。ところが、その第一志望校に落ちてしまった

のです。このことは、彼のプライドを大きく傷つけてしまう事件でした。

この事件が彼の登校拒否を引き起こす引き金の一つとなったということ

は、間違いないでしょう。しかし、それはよく誤解されるように、登校

拒否の原因ではけっしてないのです。 
というのも、もし彼が第一志望の高校に受かっていたとしても、どこ

かでいずれは集団不適応を起こしていたに違いないからです。それは、

登校拒否ではなくて、職場拒否であったり、婚姻拒否であったりすると

しても。 
 そのことはこの本全体の中で、おいおい述べていくこととして、彼は

学校に行かなくなったあと、家に引き篭もってしまいます。そして、多

くの登校拒否の子どもたちがそうであるように、母親への暴言暴行が進

行していくのです。 
 暴言の内容はといえば、母親として対処しようもないことでした。た

とえば、「自分は背が低い。それはお前があんな父親と結婚したからだ。

どうしてくれる？」という具合です。そういう暴言からはじまって、

後には殴る、蹴る、包丁が出るということになって、母親は命が危ない

という事態に至ります。そこで、精神科の病院に相談に行かれることに

なるのです。 
 用心深い母親ですから、精神科の病院に行かれるにあたって、どの病

院を選べばいいのか随分と迷われたようです。一般的に病気にかかった

場合、どの病院へ行くか、多くの人はまずは身近な周りの人の評判など

を聞いて選ばれることになるでしょう。ところが、精神科となると、大

抵の家族がそう易々とは相談できないのです。しかも身近な人にしても、

精神科を知っている人となると、そう多くはないわけです。 
そこで、晃の両親が A 精神科を選ぶことになったのは、「この病院は大

学病院から先生たちが派遣されてくる病院ということだから、悪い病院

ではなかろう」というだけのことだったのです。 
 ところが、実際にはそういう病院ほど杜撰なところが多い、というの

が私の印象です。そういうところは、まず経営者が医者でないところが

多いのです。仮に医者であったにしても、診療の中心を大学医学部の精

神科医局スタッフに任せてしまうということは、「自分自身の治療方針

とか、医者としてのプライドは全然ない」ということを物語っています。
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そしてそれは、「病院運営は単に経営者感覚だけである」ということを示

しているのです。 
経営者はえてして、お金で人を動かすことになります。大学の医局に

残っている人たちは大学を研究の場所であると心得ていて、精神科の病

院は、そこが民間の病院であれ、公立の病院であれ、お金稼ぎに行くと

ころと割り切っている医者が多いのです。大体が、立身出世を願う医者

の多くは大学病院内部に居たがるのです。教授やら助教授やら精神科医

局の中枢スタッフ、つまり主流派の近くに居る方が、その覚えも良ろし

かろう、というわけです。ですから、大学外の病院にやらされると、何

となく左遷されたという気持ちになってしまうのです。そこでまた、精

神科病院は単にお金を稼ぎに行くところと、投げやりになってしまう傾

向を助長することになります。そう割り切ってしまえば、高給を出して

くれる病院ほど人気は高くなりますので、経営者としては医者を集めや

すい、ということになるのです。 
 少し経営のことに立ち入って述べてみますと、医者にお金を高く出せ

る病院ほどよくない病院経営をしている、ということが言えます。なぜ

なら、病院の収入は保険医療に基づくものが殆どですから、医者に高給

を出すためには、他の職員の給料を減らしたり、心理療法士とかケース

ワーカーとか保健医療収入の直接的な増加に結びつかないようなスタッ

フはなるべく雇わない、ということになって行くのです。そうすると、

医療の質などは犠牲にして「給料を少しでも多く欲しい」という職員が

増えて行きますので、病院の質の低下は雪だるま式に進んでいくことに

なります。パートで病院にやってくる医者ができることは、常勤の医者

の３分の１もないでしょう。パートの医者では他のスタッフとのチーム

ワークなどは殆どできませんから、外来診察にはいくらか役立つとして

も、入院患者さんの治療に関してはまず殆どなんの役にも立ちません。

なぜそんな無意味な医者を病院がおくのかといえば、それはいわば保健

所のお役人の「病院監査」の目をだますためだけです。わが国のお役人

は「書類上の数さえ揃えればそれで良い」のです。質は問わないのです。 
これはまさに、世界に恥ずべきわが国独特の「まやかしの合法化儀礼」

であると断言してよいでしょう。悪名高い宇都宮病院も東大医学部から

医師の派遣を受けていた病院でした。病院内部で行なわれてきたことが

医療からはほど遠い質のものであることは、駆け出しの医者にもわかっ
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ていたはずです。ところが、良心の目を曇らせて、「自分たちが受けてい

た高い給料の出所を守る」という我が身の保全のほうを多くの医者が選

んで「知らぬふり」を決め込んでいたのでしょう。蜿蜒と続いたそうい

う「一人ひとりの医者の良心の欠如の蓄積」が、まさに病院の中の腐敗

の進行にエネルギーを供給していたということなのでしょう。 
 わが国の平均的な精神科医療は、このような構造の上に成り立ってい

るのです。従って「わが国の精神科医療は内部から体質を変えていく力

を完全に失っている」と言うことができます。それは変化する力を失っ

た家族と同じで、精神科医療の外の世界の人びとからの働きかけがなけ

れば「良い方向への変化」は現れず、ますます悪化していくばかりでし

ょう。 
 晃が入院させられた病院は、まさに典型的な「大学医学部と癒着した

悪徳病院」だったのでした。その実態は、あとから家族の言葉で語られ

ます。 
 ● つくられた分裂病 
私たちはまず入院させるまえに、どんな子どもなのか、本当に入院さ

せなければならない症状なのか、ということを慎重に検討します。その

ために何回か外来に来ていただいたり、来れない子どもを抱えた家族の

場合にはこちらから往診したりして、時間をかけるのです。ところが、

晃の両親が訪れた A 病院の場合には、母親の述べる今までの経過と現在

の症状を聞いただけで、「分裂病でしょう。この薬を飲ませてください。

暴れて手に負えないときには警察を呼んで、病院まで連れてきてくださ

い」という指導をしているのです。 
 本人の診察もせずに診断を下すなんていうのは、まさに名人芸です。

診断するにあたって私たちもいろいろの推測はします。しかし、本人を

みて確認するまでは 終的な診断は下せないのです。もちろん投薬など

は到底できません。それは、設計士が現地測量もせずに建築図面を描い

て、そのまま建築を始めていくようなものです。しかも医療の場合には

相手は「とりかえしのつかない人間」なのですから、A 病院の「人間軽

視」は甚だしいと言ってよいでしょう。両親によると、ケースワーカー

も「一回入院させたほうがいいですよ。暴れれば警察はすぐ来てくれま

す」と言って、警察を利用することを勧めたというのです。そこで両親

は、「我慢できないほどの暴力ではなかったが、入院させるために警察を
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呼んでしまった」と言うのです。 
 晃は、入院させられることに激しく抵抗しました。そして保護室とい

う名の独房に入れられて、薬漬けにされたのです。その間にほとんど心

理的な治療を受けるチャンスを与えられていません。そういう入院のあ

り方だったわけですから、心理治療など成立したはずもありませんが。 
 約一週間後に家族が面会に訪れると、晃は「手や足をぶるぶると震わ

せ、涎を流しっぱなしで、食事もとれずにふらふらして、言葉もはっき

りしない」という状態だったのでした。それを見て、親はようやく「こ

れはおかしい」と判断されます。そして、入院１ヵ月目にして、自宅に

連れて帰られたのです。症状は薬の副作用であったわけですから、退院

して薬を飲まなくなった日から日を追って回復していったのでした。 
 両親はこうして、自分たちのとった処置がまちがっていたことを確認

されていきます。そして、せっせと図書館通いがはじまります。登校拒

否に関する書物のほとんどを読まれたというのですが、これらの本の中

で、子どもの症状を「受容しなさい」という言葉が母親の心をとらえた

ようです。しかし、A 病院への入院以来、晃の家族への攻撃は前にも増

してはげしくなっていました。 
 両親は「受容しなさい」という言葉を実行しようとします。ところが、

両親としては、「A 病院のような悪い病院に入院させるという過ちを犯し

てしまった」という強い罪責感があります。そこで、晃を受容するとい

うよりか、ただただ「晃を怒らせないように、おどおどしてしまう」と

いう逃げの姿勢になってしまうのです。その流れの中で、晃は歯止めな

く症状を深めていくことになったのです。 
 理解しがたい言動、一方的な感情興奮、入浴もせず歯も磨かないなど

の意欲の低下などなど。私が診察させて頂いた時点で、私自身も一時「も

しかしたら、これは分裂病かもしれない」と迷ったくらいです。誇大妄

想のような言動、軽い空笑なども見られたからです。しかし、症状の進

行した神経症にはこれらの症状はよく見られるのです。そのために、日

本中の精神病院の中に、かなりの数の登校拒否の子どもたちが分裂病と

いう誤診をされて入院させられています。これらの子どもたちは精神科

薬物を大量に飲まされていますから、意欲の低下、表情の乏しさなどを

来してしまい、ますます分裂病臭くなってきますので、ほんとうの分裂

病と判別しにくくなってしまうことがあるのです。 



88 

 88 

 晃の両親は、何があっても、もう精神科の病院には頼らないと決心し

ておられます。そこで、書店や図書館通いを続けられたのですが、その

なかで、私の本と出会って頂くことになります。幸い、私の本が市の図

書館の新規購入本として、目立つ棚に並べられていたというわけです。 
 ● 初対面の５分間が勝負 
 初めての私の往診にあたっての晃の抵抗は、すさまじいものでした。

両親も、晃がとんな手に出るか、心配しておられたようです。「まさかと

は思いますが、彼はよく包丁を持って構えることがあるから」と言われ

るのです。私もそのことがまったく怖くないわけではありません。しか

し、私達の往診にあたっては、そういう場面はざらにあるのです。ドア

を閉めて閉じこもっている子どもの部屋を何回かの往診のあとで強引に

開けて入ってみると、金属バットや包丁が準備してあるというようなこ

とは屡です。全然ものを言ってくれない子どもを何回か往診したあとで、

布団の下に薪割りがおいてあったというようなことに気づいて背筋を冷

たくするとか、そんなことはよく経験していることなのです。 
 しかし私たちは、それらの凶器は「自分を攻撃してくるものから防衛

するために準備しているに過ぎない」ということを知っています。こち

らから攻撃をしかけていかない限り、彼らは向かってはこないのです。

だけど、まかり間違うと、実害があることもありうるわけです。相手の

ほうが誤解して「攻撃される前にやっちゃえ」と考えるということは全

く無いわけではないのです。そこで、私自身はまず、相手と目が会うま

では何らかの防衛手段を頭の中で描いています。「いざというときには

この窓から飛び出そう」とか「この椅子で防衛しよう」とか、そういっ

た具合に被害を防ぐ方法は頭の中に準備しておくのです。 
 勿論、こちらの持っている不安は相手方の不安を引き起こすことにな

るわけですから、頭の隅では準備していても、治療者の表情に出しては

いけません。「僕達は君が僕達に危害を加えるような人ではないと信じ

ているよ」という姿勢を崩しては治療は進行しないのです。例えば、は

じめから屈強な男性を大勢連れて行ったり、棒切れを持ったりといった

方法で向かっていくのであれば、少年の心には大きな抵抗ができて、そ

れは時間が経っても溶けていってはくれないでしょう。 
 しかし、なんらかの誤解をされてしまう場合などもあるわけですから、

治療者の側にもいくらかの心の準備は必要なのです。ですから、私とし
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ては「少年の目と私の目が会うまでの５分くらい」が非常に緊張する時

間です。実を言うと、この５分間こそが非常に大切な時間なのです。こ

の５分間をどう迎えるかということで「子どもと治療者の関係の殆どが

決定される」と言っても大袈裟ではないでしょう。この困難を避ける方

法、たとえば、「警察を呼んで、力ずくで治療の場まで連れてきて頂く」

という方法などでは、そんな治療チャンスは出来っこないわけです。そ

れだけで「治療の可能性の殆どは打ち壊される」と言ってよいでしょう。 
 晃との初対面のときにも、私はこの５分間の勝負で緊張しました。そ

う、それは武蔵と小次郎の一騎討ちに例えることができるでしょう。そ

して「ひとまずの安心」を射止めることができたのでしたが、晃の抵抗

はその後そう簡単には和らいでいってはくれませんでした。彼が私の来

訪を「心から待っていました」という表情で相対してくれるようになっ

たのは、４，５回の面接を経た後ではなかったかと思います。 
 １回目の時には「もう来なくてもいい」と言いましたし、３、４回目

ぐらいまで、「僕を治療できる人は、僕よりも能力の高い人でないといけ

ない」などと言って私を威嚇していたのでした。 
「もう来なくてもいい」という言葉に対しては、「僕はね、ご両親の要請

があれば来ることになると思うよ。君は来なくてもいいと言っても、こ

のままではこの家は動かなくなっているし、なにより君の時間は次々無

くなっているでしょう。ご両親がそのことを放っといて良いと思ってい

る筈はないもの」と返しておいたのです。それに対して晃は無言のまま

で反論をしないのです。そこで私は、反論しないということは私の「こ

れからも来るよ」という言葉を受け入れたことになる、と解釈するわけ

です。こうして私は執こく執こく往診をくりかえして行くことになりま

した。 
 実際のところ、初めのうちは、１０回以上にもわたる往診を繰り返し

て行くことになろうなどと予測していたわけではありません。というよ

りか、先に述べたように「早いうちに入院へもっていかなくてはなるま

い」と考えていたのです。１０回の往診を簡単に整理してみますと、次

のようになります。 
 １～３回目は治療への導入の時期で、①晃と私との信頼関係を深める

こと、②家族の治療への心構えを確認しあうこと、の２つが主な作業に

なりました。この時期までは「入院治療は避けたいけれど、やむをえな
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いか」という気持ちが家族にも私にもありました。 
３回目の往診のあとで、晃の母親への暴力が激しくなります。母親に

対する「警察に電話しろ」という要求がしつこくなって、それに従わな

い母親にまとわりつき、 後にはなぐる、けるの暴力に及ぶのです。そ

れが連日続きますので、母親の我慢の限界を超え、家を出ることになり

ます。父親はその前から家に入れてもらえなかったのですから、母親と

父親が家を出て、家には弟の学と晃の２人だけが住む、という非常事態

になったのです。こういう事態になっても「入院させずに頑張ってみた

い」という強い家族の意思が確認できましたので、私も「往診を今後も

繰り返していこう」と腰を据えることになりました。 
 ４～６回目の面接は、まず私と両親が会う、そして私と本人が会って、

ふたたび私が両親と会う、という方法をとりました。本人にも、「これか

らお母さん達にまた会ってくるから言いたいことはないの？」というふ

うに、私は両親と晃との連絡係のような役割をとりました。 
 ７回目の面接で、電話で晃と母親に会話をさせるという方法をとって、

８回目に従兄弟の男性を交えて家族全員で食事をする、という方法をと

ったのでした。これらの方法はそれぞれ奏効して、その後の面接は快方

に向かって急展開したのでした。 
 次に、面接状況の詳細を述べてみましょう。 
 ● 家に入れない父親 
 初めての診察の時から、私たちは駅前のレストランをよく利用しまし

た。ここで待ち合わせをして、ほぼ１ヵ月間の経過を聞いて、考えを述

べあい、それから往診に出かけていました。面接の後また３人で会って、

面接の状況、それに対する私の考察、両親の感想などを述べあったので

す。私は時間的に制約がありましたので、本人との面接後の両親面接は

次の目的地へ向かっての車の中とか電車の中を利用するということも屡

でした。２度目の往診のまえに、父親、母親、私の３人で話していると

ころを再現してみましょう。 
 
 私 お父さんを家の中に入れてくれないんですね？ 
 父 そうです。まあ、はじめのころはね、陽気もよかったですし、車

の中で寝たり、サウナに泊まってきて、朝早く帰ってきて部屋に潜り込

んだりしていました。まあ、一応、「家に帰ってきてやってんだよ」と「だ
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けど、おまえが入れてくれないから、ここで寝てんだよ」という形をと

ったらどうかなと。 
 私 じゃあ、本人はお父さんが帰ってきたことは知ってるんですね。 
 父 知ってるんですよ。当然知ってるんです。 
 私 家に上がらず、車の中に寝てるってことも？ 
 父 ええ。 
 母 本人が、居間でずーっと見張ってるんです。 
 私 居間で見張ってる？ 
 母 ええ、そうなんです。それで明け方の３時か４時になったら自分

は寝るんです。そうしますと、主人が入って来るわけです、直ぐに。そ

れは知ってるはずなんですけども、それについては何も言わないんです。

ところが、この前、たまたま土曜日、主人が朝、とりあえず入ってきま

して、土曜日で会社が休みだったもんですから、昼すぎまでずーっと居

たんです。それで、お昼になったから、本人が洗面所に下りてきたわけ

です。その時丁度、お昼ごはんの用意してたもんですから、お昼ごはん

を２人で食べたんです。それがいたく気に入らないらしくて……。 
 私 ああ、お２人で食べられたことがですね。 
 母 ええ。 
 私 仲良くしてるように見えますからね。 
 母 ええ、それが全部気に入らなかったらしくて。 
 父 まあ、結果的にはね。その、普通の時には、朝大体３時くらいに

は寝られます。以前は５時くらいまで起きてたことがあったんです。な

にかもう会社に行く直前に顔洗って、なんとか出かけるっていう程度で

してたんですけど、ここんところは２時半前後には息子も寝ますんで、

まあ大体、私も、うとうとしてますから、電気が、あっ消えたかなって

いうことで、トントンと叩いて、入っちゃうわけですけどね。そうする

と、別にそれに関してはですね、あの、まあ、変な攻撃などは何もしま

せんけどね。 
 私 そうですか。 
 母 それで食事を済ませて、２人でスーパーに買い物に行ったんです。

もうその時、かなり機嫌が悪かったから、主人は玄関からじゃなくって

４畳半の部屋から出たんです。私が玄関から出ようとしていますと、文

句言ってきたんです。私のところへつかつかとやってきて、服をつかん
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で出さないようにして。そして、文句言ったんです、私に。 
 私 どんな言い方でしたか、文句を言うというのは？ 
 母 「おまえがその気なら、こっちにも考えがある」って、要するに

私が主人の味方をするのなら、ということですね。 
 私 なるほど。そうするのであればってことですね。 
 母 ええ、「それなら、自分も考えがある。お前もだから敵だぞ」と、

こういう見方じゃないかなあと思うんです。 
 私 ああ、そういう意味でしょうね。ちょうど前回、「作戦があるんだ」

って言いましたよね。 
 父 ええ。 
 私 作戦があるって、僕にね。 
 母 はい、はい。その作戦はあれなんです。あの、主人を毎晩入れて

ないですね。それで私が、「お父さんは、もう年とっていらっしゃるから、

毎晩眠れないと、体が弱ってしまうから」って言うと「それが望みなん

だ」って。 
 私 ああ、そういうことなんでしょうね。 
 母 そう言うんです。 
 私 だから、つまりお父さんを追い出そうとするような作戦。 
 母 ええ、「自分が直接手を下して犯罪者になるなんて愚かなことは

しないぞ」と言うんです。 
 私 ああ、自然に弱ってくるのを待ってるというわけ。お父さんは敵

なんですね。お父さんが敵だったらお母さんは味方にしたいんだってこ

となんですね。 
 母 そうなんです。ええ、私には家に帰ってきて欲しいんです。どっ

ちかっていうと、以前は私が外に出ると、追いかけてきてまで私を放さ

なかったくらいでしたから。ですから玄関は鍵をかけないんです。私ま

で入れないようにしちゃうとまずいんで。 
 ● 入院治療を勧めたが 
 私は治療の方法として、「家族から距離をつくるための手段として入

院が一番早道ではないか」と話しています。 
 私 たとえば１，２週間、お母さんが晃君と一緒に宮崎にいて、あと

はお母さんだけ先に帰ってもらってほっとくとかね、いろいろな方法が

とれると思うんですよ。 
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 父 それはね、できたらそういうことでね、まあ極端にいえば息子が

その気になればどんなことでもする積もりではおるんですけどね。ただ、

本人が納得するのはね……非常に前の入院の体験からみて難しいかなあ。 
 母 前に A 病院に入院させてから、相当心が頑なになっています。そ

れ以前はあんなことなかったです。 
 私 そうですか。 
 母 ええ、ですから、また強制っていうのはちょっと……。 
 私 だから、その時の強制のさせ方がですね、警察がやってきて、有

無を言わせずに連れていったわけでしょう。心の準備などないわけでし

ょう。 
 父 そうです。 
 母 はあ。 
 私 充分準備してすればね、そんなに心配は要らないと思いますよ。

多分、前の入院の場合にはね、いきなり連れていって、鍵のかかったと

ころに閉じ込められちゃって薬を渡されるだけだったわけでしょう。で

すから、全てのことに悪い印象しかないわけなんです。 
 父 それがね、結局その入院させる流れとしては、女房を夜でも追っ

かけてきて、暴力をつかうということがあったものですから。警察にお

願いして、警察は「じゃあ保護しますわ」というふうになって、警察に

そのまま連れていって頂いたんです。 
 私 それは病院の指示だったんですね？ 病院から「困ったときは警

察に頼みなさい」と言われて。 
 父 そうです。 
 母 ええそうなんです。ですから私たちが持ち堪えられないから警察

に電話したんじゃなくて、「家で暴れたら、直ぐ警察に言うんですよ」と、

その力でね。あのー脅すというか、そういう指示だったんです。それで

もう、警察が介入してくるようになったんですけど。 
 私 だから、その指示がまちがってるんですよね。 
 父 結果的にそうだと思うんです。 
 私 ですから、治療じゃなくて脅しでやってきたというのがね。僕は

ね、強制入院させる時から治療者がすべきだと思うんですよ。僕の場合

は警察を頼むんじゃなくてね、必ずこちらが出かけていってね、何回か

説得して、 後に強制して連れてくるという方法をとるんですよ。とく
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に思春期の子どもの場合にはね、警察が来たというのは、すごく大きな

衝撃なんですよね。 
 母 ええ、それ以来あの包丁を持ってるって言うんです。「また警察を

呼んだら、警察をやっつけてやる」って言って持ってるんですよ。 
 私 なるほど、そうでしょうね。 
 母 包丁持ってるのは、お父さんをやっつけてやるっていうわけじゃ

ないんですよ。 
 私 そうだと思いますね。 
 母 ええ。 
 父 だからその後にですね「なんがあっても今後いっさい警察は呼ば

ないぞ」と約束したんです。しかしその後に、とうとう暴言を吐きなが

ら、監禁したんですね、女房を。あの時には、此奴はだいぶ強く耐えた

んですね。 
 母 包丁持ちながら監禁したの。包丁で私を脅してるんじゃなくて、

私を監禁したら、また警察がやってくる。 
 私 ああ、家族の誰かが呼ぶだろうと？ 
 母 ええそうです。その時のために準備して包丁を持っているだけで、

包丁で私を……というのでは……。 
 私 お母さんを刺したいわけではないんですね。 
 母 ええ、脅してるわけではないんです。 
 私 そうですね。しかしまあ、どっちみち彼が家に閉じこもってると

いう状況を、早く改善しないといけないと思いますね。その「やり方」

として、今のところ「入院という方法をとるかどうか」は先送りにする

ことにして、何回か往診を繰り返してみましょう。 
その後で、お母さんと一緒に宮崎に来てみてということにしましょう。

今の状況では症状の改善は望み薄ですね。何らかの方法で家族と距離を

置くことが必要ですね。多分にお母さんと密着してますからね、お母さ

んから早く卒業させることが必要でしょう。 
 母 はい。私もそう思います。あの、要するに長い間、もう家族と家

の中でベチャーっていうことでしたから。とくに私とベチャーっとです

からね。もう、何年も登校拒否してますから、ますます。 
 数日前、私は四畳半の部屋で寝てたんですね。１２時頃かな、主人の

車の音がしました。するとすぐ晃が部屋に入ってきて、鍵の点検をして、
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私に鍵を開けたらいけないって、立ちはだかっているんです。私が「そ

んなね、人とつきあう時って感情丸出しにしてつきあうもんじゃないの

よ」なんて言ったんです。明は「プーッ」て言ってるんで、私は「山登

りする時だってね、ロープウェイとかヘリコプターで、はい、頂上に着

きましたよっていったって楽しいことないでしょう。一歩一歩登るのが

楽しいのよ」って言ったんです。そしたら本人が「僕は荷物が沢山ある

から、もう今動けないんだ」って言ったんです。 
 私 ああ、なるほどね。 
 母 それで、「あなた、荷物は自分が持ってるんだから、水野先生とお

話して、心を整理して、少し要らない荷物を捨てたら軽くなって登れる

んじゃないの」って言ったんです。そしたら「いや、形のほうより結果

のほうが大事なんだ」って言ったんです。 
そんな話ができていて、今朝の事なんですけど、起きてきまして、私

は台所にいたんですよ。本当は１０時ごろだったんですけどね。「おはよ

う」って言ったらいきなり、ポカッと足でけってきたんですね。あんな

事なかったんですけどね。 
で……、その後、洗面所へ行って、洗面所でも何かを荒く叩いたのか、

蹴っ入たのか、音がしていました。それで、もうこれは、今日は一日中

機嫌が悪いなあと思いました。洗濯をすませて、四畳半の部屋から出て

きましたら、少し通せんぼしそうになったんですけども、「お母さんちょ

っと用事があるんだから」と言ったら、すーっと通したんです。台所と

居間の境の戸をバチャーンと閉めて出ていったんですけどね。 
今日は監禁するのかしらと思ったんです。今までは朝起きてきたら、

ああいうことはなかったんですけどね、荒くバーンと蹴ったりとかはね。

だから、数日前に言ったのが少し応えてるかしらと思ったんです。言わ

ない方が良かったかしらね、放っといたほうが、と……。少しは応えた

方が良かったような気がしたんですけども……。 
 ● 逃げの姿勢をやめる 
 私 今まで、ずっとお父さんもお母さんもね、何かその逃げの姿勢が

多かったのかな。本人を刺激するな、刺激するなといってね。本人が今

朝みたいに怒ったりしてもね、やっぱり必要なことは言うべきなんです

よ。彼は待ってるんですよね、真っすぐに答えてくれることを。ところ

がお父さんも夜遅く帰ってきても、入ってこないし、お母さんだってい
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つも言葉を抑えながら、抑えながら言ってるしね。それでは、彼はたぶ

ん欲求不満がつのっていくと思いますね。 
 もうちょっと、あんまり心配せずに、結果を恐れずに、ゆさぶってい

いと思いますけどね。たぶん今日、僕が行ったら「またお前来たのか」

って言うだろうと思うんですよ。「もう来んでもいいと言ったやないか」

って言うと思うんですね。しかし、「僕はお父さん、お母さんに頼まれた

からには来るんだ」って言うと思います。 
そうするとお父さん、お母さんがまた、「どうしてあんなやつ呼んだん

だい」と攻撃されることになると思うんですよ。その時にね、「あなたを

放っとくわけにはいかないし、お父さんだって放っとくわけにはいかな

いから、これからずっと頼っていく」っていうことを言い続けてほしい

と思うんですね。まあ、そこをうやむやにしてしまったんじゃあ、彼の

中にもっと今が無くなっていくんですね。ですから「あんたをこのまま

放っとけない」ということをはっきり、今言わないといけないんですね。

ですから昨日、今日と、少し荒れてるわけですよね。 
 母 昨日というより今朝ですよね。 
 私 今朝ねえ。ええ、ですから今日は僕が行ったら、もっと荒れるか

もしれませんよね。 
 母 とにかくそれがあるんです。この前、先生のお見えになった後、

私は家におずおず帰ってみて、これは少し荒れるかな、と思ってたら何

もなくて。 
 私 でしたね、あとで電話で、そういうことを聞いたのでしたね。 
 母 ええ、その後も庭へ出て何をしてるのかなあって思ってたらね、

弟が「兄ちゃん庭へ出て、門でも針金で縛って、お父さんが入らないよ

うにしてるのかな」って言ったんですけどね。昨日外に出てみましたら、

庭にドッグフードが落ちているんです。犬に餌をやりに行ったんだと思

うんです。その２日ぐらい前も昼間ですけれども、私がちょっと居間か

ら出てみたら犬の相手をしてたんですよね。 
 私 ああそうですか。少し、そういう変化がおきてるわけですね。 
 母 ええ、少しじゃなくて、私達からすると大変な変化です。だから

庭に出るようになったみたいですしね。先生がお帰りになったあと。 
で、調子良いなあと思ってましたところが、あの、主人と土曜日に一

緒に食事しましたら……荒れたんですよね。 
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 私 それがあったわけですね。 
 母 荒れたんですよね。 
 私 うん、しかし、それはそれでよかったと僕は思いますね。要する

に、そんな家族の中で起こる必要なことは、遠慮せず自然なままジャン

ジャンやって欲しいんですね。彼のことを考えて、したいことを我慢す

る、というよりか……。 
本人はむしろ喜んだんじゃないかと思いますよ。表面は荒れたにして

も。言葉だけじゃなくて、行動から伝えあうことができたわけですよね。

「お父さんと食事をしている姿を見せた」ということは「あなたはお父

さんを排除しようとしてるけど、私は一緒にご飯を食べるのよ」ってこ

とを示したことになりますよね。で、それに対して、本人は荒れるとい

うことをしたわけですよ。 
そこでご両親は再び、その形で応えれば良いんだけど、実際には晃君

が荒れるのを怖がっていらっしゃるから、彼の答えに再び答えを返すと

いうことが出来ていないんですね。それで本人はなにか、今朝みたいな

行動に出たんだと思うんですよね。だから僕が今日これからお伺いする

ことで、また変化がおこると思うんですよ。 
この前、晃君は僕に第三者って言葉を使いましたよね。「自分とお父さ

んとお母さんという家庭があるのになぜ第三者が入ってくるのか」って

いう言葉を使いましたね。「第三者が入ってくる」っていう言葉は「よう

やく安定している僕の空間であるこの家庭を荒しにくる第三者」という

意味なんですよ。 
言葉を変えていうと、家族の中だけで自分は王様になっている、王様

になることでやっと安定しているんだ、その家族を荒らす第三者が入っ

てくる、というわけでしょう。登校拒否の子供達とか、非行の子供達と

かは、いわば現実の集団に適応できずに「今のバランスをようやく保っ

ている」わけで、彼らは「変化していくこと」に非常に弱いんです。で

すから、今の段階では、僕が訪れることは彼にとっては大きな苦しみな

のだと思います。しかし、逆に「この苦しみの中から救い出してくれる

かもしれない人」として待ってくれてもいると思うんですよね。 
その感触があるから僕はやっていけると思っているんですが、面接を

重ねていったら、その気持ちのほうがうんと強くなってくると思います。

で、今のところ、僕が来たことで荒れる時期があるかもしれませんです
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ね。しかし、それは「変化していくためのチャンス」だと思わないとい

けないんですよね。だから、とにかく目先のことを静めようという考え

は捨てていかないとだめですね。 
 父 なるほど。 
 私 もっと全体を考えていくことです。今が静かならそれでよい、な

んて考えはやめないと治りません。 
 父 ただ、まぁ、あのー、その辺がよくわかんないんで。またですね、

興奮状態にだんだんいっちゃってですね、包丁を２本構えて、てなとこ

まで行っちゃうのかな、というような不安感が我々にありますのでね。

やっぱりそっとしておいた方が、あいつが自分で考えながらね、あれす

るのかなあ、という感じもまあちょっと持ってますね。 
 母 そうですね。土曜日に主人と一緒に食事して荒れてからは、少し

もう主人は「別に家に入いらなくても良いよ、少し放っとこうかね」っ

てなことになってます。 
あの、だから主人も入ろうとあんまり努力しないし、子どもが居ると、

私も別に主人を入れようとしないで、勝手に２階に上がって本を読んだ

り、適当な時間がきたら下りて出たりしたんです。 
 私 そうしておくと、一時的に彼を荒れさせないようにできるわけで

すね。しかし、そのままでは、結局、またいずれ、別の形で荒れる時期

が来るわけですよね。（「彼の本当の要求～質問に答えていることになら

ないのですから」という意味） 
 母 そうですか。 
 私 だから今のままだったら、毎日、毎日がね、無事なようにって発

想になっているわけで、新しい努力はされていないように思えます。 
 母 なるほど。それで今日、先生に来て頂いて、主人が家から外に出

てるんですけども、その主人を「家の中に入れる」というとどうなるか。 
結局、晃の中では主人のことが、かなり大きなものを占めていますの

で、主人の味方というか、先生が「お父さんを入れないとだめじゃない

の！」というようなことを言われますと、「ほら、水野先生も敵だ」とか

になっちゃうと困るんじゃないかなあと思ったりするんですけど？ 
 私 ええ、そんなふうに味方、敵ってなっちゃうといけないんですよ

ね。治療者というのは中立にならないといけないんです。早くいえば、

「僕は君の味方だよ」っていうような手ではだめなんですね。 
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 母 あら、そうなんですか？ 
 父 そう？ 
 私 ええ。そうです。 
 父 それで今度、もっと拒絶が強くなるというようなことはありませ

んかね？ 
 私 そのことを怖がっちゃいけないってことです。 
 父 怖がるとかなんとかっていうよりも、要するに、うちの場合、こ

とのほか他の人が出入りしないんですよね。とくに親戚の家とか自分か

らも行ってないし、小さいころにはあったんですがね。そういう状態が、

ずーっと永く続いてますんです。それで、先生なり、まあ、来て頂いて

ですね、第三の風通しというか、違う風が入ってきてね、そういう新し

い風はやっぱり彼奴の何か違った考え方になるんじゃないかなあと……。

あんまり「お父さんを家に入れろ」とかなっちゃうと、そっちの方がど

うかなあというふうな感じがしたもんですからね。 
 母 ですから、おっしゃって頂くにしても、そうきつく言わないで、

軽く、 初はしといていただかないと。 
 ● 急激な変化を怖がる家族 
 家族のほうも急激な変化を怖がっているのです。私自身は「お父さん

を家に入れなさい」ということを言おうとしているのではなくて、「家族

面接の中に入れたい」と言っているのです。しかし、この夫婦の中では

「面接の中に入れる」ということは「家の中に入れるということ」と一

緒なのでしょう。 
 私 ええ、本人を変えていくのが目的ですからね。いまの状態をね「よ

しよし」とするためにするんじゃないですからね。 
 母 はい。（？か！か不明瞭な口調） 
 私 それじゃあ、治りません。本人がね、「今のやり方を変えないとい

けないんだ」という気持ちをもてるようになるためにする、のですから

ね。「今のままで良いよ」って形にしたって、それは意味がありません。 
 母 自分の中へ甲羅になってこもってますからね。なにしろもう永い

間、登校拒否が始まって、もう４、５年経つけれども、家族との接触が

とれてないんですから。 
 私 先ずね、前にも言いましたようにね、４、５年の問題じゃないん

ですよ。４、５年の問題じゃなくて、むしろ子どもの時からずーっとね、
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たとえば、お母さんはお父さんを遠ざけてましたよね。 
 母 はい。私が遠ざけていたというよりか、主人が私を遠ざけていた

んです。 
 私 そうか、どっちみち、二人がうまく手をつなげなかったというか。

お母さんがご主人の方向を見るための時間の殆どを晃君のほうに向けら

れていたと言うのかな。 
 母 それはたしかにありました。 
 私 しかも、学君は手がかからないというんで、晃君のほうにばっか

し目を向けてましたよね。そのころから今の状態が作られてると思って

くださいよ。ここ４、５年からじゃないんですよ。ですから、もう幼い

ときからずーっと彼の中に積み重ねて作って来たものがあるんですね。 
お母さんは「あの子が自分にまとわりつく」と思ってらっしゃいます

けど、それとは逆に「お母さんが、あの子を自分のものにしてしまって

たんだ」という面もあるということに気づいてほしいんですよ。「自分か

ら離れられないように」してしまっていた……。 
 母 ああー。 
 私 ですから、お母さんが「あの子の中に入り込みすぎているのを変

えていく」ということが今大事なことなんですね。その視点をはっきり

もっておかないといけません。ただ「あの子を今のまま無事なようにや

っていこう」とね、「あまり刺激せずに、今のまま彼を興奮させないで」

なんて発想を決めこんでたんじゃあ、だめなんです。 
 母 まあ、私が主人を認めないから子どもも主人を認めない、という

現状がおきているのかもわからないですね。 
 私 そうですね。この４～５年のことではなくて、幼いころから。 
 母 ああ、結婚したころから主人は帰りが遅くて、夕食なんか殆ど一

緒に食べたことがなかったし、まして子どもの教育なんて全然主人は知

らないですし。まあ、それこそサラリーマン。月給だけがお家に来ると

いう生活でしたから、永い間。 
 私 なるほどね。しかし、今考えることは晃君をどうするか、という

ことですね。今、行き詰まっている晃君をどうやって助けていくか、と

いうことですよね。お父さんとお母さんは「これからどうすべきか」と

いうことを話し合わないといけないんです。 
いわば話し合わせるために子どもがいるんだ、と考えてもらうと良い
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と思うんです。 
学君がね、「お父さんやお母さんが死んだら晃どうなるんだろう」と、

ご両親で話されていた時に、「お兄ちゃんはお母さんたちが死んだらす

ぐに治ると思うよ」って言ったということをお聞きしましたよね。僕は、

学君はよく見ているな、と思うんですよ。 
 ● 親子の間に適当な距離をつくる 
 母親は「おっしゃって頂くにしても、そうきつく言わないで、軽く、

初はしといていただかないと」と注文をつけておられるし、父親も「た

だ、家族以外の人の声を入れてもらう程度で良いんですが」と急激な変

化を恐れておられます。 
このことは、私という治療者に対してまだ半信半疑たということです。

それも多分、後悔している失敗をもう２度とくりかえしてはいけない、

という気持ちから出ている疑いなのでしょう。そこで、私は「この両親

に信用してもらえるようになるのには時間がかかるぞ」と手綱を締め直

すことになります。 
 １回目の面接の時のも、父親はほんの短時間だけ、おずおずと晃の前

に顔を出したのでした。しかし、この初めての面接では「晃の治療への

導入」ということを主な目的としていましたので、父親との関係まで弄

れていなかったのです。それで、私は是非とも今回までは父親に参加し

てほしいと要求したのです。もし、父親の参加を中止するにしても、「父

親が参加することが困難である」という事実を「晃を含めた家族全員で

確認してから進めていくという儀式」を済ませておくほうが、治療の進

行のために有効であると考えたからです。 
「私が来るという診察の日」のことは、晃は前もって知っていました。

初めは母親から聞いていたのでしょうが、母親がいなくなった４回目以

後は、弟の学から聞いて知っているのです。「今度の土曜日の１１時頃に

水野先生がみえるんだって」というぐあいに学から聞いていたらしいの

です。 
いつも彼は必ず、ダイニングルームで私を待ってくれていました。し

かも、彼が座る椅子の位置まできっかり決まっています。そのために私

の座る位置もまた決まってしまうのです。私は彼の表情が見やすいよう

に少し距離がほしいので、彼と対角線の位置をとることになります。初

めのうちは散らかし放題で足の踏み場もないくらいでしたから、そこま
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で辿り着くのに相当の決心がいりました。しかしこの位置はストーブと

か扇風機とかの器具に一番近いのです。それに、電話も手を伸ばせばす

ぐにとることができる位置にあるのです。このことは、晃の動きの乏し

かった初めのうちは大いに助かることでした。例えば、外からかかって

くる電話を、晃はけっして取ってくれません。学がいれば彼が二階で取

ってくれるのですが、学がいないと電話は鳴り続けることになりますの

で、私が取ることになります。寒くて底冷えがするような日でもストー

ブのスイッチを入れてくれませんので、「ストーブつけて良いかな。ちょ

っと僕は風邪をひいていて寒気がするんだよ」といっ具合に晃の了解を

とって私自身でスイッチを捻ることができます。そういったことから、

私の指定席はけっして悪い位置ではなかったのです。しかも彼は南の窓

を見て座ってくれますから、光が良く当たって表情が見やすいのです。 
 必ず同じ位置に座るというのは、晃の思考の堅さを象徴しています。

段々変わっていったのは、部屋が掃除されていくこと、入浴をするよう

になって臭くなくなっていくこと、貧乏ゆすりがなくなって表情が豊か

になっていくこと、等々でした。表現も段々自然になっていくのですが、

私を待つ位置と姿勢は 後までずっと変わらなかったのでした。 
 ２回目の面接の時の家族全員の緊張は 高潮だったのかもしれません。

まるで、磁場の中に放り込まれた金属のような緊張状態です。すべての

神経が磁場に向かって振るえているかのようです。母親が先頭に立って、

私はそのすぐ後に従って玄関を入るのですが、母親は「先生がみえたわ

よ。晃いるの？」と勇気を絞った声をかけながら、ダイニングルームの

ドアを開けられます。しかし、晃からは返事はなくて、母親の怯えがぐ

んぐん高まっていくのが背中に感じられます。私のすぐ後を、小さくな

りながら父親が入ってきたのですが、晃の緊張は父親の姿を見て頂点に

達したかのようです。いきなり、口を一の字に結んで目をつぶってしま

いました。 
家族全員の緊張のボルテージは今にも臨界点に達しそうです。そこで、

私は爆発がおこる前にと、なるべく威勢よく晃に話しかけることから始

めてみました。 
「やあ、また来たよ。この２週間どうしてた？今度は時間をたっぷり

とって来たからね。これから、どうしてやっていったら良いのか、皆で

ゆっくり話してみようよ」と。 
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すると、晃は目をつぶったままで演説をはじめます。 
「あの入院は単に不覚であっただけだ。偶然の出来事であって、入院さ

せられたのではない」と、まるで予言者の宣告のような口調です。 
「同じことは２度とおきない。やられたらやり返す。そのための準備

は何段階にもわたってでき上がっている！」 
「（父親を）家に入れないことで弱らしていくという作戦は自分のやり

とげようとしていることの一つ。あと一つは警察を呼ぶこと。」 
 そこまで一気に喋ると、ぐあっと目を見開いて「その男がいるとむか

むかする！」と怒鳴ります。その声の大きさと荒々しさに私も反射的に

少しだけ飛び上がって「僕のこと？」と顔を指差しながら聞くと、「ちが

う、その後ろの男だ！」とさらに大きな声で怒鳴るのです。父親は震え

上がっています。 
 ここで私は、父親に部屋を出てもらうことにしました。先に述べたよ

うに、この次の面接（３回目の面接）のあと、母親も家を出ますので、

４回目以後は私と晃と２人だけの面接になるのです。いわば自然な流れ

で「親子の間に適当な距離を作る」ということができあがって、治療の

進展のためには好都合なことでした。父親だけを抜いて母親だけが面接

に参加するという方法よりも同時に２人を抜くというほうが、彼の中の

「両親へのゆがんだ関係を改善していく」のには効果的であったと言え

るでしょう。治療者が介在して両親と晃という３人の「家族修正のため

の会話」が進められていくなかで「父親だけが追い出される」というこ

とが起ったあとでは、「母親は家を出なくては、晃との関係において危険

である」という事態が明らかになって「同時に２人が晃の周りから遠ざ

かる」ということになった、と考えてよいでしょう。こうして、両親と

晃との適当な距離が作られていくことになったのです。 
 ● 大事になるまで、「ほっとけ、うるさい！」 
 父親と母親の関係を、もう少し会話の中から明らかにしてみましょう。 
 私と母親の２人で話しています。場所は駅のそばのレストランで、父

親が来るまで話していたのか、あるいはこの日は都合が悪くて父親は来

なかったのか、はっきりしませんが、「主人がいない」ということから、

母親は父親のことが話し易くなっているのです。 
母 晃が悪いんじゃないって 初から思ってましたけど、主人にそう

やって相談したって主人はいつも怒ってねえ。もう、ここまできて大事
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になるまでは、「ほっとけ、うるさい！」って具合で。少し自分の耳の痛

いことを言いますと「離婚だ！」って大声で怒鳴るんです。 
 私 ああ、そうですか。 
 母 とてもじゃない、感情的な我儘な人なんですよ。 
 私 そこで、お母さんは一人で頑張ることになるんですね？ 
 母 そうです。私が頑張んなきゃっていう気持ちになるんですね。主

人は乗ってこないんです。自分の耳の痛いことを少しでも言うと、もう

「離婚だ、うるさい！」が子どもの前でも始まりますからね。 
 私 ああ、子供の前でもね。 
 母 ええ、子供の前だけでも大声を出してくれなきゃいいんですけど、

もう、子供がいたってなんだって、ぐわっとくるんです。我慢できない

んです。 
 私 すると、子供さんの方はですよ、「僕がお父さんを追い出す方がお

母さんは喜ぶ筈だ」ぐらいに思ってるかもしれませんね。 
 母 そうです。なんであんなお父さんに、お母さんはくっつくんだろ

うと思ってるみたいで。弟の学だって、もうあれです。A 病院にかかっ

ているときに「ご夫婦で少しは旅行にでも行ってみたら」なんて言われ

まして、そしたら良いことになるかしらと思って出かける時にね、学に

「じゃあ旅行に行ってくるからね」っていうと「うん良いよ、だけどお

父さんと旅行するなんて気が知れないよ」って、こう言うんです。学も

絶対主人とはでかけようとはしないんです。 
 私 ああ、そうですか。 
 母 ええ、「お父さんと一緒に行ったら、ろくなことないよ」って。自

分にちょっと気にいらないことがあると「わぁーっ！」とこれ（感情的

な爆発）ですからね。 
 ● 性へのこだわり 
 父親嫌悪には、性的な感情からきている要素が大きかったのでした。

３回目の面接の時の、父親、母親、私の３人の会話をあげておきましょ

う。 
 私 晃君は「全てが、お母さんが勝手に楽しんだ結果だ」と言ってい

ましたね。２回目の面接の時でしたか。 
 母 はい。 
 私 あれは、もうセックスのことだと思うんですよ。彼が言う「楽し
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んだ」という言葉はね。 
 母 はい。 
 私 お母さんが、勝手にセックスしてね。自分が出来たんだと。何故、

お母さんはだらしないことをするんだ、って感じの言葉だと思うんです

よね。「思春期の子供達にある独特の潔癖感」でもあると思うんですけど。

そうそう、お母さんに「自分の欲望のために」という言葉を使ったでし

ょう。 
 母 ええ、そうなんです。昨夜もそういうふうなことを言いました。 
 私 お父さんとお母さんの性関係に対してすごく嫌悪感をもっている

わけですね。 
 父 それが、エディプスコンプレックスですか？ 
 私 そうですね。 
 父 それに、その……ある時期まではね、ポルノ雑誌ちゅうのがすご

く有ったみたいなんです。 
 母 有ったんです。 
 父 私は見てないんですけどね。 
 母 子供の引き出しの中に。 
 私 ああそうですか。 
 母 ええ。 
 父 それがですね。今までに自分で女の子にうまく声をかけられなか

った、ということがあると思うんですね。それが反動として「あれだけ

汚いことをやりやがって」となったんだと思うんです。だけど本能です

から、彼の中にも有るわけなんですよね。 
 私 そうですよね。押さえられているけど、激しく有ると思います。 
 父 それをですね。ぐっと耐えるためにも、ものすごく苦しんでいる

のではないかと私は感じるんですがね。 
 私 そうですね。 
 母 すごーく、あの、なんていうか、そういう本を引き出しの中に、

一杯入れてたんです。高校に入った当時は。ところが、学校に行かなく

なってからしばらく経って、私が何げなく引き出しの中を見たら、あれ

だけあった本が綺麗にな無くなってたんです。それで、その前後以来、

もう、そういうものを一切、汚らわしがるようになりました。 
 私 なるほどね。 
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 父 汚らわしがるわけです。 
 私 その反動なんでしょうね。自分の中にあるものを消すためにそう

なってしまうんでしょうね。ちょうど、学校の先生とか、お巡りさんと

か、牧師さんとかで、極端に性感覚が歪んでいく人たちと同じ過程だと

いえますね。 
 父 そうですね。なるほど、だから自分がまず、コントロールできな

かった。 
 母 あの子の高校で、きっと、綺麗なお嬢さんがいて、好きな人でも

いたんじゃないかと思ってるんです。あの高校は自由な雰囲気で男女交

際も結構さかんなんですよね。ところが、晃の場合にはうまく自分がと

り入ることができない。そこで、ああいう男女関係なんてつまらないも

のなんだといって、自分をごまかす……。 
 父 否定するんです。わざと自分の心に言い聞かせるために否定する

んだと思うんですね。 
 私 そうですね。そのとおりだと思います。そういう心理機制でしょ

うね。 
 母 だから、ひょっとして好きな人でもできたのかしらと思ったりし

たんです。 
 父 まあ、一目ぼれもあるから、人間はとくに高校生ともなるとね…

…。小学校の高学年だってあるんだから。 
 母 だから、そのため背の低いのも、大きなコンプレックスになっち

ゃった。 
 父 そう思うんです。そっちのほうに目が行ってですね。これが、特

別に、まあ、映画俳優になるとか、現代のヒーローみたいにですね、パ

ーッと目を引くような人間だったらと思うようなもんが、クローズアッ

プしてきたのかなあっていう感じがするんですよね。 
 母 自分の方から働きかけないで、座っていても相手の方から来てく

れないと、生きていけないような人だから。 
 父 だから、そのためには全てが整っていて、要するに「ちょっと何

かあったら全部だめなんだ」っていうようになってしまった……。 
 母 そうそう、ゼロか百かっていうね。 
 父 もう、完全にですね……。なんていうのかなあ、私もですね、こ

んなこと恥なんですけど、ある時期「これがだめだったら何をやったっ
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てしょうがないじゃないか」っていうような、そういう考えをもった時

期があったですね。 
 私 誰でも若い時にはそれがありますね。 
 父 そうですね。それが晃の場合は極端なわけでね、その……絶望的

に「僕はもうだめなんだ」ということがね、非常に強く出てるみたいで

すね。 
 私 なるほどね。 
 父 だから案外、なんというか、女の子と気軽に話したりなんかでき

るようになると、案外、けろっと治っちゃうのかなあっていうようなね、

そんな感じも僕にはあるんですけどね。意外にそんなところじゃないの

かなって感じがね。 
 母 そうねぇ、急にピタッとあの、あれ（性的な興味をそそる雑誌）

がなくなったものね。 
 私 なるほどね。よく「性に対する罪悪感」みたいなのが育っちゃい

ますよね、青春期にね。そして、それを代償するために誇大的な構えが

出てくるんですね。 
 父 ええ。 
 ●  父親と瓜二つ 
 自分自身で「恥なんですが」と述べているように、この父親にも高校

時代に、家で荒れていたという経歴があるのです。しかも、晃の荒れて

いく様子が父親のたどった過程にそっくり同じようなのです。ですから

父親としては、自分自身の内部体験に照らしあわせて晃の症状を考えて

いくことができたのではないかと思われます。 
 ところで、父親の場合には、他の兄弟たちの力添えがあって立ち直ら

れて、高校を卒業し、一流の大学を卒業されて社会人になっておられま

す。この差はどこからくるのでしょう。私の推測は、父親の育った家族

（このことを父親の「原家族」と表現します）の夫婦構造のほうが、こ

の晃の家族の夫婦構造よりも「少し健康であった」ということだったの

ではないか、ということです。 
夫婦の構造というのは相対関係ではあるのですが、父親に限って比較

すると、「父の父」のほうが「晃の父」よりも健康であったのであろう、

と推測することができます。すると、祖父・父・晃とつづく３世代にわ

たる関係の中で「社会適応していくための柔軟性」は徐々に欠如してき
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たということになります。もちろん「その男がどういう妻をめとったか」

とか、「どういう兄弟姉妹関係があったのか」とか、「その子の育った学

校をはじめとした社会環境の差はどうだったのか」などいろいろの要因

もあるわけで、そう単純化はできないのですが。 
 母親は晃のことを女性関係のことをめぐって、「自分の方から働きか

けることができない。座っていても相手の方から来てくれるような人が

いないと、生きていけないような人」と言っているのですが、この父親

には、まったく同じようなエピソードがあります。 
 それは、母親が結婚してはじめて父親の兄弟たちと魚釣りに行ったと

きのことなのですが、母親の言葉のままに述べてみましょう。 
「びっくりしたのはですね。主人は何もしないんですよ。みんな、兄達

が手伝ってくれるんですね。餌をつけるのも、釣れたときに魚を釣針か

ら外すのも、兄達が代わり番こにしてやるんですよ。主人はただ釣竿を

持って釣り上げるだけなんですよ。私はびっくりして、というか、あき

れ果ててしまいましたね。だって主人が釣れたよ、と言うと、誰かが自

分のはほっぽらかして外しに来てくれるんですもの」。 
これは、晃が「座っていて、相手のほうから来てくれるのを待ってい

る」のと、そっくり瓜二つでしょう。 
 私と面接を重ねる度に晃がよくなっていく様子を聞かれて、父親の喜

びようはなかったのでした。かなり後からですが、その父親の口から、 
「僕は晃がああなってから初めて、自分の色々のことに気づかされまし

たよ。本当に色々と苦労してきましたが、良かったと思っています」と

いう言葉が聞かれたのでした。 
 ４回目のときの会話の記録を拾ってみましょう。 
 私 いやあ、前回のときに比べたら、すごく表情に余裕があって、笑

顔が見られましたよ。 
 父 あっ、そうですかね。 
 母 ああ、そうですか！ 
 私 ２回目の面接までは、僕に対して「直ぐにでも帰れ」って言い方

だったでしょう。 
 母 ええ。 
 私 今日は全然「帰れ」って出なかったし、険しい表情もなかったで

すよ。 
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 母 だって２回目の時だって、先生が帰られたあと、夕刊を自分で取

りに出てたんですよ。そんなこと今だかつてなかったですもの。 
 父 ああ、なかった、なかった。 
 母 家に帰ってみて、夕刊とろうと思ったら無かったから「あら、今

日忘れたのかしら」って思って部屋に上がってみたら、テレビのところ

にきちっと置いてあるの。 
あれ、これは晃の置き方だって、すぐわかるんです。外へ出る気にな

ったんですね。今まで出たことがない子が。その後、２回ほど犬のとこ

ろに出てるのを私見たんです。いつもは家の中からあやしていたんです。 
 私 ああ、そうですか。 
 母 ええ。 
 父 それが玄関へ回って出ていくというのは、相当の変化です。 
 母 それで、２回目のとき「餌をやってたんだ」って自分から言った

んです。外部の人からの接触があると気分が少し浮くんですよね。 
 父 イヤー、僕はそれは単に「外部の人からの接触があったから」と

いうだけではないんじゃないかと思うな。すごくあの、内部から変化し

てると思いますよ。 
 母 良くなったんじゃない？ 長いあいだ、家の人としか、家の人も

私ぐらいしか話す人がいなかったんだから。 
 父 うーん、それでね、今までのパターンでね、そんなに直ぐにです

ね、先生から聞いて、それで、「あっ、そうですか」とかいうのはないと

思うんだ。 
 母 そう、そう、そう、素直に自分の型を変えられないってところが

ある。 
 私 そんなことをするのは、沽券にかかわるわけですね？ 
 母 そう、そういうこと。そう、そういえばドッグフード持ってね、

玄関に入ってきて、私とバタッと玄関で顔を合わせたの。そしたらなに

か下を向いて、バツの悪そうな顔をしてるの。どうしたのかなあって思

ったの。翌日見たら、犬のおわんの中にドッグフードがどさっとはいっ

ていたから、見られてバツが悪かったんですね、あれ。 
 私 ああ、そうか。 
 母 ええ。 
 父 本当に良くなってきているんですが、一般的にいえば、もう相当
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びびっちゃ居ますよね。初めのときのようなあんな態度に出られたんで

は。 
 私 そうですね。 
 父 普通だったら、そういうことを経験してない人が見ればね、みん

な逃げ出しますよ。 
 私 ええ、あの言葉を聞けばですねえ。 
 母 ええ、真にうけますからね。 
 私 今にも刃物が飛んできそうに見えますものねえ。お父さんも、お

母さんも「殺されることなど怖がってないぞ」という姿勢を見せられた

時に「脅しじゃないんだ」って言ってましたよね。「口だけじゃないんだ」

って……。 
 父 ええ、そうでしたね。 
 ● なぜ警察への電話を母親に強要するのか 
 母親が家を出て４ヵ月目の３月中旬の往診のころには、晃の生活はず

いぶんと改善されていました。風呂にも入るし、髭もさっぱりと剃って、

顔色も健康色になっていました。しかし、この時にもまだ晃は「母親に

電話をさせること」に拘っていました。「僕は母を電話のところに引っ張

っていって、受話器を耳にあてがったのに動かなかったんです。そんな

ことがあって、３、４日したら、ふいをつかれて忽然といなくなったん

です。腸が煮えくり返るような気持ちです」という具合に。 
 ２ヵ月目のころ、「僕が同席して晃君と話してみませんか」と母親に提

案してみたのですが、「まだ晃とは会いたくない。今会ったのでは、すぐ

に元に戻ってしまいそうだから」と言われます。そこで、私は手紙を書

いてみることを勧めておいたのでした。 
母親は弟の学から晃についての情報はいろいろ聞いておられます。

「まだ風呂には入っていない」とか、「洗濯もしなくてシャツは汚れてい

る」などなど。そして、「手紙はちゃんと読んでいるらしい」ということ

が学から伝えられています。手紙には「生まれた時のこと」「小学校に入

学した時のこと」「A 病院に入院させることになった経緯」「すべてのこ

とが晃のことを考えてした事だということだけはわかってほしい」など

ということが書かれていたらしいのですが、学によると「お兄ちゃんは

お母さんの手紙を読んで考え込んでいるように見えたよ」と言うのです。 
 それで私は、３月中旬の往診のときに「母親と電話で話させる」とい
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う方法をとってみたのです。まず私が母親に電話をして、「晃君と代わり

ます」という方法で話させたのですが、この時にもまだ警察への電話の

ことで一方的な攻撃をするばかりで、親子の会話として成り立つもので

はありませんでした。 
 ところで、晃が母親に「警察へ電話しろ！」と強要することの意味は

なんなのでしょうか。２ヵ月目のころの往診の記録から拾ってみましょ

う。「警察のことが解決しないと前に進めない」と晃が言うので、私は「な

ぜかな？」と聞いているところです。 
 晃 まったく前進できないわけではないんです。しかし大きな障害な

んですよ。目の前に具体的なものがあればそういうものじゃないのかと

思うんです。 
 私 うん、お母さんを介せずにはそのことは解決できないの？ 
 晃 それは多分できない。どうしてかというと、自然な形をとらない

といけないから。やるのは僕なんだけど、つまり主役は僕なんだけど、

やるためには他の人間が必要なんです。「電話する」とかほんのちょっと

したことをしてくれればいい。それは自分ではできない。だから母に強

要したんです。そしたら、やらずに出ていったから、僕は困った。非常

に卑怯な感じです。 
 私 うん、お母さんにしてみれば、君がしようとしていることを理解

できなかったわけだ。 
 晃 うん、しかしそれは本人に聞いてみないとわからない。そのこと

を解決して出ていったのなら、まだ汚いとまではいかないんだけど。あ

の体験（警察に強制的に精神病院に連れていかれたこと）を１００％体

験できたのは僕だけですからね。他の人には６０％もわからないと思う。

他の人から見たら下らないことでも、僕にとっては大切なことなんです。

なによりダメージを受けたのは僕、他の人には何のこともない。父や弟

には痛くも痒くもないことで、必死になっているのは僕だけなんですか

ら。僕一人がやっきになっている……。僕にとってみれば、電話をする

ことくらい大したことではないのに、どうして知らないうちに卑怯に逃

げたか、というイメージですね。それをせずに逃亡したというのはもの

すごく腹が立つ。逃げるというのは本人にとっては 高のこと、しかし

相手にとっては 大に腹の立つことですよ。 
 私 わかりました。それらの君の思いをお母さんに伝えておきます。



112 

 112 

他にはないですか、伝えたいこと？ 
 晃 電話もせずに出ていった。それをしてから出ていったというので

あれば……。それをしなくちゃいけない。させなくちゃいけない。僕の

ためを思って電話をしなかったと言っていたけど、そういうことは信じ

られない。ただの飾り。なにか浮いたような。 
 私 そうか。ちょっと質問するけどさ。お母さんに電話させて警察を

呼ぶというわけだよね。 
 晃 そうです。 
 私 その場合にさ、君を病院まで連れていった警察官連中でなくても

いいの？ 
 晃 できれば同じ警察官がいい。しかし、もし代っていても、あいつ

らが全力をあげたとしても捕まらない、ということを証明したいわけで

す。同じ人間であることにこしたことはないけれど、同じ警察の人間な

らいい。しかし、僕一人じゃできないんです。だれかがいて、そして警

察が僕を捕まえようとして、そして「僕は捕まらない」ということを証

明したいんです。この屈辱のまま生きていくことは人間としての恥だか

ら。 
 
私はこの言葉を聞いて、やはりこの発想は周囲には「性的な感情が強

くただよっている」という印象を強くしました。つまり、晃は「誰かが

いて、そのことを証明してもらわないといけない」と表現していますが、

そのだれかとは母親でしかありえないのです。つまり、「お母さんの目の

前で自分が警察官に捕まえられた」ということは「男としての弱さ」を

母親に見せつけてしまったことになるのです。それは何があっても、「自

分はそんな弱い男ではないんだ、ということを証明し直さなければなら

ないこと」なのです。晃にとっての母親は「自分の全てを支えるもの」

であったのです。 
 私は先に述べたように、３月中旬の面接のときに、晃と母親を電話で

話させてみたのですが、会話は不成立に終わったのでした。電話は何時

までも一方的な晃の攻撃のままでしたので、私の方が少しだけ強引に電

話を切ってしまいました。そして、「家族全員で公園で話してみようか」

と提案してみました。公園でというのは、母親のほうが家で会うことに

対してはまだ抵抗が大きかったからです。それと、私の方にも「他人が
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いる場所の方が晃の興奮も少なかろう」という判断があったのです。 
これに対して晃は、「公園で会うということは、あの人にとっては意味

があることかもしれない。しかし僕の目標はなにも達成されない。僕に

とってはマイナスとは言わないまでもプラスになることはない」と答え

ます。しかし、これは彼の独特の言い回しであって、ほんとうは会いた

いのです。私が「では会ってくれないんですか？」と質問すると 
「いえ、会いますよ。会ってくれと言えば」と答えたのでした。 

 ● 親しかった従兄弟と一緒に食事 
 ところが、この公園で会うという私の提案は、母親の不安から実現さ

れません。母親は「晃が会っても意味がないというのであれば、私も会

わない」と言われるのですが、実際には暴力に至り、今までの辛抱が台

無しになってしまうのではないか、と心配しておられたようなのです。

しかし、「晃が会っても意味がないと言うのであれば、私も会わない」と

いう母親の言葉は妙です。そのことは父親も気づかれて、「何か、対等み

たいな気持ちを持っていることになるじゃないか！」と指摘しておられ

ます。この父親の言葉も、３人のエティプス関係を表現しているようで

す。 
「公園で会う」ということは実現しなかったものの、母親にとっては晃

の顔を４ヵ月も見ていないということは気のとがめることでした。そこ

で「お母さんが安心して晃君と会うために、親戚のだれかが同席するな

どの方法はとれないだろうか」と私から提案することになりました。す

ると父親のほうから、「それなら僕の兄の子どもで、２５歳になる晃の従

兄弟がいます。小さなころはよく遊んでいたんです」という返事が返り

ます。それに対して母親は、「うん、それなら良い。公園で会うというの

はどうしても抵抗があったの」と答えることになりました。 
 こうして約１月後に私を交えて、父親、母親、従兄弟、本人の５人で

交流をもつという計画が実現されることになりました。いつものように、

まず初めに駅前のレストランで、４人で話し合って、そのあと、従兄弟

と私の２人で晃の座っているダイニングルームを訪れました。晃は久し

ぶりに合う従兄弟に初めのうちびっくりしていたようですが、やがて和

やかな会話に発展していきます。頃合いをみて、私のほうから 
「じつはご両親も近くに来ておられるんだけど、一緒に食事に行かな

い？もう１時が近いでしょう。僕もね、このお兄さんも昼ごはん食べて
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いないんだよ。君だってたまには美味い物を外に食べに行ったっていい

じゃない？」とやってみました。すると晃は本当に和やかな笑顔で「良

いですよ」と答えてくれたのです。 
 私達は郊外のファミリーレストランへと向かうことになったのですが、

なんと晃は抵抗もなく父親の運転する車に乗ったのです。私達は５人で

「釜飯定食」を食べました。私は膵臓が少し悪いので、脂物が食べられ

ません。それで、小さな皿に盛って出たてんぷらを晃に譲りました。す

ると「僕はこれ大好きなんです」と言って食べてくれたのでした。 
これ以後の晃の変化は長足でした。 

 ● 後の面接 
 後の面接で、私は「警察官につかまえられたことの失敗」のことを

高校受験の失敗と結びつけて聞いてみました。すると、晃は次のように

答えてくれました。 
「似ているかもわからないけど。しかし、警察のほうは直接的なもの、

精神的なものではなくて肉体的なものだから……。高校受験のほうは鮮

明じゃないけど、意外にのっとりとしていて、しつこくしているかなあ、

と思う。高校受験のほうは今でも夢に出る」と、すごく素直に述べてく

れます。 
そして中学時代や高校時代のことを自分から次々に述べてくれました。 

「僕は、小学６年の時に田舎から出てきて遅れていたんです。第一にあ

ったのが、同年代の人間と自分が差があるなあ、ということでした。追

いつかないといけない、これも遅れている、これも劣っていると、閉鎖

的な勉強をして視野が狭くなって、へんなところをどうどう巡りしてい

たように思います。自分より優秀なやつへの恐怖感があって、それでど

んどん視野が狭くなって、悪循環的なことをしてきたんです。高校にな

って、勉強をしても本気になれなくなった。中学の頃まではむずかしい

数学の問題などを解いて得意になれるということがあったけど。なにか、

絵を眺めているような、絵の中を行き来しているような、そんな感覚で

した。」 
「なんのために努力するのかわからない。こんなことに努力してみても

意味がないんじゃないか、とか考えてしまう。会社にいる人なら部長に

なるとか出世するとか、受験生なら大学を受けるとか、そんな目標を立

ててやる。自分の行動を外から見ると、ノラネコとかノライヌとか、そ
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ういうものと重なって見えてきて……。変に客観的に見えてきて、これ

からの１０年間をどうやって生きていくのかなあと思うことが多いんで

す。そうなると、まだ昔の方が良かったと思うんです。変な劣等感があ

ったけど、それでも一所懸命やっていたから。今はどうしても、あれほ

ど一所懸命になれないんです。」 
 
 私はこの話のあとに、性のことに少しだけ触れておきました。この話

に関しては前回の面接の時に彼のほうから一部出されていたのでした。 
それは「外出がしにくい理由の一つ」として、「ちょうど家を出て行く

ときに、性を特別に扱った本を並べている店の前を通らなくてはならな

いからです」という表現で話したのでした。そこで、今回は少しだけ深

めてみようと思ったのです。もっとも微妙なことですので、「性のことも

少し頑なになって考えていたように思えるね。自分でももう気づいてる

みたいだけど、もう少し解放されて良いのかもしれない。そのことも今

度は考えてみたら」としておいたのです。 
後に、彼に「信州のお祖母ちゃんのうちをぜひ訪ねてみるように」

と提案してみました。それは母方の祖母のうちなのですが、幼いころに

はよく甘えた祖母なのです。晃はこの旅行で、はじめてダイニングルー

ムから離れることができるようになるのです。 
 

第１０章 

オートバイ少年と堅い夫婦 
・・強い対立夫婦の下の子供 

長期に亘る関わり＜往診家族療法の第７章から> 

 

（１） ４回の強制入院を経て 

  中学１年生からの登校拒否で、一昨年、成人を迎えた川原洋介の家族

のことを述べておきましょう。 

  川原家は東海地方の古い街並みの中にあります。この市街は江戸時代

以来の菓子屋街だったらしいのですが、川原家も先代まで菓子製造業を

営んでいました。 
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  洋介の父親・重治はこの家の４人兄弟の長男ですが、今は公務員です。

姉、重治、弟、妹と連なる４兄弟なのですが、家屋敷は全部重治だけが

引き継いでいます。長男が跡を取るというのはこの古い街では当然のこ

となのかも知れません。菓子工場跡には５階建てアパートが立てられ、

公務員としての給料と同じくらいの家賃収入があります。 

  洋介の母親はお寺育ち、経済的な苦労はしていません。父親と母親の

出会いの場所は大学です。大学のサークルで、先輩・後輩という関係だ

ったのです。母親の方が一才年上の先輩。 

  私達は洋介を４回入院させたのでした。しかも、いずれも強制入院。

体は大きく、頑固な抵抗を示すために収容は大変でした。３人の男性職

員と、私。私の都合のつかない時には担当の女性の心理療法士、つまり

総勢４人で、格闘しながら車に詰め込んでは高速道路を走ったのです。 

  宮崎まで十数時間。ある冬は、両脇に山と積まれた雪の高速道路を走

りました。行けども行けども山また山の丘陵地帯をくねって登って、道

が直線になった瞬間、目の真ん前に三日月がひょっこりと現れたりした

のでした。疲れた目にそのお澄ましの姿がなんと見事だったことか。三

日月の尖った両端を澄んだ夜空にきらきらと輝かせて。 

 

  洋介は収容に当たっては大きな抵抗を示すものの、入院すると、時を

置かずおちついて行きます。看護師や心理療法士にうまく甘えて行くの

です。同年齢集団との交流の少ない洋介の甘えは「大人びた甘え」と言

えます。 

  自宅に籠っていた彼はパソコンやペット類に詳しくて、それはかなり

の自慢でした。しかし、それを子供のように「ひけらかす」わけではな

いのです。ただし、質問されると得々と教授してくれます。まさに大学

教授のように。 

  ある年の夏など、数匹の金魚の入った水槽に水草等を工夫して、金魚

の孵化に成功しました。無数の稚魚を前にして、大学教授は「親魚が食

べてしまうから、孵化した魚は別の水槽に移さないといけない」等と講

義されます。すると、その場にいた全員から、「ほう、洋介博士は凄いん

だ！」という意味の感嘆の言葉が沸き上がる。それが彼の満足なのです。 

  そんな中で年齢の近い子供達との交流も徐々に拡がって、特定の親友

ができます。こうして落ち着いて行っていたのです。 
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  ところが、彼の心は心底から皆の中に溶け込んで行けてはいなかっよ

うで、家に帰ってしまうと、たちまちの内に元の黙阿弥。自分の部屋に

閉じ篭り、母親との会話もしなくなります。往診に出かけた私とも会わ

なくなってしまうのです。 

  それは家族構造、なかんずく＜堅い夫婦構造が殆ど変化していなかっ

たということからもたらされた結果＞だったのでしょう。そのために彼

が変わって行くのには彼自身が成長するために要したほどの長い時間が

必要なのでしょう。 

  私達が治療を始めてから６年経過した２０００年３月、１９才になっ

た彼は突然、宮崎に現れるのです。この時の様子を私が送った次のメー

ルで推測して下さい。 

私は心から嬉しくて父親に大急ぎでしたためたのでした。 

 

  当方から            洋介君が宮崎に来ています 

                  Date:Wed, ２２ Mar ２０００ ２３:５３ 

  お元気ですか？  驚かれることと思いますが、洋介君が宮崎に来てい

ます。 

先日、月曜日に往診から帰ってきたら、彼が僕の車の前にいきなり立っ

て「僕が誰か判りますか？」と聞いてきたのです。受付で、僕が往診か

ら３時までには帰ると聞いていて、その時間を待っていてくれたらしい

のです。 

  「工業高校に合格したそうだね」と言うと「誰から聞きました？」と

聞いてきました。「お父さんからメールが時々入るんだよ」と答えると、

「やっぱり」と言いましたがイヤな顔ではありませんでした。 

  「あがれよ」と進めましたが、「これから都井岬までいく」と言います

ので、「帰りには是非よってよ。坂辺先生やら喜ぶから」と言うと「うん」

と返事をしてくれました。バイクで来たと言っていましたが、途中はフ

ェリーを使ったのかどうか確かめていません。 

  多分、明日ぐらいは現れるかと楽しみにしています。    ３月２２日 

…………………………………………………… 

坂辺先生というのは長らく彼の担当をしてくれた心理療法士です。父

親からの返事も読んで頂きましょう。 

  先方から            近況報告１２年３月末 
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                    Date:Tue, ２８ Mar ２０００ １１:３９ 

  メールありがとうございました。洋介が先生に高校合格の報告に行っ

たこと、しかも３時間も先生を待ったことから、高校合格が洋介にとっ

ていかに大きな出来事であるか想像できます。 

  卒業できれば、さらなる飛躍につながるのではと思います。しかしな

がら、中学校での学習が空白であるため、卒業は容易ではないと思われ

ます。困ったとき、高校に助けが求められればよいのですが、そうでな

い時どうなるのか心配ではあります。高校には生育歴や家庭の状況を話

してきました。 

  明美（洋介の姉、大学の法学部学生）には洋介の求めに応じて援助す

るよう話しておきました。後は洋介を見守るだけです。 

  私からと私の姉からの合格祝い、お守り、端午の節句のかざりが洋介

に渡るよう治子に頼みました。私から洋介に渡すものは洋介の部屋であ

る洋間に置かず、ピアノの上に置くように頼んであったのですが、治子

は洋間に置いてしまいました。洋介はツーリングから帰った２５日にそ

れを見つけ、「お祝いなどを俺の目に付くところに置くな」と言ったそう

です。添えてあった手紙は燃やし、プレゼントなどは治子に渡したそう

です。 

  これについては治子から連絡が行ったと思います。洋間に私からの手

紙を置かないことは、私から提案する前に、洋介からそれとなく言われ

ていたようです。治子はうっかり置いたと言っていますが、無意識かも

しれないが、わざと置いているのではないかと疑ってしまいます。 

  ２６日に入学説明会がありました。夕方帰宅し、「入学のことについて

親父に知らせるな。今度来たら殺すぞ」と言ったそうです。高校の先生

の誰かが、私が高校に行ったことを洋介に伝えたのかもしれませんが、

高校に問い合わせたところ、特別に何かあったということはないとのこ

とでしたが。 

  先生に合格を知らせたことなのか、お祝いなどが洋間に置いてあった

ことなのか、なにが原因での発言かわかりません。いずれにせよ、「俺の

ことはほっといてくれ」というメッセージと受け止め、しばらく静観す

るつもりです。 

 

（２） 夫婦関係 
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  洋介の両親の夫婦仲は冷え込んでいます。 

  父親・重治には既に同居している女性（恵子）がいて離婚を熱望して

いるのです。上のメールで治子と呼んでいるのが洋介の母親、つまり重

治の法律上の妻です。 

  治子の方は＜夫は「そのうちに自分の下に帰って来てくれる」筈だ＞

と決め込んでいて、離婚に同意していません。上のメールでお分かりの

ように、父親からは憎しみに至るような感情、母親からは＜離婚に関し

ては何ごとも受け入れません＞という頑なな感情が迸り出ていて、変化

への可能性は皆無であるかのように見えます。 

  父親は殆ど家を空けて恵子の家に行きますので、家には姉の明美と洋

介と母親の３人だけとなることが多いのです。 

  父親としては恵子の両親への配慮から「早く正式の結婚ができなけれ

ば堂々と同居はできない」と考えていますから、離婚に応じてくれない

妻を憎んでいます。 

  しかし父親は２人の子供に対しては「父親としての役目」を何ごとを

さしおいても果たさなければならないと考え、事あるごとに様々な努力

をしてきているのです。キャンプ、釣り、オートバイでのツーリング、

パソコン、ゲーム、誕生日等の祝いごと、クリスマスの食事会……等々。

私が初めて往診した頃には洋介は既に、父親からのこれらの誘いに乗ら

なくなり始めていました。私は父親に次のような解釈を伝えたのでした。 

「洋介君はお父さんのオートバイの後に乗りながら、色々のことを考え

ているのだと想像します。お父さんがお母さんと仲が悪いことは感じと

っていて、このままお父さんのオートバイに乗り続けていて良いんだろ

うかとか考えて、不安で溢杯なんじゃないでしょうか？  すると学校に

行ってなどおれない。オートバイにも乗ってはおれない……」 

  すると父親は「私もそれを感じます。どうしたら良いんでしょうか？」

と問われます。私は 

「どんなに努力されてもお父さんとお母さんの関係は隠せないでしょう。

むしろ隠さない方が子供は信頼するかも知れません」と答えたのでした。 

  離婚した父親が別の女性を愛し始めるということが、子供には理解で

きない時期が続くかもしれないけれど、曖昧なままでいるよりも良い結

果になるかもしれないと考えたのです。しかし、次の言葉を添えたので

した。 
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「お母さんとは分れるけど、君達の父親としては何時までも変わらない

よという気持ちは常に伝えなければなりません」と。 

  やがてそれは実行に移され。父親は恵子とその連れ子と一緒に住み、

時々洋介達の家に帰るという生活が始まります。 

  学校に行かない洋介は母親への暴力に出ます。「物を投げたらそこに

母親がいただけだ」と洋介は言うのですが、母親の腕、足、胸などなど

方々に打撲の傷跡ができて行きます。そこで入院ということになるので

すが、特徴的なのは入院の依頼は全て父親からということです。 

  母親は 後まで痛みに耐えています。現実的な決定は全て父親がしな

ければならないのです。 

 

（３）  洋介に初めて出した手紙 

  私は２回か３回往診した後で洋介宛ての手紙を出しました。不器用な

両親は＜洋介のために僕を呼んでいる＞という事実を伝えることもでき

なかったからです。そのまま読んで頂きましょう。 

    

        川原洋介君へ          初めてお便り致します。 

……私は時々君の家を訪ねている宮崎の医者です。なかなか君と話せな

いので、手紙を書くことにしました。 

こちらは毎日うだるような暑さです。昨日は気温が３６．８度まで上

がって大変でした。宮崎の場合、海や川など泳ぐところが多いのですが、

今週中には水に潜って楽しもうと考えています。ご両親によると、君も

アウトドアライフが大好きなのだそうですね。宮崎には良いキャンプ場

が方々にありますよ。 

  ところで、学校に行けずに、家の中だけで過ごす毎日が続いているよ

うですが、そろそろ退屈してきませんか。しかし学校から遠ざかってい

ると、ますます行き難くなるでしょう。 

  私は学校は「行かなければ行かなくても良い」ところと考えています。

しかし、会いたい人とも会えないということは残念でしょう。道で誰か

知っている人と会った時に、姿を隠したい気持ちになってしまうのは嫌

なことだと思います。 

  Ｂ町のおじいちゃんの家（お寺）に行くのは気楽にできると聞いてい

ますから、「知っている友達と会うことが嫌だから、家から出ようとしな
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いのだろうな」と私は想像していますが、当たっていますか？  そうで

あれば、その解決はそう難しいことではないと思います。 

  頭で考えていることを実行に移すのはなかなか難しいものです。しか

し、一旦実行してみると、「なんだこんなに簡単なことだったのか」と気

付くものです。そこで私達は少しずつ実行に移すという方法を勧めてい

ます。 

「学校にだけは必ず来ること」と言われると、行きたくない気持ちをま

すます強めてしまいます。それで「行きたくなければ行かなくてもよい」、

その代わり「何かそれに近いことをしてみよう」というのも「少しずつ

実行に移す」方法の一つです。色々の方法があるのですが、私が今考え

ているのは「しばらくＡ市を離れて宮崎で生活してみる」という方法で

す。 

  青島という海岸のほとりで、学校に行けなくなった子供達、主に中学

生と高校生が７～８人生活しています。施設全体は野島診療所というの

ですが、部屋は個室になっていて、学校に行きたくなった子供はここか

ら地域の学校に登校しています。現在は２人の中学３年生が登校してい

ます。オートバイの免許を取るために自動車学校に通っている高校生も

います。 

  学校に行っていない子供達は、スポーツをしたり、海で遊んだり、犬

の散歩にでかけたりして自由に過ごしています。勉強や作業の時間もあ

り、少しだけ学校に似た面もありますが、全て強制ではありません。参

加したくない人は参加しなくてもよいのです。 

  全て自主的に判断するというのがここの方針です。ここに来るのも、

ここから帰るのも全て自分で決めれば良いのです。初めの内は怖々とや

って来るのですが、しばらくいると、なかなか帰りたくなくなって行く

みたいですよ。それも困ったことではありますが、人生の一時期、他の

人達とは違った生活をしてみることは決して無駄ではないと思います。 

  また君のうちを尋ねてみたいと考えていますが、今度は君が「僕と会

ってみたい」と言うまでは行かないことにします。 

                          １９９４．７．５． 

（４）  退院の判断……１９９７年７月の退院 

  強制的な入院をさせた子供達を退院させる時の私達の一般的な進め方

を説明しておきましょう。多くの家族が退院させるか否かを治療者に決
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めてもらいたがります。私達はその判断は「家族に任せる」ことにして

いるのです。 

  子供が性急に「早く退院したい」と要求して来る間は「未だ治ってい

ない」と判断してよいでしょう。大勢の他人の中で暮らすことが苦痛で、

何の遠慮も要らない家族というオアシスの中に逃げ込みたいと考えてい

るのです。 

  このことは第４章「強制入院ということ」の中で述べた１９才のＫ君

がはっきり示しています。家族の中の方が安心できると考えているので

すから、帰ってしまえば、再び外に出れなくなってしまうのです。 

  ですから、退院要求が強ければ強い程、その子供の引き籠もり危険度

は高いと言えます。ところが、多くの家族が子供の強い要求を撥ね除け

切れないのです。そこで、「（私達からは言えませんから）先生の方から

未だ退院は早いと言って下さい」と要求することになるのです。 

  つまりこの家族は「子供に向かって本音でものを言うことが出来なく

なっている」のです。家族療法の進め方の基本は＜「子供を変えること」

と「家族を変えること」を同時に進行させる＞ということです。車の両

輪が同時に動くから「家族療法という乗り物」が順調に進行するのです。 

  そこで私達は家族に「先生が駄目だと言うから」ではなくて、＜「私

達が一緒にやって行く自信がない」とちゃんと言えるようになって下さ

い＞と指導することになります。 

  洋介の場合にも両親でやって来て頂きました。私達は「退院はまだ早

い」と判断していましたが、家族面接を始めるに当たって洋介には「こ

れからの家族面接の中で両親が一緒にやって行けそうだと感じて頂けた

ら帰って良いよ」と伝えてあります。 

  洋介は面接の中では殆ど発言しませんでした。面白いことに４回の退

院時面接の全てでそうでした。答えを迫っても曖昧に頷いて答える程度

です。私は当然のこと家族は「これでは連れて帰れない」という結論に

なるだろうと予測したのです。ところが、家族は「ノー」と言えず、洋

介は退院を勝ち取ることになるのです。４回とも。 

  １９９７年７月の退院の時、私は「往診する私と月に１回は面接する」

という約束で帰したのでした。ところがこの約束も守れません。この９

月１５日の往診記録を覗いてみましょう。 

母親との面接記録 
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・「今日の午後、先生がみえる」と言ったら、「会わないと言っとけ］と

言って２階に上がりました。 

・先生がみえる直前に出かけてしまったみたいです。 

・水野先生と会うのは「こちらからの要請がある時だけだ」と言ってま

した。 

・８月の内はあちこち出かけていました。９月に入ってから殆ど出ませ

ん。 

・本屋には行く。主にゲームの本かな。 

・この前はテレビが壊れていたので買いに行きました。 

・食事は私が作ったものを食べています。……（以前は自分で作るか、

買って来ていた） 

・新学期が始まって突然悪化した。 

・「父親がここに来る」と分かると直ぐＢ町（母親の実家）に行ってしま

う。 

・宮崎から帰った頃はよく話していたが、今は私の方から話しかけるの

を好まない。 

・父親は声をかけたり、手紙を投げ込んだりしている。 

・父親としてはそれに対して返事がないことで、相当応えているらしい。 

 

（５）  夫婦面接の記録から……９７年２月１４日 

  父親は正式に離婚して欲しいのです。同居している恵子は前夫との間

の小学４年生の男児を連れている保母さんです。先に述べたように治療

に関わり始めた頃に、私が＜むしろ、事実のままに告げる方が子供達は

すっきりするかもしれません＞と意見したのでした。その数か月後に父

親は家を出て、用事がある時だけ帰って来る関係になったのです。 

数年前になくなった母親と父親、そして歴代の祖先が祭ってある仏壇

はこの家に置いてあります。４人兄弟の長男である父親はこの仏壇を自

分で祭りたいと考えています。しかし、この仏壇を恵子と住んでいるア

パートに移すより、この家に恵子とその息子を連れて来たいのです。 

  夫婦面接の会話を思い出すままに書いて見ましょう。 

父親：子供達が「この家にいたいと思っている」と言っているけど、そ

れは本当かね？ 

母親：そうだと思う。 
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父親：思うじゃなくて、本当にそうなのか？ 

母親：思うとしか言えない。 

父親：何故そんなことを聞くかというと……、子供達を利用してこの人

がこの家に居座っているようにとられるからです。 

 

……………………………………………… 

  と、父親は私に向かって話します。婚姻制度がまさに財産の帰属を決

定する制度であるということ言っているのです。 

母親：客観的に言ったら、私は何処にでも住めます。ただ与えられたも

のに居るだけです。 

父親：「与えられたもの」ってどういうこと？ 

母親：洋介とこの前、Ｂ町に行ってきました。しかしあそこは、おばあ

ちゃんの実家にすぎないのね。広くて居心地は良いよ。しかし、住んで

いた家はここなの。 

父親：考え方がおかしいよ。じゃあ、洋介じゃない普通の子供達は転居

できんことになるよ。 

母親：そうね、簡単に転居する子もいるでしょう。しかし、うちの子達

は違うということ。 

父親：狡いんだ。話が。のらりくらりと……。自分がここに住みたいの

ならハッキリそう言えば良い。 

母親：今の時点ではここに居たいです。 

父親：子供達とか関係ないんでしょう？ 

母親：うーん、全く関係ないわけじゃない。 

父親：楽な道、楽な道を選んでいる。 

母親：それほど楽な道でもないよ。 

父親：例えば、私に「手紙を出すのは止めてくれ」「洋介が荒れないよう

に」と言って来る。洋介を犠牲にして、自分だけ楽をし続けようと思っ

てるんだ。 

母親：思ってない。 

父親：思ってなくても、そういう行動をしているということだよ。 

母親：これからどうするかということですよね。 

父親：そう、それでずっと私は騙されて来ているんだ……。のらりくら

りとやられて。 
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母親：語弊を招いているかもしれないけど、わざとやっている訳じゃな

いよ。 

父親：そう、そうだと思う。わざとだったらなお困る。 

 

………………………………………………… 

  母親の言葉の方が理路整然としています。しかし、「父親の気持ちへの

配慮がない」ということが父親には＜我が儘としか見えない＞のです。

それを要求することは父親の我が儘なのですが。 

 

（６） 夫婦の感情の絡みと子供のその後 

  以下に、１９９９年から２０００年にかけてのメールのやり取りを取

り出してみましょう。 この中から「夫婦の感情の絡み」と子供の問題を

読み取ってみて下さい。メールは父親からのみなのですが、夫婦の関係

がよく表現されています。 

 

    父親から           近況報告 

                     Date:Tue, １０ Aug  １９９９  

  ７月２９日に家庭裁判所の調停がありました。「治子は心に思うこと

はいろいろあっても、私に話してはいないようだ。夫婦間の問題をもっ

とよく話し合い、問題の本質を明らかにするように」と言われました。 

  その後２回話し合いを持ちました。治子と出会ってから現在までに思

ったことや、今どのように思っているかなど、時間順に話し合いました。

治子はこれまでになくよく話しました。現在の夫婦間の問題の本質につ

いては次のようになりました。 

 

私：子どもたちの母親として尊敬や感謝はしている。しかし、治子が

心の中にいない。女性としての魅力を感じない。これまでの長いやりと

りから、行動様式や考えが自分とはあまりにも違いすぎることが明らか。

友達としてはみられても、一緒に暮らす対象として考えられない。 

治子：主人は戻ってくると５０％思っている。それには根拠はなく、

自分の願いに近い。 

 

結局、離婚に同意してもらうことはできませんでした。私には、治子
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の私に対する言動と行動とのあまりのギャップから、（戻ってほしいと

言いながら何もしないこと。これが彼女の性格であると考えても）治子

は私のことなど「ほとんどどうでもよい」のではないか、彼女の本質は

もっと別の所にあるのではないかと思えて仕方ありません。いったい何

なんでしょうか。 

  洋介のことも話題に出ました。私は離婚することで問題の解決が早ま

ると言いました。治子は洋介には父親が必要で、離婚はしない、と、相

変わらず平行線です。 

  ８月１日、明美（娘）と食事に行く約束をしたため、家に迎えに行き

ました。そこで偶然、洋介に出会いました。食事に誘いましたが、口も

きかずどこかに行ってしまいました。ほぼ４年ぶりに洋介の姿を見るこ

とができ、感激しました。後で洋介の様子を治子に尋ねたところ、部屋

に入っていないかどうかを気にしていたそうです。 

  洋介の私に対する行動は、治子を映したもののように感じるのです。

治子が迷いを捨てることが、洋介を解き放すことにならないのでしょう

か。 

  治子は、私と洋介との関係が改善されることを望んでいます。私はそ

れ以上に望んでいます。しかし、洋介は私からのいっさいのコンタクト

を遮断しているため、治子に橋渡しを頼むしかありませんが、洋介は治

子とのコンタクトも拒んでいます。他人のことより、まず、治子と洋介

の関係改善を彼女には考えてほしいのですが、「がんばっている」「信じ

ている」など、相変わらず観念的です。 

  私には、彼女が自分自身を見つめていないように思えるのです。いか

がでしょうか。先生に何とかしていただけないでしょうか。 

 

  ………………………………… 

  重治と治子という夫婦関係は＜うまく行っていないのに離婚しない夫

婦＞の幾つかあるパターンの中の一つです。＜治子は私のことなど「殆

どどうでもよい」のではないか＞という言葉の周りにその中核にあるも

のが隠されている様です。 

  重治は治子に母親を期待しているのです。母親は僕の幸せのことを考

えて行動してくれる筈だと。 

  治子は重治が成長してくれることを期待しているのです。責任感のあ
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る立派な父親になって帰って来てくれる筈だと。 

  もう少しメールを続けてみましょう。 

 

    父親から       近況報告その２ 

                        Date:Wed, １１ Aug １９９９  

  ８月１１日、２回目の話し合いをしました。私はなぜ戻らないのか、

治子はなぜ離婚に同意できないのか、夫婦間の一番の問題は何かを話し

合いました。 

私の結論；治子の物事への反応、特に私への反応が自分に合っていない。

子供たちの母親としてしか見られない。恵子とはいろいろな障害を乗

り越えられそうだが、治子とはうまく生活できるとは思えない。 

治子の結論；戻ってくるかもしれないと思うことが心の支えになってい

る。恵子の存在が一番の問題。 

  私には、治子には一人になる不安があり、それと直面しないため私が

戻ることを希望しているように感じました。話の中で、私が戻ることが

「どれくらい大きいか問題だ」とも言っており、夫婦間の問題を以前よ

り正面からとらえてはいるとも感じましたが、具体的なことはあまり考

えておらず、まだまだ問題を直視するのを避けようとしているようです。 

  １８日に２度目の調停を行いますので、また報告します。 

 

  父親から                近況報告   

                      Date:Ｓat, １１ Dec １９９９  

                                  …………………………… 

  子供たちの小さかった頃のことなど、家を出る以前のことが突然思い

浮かぶということは以前からありましたが、この頃頻度が増しています。

また、気が付くと不機嫌になっていることがあります。 

  洋介は、バイクで宅配するバイトを１か月ほど前から始めました。 気

に入らないことがあるとドアを強く叩くということが、今でもあるよう

です。母親が洋介の部屋を訪れて用件を伝えることはできず、風呂に入

りに来たときなどにしか連絡できない状況のようです。 

                  

 

  父親から            近況報告１２月下旬 



128 

 128 

                    Date:TＨu, ２３ Dec １９９９  

                 …………………………… 

  先日、「洋介が気に入らないことがあるとドアを強く叩く」ということ

をお知らせしましたが、私の勘違いでした。治子が用件を洋介に自由に

伝えることができず、治子が用がありドアを叩くと洋介が嫌がるという

ことでした。 

  洋介に手紙を送りました。依然として手紙を燃やしているとのことで

した。 治子は洋介の部屋に、洋介の不在中は自由に出入りできるそうで

す。洋介の部屋は見ていないようですが、それなりに整頓をしていると

のことでした。 

  バイクの宅配は条件が悪いので、やめるそうです。安全の点からほっ

としています。 

 

  当方から            修復を焦らないように 

                    Date:TＨu, ０３ Jan ２０００  

拝復 

  洋介君と修復をはかるのは今のところ困難と思います。ただ、＜お父

さんはお前と話したいんだ＞ということだけ判るようにしておけばよい

のではないでしょうか。ですから彼が受け取らなくても手紙やプレゼン

トを送り続けることには意味があると思います。 

  お父さんにとって必要なのは「今のところ返事を返してくれなくても

何時までも待っているよ」という気持ちを伝えればいいのではないでし

ょうか。彼が明美さんとの関係もとれないのは「社会と旨くつながって

いるものへの嫉妬」なのかもしれません。社会とというのは「お父さん

と」ということと一緒です。 

  彼が心を少しでも許せるのはお母さんだけなのでしょう。命令したり

暴力を使ったりするのはむしろ自分の一番近い人だからなのでしょう。

今のところ暴力はないのでしょうが、仕事に行かずに閉じこもりが続け

ばいずれまた始まるでしょう。 

  その時お母さんが我慢してお父さんに隠すようであれば対応を考えな

ければなりません。また３人で話し合いたいと思います。 

  Ｓ県から来ていた子供でＫＳ君というのがいます。洋介君と親しかっ

たのですがパソコンが出来る子で、川原君にメールを送りたいと言って
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います。洋介君は宮崎のことは思い出したくないのかもしれませんが、

アドレスが判ったら教えて下さい。手紙よりも洋介君にしてみれば見や

すいかもしれません。 

 

  父親から      近況報告Ｈ１２．２.１４ 

                    Date:Ｓun, １３ Feb ２０００  

  別居してまもなく５年。３月末から恵子と同居を始めるという時期に

なることから、治子に離婚のお願いをしてきましたが、いつものような

承諾できないという返事でした。 

  洋介は、今年も通信制高校を受験するそうです。昨年合格しなかった

高校をまた受験しそうで、心配です。オートバイでかなり遠くまでいけ

るのですから、受け入れてくれる高校を受験して欲しいのですが、治子

が十分に情報を洋介に与えていないようです。治子が洋介と自由に話の

できないという状況はわかるのですが、治子は洋介から逃げているよう

に思えます。治子が洋介に正面から向き合ったら、状況は動くのではな

いかと思うのです。洋介を目の前にして受験の話をして欲しいと思いま

すが無理だろうと思います。少し状況を見てから、私がしてみようと思

うのですが、これもたぶん無理でしょう。 

 

父親から              近況報告  １２．２末 

                    Date:Ｓat, ２６ Feb ２０００  

  ご無沙汰しております。近況をお知らせします。 

  治子といろいろ話し合った結果、書類審査だけ、あっても面接だけで、

合格できることを前提に高校を選びました。洋介は市内の私立の通信制

高校を受験する予定です。ＮＨＫ学園も受験するかもしれません。明美

から次のようなメールが届きました。 

○……●……○……●      ●……○……●……○ 

  あのねー話は変わるけど、洋介の事。きょうお母さんから電話あって、

洋介が「プレゼントのお礼言っといて」って言ったらしいんだよねー。

前に誕生日プレゼントあげた時も、正月のＢ町の宴会で会った時に、な

んか（お礼？）言いたそうだった気が…。つまり私が言いたいのは、意

外に閉鎖的じゃないカンジって事。 

  北海道のツーリングの話知ってる？  あっちでツーリング仲間（バイ
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カー用の宿泊所で初めて会った人等だと思う）と一緒にとった写真みせ

てもらった。 

  閉鎖的なままだったらそうゆうトコ行かないと思うんだよねー。いく

ら安くても。まあ、現状はそう悲観すべきもんでもないって事よ。そん

だけ。 

          ○……●……○……●      ●……○……●……○ 

  ホワイトデーや誕生日などに洋介にプレゼントを贈ってほしいという

私からの要請に、明美が応えてくれ、その後の様子などを知らせてくれ

たものです。 

  ツーリング中の話は初耳でした。治子が知らせてくれてもよさそうな

ものですが。いくら頼んでも、私から電話をしたときに、ついでに洋介

の話をしてくれる程度で・・・。洋介の様子がなかなかつかめません。 

  治子と洋介の受験校について電話しているとき、洋介が通りかかり、

「誰と電話だ」と尋ねたそうです。治子が「お父さんと、高校のことを

話している」と答えたところ、洋介は、「ほっとけ」と言ったそうです。 

  父親の世話になぞなるものかと思っているのでしょうか。洋介がどう

思っていようと、アプローチを続けるつもりです。機会がありましたら

アドバイスをお願いします。                                             

 

  当方から        近いうちにお会いしてみたいです 

                  Date:Ｓun, ２７ Feb ２０００  

  明美さんを通しての交流は良いですね。しばらくこのルートで我慢す

るしかないのではないでしょうか？  奥さんの堅さは諦めた方がお父さ

んの精神の健康のために利口と思われます。 

  近Ａ市に頻繁に出かける家が出来ています。何回かお電話をと考え

たのですが又予定が決まったらメールします。 

 

  父親から         洋介の高校受験について 

                    Date:Wed, ８ Mar ２０００ 

  洋介は、Ｃ高校の通信制普通科に合格しました。続けられるかどうか

という問題はありますが、まずは本当によかったと思います。 

  治子から合格の電話があったので、花とケーキを持って洋介に会いに

行きました。行ってみたら洋介はガレージでオートバイの修理をしてお
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り、呼びかけても振り向こうとしないため、食事に行こうとか、お祝い

の言葉や花を持ってきたことなどを一方的に話しました。 

  その後、治子は洋介に花とケーキのことを話したそうですが、洋介は

初耳であったとのことでした。洋介は私の話が耳に入っていないようで

す。 

  また、洋介がケーキをいらないと言ったのが治子に伝わっておらず、

治子は洋介から苦情を受けたそうです。治子の思いこみで洋介が怒ると

いう図式は、全く変わっていません。 

  洋介が受験校を決めるための情報を治子が入手するというので任せま

したが、合格後の質問の仕方について不明であったので確かめるよう依

頼したのですが、動かず、自分で調べて洋介に知らせました。この手紙

が洋介の手元に着いたのと合格通知が着いたのが同時であったため、洋

介は私の手紙を読んで「今頃遅い」と言ったそうです。治子に任せてお

くと私が洋介に誤解される気がしますし、洋介が私からの手紙をすべて

燃やすのではなく、読むようになっているということから、治子に任せ

るしかないという考えを変えようと思っています。 

 

（７）高校卒業という節目の後も、大きな変化はなく 

２００４年になる現在、洋介は高校を卒業できました。しかし、今で

も大勢の中に出掛けて行くことは苦手で、一般の職場に勤めることがで

きずに、アパートの管理業務等、母親の手伝いのような仕事に従事して

います。しかしそれはそれで一つの生き方なのではないでしょうか？ 

  姉の方は２度目の挑戦でみごと司法試験に合格し、弁護士の卵として

就業中です。同じ弁護士仲間の恋人もできています。面白いことにこの

恋人が父親にそっくりだというのです。 

  洋介が恋人を見付けるのにはまだまだ時間が掛かりそうです。しかし、

嫁さんを連れて「新婚旅行に来ました」と突然宮崎に現れる日は必ず現

れるような気がしています。 

  多分そのとき、父親と母親も目が覚め、新しく生まれ変わった自分に

気付くのではないでしょうか。 

  私が２０００年３月中旬に打った＜洋介君が宮崎に来ています＞以降

のメールをランダムに並べておきましょう。そこの合間から私の推測が

正しいか否か想像してみて下さい。 
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  メールからお分かりでしょうが、私は時々Ａ市を訪れます。そして駅

の近所の喫茶店まで来て頂きます。 近では６カ月とか９カ月程の間を

おいてですが、この時は必ず夫婦一緒です。というか、私と会う時以外

には二人の間に＜会話が全く成り立たない＞というのが実情のようです。 

 私が手の空く時に電話するのですが、この家族からも断られることは

ありません。特別の用事がある時以外は。兎の家族と同じく待って頂い

ているのです。 

 

  父親から          近況報告１２年３月末その２ 

                        Date:TＨu, ３０ Mar ２０００                      

  ２９日の夕方、洋介は治子に、「バイトが決まったことをあっち（父親）

に言うな。宮崎に筒抜けだった。絶対しらせるな。」と言ったそうです。 

  父親の手ではなく自分の手で高校合格を先生に知らせたかったのでし

ょう。そうすることで、先生にお世話になった頃の自分に決別したかっ

たのかもしれません。 

  高校の説明会が終わったときも、洋介は治子に電話で報告しており、

治子と洋介のコミニュケーションは、ずいぶんとれているようです。治

子は洋介に高校入試の十分な情報を提供してはいなかったため、頭に来

ましたが、もう洋介を信頼し、見守っていてもよいのではないかと思い

始めています。 

  洋介は大きく変化してきたように思うのですが、自分がそれについて

いけていないように感じています。困ったものですね。 

  Ａ市にお越しの折りに、お話が伺えれば幸いです。 

 

  当方から        近況報告１２年３月末その２ 

                    Date:Tue, ０４ Apr ２０００  

  私には「お父さんから聞いたよ。時々メールを下さるんだよ」と言っ

たとき、「やっぱり」と言ったのですが、決してイヤな感じにはとれませ

んでした。 

お母さんに言うときにはニュアンスを変えてしまうのではないでしょう

か？ 

  そのこともあり、私も早いうちにお会いしたいと考えています。今週

の金曜日、５時前後であれば時間がとれます。よろしければお電話下さ
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い。 

  ………………………………………………………………………… 

    高校一年生の正月、洋介は成人式を向かえます。彼が成人式に列席

したというメールが父親から入ります。その返事を拾っておきましょう。 

 

  当方から        大きな成長ですね 

                    Date:Ｓun, １４ Jan ２００１  

  おめでとうございます。 

  洋介君は順調なのですね。成人式に出たことで不登校という過去の汚

名を払拭できたのではないでしょうか。会って「おめでとう」と言って

みたいものです。奥さんとも是非お話ししてみたいのですが、宜しかっ

たらご相談してみて下さい。  近、ご近所に行くうちができて、今週

は行く予定です。 

 

  父親から        来週の金曜日か土曜日に 

                      Date:Wed, １７ Jan ２００１  

  お会いできそうとのこと嬉しく思います。今週の金曜日の夕刻でも良

いのですが、急ですので来週にしましょうか。金曜日の夕刻か、土曜日

が都合がいいです。 

  父親から         来週の金曜日か土曜日に 

                      Date:TＨu, １８ Jan ２００１  

  来週の金曜日か土曜日の都合を治子さんに尋ねたところ、両日とも都

合が付かないようです。先生にお会いできる機会が得られず残念です。 

  治子さんは、先生と洋介の面会を仲介することになるかもしれないこ

とを気にしていました。洋介のこれまでの反応から、話を切り出しにく

いのも分からないでもありませんが、こういった関係を早く終わらせる

ためも、先生にお会いするべきだと思うのですが・・・。 

  また機会がありましたら、ご連絡をお願いします。治子に電話や手紙

で直接お尋ねしていただくとよいかもしれません。 

 

 父親から           今週の土曜日に 

                      Date:Tue, ２７ Feb ２００１ 

  ３月３日土曜日、５時半、いつもの駅前の喫茶室でお会いする件、聞
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いております。よろしくお願いいたします。 

 

（８） 父親と母親を繋ぎ続ける役割 

……類似の３家族のこと 

  こうして駅前の喫茶店で１０年近くあっているのですが、洋介と母親

とお父さんとの距離は殆ど変わらないままです。もしかしたらこの３人

の距離はこのまま固定してしまうのでしょう。 

  弁護士になった姉の明美だけがのびのびと家を離れています。彼女は

父親と似た顔立ちの恋人と遠からず新しい家庭を作るのでしょう。どん

な家庭が出来上がるのか私としては楽しみです。 

  洋介の役割は父親と母親を繋ぎ止め続けることであるようです。 

  ２００４年３月、私はこの喫茶店を出て大阪に向かいました。３４才

の閉じ籠りの男性の往診だったのですが、ここも類似の別居家族でした。

実はこのオートバイ少年の夫婦を尋ねる直前の、横浜での家族も類似家

族でした。ということは連続して３つの相似形の家族を訪問したことに

なります。 

  大阪の家族の父親は元公務員。母親も同じ公務員なのですが、父親は

母親の方が高学歴で給料が高いことに劣等感を抱いていたようです。父

親は今、好きな女性と同居しています。彼女は資産家の娘で、数年前か

らある事業を始め、それが好調。そこで彼は公務員を定年前に退職した

のです。母親は「家も屋敷も渡すから」と離婚を迫られています。 

  しかしここでも母親は離婚に応じていません。閉じ籠りの３４才の長

男が離婚に反対するのです。この長男の下には、妹が２人います。彼女

達は既に結婚して家を出ているのですが、２人とも「離婚したら良いじ

ゃない！」と言うのです。ところがこの長男は「絶対に離婚は駄目だ」

と言い張って離婚を拒むのです。 

  この往診の依頼は母親からでした。母親が離婚に同意しない背景には

この長男の意思もあるのですが、次のような言葉が聞かれたのでした。 

「多分、今一緒にいる女性は、私が離婚に同意したら、彼から即刻離れ

ると思うんです。それは彼に可哀相かなと……」 

  この言葉はどこか、オートバイ少年の母親の心にも通じているような

気がします。 

  横浜の家族は現在、子供２人とお母さんの３人で暮らしています。同
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じく父親は女性と別宅を構え、同じく父親は離婚を要求しています。そ

して母親は同意していません。 

  その理由として＜２人の子供達が就職する時、結婚する時、父親のい

ない子では「可愛そうである」「不利である」＞と述べられます。この家

族の私への往診依頼の目的は＜高校２年生の娘の不登校、母親への激し

い攻撃＞でした。 

母親攻撃の現在の具体的な内容は＜二重瞼に拘って瞼の整形手術をし

たい＞というものです。整形手術を要求して自殺せんばかりに泣き叫ぶ

というのです。 

  私が治療者として関わることになったのは、その＜美容整形手術をさ

せて良いのだろうか＞という相談からでした。２人の子供のうちの１人

は兄です。彼は優秀で、一流大学の１年生です。妹にはこの兄への対抗

心が大きく、学校に行けないのをよく「兄のせい」にします。 

  別居中の父親はこの正月に４年ぶりに家に現れたというのですが、こ

の兄は冷静に父親と話せたようです。彼の場合には父親・母親を客観的

に見る余裕が育っているのです。ところが妹は＜父親を完全無視の姿勢

で通した＞とのことでした。 

  私は娘に「お母さんが素敵な男性と再婚したら良いのにね」という質

問を投げかけてみました。彼女はあっけらかんと 

「うん、お金持ちの素敵な人なら」と答えたのでした。 

  しかし実のところ内心は複雑で、顔は「これから大人に成って行くこ

とへの不安で溢杯」と語っていました。彼女は外出するのにメイクを始

めると２時間も３時間も終わらないのです。時には４時間。……そこで

登校できない、となってしまいます。 

  この３つの相似家族の３人の子供達はそれぞれ「夫婦のかすがい」の

役割を果たしています。「かすがい」はそれぞれに、互いを結び付け、誤

解を解くための良きものでもあり、新しい旅立ちの足を引っ張る悪しき

ものでもあるのです。 

  結論を急ぐことはありません。生き方には＜その家族なりの流れ＞が

あるのです。それが＜自分の歩いている人生という道＞と考え、時々深

呼吸しましょう。 

  そして、お互いの心を大切にすることだけは確認しましょう。 
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第１１章 

デイケアにどんな患者さんまで参加できるのか？ 

病気を慢性化させないためには冒険が必要 

（「若草病院デイケア日誌」の第４章から） 
 
 退院していく患者さんの中の４５％くらいは、デイケアに来るのを嫌

がって外来通院だけで経過していきます。そのまま復職していける人も

いますし、＜自宅内の家族関係の中だけ＞、あるいは＜ごく近所の顔見

知りの中だけで生活していく＞、といった具合で一生を終わる人もいる

わけです。まったく通院もしなくて、やがてまた再発という人が５パー

セントはいるでしょうか。 
 デイケアという集団の中を嫌うということは、必ずしも病的なものと

決めつけるわけにはいかないでしょう。それは好みの問題であり、その

人の生き方の問題です。そういう生き方をしている人は何人もいるので

す。そのような＜人を避けた生き方が病気の再発につながる＞のだとは、

はっきりと言えるのですが。しかし、だからといって、デイケアに来ら

れるようにならなければ退院させるべきでない、という議論は成り立ち

ません。そこで、４５％程度のデイケア回避群ができることはやむをえ

ないことだと考えています。 
 ここでは逆に、どの程度の症状まで改善されればデイケアに参加させ

られるか、ということを考えておきたいと思います。 
 まず、先の図式のＡ（入院）からＢ（デイケアおよび外来）への移行

の中の「ある程度改善されたら」という表現をもっと具体的にすること

から始めてみましょう。 
・幻覚妄想に悩まされてまったく病識がなく、極度の不安、恐怖、感情

の高揚、攻撃、障害、殺人、絶望からの自殺企図。 
・躁状態から、誰彼かまわず話しかける、電話をする、投書する、けん

かを始める、思いつきで目に入ったものを買いまくり、たちまちのうち

に預金がなくなってしまう、実際に現金はありもしないのに、「そのうち

に大金が転がり込むのだから、いつでも返せるんだ」といって、サラ金

から借りまくる。 
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・あるいは、抑うつ状態でまったく食事を取らず、ものも言わず、入浴

もしない、そして自殺念慮がうかがわれる。 
 こうした対人関係を保てない時期の患者さんには、まずデイケアは参

加さえ無理なことです。 
 しかし、薬物を使い興奮が鎮まってきて、カウンセリングが有効に働

き始めると、ほとんどの患者さんでは多かれ少なかれこの表面の症状は

落ち着いてきます。「今までの自分はおかしかったのかもしれない」とい

う認識が持てるようになってくるのです。 
 つまり、ある程度「病識」が出てくるのです。幻覚も残っているし、

妄想も残っている。自殺念慮さえある程度残っています。しかし、「どう 

やら俺がおかしかったんだわい」と思い直し、認識する部分が出てくる

のです。 
 さて、まだ「ある程度」と述べ、ぼかした部分を明確にしていません。

これではまるで、実際の治療例はあまりなくて、机の上だけで考えてい

る大学の先生の本みたいですから、むずかしい部分なのですが、ちょっ

と不恰好になることを恐れずに、もっとはっきりとさせることにしまし

ょう。 
 だんだん病識が出はじめる。しかし、まだ幻覚や妄想が多かれ少なか

れ残っている。自殺企図の可能性だって残っている・・・実は、この時

期が一番大事な時期なのです。この時期にどのような対応がなされるか

が、まさにその人の治療の流れを決め、人生の行方を決定する大きな別

れ道になる、といって良いでしょう。 
 この時期に閉鎖病棟への収容が続けられることは、 

ⓐ症状の改善を遅らす、というだけではなくて、 
ⓑ症状の慢性化を作ってしまうのではないか、 

と考えます。ⓑについてもっとくわしく述べましょう。 
 患者さんは、症状から醒めてきて自分が見えはじめます。自分がして

きたことの客観視が始まるわけです。家族に対して、職場の中で、近所

の人たちに対して、自分がしてきたことを、 
「あの人たちは、今どう自分のことをみているのだろうか？」 
「取り返しがつかないことをしてしまったのだ。どんなにしてみても、

あの人たちの中で前のように普通に平然と対処していくことはできな

い」 
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「出口がどこにもない」といった具合に考えはじめます。すると、そこ

から這い上がろうとすることが、むしろ大変なことに思えてくるのです。 
 そこで、「病気のままで留まるか、自殺した方がましだ」という考えを

湧き上がらせる欲動が蓄えられていくことになるのです。症例１（８１

頁参照）の患者さんの症状は、まさにこうして作られたものです。 
閉鎖された病棟に「閉じ込められている」という状況は、彼にとって

むしろ安心できることになります。そこは「考えを進めなくてよい空間」

になってしまうのです。そして病気を治さずにその中に安住する、とい

う練習、つまり、「病気である、ということの強化学習」を繰り返してい

くことになるのです。こうして、病気の慢性化が完成されます。 
 このようにみてくると、今までの精神病院は犯罪行為を犯していたの

ではないか、と思えてくるでしょう。ところが、治療者側にはそういう

認識はありません。少なくとも「そうした問題を表立って意識すること

なくやってこれた」のです。それはなぜでしょうか。多分それは、患者

の人権よりも、患者の「周辺の安心」のほうを優先してきた結果なのだ

ろう、と思います。 
㋐ まだ自殺するかもしれない。 
㋑ まだ妄想にかられていろいろ困らせるかもしれない。 
㋒ 家族が安心できない。 
㋓ 退院、すぐ事件あるいは再入院では病院が恥をかく（ちなみに私達 
の病院では、入退院が多すぎる、完全に治るまでおかないからだ、書 
類が煩雑で困るなどと、よく福祉事務所の低級お役人から言われてい 
たものです）。 

㋔ 天皇陛下の行幸が済んでから。 
といったいろいろの理由で退院が延ばされるのですが、どれもこれも大

事でないわけではありません。全ていくらかずつ大事なことなのですが、

それらが完全に「心配ない」という事態は、いくら時間をかけても現わ

れてはこないのです。 
 病気を慢性化させないためには冒険が必要 

 泳ぎを子供に教えるときの状況を考えてみてください。子供が泳げる

ようになるまで水に近づけないのであれば、いつまでも子供は泳ぐこと

はできないでしょう。どうやら泳げなかった場合の怖さを恐れて、いつ

までも水の中に入れないまま泳ぐことの机上訓練を続けていくとします。
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すると、子どもの心の中には、水への恐怖心が強化されていくことにな

ります。これが先に述べた症状の慢性化を作る機制なのです。しかし、

あまりにも突然まったく準備なしに水の中に突っ込んで失敗することも

また、水恐怖症を作っていくことになります。 
 さて、退院は早ければ早いほどいいのですが、そこの判断が大切なこ

となのです。つまり「いつ水に突っ込んだらいいのか」ということへの

答えがここでは要求されるわけですが、この答えをまず、泳ぐ場合で考

えてみましょう。 
⑴ 子ども自身に、泳げるようになりたいという強い意欲が感じら 
れる。 

⑵ 泳ぐことへの技術的な訓練を実際に実行しており、本人自身も 
やれるという自信を５０％以上持っている。 

⑶ もし泳げない場合でも、すぐ側にいて助けてやれる態勢ができ 
ている。 

⑷ ちょっとした危険を冒してでも泳げるようにさせたい、という 
情熱を教える側が持っている。 

⑸ もし失敗しても、教える側が人から非難されることを恐れない。 
水泳の場合は以上のようになるでしょうが、これをそのままモデルにし

て、答えを作ってみましょう。 
⑴ 社会復帰への意欲がはっきり感じられる。 
⑵ 作業、レクレーションなどへ積極的に参加して、看護婦、心理 
療法士、医者などとの接触に当たっても、生き生きとした対応が 
目立ちはじめている。 

⑶ もし、家の中で暴れ始めるとか、ふさぎ込んで御飯も食べない、 
病院へはもう行かないなどと言い、家族が対応できなくなってし 
まった段階では、病院からすぐ往診に出かけていける態勢が作ら 
れている。あるいは病院から往診に駆けつけてもらうまでの時間 
をどうにか対応できるだけの力を家族が持っている。 

⑷ 百パーセント完全ではなくとも、退院させてみて、患者さんを 
 できるだけ早期に社会復帰させたい、という情熱を治療者と家族 
が持っている。この場合問題となるのは、むしろ患者さんの家族 
でしょう。家族は患者さんに対して必ずしも良き理解者ではあり 
ません。一晩中寝させて貰えなかったり、例えば兄弟の誰かが傷 
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つけられていたりすると、尚のこと家族そのものが防衛的になっ 
て、早めの退院を拒みがちなのです。しかし、そのことで家族を 
責めることは、けっして私たちができることではありません。 
ゆっくりと家族を教育していくことが必要です。 

⑸ 責任ある仕事を行なうために、現状に安住することなく、良い 
と判断されることは積極的に実行していく前向きの姿勢を、治療 
者側が持っていること。 
 

つまり、「非難を受けないようにするために、危険の予期されることは、 

なるべく“聞こえのよい理由”をつけて実行しない」という考えは、わ

れわれの社会で幅をきかせている考え方の一つですが、この「防衛的姿

勢を改めること」が今の治療者側に一番求められることなのです。 
例えば、「自殺されたら、それこそ元も子もないわけですからね」とか

「何かの事件を起こすということは、この人自身が後で嫌な思いをする

ことですから」「ご家族がたいへんなことになったら、この人はやってい

けないわけですから」とか、まさに、「私たちは、してあげたいのはやま

やまなのですが、そのことが皆さんのためにならないかもしれませんの

で」と「聞こえのよい理由」をつけて、責任を負わされることから逃げ

ている治療者が多いのが現実です。 
（４）で述べたように、家族が患者さんを引き取りたがらない場合も

多いのですが、こういう家族にこそ彼らは満足しているということにな

るのです。 
責任を家族に押し付けて、医者として当然すべき「しんどい仕事」を

しなくていいわけですから。まるで、悲惨な家族と悪徳の治療者とが共

存共栄しているという図式になってしまっています。 
 しかしながら、もともと責任を負えるからこそ仕事を続けていくこと

ができるはずなのです。これまで通のやり方で満足している治療者は多

分、「退院させなくても家族はむしろ批判するわけではない、むしろ喜ん

でいるのだから、今のところ寝た子を起こさずにこのままでやっていく

ほうが無難である」と考えているのでしょう。 
しかし、失敗したときの責任はいつでも負う心づもりがなくては、「人

を変えていくこと」「新しい事を行なうこと」はけっしてできないでしょ

う。責任を負うということが、その人に力を与えるのだと思います。 
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 デイケアで、どんな患者さんまで対処できるのか、その境界のことを

考えてきました。少し横道にそれたかもしれませんが、今まで述べてき

たことをその要因ごとに整理してみますと、 

 

⑴ 患者さんの症状 
⑵ 家族の受け入れる能力（ケースワーカーを中心とした家族教育 
 の努力の度合い） 
⑶ 治療者側の家族にかかわっていける能力（訪問看護、夜間でも 
 往診できるだけの態勢ができているか） 
 

 この３つの要因によって、どの時点で退院させデイケアにもっていけ

るかが決められるのだ、といってよいでしょう。はっきりとした動かな

い境界線があるわけではなくて、症例ごと、治療状況ごとにかなり幅の

ある境界帯がある、ということがわかります。 
 病識があること、集団生活ができることはぜひとも必要なことですが、

それも完全なものでなくても良いのです。このことについては、第二部

の症例を参照してください。 
 たとえば、症例５（１７７頁参照）では、かなりの妄想を持っていま

す。そしてデイケア集団の中で特別な人として扱われています。しかし

それでも彼女は、時々途切れはするものの、２年近くもの間、自宅から

デイケアに通ってきているのです。 
妄想についての症状は改善されているわけではありません。変てこな

服装だってあい変わらずで、たまには吹き出しそうなくらいに奇妙きて

れつです。しかし、少ない適応能力の中で、どうにかしてバランスを取

りながら、私達と同じ街の中で生活しているのです。 
 症例１の男性は、今また入院中です。しかし、１年半のあいだデイケ

アに通ったことは、９年近くも入院しつづけた彼にとっては、今の入院

生活の中で、明るい体験として絶望に至らせないだけの力になっている

のだと思います。 
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      第 12 章 

思春期自己確立葛藤症と私が呼ぶもの 

「葛藤する思春期」の 

第２章＜思春期自己確立葛藤症とはなにか＞より 

 
 私は、登校拒否、非行、家庭内暴力などと呼ばれている思春期の子ど

もたちが呈する一群の症候群を、１９８４年に出版した本『思春期病棟』

の中で「思春期自己確立葛藤症」と呼んで整理しました。今でもこの３

つの症候群をまとめてこう呼んでおいてよい、と考えています。 
 思春期という時期は、子どもから大人へと巣立っていくための準備を

する時期です。つまり、親の保護がなくても自分の力で社会という荒波

の中に出ていくことができるように、「一人前の人間として自立してい

けるように自己機能を確立していくこと」に直面させられていく時期な

のです。この期間は「あなたはもう子どもじゃないのよ」と言われたり、

「あなたはまだ子どもなのだから」と言われたりして、大人集団とのあ

いだに葛藤を生じやすい時期です。 
 小学校の低学年でおこるような「登校拒否」や「盗み」や「内弁慶の

外泣き面」などの場合でも、それは集団の中に入っていくことの障害な

のですから、これらも社会の中で自立していくための訓練過程での障害

である、といえるでしょう。いわば生まれてこのかた「自己確立のため

の学習・訓練」は営々とつづけられているわけです。 
 しかし、思春期における自己確立のための活動は、子どもの時期に比

べて比較にならないほどに活発です。子どもの時期の適応していくため

の活動が、適応能力の幅や強さを拡大していくための活動であったとす

れば、思春期のそれは自分自身に血の滲むような深い変革を要する適応

活動である、といえます。 
 一番大きなことは、それまでは大人が一つの見本であったのに、この

時期にはその見本はことごとく投げ捨てられていくことになる、という

ことです。既成の社会の中で主導権を握っている大人集団はほとんどす

べての領域で「攻撃の対象」になっていきます。自分で自分の目標をつ

くっていかなければならなくなるのです。そういう意味で、それまでの
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自己確立への学習とは質的にちがうのです。この時期の子どもたちは、

親にたいして妥協のない抵抗を示します。幼児期から思春期に至る過程

での精神生活が「親の与えるものをそのまま受け身で受けとってきてい

た」と表現するとすれば、思春期においては、自分たちを教育し影響を

与えてきた親たち、あるいは親たちのつくる世界を「自分の目で見て」

「頭で考えて」「私はこのままでよいのだろうか」と「自己の変革を自分

の頭でしていく過程である」と表現してよいでしょう。 
「それまでは大人が一つの見本であったのに、この時期にはその見本

はことごとく投げ捨てられていくことになる」とのべましたが、それを

投げ捨てられなくて押しつぶされていく子どもたちがいます。この子ど

もたちは登校拒否も非行も家庭内暴力もおこさないのですが、いつまで

たっても「その大人を乗り越えられない」という状況がつづくために、

成長を完成しきれないということになります。初代で事業を成した人の

子どもとか、世間で英雄的に敬われた芸術家や文学者や政治家の子ども

などの中に、こういう現象がよくみられます。「親が偉すぎて親を乗り越

えられない」とよくいわれますが、いつまでたっても「この親を乗り越

えた」という満足感がもてませんから、「子ども」を抜け出せないのです。 
 非行の子どもたちで特にめだつ行動は、万引きと喫煙とセックスです。

家庭内暴力の子どもでも金銭の要求が執拗にみられますし、親に向かう

暴力はまるでセックスの代償行為のようにみえます。登校拒否の子ども

たちは堅い自己防衛の枠の中にはまり込んで、セックスが極端な罪悪と

して抑え込まれるか、病的に成長そのものが抑えられているかのようで

す。このことは、この子どもたちを育てた親たちの「閉塞している心理

状況」をじつに明瞭に象徴しているように思われます。この子どもたち

の親が「夫婦関係になんらかの問題をもっている」ということも、この

象徴の裏側で爛然と輝き、この事実を強調しています。つまり、 
 （１）人のものを取ってはいけない、という私有財産制度、 
 （２）婚姻関係以外のセックスは許されない、という結婚制度、 
この２つの『禁止』は、現在の私たちの社会を維持していくための基

礎になっているものですが、この制約は私たちの弱い心には重すぎるの

かもしれません。お金を持たないものは我慢しろ、結婚もできないやつ

はセックスはできない、などという制約が人間の心を歪ませないはずが

ありません。 
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 この制約のゆえに、なければおこりもしないはずの「罪悪感」「逡巡」

「自己不確実感」「自己欺瞞」などが生まれてきます。たとえば、「真心

のこもらない男女関係」「いやいやながらの結婚」ひいては「淫靡な婚外

恋愛」「離婚」「離婚もできないような枯渇した夫婦関係」などはその結

果である、といえるでしょう。この問題は多かれ少なかれすべての人び

との中に、この社会の中の矛盾として感じられ、なんらかの形で心の中

に暗い部分として巣食っているはずです。 
「人間の社会が矛盾を少しも残さずには存在しえない」ということが

真実であるとすれば、大人は子どもに「悪いもの」を伝達せずにすます

ことはできません。そうであれば、「子どもたちが大人に反抗せずに成長

するとすれば、そのことの方がおかしい」という結論が出てくることに

なるでしょう。たぶん、この「大人社会への犯行」という作業は、私た

ちの世界がよりよく変わっていくための若者に与えられた大きな使命の

一つなのです。この過程で「親と子がうまく噛み合う道を探し出せなく

て暗礁に乗り上げた状態」が、いま私たちが取り扱っていこうとしてい

る対象である、と考えて頂いてよいでしょう。つまり、この思春期自己

確立葛藤症の子どもたちは「親と子の相関関係」の中でできあがってい

る、と考えてよいのですが、このことを述べるのがこの章の中心課題で

す。まず、生まれてから成人するまでの精神の発達過程を少し順序よく

みていくことにします。 
 

１．自己確立のための３つの過程 
 私は「社会的適応の方法を学習していく能力」の発達過程を３つに分

類して考えておきたいと思います。これは年齢で分けると、次のように

なります。 
（１） 第１次学習過程；ゼロ歳から１～２歳の間の乳児期 
  つまり、立ち上がって目的地まで歩く、なんらかのことばを交わし 
意思を伝え合うということが可能になるまで。親が子どもに働きかけ 
ていくことによって、「神経反射的・動物反応的な運動」に人間として 
の「感情、思考、表現」などの機能が組み入れられていく。この段階 
で「人間関係のとり方」「思考のパターン」「情緒の構え方」の基本的 
なものができあがる。この構造は思春期に至るまでほとんど揺るがな 
い。この過程でのたいせつな力は「子どもの周りの人間の心」である。 
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（２） 第２次学習過程 ；１～２歳から１２歳前後の幼児期・学童期 
  おもに知識の拡大していく時期。第１次過程でつくられた技術で知 
識は拡大される。３ないし６歳の時期を第一次反抗期と呼ぶが、反抗 
する力は、圧倒的に優勢な大人の力に飲み込まれてしまう。「保護、教 
育、禁止する大人」を批判することなく取り入れ、服従していく。同 
年齢の友だちとの競争、助け合い、模倣が学習の中心となる。大脳の 
発達にともない記憶力、判断力などの知的能力は発達するが、対人関 
係の認識パターンの基本的な変化、情緒の基本的な構造の変化などは 
みられない。この過程での主な力は「生物体としての成長」である。 

（３） 第３次学習過程 ；１２歳から１８歳前後までの思春期・青年期 
  保護され、一方的な教育・禁止をされることなどから独立しようと 
する。模倣学習ではなくて、いままで教えられてきたものを批判し、

納得がいかなければ拒否していく。改革と創造へ向かう。自分自身が

行き詰まることにより自分自身の中の歪んで発達してきた対人関係で

の構え、情緒的な構造を改変していくべく格闘させられる。この過程

を動かす力で一番大きいものは「性衝動」である。 
 

 次に、これらのそれぞれの過程を、少し詳しくのべてみましょう。 
１ 第一次学習過程 

 生まれたばかりの人間の赤ちゃんは何に例えられるでしょうか。自分

と他人の区別もつけられず、まるで「肉の塊のようなもの」で、大方の

動物の赤ちゃんよりも僅かしか生存していくための機能はもっていない

のです。 
 動物の赤ちゃんには、もうその日のうちからきちんと自分の足で立っ

て自分で母親のおっぱいに食いつけるものが多いのですが、人間の場合

「立つ」という動作ができるのには１年かかるわけですし、吸乳にして

も、１人ではできないので、おっぱいを口までもっていってやらなけれ

ばならないのです。空腹になると泣く、それを察知して母親がおっぱい

をふくませる。すると満足してほほえむかのようにみえます。それを見

て母親は安心して、そういう関係のもてていることの幸せを感じながら

微笑みを赤ちゃんに返すのです。しかし、早い時期には、赤ちゃんには

この微笑みの意味はまだわかっていません。 
 この意味がわかっていくようになるとき、「自分」と「相手」という関
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係を認識する機能が発達していくわけですが、「抱っこするという親の

赤ちゃんへの援助」はこの機能の発達に大きく役立っているのでしょう。

不安があると、赤ちゃんはしがみついてきます。安心すると手足をゆっ

たりと投げ出して「相手に強く抱かれるという努力」をしないですむの

です。不安という感情は「相手と自分」という認識が出てきて明瞭にな

ってくるのですが、親が愛情をもって抱っこするという行為がこの感情

の発達に力となっていると思われます。 
「這う」「歩く」という機能が発達することが、相手に近づくということ

を可能にするわけで、このことがまた「相手と自分」という認識をさら

に発達させ、言葉を理解し、自分の意思を相手に伝達するという欲望を

強化発達させていくのです。 
 まさに赤ちゃんの周りの人間の心が、赤ちゃんという「肉の塊」の中

に「伝播」していくのです。そして「肉の塊」が人間になっていくので

すが、もう少しこの「変化の時」を詳しくみてみましょう。 
 生まれたばかりの赤ちゃんは、まず「泣くこと」からはじめます。じ

つは、この「泣きわめく」という運動で肺がふくらんでいくのです。生

まれたときに泣き声の大きい子ほど元気だ、泣かない子はだめだ、とよ

く言われます。「おぎゃあ、おぎゃあ」と泣くことで、萎んでいた肺をふ

くらませて、呼吸するための筋肉群を発達させていくことになるのです。 
この「肺をふくらませる」という行為は、まさに「おっぱいを吸いは

じめる」という行為に先立つ行為です。生きていくためには酸素を取り

入れるということは一刻も待てないことだからです。肺をふくらました

次にとりかかる行為が「エネルギー源である乳汁を吸飲する」というこ

とです。肺をふくらましていくという運動は、そうとうなエネルギーを

必要としたわけです。このエネルギーは赤ちゃんが母親のお腹の中にい

たときに胎盤を通して母親からもらい、体の中に蓄えていたものなので

すが、小さな体なので、またたくまにこのエネルギーは使い果たされて

しまいます。これが消耗しつくされるまえに、自分の力で食料を補給で

きるようにならなければならないのです。人間の赤ちゃんの場合、「母親

が抱っこして赤ちゃんの口を自分のおっぱいまでもってくる」というこ

とを通してはじめて授乳がはじまるのですが、ここに動物たちとの大き

な差がある、といって良いでしょう。生まれた瞬間から母親の手助けを

必要とするということが、動物と人間を分ける大きな差のようです。 
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「母親が子どもにたいして影響を与えはじめる」のは、まさにこの瞬間

からだということができます。抱っこという行為は、母親と赤ちゃんの

肌をくっつけ合う行為です。こうすることで、母親の心臓の鼓動が直接

伝えられることになります。定期的な重々しい母親の心臓の音は、子守

歌のように赤ちゃんの中に伝わっていくでしょう。抱っこされておっぱ

いを飲む、そして満腹してぐっすりと眠りにつくという満足は、赤ちゃ

んの心の中ではまるで天国のようでしょう。 
 
「おっぱいを飲むというこの行為」の中で、また人間としての一番だ

いじな能力である「表情と話すという機能」を発達させていくための準

備が行われていきます。つまり乳汁の吸入という絶え間のない運動は、

口の周りの微細な筋肉群の一つひとつを訓練し発達させていくのです。

口の周りの筋肉群は、豊かな表情をつくるためのたいせつな筋肉群です。 
 表情のはじまりは微笑でしょう。「あどけなく汚れない神の子のよう

なほほえみ」などと、よく表現されます。この微笑のはじまりのころは、

まだ「笑い」とまでは認識されないような筋肉のひきつりで、これは痙

笑と呼ばれます。痙笑は、笑いの原型と表現してよいのかもしれません。

筋肉は「使い過ぎると疲れて痙れんする」という性質をもっています。

運動の選手がよくおこす「こむらがえり」というのがありますが、痙笑

はあれの一種なのだ、と思っていただいてよいでしょう。 
 だっこされている新生児期の赤ちゃんにとっては、労働といえばおっ

ぱいの吸入と呼吸くらいで、一番疲労する筋肉は口の周りの筋肉群なの

です。そこで、おっぱいを飲んだあとの赤ちゃんの口の周りの筋肉群は、

ピクピクと痙れんすることになります。 
 さて、おっぱいをたっぷり飲んですやすやと眠っている赤ちゃんの頬

筋などの筋肉群がピクピクと痙れんするのが見えたとします。このピク

ピクを「あ、赤ちゃんが笑ってる」と誤解して大喜びしたからといって、

どうしてその人を責められるでしょうか。 
 しかも、この誤解がまさに痙笑をほんとうの笑いに変えていくのです。

「あ、赤ちゃんが笑ってる」と畳み掛ければ畳み掛けるほど、その人の

感情は赤ちゃんの中に吹き込まれていきます。いわばコピーのように「周

りの人間の心のありよう」が刷り込まれていくようです。 
 こうして「うれしいときに笑い」「満足したときに安らかな表情をし」
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「不安なときに泣き顔になる」といった感情表現のための「小さな筋肉

群の運動の能力」が発達していくのと並行して、人間の感情が吹き込ま

れていくのです。このことも「相手と自分」という関係の認識の発達と

車の両輪のようにお互いに影響しあいながら発達していくのでしょう。 
 
 少しくどくなりますが、赤ちゃんが痙笑をはじめたのを両親で見てい

る、という状況を想像してみてください。赤ちゃんはたっぷりおっぱい

をのんで満足して微笑んでいるように見えるのです。まるで赤ちゃんは

天使に見えることでしょう。健康な良い家族構造の中であれば、母親に

も父親にも、この光景はとてもうれしいことです。赤ちゃんの顔面筋肉

はいろいろな動きをするわけですが、この顔面筋肉群の動きの中から「う

れしいという表情」の部分が両親に発見され「あっ、赤ちゃんが笑った」

といってその表情が特別に取り上げられることになると、２人は赤ちゃ

んのつくった表情をまねながら赤ちゃんに笑顔を何度も何度もたたみか

け、「もう一度その顔見せて」と躍起になることでしょう。そして何度か

両親のつくった表情と赤ちゃんのつくった表情とがダブる。それは単な

る偶然なのに、まるで自分で引き出せたかのように錯覚する。そして歓

喜の渦が沸き、家の中は暖かくはじけるような喜びに包まれるわけです

が、歓喜しているのは、まだ両親のほうだけなのです。しかしこうして

いくうちに、赤ちゃんの内部で「うれしい情況で表現している表情」と

「うれしいという感情」が結びついていくことになります。はじめのう

ちは、この結びつきは不完全でもろいでしょう。ところが何回も何回も

繰り返されるうちに、「こういう表情をすると父親や母親が非常な満足

を示す」ということが赤ちゃんにも認識できるようになっていくのです。 
 ここまでくると、この表情は瞬く間に強化発達されていくことになり

ます。「物理的筋肉運動」の中に感情が吹き込まれて、「表情」と呼ばれ

てよいものに発達していくわけです。これまでのべてきたのは「うれし

い」という感情についてでしたが、同じような順序で「満足した感情」「不

安な感情」「怒りの感情」などが分化発達していくのです。 
 つまり、赤ちゃんの周囲の人間が赤ちゃんの周りで「人間としての振

舞を撒きつづけること」で、「感情」という人間の心は赤ちゃんの心の中

に吹き込まれていきます。この筋肉運動という物理現象と、感情の”吹

き込み”という心理現象とは、「同時間帯に発生することで強く結び付け
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られていく」のです。これは、いわゆる「パブロフの学習理論」として

よく説明される現象ですが、なにもそんなにむずかしくいわなくても納

得していただけることでしょう。 
 何回も何回も繰り返されることで一つの行動と意識が結び付けられ

「強化学習」されていくということは、いろいろな生活場面で体験でき

ます。自転車の乗り方を憶えるのも、ピアノの悪い癖を矯正する練習で

も、逆にいろいろなよい癖をつけるということでもそうです。オートマ

チックの車になれていない人が、オートマチックの車に乗ったときに左

足を踏んでしまうのも、何回も繰り返しているうちに「これはオートマ

チック車、これはクラッチ車」とさっと踏み分けられるようになるのも、

まさにこの強化学習という私たちの学習能力の成果なのです。 
 通常の家族の場合、一番そばにいるのは父親と母親なのですが、接触

が密接であればあるだけこの学習が何回も繰り返されるわけですから、

学習効果は深く強いということになります。こうして感情が育っていく

ことから考えて、父母の感情はかなり微細な部分までコピーされて学習

されていくと思われます。 
「生みの親より育ての親」といわれることがよくあります。あるいは夫

婦は似てくると、よくいいます。まさに遺伝子よりも、日々の生活習慣、

あるいは表現のしかた、極端にいうと物の食べ方、笑い方までがおたが

いの中に組み入れられていく、ということが想像していただけるでしょ

う。 
 例えば、日系アメリカ人の表情を思い出してみてください。おおまか

な顔のつくり、目の形、髪の色、すべて遺伝子で引き継いだ日本人の「か

らだ」なのですが、話しはじめると、とくに表情がなんとなくアメリカ

人的です。体も日本人より大きくなっていくのは食生活、生活スタイル

の違いからでしょうが、表情や物腰がアメリカ人的になっていくのは「話

すことば」「あいさつなどの動作」「アメリカ的な生活習慣」などが直接

的に大きな影響を与えている、ということを示しています。しかし「周

りの人たちの考え方」などが知らず知らずのうちに伝える影響というの

も、それに劣らず大きいのです。心のもち方そのものを変えるわけで「そ

のことが表情に大きな影響を与えている」ものと思われます。つまりこ

れらは、遺伝子によるような伝達よりも、日常生活の交流による伝達の

ほうが表面によく出る、ということを物語っています。遺伝子に基づく
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ものは素材的なものであり、環境に基づくものは機能的なものである、

といって良いのかもしれません。 
 
 こうして赤ちゃんは周りの大人たちに愛嬌を振り撒き、抱っこされた

り、おんぶされたり、あやされたりしながら大人の心を吹き入れられて

成長していくのです。早い子では１０ヵ月もすると、這い這いして逃げ

たりします。この頃にはほぼ認知機能、情緒機構の基本部分は完成して

いると考えてよいでしょう。１人の人間が独り立ちできるように社会の

いろいろなことを体験し、学習し、訓練していくための基礎的学習能力

の原型がすでに完成しているのです。しかも、これから発達していく学

習能力の「様式」と「容量」の”大まかなもの”も、すでにこの時点で

ほぼ決定されていると思われます 
 これはたぶん「揺るがしがたい原型」なのでしょうが、この原型を第

１次学習能力と呼ぶことにしたいと思います。人格障害、あるいは性格

異常は、この第１次学習能力の障害と考えてよいでしょう。 
 

２ 第２次学習過程 
 第２次学習過程は、１～２歳から１２歳前後、小学６年生前後までの

学習過程で、第１次学習能力を基礎にしていろいろな生活の能力を発達

させていく過程です。この過程は「性ホルモンの活動が活発になり性欲

が意識されはじめること」で終わることになります。ですから少し個体

差があり、遅い子では１４～１５歳くらいまで長引くこともあります。 
 この時期は人生全体の中では成人期と同じくらい安定した時代といっ

て良いでしょう。いわば成人期が大人の「本当に大人として活動する時

代である」と呼ぶとすれば、この期間は子どもの「本当に子どもである

時代」と呼んで良いのかもしれません。成人期には誰にも遠慮なく自分

の生き方ができるように、子どもは誰に気がねなく子どもとして振舞う

ことができるのです。 
 この時期に「受験だ」「英才教育だ」といって塾や習いごとをさせられ

ることの弊害を言う人が多いのですが、私はそれはたいして大きな弊害

とは思いません。むしろこの意欲に満ち、茶目っけに満ち、疑うことを

知らない時期にいろいろな体験をさせられることは良いことだと思いま

す。それが塾であれ、ピアノであれ、スポーツであれ、何かに挑戦させ
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られるということは良いことでしょう。 
「おれたちの子どもの頃は野原で遊んで、塾なんてなかった」などと言

って「今の子どもたちはかわいそうだ」と言う人たちがいますが、実の

ところ「野原で遊んだ子」も「街の中の塾やファミコンで遊んだ子」も

子どもの遊びとしてはそんなに変わりはないのです。「僕たちはトンボ

取りや、魚釣り、木登りをして遊べた。いまの子どもたちはかわいそう

だ」というのは、大人のかってな感傷にすぎません。 
 第１次学習能力に基づいていろいろな社会体験をしていくのですが、

そうしたいろいろな体験の積み重ねが、この時期の大きな仕事です。第

１次学習能力の中に大きな障害がないかぎり、ほとんどの子どもたちが

波風のない平和なよき時代を送ります。ただ第１次学習過程で問題があ

った場合には、その問題はこの学習過程を通してさらにその「歪み」を

大きくしていくことが多いでしょう。「この葛藤症の子どもたちの第１

次反抗期が非常に弱い」といわれるのは事実です。この弱さは、第１次

学習過程の中で準備されたといって良いと思います。 
 次に述べる第３次学習過程は、１２歳前後から１８歳前後までの思春

期の学習過程です。実はこの時こそが、子どもから大人になっていくた

めの努力の過程です。つまり 終的な、あるいは本格的な自立準備に向

かう時なのです。しかし、第２次学習過程では、困ったときには父親や

母親に頼ればよいのです。両親は「なんでもしてくれる」「なんでもでき

る」あるいは「なにをしてもかなわない」「けっしてまちがうことがない」

まるで「神様か仏様のような人」と思われているのです。それが第３次

学習過程の時期になってはじめて、「実は自分と少しも変わらない、ただ

の人にすぎないのだ」とわかってくるのです。 
 手捻りの壺という焼き物がつくられていく過程に例えれば、第１次学

習能力というものは、粘土のこねぐあい、湿りぐあい、捻られた粘土の

紐の大きさや長さみたいなもの、と考えていただけば良いでしょう。こ

れはごく身近な父親、母親などの周りの人びとの間でつくられていくわ

けです。 
 第２次学習過程は、この粘土の紐が積み重ねられて、いわば壺の形の

概要ができて、少しずつ形を整えていく、あるいは少しずつ修正されて

いく段階です。水気が多すぎたり、捻られた粘土の紐の大きさや長さが

不揃いであったりすると、形はずいぶん歪になっていきます。 
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歩きはじめて４歳くらいまでは、祖父母と叔父・叔母とか従兄弟たち、

あるいはごく近所の住人たちくらいが、顔を会わす他人でしょう。幼稚

園にあがるころから交際の範囲は広がっていきます。父母とは少しちが

ったニュアンスの指導者＝先生をもつことも大きな体験ですし、すぐ泣

き出す子がいること、すごい恥ずかしがりやがいること、わがまま放題

の子がいること、自分よりもなんでも知っている子がいること、いじめ

っ子がいること、そんな何もかもが驚くべき体験でしょう。一人だけ除

け者にされたり、暴力を受けたり、集団の中では気をつけないと、いろ

いろ危険なことがあるのだ、などの学習をここでしていくことになるの

です。 
小学校に上がると、この体験学習はさらに広く深くなっていきます。

友だちはかなり意識的に選択されるようになっていきますし、幼稚園の

ころに比べて思いもしないような遠方の友だちの家まで訪問したりする

ことになります。そして自分のうちとは全然ちがう雰囲気の家庭がある

ことを知るでしょう。近所の先輩後輩といった集団、先生との関係など

など、今迄よりも強い影響を受ける対象はますます広がってきます。 
 このなかで一番大きく意識されるものは「競争」ということでしょう。

つまり勝つか負けるか、ということです。 
 強い、早い、美しい、すばしこい、頭がいい、かわいがられる、家柄

がいい、お金持ち、などなど。 
 いろいろな場所で、この「勝つか、負けるか」という体験をさせられ

ていくのです。こんな体験の中で、信頼、猜疑、憎しみ、誇り、自己嫌

悪、尊敬、軽蔑、自信、自己不確実感、劣等感、敵対心、仲間意識ある

いは友好心、欺瞞、嫉妬、諦めやすい、粘りっこい、意地っ張り、がま

ん強い、投げやり、思いやりがある、自己中心的、意地悪、やさしい、

などなどの感情がこねられ刻み込まれていくのです。こうしてつくられ

ていった手捻りの壺は、第２次学習過程の後半ではもう概形はできあが

っています。ところがすべての壺には、あちこちに色々の歪みができて

いるはずです。 
 しかし、第３次学習過程の段階に来るまでは、まだこの歪みはさほど

大きな不都合は起こさないですむのです。なぜなら、まだこの段階では

色々な場面での失敗を大人が助けてくれるので、障害は表に出ないから

です。ですから、本人にも家族にもそのことはほとんど気づかれません。 
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３ 第３次学習過程 
 第３次学習過程と呼ぶ段階は、一応の形にできあがった壺、陰干しに

して素焼きにするばかりになった壺を修正していく 後の段階なのだろ

うと思います。つまり、この壺に何かを盛ろうとしても「このままでは

どうしようもない」という現実を目の前にさらされて、修正を余儀無く

されるのです。今迄なんでもしてもらえる、なんでもすることができる

スーパーマンのような人だと考えていた大人が、「実は自分と少しも変わ

らないただの人なのだ」とわかってくる。すると、「これからは困難にぶ

つかった時には誰も守ってはくれないから、自分で立ち向かうしかない

のだ」と決心しなければならなくなってくるわけです。 
 これは、体が大きくなり大人と肩を並べるようになる、という状況で

おこるわけですが、実はこの身体的成長の完成が近づくと同時に進展し

てくる「性腺刺激ホルモンの増大」ということが、この第３次学習過程

を活動させる原動力なのでしょう。 
 この時期、「父親と息子」「母親と娘」の対立関係はとくに激しくなっ

ていきます。精神分析の大家フロイトは「エディプスコンプレックス」

という言葉をつかって父親と息子の対立を説明しましたが、このことも、

むずかしく考えずに、普段に身の周りでおこることから考えたらわかる

ことです。 
 つまり、１２～１３歳にもなってくると、性腺刺激ホルモンが出され

て性ホルモンが活発に始動しはじめ、男の子では肩幅が大きくなり、顎

鬚や陰毛が生え、ペニスが大きくなり、やがて射精が始まるのです。女

の子では肩が丸みをおび、乳房が大きくなり、陰毛が生え、生理が始ま

るのです。そしてお互いに異性を求め合うようになるのですが、この時

たいていの文化程度のすすんだ社会では、親の側が「異性を求め合うこ

とはまだ早い」といって禁止するのです。そうすることがいまの私たち

の社会の仕組みを保っていくのに必要なことである、と考えられてきて

いるのです。たぶんこのことの周りに私たちの社会の多くの「困難」が

発生しているのでしょうが、このことはあとで触れることにして、まさ

にこの時期の子どもは、親が「禁止」していることをしたいのです。こ

の事実はすごく重要なことです。 
「禁止していることをしたい」という状況は、ほかにもあります。たと

えば「盗み」がそうです。子どものころ、食べものであれ、遊ぶもので
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あれ、お金であれ、「盗みたい」という欲動に駆られなかった人は少ない

でしょう。ところが「盗んだらいけない」という「禁止」はほとんどの

人が受け入れていくことになります。それは、「禁止」する大人も、少な

くとも表向きは「盗む」ことをしないからです。ところがセックスの場

合はちがいます。大人は「自分たちではする」くせに「おまえたちはし

てはいけない」と言って禁止するのです。タバコでもお酒でもそうです

が、自分たちはするくせに「おまえたちはしてはいけない」と言って上

から下に命令される、つまり「子ども扱いにされる構造」のもとでは、「盗

むことはいけない」という命題を守っていくために自分を抑えて努力し

ていこうとするときの状況とはかなり異なることになります。ここで、

今迄はるか高くに見上げるような、とてつもなく大きくて頭の上がらな

い「神のような存在であった大人」が、まるでちっぽけな「ただ大きい

声で吠えることしか知らない雑犬」に見えはじめるのです。 
 そして、「まともに相手にするよりも適当に騙しておかなければいけ

ない」あるいは「ちょっと間違うと噛みつかれるので少し気をつけてお

かなければ危ない」と感じられるようになります。つまり、もうこの時

点で大人は神などではないわけです。しかも仲間でもなくて、自分たち

の存在を脅かす「ちょっと攻撃をしかけておかなければやられてしまう」

かもしれない敵のような、まるでいつもいがみあっている隣部落のけん

か相手のように意識されるようになるわけです。この隣部落の集団と敵

対したような関係を解消していっしょになれるのは、この若者集団が自

分たちを完全な大人として認めさせることができるようになってからで

す。つまりそれは、形式的には結婚して「セックスを隠さなくてもすむ」

という関係になってからです。 
 
 以上のべたことから、セックスの力こそ第３次学習過程を発達させて

いく原動力であるという私の考えを認めていただけるでしょう。この過

程の子どもたちは必至で「こんな壺で自分は世の中でほんとうに独り立

ちできるのか」と葛藤しはじめているのです。できかけた壺を作り直す

のはたいへんなことです。少しだけ修正するのにも血の出るような努力

を要することでしょう。それでも彼らはこの作業に立ち向かわなければ

いけないのです。 
 現実の焼きものの場合、陰干しして固まった壺をつくり直すことはで
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きません。しかし人間という器の場合には、この時期にもう一度だけや

り直しがきくように思われます。その魔力は「性」の力なのだろうと思

います。しかしこの改革作業は命をかけた格闘なのです。親と子どもと

の間には火花の散るような対立が起こらずにはすみません。この第３次

学習過程を推し進めていく力を、第３次学習能力と呼んでおこうと思い

ます。 
 このとき、家族の内だけでは解決できなくなった「子どもの混乱」が

「思春期自己確立葛藤症」と私の呼ぶ、これらの症候群なのです。この

「家族の中だけでは解決できなくさせたもの」が問題なのですが、これ

は「この家族の中」に見つけられることになります。 
 

２ 登校拒否・家庭内暴力・非行という３つの表現型 
 この３つの類型はかなり「本質的な部分」からして違うのではないか、

という感じをもつ人もいるでしょう。そういう意見もよく耳にしました。

しかしその違いというのは、ちょうど躁病とうつ病のような関係だと思

います。 
この躁病とうつ病はいかにも正反対のように思えます。しかし、病気

の本体はまったく同じものと考えられています。この「うつ状態」と「躁

状態」という２つの症状は、感情の基底を司る感情調節機構の病気に基

づくものとして、「躁うつ病」という病名で一つにして考えられているの

です。ちょうどこれと同じように、症状をつくっている原因が同じなの

で「ひっくるめて一つの概念として考えて整理された」と思って頂いた

ら良いでしょう。 
 つまり、表現の形はちがうが、親子間の心理的な絡み合いが基になっ

ていて、症状は「親、あるいは学校など大人社会へのアピールである」

という点で、この３型はまったく同じなのです。そして、子どものもつ

「表現のしかたの差」が「症状の現われ方の差」なのです。だいたい、 
 頑固な子、内省的な子、プライドの高い子、は登校拒否へ 
 依存的で、虚栄的で、内省の乏しい子は家庭内暴力へ 

  非影響性が高く、外罰的で、行動的な子は非行へ 
といった傾向があります。この３つの症候群に共通して横たわるものを

箇条書きにすると、 
（１） 大人集団への反発あるいは抵抗と、依存。依存してしまったこと 
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で、また自己嫌悪に陥り、ふたたび抵抗を強化していく。 
（２）妥協しない自己主張と、もろい自己不確実感。 
（３）自分をだいじに守る面と自暴自棄。 
（４） 性的発育が早すぎるか遅すぎる。これは非行集団の中においても 
そのような傾向がある。 

（５） 第１次学習能力の障害を必ずどこかにもつ。しかしこのことに親 
はなかなか気づかず、「この子個人がなにか特別の原因で悪い」と考え

ている場合が殆どである。 
（６） 第２次学習過程では「よい子」「期待どおりの子」であった場合が 
多い。そのため「悪くなったのは友だちのせいだ」「学校の先生のせい 
だ」「偏差値教育、管理教育など教育の欠陥のせいだ」などと、両親は 
自分たち以外の責任にしやすい。そこで子どもはまた親に反発を示す。 

（７） ほかの兄弟姉妹は表面的には「よい子」として成長しつづけてい 
る場合が多い。よく家族は「この子がこんなになるなんて思いもしな 
かった。なるとすれば兄のほうがこうなるかと思ったのに」とか言う 
場合が多い。このこともまた「自分たちのせいではないのではないか」 
という考えに引き込むことになる。 

（８） 症状は家族にたいするアピールである。家族が変わらなければ症 
状はますますエスカレートしていく。治る場合は家族構造も変わって 
いく。 

（９） 学校や司法が管理的に動けば動くほど、症状は悪化する。管理さ 
れることへの抵抗が症状の中心なのだから、それは当然の結果である。 
父親や母親は、受容し変化していく柔軟性をもつことができる。しか 
し、学校や司法にそれを望むにはむりがある。そこで、学校や司法は 
治療者にはなりにくい。いつでも取り締まり屋になってしまいがちで 
ある。 

（１０）治療法の中心は家族精神療法となる。家族精神療法の困難な家 
族も多く存在する。その場合、家族的に処遇できる治療の場が必要で 
ある。代理家族ができて、そこで家族精神療法的な治療のすすめ方を 
することで、治療は可能である。ただし第１次学習過程での障害が深 
刻であれば、かなりの時間を要することになる。 

（１１）時間はかかろうとも、かならず治療することができる。安易に 
施設収容、薬物投与をすべきではない。この種の子どもたちに薬物投 
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与をするのは、単に管理しやすくするためだけでしかない。ただ学校 
に行くようになったり、興奮がなくなったり、攻撃的でなくなったり 
しても、それは周りの人間のためにしか役立たない。治す力は唯一、 
家族精神療法を中心とした心理療法のみである。 
 

 ここまで述べてきますと、なるほどこの３つの症候群は同じものなの

かな、と考えて頂けるでしょうか？ まったく「根」は一つなのです。 
 

３ 症状形成のメカニズム 
 まず、症状形成のメカニズムについて考えていくにあたって、以下の 
仮説を整理して、話をすすめていきたいと思います。 
（１）症状は自己が危機に瀕して崩壊していくことへの不安に対する防 
衛としてつくられる。そして、それは親へのアピールなのである。つ 
まり、救助を求めている。 

（２）親はその意味を理解できない。そこでアピールの表現はますます 
激しくならざるをえない。しかも、大抵それは親たちにとっては親た 
ちが指導してきたことと反対のことなので、「親にたいする反抗」とと 
られる。そこで親は、ますます今迄のやり方を強化していくことにな 
る。そして子どもの方はさらにアピールを強化する。こうして症状形 
成の悪循環の輪が回転していく。 

（３）子どもを自立へと向かわせるエネルギーは、性衝動の高まりであ 
る。生物体としての人間に要求される社会的規制は、親たちにとって 
もしっくりなじんだ枠ではない。つまり、それぞれの親たち自身が少 
しずつ歪んでいて、その歪みは子どもたちにたいして影響を与えずに 
はすまない。そしてこのことが、悪循環の輪の回転エネルギーとなっ 
ていく。 

（４） 親のほうが、自立していくことの見本を示せていない。まさに夫 
婦げんかは悪い見本を見せていることになる。いくら演技しても、夫 
婦間の隙間風は子どもたちには感じとられてしまう。 

 
 第１次学習過程でほぼ性格の基本は作られるわけですが、この過程の

中で父親や母親のもっている「よいものも悪いもの」もたっぷり吹き込

まれて育つわけです。コピーが原稿を寸分たがわず写しとっていくよう
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に、父母の人格の中の多くの部分が吸収されていくことになります。し

かしここで気をつけて頂かなければならないことは、「よいもの」「悪い

もの」というのは、他者が外から見てそういっているだけであって、父

親や母親にしてみれば「悪いものとは意識されていない」ということで

す。 
 そこで、第２次学習過程の中における子どもの成長は、むしろ親には

かなり満足のいく形でとらえられていくことになるわけです。「親に従

順で、親からしなさいと言われなくても、自分からよく勉強し、お手伝

いする良い子でした」というふうに。 
 
 ここで、「必ずしもそうではない。第２次学習過程のうちから問題の子

もいる」と言う人もいます。たしかにそういう子どもはいます。しかし

この子どもたちについては、「思春期自己確立葛藤症」という枠からは外

して考えておきたいと思います。これらの子どもたちはむしろ第一次学

習過程での重度障害群として別枠で考えたほうがいいと思っています。 
 よくこの子どもたちをとらえて、「スキンシップが足りなかったのだ」

という言い方がされます。肌と肌が触れ合って親の心が子の心に伝えら

れていくチャンスが乏しかったとこの言葉はいっているのですが、正に

そのとおりだといってよいでしょう。この群は「境界域の人格障害」と

呼ばれる人格障害者に発展していくのであろうと私は考えています。

「思春期自己確立葛藤症」の子どもたちは、「勉強をするとか、ピアノを

するとか、お手伝いをするとか、そういう親の期待に応えておくほうが

周りの状況がうまくいく」ということを、おっぱいをもらったり、抱っ

こしてあやしてもらったり、散歩させてもらったりしているうちに学習

してきているわけです。つまり親と接触する肌から直接、柔らかな「無

垢」の肌の中に、まるで水が砂の中に染み込むかのように、この「状況

把握のための感覚」の原型は染み込んでいく、と考えてよいでしょう。 
 ここで、「第１次学習過程の障害」ということを少し整理しておいたほ

うが、これからの話をすすめていくのにすっきりしそうです。つまり、

私はここで障害の形を２つに区別して考えています。この２つというの

は、 
 （ａ）親子関係の不成立からくる障害と 
 （ｂ）伝達される内容にもとづく障害 
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です。現実にはこのように厳密には分類されず、おたがいは混在してで

きあがる、といった面を多くもつのですが、考え方として分類しておき

ましょう。 
 ａ 親子関係の不成立からくる障害 
 これは、親と子の間に信頼関係が成立していなくて、人間関係を緊密

にしていくための学習能力が障害されている群です。生後まもなく親子

の緊密な関係がとれなくなり、抱っこされたり、あやされたり、ほめら

れたりするようなチャンスをもたずに、ただ事務的に生育され第１次学

習過程を過ごして成長していく子どもたちの中に見られます。 
「親の片方あるいは双方を欠損した家族」の場合は、容易に想像してい

ただけるでしょうが、むしろ問題なのは、「精神的調和の乏しい親」の場

合です。このタイプの家族の場合、第三者からはむしろ優秀な家庭にみ

えます。父親も母親も大学卒で教師であるとか、弁護士であるとか、優

秀な企業家であるとか、一流企業のエリート社員であるとかします。 
このタイプの親は、仕事では有能な場合が多いのです。しかし、家庭

人としてはあまりにも事務的に振舞ってしまうことになります。例えば、

家庭の中に入ってもまるで会社や学校の中であるかのように接します。

奥さんは秘書と同じであり、夫は単なる給料運搬人であり、ただ夫とし

ての飾りである。そして子どもは生徒や部下と同じである、といった具

合です。私の治療した登校拒否の症例の中には、父親が仕事から帰って

くるとすごすごとベッドに入ってしまうという幼児期を送っていた少女

がいます。父親は優秀なジャーナリストでしたが、この少女が生まれた

とき、父親は就職して３年目でした。かなり神経質に仕事を追求してお

られたらしいのですが、仕事から疲れて帰ってくるところへ這い這いし

てくる子供を足蹴りにしていたというのです。 
 これらの子どもたちの第１次学習過程の中では、「コピーしようにも、

コピーする原稿がじっと原稿台の上に乗っていてくれなかった」と言う

ようなものです。親と子のあいだに「心と心を交換し合い、お互いの中

にお互いを写し合う」ということができていないために、人間関係を緊

密にしていく能力が発達させられなかったのでしょう。そして、豊かで

包容力のある感情の発達は乏しくなり、不安定でいつもおどおどしてい

るか、冷徹で自己の中に沈潜していくこととなり、積極的に人と関係を

もてない人間となるのです。 
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  ｂ 伝達される内容にもとづく障害 
 前記の障害を「親子関係の不成立からくる障害」と呼ぶとすれば、第

１次学習過程の障害のもう一つの形は「伝達される内容にもとづく障害」

と表現することができるでしょう。 
 先に私は「親のもつよいものも悪いものもそのままコピーされていく」

と述べましたが、まさに、この「親のもつ悪いものがもたらす障害」が

ここに述べようとしているものです。これはなにかというと、少し抽象

的にすぎる表現になりますが、「親が社会に適応していこうとして身に刻

み込んだ適応技術である」といってよいでしょう。先に述べたように、

私たちが生育するこの地上の社会構造は「いろいろな不条理」を宿して

います。いまの社会が悪いからというのではなくて、社会がいくら発展

していっても、完全矛盾のない社会構造はできあがらないでしょう。し

かも、家庭を抱えた大人はこのなかを休むことなく生きていかなくては

ならないのですから、「わが身に血を流しながら、その不条理に満ちた社

会の中に適応していけるように」時には良心を捨てて努力しなければな

らないのです。 
 少し例を挙げてみましょう。「どんな状況であれ人を殺すことは悪い

こと」と考えている親がいるとします。ところが、軍国主義の時代で「軍

国主義教育に反対するもの、徴兵拒否者を出した家族は即刻投獄する」

という事態が進行中であるとします。すると、ここでどんな行動をとる

ことが一番よいことなのでしょう。「憲兵がいて有無を言わせず投獄す

る、逃亡するものは射殺する」といった光景を見せつけられつづければ、

たいていの親は「要領のよい生き方」を選ぶことになるでしょう。赤ち

ゃんを抱いた親は「自分がよかれと思っているものをこの子どもに伝え

たい」と、一心になることになるのです。 
 この親の場合、「自分がしたいと思うことでもがまんしなければなら

ない」「自分がけっしてしてはいけないと思うことでもしないといけな

い」「人間はいつでもこころ清らかでないといけないけれど、場合によっ

ては目をつむって邪悪なことにも手を染めなければならない」というよ

うなことを教えていく結果になるのです。何度ものべましたように、そ

れは言葉からでなくても、お父さんの卑屈な表情からでも、つい出てし

まう『赤ちゃんのあやし方」からでも伝わるのです。親はこのことを教

えることに必死です。この子どもを愛していますから。ですから、子ど
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ももこの親の努力を精一杯受け入れていこうと応えていくことになりま

す。 
「学歴がなかったから苦労した。子どもにだけは苦労させまい」と考

えて子どもに接している父親のもとでは、子どもはそれに応える努力を

するでしょう。「ピアノが弾ける子にしておきたい」と考える母親のもと

で、子どもは熱心にピアノに向かうことになるでしょう。そして親のほ

うはますますそれをすすめていくことになります。あるいは「お父さん

は仕事で忙しいんだから、お母さんだけで家をきりもりしているのよ。

お手伝いをしてお母さんを手伝ってよ」というメッセージを送りつづけ

ていると「親が言わなくてもよく掃除をしてくれるよい子」ができあが

るわけです。 
 ですから、第２次学習過程においてはたいてい「よい子」「期待どおり

の子」である場合が多いわけですが、この障害はたいていの親に障害と

は気づかれていません。「私たちはいつもこのこのためと思って考えて

きたのに。子どもは逆恨みしているのです」「この子のためと思ってすれ

ばするほど、子どもは逆のことをします」といった言葉は、子どもが症

状を出しはじめたころによく親の口から聞かれることばです。 
 
 さて、以上のべてきたことを時間経過の順に整理してみましょう。 
（１） 学習の第１次過程で「親の中の歪んだもの」が刷り込まれる。し 
かし、親は「自分の中に病的なものがあり、自分が子どもを愛撫して 
育てたそのなかから将来、子どもにとって悪い結果をもたらすような 
ものが発展していくかもしれない」などとは全然認識していない。親 
は子どもは自分たちの願うとおりに育っていくことで満足している。 
 

（２） 学習の第２次過程は、「この親から受け継いだ親の中の歪んだも 
のに基づいて行動することで親が満足する」ということを学習してい 
く。親が満足することが嬉しくて、かなりむりして、つまり自分の心 
を犠牲にして「親の期待に応える」努力をする。そうすることで親は 
「よい子」「期待どおりの子」であることを確認し、ますます励ます。 
 

（３） 第３次学習過程に入って、子どもは親に盲従していた自分を今ま 
でとちがった目で見はじめる。「大人たちから褒められる、あるいは批 
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判されないために、よい子、期待どおりの子として動こうとして、自 
分のこころを犠牲にしてきた」ということを反省しはじめ、おずおず 
それを止めようとする。すると親の方は、子どもが「努力する根性が 
なく息切れがした」と思い、子どもに強い不満を抱く。そしてこんな 
子ではなかったはずだ、と叱ったり、殴ったりして、叱咤激励する。 
 

 この子どもたちが「よい子」「期待どおりの子」を止めるときの直接の

具体的なきっかけとしては、以下のようなものがある。 
①勉強、ピアノのけいこ、剣道や柔道を続けていく努力に疲れる。やっ

てもやっても目標が遠くて、もうよい子ではなくてもいいと思いはじめ

る（家庭裁判所、児童相談所などのお役所的発想で事にあたろうという

人たちが、こういう状況をとらえて、よく「優等生の息切れ型」などと

いう表現をつかう）。 
②成績の順位が落ちて、学校で恥ずかしい思いをする。親や先生に叱ら

れる。小遣を減らされるとか、ＣＤを買ってもらえない、家族旅行に連

れていってもらえないなどの罰が与えられる。 
③親が言葉や眼差しで非難する。時には暴力で。そうして親が押さえよ

うとすればするほど、子どもの怒りのボルテージは上がっていく。 
④友だちから仲間外れにされる。殴られる。このことは、自分が他の子

どもたちと距離をおいて行動してきたことの反省につながる。ここで自

己防衛をさらに強めていく子と、崩していく子とに分かれる。前者が登

校拒否であり、後者が非行である。家庭内暴力の子はその中間に位置す

る。 
⑤自分自身の中の弱いこころが許せない。その多くは性欲の高まりを抑

えられないというところから生まれる。容貌や体力などへの劣等感、そ

の裏返しとしての虚栄心、そしてそのことを隠そうとしている邪悪で卑

劣な心が自分の中にあることが自分自身に許せない。 
⑥親に中に信頼しがたいもののあることを知る。それは「自分にたいし

てはあれほど抑えさせておきながら」「なんたることか、けっしてこのこ

とは許してやらないぞ」という怒りをつくる。 
 この「親の中の信頼しがたきもの」とは、「父母のあいだに信頼関係が

ないということを露呈してしまう」ということであるが、これには次の

２タイプがある。 
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（ａ）父親が母親をまるで自分の秘書か女中のように扱っている関係 
（ｂ）母親が一家の中心。まるで父親を給料運搬人のように扱っている。 
この（ｂ）の場合を具体的にいうと、 

ア、父親への期待を完全に失っていて、子どもに期待をかけている。 
イ、子どもが父親を攻撃することに、むしろ喜び満足している。 
ウ、父親への母親の不満は、言葉に現れなくても息づかい一つの中

に感じとられる。 
エ、それは子どもの心に、「期待どおりに応えなければ、その不満は

そのまま自分にぶつかってくるのだ」という観念をつくること

になる。 
オ、父親は子どもにも歯がゆいほど無気力にさせられている。 

となるが、（ａ）に関しても、ちょうどこれらに対位される状況が並ぶ。 
 
（４）親の叱責・禁止はますます子どもの反抗あるいは症状を強いもの

にしていく。父親と母親は協力して子どもの症状に立ち向かわなければ

ならない。そのなかで夫婦間の歪みが暴露されていく。 
親が一帯に見えていたのに、実は父と母は別々の道を歩いている人間

なのだ、と知っていかなければならない。ところがまだそこまで成長し

ていないので、親に向かってお金の要求をしたり、自分をこんな人間に

生んだ責任をとれ、などの無理難題を押しつけたり、暴力や非行に走る。

つまり、甘えた行動を取る。 
 
（５）こうしてこの事態は「子ども一人の問題ではなくて、家族の問題

である。その大本は夫婦の問題である」という事実が家族全員の前に明

らかになっていき、この家族の改修作業がはじまる。 
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           第１3章   

都 立 松 沢 病 院  の お粗末対応 
ちょいと仰々しいが、精神科医療改革のための資料として 

そして、この構造の上に映し出される 

＜父・母・子＞の姿を！ 

 これは＜若草内外通信 ５巻７号＞に掲載したものです。この通信は患

者さんの家族や親しい仲間に郵送しているもので、私が理事長の時代に

は月々の医療法人如月会の会計報告までしていました。新理事長になっ

て随分と姿を変えて当時の面影はなくなっているのですが、ありのまま

を、好き放題に書きなぐっていたのでした。ちょいと顰蹙を買うような

表現も全然憚らずに。 

東京都立松沢病院の問題を覗けたのは、一人の娘さんを抱えた家族と

の関わりに「真剣に取り組めたから」です。批判の文章の間から、家族

の＜それぞれの心の問題＞が浮き上がって見えてくると思います。＜東

京都立松沢病院の問題＞は鏡と思って、ここに写る「家族像のそれぞれ」

を読み取って下さい。 

この＜５巻７号＞は２０００年１１月の発行なのですが、朝日新聞の

「松沢病院電気ショック批判記事」の掲載は２００１年７月８日です。

つまり約、その半年前の事件ということになります。前掲の拙著「電気

ショックの恐怖再び」とこうして関わることになるのも偶然なのかな？ 

意味のある、面白い偶然なのかもしれません。原文のまま載っけます。 

 

（１）  はじめに 

  この度、東京都立松沢病院の医療状況の一部を垣間見る機会に恵まれ

た。先月（９月）２６日に、この病院の「Ａ－１４病棟」（救急病棟であ

るらしい）を訪問し、 

   横田圭司医師（この病棟の医長）、平野医師（横田医師の部下らしい）、 

   一人の看護婦、 一人のＣＷ、 

そして 終的には副院長（坂口氏）と面談することができたのだ。その

経緯、これらの人達とのやり取りの有りのままを記載してみよう。 

ほんの一部のことから全体を判断するのは間違っているかもしれない。
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しかし、そこを足掛かりにこの病院の全体像を想像し、指摘しておくこ

とは許されるだろう。 

ちょっと長くなるが、この病院は我が国の首都の精神科医療の中心的

病院であり、民間病院の模範を示すべく税金をふんだんに使った病院で

あり、精神科医療の歴史の中で常に中心的な足跡を刻んで来た大型精神

病院なのだ。その実態を知って頂くためには無駄な努力ではないだろう。 

  しかもこの病院は東京大学医学部精神科医局の実質的な支配を全面的

に受けている。つまりこの報告は＜大学病院精神科医局が精神科病院の

実権を握っているために我が国の精神科医療の改革を遅れさせている＞

という方々で述べて来た私の持論を実証するものでもある。 

  精神病院協会に属する病院はお金稼ぎ（生活費稼ぎ）の場になり、公

立病院は論文を書くための資料収集の場となっていると言ってよい。つ

まり、病院協会に属する病院では「金儲け医療の片棒を担いでいる」、そ

して公立病院では精神科の患者さんを「人間扱いせず、実験資料－モル

モット」として扱っているのである。ロボトミーもこの病院で行われて

いたということを追加しておこう。 

（２）「Ａ－１４病棟」に私が関わることになる経緯 

① 私は東京都内の２３才の女性Ａ子の家族療法に取り組んでいた。 

この家族は８月２０日に放映されたテレビ朝日のサンデープロジェク

トを見て、私の往診家族療法のことを知られ、治療関係が進み始めた

ものである。既に３回の家族面接を済ませ、娘の症状はかなり軽快し

ていた。本題から離れるが、このことも詳述しておく方が具体的に理

解して頂けるだろう。 

② A 子は一人っ子で、この家族は両親と娘だけの３人家族である。３人 

が揃った初回の面接で父親はやや唐突に「自分は平たく言うと妾の子 

供です」と表明したのだ。都会の中の一等地に住所兼職場があるのだ 

が、「この土地も母が残してくれたものです」と言われる。  

③ 娘の前で吐かれたこの言葉に私は驚いて、私は「妾なんて言葉は汚 

いよね」とその場を躍起になって繕ったのだった。 

   声楽をされる母親はメルヘンチックで、部屋中を動物で飾っている。 

人形、絵、置物、そう、中庭には陶器の動物が数匹。私が「いったい 

何匹いるんですか？」と聞くと、「この前、いとこが来て数えたら三百 

数匹いたそうです」との返事が返って来たものだ。 
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④ A 子の症状は無気力と、家庭内暴力（時々起きる感情興奮で、家具類 

等の器物破損）だったのだが、私は「家族と距離を置いて生活してみ 

るのも一つの方法」と提案した。 すると彼女は早速、宮崎にやって 

来て一週間だけ滞在して、元気になって帰って行った。 

⑤ よく起こる現象なのだがこの後、父親に変化が起きる。娘から送っ 

て来たメールを転載しておこう。 

「こんにちは。A子です。無事に家には着きました。が、父の具合は悪 

そうです。私が元気なのに、父は悩んでるようで、出かける前と逆転 

しています・・・。 

   自分の生きる道がなんなのか、答えを探そうとものすごく辛そうに 

しています。メニエールに昔なってしまったときぐらい、悩んで苦し 

いらしいです。私には何が出来ますか？  家にいてもやはり無力さを 

感じずにはいられません。 

   しばらくは東京の方で勉強をしていきたいので、おしゃっていたよ 

うな勉強会がありましたら、是非教えて下さい。また、東京で出来る 

ことがあったら教えて頂けると嬉しいです。お忙しいと思いますが、 

よろしくお願い致します。 

   私のほうは、ピアノの生徒が増える可能性が出たので、喜んでいる 

ところです。中学生の家庭教師をする事も決まり、そのうちこれらで 

自立できたらいいなぁ～って考えています。それではまた」 

⑥ ９月２４日、日曜日の朝、私は兵庫県の県北の患者さんの家で目を覚 

ました。昨日の朝、東京を発って、岐阜と大阪で家族面接を済ませ、 

昨夜遅くこの家に辿り着いたのだ。 

翌日は宮崎に帰る予定だった。大阪は天王寺の患者さんで、初診。 

結構疲れる家族だった。昨夜、泊まったこの家は大阪駅から約１時間。 

既に１０年通っている。先ず、二女を診て、長女を診て、長女の子供 

である孫を診ているのだ。そこでこの家はまるで家族の一員かのよう 

に気楽に泊まれる。この日は関西での差し当たりの仕事を済ませてい 

たので、久し振りに高校時代の友人と会う約束をしていた。宮崎への 

飛行機へ乗る前の時間、広くなった伊丹空港のレストランでお喋りし 

ようと考えていたのだ。８時頃だったろうか、携帯電話が震えた。 

「A子です。早朝からすみませんが、お聞きしたいことが２つありま 

す」と言う。声は緊張してやや堅いが冷静である。 
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「一つは３１才の女性のことです。知り合いの女性なんですが、リス 

トカットを繰り返していて目が放せないんです。ご両親を呼んでも、 

来ないと言うんです。ずっと付き添っている訳にもいきませんし」… 

…そこでこの質問には「保健所に電話して緊急の保護入院を依頼しな 

さい」と答えた。 

「もう一つは４０代後半の女性で、朝から晩までお酒に浸りっ放しな 

んです」と言う。こちらには「明日になったら精神科の病院に入院さ 

せなさい」と答えた。 

⑦ そろそろ出掛けようかとしていると再び、A子から電話が入った。声 

はうろたえている。 

「保健所は日曜日だから開いてないんです。警察に行けと言っていま 

すが、警察は現在問題を起こしていないと動けないと言っています」 

と。そして決断したように、 

「実は３１才の女性というのは父の愛人 K代で、４０代後半の女性と 

いうのは母です」と言う。 

私は昨日新幹線に乗る前に A子の家に電話した。A子は外出中で母親 

が出た。私が「昨日、A子さんからメールが入っていて、お父さんが落 

ち込んでいるということだったのですが」と言うと、 

「いえ、仕事が旨く行かなかっただけです」と簡単に答えたのだった。 

 

   私は A子に、「じゃ、今から東京に引っ返すよ」と答えたのだが、少 

 しでも早くと飛行機を使うことにした。飛行機の中で、娘の方が父親 

の心の動きに敏感だったのか、母親ののカムフラージュだったのかと 

想像することになる。 

（３）「Ａ－１４病棟」に K 代が入院するまで、 

…都の精神科救急医療体制の遅れ… 

① 私としては「せっかく良くなりかけた A 子のガラスのような心が崩

れないように」、支えてやりたいとの一心で、羽田から彼女の家までを

急いだ。山手線に乗っていると、 

「今、何処ですか？」という電話に「品川を出て今、大崎」と答える。

言葉には出ないものの「ほっとした」安心の心が口の端から私には感

じられた。 

   駆け付けると、父親と母親は応接間に対座している。積極的な会話
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などあろう筈もなく、疑いも信頼も険悪さもない「死んだような空気」

の中に無言のままの時間が過ぎていたのだろう。 

② 私は先ず「今、K代さんはどうしているのです？」と聞いた。父親が

「今、睡眠薬を飲んで、うとうとしています」、「目覚めたらまた危な

いですね？」 私は「また繰り返すと思います」と答え、「何を扨置い

ても☆代さんを往診しましょう」ということになった。 

③ K代は私の来訪にやや戸惑っていたものの、やがて心の中を包み隠さ

ずに話してくれた。 未熟な人格の持ち主で、自殺企図は演戯ではなく、

人格統合不全から来るものと診断できた。 

   K 代はこの秋からアメリカに１年間の語学留学をすることになって

いると言う。そして、帰って来たら愛人と結婚できるものと決め込ん

でいた。そう思わせてしまっているのはこの愛人の責任であったのだ

ろう。 

   しかも A 子の精神状態が改善されたという時点で、愛人問題が発覚

したということには家族療法的には大きな意味がある。 

   ともあれ、自殺という形の解決に陥ってしまうのは K 代の人格障害

に基づくと考えてよいだろう。そこで「抑鬱性心因反応であり入院に

よる薬物療法、心理療法が必要」と診断することになった。 

⑥ そこで A子の父親に K代を入院させるべく松沢病院に電話して貰う 

ことになった。すると、「今日は日曜日だから医療センターに電話して 

下さい」との返事。これは東京都を４ブロックに分けた救急医療セン 

ターらしいのだが、そこの返事は，「土曜・日曜の精神科入院は受け付 

けていません。緊急入院なら１１０番（警察）に電話して下さい」だ 

ったらしい。 

A 子の父親は昨日も１１０番通報をしていて、駆け付けた警察官達は 

「大したことはないじゃないですか！」と、「現在、血が出るでもして 

いなければ俺達を呼ぶな！」と言わんばかりの対応だったらしい。そ 

こで、うろたえている父親から私が電話をとることになった。 

⑤ 私が精神保健指定医であり、「数時間前に診察して来た」、「保護入

院が必要である」という旨を言うと、電話の主は打って変わって「上

の者と代わります」と言う。上の者なる人は肩書きを問うと、ケース

ワーカーと答えていたが、彼とのやり取りを記憶のままに記載してお

こう。 
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「自傷他害のある患者さんは『即刻、精神鑑定を行い、入院させるか

否かを決定させなければならない』という規定がありますね。精神保

健指定医である僕が今、診察して来て、保護のために入院させないと

危険であると言っているんですよ」 

「土曜・日曜は精神鑑定業務をしていないんです」 

「その理由は？」 

「精神鑑定業務をして頂く多くの先生達が民間病院（そのほとんどが

精神病院協会に属している）の方々で、土曜・日曜は協力していただ

けないからです」 

「なるほど、東京都でそんな状況なの？  それで良いとは考えていま

せんね？」 

「良いとは考えていません」 

「この方達は昨夜も警察にお願いされているんですよ。そして、大し

たことはないじゃないかと言って、そのまま帰られたらしい。 

   大体が、医者でないものが診察をして、入院の必要があるとかない

とか診断するのは医師法違反じゃないの？」 

「そういう面もあるかと思いますが、精神保健福祉法２９条の規定で

は警察官通報、そして警察官は２４時間以内に鑑定を受けさせれば良

いとなっています」 

「なるほど、だから法律違反ではないということ？」 

「良いことではないですが……」 

「法律の問題じゃなくて、医療側のモラルの問題だな。 初から医者

が見て判断すべきですよ。警察官がタッチする場面じゃないんだな。 

  血を見なければ警察官が帰ってしまうというのは当然かもしれない。

警察官は取締屋なんだから医療側がすべきことに警察は手を出さない

というのはある意味では当然なんだな。でないと精神障害でもない正

常な人を不当に拘禁するという人権侵害を犯してしまう危険率が高ま

ることになってしまうでしょう。東京都では精神科の救急医療はでき

ていないということですね」 

「そのとおりです」 

「なるほど、このことは問題にするよ」 

「どうぞそうして下さい。私達もその方が助かります」 

⑥ そんなやり取りをしていて時間は現在進行形で経過するわけで「用 
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事を済ませたら早めに帰るから」と残して来たという K 代の精神状態

が気になる。 

   そこで父親を先に K 代の住まいに向かわせて、私と A 子と母親の３

人は「まず腹拵え」ということになった。A子と母親としては、愛人の

ところに向かった父親・夫に対して複雑な思いだったろう。  母親が

「ビールちょっとなら良いかしら？」と言う。今朝、大阪から駆け付

けた私としても喉が乾いていた。で、A子の表情と、母親の表情を見比

べながら「僕もちょいと欲しいんだけど？」とやってみた。すると A

子は「今日は朝から飲んでないんだし、先生もおられるんだから、ち

ょっとだけなら許すか」と可愛い声で言う。「だけど、これからお父さ

ん達のところへ車で行こうと思っているから僕は止めとくかな？」

「いいえ、私が運転しますから先生も飲まれていいですよ」と。 

⑦ なんとなく全体が平穏裏に片付けられそうな良い気分で飲んでいる

と、携帯電話がポケットの中で震えた。父親の声が慌てている。「やっ

ちゃいました。今、救急車をよんで警察も来るそうです」。 

  そこで、私は A 子の運転で K 代の住まいに駆け付けた。救急車とパ

トカーの間に人だかりがあって、救急車は出発寸前であった。K代は簡

易ベッドの上に抑制されていて、顔は見えなかった。父親の表情は堅

かった。しかしその堅さは「現実におかれた困難への逡巡、ないし戸

惑い」の堅さであって、心の痛みからの堅さとは感じられなかった。 

 声を掛けると、振り向いた目に「上着に飛び散った血が大小の島模

様を作っている」のが写ったようだった。島模様にちょっと顔をしか

めた様子で答えてくれたのだ。救急隊員が「先生ですか？  今から松

沢病院に搬送します」と言う。そうして瞬く間に救急車は去って、人

だかりも消えた。こうして K代はようやく入院となった。 

（４）松沢病院「Ａ－１４病棟」のスタッフとの具体的な関わり 

① A子と母親と私達３人は K代の入院で一安心という気分だった。私は

「単純な心因反応だからカウンセリング等を施せば１カ月くらいで退

院できるでしょう」等と話していたのだ。 

   A 子は飲酒運転の許可を求める私のエピソードを楽しそうに披露し

ていたくらいだ。このことも一寸記しておこう。 

  救急車が走り去った後、父親が乗って来た車が路上に放置してある。

そこで、残っていた警察官に私が 
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「通行の邪魔になりますから僕が持って行きましょう。一寸だけ飲ん

でるけど良いでしょう？」と聞いたのだ。すると若い警察官は私の吐

息を臭ってから、 

「良いとは言えませんが」と目で許可したのである。このことは、そ

ばでやり取りを見ていた A 子にとって、極めて新鮮な見物だったらし

い。そのことを母親に 

「お巡りさんに、飲んでるんだけどなんて言う人がいると思う？」と

楽しそうに目をくりくりとしていたのだ。 

  お風呂を頂き、床に就いたのは深夜の１時だった。この家のご主人

はまだ病院から帰っていなかったが、私は床につくなり寝入ることに

なった。月曜日は病院の外来を担当する日で、私を当てに来院する患

者がいる。そこで、どうしても休診にしたくなかったのだ。朝の１番、

７時出発の飛行機で宮崎に向かうためには５時には起きなければなら

ない。 

② ９月２５日、月曜日の朝５時、私は３人の家族を目覚めさせないよ 

うに、抜き足差し足、二階の客用寝室から階段を降りた。客間のドア

は開きっ放し、テレビと電灯が付いたまま。父親は背広を着たまま長

いソファー椅子に死んだように横たわり、鼾をかいていた。病院から

帰った儘なのだろう。 

③ 宮崎到着８時半。１０時から１２時まで外来診察。第４月曜日の午

後は宮崎市内の患者さんの往診をする。全ての予定を済ませてお茶を

飲んでいると父親から電話が入った。 

「松沢病院から連絡がありまして、明日退院させるから３時までに迎

えに来るようにと言うんです」 

「それはどういうことでしょう？」 

「２人の精神科医師が鑑定した。そして非該当（措置入院非該当とい

う意味）ということになったから置くわけにいかないと言うんです」 

「で、連れて帰るんですか？」 

「このままでは同じことを繰り返すと思うんです。是非そちらに入院

させて下さい」と。 

  そこで３人のスタッフ（ＣＷ１人、看護士２人）と私とで再び上京 

することになった。抵抗の強い患者は飛行機での搬送は難しい。そこ 

で、高速道路を走り続けることになる。東京・宮崎間は１８時間で走 
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れるのがが、交替運転のために 3人は必要なのだ。 

④ 私達は９月２６日、火曜日朝、１１時すぎに羽田に着き、空港まで

迎えに来て頂いた父親の車で松沢病院に向かった。 

「１２時から１時くらいまでは昼食時間でしょうから、１時くらいに

病院に着くことにして、私達も昼食を頂きましょう」とのんびり構え

て。ところがこれが横田圭司医師の高圧的な怒りの引き金の役割を果

たすことになる。 

私達は「Ａ－１４病棟」の前でしばらく待たされて、道路を挟んだ

向かいの別棟に招かれた。先方は２人の医師とＣＷの３人。そこで当

方は看護士達は室外で待ってもらうことにし、私と藤沢ＣＷと A 子の

父親の３人で向き合うことになった。まず、私から切り出した。 

「一晩しか診なくて、退院とはどういうことです？」 

 すると横田医長は「鑑定の結果、措置入院非該当となったんです。

置くわけに行きません」と答える。 

「あのさ、この人（A子の父親）に今までの経過は聞いたの？  このま

ま引き取る自信はないといってらっしゃるんですよ」 

「その時はまた外来に来て、一から出直して頂けばいいんです」 

「この人は病院に連れて来ることが出来なくて、こういう結果になっ

たんですよ！  こういう自殺行為を繰り返す人を病院に連れて来るの

がどんなに困難か判らないことはないでしょう！」 

「措置入院非該当なんです」 

⑤ そこで私は、段々怒りを抑えられなくなって行った。 

「措置非該当なら措置入院は出来ないでしょうよ。しかし保護入院は

出来るでしょう？  僕自身、K代さんを日曜日に診察しているからよ

く判るんだけど、今しばらくの保護入院は絶対に必要ですよ」 

「え？  先生は既にこの方を診察されているんですか？」 

「ああ、２時間ばかり診察していますよ」 

  横田医長は少しうろたえたように、平野医師の顔を覗き込みながら 

「先生は宮崎の先生でしょう？」と言う。 

「ああそうですよ。家に閉じ篭っている患者さんを訪問して回ってい

て、東京へは月に２、３回くらいは来ていますよ」 

  ところが横田医長は答えようとしない。そこで、私はＣＷの方を見て、 

「あなたはどう思う？。K代さんが今帰っても自殺しないだろうという
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医者の診断か間違っていると思わない？  K 代さんと接していて、今ど

んな状態かということは医者よりも良く知っている面があるでしょ

う？」と聞いてみた。すると 

「私達の判断することではありません」との答えが即座に返って来て

沈黙となった。 

⑥ この病院では（少なくともこの病棟では）チーム医療という発想は

ないらしい。それはこの後で接することになる看護師の態度からも判

断されるのだが。 

   すると、ＣＷと看護師は医師の命令に従うだけのロボット（＝兵隊）

に成り下がっているということなる。上官が「突撃！」と命令すれば

人殺しを平然とするようなシステムの中のＣＷや看護婦が「医療に従

事するもの」とは言えないだろう。間違っていることは「少しおかし

いです！」と発言できて初めて「人の心を見る医療人」としての誇り

がもてる筈である。             

（５）松沢病院「Ａ－１４病棟」のスタッフとの第２段階 

（怒りの爆発） 

① 呆れた私は横田医長に毒づくことになる。 

「君は一体、何年、精神科の仕事をしているんだい？」と。 すると当然

のことだが、そんな質問に答える筋じゃないとばかりに立ち上がって、 

「連れて帰って下さい。大体なんですか？  １２時までに来るという約

束だった筈です」と立ち去ろうとする。A子の父親は「そんな約束はして

いません」ときっぱり言って縋ろうとする。横田医長はその言葉を無視

して、今にも立ち去る姿勢。 

ここで私は怒りを爆発させることになった。 

「おい、座れよ。そんな失礼な態度は許さないぞ！」と怒鳴った。それ 

でも立ち止まったまま座ろうとしない。立ち去ることもしない。 

「君はね。１２時という約束をしたのかもしれない。この人はそのこと 

 

を聞いていなかったのか、忘れていたのかもしれない。  しかしね、

１２時に来なかったから俺達の質問には真面に答えないなんていう大

柄な態度は許さないぞ。座れよ」 

  なかなか座らなかったのは強気からではなくて、やくざのような私

の凄味に呆然としてしまっていたからなのかもしれない。何回かの私



174 

 174 

の怒鳴り声に立ち去る元気もなく、命令のまま座ったのだから。 

 

② 私は、「１２時に来るという約束を守らなかったから真面な答えを

しないという君の態度は許せないね。君の上司は誰かね」と顎をしゃ

くり上げてみるが、答えようとしない。 

「おいおい、ちゃんと答えろ！」と怒鳴ると、堪り兼ねたとばかりに、

若い方の平野医師が「副院長と思います」と答える。私としてはちょ

いと優しい声になって 

「ああ、そうですか？  お名前は？」 

「坂口先生です」 

「じゃ今から坂口先生と会ってきましょう。こんな行為は許される筈

がないし、こんな行為を放置していたら精神科医療の荒廃に拍車が掛

かる。マスコミにも状況を伝えるよ」 

  ここまで来ると横田医長は医長としての役目を果たさなければと思

ったのか 

「どうぞ、ご自由に」と答える。私は 

「ようし、君達は法律を守れば誰からも責められないと考えているん

だ。 医者のモラルというのは法律を越えたところにあるんだな。必要

があれば人権侵害と思われるような行為もしなければならないのが医

者なんだ。 

  この度の退院処置は法律違反ではなかろうよ。しかし、再び自殺し

てしまうかもしれないという患者さんを強権的に放置してしまう医者

は少なくとも精神科の医師とは言えないね。副院長室は何番です？」

と院内電話を取ろうとした。すると、あろうことか横田医長殿が遮っ

た。 

「これは病院の電話です。公衆電話を使って下さい」と来た。 

「おいおい、この電話は病院の電話だ。病院は東京都のものだ。俺は

都民税を払ってないけど、この人（A子の父親）は払っているわな。お

めえの電話じゃなくて都民の電話なんだよ。だけど、医長様としては

管理責任があるというわけか？」 

  この時、A子の父親は医長を殴ろうと思ったと言う。しかしここまで

来ると私は冷静となって、 

「だけど、くだらん話で時間を使うのは勿体ないから携帯電話を使う
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ことにするよ。病院の電話番号は？」と答えを迫った。すると即座に

平野医師が横から 

「３３０３の７２１１です」と教えてくれた。私はノートにメモしな

がら「今から電話するからな。俺は時々嘘を言うからちゃんと聞いて

おけよ。公衆電話のところまで君は来てくれないだろうが、便利なも

んだ、携帯電話は」と。 

③ 坂口副院長は全国の公務員の９５％を占めるタイプの上手な管理者

と見た。改革等といった危ないことをせず、ただ平穏無事にことを運

ぶことだけを心掛けているというタイプの役人。トップには向かない

が、２番手にはもってこいの人材。 

  私は横田医長を副院長室に呼び付けて議論することを期待していた

が、そこまで要求して見る気になる相手ではなかった。例えば、私の

方から 

「まあ、肥前療養所のバスジャック事件と一緒ですよ。退院させると

か外泊させるに当たって、引取り手の対応可能性を配慮していないと

いう点に於いて。患者さんの諸々の症状へ引取り手が何処まで対応で

きるか配慮しないということは治療者側の横暴と言ってよいでしょう。

独断的実行で、つまり完璧に相手を無視しているという点に於いてま

ったく同じですね」と私が議論を進めようとすると、 

「他の病院のことは実態を知りませんから」と真剣な議論を避けるの

だ。そこで、 

  ａ ＜更に２週間の入院による治療及び経過の観察をする＞、 

  ｂ ＜横田医長の非礼へのお詫びと、本人へ の指導は先方でする＞ 

という実利だけ得て、会談は終わることになった。 後に「横田医長

とは相性が悪いでしょうから、病棟を変えます」というおまけが付い

て。 

④ それから私達は病棟に引き返して横田医長達と対面することになっ

た。初め私達は「Ａ－１４病棟」の玄関前で１０分以上待たされた。

副院長と横田医長とのやり取りで時間が掛かっていることは想像でき

たが、来客をこんなに長時間立たせ続ける非礼を、「こんな非常識な世

界なのか？」と怒ることになった。するとやおら先に述べた道路向か

いの建物に案内して貰うことになった。 

  ところが、患者さんの逃亡を予防するためであろう、この建物には
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窓は少なく、しかも施錠されていて、中は蒸し風呂のようだった。そ

こで再び怒った。すると、クーラーのスイッチが入れられた。 

  そうこうする内にようやく、横田医長が現れる。ところが彼は A 子

の父親に向かって一直線に進み出て、つまり私達には背を向けたまま、

事務的な伝達を始めたのだ。廊下全体が待合室ふうになっていて、廊

下向かいのベンチ椅子に座っている A 子の父親へ説明する声はよく聞

こえて、副院長が私達と約束したとおりのことを実行するための伝達

であることは判った。しかし、私にお詫びをしないとは何ごとかとい

うわけで、 

「おいおい、そんな伝達の前に俺達に言うことはないんか」と凄んで

みせた。するとお利口さんに振り返って「先程は私も大人気ない態度

をとり大変失礼しました」と表面的なお詫びはしたので、更なる怒り

は引っ込めてやることにした。 

 

⑤ 私はこの後、K代を面接させて貰うことになった。退院が伸びること

で興奮することが容易に想像されたので、先ず私だけで会って、心の

準備をさせた上で A子の父親と会う手順を取った。 

   看護婦とＣＷの２人に連れられてやって来た K 代は私の面会を喜ん

でくれた。しかし、「今日は退院できない。冷静に話せ、もう感情的な

行動に走らないということを判断するには２週間はかかるよ」と告げ

ると、 

「いや、今日退院できると聞いて朝から待っていたのに。退院できな

いのなら死ぬ」と興奮し始めた。 

「そう、そういう状態だから退院できないんだよ！」 

「だって、だって、私は朝から W夫（A子の父親）を待っていた。W夫

は来てないの？」 

「W夫さん、みえてるよ。だけどそんなに興奮しているんじゃ会わせな

いよ」 

「判った。落ち着くから会わせて」。そこで、いくらかのやり取りをし

た上で、 

「よーし、泣いたり喚いたりしたら直ぐ中断だからな」と言って会わ

せることになったが顔を合わせると感情の流出を抑えることはできな

かった。 
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   横田医長と平野医師はこの場にはいなかったのだが、看護婦とＣＷ

は一部始終を見ていた。私はもう一度 

「どうだ？  この状況でも退院できたと思いますか？」と聞いてみた。

看護婦の方は硬い表情で先程のＣＷと同じく 

「私達の判断することではありません」と答える。しかしＣＷの方は

先程とは変わって、目で同意してくれた。で、私は気分を良くして、

チーム医療のことを話し「私の病院のＨＰを読んでみなさい」と宣伝

まですることになった。 

 

⑥ ところで、転棟した病棟の医療もとんでもない実態だったらしい。 

  このことは私自身は直接関与せず、W夫（A子の父親）からの伝え聞き

なのだが。 

  結果的に言うと K 代は転棟して５日目、９月３０日土曜日には自主

退院して私達の若草病院に入院することになる。 

  若草病院への入院は火曜日の段階から想定したことではあったのだ

が、「治療に当たって、精神療法が必要である。W 夫さんや K 代の両親

との合同面接も必要である。そのためには宮崎よりも近場の東京がよ

かろう」との理由で、松沢病院での治療継続が選択されたのだ。私達

には松沢病院であれば「ちゃんとした治療」をしてくれるであろうと

いう期待がかなり大きくあったのだ。 

  ところが W夫さんの連絡は次のようなものであった。 

ａ、（私から聞いたような）合同面接があるのだろうと考えて病院に問

い合わせてみた。 

ｂ、ところが、「ここではそんなことはしません。ここでは薬物療法を

するだけです」という答えしか返ってこなかった。 

ｃ、K代は薬を飲まされて朦朧としているだけで良くなりそうに思えな

い。 

ｄ、あれでは薬が切れれば又もとのことを繰り返すだけだと思う。 

  私としては当初何かの行き違いではないのかと想像したが、「Ａ－１

４病棟」のような存在が継続的に許されて来たとすれば、このような処

置でしか対処しない病棟の存在も当然有り得るかと考えることに至った。 

  そこではるばる宮崎へ入院ということになった。 
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（６）これだけの事実からの 

松沢病院の実態への想像 

  これだけのことで全体を判断するのは軽率ということになろうが、悪

い方の予測をしておくことは、善意で解釈する良い方の幻想より精神科

医療の改革に役立つと言えるだろう。 

 この病院の悪い方の予測を纏めてみよう。 

① チーム医療ができていない。 ＝医者の権威に看護者もケースワーカ

ーもその他の職種も盲従するだけで、医療人としての誇りを持ててい

ない。 

＝このことは大型の都立病院の中でどうやら普遍的なことであるらし

い。 

子供の精神科医療の専門病院として知られている都立梅丘病院の中

で知った事実なのだが、医者とその他の職種との連携作業は全然でき

ていない様子なのだ。    ３～４年前にここの思春期デイケアを見学

した時、知ったことなのだが、「私達は毎週、全職種を交えてデイケア

参加者全員の症例検討会をしている」と私が述べると、「この病院では

医者達は雲の上の人です」と言っていたのだ。＜心理療法士や看護者

やケースワーカーや作業療法士との意見の交換は＞皆無と言うのだ。 

  「じゃ、情報の交換は？」という質問に、「先生様のカルテを見て、こ

ちとら側もカルテに記載して、多分、読んでくれる先生は少ないでし

ょうが」という自嘲的な答えが返って来たのだ。 

② 薬物療法が主流を占めていて精神療法ができていない。＝多分、医師

の側に治療者としての意識よりも研究者としての意識の方が大きくて

患者さんを研究資料としてしか見ていないということなのだろう。 

＝すると、心因反応とか神経症などの精神療法を絶対的に必要とする

疾患を治療対象とするよりも、分裂病や躁鬱病を中心とすることにな

りやすい。 

③ 治療者としての意識よりも、役人（社会治安のための管理者）とし

ての意識が強い。 

A，合法的か否かに拘って医者としてのモラル（相手を人間として扱う

心）は犠牲にされている。 

B、このことはＨＰに詳述しているが、多くの公立総合病院で電気ショ

ックが多用されるようになって来ていることと符合する。 
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C,多分この病院でも安易な沈静手段として電気ショックが多く使われ

ている筈だ。合法的で、完璧に沈静ができるのだから。しかし、それ

は患者のための治療としては逆効果でしかなく、ただ単に管理者が楽

をするための卑劣な手段でしかない。 

D,そう数年前に小田原の曽我病院を往診したことがある。「何処の病

院が良い病院か分からずに、外観だけで選んで見たら電気ショックを

するというんです」という患者さんの家族の依頼を受けて病院まで往

診したの だ。すると、ここの医者は「電気ショックは良くやっていま

す。私達は松沢病院で習ったんです。あそこではルティーンにやって

います」と答えたのだった。 

      （７）  終わりに ……A子の家族のもう一つのお話を添えて…… 

  この経過の中で私としては A子の家族と深く関わることになった。A子

の「パパへ」という文章を掲載してお終いにしよう。 

 

＜なかなか会えないと思うので、手紙を書きます。私が今何を考えて

いるのか、とりあえず伝えたいからです。ずっと私が息詰まっていたこ

と、悩んでいたことは何だったのか、ママとずっと一緒にいて、話して、

見えてきました。 

ママが言うには、「私はずっと淋しかった。A 子には言わないようにし

てたけど、伝わっちゃうんだね。大人と子供を分けてきたけど、いざと

なると子供に頼ってた。A 子が生まれた時、“もう一人じゃないんだ！”

って思って、とにかく嬉しかった。ｅｔｃ…」 

こんなことが起こらなかったら、一生聞くことのなかった本音をいっ

ぱい聞きました。 

「これじゃあ重たいよね。苦しかったよね」ってママは言ってた。そっ

か、私は息詰まって良い環境にいたのか！って思いました。 

  今まで私は、「他の同じような悩みを持っている人と比べると、私はす

ごく幸せな環境にいるはずなのに、何でこうなってるの？  弱い私がい

けないんだ」と、そうやって、自分を責めて来ました。だから、正直言

って、『理由』があって、ホッとしちゃいました。 これで自分を責めな

くてすむから。人のせいにできるのは、楽なことです。 

  ママは自分がいけなかったと言っています。（勿論パパにも責任はあ

るけど）  私は一連のこれらのことについて、こう考えます。 
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  パパの育った環境は、確かにかわいそうだと思う。親子の機能が全く

と言っていい程働いてないから、親から安心できる程の愛され方をして

ないんだろうな。だから、子供の愛し方を知らないんだと思います。 

  私は、今やっと気が付きました。（気付いてたけど、認めたくなかった

だけとも思えます）。 

  私はずっと淋しかった。大人の話に入れなかったし、夜、パパ達の友

達が来て、音楽を楽しんでいても入れてもらえなかった。パパは私のこ

と心配してるのかもしれないけど、私はいつもママ経由でしか聞いたこ

とがなかったから、私は本当に心配されてるのか、大事に思われてるの

か、さっぱり分かんなかった。進路の話とかはしたけど、ママをはさん

でがほとんど。 

「この人は、何を考えてるの分かんない？」「一体、どんな人なんだろ

う？？」。実の父親なのに、“？”だらけ。私に関わる時はいつも、「ママ

を泣かすな」の時。 

  バレンタインデーのお返しも、お土産も、いつもママばっかり。パパ

は年をとっていく程、知らない人になっていく。いつも家にいないし。

そのせいで、ママはいつも淋しかったらしいし。ママはママで、幼いし。 

  親子、家族、という形はしてたけど、中身はともなってない家。学校

から帰ると必ずいてくれるような、お母さんらしいお母さんが良いって

言ったこともある。 

  今、考えてみると、実は淋しかったんだって思う。ずっと気付かなか

ったのは、家族として、おかしいって思いたくなかったからかな？  幸

せだと思いたかったからかな。 

  パパが若い頃にカウンセラーが広まっていたら、おばあちゃんの心も

救われてたのかもね。そしたら、パパも、普通に幸せな“家族”の作り

方を知ることが出来たのかもね。いつもドキドキしてなくたって、いつ

も女性が周りにいなくたって、安定した幸せを知ることが出来たのかも

ね。そしたらママも幸せだったのかな？ 

  でも、少し歪んだまま育ったパパが、幸せに育って来た女の人と家庭

を作ろうとした。その女の人は、自立を覚える前に、結婚して、ず～っ

と守られっぱなしで来ちゃったから、一人で立つことができないまま大

人になっちゃいました。その結果、一人で立てないママと、一人じゃい

られないパパ達は、バラバラの方向に努力を使ってしまっていたらしく、



181 

 181 

とうとうこんな日が来ちゃったね。 

  事態の収集の方法は、色々あると思うけど、私は２人が一緒に、一か

らやり直していくっていうのが、一番いいのではないかと思ってます。

（籍は別々にしたとしても。）離婚がイヤとか、そういうことではないで

す。 

  私からすると、パパもママも幼いというか、何かを欠いた者同志に見

えます。だから、家族全員がカウンセリングを受けて、闇の部分を明ら

かにしていく必要があると思います。一番近くで、理想の“大人”モデ

ル、“結婚”モデルになってくれなくっちゃ困るんだと思う。子供にとっ

て。でも、もうそれは遅いよね、今となっては。だから、（？） 

  戸籍や住所はバラバラでも、一緒に人としてやり直す、自分や家族と

いうものを見直すことを進めます。 

  ２人とも、幸せであって欲しいからです。死ぬのも、逃げるのも、や

めるのも、これらはいつでもできるし、一番楽な方法だと思う。現実と

向き合うことの方が辛いかもしれない。（特に自分を探すこととかっ

て。） 

でも、克服する日が来たら、その日はきっと、今だかつて味わったこ

とのない幸せが待っている日だと思うからお薦めします。ここ何年か悩

んで知ったことは、これだけですが、味わってもらいたいと思いました。

（ママに言うことかな？） 

  １人でいることが怖くない。１人でいても幸せ。夢がある。自分を自

分で支えられる。何か心の闇だったのか分かる。こんな日が来ると、今

まで知らなかった、味わうことのできなかった幸せに出会えると思えた

から、パパとママ、２人ともが人としてやり直していくことをすすめま

す。（私は上のことを知ったから、昔より幸せになってる気がしてます。

報告してなかったよね？  こんなことも。）   

パパは社会人としてはすごいけど、今のままだったら人としては尊敬

できません。（他の女の人がいたからってことではなく） 

  ママは、許せるか、許せないか、そこに的を絞って考えることにして

いるみたいだけど、私はママに言っておいたから。 

「今のままのパパを、ただ許したって、何の価値もないと思う。」 

  他の女の人とやっていくにしても、残りの人生を素敵に生きるために

は、変わることが必要だと思う。 
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  そしたら、万が一かもしれないけど、チャーミーグリーンのような夫

婦（私にはＣＭの夫婦はいつまでも恋人みたいだけど、一人の人と落ち

着いた幸せを得ているように見える）になれるかもね。 

  ママは一人で立てるように、パパは一人でいられるように（＋本当に

人を大切に思うってどういうことかを知れるように）カウンセリングか

何かを受けて行ってもらいたいです。ママとパパは今日までの道を選ん

で来たんだろうけど、私（子供）の方は、生まれる所を選べなかったん

だよ。 

  「責任とって！」なんて幼い子みたいなことは言いません。普通に、

落ち着いた、安定した、なかなか崩れなそうな幸せを勝ち取って下さい。 

  私も自信を持って、結婚する日が来るように、幸せになって下さい。 

                   ２０００．９．２６     A 子 

 

  何だか、私も疲れているようなので、内容がまとまってなくてごめん

なさい。本当は直接話した方がいいんだろうけど、うまく話せる自信も

ないので。何か、眠気にまかせて、偉そうになってしまった…。 

 

Ｐ．Ｓ  私はパパにとってどんな存在なの？ 

～女の人のことについて～ 

  病院に入れたことは正解だと思います。パパは今、心がメチャクチャ

で、何か正しいか分からなくなってるかもしれないけど、若草に入院さ

せたことは、正しいと思います。 

  きっと後で彼女もそう思える日が来るはずです。（よくなる日が来た

ら、必ず思うよ！）  都のわけ分からん病院では、◇◆さん(誰のことか

わからない)の二の舞になってしまったかもしれない。 

  もう退院もおかしいし。今日、明日に結果の出ることではないから、

しばらく自分の判断の善し悪しについて悩むかもしれないけど、“正し

い”と思う。 

  彼女がリストカットを繰り返すのは、パパが引き金になるだけであっ

て、彼女の中（彼女自身）に問題があるはず。（多分）。 

  若草だったら、大丈夫。  ＞ 

      （８）  （追加） 

  全てのやりとりを私の側で見ていてくれた当院ケースワーカー藤沢の
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コメントを追加しておこう。 

「学生の頃の教科書で、精神保健福祉の歴史の項目で、この病院のこと

は習った。 

＜１８７５年に京都府癲狂院が設立され、その後、１８７９年に東京

府癲狂院として作られた。東京府養育院、東京府立巣鴨病院、松沢病院

と名称を変えて現在に至る＞として。そこでこのような有名な病院に私

としては何かちょっと大きな期待を持っていた。 

病棟はそれぞれ独立していて、ふんだんに大木が植えられた広大な敷

地の中に点在していた。本館から数百メートルは歩いたろうか？  何か

建設的な内容がここのドクター達から得られることを期待して辿り着い

たのだったが、それは完全に裏切られた」。 

 

 

 

 

 

第１４章 

自立支援アパート経営の実態 
 

  以下に自立支援アパートの経営の実態を紹介します。購入価格、改造

費、運営経費まで記載しているのは＜採算を度外視してやれる仕事では

ない＞からです。 

内部構造など写真で紹介します。＜如月こかげ館、如月こかげ東館、

きさらぎ大空館、如月おおぞら別館、双葉館＞などの実態は図表にして

整理してみました。 

斎藤アパートや遊学舎アパート、藤ビル、松本ビルなどの小規模のも

のにも、それなりの特徴があります。大規模のものに比較して、「一般の

アパートにより近い」、「家族的な雰囲気が出来やすい」などの良さが有

るのです。大規模アパートだと、障害者集団の特殊な雰囲気の匂いは残

ってしまうのです。そこで、＜この雰囲気から逃れたくて＞、小規模ア

パート群に引っ越してくる患者さんも結構いるのです。 
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（１）斎藤アパート  

一括賃貸の借り物です。 

家賃１２万５０００円で斉藤さん 

から借りあげて、患者さん達に住 

んで貰っているいるのです。ご覧 

のごとく、古くてみすぼらしいの 

ですが、部屋代を 

＜２、８５００円/月＞という低額 

に抑えることが出来ます。９人入居 

できるのですが、３室前後は空く 

とがありますから、この程度の部屋 

代は必要です。 

洗濯機などは共有です。干し場は 

乱雑ですが、屋根がついています。 

 

私の医学部の学生時代の住 

まいがこんな雰囲気だったか 

なあ。 

 私は医学部の３年生になる 

までに２３回の引越しをした 

のでしたが。 

自転車の上の注意書きは 

「他の人の邪魔にならないよ 

うに！」（他人に気を遣うこ 

と）です。 

 家族に経済的負担をかける 

ことは気のひけることです。 

                    この住まいの中で生活する 

心構えが「良い家族関係を育 

てて行く」ことになり心に安 

らぎを齎たらしてくれるよう 

です。 
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（２）遊学舎アパート（第４みどり壮）  

これは私の個人所有です。１Ｆに食堂とリビングルームと来客用個室

が、２Ｆに個室が３室と浴室という作り。ほぼ個人住宅と考えてよい構

造です。現在、如月並木館に移転している遊学舎は、ここで始まったの

です。不登校や家庭内暴力の子供達の治療場だったのですが、今でもこ 

 こを遊学舎と呼んでしま 

います。門には「第４み 

どり壮」と記されている 

のですが。ここは５人分 

の居室があり、 

１人２９０００円を頂 

いています。これらの入 

居費用は<生活保護の人 

でも入れる>ようにと

考慮されたものです。ほぼ同じ広さの個室が２階に３室。下に２室。台

所とリビングルームは共有。お風呂は２階で、これも共有。道路の奥に

薄く見えるのが如月こかげ館。距離にして２５０メートルかな？ 手前に

２００メートル歩くと橘通り。 

（３）松本ビル  

ここには９人分の部

屋があります。部屋代

は２万９０００円から

３万２０００円。台所

のある部屋、２間続き

の部屋など様々です。

変則の５階建。エレベ

ーターがありません。

病院が近いことが 大

のメリットかな？ 

周辺の駐車場を手に入れるのが主な目的で求めたアパートです。 

駐車場は如月並木館まで繋がりました。もう少し周辺を買足すことが
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できれば、ここに、如月こかげ館ほどの規模のアパートをつくる予定で

す。１Fは駐車場にして２Fに食堂街と喫茶室と娯楽室を設けようと考え

ています。大空感と別館の居住者達のお茶の間が「てげてげ倶楽部」な

のですが、病院周辺の支援アパートの住民達のお茶の間にしたいのです。 

＜県庁や警察、裁判所、検察庁、税務署などなどの職員達も入りたく

なるような、雰囲気と味と値段を＞と考えています。経営的に合理的な

手法と、患者さん達と一般住民との交流という観点とをうまく組み合わ

せて企画するつもりです。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

双葉館や藤ビルは元々アパートでした。ここには病院とは全く関わり

のない入居者がそれぞれ３割から５割近く住んでおられます。買収した

時点では、精神科患者が入居して来るのを嫌がって、出て行く家族も多

いかと予測したのでした。 

ところが、殆どの方がそのまま残られています。このことも嬉しいこ

とでした。患者だけの特殊なアパートではなくて＜一般のアパートによ

り近づく＞のです。これは患者さん達にとっての社会復帰訓練の場、学

習の場としての機能を高めてくれることになっているのです。 

 

（４）藤ビル  １Ｆは司法書士や弁護士などの貸事務所です。事

務所からも誰も出て行かれません。２Ｆから４Ｆが２ＤＫのアパートな

のですが、居住者出ていかれません。部屋代は２万７０００円から４万

円です。 

 

                         ４Ｆの屋上が物干

し場になっている。 

                             左が双葉館。 

                         道路を挟んだ奥が

如月こかげ東館。 

                             ペアで住んでいる

人も多い。 
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  ある患者さんの居室  この人は料理も上手で、お隣に届けたりもする。 

  手押し車の老人もいる。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 以上は小規模の支援アパート群です。 

以下に、購入費用や改装費用などの投資額をふくめて、大き目の支援

アパートの具体的な経営内容、及び入居者の病院との関わりなどをなる

べく詳細に示します。 

 

（５）如月こかげ館  宮崎市宮田町７－３７  

若草病院に隣接 

６億３４００万円かけて新築  １９９９年（Ｈ１１）１１月落成 

敷地２５１坪     ９Ｆ建坪１０９９坪 

１Ｆ 病院厨房 訪問看護詰所  ２Ｆ、３Ｆ 病院事務室  

４Ｆ～９Ｆ 居室６２室 

居室は４LDK の部屋と３LDK の部屋、及び完全な個室。４LDK、３LDK と

いうのは＜お風呂と炊事場とダイニングルームを共有する＞というもの。

一人ひとりの部屋は６帖の個室。 

 ４LDK・２８０００円 ３LDK・３２０００円 個室・４５０００円 

８X ３２室     ６X  １８室             １２室 

完全な個室は８Ｆと９Ｆだけに配置されています。４LDK、３LDK の部

屋は家賃が安くなるというメリットだけではなくて、「一人だけの生活」

より「仲間意識～家族的な繋がりを要求する」レベルの患者さんにとっ

ては意味があります。 

＜「複数で生活する」方が、寂しくなくて楽しい＞ということなのです
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が、時々喧嘩に至ったりもします。しかし、それも＜社会参加への学習

の場＞と考えることが出来ます。   玄関に訪問看護詰所 

土地代金を計算しないと、 

黒字は３９５０万円／年となり 

ます。（平成２３年３月の決算） 

 

Ａ．年間の運営経費 

・・２３００万円／年 

1.取得費と改修費のため 

の借入金 

（６億３５２２万円）の金利 

           ２％の金利で計算して・・・・・・・ １２００万円／年 

      2．年間維持管理費（税・電気水道代）・・・１１００万円／年 

 Ｂ．年間の収入 ・・・・・・・６２５０万円／年 

      １．固定収入（若草病院の厨房、事務室）・・３５４７万円／年 

      ２．変動収入（入居および駐車）・・・・・・２７００万円／年 

                         

平成２３年４月の入居状況  総数  ５６名（男性３７名  女性１９名） 

    年齢                病名                     デイケア 

    １０代    １名      統合失調症    ４３名      参加  46 名 

２０代   ４名   心因反応        ４名   不参加 ９名 

３０代    ８名   神経症          ２名 

４０代  １３名   アルコール依存  ２名    訪問看護 

    ５０代  １７名   発達障害        ２名   受け  ５０名 

  ６０代  １０名   認知症          １名   不受   ６名 

７０代    ２名 

８０代    ０名                デイケアも訪問看護も 

９０代    ０名            受けている人  ４４名     

                         受けてない人    ２名 

    介護保険利用者             ０名 

   自立支援法による            ２年以上の居住者 

      障害福祉サービス利用者    ２名        ５４名 
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（６）如月こかげ東館 ２００７年（Ｈ １９）１０月取得 

宮崎市宮田町１３－ ２１ 若草病院に隣接 

敷地   ２９７坪      ５F建  ３５６坪 

  １Ｆ  厨房、おしゃべりガーデン、機織り工房 

     ２Ｆ～４Ｆ  入居部屋数 ３０室   駐車数 ８台 

部屋代 ２万３０００円～３万７０００円 

取得費  ２億０４５６万円  改 修・駐車場舗装など ４００万円   

    黒字 ７００万円／年   

Ａ．年間の運営経費・・・・・ ８００万円／年 

１  取得費と改修費のための借入金（２億０８５６万円）の金利 

            ２％の金利で計算して・・・・・・約４００万円／年 

  ２  年間維持管理費（税・電気水道代など）・ 約４００万円／年 

Ｂ．年間の収入・・・・・・・１５０９万円／年 

   １ 固定収入（若草病院の厨房、事務室） ・・ １７９万円／年 

   ２ 変動収入（入居および駐車）   ・・・・・１３３０万円／年 

                                        

平成２３年４月１日現在の入居状況  総数  ３０名 

（男性１３名  女性１７名） 

年齢            病名                      デイケア 

１０代    ０名  統合失調症  ２７名  参加    ２９名 

２０代    ３名    心因反応     ０名     不参加   １名 

３０代    ９名  神経症      ０名 

  ４０代    ６名    アルコール依存  １名      訪問看護 

  ５０代    ４名     認知症         ０名    受けている人 ２８名 

  ６０代    ６名    発達障害       １名   受けてない人   ３名  

  ７０代    １名    躁うつ病      １名       

  ８０代    ０名                  上記のどちらも 

  ９０代    ０名              受けている人  ２８名 

                                        受けてない人    １名 

介護保険利用者              ０名 

  自立支援法による 

      障害福祉サービス利用者  ０名      ２年以上の居住者  ２６名 
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                     バスの止まっているビル 

がこかげ東館。バスの道路 

向かい側のビルが、双葉館。 

                     道路の奥、右側のグリー 

ンが老松公園。この公園の 

十字路にコンビニがある。 

こかげ東館の奥に日赤。 

このこかげ東館だけが、医

療法人如月会の所有。毎日

新聞社との間が、西老松通

りから若草病院への進入路。

この１F におしゃべりガー

デン。 

日赤の十字のマークの下 

                    に藤ビル（右）と双葉館（左） 

                    が並んでいる。 

                  

 松本ビルの 4階からの写真 

 

                     

  （７）双葉館 

宮崎市宮田町１２－９   取得 ２００４年（Ｈ１６）４月 

 敷地 １６５坪   ５Ｆ建坪 ４９５坪（Ｓ４９年新築） 

部屋数 １９      部屋代 ２万４０００円から３万円 

駐車場 １６                

１Ｆ 水元薬局 と駐車場   ２Ｆ 株式会社健康医療開発          

    取得費 ９１６０万円 改修費 ５２６万円 黒字 ８９０万円／年  

      Ａ．経費 ・・・・・３６０万円／年   

        １．取得費と改修費のための借入金      ９６８６万円 

                 ２％の金利で計算して・・・・・・・１９０万円 

        ２．年間維持管理費（税・電気水道代など）・・１７０万円 
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      Ｂ．収入・・・・・１２５０万円／年     

        １．固定収入   若草病院  ２０４万円  水元薬局  １５１万円 

        ２．変動収入（入居および駐車）・・・・・・・・・９００万円 

 

平成２３年４月１日現在の入居状況  総数  １７名 

（一般入居８名  患者９名） （患者の内訳 男性３名  女性６名）  

  年齢                病名                      デイケア 

   １０代   ０名     統合失調症   ７名     受けている人  ９名 

   ２０代   ０名     心因反応     ０名      受けてない人  ０名 

   ３０代   １名      神経症      １名 

  ４０代  ４名     適応障害   ０名        訪問看護     

  ５０代   ２名      認知症      ０名      受けている人  ６名 

   ６０代   ２名      鬱病        ０名      受けてない人  ３名 

   ７０代   ０名      人格障害    １名 

   ８０代   ０名                           上記のどちらも 

   ９０代   ０名                            受けている人  ６名 

                                            受けてない人  ０名 

 介護保険利用者               ０名 

 自立支援法による                      ２年以上の居住者    ８名 

      障害福祉サービス利用者  １名 

 

 

 

 

 

（８）きさらぎ大空館    宮崎市松山２－１－１  

取得 ２００２年（Ｈ１４）３月 

敷地１５４１坪  １１Ｆ  建坪２９８９坪  （Ｓ４１年新築）   

駐車数８７   部屋数１１０ 

部屋代 ２万８０００円から１２万円（多くは５万円前後） 

取得費 ６億８２７０万円   改修費 ２億１３３９万円 

  黒字  ２４８０万円／年 
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   Ａ．年間の運営経費・・・・・      ６０５０万円／年 

      １．取得費と改修費のための借入金（８億９６１４万円）の金利 

         ２％の金利で計算して・・・・・・・・・・１７５０万円／年 

      ２．年間維持管理費（税・電気水道代など）・・・４３００万円 

Ｂ．収入・・・・・・・・・・・・  ８５３０万円／年   

      １．固定収入  若草クリニック        ２６３６万円／年 

      ２．変動収入（入居および駐車）  ・・５９００万円／年 

平成２３年４月１日現在の入居状況  総数  ８３名 

（男性３６名  女性４７名） 

    年齢                 病名                デイケア 

   １０代   １名    統合失調症   ２４名   受けている人  ６８名 

   ２０代   ９名    心因反応     ２名    受けてない人  １２名 

   ３０代   ８名    神経症      ８名 

   ４０代   ８名    アルコール依存１名       訪問看護 

   ５０代   ４名    認知症      ２０名    受けている人  ６８名 

  ６０代   ８名    発達障害    ０名     受けてない人  １２名 

   ７０代  １４名   その他        ２８名 

   ８０代  １８名       

   ９０代  １３名                   上記のどちらも 

                                        受けている ５９名 

                                           受けてない人  ０名 

   介護保険利用者           ３０名 

   自立支援法による                      

      障害福祉サービス利用者  １名    ２年以上の居住者  ５４名 

 

                      

                     高齢者用の食堂 

  窓外に大淀川    

鉄橋は日豊本線 
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（９）如月おおぞら別館  宮崎市松山２－２－４２ 

                  取得２００６年（Ｈ１８）３月 

  敷地６６７坪 （Ｓ３９年新築） 

４Ｆ建８６２坪  部屋数２７ 

   部屋代 ２万８０００円から４万円     駐車場 ３３台 

  きさらぎ大空館の駐車場と共有になっていて全体で 115 台 

  木工作業室、居間のような役割の「てげてげ倶楽部」などもきさら

ぎ大空館居住者との共有 

   

 

                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本館と別館の駐車場。約、１０００坪  立木はメタセコイヤと銀杏と山茶花 

 

 取得費  ２億２７９６万円     

改修費  ３７８９万円      

黒字    ３５０万円／年     

Ａ．経費  ・・・・ １６２０万円／年     

１.取得費  ２億２７９６万円    改修費  ３７８９万円 

合計  ２億６５８５万円  金利（２％で）・・５２０万円 

２.年間維持管理費 （税・電気水道代など）  １１００万円 
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Ｂ．収入・・・・・ １９７０万円／年 

１.固定収入 

若草病院     ５２１万円 

包括支援センター ２５５万円 

２.変動収入（入居および駐車） ・・・  １２００万円 

 

平成２３年４月１日現在の入居状況  総数  ２２名 

（男性１６名  女性６名） 

  年齢                病名                デイケア 

  １０代   １名     統合失調症  １０名      受けている人  １９名 

  ２０代  ２名    心因反応     １名       受けてない人    ２名 

  ３０代  ７名     神経症       ３名 

  ４０代  ４名     適応障害     ４名     訪問看護 

  ５０代  ３名     認知症      １名       受けている人  １６名 

  ６０代 ４名     鬱病        １名       受けてない人    ５名 

  ７０代  １名     人格障害     １名 

  ８０代  ０名                              上記のどちらも 

  ９０代  ０名                            受けている人 １５名 

                                          受けてない人   １名  

介護保険利用者          ０名 

  自立支援法による                   ２年以上の居住者  １３名 

    障害福祉サービス利用者  ０名 

 

                             

以上の五つの自立支援アパートの黒字総額は７５７０万円です。これ

は投資額に対する大雑把な収入比率を見るための数字です。実際には固

定資産税、事務処理などに当たる人間の人件費などの費用があるのです

が、これはこの経費には入れていません。 

会社の借入金の総額は２０億円前後になるのですから、元金返済のた

めに５０００万円を超える黒字は必要です。つまり 小限の黒字は出せ

ているということです。 

これだけの黒字が出せるのは倒産したホテルなどを手に入れることがで

きたからです。オイルショック、バブル崩壊ショックを旨く利用できた
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といえます。今、不景気が長引きそうな経済状況を思うと、さらに様々

な工夫が必要と思われます。世界的な経済不安定の波が津波の襲来のご

とく騒がれていますが、贅沢をせずに「食べ物確保」だけには性根こめ

て努めましょう。高岡花見の１７ヘクタールの土地はそのために大きな 

 役割を果たせ 

そうです。食 

料生産基地と 

して。 

                      左はこの農 

作業場の一角 

です。鴨が飛 

び立っている 

ところ。 

 

２０１１年２月 

 

 

 

                         

                                             

第１５章 

在宅医療の推進という考えが生まれる背景 

……「社会的入院」などと呼ばれたもの…… 

 

  私達の自立支援アパートが順調に拡大成長して来れたのは、厚生労働

省の在宅医療の推進と同じ流れに乗れたからです。 

  病院は治療するための場所なのですが、生活する場でもあるのです。

病気がほぼ治っても「家より病院の方が安心だから」とか、「嫁に気を遣

うよりも気楽だから」などという具合に＜退院したがらない患者さん＞

が過去には多かったのです。 

家族の方も＜症状悪化などの場合のことを考えると、「病院にお願い
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しておく方が安心で、気楽」と考える。病院としても収入への期待があ

ったりして、持ちつ持たれつの関係という面もあった＞のです。それを

「社会的入院」などと呼んで来ました。これは「医療の必要のない入院」

という意味です。 

  厚労省はこの「社会的入院」を減らそうと、１９８０年頃から取組ん 

で来ていのです。つまり、国家政策として＜病院や施設などでの管理医 

療＞から＜在宅医療＞へという流れは３０年以上前から始まっているの 

です。図表にして、少し詳しく説明しましょう。 

 

        病院の機能……その変化の流れ 

 

Ａ  一般の病院          ＜変革の方向＞          Ｂ  精神科病院 

 

                         救急病棟                       

                         急性期病棟               治療の場 

   治療の場              一般病棟                       

                         療養病棟             

                                                     生活の場 

    生活の場      在宅医療の推進 

                         デイケア ・訪問         家族や社会の   

                         看護・訪問医療          安全のため     

                                                の収容の場 

                     様々な管理型保護施設                                    

老人ホームなど  

                        

 

医療観察法「２００３年」に基づく指定病院（：殺人、強姦、放火 

などの重犯罪行為の患者さんを収容）。改善されるべきことが多いが、

既に動き始めている 

 

  この＜在宅医療の推進＞という企画の厚労省の基本的意図が、私達と

＜完全にずれた点から始まっている＞ということは面白いことです。厚

労省は＜増えて行くばかりの医療財政の｢赤字を減らさなければ医療保
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険がパンク｣する＞という経済的危機意識を中心に動いているのです。つ

まり、「費用の掛かる入院費を減らすために退院させよう」という意図で

始まっているのです。 

  初めは、＜３カ月以上の入院患者さんの診療報酬を大きく下げて、早

く退院させなければ経営が成り立たなくなる＞という荒っぽい手法で臨

みました。これに対して医師会が猛烈に反発して、妥協の産物として、

＜療養病棟＞という入院の新しい診療報酬体系が生まれ、ややスピード

ダウンしたのでした。 

政治家と官僚の力関係で変革の勢いは左右されるのですが、変革に向

かわないことには国家は成り立たないのです。 

１０数年前から 近にかけて「救急病棟」「急性期病棟」という診療報

酬体系が生まれるのですが、これは＜医師や看護士などの数を増やし、

個室などを増やすなど治療条件を改善して、３カ月以内に退院させれば

診療報酬をあげるよ＞という退院促進策です。 

このやり方は＜「削る」手法だと反発が来るが、「足す」手法であれば、

文句が出難くかろう＞という役人らしい発想の産物として生まれたと考

えてよいのでしょう。＜損得で動く政治家を上手に動かす官僚としての

合格点＞を与えてよいのかな？ 退院を促すための政策として、管理型

の生活援助施設の新設・増設を進めながら、デイケアや訪問看護の診療

報酬を年々上げるという手法で、突き進んで来ているのです。 

私達は＜「健全な医療構造」の構築を目指してして在宅医療を進めよ

う＞としているのですが、<入院病床を減らして在宅医療を進め、財政改

善を図ろうという政策>から生まれる結果は、完全に一緒なのです。 

管理型の生活援助施設にしても全て廃止というのではありません。 

病院にしても、「救急病棟」「急性期病棟」が治療のための構造として

残る必要があるように、管理型の生活援助施設も重度の障害者、重度の

認知症老人など、一部の人たちのためには残す必要があるでしょう。す

ると、私たちの目指しているものと、寸分違わない結果になるわけで、

面白いことです。 

  若者人口は減少し、老人医療費は増えて行く一方なのですから、いく

ら努めても保険医療は近い将来、パンクするでしょう。すると改革はお

ろか、医療は逆に悪化して行くに違いありません。そして精神科医療は

後回しにされてしまうこと確実な気がします。食糧難に苦しむ貧困の時
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代の「姥捨て山」の発想と同じで、直接社会の役にたたない者は「邪魔

ものとして」削り捨てられるのです。そこで現在の「在宅医療推進の医

療行政」の力をうまく利用して、新しい治療構造を準備しておかなけれ

ばなりません。 

 

  若草病院で「デイケア」を始めたのは１９８４年９月でした。私は１

９８８年７月に日本評論社から「若草病院デイケア日誌」という本を出

版したのですが、この本の帯に「精神科病院の８割を削減するために」

と大文字で書いたのでした。＜入院中心主義に陥っている精神科医療の

改革の道を考想する＞という文章を添えて。 

  それから数えて既に２０年を越えました。近年「精神科病床を７万床

削減する」と叫ばれ続けていますが、この目標の実現もまだまだ遠い彼

方のようで、「８割」どころか２割も削減されていないのが実情なのです。

しかし、その方向では進んでいるし、進まざるを得ないのです。 

  前ページにに示したように、精神科病院の場合には、「治療の場」「生

活する場」という２つの課題の上に、「家族や社会の安全のための収容の

場」としての機能を要求されています。 

  ２００３年から、重度な犯罪類似行為に至る危険のある患者さんは医

療観察法に基づく指定病院に入院させることになったのですが、一般精

神科病院からこの「収容の場」としての要請を完全に取り払うことは不

可能でしょう。 

自己コントロールする力を失って＜様々な逸脱行動を制止できない＞

事態では、どうしても「入院治療が必要」となるのです。身体疾患でも

症状が悪化すると＜２４時間看護や大型の医療器具を必要として一時的

入院やむ無し＞となるのですが、現在の精神科医療体制のままでは、そ

れが＜数年単位の長期間＞に及びがちで、問題は大きいのです。＜入院

が長引けば、長引くほど、自分の時間（人権）は侵害されて行く＞、そ

れは皮肉にも＜治療からは遠ざかる＞過程なのです。早めに管理の構造

から開放されなければ、＜病気の根源は「治療しがたき深淵」に追い込

まれ、慢性化して治らなくなってしまう＞のです。 

  そこで、＜閉鎖病棟に象徴される厳しい管理構造＞は、開放病棟へ、

更に援護寮などの病院外施設へと変革されて来ました。しかし、病院外

施設であるこれらの施設に居住しても、それは管理施設であり、その弊
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害を免れることができないのです。管理されると「生活を楽しめる空間」

は狭められ、心からの満足は得られません。つまり生活する空間は「誰

の支配も受けないもの」でなければならないのです。 

 

 

第１６章 

診療報酬改訂の流れと自立支援アパート群の歴史 

          

  診療報酬の改訂の流れに沿って自立支援アパートの拡大ができたとい

う過程を病院の歴史と共に具体的に整理します。病院設立３０周年記念

パーティのために纏めた記録からの抜粋、拙著や新聞記事からの引用な

ど、様々な遠回りをしながら。 

ちょいと恥ずかしいのですが、威勢の良い年賀状や、回想文などまで

含めて、私の意気込みなど、そのまま読んで頂こうと思います。長すぎ

る文章は第１７章の方に回していますから参考にしてください。 

  デイケアという診療報酬体系が出来たのは開業する一年前です。 

 

１９７４年 DC 診療報酬誕生 ６０点 

 

;１点が１０円。つまり、一日の DC 参加の診療報酬は１人６００円と

いうこと。 

 

第１期  １９７５年９月から１９８０年１月 

……若草医院の時代…… 

１９７５年（昭和５０年） 

９月  宮崎市広島１/１６/１９にて若草医院を開業 

この時、私は３２才。内科・精神科（１９床）／借入金６００万円。 

宮崎駅前の産婦人科医院跡を借り受けて改造。 

往診を頻繁にして、土日も夜昼働いた。大晦日の夜も働いて、３歳 

の長男（現在の理事長）は枕を抱えて、待合室のベンチで寝ていた。 

１９７６年（昭和５１年） 
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「市民の健康を守る会」を設立。医療事故被害者の支援活動などを始

める。医師会から「活動をやめるか、医師会を脱退するように」とい

う忠告を受ける。私は「１０年後の医師会のために頑張っているのだ」

と言って突っ跳ね、未だに医師会員のままである。 

 

１９７６年 DC診療報酬改定 ７０点      ;２年毎に１０点 

１９７８年 DC診療報酬改定 １００点      ３０点と増加 

        

１９７９年（昭和５４年） 

２月  初出版『診察室から…よりよい宮崎、よりよい医療』（鉱脈社） 

開業時の雰囲気がかなり生々しく読み取れる。上記の医師会との対立 

や精神病院協会からの抗議、それへの反論なども記載されている。 

８月  株式会社・健康医療開発を設立し、レックスホテル跡（当時の宮

崎で４番目に大きなホテル）を購入。長引く不景気で買い手がつかな

かったもの。価格は３億５０００万円（帳簿価格の７０％）。改造費用、

運転資金など合計して６億５０００万円の借り入れ。億を超える借金

の始まり。 

私の父は猛烈に反対して、従兄弟を使って銀行に融資しないように

裏工作をしたりした。担保する資産もないのに、銀行に強い恩人の力

で借り入れができた。「私が保証しますから頑張りなさい。貴方なら

出来ますよ」という言葉が有難かった。 

 

第２期 １９８０年２月から１９９４年３月 

……（個人病院）若草病院の時代…… 

１９８０年(昭和５５年) 

２月  ホテルの改修が済んで、若草病院開業。 

内科、精神科（５２床） 

６月  内科、精神科（１６４床）に増床。中江建夫医師着任 

 

１９８１年 DC 診療報酬改定２００点(食事加算２４０点)    

 
；当初の４倍に増えている。 
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１９８４年（昭和５９年） 

３月  ２冊目の出版  『思春期病棟』（鉱脈社から） 

  登校拒否、家庭内暴力、非行の子供達の治療場紹介。この本を朝日

新聞が取り上げてくれて、宮淑子氏と知り合う機会が生まれる。彼

女は＜思春期の子供たちの取材＞で、若草病院と野島診療所に数週

間滞在。それからの東京からの出版の殆どは彼女の尽力による。 

４月  高岡町花見に３０００坪の原野を購入。運動場、作業療法場とし

あて使用開始。手作りのバックネットの野球場など懐かしい。この

地は現在調整池。 

夜行くと、林には地ボタルがいて、透明な明かりをチカチカと輝

かせていた。 

７月  共同住宅（第一みどり荘）を運営開始。 

    職員寮を改造したもの。２階建で、上下に１２名ばかり。 

９月  ☆精神科デイケアの認可    訪問看護の開始 

 ：デイケアの開始は九州で３番目。福岡の福間病院とあと一箇所だっ 

たかな？ もちろん南九州の第１号。 

 

１９８５年 DC 診療報酬改定２４０点(食事加算２７０点) 

 

１９８５年（昭和６０年） 

１０月  ☆作業療法の認可 

 

１９８５年  NC(ナイトケア)・訪問看護報酬誕生  

NC ３００点(食事加算３４５点) 

           訪問看護２００点 

１９８６年（昭和６１年） 

１２月  野島診療所を開設   所在地：  宮崎市大字内海字坂野  

     院長：  中江建夫   内科、精神科（１９床）で診療開始 

   主に、登校拒否など思春期の子供たちの治療場として運営する。波状 

岩の海岸と、海に迫った山川はそのまま治療場となる。海中には珊瑚 

の間を原色のブルーやイェロウの熱帯魚が泳いでいた。私は水曜日の 

夜は毎週当直して、海面に空のように輝く月の光を楽しんで潜った。 

 この当時の仲間の心理療法士曽原は既に他界している。 
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１９８７年（昭和６２年） 

４月  櫻井芳樹医師着任 

１９８７年 

 この年から DC は大規模と小規模に分けられる。 

        （以下には大規模のみ記載） 

DC  ３３０点、   NC ３３０点   

    訪問看護 ２５０点 

 

１９８８年（昭和６３年） 

７月  ３冊目の出版  『若草病院デイケア日誌』（日本評論社） 

中央からの出版の始まり。松藤看護師との共著 ＜デイケアを拡充 

して入院医療を縮小しよう＞と提案する。「病院の８割は要らない」と 

帯びに巻いて。 

 

１９８９年（平成元年） 

７月  ４冊目の出版  『葛藤する思春期』（日本評論社） 

非行、登校拒否などを「思春期自己確立葛藤症」として整理する。 

家族療法の重要性を説明。 

 

１９９０年  DC  ４９６点、  NC ３３０点    

   訪問看護 ２５０点 

 

１９９１年（平成３年） 

１２月  ５冊目の出版   『家族がひらく』（日本評論社） 

往診家族療法を具体的に説明。『葛藤する思春期』より売れて、良 

い気分に浸る。印税が 50万円近く入り大喜び。 

この２刷とも、全国の公立図書館から購入していただき、往診依頼

が方々から来るようになる。   

 

 

１９９２年 DC  ６４７点、  NC ３３０点    

   訪問看護 ２５０点 

１９９２年（平成４年）  
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１月   

橘通りに心理相談所「遊学舎」開設。 

；『葛藤する思春期』の中で、＜心理療法士の資格化を行い、診療報 

酬が医師の下でではなくて心理療法だけで運用できるようにして、心 

理治療院が出来なければならない＞て述べているが、その準備と見て 

よい。しかし、２０１２年を迎える現在その兆しすらも見られない。 

 
高岡町花見の運動場・農作業場の拡大を始める。若草医院時代に求め 

た８６坪の土地がバブルといわれた異常な値上がりで、２億８０００万

円で売却できた。その内の２億円を原資に拡大。「生活の楽な、街中の病

院」と、「自然の好きな人達のための郊外の病院」という構想もあったが、

運動場・農作業を中心とした作業療法場として活用してきている。 

現在、１７ヘクタールまで拡大している。私はもう２０年近く暇な時

間を見つけてはこの山野を耕してきている。主な道具はショベルカー（通

称ユンボ）。コマツの量販車の中で一番大きな PC２００。１０００万円近

くした新車を既に２回買い換えた。トラックとブルトーザーはおんぼろ

の中古車だが、ユンボはクーラーつきで、夜はライトが点く。林の中か

ら満月が上がって、梟が「もう帰りなさい」と吠声立てるまで止められ

なかったものだ。 

キジの親子連れものんびり散歩していた。野兎が夜になると走り回っ 

て。そう、昼間飛び出して来たおっちょこちょい兎を三羽のカラスが生

け捕りにして食べる流れを見せてもらったこともある。三方向から追っ

かけ回して、疲れたところを鷲掴みにして飛び立っていった。鷲よりも

カラスのほうが利口なのかな？ 共同作戦が取れる意味で。 

 

第３期 １９９４年３月から現在まで 

 ……医療法人如月会若草病院の時代…… 

 

１９９４年（平成６年） 

３月   

☆ 医療法人如月会発足：若草病院と野島診療所を運営する。 

５月    わかくさ保育所を開設 
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７月  ☆ 宮崎中央在宅介護支援センターの設立 

；お役人とは実にイイカゲンなもの。頼みに行くと、高飛車。難しい

ことを言って、医療法人にしてくれなかったのに、誰もしたがらない

「在宅介護支援センターの設立をする」と言ったら無条件で認可。個

人病院では駄目で医療法人でなければ「在宅介護支援センターの設立」

は出来ないと言う。そこで、県としては厚生省の司令に従うために急

遽医療法人認可の手続きを進めてくれたのだ。＜個人の借金を１億円

くらい残して医療法人を設立するのなら認可してもよいですが＞など

と言っていたくせに、私の個人借金はゼロのままで、医療法人認可と

なった。役人と業者の間に贈収賄事件が生まれる背景を直接体験した

ような嫌な気分での出発。しかし、＜人がしたがらないこと＞をする

ことは良いこと。うまい汁だけは吸わせていただいたのだから。 

 

１９９４年 

 この年から新たに、DNC(デイナイトケア)が生まれる。 

     DC  ７０８点、  NC ５４８点  DNC１０９６点 

         訪問看護 ５２０点 

 

＊ 初期からの 10～15 倍 

１９９５年（平成７年） 

１０月    共同住宅（第２みどり荘）を運営開始 

   ☆重度痴呆老人デイケアの認可     

 １１月    野島診療所の休業 

思春期の治療所の経営は厳しく、毎年８００万円から１０００万円

の赤字が続いていたため。入居心理治療施設「黒潮荘」として開設。 

 

１９９６年（平成８年） 

１０月  黒潮荘閉鎖；理由は赤字。「職員の低賃金の改善が何時までも 

できないではないか」という不満を受け入れざるを得なかった。 

１１月  野島診療所の再開業 

老人の介護のための病室を加えて、思春期の子供たちの治療を進め

ては行けないかという試み。 
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１９９７年（平成９年） 

５月  野島診療所の再休業。やはり無理と。 

      ◎黒潮荘再開業（野島診療所の再休業を受けて）    

６月  共同住宅（第３みどり荘）を新設。 

 

１９９８年（平成１０年） 

                年賀状（１９９８年１月１日） 

  ５５歳という年齢を迎えます。加えた年月には積み重ねが足らず、新

しいことを始めるには時間が足りないといった複雑な心境の年齢です。 

  医療界は混乱の時代。保険医療機構が破綻するのは目に見えています。

これまで唱えて来た「国家に頼らない医療システムの構築」はいよいよ

実現すべき段となっているのでしょう。高岡・花見の４万８０００坪の

土地はそろそろ日の目を見ることになりそうです。 

  その前の試金石として今年は病院敷地の西隣に１０階建てのビルをあ

げることになりました。病気をもつ人のためのアパートなのですが、補

助金を一切貰わずに始めることに意味があります。全室を個室にして一

般のアパート並みにすることが必要だからです。 

入院するよりも良い環境で療養ができる、しかも経費も入院費とさ程

かわらないとなったら、このビルが成功しないはずがないでしょう。こ

れは脱保険医療の一つの試みです。 

  そして今年は「民主党みやざき」の発展の為にも力を入れて行こうと

考えています。それは強権政治を廃し、戦争へ至る道を避けるために必

要と考えるからです。 往診と著作と花見の山の野外音楽堂造りにも励み

ます。 

  ： 如月こかげ館の「考想された年」ということ。「木陰に枝を手折ら

ず」という言葉から取られたこの「自立支援アパート第１号」は「成功

しない筈がない」という信念の下に準備されたようだ。この成功がフェ

ニックスホテル等の買収に銀行が融資をつけてくれる原動力になった。 

  もし失敗していれば、「成功しないはずがないなんて、誇大妄想が始ま

っていたのよね」と言われていたに違いない。 

この時の工事費用が、６億３４００万円。 

 

６月  渡辺治夫医師着任 
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１０月 ☆認知症老人グループホーム「くすの木」を廣島通りで開業 

               （宮崎県でのグループホーム第１号） 

☆ 一般病棟   新看護基準４対１看護認可     

☆ 精神病棟   新看護基準３対１看護認可 

１２月  ☆精神科療養病棟の認可 

 

１９９９年（平成１１年） 

                年賀状（１９９９年１月１日） 

  ５６歳という年齢に達する私にとって、今年は面白い年になりそうで、

わくわくした気分で新年を迎えています。 

  昨年の８月から病院の西隣に建築中の新しいビルが１１月には完成す

るのです。これは「木陰に臥す者は枝を手折らず」という諺にちなんで

名付けた共同生活の空間です。病院とアパートの中間みたいなものと考

えて頂いてよいでしょう。その２階にはちょっとしたホールができます。

音楽会、演劇、講演などができるホールで、１５０名程は収容できます。

この試みは保険医療の欠陥を繕う脱保険医療への挑戦でもあります。６

億円程要する事業ですが、多分旨く行くでしょう。 

  この成功を高岡・花見の『国家に頼らない医療施設群』を造成して行

くための前奏曲にしたいと夢見ています。 

  そうそう、例年お伝えしているこの４万８０００坪の土地の野外劇場

はほぼ概形が完成しました。東京ドーム程の広さのこの劇場はその姿か

ら『八重椿劇場』と呼ぶことにしようと考えています。 

  もう一つ心わくわくしているのは、インターネットのホームページが

ようやく完成できそうなことです。昨年の１０月頃から取り掛かってい

るのですが、次々に欲が出て改訂に改訂を重ねているのです。本作りよ

りも面白いと、寸暇を惜しんで取り組んでいます。２月くらいにはオン・

Ｅできるでしょう。その時には新たにアドレスなどお知らせします。タ

イトルは「精神科医療の改革を目指して“現状から理想へ“」です。 

  ：如月こかげ館の新設は＜脱保険医療への挑戦／国家に頼らない医療

施設群造成＞に向けての前奏曲であるなどと大きなことを言っている。 

 やや躁状態になっているのかな。そこで、『東京ドーム程の広さの八重

椿劇場』などと誇大な表現になっていると思われる。 

この広場は数回の運動会とか「どんと焼き」などは成されたものの『八
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重椿劇場』と呼ばれる程の劇的行事に飾られる行事もないままに、２０

０７年春には姿を消した。今は７か所ばかりの池や川や果樹園に変わろ

うとしている。劇場がなくなるのでなくて、更に立派な催し物広場を造

成中ということか。 

  今のところ、私の頭の中では蛍やトンボやカワセミや鴨が遊ぶ沼地を

造成することが考想の中心。ホームページの開設が如月こかげ館の新設

と時期を同じくしているとは意味のあることなのかな。 

 

４月  白土俊明医師着任 

 ２０１０年より、若草病院の院長をして頂いている。 

６月  黒潮荘完全閉鎖 

思春期の子供達の治療は若草病院の中、あるいは隣接の宿泊施設を

使って運営しようということになり、再開を諦め、現在に至っている。 

２０１１年の春、売却し、得られた資金は病院や大空館の周辺の土

地購入に使われている。 

１１月  如月こかげ館落成   

     ：宮崎中央在宅介護支援センター、給食、医局、管理、会議室を移

転設置。遊学舎こかげ寮が黒潮荘の子供達の生活の場となる。 

;落成式には全国から集まって頂いた。かなり速いスピードで満室 

となり、経営的にも、順調な出発。 

☆ 精神科デイナイトケアの認可。 

 

２０００年（平成１２年） 

                年賀状（２０００年１月１日） 

  昨年はほぼ満足の一年でした。如月こかげ館（障害者と老人のための

アパート＝一人暮らしは困難だけど、病院や施設での処遇は嫌だと考え

る人達が人間らしく生活するための空間）の建設、ホームページの立ち

上げ、上中下三巻の若草病院二十周年記念誌の完成など……。 

  今年も精神科医療の改革を目標に積極的に取り組む予定です。 

  中でも社会治安のための精神科医療という問題を議論する場を広める

努力を試みるつもりです。７０年代前後の保安処分反対運動は荒々しく

過ぎたのでした。反対派と推進派の間に生産的な議論も交わせないまま

に！  つまり精神障害者の引き起こす刑事事件への対応はなんと２０年
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間も放置されたままなのです。「熱物に懲りてナマスを吹く」図のごとく。 

  私はホームページの中で刑務所と精神科病院との間に「社会治安のた

めの精神科病院が必要」と述べています。これは精神障害者の人権の保

護という観点から生まれてくるものです。人権の保護ということには二

面の視点があります。 

  一面は入院中の一般の患者さんの保護です。私達が殺人や強姦などの

犯罪者と同じ地平に住みたくないように、精神科の患者さんもそのよう

な犯罪を起こした怖い人と寝起きを共にしたくはないのです。 

  「自分達は殺人や強姦などの犯罪者から逃げておきながら、患者さん

のほうは放置してきた」ということは大きな人権侵害と言えるでしょう。

これは措置入院の患者さんを受け入れることによって「収容の場として

の機能を持たされている病院＝刑務所に近い病院」を「治療のための病

院」に変革して行く道でもあります。 

  もう一つの面は事件を引き起こした患者さんの保護という視点です。

刑事責任能力を巡って争われる長期の時間、患者さんは適切な治療を施

されずに拘置所に収容され続け、治療のチャンスが奪われるのです。こ

れは精神障害者の人権侵害に当たります。昨年末に控訴審が始まった連

続幼女殺害事件（宮崎勉）など、既に１０年経過しているのです。神戸

のＡ少年が医療少年院に収容されることになったのも、全国三つの医療

刑務所に精神障害者が収容され続けている事実も、「法治国家日本の恥」

の象徴と言えるのではないでしょうか？  治療を受ける権利を剥奪して

いるのですから。 

  このことへの確信は昨年２月から年末まで宮崎で展開された刑事事件

裁判（精神障害者の両親殺害事件）を見守り続ける中で更に深まりまし

た。被告は裁判が行われていることを認識せず、検察官・国選弁護人・

裁判官三者はまさにドンキホーテの立場を演じたのでした。この滑稽劇

の由来も精神保健法の不備によるのです。よろしく応援下さい。 

  ：「治安精神科病院を新設しよう。そして精神科病院を真の治療の場に」

として本に纏めたりもした。しかし、その後この問題に関しては力を注

ぐ余裕がなかったようだ。宮崎で展開された「検察官・国選弁護人・裁

判官三者のドンキホーテ劇」は当院入院歴のある両親殺害事件の患者さ

んの事件で、かなり取り組んだのだった。 

  ほぼ満足の一年と述べながら、ちょいとだらしがないか。年のせいか？  
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甘さが大いに有るなあ。しかし、そのくらいは許されて良いか？。そん

な願望は、やはり甘過ぎるかあ？ 

 

３月  旧給食室の改装工事（デイケア室の拡張） 

４月  ☆痴呆老人グループホームこかげ館の開設（宮崎県での第２号） 

            ：こかげ館の５階 

７月  大山博司医師着任  

     脳外科などの診療充実のためにＣＴを購入。 

 

２００１年（平成１３年） 

                年賀状（２００１年１月１日） 

  昨年も飛ぶように過ぎてしまいました。新築した如月こかげ館の運営。

ＨＰの改訂。 

閉じ篭りの子供達を抱えた家族のための往診家族療法……等々。 

  テレビ朝日・サンデープロジェクトの放映で、ＨＰや本だけではない

メッセージが送れた事は面白いことでした。「テレビを見て」という家族

と「ＨＰや本を読んで」という家族はちょいと違うのです。 

新しい家族に接すれば必ず新しい発見があります。それが楽しみで飛

行機や新幹線を乗り継いで訪ね歩いています。 

  第二土曜日だけは宮崎にいますが、それ以外の週末（木曜日の午後か

ら日曜日まで）は必ず日本の何処かでリュックを背負ってうろついてい

ます。時には、木の実を拾って良い気分になったりしながら。 

 

  病院の院長業務は全て中江建夫医師に委譲しました。私は医療法人如

月会の理事長として財務面の責任は取りますが、病院の医療面の管理、

人事の全てを引き受けて頂くことになりました。 

  私は往診旅行の傍ら、国家に頼らない新しい精神科医療システムの構

築を目指して考想を進めて行けそうです。そう、２～３年以内には杭打

ちを始めないと、全貌が見れないことになってしまいますから、その積

もりで。 

  ：年を感じ始めたみたい。中江先生に仕事の大部分を依頼して「２～

３年以内には杭打ちを始めないと」と言いながら弱気が見え隠れしてい

る。 
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３月  ☆精神科急性期治療病棟の認可 

４月  一般病床２８床・精神科１３４床……結核２床返上 

 

２００２年（平成１４年）   

                年賀状（２００２年１月１日） 

  ５９才を迎える年とはなりました。しかし、お酒と脂肪さえ控えてお

けば何とか健康体。家族問題を抱えた子供達の家を訪ねて、相変わらず

木曜日から日曜までの殆どの週を歩き回っています。着替を詰めたリュ

ックを背負って。年末には室蘭まで行ってきましたよ。 

  往診家族療法が普及する日が早やからんことを願いながら。お呼びが

掛かれば日本中どこへでも出掛けるのです。 

  還暦とはそれで人生が一旦終わって「生まれ変わる」ということらし

いですね。それなら、今年は締め括りの年として気分を一新しなければ

ならないのでしょう。 

  国家に頼らない医療施設群の設立に向けて、「より良い医療」と「より

良い職場」と唱えることは忘れないで！ 

  ：唱えるだけでは駄目。「評論家が一番軽蔑すべき人種だ」と言って来

たのは貴方でしょうと自分に言い掛けているみたい。＜心理療法師によ

る治療に健康保険も利用できるようにする＞という施策が全く進展しな

いのと同じようなレベルで ＜往診家族療法の普及＞も進展していませ

ん。 

 

３月  ホテルフェニックスを別会社・健康医療開発が買収。取得価格は

６億円。仲良くして頂いた弁護士さんの一言で実現できた。人のつな

がりは大切なもの。 

     空にそびえる１１階建ての建物に因んで「きさらぎ大空館」と命名。 

８月  冷暖房送置の改修、その他の改装に２億８千万円をかけて、以下

の３施設がこの中で活動を始める。 

１．宮崎中央在宅介護支援センター（如月こかげ館から移設） 

２．若草クリニック（新設） 

３．遊学舎及び遊学舎寮(如月こかげ館から移設) 

８月  ２つの痴呆老人グループホーム（くすの木およびこかげ館＝宮崎

県での第１号、および第２号）の閉鎖。 



211 

 211 

：３年前後の運営で閉鎖したのだが、その理由は人件費を切り詰めな 

ければ経済的に困難ということが証明できたからである。人件費を切 

り詰めて良い仕事はできない。２つのグループホームの入居者全員が 

「きさらぎ大空館」に入居して、若草クリニックのデイケアに通所す 

る形で生活を始める。 

 

 ２００３年（平成１５年）  

                年賀状（２００３年１月１日） 

  ６０才を迎える年とはなりました。還暦ということですが、「新しい気

持ちでもう一度挑戦」と解釈しておきましょう。 

  昨年は不景気のどん底でしかできないことをしました。市役所の帳簿

価格で１３億円するホテル（大淀川河畔のフェニックス）を６億円で買

収しました。諸経費を入れて９億円近くかかりましたが、老人と障害者

のためのアパートとして改造がほぼ終わりました。 

  施設処遇から在宅処遇へと移行して行く医療や福祉の中で面白い役割

を果たせるものと期待しています。国家に頼らない医療施設群の実現へ

更に一歩近付くことができるような気分で良いお屠蘇を飲もうと思いま

す。勿論、膵臓炎に気をつけて。 

  ：１９９８年に如月こかげ館を作る時には６億円かけて「このビルが

成功しないはずがない」と勇気づけしていたのだが、今回は自信があっ

たのか、淡々と始めている。 

３月  渡辺治夫医師離任、大阪に転居。 

５月  水野裕助医師着任 

５月  大山博司医師離任、新富町にて脳外科クリニックを開業。 

１０月  中村政人医師着任   

 

２００４年（平成１６年） 

                年賀状（２００４年１月１日） 

  昨年、還暦を迎えました。還暦とは「これでひとまず終わり」という

ことらしいです。後の人生は「過去の６０年間をもう一度生き直す 後

の人生」と心得、締め括る覚悟をもって生きて行くべきなのでしょう。 

  ところが、しかけた仕事の未完成部分の大きさに圧倒されています。

「より良い医療、より良い職場」「国家に頼らない精神科医療」……など
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と唱えてきましたが、まだまだゴールは遠い彼方のようなのです。 

  なんといっても先ず足下が大変。若草病院本体は老朽化し、２００６

年２月末までに新しい建築基準に合わせて改築しなければなりません。

運営しながらの改築。新病院の建築場所を大空館の裏（大淀川橘公園沿

い／松山２丁目／現在は駐車場／敷地８００坪）にするか、現在地にす

るか検討中ですが、本年秋には着工しなければ間に合いません。 

  ：還暦を過ぎて心の絞め直し。結局現在地での改築ということになっ

た。増築と改築工事に１３億円を要した。 

 

４月  昨年度の確定申告で如月会開設以来 高の利益１億２千万円を計

上。 

５月  森ビルを９１６０万円で購入して自立支援アパート双葉館を設け

る。双葉館の命名者は中江建夫元院長。 

 ９月  若草病院の増築。改造が始まる。 

 

２００５年（平成１７年）   

                年賀状（２００５年１月１日） 

  昨年は天変地異の一年でした。梅や桜が狂い咲き、みすぼらしい葉っ

ぱを枝の先に残していました。大空館のおしゃべりガーデンの杏は１２

月半ばにして緑の葉っぱがたわわ。今年の花は期待しないことにしまし

ょう。 

  だけど、病院の運営は順調そのものです。昨年９月から大増築・大改

築に取り掛かっています。久しく幽霊病院と言われていた建物が規模を

大きくして綺麗に生まれ変わります。  駐車場などのために、周辺の土

地も買い足して、クラーク通りの景色が一 変しそうです。完成は来年の

３月。この一年は大忙しでしょう。 

  １９７５年からの３０年、大勢の優秀な職員に恵まれて、精神科医療

の改革に突っ走って来ました。辿り着ける日は遥かに遠い先のことと考

えていましたが、どうやら一括り付けられそうな山が見えてきたような

気がします。皆様と共に良い年を迎えましょう。 

  ：一応、一山を越えて寛いでいる。しかし、入院患者さんを館内だけ

での移動で改築して行くのは大変な作業だった。 

  その中で双葉館を求めた。「経済のどん底で売りが出れば求める」とい
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うのは成長の過程で絶対必要条件なのだ。 

４月  内科病棟の増築、および仮設病棟が完成して、病棟の移動分割の

後、病院の西南の一角が解体されて行く。 

１２月  西館が完成して病棟の大幅な移動を行う。 

 

２００６年（平成１８年）   

                年賀状（２００６年１月１日）               

  今年は私達にとっては格別に嬉しい年です。昨年末に、若草病院の東

館と西館の新築が完成しました。この３月には本館の改造工事が終り、

一段落となります。 

  そこで、精神科医療改革への一里塚と題して４月１日（土曜日）に落

成を記念したシンポジウムと講演会を開催することになりました。 

  メインテーマは「患者さんを市街地の中へ」で、訪問看護／自立支援

アパート／往診／デイケア、などなどのことが議論されます。 

  講演は２題で、先ず「考古学に見る女の強さ」と題して、元北九州考

古博物館長の藤丸昭八郎氏が話してくれます。どうやら何千年も昔から

女は強かったらしいのです。その後、「若草病院の３０年」と題して、早

期入院／早期退院を目指して来た歴史とこれからを話させて欲しいと思

います。 

  どうぞお気軽にお出掛け下さい。 

 

３月  大空館の後背地に所在するグランドホテルを２億２０００万円で

購入。『如月おおぞら別館』と命名し自立支援アパートを拡充する。 

３月末  内科病棟の屋上の仮設病棟を撤去して、ミニバレーコートが完 

成。 庭工事の一部と売店工事を残して全体の増改築工事が一段落する。 

８月  木工作業室を如月おおぞら別館の一階に移転 

２００７年（平成１９年）   

                年賀状（２００７年１月１日） 

  ６４才の年齢を迎える年となりました。昨年は若草病院の増改築工事、

庭の工事等々に明け暮れました。さらに大空館裏のホテルを買収し、２

７室の自立支援アパートと木工室や娯楽室を中心とした作業療法室に改

造しました。 

  大淀川の辺の日当たりの良いこの地域に、ほぼ２５００坪確保できま
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したが、この一帯を「老人や障害者の生活を支える空間」にしたいと考

えています。 

  その中心としての機能は次の三つです。「食事を提供するアパート」

「各種診療科目を揃えたクリニックビル」「日用品のマーケット」。まず

はこれらを揃えたビルを２、３年以内に建てたいと考えています。 

  これは２１階の高層ビルとなりそうですが、一角に私も住むつもりで

す。ここを基地にして、若草病院と連動しながら全国を飛び回る予定で

す。まだまだこれから１０年ばかりは！！ 

  この３月には現代書館から新しい本を出版して頂きます。電気ショッ

クの禁止運動を中心として、歪み始めている我が国の精神科医療の改革

を訴えるものです。ご期待下さい。今年も仕事と生活を精一杯楽しみま

しょう。時には空や山や野辺の花に目をやりながら！ 

 

  ３月    如月おおぞら別館の２Ｆに「てげてげ倶楽部」新設 

１０月    花見の運動場作業場の「農地を中心とする土地」を拡大買収 

１０月    都ホテルを２億円で購入し、如月こかげ東館と命名。会社に

資金の余裕がなくて、医療法人で購入。 

 

;幸運にも低金利が続いて、結果的には自転車操業が成り立っているが、

無謀な拡大だったのかな？ ホテル時代の駐車場１０台分を石と樹木の

庭にすると(喫茶店の名前はおしゃべりガーデン)、職員達からは｢駐車場

にしておけば、年間１２０万円は入ってくるのに｣などと陰口をたたかれ

たものだ。「俺たちの給料は何時まで待ったら上がるんだよ！」と。月極

駐車料１万円の地域だから、確かに１２０万円入ってくる。しかし、私

は花が咲き、実のなる木を優先させて頂いた。 

 

２００８年（平成２０年）                   

        年賀状（２００８年１月１日） 

  ６５才の年齢を迎える年となりました。 

 昨年はまた若草病院の東隣の古いホテルを手に入れました。３００坪の

敷地で２億円。ちょいと高め。だけど西老松通（毎日新聞社側）から侵

入でき、車は遠回りしなくて済みます。この進入路が病院の正門となる

でしょう。 
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  ホテルは退院患者さん３０人分の自立支援アパートになるのですが、

一階は食堂兼喫茶店にします（大空館のおしゃべりガーデンが移転）。一

般市民と精神科の患者さんとの交流の場になるように、囲碁・将棋・麻

雀が楽しめるようにします。南側の駐車場を壊し、自然石を積んで桜や

椿や藤などの小山にします。信号の角から病院～県庁と向かう道はグリ

ーンで繋がり「新若草通り」と呼びたくなる雰囲気にしたいと考えてい

ます。多分正月過ぎにはその姿が現れるかな？ 

  借金は益々増えています。しかし仕事は順調。障害者や老人のための

＜食事を提供するアパート・各種診療科目を揃えたクリニックビル・日

用品のマーケットを揃えたビル＞という生活支援複合ビル考想は実現に

向けて進行中です。場所を高岡の花見の山の方にするか、大空館裏にす

るか迷っていますが。 

  現代書館から出版した「脳電気ショックの恐怖再び」という本は表紙

が不評でしたが、内容は好評、結構の反響があっています。 

  我が国の精神科医療の改革を目指して、今年も仕事と生活を精一杯楽

しむつもりです。全国を駆け回りますので、近くに行けたら是非、声か

けさせて下さい。 

 

１２月  思春期病棟の開設 

  ；この年の４月に新設された基準に合わせて１５床。 

 

２００９年（平成２１年） 

年賀状（２００９年１月１日） 

新年おめでとうございます。お元気ですか？ ６６才になります。病

院も開院３０年という節目を迎えることになりました。裁判所の北側に

検察庁が派手に出来上がり、病院周辺はかなりの変貌です。県庁前から

伸びる楠並木通りと西老松通りの交差点は司法警察機構四差路となって

しまいました。南西角は県警本部。そして残った西北角には１００メー

トルばかり北寄りですが私達の若草病院が所在します。三権分立の国家

体制を蛆虫が湧いて腐らないように、監視して行きたいと思います。 

 西老松通り側の古ホテルを改造した自立支援アパート一階の「おしゃ

べりガーデン」は繁盛しています。目論見通り、一般市民と患者さん達

との交流の場になっています。晩秋は満天星（ドウダンツツジ）の紅葉
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がみごとで、老松公園から県庁に抜ける病院前通りを鮮やかに彩ってい

ました。 

 この通りの南側の２つのビルを買い足して、デイケアと作業療法場を

拡大しました。陶芸の専門家を一人迎えましたが、本格的な陶芸工場に

発展させる予定です。如月大空館の木工室と共に「患者さんの就労訓練

の場所」が増えるのです。 

 花見の山も１７ヘクタールに拡大しました。農場からは野菜をはじめ

とした農産物が頻繁に届けられるようになりました。ここは不景気の到

来を楽しむ絶好の場になりそうです。贅沢せず、こつこつ働きさえすれ

ば、食べるものは自ずと生まれてくるのです。不平を託つものに自然は

味方しません。贅沢は敵。歌いながら大地を耕しましょう。 

 我国の精神科医療の改革を目指し、今年も仕事と生活を精一杯楽しむ

つもりです。 

全国を駆け回りますので、近くに行けたら是非、声かけさせて下さい。               

                                  

２０１０年（平成２２年） 

年賀状（２０１０年１月１日） 

新年おめでとうございます。今年は６７才。後２年で理事長職を辞め

ると宣言しましたが、精神科医としてはまだまだ頑張ります。 

我が国の精神科医療は良い方向に向かっていません。表面だけの綺麗

事で、電気ショック処置やデポ剤投与等々、治療ではなくて管理のため

の似非医療が蔓延しそうな状況なのです。県医師会医学雑誌の昨年１１

月号に「当院における修正型電気痙攣療法の現状」という宮崎大学医学

部精神科医師９名の連名論文が出ています。「修正型になって骨折や死

亡事故などは少なくなった」というだけの論文で、＜この処置の結果、

自殺念慮や幻覚妄想に基づく興奮が少なくなるのが「脳機能障害による」

＞という認識がどうやら意図的に排除されているのです。過去に遡る記

憶障害、思考力の低下、感情鈍麻、その結果として「表情が乏しく能面

のような顔貌となる」等々、知らない筈は無いのですから。これは＜治

療者や家族、引いては社会全体が安楽になるために、障害者を管理し易

くするための手段＞であり、人権侵害そのものなのです。しかもこの論

文には「欧米では広く認められている」と いう書き方がされていますが、

発祥の地イタリアでは禁止、フランス、ドイツでは裁判所の許可がいる



217 

 217 

という事実知らない筈もないのです。この論文の締め括りは「治療費削

減や入院日数の短縮などの医療経済の観点からも今後一層重要性を帯び

てくるものと考えられる」となっているのですが、「障害者の人権はお金

で換算されて葬られている」という事実は驚きです。さらに、裁判所と

検察庁の癒着は甚だしく、医療観察法は許しがたく深く歪んで悪用され

ています。これらの事実を今年も告発し続けたいと思います。 

在宅医療の進展のための自立支援アパートは更に２０室ほど増えて、

２６０人分程になるかな？  

 「おしゃべりガーデン」（禁酒禁煙）「てげてげ倶楽部」（酒煙容認）も

繁盛しています。その他の様々な「患者さん達の就労訓練（仕事療法）

の場」も活発に活動しています。  

 花見の作業場には田圃を一町くらい新造しました。大きな池もできま

した。やがて蛍が飛び交う筈。 

不景気を嘆くのは止め、贅沢せず、こつこつ働きましょう。不平を託

つ者に自然は味方しません。贅沢は敵。歌いながら大地を耕し物作りに

励みましょう。 

ホームページでなるべく多くの映像を報告しますから、どうぞ開いて

見て下さい。 

 

４月１日  

（医）如月会理事長は私・水野昭夫から長男である水野謙太郎に移行。 

同時に以下のような人事異動が行われた。 

若草病院院長 白土俊明   若草クリニック院長  櫻井芳樹 

同時に、（株）健康医療開発の社長が水野松子から私・水野昭夫へ移行。 

 

 

２０１１年（平成２３年） 

年賀状（２０１１年１月１日） 

 新年おめでとうございます。お元気ですか？ 

 昨年の４月に医療法人如月会の理事長を降りました。病院の運営には

嘴を入れないことにしたのですが、＜往診家族療法と思春期の子供たち

の治療を続けていくために新しい治療システム＞を立ち上げる準備を始

めました。６８歳になる年を迎えるのですが、後１０年は続けられるで
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しょう。その間に「若い跡継ぎの精神科医師」を見つけることに精力を

注いで、遅れているこの分野を開拓して行きたいと考えています。 

 昨年は孫が２人増えました。３男に女の子、美空ちゃん。１人娘に男

の子、洸太君。昨年９６才の「歳女」を迎えた私の母は「これで寅歳が

４人になった」と喜んだのでした。後一人の寅歳は私の次男です。この

子は私の前から姿を消して、もう４年過ぎたかな？ ここにだけ孫が生

まれていない様子。長男の孫は３月で４歳。「パパ爺は、大好きない」な

どと憎口を叩きますが、アイウエオを憶えるなど成長中。 

 昨年の夏、花見の山を久しぶりに耕していると妹から電話。 

「遊びに行って良い？」と。 

「今、お山。夕立上がりで涼しいぞ。そろそろ紅葉が感じられそうな

雰囲気。百合の花は終わっているけど」 

と答えると、やってきたのでした。７１歳の姉と６４歳の妹２人。百合

の花にはもう種が生まれていました。派手な鞘の肌は未だ若い緑色でし

たが。 

 残りの人生を精一杯楽しみます。今年も宜しく。 

 

 ７月  永らく一緒に働いて来てくれた中江建夫医師が退職。 

８月  精神科急病等救急病棟の認可  ４８病床の認可 

１０月  精神科急性期病棟の認可  ４２床の認可 

 

 ；これで、一昨年から派生していた１億円を超える赤字決算は乗り越

えられると思われる。 

 

２０１１年現在  DC  ７５０点、  NC ５９０点  

 DNC１０４０点    訪問看護 ５７５点 

                       

；DC 診療報酬が 初の６０点が７５０点にまで引き上げられている。貨

幣価値の低下に伴って、ほかの診療報酬も引き上げられてきているのだ

が、DC 診療報酬が誕生した１９７４年時代から３倍には達していないの

だから、厚労省の意図がありありと表現されている。 

 

２０１２年（平成２４年） 
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年賀状（２０１２年１月１日） 

新年おめでとう御座います。お元気ですか？ 
69 歳を迎える年になりました。（医）如月会は長男に任せましたが、精神

科医療の改革に向けて、（株）健康医療開発の社長として頑張っています。

今年の春には「管理医療から在宅医療」へ向けての呼びかけの本を出版

する予定です。 
「病院なんかに入院させたくない」「老人ホームなんかに入れたくな

い」という声を背景に、自立支援アパートを拡大していこうという呼び

かけの本です。往診家族療法を積極的に進めるスタッフ集めとこの本の

出版が今年の私の仕事です。 
 宜しく。                     2012 年正月 
 
 

第１７章 

（医）如月会と（株）健康医療開発の関係 

 

病院や自立支援アパートの運営には相当の資金を要します。土地や建

物を所有するために安定した資金を必要とするのです。そこで、１９７

９年８月、病院の新設に当たって、＜土地・建物を所有するための株式

会社健康医療開発＞を作ったのでした。 

この会社と医療法人の２つの組織の二人三脚の上に自立支援アパート

の増設は進められて来たと言ってよいでしょう。資金が不十分な中、倒

産ホテルやアパート等を買って突き進んできたのですが、この突貫事業

の支えは２つの合言葉でした。それは、＜管理の場から治療の場へ！＞、

＜国家に頼らず自分達の手で！＞です。 

オイルショック、バブル崩壊、リーマンショックなど、わが国の経済

を根底から揺るがす大不況を利用して＜不動産を低価格で購入できた＞

ことが、ここまで来れた実質的な源泉なのです。 

  新築したものは「如月こかげ館」だけで、他は改造ですから外観はま

だまだみすぼらしいのですが、一応改革に向かっての大まかな姿は目に
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見える形にできたのかと、少しだけ満足しています。 

  大まかな不動産群の売買の歴史などは前章で整理しました。先に述べ

ましたが、自立支援アパートが充実して来て、この「支援村」は医療法

人如月会若草病院の従属物ではなくなってきたのです。若草病院は言わ

ばこの「支援村」の中の一つの病院に過ぎなくなって来ているのです。 

 

この支援村の中に様々な治療施設ができて来る将来を考えると、会社

と医療法人の二人三脚関係は今後解消していくことになりそうです。 

  一昨年（２０１０年）４月に医療法人の理事長を長男の水野謙太郎に

任せ、私は株式会社の社長ということになりました。これを機会にその

方向で進むことになりそうです。もちろん、協調はしていきますが、お

互いに依存しない独立関係を完成させて行くということです。 

 

  以下に、会社の経営状況を、 近３期分の確定申告書から抜き出して

報告します。更に発展していくためには資金が必要です。余裕のあられ

る方は是非とも応援して下さい。 

          近の３期分の確定申告書 

    Ａ 収入    ３０期         ３１期      ３２期 

                ２１年６月     ２２年６月    ２３年６月 

営業収入     

   家賃   ８５０万  １００８万 ７８６万円 

   地代    ４０４６万   ４０４６万 ４０４６万円 

   駐車     １９４２万     ２０１９万    １７１０万円 

   入居   １８４４５万   ２００７７万   １８８８７万円 

事務受託 １２６６６万  １３４２１万    １２３４７万円 

心理相談     ９１５万       ７７３万     ７７５万円 

売店販売   ４４１２万     ４５５２万    ４４１４万円 

給食／喫茶 ５２８４万     ４４３０万    ４８２３万円 

  合計  ４８３８０万   ５６９８５万    ４６７１万円 

業外収入     １４９万       ４１６万     １４１万円 

 

合計   ４８５３０万     ４９９５５万   ４７８１２万円 
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  Ｂ  経費       ３０期         ３１期      ３２期 

               ２１年６月     ２２年６月    ２３年６月 

営業経費 

原価（固定資産税、売店仕入、給食材料など） 

           ９３４５万       ９３００万   ９１７６万円 

人件   ２０３６７万     ２０２８３万  １９６２７万円 

管理    １０６７６万     １０４４８万  １１５８９万円 

 

合計     ４０３８８万     ４００３２万  ４０３９３万円 

そこで、 

 

営利益    ８１４２万       ９９２３万   ７４１９万円 

減価償   ５２４３万       ５０３４万   ４７８６万円 

 

当期利益   ３９３１万       ４８８４万    ５９９０万円 

となります。 

３２期で黒字が出たのは土地の売却益です。（野島診療所跡の売却で

３６００万円の利益）。 

 

管理費に含まれる借入金の利息だけを見ると以下のようになります。 

利息・  ３２０９万       ３２５８万   ３１０５万円 

  ということは、この１０年続く低金利が無かったとすれば、会社経営

は成りたっていないということです。 

 

つまり、早めに借金を減らさなければならないのですが、まだまだ私

の心は拡大の方向です。そこで、株の増資などを考えています。精神科

の医療改革が目的であり、決して利殖のためではありませんが、是非御

協力下さい。。 

しかし、投資して下さる方々には、それなりの還元はさせて頂きます。

もちろん利殖には程遠いのですが、通常相場の保障はさせて頂きたいの

です。 

その大まかな要点は以下のようになります。 

投資してくださる方への還元の目安 
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Ａ  

以下の条件で、持株数に応じた金利相当の返礼をする。 

  １）現在借り入れている銀行からの借り入れ金の金利は超えない。 

２）一般の定期預金（１０年もの）の金利を１０％は超える。 

Ｂ  

株主の特典：会社の様々な施設の利用に当たっては利用料は 

１割引とする。 

（自立支援アパートの使用料、てげてげ倶楽部その他の催し会 

場の使用料、往診家族療法の交通費などの負担料など） 

Ｃ  

買い戻し：会社が買い戻す。ただし、６か月前に申し出ること。 

買取額はＡの条件を超えない。 

 

当面は私が株式会社の社長を務めます。あと１０年か２０年は大丈夫

と思いますが、心筋梗塞や脳出血など、いつ起こっても良い年齢ですか

ら、後任のことも考えながら、突き進んで行こうと思います。 

跡継ぎをしたいと考えられる人が居られたらどうぞ申し出下さい。し

ばらく一緒に働いた上で意気投合できればお願いしたいと思います。 

お金ではなくて心意気で。 

 

                                                                    

                                                     

第１８章  資料棚 

この棚には、あまり整理しないままに様々な情報を乗っけるように置

いておきます。棚は次の 3 種類に分けられます。 
Ａ棚・・新聞記事や会報などから 
Ｂ棚・・出版した本の前書きなど 
Ｃ棚・・その他、様々な観点から掘り下げたもの、特別なテーマに基

づくもの 
それぞれの中で、ほぼ時代順に整理します。 
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Ａ棚 
 

1.  効果上々  登校拒否児の治療   

            朝日新聞宮崎版 （１９７７．１２．９） 

 

宮崎市の若草医院（内科・精神科、水野昭夫医院長）では、登校拒否

児を、病院に下宿させて、学校に通わせながら治療するハーフエイハウ

ス方式（中間家庭方式）を採り入れている。 

３０人を「下宿」させ、１８人が、学校、家庭へ復帰するなど効果を

上げているため、来春から生徒達の親代わりとなる専門の相談員を置き、

治療を充実させる。過保護、加熱する受験体制の中で、情緒障害や、登

校拒否が年々増えているだけに、新しい試みとして学校関係者は注目し

ている。 

  一昨年９月から、病棟の一部を登校拒否児のため解放していたが、今

年の９月に、鉄筋３階建ての専門棟をつくった。生徒たちは、ここに下

宿して治療を受けながら通学する。水野医師の説明では、登校拒否児に

は、怠学的傾向のほか、 近は神経症的なものが増えている。成長過程

で、夫婦間の不和、過保護、親が勉強のことをうるさく言い過ぎたりす

る過干渉など過程の内情が原因となっているものが多いという。 

  市内の高校一年生のＡ君の場合。父親は平凡な会社員。母親はそんな

夫に不満で、感情的にもしっくりいかず、喧嘩が絶えない。夫への不満

は、子供への期待となっていった。 

良い成績、良い学校、大会社へ就職、出世と、期待はエスカレートし

ていった。Ａ君は期待の重みと、両親への反抗として学校へいかなくな

ってしまった。Ａ君のような場合は「人工家庭」をつくり、「家庭から一

時的に引き離すだけで効果がある」と水野医師は言う。  

家庭と離れている間に、子供は、自分や両親を距離を置いて見つめら

れるようになる。この間に、両親への指導もする。九州では福岡県など

で実施されているが、県内では初めて。先月までに、３０人が「下宿」

したが８人が完全に学校へ復帰したほか１０人が家庭に戻り、通院しな

がら登校している。 
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  病院では「ハーフエイハウス方式の効果のめどはついた」として、来

月２月からは、子供を家庭から隔離するだけでなく、その間の指導を充

実させるため、専門のケースワーカーを置くことにした。 

  県教育研修センターの話では県内の登校拒否児は、推定で約２００人

と言われるが、高校生を中心に、センターの相談件数なども年々増えて

いる。 

  県内の高校で、専門のカウンセラーを置いているのは７校だけ。多く

が、生徒指導係りの先生が兼務している形で、登校拒否でも、怠学的な

ものと、神経症的なものの区別がつかないため、隔離が必要な神経症的

なものに、無理やり刺激を与え、悪化させてしまうケースもあるという。 

  センターでは、神経症など「心の病気」による登校拒否には、ハーフ

エイハウス方式が効果をあげるが、怠学の場合は逆に甘やかすことにな

る。適切な処置をするためには、症状を分析する各学校のカウンセラー

を充実させることが大切、と指摘している。 

：若草医院を開業して２年目、近所に８２坪の土地を求めて鉄骨３階建

を作ったのでした。1階は近所の子供達の学習指導教室。2階が私達の住

まいで、３階に不登校や家庭内暴力などの子供たちの部屋。これを自宅

と病院の間の中間施設（ハーフエイハウス）と表現していた時期の記事

です。 

支援アパートの始まりは、ここまで遡っても良いのかもしれません。 

 

２. 宮崎市郡医師会長以下４人との対談記 

および医師会への考え 

市民の健康を守る会 会報６号 １９７８.２.２８（昭和５３年） 

 
１、はじめに 
 筆者は昭和５０年９月、若草医院開設以来医師会のＡ会員である。Ａ

会員とは病医院経営者、Ｂ会員とは勤務医をさし、諸々の権利、義務に

はかなりの差がある。原則としてＢ会員を経てＡ会員へなれる仕組にな

っている。 
筆者がＢ会員として入会させてもらったのは昭和４８年１２月であっ
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たろうか。高宮病院での勤務医時代であった。この時から数えると５年

近く医師会に属していることになる。 
 昭和４９年３月まで筆者はＡ会員になることなど夢にも考えなかった。

昭和４８年４月より高宮病院に勤務し始めたのは、民間精神病院も経験

した上で精神医療行政をやってみようという考えからであった。さ程確

固としたものでもなかったが昭和４９年を目度に精神衛生センターがで

きる──高宮氏もここに筆者を推薦しようというので、その気になって

いたのである。ところが精神衛生センターには所長一人しか医者はおか

ないということがわかってきた。 
そこで顔見知りの県環境保険部某氏を訪ね、保健所の予防課でよいか

ら仕事をさせてくれと依頼に行くことになった。氏は行政を志す医者が

少くて困っているところだと喜こんでくれ、二つ返事でひきうけてくれ

た。ところがいよいよ３月末になると 
「水野君、すまんが君のポストがなくなってなぁ……」と言う。「あとは

聞いてくれるな、僕の立場もわかってくれよ」という表情ばかり。唖然

とした。お役人の後ろで糸を操る者──その意味、力。鈍い頭にもボツ

ボツとそれがわかってきた。 
その後約３ヶ月宮崎日日新聞が発言の場を提供してくれた。しかし、

こうもお役人に主体性のない医療の世界では、いかなる発言も砂漠の中

におとされた水滴のようなものだ、──開業するしかない。そして理想

的な病院モデルを提示すること、これしかないと決意した。こうして日

本医師会Ａ会員となることになった。 
２、対談の始まり 
 １月２４日前後であったか、宮崎市郡医師会事務長から電話をうけた。

「 医師会長の方から話しあいをもちたいとのことですが・・」 という

内容であった。筆者は医師会例会には殆んど出席していないので（この

対談でも何故出席しないのかと問われたが「フクロダタキにあうことが

はっきりしていますので」 と答えた。）、医師会幹部と話しあう良い機会

だと考え快諾した。対談は１月３０日、宮崎市郡医師会長室にて７時過

ぎより９時前まで行われた。 
先方は黒水会長、橋口副会長、河野副会長、日高医事問題委員長の４

人、当方は筆者と若草医院事務の女子職員の１人であった。 
先方はテープレコーダーに録音をとることを要求したが、これも快諾
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した。筆者が女子職員に同行をお願いしたのは忘備録を作ってもらうた

めであった。相手の言葉はえてして自分に都合のよいように歪曲されや

すいものである。第三者にいてもらうことは自らの位置を確認するのに

も有用なことだ。そこへテープレコーダーがあれば物的証拠まで揃うわ

けでそれにこしたことはない。 
３、対談の生の記載 
 忘備録に従って解釈をなるべく加えずに、時間の経過のまま先方の言

を記しておこう。 
① 守る会への反発が多いのでどうお考えか？ 
② 守る会の活動状況を見ていたが、内容について医者として会員同志

としてこんなことを書くのは行きすぎではないか？ 
③ 医療事故相談があってそれで解決した例がたくさんある。医師賠償

保険は保険会社と日本医師会で作っているが中立の立場から処理してい

る。O 外科の場合も同じだ。 
④ O 外科の欠点を流して同じ会員としてどういうことか？ 会員であ

りながら造反するということは医師会の定款にもとる。 
⑤ 《O 外科の被害者は月々２０万近くに上る治療費の負担で苦しんで

いる。もし O 外科に責任がないとしても被害者は自分が特異体質だった

からというだけで泣き寝入りしなければならないのか。そこまで手を出

してやるのが医師会の仕事ではないのか、という当方の質問に対して》 
何とかしてやろうとは思っている。医師会は何もしていないと言われ

るのはまちがい。共済組合の方で出ないかということを調べたことはあ

る。O 外科もそれなりの誠意を示している。今なさっていることは反医

師会のすることではないか？ 
⑥ 今まで以上にやられるには医師会を脱退したらどうか？ 個人的に

やられるにはいいが……。医師会の中ではその範囲内でやって欲しい。

ルールに反対する行動はこまる。今までの状態を見ていて。 
⑦ 除名するといっているのではないが、脱退してやった方がやり易い

のではないか？ 定款をよく読んで行動について考えてほしい。 
⑧ 同じ会員がこの会報を見て、何ということを書くのかという素朴な

考えを誰でももつ。書かれた本人にいわせれば、名誉を傷つけられたと

思うでしょう。はっきり名前を出して。過失があるか否か決定していな

い内に公に書かれるのはどうですか？ 感覚を疑う。《 ここで「感覚的
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な違いでしょうか。年齢の差なんですかね』で笑となる 》 
⑨ 看護婦の問題は随分改善されている。努力している。むしろ医師会

の会員の中で発言していくのが本当ではないか？ 会に出てこないで医

師会内部の事情を知らないで、外からどうのこうのと言うのはおかしい。 
⑩ 外部との継りから医師会を変えていこうというのはどうですかね。

医師会もかわっている。共鳴する人がいればその人を集めて医師会にい

ってくればいい。 
⑪ 良識のある人間の行動ではない。ずっと見てきたが改まる様子がな

いから《改まるという言葉に抗議すると言葉をかえて》このまま進んで

いくつもりですか──問題がおこってくる。 
⑫ 皆の意見が改めるか除外かということになると（どうですかね？）

自分から脱退したいというなら……《言葉途中で『僕は石にかじりつい

ても脱退しません。僕は１０年後の医師会のために頑張っているんです

よ。今の医師会の姿勢では国民は医師会にソッポを向きますよ。それで

は医療の国営化に加速度をかけるようなものですよ。僕は医療が全て国

営化されたら大変なことだと思っています。ことに僕の専門の精神科医

療ではそうです。意見が違うからというだけで除名するようなことをす

るなら世間が放っとかないでしょう。』》 
⑬ 医師会は民法で定められた社団法人でルールがある。定款をよくよ

む必要がある。我を通してやると団体を破壊する。法人の一員として責

任をもたなければならない。 
⑭ T 宮病院の問題も時効でしょう。あんなものをとりあげてやるのはど

ういうことでしょうか。《『 時効なんて馬鹿なことはないですよ。今訴

えているんですよ。それに対して誠意をもって答えないで医者と言えま

すか。実はこの問題の患者は死んだんですよ。T 宮院長が愚弄した言葉を

投げ返したのが直接の原因です。彼は県当局、警察などへも頻回相談に

行っていますので記録にも残っているかと思うんですが、 後に、県も、

警察も、市民の健康を守る会も、T 宮病院の金力の傘下にあるのだという

言葉を残していったんですよ。妄想性の思考過程はあるけれど、ある面

は事実であって、T 宮院長は誠意のある精神科医とは言えませんよ。とこ

とんこれは追っかけて行くつもりですよ。』》 
 あーら、まだ T 宮病院は済んどらんとですか？ 《 『 いえいえ、な 
かなかしぶといからこれからですよ』皆が苦笑 》 
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 しかしあんたがひっぱり出さんかったら死ななかったかもしれません

な。《『そうです。だからこそ僕等には責任があるわけです。T 宮病院を

とことん引きおろさなければ彼に顔向けはできないわけです。県の方の

公開質問状への催促の中でもふれておりましたがね。』》 
⑮ 会員のアゲ足をとることはこまる。同じ医師会の会員としてやって

いきたいとは思っている。 
⑯ 定款にもとるのではないかと疑問をもったので来てもらった。会員

としてのあなたの行動が問題であって守る会の行動ではない。あなたが

入っているから問題が出てくるんです。 
⑰ やり方が問題だから。もっとやり方があるのではないか。 
⑱ 個人的に会員どうしで対立するのは避けたい。医師会として。傷つ

けないでいいのに傷つけるということになると大変だから。 
⑲ 日本医師会の判断を待って私達はやっているのだから、その指示に

従ってその範囲内で善処するのが医師会の会員。 
⑳ 《６号に今日のことを発表すると当方が発言したのに対して》そん

なことはしなくてもいい。医者の集りはどうあるべきかを書いて出して

下さい。 
 
４、対談の総括 
 忘備録から２０項目ぬき出してみたが漏れているものもある。例えば

医師会と医師連盟という政治結社の関係について話しあったのであるが

これが漏れている。後述するがこの関係を完全に切離すことは医師会の

性格をすっきりさせるのに是非とも必要なことである。 
 黒水会長は「医師会と医師連盟とは背腹一体のものである 」と明言さ

れたのであった。このような重要なものが漏れているのであるが、手を

加えない資料の方がかえって雰囲気を伝えやすいという考えからあえて

２０項目にまとめてみたのである。 
わりと険悪な場面もあったかに感じられるかもしれないが、同行を願

った女性の美貌の力か、終始和やかであった。しかし次の４つを総括し

なければならないであろう。 
（１）市民の健康を守る会に対しては医師会員の反発が強い。 
（２）医師会の指導者たちは流れに逆らう分子は医師会から脱退して欲

しいと考えている。 
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（３）医師会員同志は批判しあってはいけないと考えている。 
（４）医師会と医師連盟とは表裏一体の関係である。 
５、医師会への考え 
 社団法人宮崎市郡医師会の目的をうたう定款第３条は次のごとくであ

る。 
  本会は医道の高揚、医学及び技術の発達普及並びに公衆衛生の向上

を図り、正しい医療を行い、地域住民の健康の維持及び増進に寄与する

ことを目的とする。 
そして会員の資格は第５条で、宮崎市及び宮崎郡の区域に就業所又は

住所を有する医師は会員となることができる、と規定してある。 
義務は第９条で、「会員は医師の倫理を尊重し社会の尊敬及び信頼を

得ることに努めなければならない」と高らかにうたっている。 
 定款を読みなさいと言われたので本棚の片隅からひっぱり出してみた

が、どう読み直してみても筆者のとっている態度が定款にもとるとは思

われない。むしろ＜４＞で総括した⑴から⑷まで全てが定款にもとるの

ではなかろうか。 
 第５条に規定しているごとく医師会の会員に共通な因子は『医者であ

る』ということだけである。いわば国家集団等と類似の集りであり、同

じように考え同じように行動しようとする同志の集団ではない。ここに

は幅広い思考群を包括できるような集団概念が必要であろう。自由民主

党は日米軍事協力を主張するグループから日中友好を主張するグループ

まで包み込むことのできる幅をもっている。これが国民政党として政権

を長期に渡って維持してきた大きな力の源であろう。 
医師会が主流に逆らう流れであるからというだけの理由で除名を強行

するような団体であれば、それは宮本共産党と軌は一ということになろ

う。いろんな流れを包括できる国家──それが自由主義の国家のはずで

ある。ただ一つの思想で統一され唯一絶大なる権力者からのみの指令で

動かされる国家は、軍国主義国家にしろ共産主義国家にしろきわめて危

険であり暗黒政治と背中合せである。そしてそういう国家は必ずや滅亡

への道を辿ることになるはずである。 
 いまや医師会は四面楚歌である。これは決して低劣ジャーナリズムの

しわざではない。やはり事ここに至る自らの経過の中に反省すべきもの

があったのだと謙虚にふりかえってみるべきであろう。クリニックマガ
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ジン２月号の巻頭に、前厚生大臣渡辺美智雄氏の医師会に対する忠言、

苦言、提言と題する対談がでている。 
 租税特別措置法の問題、乱診乱療をチェックするための厳格な審査体

制の整備の問題など、やはり氏の言はなまくらの政治家とは違い、かな

り的確な現状認識と実践への意気込みとがこもっている。５年後には医

療費総額が２０兆円を突破するという。そのため現在年間１１万円負担

している人の保険料は約２５万円くらいまで引上げなければならないと

いう試算があるそうだ。 
 このような状況が進む時、今の姿勢の医師会を支持する人がいるはず

がない。このままでは医療を国営化しようとする意見が多数を占めるの

は火を見るより明らかと言えるであろう。国公立病院の拡大、甲表乙表

という診療報酬の較差づけ、医大新設による医師の大量生産等々、医療

の国営化への道は着々と進められていると考えてよいであろう。医師会

が『充分な医療を施すために』という美辞麗句で覆って自己の利益のみ

を追求しようとするのであれば、ますます国営化への道へ拍車をかけ、

とりかえしのつかないことになってしまうであろう。 
６、市民の健康を守る会と医師会 
 医療が全て国営化された状況を想像すると空恐しくなる。国家が国民

一人一人の命を自由に裁量できるようになるわけである。この恐しさに

ついては一般の人々はあまり思い及ばないことかもしれない。もっと詳

細に説明する必要があるが、ここでは国家は国家にとって有用なものか

ら順番にしか行政しないということを述べておこう。 
戦争をしている国家にとって病人、老人、障碍者はいつでもやっかい

ものでしかない。不況が長びけば医療問題より景気対策の方が優先させ

られることになる。ところが死に直面した人間にとっては戦争も不況も

関係はない。ここでの問題は国家を超越しており、病人と医者が一対一

で対するものであり、間に国家が口出しはできないはずのものである。

これが民間経営の医療機関を存続させなければならないと考える 大の

理由である。 
 ところが、既述のように医師会は自分で自分の首をしめて行きつつあ

るように見える。そしてその苦しみの中で高邁な定款を見失ってしまっ

ているのではなかろうか。 
 四の⑷として括めた『 医師会と医師連盟とが表裏一体の関係である。』
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という大方の医師会員の認識がそれを象徴しているように思える。政治

結社である医師連盟は同志の集りであるが、医師会は既述のように医業

を営むということだけが共通因子の集団でしかない。ここでは馴れ合い

や不合理なかばい合いなどの身内意識は極力排して、論理的な討論批判

が行われなければならない。そうして医師会が市民へ開かれたものに発

展して行くこと──これこそが医師会定款に還る道であると思う。医師

会には㊙でくる文書が多い。看護婦給料などのことであるが、これが無

くならなければ市民は医師会を味方とは思わないであろう。 
 市民の健康を守る会は、医師会が真の姿に還るまで、市民との間の小

さな窓口としての役割を果して行ければよいと思う。そして、医師会が

市民と共に国家に毒されない医療をめざして闘うことができるようにな

る日の近いことを祈る。 
７、脱退はしないが、 
 現在の医師会はいろいろ定款にもとる行動をとっている。既述４の⑴

～⑷の他にもっと具体的な点では、２、３の開業医の申し出があるのに

会員として加入させないという事実だ。 
しかしだからと言って筆者は脱退はしない。いえむしろ歪んだ医師会

であるからこそ捨てるわけにはゆかない。医者の数が増え国家が遠慮な

く医療の国営化に手をつけ始めるであろう５ないし１０年後、いやがお

うでも医師会は変らざるをえないはずであるから。 
 しかし除名ということになると……。いやそれ程まで非常識でもある

まい。 

 

３．＜人間広場＞水野昭夫氏 

「不登校児に出前・・・ 家族、先生も治療対象」 

共同通信の記事・岩手日報   ９２．６．１３・ 

      神戸新聞  ９２．７． ８． 

 

みずの・あきお  １９４３年、宮崎県都城市生まれ。６８年、鹿児島

大学医学部卒業後、東京、八王子医療刑務所法務医療技官、日本郵船シ
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ップドクターなどを経て、７５年、宮崎市内で開業、現在若草病院院長。

著書に「葛藤する思春期」「家族がひらく」（日本評論社刊）など。連絡

先は若草病院、電話０９８５（２８）２８０１ 

 

  －不登校児などにユニークな治療をされているそうで。 

「北杜夫につられて医学部に入学したようなもので、卒業しても貨物船

のシップドクターをやったりしていたんですが、いま宮崎で非行や登校

拒否を扱う精神科病院の院長をしています。家に閉じ籠って、家族も治

療の場に引っ張り出せない登校拒否や非行児を家庭訪問して家族療法と

いう形で援助することに一番力を入れています。」 

  －家族療法というのは？ 

「問題を起こしている子供一人を対象とするのではなく、家族の中の親

子や兄弟関係もっと広げて学校での先生や他の子供達との関係を変える

ことで治療していこうという考え方です。だから家族のなるべく全員に

集まってもらうんです。私は出席者一人ひとりの考え方を引き出す作業

をする。そして一人ひとりに他の人間の発言や表情に関心を向けてもら

う。すると今まで気が付かなかった自分自身の問題に家族も気付いてく

る。その結果、本人自信も心の安定が得られて立ち直っていくんですね」 

歪んだ夫婦関係   

  －具体的にはどんなことをするのですか。実例を。 

「一見社会的には、非の打ちどころのない夫婦だけれど、中学２年生の

娘さんが突っ張っている。私が訪問するとお父さんが、小学校の頃まで

は家族全員でキャンプに行って楽しかったね”と話す。 

すると彼女は“楽しかったのはお父さんだけでしょ”と怒鳴り、“お父

さんだけが、いいパパのつもりで、私たち家族はみんなさせられていた

のよ。お父さんの計画どうりに。お母さんも我慢ばかり。もう私、我慢

できない”と。 

そこでお父さんは妻や子供に対して気配りせずに世間体を作って、心

を狭くさせられていた自分に気付くんです。 

  －問題を起こす子供の家族にかならず問題があるんですか？ 

「そうです。登校拒否や非行を起こす子供の家庭は、抑圧され過ぎて窮

屈な空気が漂っていると言っていい。その大きな原因は窮屈な夫婦関係

なんです。本当に生きているという実感が乏しくて、敷かれたレールの



233 

 233 

上を歩かされているといった夫婦関係が多いんです。」 

心理療法に保険を   

  －抑圧され過ぎて窮屈というのは？ 

「親に対しても学校にしても社会の制約、特に性的、経済的な制約を強

く意識させられ過ぎてるんです。夫婦も本当に愛し合って結婚したので

はなく、打算の産物になっているケースが多い。その結果、どちらかが

我慢し過ぎてゆがんだ関係になっている。学校の先生も自分の意見を出

せずに、校長のロボットみたいに縛られて、いらだっている。その苛立

ちを子供達にぶつけちゃう。問題を起こした子供の心に向ける余裕もな

いのが現状なんです。 

   －原因は何ですか？ 

「どの時代の文明も成長期を越えると出生率は減っていくんです。日本

も人口が減りつつありますね。社会を安定させるために結婚があり、結

婚を安定させるために性が抑圧されてくる。 

抑圧されると人間は弱体化してくる。そうした中で“おれたちは家畜

みたいに抑えつけられないぞ”と傷付き、もがきながらも立ち直ってい

く子供達の姿を見て、私自信も仕事しているなと実感するんですね」 

  －訪問診療だとお金はかかるでしょうね？ 

「訪問診療の場合は、旅費分を何家族かで分担してもらってますが、心

理療法に保険が使える時代になれば、医者でなくて心理療法士で十分や

っていけるんですがね…」（聞き手、横川和夫共同通信編集委員） 

 

４．この人 

ホテルフェニックスを買収した 

医療法人如月会理事長 水野昭夫さん 

 

      ２００２年３月２９日（平成１４年）  宮崎日日新聞 

 

 「この施設は障害者が人間らしく生活できるための空間として整備し 

ようと思います」 如月会が約１５年前から毎月発行している機関紙「内 

外通信」 新号に、自らこう記す。 
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今年２月、弁護士を介して６億円で購入した大淀川沿いのホテルフェ 

ニックス（宮崎松山２丁目）のことだ。「きさらぎ大空館」と名付けられ、

５月から高齢者、自立した精神障害者、身体障害者を対象にした介護ア

パートに生まれ変わる。同会が１９９９年１２月に開設した「如月こか

げ館」（入居定員６２人）は精神障害者が中心の中間施設的なアパートだ 

が、大空館（同１１０人）は高齢者が８割を占めるという。 

こかげ館の介護支援センターもここに移す。このアパートは病院や施 

設と違い、個室があってプライバシーが保てるし、管理されない。外出

は自由で、家族が来たら同居もできる。昼間はデイケアに行ける。入院

するよりずっと良い環境を提供できる」と自信を持つ。「ここの仕事に賭 

けている。僕も（大空館の）１１階に移り住み、今の市内の自宅は売り 

払う」という意気込みだ。「医療や福祉も行政に頼らずに自分たちで作っ 

ていくのが基本」と語る。「形式に陥っているマスコミと官僚は嫌い」と 

いう徹底した反骨精神は高校時代からという。内外通信では病院の収支 

報告まで公開。思春期の子供の心に寄り添い、「家族療法」を実践。往診 

で全国を飛び回る。鹿児島大学卒。都城市出身。５８才。 

 

 

５．旧ホテルフェニックス福祉施設化計画 

２００２年（平成１４年）６月２１日 宮崎日日新聞 
 

 宮崎市の医療法人如月会（水野昭夫理事長）が同市松山２丁目の旧ホ

テルフェニックスを買収し、介護アパートを備えた福祉施設にする計画

が浮上した。施設には軽度の精神障害者や痴ほうの高齢者らが入居する

予定だが、地元からは「観光ゾーンの魅力を損なう」「精神障害者と生活

圏を共有できるか不安」と、反対の声が上がる。「観光」と「福祉」、両

分野の発展を掲げてきた市側にあっても今は情勢を見守るだけだ。 
 
 「精神障害者が暴力を振るわないか不安」 「若草病院の移転計画も

聞く。全体的な計画が見えず賛同できない」。１５日にあった如月会から

の２回目の住民説明会。地元住民からは計画反対の声が次々に上がった。 
 計画中止を求める住民や、近くのホテル関係者らが「大淀河畔観光ゾ
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ーンを守る会」（甲斐典俊会長）を発足させたのは４月中旬。約１万６千

人分の反対署名を集めるなど活動を展開、県と市には観光資源保全を求

める要望書も提出した。 
 住民の一人は漏らす。「地区内は橘公園や温泉開発など、年月をかけて

整備してきた。福祉施設の重要性は分かるが、ここじゃなくても」 
 地域を観光振興重点地域として位置づける市側に対し、問題のホテル

を買収し、利用してほしいという思惑も住民の中にはある。 
 如月会が目指すのは、入居者が自由に出入りができ、健常者と触れ合

える開放的な施設。街中にあることが特色の一つになっている。自然に

多くの人と触れ合える環境が精神障害者治療に重要なのだという。コス

ト面などの条件も一致し、同ホテルの買収を決めた。 
 
 如月会が経営する若草病院（同市宮田町）の中江建夫院長は、住民説

明会の中で訴えた。「入居者は軽度の精神障害者と痴ほう高齢者、住民生

活に影響はない」「入居者やその家族による観光施設利用など、地域活性

化に協力できる」 
 中江院長はまた「住民の不安は当然。だが、精神障害者に対するイメ

ージが先行している。今後も要望があれば説明会を開きたい」と地道に

理解を求める。 
 今回の住民側の動きについて、ボランティアとして精神障害者との交

流を２０年近く続ける市内の女性は疑問視。「精神障害者への認識が足

りない。障害者施設を特別なものとせず、地域社会の中で受け入れてい

く必要がある」と指摘した。 
 市は、ホテルの買収を財政面からも考えていない。市観光商工部の緒

方正和部長は「納得いくまで話し合い、解決策を出してほしい。仲介と

いう形ならいくらでも協力する」と当面は第３者として見守る構えだ。 
 

：この住民説明会には私も出た。「精神障害者がこの当たりをうろうろさ

れるんじゃ怖いです。これから育っていく孫もいますし」と言われるお

婆さんの発言に対して、私は「そんな狭い考えでは良い孫には育ちませ

んよ」と高飛車に出て、顰蹙を買った。挑戦的で、威圧的な私の姿勢を

中江と事務長の坂本は抑えて、住民たちとの融和に努めてくれたのだっ

た。 
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６．白土俊明医師と私とのやり取り 

若草内外通信 ４巻４７号 １９９９年７月１０日 

 

      勤 務 ３ ヶ 月 目 の ○ と × 

                                 精神科医師  白土俊明 

   

Ａ  若草病院の○ 

    （何を今更と思われる方もおられるかも知れませんが、以下は今ま

でに私が経験した他の病院との比較と考えて下さい） 

１、開放的 

    （ケタちがい。他院なら絶対閉鎖から出られないようなＰｔが開放

病棟はおろか外来にいる） 

２、心理療法重視の姿勢 

    （この姿勢がちゃんとしている病院は全国的にもごく少数であると

思われる。 

      何故？  一言でいうと心理療法は労多くしてその割にお金になら

ないから） 

３、薬物量の少なさ 

    （ざっと言って平均的病院の医者の１/２から１/５の投与量） 

４、家族との関わりを重視する姿勢 

    （こんなに家族と面接したのは初めてです） 

５、デイケア部門の充実 

    （ソフト面） 

６、申し送りにＮＳ以外のスタッフが参加すること（貴重な情報源） 

７、ＣＰ、ＣＷ、ＯＴの絶対数 

    （統計資料はないが私の直感では患者数あたりの人数に直せば全国

でも５本の指には入るであろう） 

８、３６５日外来診療 

    （今はまだ受診者が少ないですが、夜間診療もいずれは軌道に乗る

と信じています） 
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Ｂ  若草病院の× 

    （とは言いきれないものも混じっています） 

１、病院および病棟の老朽化 

    （せめて外塗りだけでもなんとか出来ないか） 

２、病棟に面接室が無い事 

    （外来の診察室・面接室も空いていないことが多い） 

３、デイケアの狭さ 

    （こかげ館完成でかなり解消？） 

４、会議等が多くやや眠い 

    （重要とは思いつつ） 

５、会議等での発言が理事長に集中しすぎているきらい 

    （私自身も人前での発言はあまり得意な方ではなく偉そうな事は言

えないのですが） 

６、沈澱患者は決して少なくない 

    （個人的には 大の課題と考えています） 

 

  今回はいささか評論家的に若草病院の印象と感想を述べさせてもらい

ました。今後は私自身が若草病院にいかに貢献していくかが課題と考え

ています。 

 

       理事長室からの私の返事 

  

  こかげ館は着々と完成に向かっています。間仕切り等ができ、一部は

色などが現れ、完成の姿が見えるようになりました。現在、 高階であ

る９階の鉄骨を組んでいますので、８月には外観全てが完成するでしょ

う。 

  居室部分がほぼ姿を現しました。患者さんの居室は６畳となるのです

が、天井や壁の色などが決まって、その部屋に佇んだ患者さんの一人に

なって必要なものを考えています。先週は壁に洋服掛けのための板を付

けよう、板は色を塗らずに木肌のままにしてみよう、などと構想してみ

ました。 

  新任３カ月目の白土先生の「若草病院の○×」という文章を先に読ん

で下さい。○は「ふむふむ」ということにして、×に対して返答してお
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きましょう。 

     

①、病院および病棟の老朽化 

    （せめて外塗りだけでもなんとか出来ないか） 

    内外通信で何回か移転案、新築案など提出しましたが実行に至りま

せんでした。その 大の理由は経済です。職員の給料を上げること、

職員の数を増やすことを優先してきた結果です。 

   お化粧だけでも１億円は掛かりますし、安全面と内部の美化優先で外

観は犠牲にというわけです。今後とも、よほどの余り金がでなければ

放置されます。「中身で勝負」というわけ。 

②、病棟に面接室が無い事 

   （外来の診察室・面接室も空いていないことが多い） 

    ホテルを改造ということに始まった制約です。今後とも、病棟内の

面接室の新設は困難です。こかげ館完成で外来の面接室は２室増えま

す。 

    私自身は居室での面接、詰め所での面接、作業場での面接、野外で

の面接、自宅を患者さんと共に訪れての家族面接など、面接室の不足

はさほど強く感じていません。遊学舎での面接も可能です。 

③、デイケアの狭さ（こかげ館完成でかなり解消？）   

現在５０名～６０名のデイケアが手狭であることは歴然です。しか

しこれで基準面積はあるのですよ。東京の幾つかのデイケア施設を見

てきた私としては「まだまだ広いんですよ」と言えます。しかし宮崎

は広々とした空間の溢れる貴族の街。溝鼠の住む都会という街とは違

うのですから広げます。貴族達は呼吸も困難と感じているようですか

ら。こかげ館が完成したらほぼ２倍の空間となります。 

④、会議等が多くやや眠い（重要とは思いつつ） 

   もっと多かった会議を数年前に減らして残ったものです。適当に寝

ていて下さい。時々起こします。 

⑤、会議等での発言が理事長に集中しすぎているきらい（私自身も人前

での発言はあまり得意な方ではなく偉そうな事は言えないのですが） 

   これは「理事長、言葉を少なく」という意味ではなくて「もっと皆

で発言しよう」という全職員への呼び掛けと解釈します。 

⑦、沈澱患者は決して少なくない 
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（個人的には 大の課題と考えています） 

   このことこそは、こかげ館新築の目的です。 

 
 

Ｂ棚 
 

１. 診察室から、よりよい医療 よりよい宮崎 

         １９７９年２月７日発行  鉱脈社（宮崎） 

 

これは私の初めての出版です。地元の出版社からのものですが、嬉し

い体験でした。開業当初の私の心境をよく伝えていますので、いくつか

の文章を拾い出してみます。特に、宮崎日日新聞に連載した＜精神科診

療の窓口から＞にはかなりのページを使いました。マスコミと業界との

関係の問題を読みとって頂くための資料として。 

巻頭言の川口幸夫先輩は数年前に他界されましたが、私を大人にして

くれた男の一人です。田中広智氏と同じくらい僕の人格の修正に力を注

いで頂きました。 

（１）巻頭言  

ひ と つ の 道 程     川口 幸夫 

 「身を刺すような寒気が時折押し寄せて今、さざんかの季節。もうす

ぐ椿が分厚い花弁を開くであらう。５０年９月１日当院は開院した。そ

して３ヶ月。どうにか目的に向って進んで行くことはできそうである。

しかし目的地までの道程は未だ見当もつかない。さしあたり、歩いたあ

とだけしっかり見つめて迷わないようにしようと思う。」 
 これは１９７５年１２月１４日発行の“若草”第一号の若草医院院長

水野昭夫氏のあいさつであり、彼の宣言の冒頭文である。私はこの病院

機関誌を福岡県の勤務地で受けとり、深い感動をもって読み続けた。昭

和５３年１２月１４日の本日。まさに３年の歳月。私はそのたびそのた

びの感動と心のふるえを味わいながら機関誌の続報をいただいてきた。 
思えば第一号誌「若草医院の誕生」文で水野氏は《出合い》という章
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で私を引きあいに出している。以下再び氏の文章を拝借する。 
「合うべき時にあうべき人とめぐりあえる。これは幸なり。２９歳。生

誕したばかりの長男を身辺に帯えながら筆者はまだ進むべき道をもたな

かった。職場には俗物が溢れいた。割った心で話せず、社会の約束ごと

でしか交流できない、その中にはイチャツキと虚勢しかないのである。

そんな中で筆者は堅意地になりながら窒息しそうであった。筆者がＫ氏

と出合えたのは正にそういう時期であった。 
 Ｋ氏と出合えたのは、などと書いたが、酒が呑み交わせたのは忘年会

か送別会の程度。話と言えば独特なべらんめえ講釈
しゃく

をきかされ、時々答

えを強要されてはしどろもどろに答えるといった程度であった。 
《この出合いは昭和４７年３月。回想すればすでに６年前。田中、三木、

福田、大平氏と内閣は４度も交代している》」 
水野氏の文章を更に続けよう。ご勘弁下さい。当時私は宮崎少年鑑別

所所長でした。 
「筆者は週一回の非常勤職員としてＫ氏の職場に出かけて行き、そう

いう機会を得たのであるが、その週一回が筆者にとっては大砂漠の中の

緑したたるオアシスのように思われた。３０の齢、筆者は高宮病院へ奉

職することとなったが、この年まで週に一回づつＫ氏拝顔に行くことが

できたのであった。それまで筆者は嫌な奴とは全く交流することができ

なかった。べらんめえでどこにでも首を突込んで行かれるＫ氏の尻をつ

いて歩いていて筆者のそういった防衛壁が少しづつ融けていったようで

ある。Ｋ氏は４９年３月この地を去って行かれた。」 
 わずか２年の宮崎での生活。私としては汗顔の至りの賞賛をいただい

ている。昭和４年生れの私は当時４３歳。２９歳の熟練した精神科医・

水野昭夫氏を極めて低額の報酬で来所いただき、非行青少年の身体面、

精神面の診断、治療に当ってもらっていたわけです。そうです。この週

一回の正式の出合い。わずかな機会ながらも貴重な時間を共に過ごした

非公式、私的な出合い。当時２９歳の彼。３０歳の彼。どうして忘れる

ことができよう。彼は更に続ける。 
「Ｋ氏はこの地を去られる時、筆者に宮崎日日新聞へ連載記事を書く機

会を作って下さった。筆者はたどたどしく『精神科診療の窓口から』と

称して月曜日１回の連載を始めた。精神病とはどんなものであるか。精

神病院の現状はどうであり、いかなる改革が必要であるか、ということ
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を書こうとした………」 
 そこに災難が発生した。精神病院業界の反応であるが、この経過は省

略しよう。ああ私の愛する宮崎県の金星ともいうべき精神医学徒・水野

昭夫氏の精神疾患に対する哲学的考察を解しえず妨害する人たち。 
 水野昭夫、彼は生まれつきの精神療法家である。１９３５年のはじめ

に、フリーダ・フロム・ライヒマンはナチスドイツを去った。 
 彼女はユダヤ人であるが、自宅の壁にしるし（ユダヤ人であることを

標示する記号）を発見してアメリカにさびしく渡った。彼女は『普通異

常者といわれる人について、本当に異常なものは何もないと考えられる。

そのようにみえるものは、ちょっとした精神病理の歴史的発達があきら

かにされたならば、倫理的に了解可能となるかもしれないことを知って

いた人』（デクスター・バラード）である。知る人ぞ知るである。 
 フリーダ・フロム・ライヒマンは語る。『精神障害をもった人と、もた

ない人々との情緒的精神的経験と表現のしたかのちがいは、量的なもの

にすぎず、質的ではないということである。』 
彼女は人間的にも魅力的な婦人であったが、実践的な精神医学徒とし

ても正当であった。ライヒマンは内面的精神療法を追求した。彼女の追

及は『精神医と精神科の患者という二人の人間が、患者の人生のやっか

いな局面を一緒に理解し、そうした局面やかくれたその原因を患者の悟

りにまでもたらし、彼の生活上の難問を、除去はできないにしても軽減

してやるという目標のもとに、会話、身振りおよび態度による交流（コ

ミュニケーション）をすることである。』 
新進気鋭でかつ練達者である水野氏は、現代の精神療法家として、い

かなる理論構築・立場をとるかは知らない。知らないのは私の不勉強の

せいであるが、幸い私は彼の精神構造を知っている。それだから残念な

事態になったのである。 
 彼は宮日の連載を短期でやめた。ライヒマン女史はドイツを去ること

になるが……。続けて彼は書く。 
 「男として何たる屈辱であったろう。その時〈やはり開業せねばなる

まい〉と考えたのである。 
 Ｋ氏は転任先から〈北九州へこないか、城野の医療刑務所というとこ

ろへ押しこんでやらう〉と言って下さった。筆者はコンクリートの壁の

中で本を読んで行き、受刑者と接し、論理の遊びをすることへの魅力も
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強力に感じていた。しかしニタニタ笑っているＫ氏はすすめながら、〈ソ

レデイイノ？〉と目の奥から言っていたのだ。」 
 
 矯正施設(少年鑑別所・少年院・婦人補導院・各種刑務所)では精神科医

＝正統派の＝がのどから手が出るほど欲しい。水野氏が心の奥底から欲

しかった。しかし、宮崎県はナチスドイツであってはいけない。ライヒ

マン女史のように追放させてはいけない。海外にシップ・ドクターとし

て旅し、精神に傷手を受け苦悩のどん底にある犯罪者・非行少年をも知

っている水野氏を、いまこそ新生日向の里の「太陽と緑の国」の宮崎の

野に置くべきである。 
若草医院は更に発展するときく。よき家族よき医療職員に恵まれた水

野昭夫氏よ。私の愛する宮崎で｢あなたなり｣の精神科医療に精進してく

ださい。病院経営をしてください。第一号で水野松子氏も書いている。 
「私達の目標は、より良い医療、より良い宮崎である。現在のところ経

済的にかなり困難であるが、くじけることなく突き進んでいきたい。職

員にも苦労をかけるであらうが共に進んでいきたい。」 
 世の中、一見、性悪人間に満ちているようにみえる。『性悪人間が、雨

にうたれ風にまかれて生きて行くあいだに、あっというような“虹”を

見せるのである。（山田太一）』 
 私は３０年間、矯正施設に勤務していわゆる性悪人間を数千人数万人

みてきた。しかし、私は絶望しない男である。悲観主義者でない。水野

昭夫氏は長年心理学を勉強してきている私にとっても も大事で も教

えてほしい関係領域の理論家であり、実践家である。私の愛する宮崎の

地で大いに活躍し、大いに発展し、大胆に積極的に意欲的に発言し、行

動して欲しい。誰にも遠慮しないで欲しい。 
 あなたほど優しく自省心のある男はいないからである。 
 

（２）＜まえがき＞ 

 私が医学部を卒業したのは昭和４３年である。この年からインターン

がなくなって卒業と同時に医師国家試験を受けることになった。医師免

許証を見ると４３年８月１２日が免許交付の日付である。医者となって

１０年の月日が過ぎているわけであるが、技術・知識は遅々として進ま
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ない。何をするでも満心の自信をもってことにあたるという域にはなん

とにも程遠い。 
 しかし、それでも私は医者として生きて行かなくてはならない。それ

は第１にはもちろん『自分自身のオマンマを食べるために』であり、第

２には一寸うぬぼれにきこえるかもしれないが、『良い医者が少なすぎ

るから』である。 
 大学の基礎医学の２年の頃であったろうか（一般の大学４年生）、ＮＨ

ＫのＦＭ放送が鹿児島にもようやく届いて私は真空管のラジオを毎朝毎

晩大切にきいていた。目をさますとまずラジオのスイッチを入れる。そ

して番組予告でベートーベン、シューベルトがあると学校は休み。医学

の本よりトーマスマン、小林秀雄、夏目漱石などの文学本の方が多かっ

た。 
そしてリュックに水彩画の道具を背負っては霧島山に登っていた。青

と緑と白とほんの少しの黄色、それに水をたっぷり。なかなか画用紙が

かわかないので線がひけるようになるまで待つことができず結局見れる

絵はあまり残っていないのだが、空カンで雪をとかして作った洗水。赤

松林。錦江湾の上に浮んだやさしい桜島。 
そんな思い出の中から「あなたは早く医者になる道をやめなさい。医

者になるには一番ふさわしくない人みたい」という声がきこえてくる。

「平和が良いのか戦争が良いのかそりゃぁわかったことじゃないよ。暇

をもて余してのんべんだらりとしているよりか、銃を手にもち生きるか

死ぬか１００パーセントのエネルギーを燃やしているヴェトナムの今の

方が幸せなのかもしれないよ」と、私が言ったのに対して返ってきた赤

松の林の妖精の言葉である。 
 私は今でもこの言葉はどうやら真実ではないかと思う。だから良い医

者が増えてきたらなるべく早くやめた方がいいと思っているのだが、そ

の日が近そうには思えない。 
 精神医療に限らず医療全般があまりにも多くの困難、問題をかかえて

いる。私達が医師免許を取得した頃には全国で年間３０００人の医師が

誕生していたのであるが、現在では約、６０００人と倍増している。医

師数の増加はいろんな解決を与えてくれるであろう。しかしそこには、

問題提起と個々の医師の良心の喚起が常に必要である。 
 例えば宮崎にも医科大学ができて、そこに属する医師団の数の分医師
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数が増えた。ここの医師の多くは民間病院の加勢に出かける。教授・講

師クラスは月に１、２回病院を訪れ病棟回診をする。平の医局員は夜間

当直をする。そして民間病院の実態を知るに至るわけである。ところが

今までのところ、この人達の間から唯一つの問題も提起されていない。

病院から受け取る多額の謝礼が口をつぐませているのだとすれば、医師

としての良心にもとるのら犬どもということになろう。 
 営利主義の犠牲下の患者達、低賃金重労働の民間病院従業者達、准看

は看護婦じゃないという考えなのか日本の看護婦の七割を越える准看護

婦（多くは民間病院）に全く手をさしのべようとしない日本看護協会。

労働者の味方の中心であるはずの社会党が組織労働組合の官僚主義、エ

ゴイズムに腐敗しきっていて未組織の医療従事者の実態を知っていてし

らんふりをしている事実。皆に知ってもらい改革への手助けをお願いし

なければならないことが山程ある。 
 今時間があればゆっくりとわかりやすく書いてみたい。ところが時間

がない。だからといって放っておくわけにもいかない。そこへ幸い本棚

の隅っこから昔書いた新聞の連載ものが出て来た。かなり不充分なもの

ではあるが、これらを小冊子にしてみてもいくらかの心を伝えることが

できるかもしれないと考えた。 
 
 １部は西日本新聞に５１年の６月より５２年の１２月まで書かせて頂

いたものである。役人、教師、警察それに社会党への悪口がいっぱいで

てくる。それはそこに期待するからこその言葉なのだとよんで欲しい。 
 
 ３部は宮崎日日新聞に４９年３月より６月まで、精神病院協会の圧力

でスタイル変更を迫られながら書いたものである。精神病患者が私達と

異質のものではなく同じ時間・同じ大地の上に住んでいる隣人なのだと

いうことを理解してもらうために始めたのであるが、不満足な連載に終

ってしまった。この３部はなるべく早い時期にもう一度スタイルを整え

て出版してみたいと考えている。 
 
 ２部は昔勤務していた県立富養園の機関誌の第１号に載せたもので、

確か昭和４７年である。女性の名前がイニシャルで出てくるが、アルフ

ァベットを一寸ずらしてこのまま残しておくことにしよう。政治的に左
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の人からは、隠れミノで腹黒さを被ったえせ革新家だといわれることが

ある。右の人からは無下もなくアカだと言われる。えせでも、アカでも

ないことを知ってもらうこともこの小冊子の目的だから。 
 
 ４部は「市民の健康を守る会」の機関誌に発表したものである。「心を

開いて語りあい、力をあわせこの宮崎をよくしていこう」とよびかけて

下さる人が一人でもでてくだされば、この冊子の出版の意味があるとい

うことになる。 
 宮崎の空は決して観光客のための空ではない。フェニックスが宮崎の

街中をうめつくしているのを私は実にいまいましく思う。これは宮崎人

の他所のものへの劣等感の表れでしかないからだ。宮崎は私達の街なの

だ。私達の頭で、私達の感覚で、私達自身のもので、この生活の舞台を

創り直して行かなくてはならない。 
 福岡在の川口幸夫大氏からお忙しい時間をさいて激励のお言葉を頂い 
た。随分と冷やかしの言葉も多いが、恥じ入りながらそのまま巻頭のお 
飾りとさせて頂くことにした。   
  コールフロイントの第１２回定期演奏会をきかせて頂いたあとで。 

５３年１２月１３日 

 

（３）西日本新聞への連載記事から数編 
・・・・私の個人史の再確認を兼ねて・・・ 

 
  新聞と警察と教育者  昭和５２年１月２３日 
 
 今年の正月もわが医院は忙しくて、お屠蘇（とそ）気分を味わうこと

はできなかった。往診がてら回るお屋敷や団地や田園地帯の中にも、正

月らしい子供たちのハシャギ声をついぞききとることができなかった。 
 日本から祭りが消えたと言われ始めてから久しい。そして、その言葉

に追われてか、新興お祭りがあちこちに試みられている。しかし、どこ

でも笛は吹かれるが市民は踊らない──といった状況のようだ。 
 感情を時々心の底から発散するといった余裕すらもてない状況に現代

人は追い込まれているのだという弁護には一理があろう。しかし、その
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弁護にすがるのは甘えではなかろうか。それこそが非感動的で、小利口

な現代人のかわいそうな論理であろう。 
 昨年末あたりから頻発している少年少女たちの性的非行及び犯罪の元

凶として、ポルノ雑誌が指摘されているようであるが、雑誌そのものは

行為に至る心理を作る大きな要因とは思えない。 
 性に目ざめかけた好奇心の強い少年少女たちにとっては学校の教科書

の中の『白鳥の湖』のバレリーナの写真だって、欲情をそそり、婦女暴

行、殺人への遠因となり得るのだ。性犯罪をひん発させている原因は、

ポルノ雑誌をはこびらせている現在の社会状況そのものだと言ってよい

であろう。その中から三大犯人をあげると、皮肉なことにそれを大々的

に報道している新聞と、取り締まっている警察と、子供たちの教育者で

ある。 
 新聞は低俗雑誌の広告を反省の色もなく繰り返していることで大いな

る犯罪者である。低俗雑誌の出版を禁止することはできないが、読まな

いこと、流通機構を提供しないことで抑えることはできる。ところが、

購読へのよびかけの場を提供しているのだ。ここでも筆者は、雑誌が出

回ることを指摘するのではない。こういった低俗誌へ天下の公器が市民

権を与えている──ということが人々へ与える影響を言いたいのである。 
 性の解放が言われるまでは、この種の雑誌の広告はチェックされてい

たように思う。性の解放に名を借りて新聞も低俗化してしまったと言え

そうだ。そしてそれは性をむしろ汚ない片すみへ追いやって性犯罪の温

床をはびこらせる結果となってしまった。 
 警察及び教師たちの罪はその管理主義的、権威主義的やり方の中にあ

る。『オイコラ、信号を見ランカ』というかわりに『何を考えてますか。

信号は赤ですよ』というだけの心の余裕があったら治療的だ。『たばこを

吸った。喫茶店に行った。３回も注意したのにもうダメだ』──退学。 
 それにまだ続いている廊下に張り出される成績順位表。刑罰がこわい

人間ほど管理しやすい。欲の強い人間ほど誘導しやすい。しかし管理さ

れた人間の中からは、心の底からの感情のわきあがりは求めることがで

きない。欲望はこずるくゆがめられ、無気力になるか、さもなくば犯罪

へとつながっていく。 
 

  規則は何のためにあるか  昭和５２年９月１９日  
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 人間はだれでも自由でありたいと思う。野に咲く花、空を飛ぶ鳥、清

流をのぼる魚、こんなものに託してよく自由は夢みられ、待ち恋われる。

人間の存在には、さぼどに制限がつきものなのである。しかも残念なこ

とに、多くの必然的な制約に加えて、人間社会はさらに多くの人工的な

制約──規則を必要とするようである。 
 例えば車の運転を考えてみよう。車は空を飛べないし、水の中も行け

ないという制約のうえに、一方通行、信号、スピード制限、酒気帯び運

転禁止など──の制限がある。これらは設けられた方が車の流れがよく、

人命を傷つけずにすむからという社会的便宜のための規則である。これ

はやむをえないことだが、規則が時々一人歩きを始める──となると問

題である。 
 我々市民の健康を守る会の会長──田中広智氏はこの度、酒気帯び運

転の罪名で検挙されたことをめぐって裁判を起こすことになった。氏は、

前日に酒を飲み、翌朝出勤のところを酩酊運転の一斉取り締まりで風船

をふくらませられることとあいなった。当の警官は、変色指標が規定を

越すということで酒気帯び運転と判断し赤キップを切ったらしい。 
 田中氏が略式裁判へ出廷すると『２万円の罰金を払いなさい。さもな

くば正式の裁判に訴えること』と有無を言わせない言い渡しで、尊敬す

べき氏は裁判に及ぶことになった。 
 多くの人は面倒くさいことをするよりか、２万円くらいなら払ってし

まおうと思う。しかし、こんな事を許しては警察という我々市民の護衛

に当たるべき諸氏を退廃させるばかりだと判断し、このような手段に及

んだのである。つまり酒気帯び運転が取り締まられるのは、人命の危険

を犯さないようにすることである。その危険性が予見されない時には、

取り締まり対象とはならない。 
 例えば田んぼの中の交差点があったとしよう。交通量の多い時には、

信号は交通の流れを良くするのに役立つ。ところが、交通量の少ない夜

間においては、それは逆に交通の流れを邪魔するものでしかない。車が

全く来ない田んぼの真中の交差点で、信号が赤だからといって止まって

いる車があったとすれば、その車の運転手は全くの形式主義者と言いた

い。 
 それと同じく風船の指数が規定量を超したから、即刻めいてい運転と

して検挙するのは、形式主義といえるであろう。規則は、人間の社会生
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活をスムーズにするためにあるのである。警察は人々に規則を守らせる

ようにすることが義務であるが、規則のこのような由来を決して忘れて

はならない。宮崎地方裁判所において田中広智氏の裁判が行われるが、

いかなる判決が行われるか注目したいものである。 
 

（４）宮崎日日新聞への連載「精神科医療の窓口から」 

 
 

１．昭和 49 年３月１８日（月曜日） 

 
 精神障害者は世間の誤解と偏見の中で社会の片隅に追いやられています。

「精神病とは何か」という問いは「人間とは何か」という問題と同じように答えはす

ぐ目の前に出されるほど簡単なものではありません。しかし、「あなたの中にも、

いつ成長して精神を揺るがし始めるかもしれない病態が潜んでいる」ということ

も厳とした事実です。この連載シリーズは、豊富な症例を克明に取り上げ、さら

に論考を深めていきます。精神病は「あなたのラチ外」の問題ではないのです。

「人間とは何か」ということと同じ基盤の上に立っているからです。 

  筆者 水野昭夫氏は昭和１８年都城生まれ。鹿児島大学医学部卒。昭和４５年県立富養

園・精神科医。現在、宮崎高宮病院副院長。宮崎少年鑑別所非常勤職員。 

 

症例 1〕 顕著な妄想がありながら 

      人格は保たれており社会生活を送っている例 

 国立大学卒、昭和 7 年生まれ。発病は大学卒業の前後と思われる。大

学卒業後約 1年間高校の教師として勤務していたがその後は自宅で生活。

廊下の掃除、ふろのまき割り、買い物程度の仕事をするだけであり、定

期的に病院外来に通い医師と面談する以外には、一般社会との交流はご

く表面的段階にとどまっている。昨年の某日のカルテから面談の 1 部を

抜き書きして症状を紹介しよう。 
☓          ☓          ☓ 

「どうですか？……大変ですわ。よくないです。 
 どういうこと？……夜もザワザワ声がかかって眠れないし、昼もなか

なかやまない。 
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 いろいろ考えたりしない？……いろいろものを言うんですよ。頭のこ

こらで（頭頂部）。遠くの人と話をするんですよ。脳は考えるとこ

ろでしょう？ ところが考えることが声になるんです。結局話を

するんです。・・頭の中で。 
 知らない人？……知らない人。名前も言わないしどういう素性かも知

らない。それが適当にニックネームをつけて話をするんです。しか

しそれは他人にはわかりませんよ。 
 どういうことを話すの？……病気のことですね。おかしいことを話す

時もあってそんな時には笑うんですよ。空笑いですね。（自分でも笑

いながら）むこうの要求として早く死ね。もう用はないから早く死

ね。というんです。僕はそれはできないというんですよ。 
普通の人は考えるのに僕は話をするんです。すると頭の中は空っ

ぽになって、もう社会のことも何のこともわからなくなってバカに

なってしまうんです。……天井よりもっと高いところから話してく

るんですよ。20 メートルくらいかな。高さで。そこに 1 人。50 メー

トルくらいのところにあとの大部分がいてですね。 
 全部で何人？……10 数人ですね。数えたことないですけど。 
 それはだれだろう？……日本人の祖先ですね。人間には想像もできな 

いような機械があるんですよ。それで人間の頭をひっぱって話しか

けるんです。その人たちは無色だから困るんですよ。空を見てもど

こを見ても探せないんですよ。原子核など皆、無色ですね。何を見

ても白色か無色ですわ。 
 お父さんたちと話していて変なことはない？……そんな時には 1 人で

ソッと出て行きます。ほとんど黙って話を聞くくらいしかできませ

んね。 
 現実の世界には興味ない？……それはありますけど、むこうがさせて

くれないんですよ」 
☓          ☓          ☓ 

 以上──本例はだれが読んでも明らかな妄想であり奇異な症状と思う

であろう。幻聴、思考化声（考えることが声になってきこえると述べて

いる症状）幻視らしい症状まで含まれている。しかし、引用のごとく対

話を行うことができ、社会の中で特別の問題行動を起すことなく自己を

律して行くだけの人格を保っている。 
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この人は妄想および幻覚について話さない限り往来では異常性に気づ

かれないであろう。しかし社会の中での問題解決は全く消極的なやり方

で行われ、自己のほとんどの関心は自己自身の精神界の中に閉じこめら

れてしまっている。 
 
 

2. 昭和４９年３月２５日（月曜） 
 
〔症例 2〕 現実性の乏しい思考であるが 

        社会的興味はありよく町を徘徊している例 

 
 昭和 25 年生まれ、県立高校 2 年中退──発病はこの前後と思われる。

意欲減退が主症状であるが妄想気分もあったらしい。このころのことを

「人とも遊ばず、勉強ばかりしおった。そしたら頭がボヤッとしてきて

……。学校に行っても人とも話さずにボヤッとしているから人が変人あ

つかいしおったですわ」と回想している。後、幻覚妄想を来し興奮性が

見られ数年の入院治療を受けている。現在は通院治療中である。現実性

の乏しい思考、無為、徘徊（はいかい）などが目立つが、よく人は観察

しており、冗談口をたたくのは得意である。面談の 1 部を紹介しよう。 
☓          ☓          ☓ 

６月 13 日 
 （夜ねむれないというので） 
 考えごとがあるんでしょう？……ハイ。 
 どんなこと？……いろいろ。衆議院に立候補しようかと考えたり。 
 どうして出るの？……車をのり回そうかなあと思って。 
 今は何してるの？……今はブラブラ。 
 じゃなれんぞ……そのうち、なれるでしょう。そのことを考えゆっと

夜がねむれんごなっですよ。緊張してですね。 
６月 20 日 
 （ニタニタ笑いながら入室して） 
 女ん子にもてんですが……。声をかけてん返事をせん。 
 ブラブラしておらずに仕事をしなさい！……ハイ。 
 どんな仕事ならできそうか？……重役なら。 
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７月 11 日 
 どう何してる？……ブラブラ。 
 何をしてブラブラ？……喫茶店に行くとが仕事ですよ。（ヘラヘラ笑

いながら） 
 掃除やら洗たくしてるか？……いやおフクロがすっですよ。僕は政治

の方が好きですから。今度の衆議院には立候補すっですよ。1000 万

あればよいでしょう。佐藤栄作からもらいますわ。 
８月 29 日 
  薬のまんごつなったら、また暴るっでしょうか（と問うので） 
 うんあばるっと（暴れると）思うな。……勝手にあばるっとですよ。

頭がナンブ止むごつしてん（どんなに止めようとしても）止まらん

とですよ。もうあんな恐ろしこつはいやですね。頭が勝手に動き始

めると、幻覚がわくとですよ。人が 5、6 人集まってかい（集まって

から）オレんこつ話しおるような幻覚がわくおとですよ。 
 ある日「政治家になる勉強もせしゃいかんな」というと彼は「政治家

になるには 2 枚舌の練習をすればいいとですよ」と答えた。 
10 月 18 日 
 （タバコをのむと心臓がきついと言うので） 
 たばこは止めなさい！……そげん恐ろしこつ言わんでください。体ん

こつ考えてくださっとはわかるけど……。芥川龍之介は 1 日 200 本

すおったっですよ。毛沢東はパーキンソン。あれが死んだら中国は

どうなるかわからん。 
11 月 21 日 
 （自ら）精神科の先生は若いですね。この世の華を見ているからでし

ょう。 
この世の華というと？……精神病患者というのは神様がいたずらしたこ

の世の華ですよ。昔は精神病はナマケモノと言われちょったでしょう。 
君自身も病気だと思う？……思いますね。色気違いですよ。町歩いても

だるっですね（疲れますね）。緊張すっとですよ。じゃかい（だから）

もう 近は出らんとですよ。 
そうか。……はい。精神病ちゅうのはなかなか治らんですね。院長は儲

かっですよ。 
12 月 19 日 
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  家の中ばっかりいると視野が狭くなって見えなくなってしまう。だ

から出らんつもりだったけど毎日町に出るとですよ。日曜日も行きま

す。 
毎日出勤ですね？……ヘッヘッ。今でも彼は毎日町を歩いている。 
 
 
 

3. 昭和４９年 4 月 1 日（月曜） 
 
〔症例 3〕 幻覚・妄想症状の豊富な症例  
 
 昭和 21 年生まれ。男。昭和 46 年発病。2 回の入院治療後、外来通院

を続けていたがパート的仕事から本就職して以来、不眠、小さな物音が

気になるなどの症状が出始めた。薬物を増量したが症状は悪化し、拒食、

緘黙の状態となり入院に至った例である。入院時は幻聴かあるらしいが

全体として抑制されて黙りこくっている。質問に対して「ハイ」「イイエ」

程度にしか答えられない。表情は乏しいが感情交流はできるという状態

であった。 
 ところが翌日から幻覚妄想性の症状が激化した。看護者の記載による

とだれかとしきりに話し合うようにつぶやいたり、うなずいたり笑った

りする。食事は立ったり座ったりして落ち着きがない。午後になってか

ら「電波は消えました」と言ってきたが、その後小首をかしげ手で頭を

たたいてみたりして突然「またはいった！」と叫ぶ。廊下を突っ走り鉄

のドアに衝突するなどの妄想の基くと思われる症状が起り始めた。 
 入院 3 日後の筆者との対話を紹介しよう。 
 
 ……もうよくなりました。昨日までボンボン入りおったけどもうとれ

ました。 
 何が？……幻聴が。やっぱり寝不足かしらんけどボッとしていますわ。 
 幻聴のこと話してくれないかな？……スパイじゃの神じゃのと入りお

ったですよ（恥ずかしそうな笑いを浮かべながら）。 
 君のことを？……ウン、頭の中に人が入っているような気がしたり、

人が小さくなって（看護者の記載によると、「○○が目の中で写真を
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撮っている」と言いながら右目を押えるなどの行為が見られたらし

い）。 
 人間が 5人入っているとか言っていたらしいな？……うん、そうそう。

そんな気がした。幻聴がポンポン。（恥ずかしそうに） 
 
 午前中幻聴体験が激しいかと思うと午後は治る。かと思うとまた夕食

後に突発するというような日が続いた。 
 その後部屋に帰り着衣を脱いでは着、脱いでは着と繰り返す。しばら

くすると放心したように突っ立っている──というような状態であった。

2 日ほどは煙草の要求をする程度で気抜けしたような状態が続いた。ほと

んどしゃべらない。それなのに掃除の手伝いなどしようとしたりする。 
 入院 6 日目になると職員および同僚の患者に対して被害妄想をもち始

め職員の詰め所に走り込んできて「体が大きいかと思ってのぼせるな」

と言い看護者に手を振り上げる、患者に殴りかかるなどの症状に及び保

護室を使用せざるを得なくなった。 
 
どうですか？……おちつきました。 
人を殴ったりしたのをおぼえている？……おぼえています。 
どうして殴ったの？……何か自分がばかにされたような気がしたもんだ

から。実際は違ったのかもしれんけど自分でそんなふうに受け取って

から……。 
またきこえたんだろう？……ええ、しばらく。しかしもうとれたようで

す。 
 
 その後、経過は順調に上向いていった。他患の面倒を見てくれたり、

バレーに興じたりすっかり元気になったという印象のする日が多くなっ

たが、時としてぼう然とした表情を見せることがあった。 
問うと「窓の開閉が気になる」と述べる。入院初期に水道の音がだれ

か話しているように聞えるとか、ドアの開閉の音が人の声のように思わ

れると述べていたが、やはり幻覚症状の残存であったのであろう。不安

ながら 10 月末に退院させたが本例は失敗であった。1 ヵ月の後再び不眠

を訴え再入院することになってしまった。 
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４．昭和 ４９年 ５月８日 

 

精神病院協会からの抗議 

 さて以上３つの症例を読んでいただきました。多くの方々は精神病と

いうものは壁の向こう側のもの、ワケのわからないものと考えているよ

うです。それがそうではなくて、同じ時間に同じ街の中に同じように住

んでいるごく近隣のものなのだ、ということを知って頂くためには、患

者さんが読者の目の前に現れるように表現する必要があると考えて症例

という形をとったのです。 
百聞は一見にしかずと言いますが抽象的な表現をとるよりか具体例の

方がわかりやすい、それも症例が多い程よいと考えたのです。 
 〈ところが、精神病院協会の方から「患者のプライバシーの侵害であ

る」、「即刻中止しないと宮崎県内では精神科医として協力できない」と

の抗議をうけました。私には何んとしても理解のできないことです。〉〈こ

の項は新聞ではカット〉 
 たしかに、「これは自分のことではないか」「これはだれだれ君のこと

じゃないか」「今度は自分が書かれるのじゃないか」そういう想像がある

種の患者さんにされて、ある程度の不安をひきおこすであろうことは考

えられます。「しかし、自分を他人から隠したい」「病気をしたというこ

とを人に知られたくない」「もしかしたらバレルのじゃないか」……など

と心配するのは病気にとってよくないことです。 
「そういう心配は捨てて、早く強くなりなさい」と勇気づけることが

精神科の医者の仕事のはずなのです。 
 精神病の患者さんにはよく、「テレビで自分のことを言っている」「新

聞に自分のことが書いてある」「近所の人が自分のことをうわさにして

いる」などの形の妄想が見られます。他人に自己が見られることに対し

てある種の患者さんは非常に過敏でありますが、それを正すことがまさ

に精神科医の仕事であるのです。 
 しかし、いたずらな波及を避ける意味から、具体的な症例は減らして、

ここではつぎのような問題を取り上げて論を進めていきたいと思います。

予定している論題は 
① 社会的事件と精神障害。 ② 治療について。作業療法の必要性。 
③ 患者の家族の問題などです。 
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「患者が病気のことを隠そうとすること」「家族が自分の家系に精神

病者のいることを隠そうとすること」──それらについて考えを進めて

いくと、そうさせる 大の原因は社会の精神障害への偏見であるという

結論に至ると思います。それを取り払うことが今緊急に必要なことであ

ると思うのです。〈精神病院協会はそのために何をしようというのでし

ょうか〉                〈この項は新聞ではカット〉 
 
このあと１０回の連載で終わるのですが、二回分だけ掲載しておきま

す。 
 

昭和４９円年 5月１３日 

 
精神病院の現状 

 約 4 年程前に WHO の顧問として日本の精神医療を調査した D・H・

クラークは次のような精神病院批判を残しています。 
＜日本では非常に多くの患者が入院し、たまり、長期入院による無欲状

態に陥っている。……多くの医師は器質的な問題にのみ目を向け、身体

的治療を行ったり、カルテを作成するといった伝統的な医師の役割だけ

に、専ら自分たちの責任を限定している。看護婦たちも自分たちの責任

が患者を社会復帰へ向かわせる活発な指導や、その促進にあるとみなす

より、身体的看護を施すことにあるとしているように見えた。多くの病

棟は必要以上に閉鎖され、患者はここで長い生涯を希望もなく送り、病

院ボケに陥っている＞ 
 4 年後の今日でも精神病院の実態はさほど改善されていないように思

われます。現在の精神病院治療の順序を大まかに述べると次のようにな

ります。 
① 幻覚、妄想、興奮等の症状をおさえるために向精神薬を投与する。 
② 症状が鎮静すればレクリェーション、作業療法、その他の人間的接

触を積極的に施し、1時期混乱した精神機能が復調するのを期待する。 

③ 宅への外泊を試み、病院という風波の立たない温室の中から、現実 
の社会の中に出ても動揺しないことを確かめた上でなるべく早めに退

院にもっていく。 
④ その後約 1 年から 2 年の外来への通院を指導し経過を観察。 
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 上記の過程で 1 番問題になるのは①から②へかけての過程です。宮崎

県下の精神病院の中には病状がよくなっても、病院の儲けのために退院

させないというような悪徳病院はないと思いますが（注・これは新聞社

へのお体裁。実際はいろんな手段で故意に退院が伸ばされている病院が

多い）、先にあげたクラークの指摘のごとく、治らないで入院が長期にわ

たっているという病院はざらにあるように見えます。それは主に①から

②へかけての治療過程での治療人員の不備ということに負うものが大で

あると思います。人員の不備ということを補うために、いろんな方策を

講じなければならないのですが、それが大きく治療の障害になっていま

す。むしろ病状を悪化させてしまう結果になっているものもあると言っ

てよいでしょう。 
 例えば保護室、抑制帯というものがそれです。症例③で紹介したと思

いますが、妄想に基いてある患者が自分をばかにしたと思い込み暴力に

及ぶというようなことがある場合、現在ではどうしても錠をかけられる

個室の中に閉じ込めておくという方法をとるしか手段がありません。そ

うでなければ手足をひもでしばる（これが抑制帯です）。これが人員に余

裕があれば、そういう妄想状態の患者に付きっきりの看護人をおいて、

暴力行為に及ばないようにするということができるわけです。ところが

現在ではそんな余裕はとうていありません。 
保護室に入れた患者はますます症状が悪化していく場合があります。4

方壁という狭い部屋に閉じ込められれば当然のことでしょう。解放も難

しいと考えていた患者が保護室から解放してみると急に症状がよくなる

場合があります。これは正に閉じ込め拘束したということが作った明ら

かに人工的な症状であるわけです。しかし他の 99 人の患者の治療のため

には、やむを得ないというのが現状なのです。 
 治療人員が足りないということの原因は何か──それは病院のもうけ

主義であると結論される方も多いでしょうが、実はもっと大きな国政の

段階での精神科医療への不理解が 大の原因であると思います。しかし

現状は現状なのでありその中に精神障害者はおかれているのですから、

今できる 善のことをするしかありません。そのための努力をしている

病院は少ない。精神病院協会はその逆の方へ動いているように見えます。 
  ＜この項カット＞ 
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昭和４９年６月１７日 

 

「病める心」連載を終わって 
 

 この連載を始めたのは時折温かい風が渡り木の芽のふくらめ始めた３

月の下旬でした。再び新しい生命が息吹き始めたそんな季節に、過ぎし

一年に接した患者さん方を振り返りながら、この連載を始めたい気持ち

になったのでした。 
 ある患者は自分が精神病院に入院していたということがばれるのでは

ないかという不安をいつでも持っていて、それが再発への動機となって

いました。ある患者は十分社会復帰できる能力があるのに家族の無理解

から家の中に閉じ込められたままでした。それは患者を保護しようとす

る姿勢であるよりか自分の家に患者がいるということを世間に知られた

くない──という家族の自己中心的な考えの方がより強く感じられるも

のでした。そして本来は治療の場であるはずの病院で、実は症状が慢性

化されいわば適切な治療が十分施されないまま放置されているという現

実。これらのことがぜひとも皆さんに精神障害者への理解を寄せていた

だかねばならないという気持ちをかりたてたのです。 
 精神障害というものはやはり重篤な病であり、そうたやすいものでは

ありません。人間としての極限の努力を要する病であると言ってよいで

しょう。数日前にこういう例がありました。 
 ２５歳の男性で、完全な幻覚妄想状態にある四次元の世界から自分を

おどしにくる──「夕べも自分をのぞきに来た。ガラス戸に手の跡があ

るのがその証拠だ──しかも自分をおどすためにわざと手跡を残して行

ったのだ」。「天井から見張っている。ひそひぞ声が聞こえた。自分の体

のことを大きいことは大きいが男性らしさがないというようなことをし

ゃべっていた」─などの訴えがあり、おびえ、警察に電話して救助を求

めるなどの行為に至り、家族から入院依頼があって診察した例です。筆

者が入室するといきなり「あ、この人です。昨夜短刀を突きつけようと

した人はこの人です」──とわめきおびえ診察は到底できない状態でし

た。接触をとろうと努力しようとすればする程、彼の妄想─筆者が四次

元の世界からやってきて医者に変装しているくせ者だという妄想は強化

されて行ってしまうのです。 



258 

 258 

 筆者は入院への説得をする──ところが彼はますます身構え、おびえ

母親にすがりつこうとするのです。ところがそんな極点で突然母親は号

泣し始めました。その心底から出た母親の号泣が彼を一変させたのです。

彼は一瞬たじろぎぼう然と自分にすがりついている母親を見下しており

ましたが、直後にはっきりと「自分は先生を見間違っているのかもしれ

ません。私が間違っているのかもしれません。入院させてください」と

申し出てきました。 
この例は筆者には強く感動的でした。この例の力となったものは極限

まで手放すまいと努めた、母親の愛の力であったと言えるでしょう。私

らはこの極限まで耐えるということは難々できないものです。そこで前

例の入院説得の場合でも、えてして催眠剤や有無を言わせぬ強制に頼り

がちになります。なるべく安全に、そしてなるべく手間のかからないよ

うに──ということが、患者のよりよい治療のためにという考えよりか

優先させざるをえない結果になっているというのが、精神医療の体制の

現状であると言ってよいでしょう。 
 現状を改革して行くということには並々ならぬ努力を要するものです。

現在の日本の精神医療の九割は民間精神病院に依存しているのですが、

これは公立病院と違って営利性ということを度外視して運営することは

できません。しかし営利性ということが病院本来の責務である治療性と

ということを犠牲にしすぎるとすれば、それは問題となるわけでありま

す。 
精神科医療の現状を改革するための努力は各方面からなされています。

日本精神神経学会はその学問的立場からまた精神病院協会は民間病院経

営者としての立場から改革への運動をしているように見えます。後者は

かなりマユツバですが。 〈この項カット〉 さらに全国精神障害者家族会、

日本精神病院看護協会等も地道な活動を続けているのですが県内におい

てはまだその動きには現状を改革するには程遠い力しかないと言ってよ

いでしょう。しかし学会は学問を中心に考え、経営者は営利を中心に考

えるのですから、被治療者と治療者を中心とした団体が活発な運動を始

めることが、ぜひとも必要でしょう。それを私らが私らの手で始める時、

初めて自分の人生への生きがいと誇りを感じとることができるはずです。 
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２．思春期病棟 

１９８４年発行 （昭和５９年）  鉱脈社 （宮崎） 

 

 

この本は私の出版第２号です。朝日新聞の西部版が紙面いっぱい、大

きく取り上げてくれました。この当時の朝日新聞は全国を５部くらいに

分けて出版していたのかな？ 東京本社に全国の地域版を集めたコーナ

ーがあって、この部屋で宮淑子さんの目に触れるという偶然が生まれる

のです。彼女の力添えで私は東京からの出版の機会を増やすことができ

ることになりました。 

ここでは、「はしがき」だけを掲載します。ホームページに全文を掲載

していますので、目を通して下さい。 

＜はしがき＞ 

 登校拒否、家庭内暴力、非行等の治療に取り組み始めてから８年以上

の月日が経った。スタッフが増え思春期病棟として独立した病棟を作っ

てから数えても３年を超えたことにでやってきたのであるがようやく自

分達のやってきたことの中間的な整理ができそうである。この本は一昨

年から計画されたが次つぎに延ばされてきた。それは怠惰によると言っ

てよい。もっと完全に近いものをという自己弁護で逃がれてきていた。

しかし安易に投薬を受けて薬物依存症になってしまったり、治療を受け

ずに放置され大切な日々を延々と失っては一家の悲劇となるような状況

を思うにつけ、不完全なものであれまずは出版してみようということに

なった。 

 この本の第一の目的は「こんな病院があってこんな治療法がある。」と

いうことを知ってもらうことである。総論の殆んどは私が書いたが治療

症例は直接の担当者に書いてもらった。これも治療者各々を読者に知っ

てもらうことが目的の一つだからである。このうち３名は大学卒業後１

～２年で治療者としての適格性は未知数である。また一人のカウンセリ

ングのためにどれだけの時間と労力を要するかということを読みとって

欲しい。先生にも親にも友達にすら口をつぐんでしまった子供達の心を

開かせること。──カウンセラーという鏡に自分の心をぶっつけてみる

ことで子供達は自分の心を見ることができる。鏡はなるべく静かに澄ん
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でいて動かないでいてくれる方がよい。７人の治療者という鏡はそれぞ

れに個性をもっていて自分に適する患者さんを担当することになってい

る。症例報告か 

ら各々の鏡の質の程を判定していただくのも結構である。治療法に関す

る批判をあおぐこと、あるいは治療者としての参加を募ることも本書の

目的の一つである。 

 いま一つの目的は学校の先生、一般家庭の人々に症状の意味を理解し

ていただくことである。一部第４章に詳述したが、私達の生きている社

会はその中で生れ育っていく子供達にその全ての影響を伝達する。症状

はいわば彼等の反応であることをこの本によって理解していただければ

幸である。                  

               昭和５９年２月           

 

３．若草病院デイケア日誌 

１９８８年（昭和６４年）  日本評論社 
 
 東京から出版した第１号です。中央からの初めての出版は嬉しかった

のでした。こちらから依頼して出版したもので、３０００部の出版のう

ち１０００部は定価の８掛けで買い取ったのでした。いわゆる自費出版

にあたるのかな？ 
 写真を入れたり、こちらの注文を相当聞いて頂いて満足しました。この

中から＜はじめに＞だけをここには転載します。これもホームページに

全文載っけています。 
 
はじめに 

 私が宮崎市で病院を始めたのは、昭和５０年の９月です。県立の精神

病院を辞めて、２つの民間精神病院でそれぞれ１年ずつ勤務して、開業

したのでした。 
 私はこの３つの勤務場所で、精神科病院がどう改革されなければなら

ないかについて、考えるチャンスをもつことができました。まだ２５歳

から３１歳にかけてのころで、医者としての修業時代。ずいぶんと怪し

いことをやっていたのだと、時々思い出しては冷や汗もかきます。しか
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し、持ち前の楽天性で、まあ、そういう経過があって今がある、今はま

あちょっとはましな医者になっているのだから許されたい、などと考え

る。すると、その罪はもうそれだけで許してもらえたような、そんな気

持ちになってしまいます。 
 精神病院の改革をするためには、山ほどの問題がありますが、まず経

営者が利益をとりすぎていることは明らか、と思えました。看護婦をは

じめとした医療従事者の給料を上げ、質のよい職員を集めることは、精

神病院の改革のために緊急に必要な問題である、と当時の私は考えてい

たのでした。 
 そこで、労働組合運動が健康に育つことには、おおいに期待していた

のです。しかし、というか、だからこそ、この運動が既成政党の党利党

略に利用されて、特殊な目で見られるようになってはいけない、と考え

ていたのでした。そういう立場から、労働組合運動が、急進的に突っ走

って崩壊することなく職場の全員に浸透していけるように、職員親睦会

みたいなものから地道に育っていくことに協力していきたいと考えて、

私は行動していたのでした。 
 ところが、これが経営者側にとってもありがたいはずのことなのに、

向こう側からは、労働組合に近いどころか、組合そのものに見えたらし

いのです。そこで、私はどこの病院でも雇ってもらえなくなりました。

そういうわけで、すでに２人の子どもをもうけていた私は、私自身の生

活を守るために開業せざるをえなくなってしまったのです。 
 その後、私が病院を運営してきた目標は、悪徳病院に閉じ込められて

薬をやみくもに飲まされ、なんの治療も施されないまま廃人にされてい

く大勢の患者さんたちを早く解放すること、でした。そのためには、口

で改善を唱えるだけでは駄目であって、理想的な病院をまず実現してみ

たい、と考えてきたのです。そして、それをモデルにした病院が次々に

できていき、悪徳病院がなくなっていく。時間はかかるにしても、こつ

こつとこの道を歩んでいくのが、たぶん一番「実現性の高い手順」なの

だろう、と考えていたのです。 
 
 今、私たちの若草病院は１６４床ありますが、１３０人の従業員が働

いています。２００床の病院で８０人くらいの従業員数が普通なので、

まずこの数字を見たら、たいていの精神病院関係者はびっくりされるで
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しょう。基準看護は特別一類看護、心理療法士を５人おき、ケースワー

カー３人、作業療法士２人、それにこの本のテーマのデイケアと訪問看

護をやっていますので、これだけの数になるのです。病棟は４単位にな

っていますので、既存の営利中心の病院のように７０人も１００人も詰

め込むといった大病棟単位はなく、こまかな管理ができるようになって

います。 
一つの病棟単位の中に開放病棟（一般の病院とまったく同じ病室で、

自由に出入りができる）と閉鎖病棟（病棟の出入り口には鍵がかけてあ

って、看護者に解錠してもらわないと病棟外に出られない）を持ってい

て、その中間に看護詰所が置かれていますので、症状に応じて可能な限

り開放病棟で観察しようという姿勢がとりやすくなっています。 
 もちろん、まだまだ改善されなければならないところが一杯あるので

す。たとえば運動場が遠い、木工作業室が狭い、看護職員の教育が必ず

しも十分とはいえない、医者も心理療法士ももう少し勉強したほうがよ

い、など。 
１９８６年（昭和６１年９月）に見学してきたアメリカのメニンガー･

クリニックでは、２２名の患者さんに対して４４名の職員がいるのです

から、そう大いばりできません。しかし、一般の日本における病院に比

べれば、かなり良い水準なのですから、少しばかり胸を張っても、お許

し願いたいのです。 
 つまり私たちは、良い病院を作ろうとしてきて、ようやくそれに近づ

いてきたのです。ところが、ここまできて、「いくら病院をよくしようと

努力してみても、それは社会の中、家族の中には及ばないのだ」という

単純なことにようやく気づいたのです。 
 
 私たちがデイケアを始めて５年、訪問看護を積極的に始めてからは２

年ですが、今までの精神科医療の改善の方向に関する軌道を大幅に修正

する必要がある、と痛感しています。 
 つまり、「病院の中で」ではなく「社会の中で」治療する、という治療

の場についての基本的な考え方を改めることが要求されているのです。 
 もちろん、精神科医療は社会復帰ということを 終の目標に掲げて進

んできました。しかし、今までのやり方では、その目標に到達する患者

さんの数は限られていたのです。むしろ、積極的に入院治療を進めれば
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進めるほど、「病院から出ていけない患者さんを作っていた」といえる面

すらあるのです。このことは、第二部で紹介する各症例で具体的に示し

ています。こういう体験から私たちは、急性期を過ぎればなるべく早く

退院させるべきなのだ、と考えるようになったのです。 
 
 家族には不安があります。「また症状がでて暴れはじめたらどうしよ

う。」「眠れない、眠れない、といって一晩中寝かしてくれないという日

が続いたらどうしよう。」「また、患者の兄弟が怒って家に帰ってこなか

ったりしたらどうしよう」などと。 
 そういう不安のために、家族も早く退院させたがらない場合が多いの

です。そこで私たちは、「どうして早く退院させることが必要か」という

ことを家族に説明して、「患者さんの治療に関しては、私たちだけではで

きないのです。ぜひ力を貸してください。病院と家族で協力してやって

いきましょう」と提案することになります。 
 このとき、デイケアと訪問看護があることで、家族はとても安心する

のです。この２つのシステムが拡充してくれば、たぶん現在入院してい

る患者さんのほぼ８０％は、退院が可能と思われます。そうなることで、

入院治療をするための病院は「ほんとうに入院の必要のある患者さん」

だけで占められることになるので、すっきりとした治療システムが組め

ることになるはずです。 
 
 今まで多くの病院が「開放率の高さ」を、よい病院かどうかの基準に

してきた傾向があります。しかし、逆説的に聞こえるかもしれませんが、

これからは逆になっていくでしょう。つまり、家族の中でやっていける

患者さんを早く退院させる努力をしている病院は、幻覚妄想などの症状

のはげしい、絶対的に入院の必要な患者さんの割合が増えてくるわけで

すから、閉鎖病棟がより多く必要となってくるのです。すると、「良い病

院ほど閉鎖率が高い」ということになるわけです。 
 少し遠回りしたようですが、ここでちょっと宣言風に整理しておきま

しょう。「どこにも家族の中よりよい生活環境は作れない。いかに工夫し

て鉄格子が取っ払われようが、そこは特殊化された空間でしかない。病

院の中ではなくて、家族の中へ可能なかぎり早く帰そう」。そのための通

路が、この本のテーマであるデイケアと訪問看護なのであり、なるべく
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早くこの通路を、広くがっちりとした、どこへでも行けるものにしなけ

ればなりません。 
 この本では、わが国の精神科医療の改革への道として、デイケアを中

心に述べることになりますが、 後に精神科訪問看護と精神障害者結婚

相談所の二つの章を付け加えました。 
 精神科訪問看護は、いわばデイケアを進めていくうえでは、二輪車の

片方の輪といってもいいくらいに必要なものです。 
 精神障害者のための結婚相談所は、まだ始めたばかりで実績も挙げて

はいなくて、当の私たち自身がまだ迷いの中にあるのですが、まさに精

神障害者を家に帰し社会の中に帰した次にしなければならないことと考

えています。皆様とともに考え切り開いていかなければならない「いま

だ開拓されていないが必要な道」として、あえて 後の章に載せること

にしました。 
なお、本書に掲載したデイケア風景の写真と、本文中の記述とは、直

接関係はありません。念のためおことわりしておきます。 
 

 

４.  葛藤する思春期 

登校拒否・非行・家庭内暴力と家族精神療法 
１９８９年夏 （平成１年）      日本評論社 

 
東京からの出版の第２号です。第１号の「若草病院デイケア日誌」は

こちらから依頼した出版でしたが、本号は日本評論からの要望による出

版でした。ここには＜はじめに＞だけを掲載します。ホームページに全

文を載せています。 
 
はじめに 
 私が思春期の登校拒否、非行、家庭内暴力などをおこしている子ども

たちの治療にとりくみはじめたのは、１９７５年前後のことでした。家

族も困り果て、本人も「どうにかしてくれよ」と言わんばかりに途方に

くれた顔をしている──そんな情景を見て、自分の力も顧みず「どうに

かしてみよう」と、まったく無手勝流にこの子たちとの格闘を「はじめ
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てみた」のです。 
 そして私は、１９８４年３月に『思春期病棟』と題する本を出版しま

したが、これは１９７５年から１９８３年にかけての、いわば手探りの

体験の「きちんとした纏めのない」整理だったといってよいでしょう。 
 その本の中で、登校拒否、家庭内暴力、非行などの、思春期の子ども

たちの呈する症候群を「思春期自己確立葛藤症」と命名して、仮の整理

をしたのです。まだまだ整理するには早いと考えていたのですが、思春

期のこの子どもたちが治療を施されずに放置され、かてて加えて学校や

家族一同から「悪い子」「困った子」として攻撃あるいは排斥されている。

そして、さらに狭い世界に自分を追い込んで、性格を歪め、病状を深め

ていく。あるいはいいかげんな精神科病院に入院させられ、精神分裂病

だのうつ病だのと誤診され、薬づけにされ、電気ショックをかけられ、

廃人にされていく──そんな事実を日常の診療の中で知るに及び、恥を

忍んでおおいそぎでまとめたものです。 
 この領域では、いいかげんな本が満ち溢れています。ある本は学校批

判一辺倒であり、ある本は薬物療法と一般の精神科病院への入院のすす

めになっていたりしています。こうして「なにも知らずにワラにもすが

りたい」人びとに、無責任を果たすばかりになっている状況はとても我

慢のできないことで、私の中ではほとんど怒りとなっていました。そこ

で、まさにこのことが「不完全ながら現時点の考えとこれまでを本にま

とめてみよう」という思いを急き立ててくれたのでした。 
 この状況は、家族精神療法でいう「ホメオステイシスを保たせようと

いう力に動かされたのだ」といっていいでしょう。このホメオステイシ

スについて少し説明しましょう。これは「一つの共同体はある一定の水

準を保とうとする性質を持っている」という仮説の上にできあがってい

ます。「この水準は直線的な堅い水準ではなくて、いつも軽く上下に揺れ

て全体としての水準を保っている。ところが時として大きな揺れがおき

ることがある。上にしろ下にしろ大きすぎる”揺れ”がおきると、そこ

にはかならずそれを訂正しようという逆の動きがおきる」というのが、

ホメオステイシスという概念なのです。ちょうど水の面のようなもので、

けっして動かない水平線はないし、凹みっぱなしの水面もない、という

ことです。この考えは家族精神療法の基本になっています。このことば

は今後も何回か出てくることになるでしょう。 
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 話を元に戻しますが、まさにこのホメオステイシスの力で私は『思春

期病棟』という本を書くことになったのです。まだまだまとめる段階で

はない、と思っていたのに、こんないいかげんな発言が行なわれている

以上黙っているわけにはいかない、というわけです。少し弁解じみて聞

こえるでしょうが、そういうわけで『思春期病棟』はいろいろな不備を

残したまま出版されたのでした。不備と呼ぶものの中で非常に気になる

点が２つありました。この２つはだんだん「早く解決されなければ、こ

ころを和やかにさせてくれない苦痛」となりはじめました。それは、 
 （１）「親は簡単には変わらないのだから親と子を切り離して子どもの

治療にあたる」というくだり、 
 （２）個人精神療法を中心にすすめるなかで治療の進歩が非常に遅く、

ほかに方法はないのか、あるいは、この方法がどこかまちがっているの

ではないか、ということでした。 
 本全体の構成のつたなさ、文章のつたなさはさておき、この２つは放

置するわけにいかないことでした。そこで私たちは、まず文献に当たっ

て考えるきっかけを見つけてみようということになりました。まずは岩

崎学術出版社から出ている「現代精神分析双書」を全部読んでみよう、

とはじめたのですが、このことは私たちにとってじつにラッキーなこと

でした。書店が届ける順番に読んでいったのでしたが、私たちがＮ・Ｗ・

アッカーマンに出会ったのは４冊目くらいだったでしょうか。ここで、

家族精神療法ということばが、はじめて私たちの中で「生きはじめる」

のです。 
 
「家族精神療法」という言葉は、私たちの耳に届いていなかったわけ

ではありません。ちょうど「思春期病棟」の草稿をまとめていた１９８

３年の１２月には、Ｓ・ミニューチンが福岡まで来ています。しかし、

私たちはこの時点でわざわざ時間を割いて受講に出かけようとは思いも

しなかったのでした。ところがアッカーマンの『家族関係の病理と治療』

に出会って以来、「家族精神療法」に関する本や催しはすべて目の届くと

ころとなったのです。 
 はからずもこの前後から、家族精神療法はわが国の心理学会で注目を

浴びることになりました。わが国の臨床心理療法はいまだ地についた活

動をしていませんので、一つの治療法が提案されると、すぐ我も我もと
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飛びつく傾向があります。 
 １９８６年には２つの家族精神療法学会が誕生しました。そしてあち

こちで、いまのところ「いま家族精神療法のことを語らなければ時代遅

れだから」といったふうに猫もしゃくしもやかましく喋っています。こ

の後に残るものが本物なのでしょうが、今のところ大家の著作にろくな

ものはありません。 
 わが国の家族と外国の家族ではかなり異なる点が多いのですが、いま

のところ家族精神療法の勉強のためには、外国の文献に頼るしかなさそ

うです。私たちにとっては、ミニューチンやＪ・ヘイリーなどの著作、

大阪でのメニンガー財団スタッフによるワークショップなどが先生でし

た。このメニンガー財団スタッフによるワークショップのうち、１９８

５年から８７年にかけてのＡ・マンデルバウム先生の講義は、非常に勉

強になりました。家族精神療法の基本的な技術の殆どは、この先生に習

ったといってよいでしょう。その他はまさに自己流です。４０例を越す

多くの家族が私たちの大いなる先生であったのだと思います。失敗や失

礼なことを山ほどしてきたと反省していますが、ここでお詫びとお礼と

感謝の気持ちをお伝えしておきたいと思います。 
 
 いま私たちは、この思春期の子どもたちの治療の中に家族精神療法の

考え方を全面的に取り入れています。この本の中では、家族精神療法に

ついての考え方を理解して頂くことに大部分の力を注ぐことになるでし

ょう。いままでのやり方、たとえば「家族と子どもとを入院というやり

方で切り離してみる」とか、個人精神療法や両親の指導を中心とした家

族指導などの中にも、家族精神療法の考え方は意識されないまま、多か

れ少なかれ組み込まれてすすめられてきていた、といえるでしょう。今

までとってきた手法をも、すべて家族精神療法の一つの変型として解釈

し直してみることが可能なのです。そしていま、私たちは家族精神療法

としての考えを基本にして、いままで試行錯誤して、まさに迷いながら

やってきた「混沌とした”この子どもたちへの治療の過程”の整理」を

することができそうです。いわば、いままで羅針盤を持たずに星明りだ

けで航海してきたとすれば、ようやく「納得のいく羅針盤」を手に入れ

たような、そんな安堵感をもっています。 
 かといって、この本はまたしても完全な形には出来上がらないでしょ
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う。それは、私たちの家族精神療法に関する知識がまだまだ浅薄だから

です。しかし、私は浅薄であってもこの本の出版を急ぎたいと思います。

それは、前回の拙著のときとまったく同じように、この子たちを取り巻

く治療環境はほとんど改善されてはいない、という焦りに根ざしている

からなのです。 
 不完全なものを世に出すことを笑う人がいるとすれば、開き直って言

わせて頂くことにしましょう。「完全なものは不完全なものの上に描く

ことができる」と。いまだ完全なものが纏められる段階でないのは明ら

かです。しかし、纏めるためのノートのつもりで整理しておこうと思い

ます。そのほうが、今後進む道をより無駄のないものにするのに役立つ

かもしれませんし、みなさんに目を通してもらうことで、いろいろ指摘

していただくこともできるでしょう。 
 もちろん、家族や学校をはじめとした直接の関係者、治療にたずさわ

る人びと、あるいは治療の紹介をする人びとなど、治療の関係者にも読

んでいただき、治療することを諦めたり、いいかげんな治療をしたり、

自らが反治療的な治療者に手を貸して犯罪の加担者になるなどといった

ことにならないように、いくらかでも役立つことができるとすれば、そ

れは大きな願いの一つです。 
 もし、この思春期自己確立葛藤症の子どもたちの問題は、じつは「ど

この家庭の中にでも多かれ少なかれある」、そして「それは社会のいろい

ろな矛盾の中に根ざしている」ということを伝えることができ、「この社

会の中で無理をして成り立っているものを改めていこう」「悪いことと

わかっていながら狡く立ち回って要領よくうまい汁を吸っているような

者がのさばっている世の中を自分から改革していこう」という動きを引 
き起こすことができたとしたら、それが 大の願いです。       

宮崎・堀切峠の奥で、山桜がほとんど葉桜にならんとする時。 
１９８９年３月１８日 

 

５．家族がひらく 

        １９９１年（平成３年）      日本評論社 

 

 ＜はじめに＞と＜第５章 学校も変わらなければ＞と＜あとがき＞の
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３篇を掲載します。 

これが一番売れた本で、在庫も無くなりました。印税が５０万円前後

入って来たのだったかな？ 一番もうかった本。これおホームページに全

文を載せています。 

 

はじめに 
 この本は、「登校拒否・非行少年・非行少女」と呼ばれている思春期の

真っ盛りの子供たちとその家族、学校などのことを中心に書いたもので

す。 
 私は１９８９年の夏に『葛藤する思春期──登校拒否・非行・家庭内

暴力と家族精神療法』という本を日本評論社から出版していただきまし

た。この本の読者から、問い合わせやご依頼が数多くあったのですが、

電話や手紙で対応しているうちに「こちらから出かけてみましょう」と

いうことになって、日本全国を駆け回ることになったのです。訪問した

家族はもう５０を越したでしょうか。「本人は治療の場に出かけて来な

くても、家族の指導だけで治療はできる」と主張する人たちもいますが、

それが可能なのは、ごく一部でしかないというのが私の考えです。その

理由は、子どもの症状の深さ、家族の治療的な変化への柔軟性の度合い

など、家族によってさまざまであるからです。そういうわけで、治療に

とりくめなくて困り果てている家族は、日本全国に数限りなくおられる

ようです。ところが、現在のところ、こういう家族に対して援助の手を

さしのべることのできる機関はごく少ないのです。そのために怪しげな

「治療施設」に頼ってしまって、多額の金銭を巻きあげられたり、子ど

もの心にとりかえしのつかない傷害を残してしまったりすることになっ

ているのです。 
 こういう事態をふりかえってみると、充分な治療システムを提供でき

ていない社会のほうに責任は大きいといえるでしょう。学校がその仕事

の一端をになわないといけないのですが、そのことについては第５章で

少しくわしく述べています。 
 これから進めていく話は、私自身がこの４～５年の間に往診して回っ

た家族の中での体験を中心にして展開してみたいと思います。プライバ

シーの侵害にならないように脚色したり、いろいろと想像の部分も交え

たりしますが、私が体験した事実の中心は曲げていません。 
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 往診した治療期間は家族によって、あるいは悪くなってからの期間の

長さなど、症状の深さによってちがいます。１回の往診でよくなった家

族もあれば、もう１年近くも通っている家族もあります。私は、２，３

日分の着替えをカバンに詰め込んで訪問して歩くうちに、いずれの家族

の人たちからもいろいろの新しいことを学ばせていただくことができま

した。 
 そういう意味で、今までの仕事は私自身の勉強でもあったのですが、

この本は、そういう往診の途中の空港での待ち時間やホテルのベッドの

上などで、とりとめなく想像しているときのようなスタイルで書いてい

こうと思います。 
 ところで、前著の『葛藤する思春期』は、「登校拒否や非行や家庭内暴

力の成り立ち」「その治療方法としての家族療法」「学校のとるべき対応

方法」などを整理したもので、いわばこの本の理論編にあたります。私

はその中で、『登校拒否、非行、家庭内暴力の本質はまったく同じもので

あり、これらをひっくるめて思春期自己確立葛藤症と呼びたい』と述べ

ました。しかしここで、直接の症状を現しているのは当の子どもですが、

この症状はひとり『その子どもだけのもの』ではない、ということを強

調しておかなければなりません。この本を読んでいただくと、子どもを

はぐくんできた家族の中のたいせつななにかを、この子どもひとりが深

刻に背負い込まされているのだ、ということに気づいていただけるでし

ょう。家族は「息が詰まりそうななにか」を抱え込んで立ちすくんでい

ます。感じやすい一人の子どもが動けなくなったり、人から嫌われ、軽

蔑されるようなことをわざとせざるをえなくなってしまったりしていて、

この子どもの周りで家族はますますうろたえ、立ちすくみ、言葉をなく

して悪循環の中に閉塞していきます。この家族の中にふたたび言葉が生

まれ、子どもの背中の「重いものの姿」が見えはじめて、ようやく家族

はよい方向へ循環していくのです。 
 こうして、暗かった家族の中に明りがともりはじめるのですが、それ

は夜が明けることに、あるいは花がひらくことにたとえることができる

でしょう。家族はひらくのは家族の力によってです。私ができることは、

ほんの少しのお手伝いだけです。ほんとうに家族がひらくとき、学校も

社会全体もひらいていくはずです。子どもが家族の中の核であるとすれ

ば、家族は学校の中の核であり、学校は社会全体の中の核であるのです
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から。 
 
＜第５章 学校も変わらねば＞ 
 今まで家庭のことを中心に述べてきました。子どもたちは家庭の中で

人格の基本をつくっていくのですが、その人格がはじめて展開されてい

く主な場所が学校です。ここでその人格は強化され修正されていくので

す。担任教師がどんな人格の人であったか、学級の中にどんな友だちが

いて、学級運営はどんなかたちで進められていったか、それらのことは

「一人の子どもが成長していく過程で非常に大きな光と影を生むことに

なる」でしょう。 
 ところが現在、私の知るかぎり「学校は大きく歪んでいる」といえそ

うです。これからあげる対話記録の中から、校長に厳重に管理された教

師たちが「子どもの柔軟性をもった心の中をのぞき込む余裕を失ってし

まっているさま」を読んでほしいと思います。前章の美子の担任や、２

章の昭子や夏美の担任のような教師はごくごく少数派のようなのです。

教師たち自身がきびしい管理の枠から離れて、のびのびとした一個の人

間となり、自分たちの思春期の心にたちかえって生徒の心の中にはいっ

ていけるようになったとき、はじめて学校は健全な方向に動きはじめる

のでしょう。 
 学校のことにはいるまえに、子どもたちの精神的な成長にかかわる社

会的な機関のあらましについて述べておきましょう。 
 
● ──少年法・児童福祉法・教育基本法の定める機関 

 法律は社会生活を安全で便利で楽しいものにしようとしてつくられて

いると考えてよいでしょう。そのために、法律の中身は「援助していく

ための条項」と「禁止していくための条項」との二つから構成されるこ

とになります。この節の見出しに並べた三つの法律の順番は、「禁止条項

の割合の高い順番」です。人の価値観はさまざまなのですから、法律は

なるべく禁止条項を少なくするほうがいいと私は考えます。禁止条項と

して許されるものは、社会生活の基本的な安全をそこなう「傷害、恐喝、

殺人、窃盗」等々に限られるべきでしょう。「命令、規則、罰則などでも

たらされた安全よりも、教育によって高められた人格による安全のほう

が楽しい」ということは歴然としています。たとえば、「文部省から命令
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されて歌わされる国歌」などになんの喜びがありましょう。国家の側に

したって、命令して歌わせるよりか、「喜んで歌いたくなる国歌が欲しく

なるような社会を実現する」ことのほうが楽しいにきまっています。 
 これらの法律にもとづく機関を簡単に列挙してみます。 
 ａ 少年法にもとづく機関 

 これは、一五歳以上の子どもを対象にしています。次節でふたたびと

りあげますが、この機関の実態は「社会治安を乱す犯罪傾向の行為」を

取り締まることを主な目的にしているといってよいでしょう。警察・学

校・一般家庭などから情報がよせられて、 終的な決定機関は家庭裁判

所となります。軽い犯罪の場合には、家庭裁判所の調査官の「呼びだし」

だけで終わったり、あるいは保護観察所への定期的な「指導面接」「家庭

裁判所が決めた特定の保護士との面接」だけですんだりします。しかし、

回数を重ねたり、重い犯罪傾向の誤ちを犯した場合には、少年鑑別所へ

収容され（ここは構造的には刑務所とまったく変わらない）、ここでの判

定の結果で少年院、少年刑務所などへの送置が決定されるのです。 
 

この機関の実態は「社会治安を乱す犯罪傾向の行為」を取り締まるこ

とを主な目的にし 
ているといってよいでしょう。警察・学校・一般家庭などから情報がよ

せられて、 終的な決定機関は家庭裁判所となります。軽い犯罪の場合

には、家庭裁判所の調査官の「呼びだし」だけで終わったり、あるいは

保護観察所への定期的な「指導面接」「家庭裁判所が決めた特定の保護士

との面接」だけですんだりします。しかし、回数を重ねたり、重い犯罪

傾向の誤ちを犯した場合には、少年鑑別所へ収容され（ここは構造的に

は刑務所とまったく変わらない）、ここでの判定の結果で少年院、少年刑

務所などへの送置が決定されるのです。 
 ｂ 児童福祉法にもとづく機関 

 これは一五歳以下の子どもを対象としてきます。この主な作業をする

機関が児童相談所です。ここでは少年法とはちがって、「援助していくた

めの条項」の比率が高くなります。 
しかし、万引きや傷害などの犯罪傾向の行為は少年法と類似の取り扱い

を受けることになります。ここにも警察・学校・一般家庭から情報がよ

せられて、家庭裁判所が 終的な裁定機関となるのです。児童相談所で
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四週間のあいだだけ収容する「一時保護」がいわば鑑別所の役割を果た

していますし、そこから送置される教護院、養護施設などがいわば少年

院、少年刑務所にあたるわけです。児童相談所では登校拒否や非行の子

供たちのカウンセリングも行なっているのですが、学校や家庭からは「児

童相談所に入れるよ」などという「おどし」の言い方で扱われる場合が

多いのです。 
 ｃ 教育基本法 

 小学校、中学校、高等学校、図書館、文化ホールなどの運営は、この

法律にもとづいています。そしてこれらは形式的には、各地域の教育委

員会の独自性で運営されていることになっています。たとえば、国立大

学の付属小・中学校以外のほとんどの公立の小・中学校は市町村立とな

っていますし、特殊な市町村以外では高校は県立のものがほとんどです。

しかし、それは実に形式だけです。「小学校から高校までの学校は、今や

実質的には文部省に完全に支配されている」といってよいでしょう。こ

のことは、教育委員会の公選制が廃止されて、市町村長、県知事の任命

制になっていく一九六〇年代からの流れの中で進められてきたことです。 
 少し遠回りになりますが、教育委員会の公選制のことを述べてみまし

ょう。一九四五年に終戦を迎えた太平洋戦争は、軍部と財閥の独走によ

ってもたらされた悲惨な戦争でした。それは国民にとって悲劇であった

というだけでなくて、朝鮮・中国・東南アジアを中心とした人びとに対

して言葉に尽くせないような犯罪を犯したのでした。教育委員会の公選

制は、この廃墟から立ち上がるための努力の中で編み出された大きな改

革の一つでした。私は、「戦争の放棄」と「主権在民」とを高らかにうた

った憲法のもとで進められた改革の中で、軍部と財閥の解体に次いで大

きな仕事は、農地改革とこの教育制度の改革であったと思います。大地

主から、奴隷のように扱われていた小作人を人間らしい生活がおくれる

ように「大地主から土地を取り上げ、農民に与える」という大革命が敢

行されたのでした。そして、農地を農民が守り抜くために農地委員会が

つくられたのです。学校も「国家の意志で国民の意志が踏みにじられる

ことがないように」という意図から、文部省の直轄ではなくて、各地域

の住民が実権をもって運営する、と改められたのです。そのために各地

域に教育委員会が設置されました。いわば、「農地委員会」と同様に教育

委員会も、憲法の保障する「主権在民」という思想にもとづいて生まれ
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たといえるでしょう。当初この二つの委員会の委員は、地域在民による

直接選挙によって選出されていました。ところが、農地委員会は今でも

公選制のままですが、教育委員会だけが、先に述べたように、任命制に

変更されていったのです。 
 これは「戦争放棄をうたった新憲法に挑戦して、軍備を備えはじめた

一九五〇年代からの政治的な流れ」の中でひきおこされたことであり、

「軍備を持つこと」と同じく、「教育の国家統制を進めていこうという文

部省の姿勢」は明らかな「主権在民をうたった新憲法への違反である」

と私は思います。教育の現状を変えていくためには、どうやら教育委員

会の公選制をふたたび勝ちとり、教育を住民のためのものにしていかな

くてはならないのだろうと思います。 
 数年まえに、東京都中野区の教育委員会で準公選制が勝ちとられたの

でした。しかし、その後この運動が日本中に広がっていかなかったのは

なぜだったのでしょう。今こそこの運動を強力に広めていくことが必要

なときのようです。 
● ──早くなくしたい少年法体系下のシステム 

 ところで私は、少年法にもとづく家庭裁判所─少年鑑別所─少年院（あ

るいは保護観察所）というシステムは、少年たちにとって効果的に働い

ているとは思いません。というよりか、こんなものが存在することがさ

らにまた少年たちを悪くしていくのだ、と考えています。ただ、これか

ら述べるように、学校が現在のような状況であるうちは、この「少年法

体系の下の機関」はなくなるわけにはいかないでしょう。しかし、なる

べく早いうちに抜本的に改革されなければならない「恥ずべき国家組織

である」と私は思うのです。そう考える一番大きな理由は、この体系は

「少年の保護指導を目的としては考えられていなくて」、国家体制の安全

のために少年たちを「監禁するための合法的道具としてしか考えられて

いない」ということです。言葉を変えていえば、「少年の人権侵害を公然

と行なうためのまやかしのシステムである」ということです。つまり、

少年法体系は、表向きは「未成年者の保護及び指導」をうたっているの

ですが、そのじつは「刑罰体系」にほかならないのです。そのことは、「こ

んなことをくりかえしているとお前は鑑別所送りだぞ！」と言って「少

年鑑別所」が話題の中に出されるように、実際的な運用のされ方の面で

歴然としています。私は、「こんなものがいかにも偽善者よろしく存在す
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ること」が、むしろ非行を助長させている現在の社会機構の象徴的な存

在であると考えます。 
 それはつまり、社会体制の管理の道具になっているだけのことで、「い

うことを聞かない子どもをぶんなぐる親」「規則違反者に対してその理

由を聞くこともなくぶんなぐり、排除する学校教師」などと同じ姿勢で

あって、ここには「子どもたちに対する理解の姿勢」は皆無であるとい

ってよいでしょう。これらのシステムの中で働く人びとの中には個人的

には少年たちのよき理解者がおられるかもしれません。しかし、その人

たちがこのシステムの中で「できるだけのことをしてみよう」と努力さ

れてみたとしても、少年たちのためにプラスになることは、ほとんどな

にもないでしょう。 
 子どもたちといえども、社会秩序を乱すことが許されてよいはずはあ

りません。しかし、そのことへの指導は刑罰であってはならないのです。

ところが、この社会秩序を乱す子どもたちに対して指導教育する適切な

システムは、今のところ完全に欠如しているといってよいでしょう。本

来であれば、それこそが学校なのですが、学校はその仕事を放棄してし

まっているというのが実状であるからです。そこで、まだ数十年は、こ

の家庭裁判所を中心とする少年法体系は活動せざるをえないことでしょ

う。しかし、可能なかぎり早く、それは「刑罰ではなくて、真に治療教

育のための機関である学校」にとって変わられるべきです。それ以後の

家庭裁判所はその治療教育機関の監督指導をすればいいのであって、塀

の中に閉じ込め、準犯罪者としての記録をとどめるための中枢であって

はならないのです。 
 国家権力は、今やマスコミという絶大な力をもった情報手段を手玉に

とって、国民の上に威圧的に臨んでいます。登校拒否や非行の子どもた

ちを診てきて、この子どもたちをつくってきた土壌は、まるで「国家権

力の紐に縛られた家畜」のような生き方をさせられてきた国民の「何世

代にもわたる社会の歴史の積み重ね」の中に醸成されたものである、と

私は自身をもって言うことができます。「戦争を遂行する」といった事態

でもっとも明瞭となりますが、国家権力はいつでも、権力をふりかざし

て、「 終的にはてめえらは、わが輩の言うままに従うのだぞ」と有無を

言わせない姿勢で臨んでいるのです。それに対して多くの家族が、ただ

生き延びんがために「人間的な感情を押し殺してしまって」戦々恐々と
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した人生を送ることになる、といえます。 
● ──芥川龍之介の「河童」への共感 

 中学２年のときだったか、３年のときだったか、はっきりしませんが、

このころに読んだ芥川龍之介の「河童」という短編小説に大いに同感し

たときのことを、私は今でもよく憶えています。これは、「河童」の世界

では産まれるときに必ず父親が母親のおなかに耳をくっつけて、「おま

えはこの世に産まれてきたいか？ 産まれてきたくないか？」と質問す

る、そして「産まれてきたいという子供の意思」を確認するのだという

のです。もし「いや、僕は産まれたくない」と子どもが答えたとしたら、

産婆さんがガラスの管を母親のおなかにブスッと突っ込む。すると、今

まで大きかったおなかがしぼんでしまった、というのです。少しこわい

話なのですが、中学３年生前後の私はこの話をおおいに気にいっていた

のでした。 
 たぶんそれは、このころの私が「疲れていた、というか人間世界の窮

屈さを身に染みて感じはじめていた」からなのだろうと思います。これ

はちょうど第一章の川上晃の「僕はまるで絵の中を行き来しているよう

な、そんな感覚でした」と述べていた現実感覚の希薄になる体験と似て

いるのですが、川上晃の体験と私の体験とのあいだには共通する部分が

多いのでしょう。 
 私の父親は、中学の英語の教師をしていました。中学時代の私はよく

父親から小言を言われていたのでした。私の父親は優しさのない人間で

はけっしてなかったと思うのですが、父親の私への小言は、「今日も、お

まえの学校から電話がかかってきたよ。また先生を怒らせたらしいじゃ

ないか。どうして俺に何度も恥をかかせるんだ。俺はもう学校に勤めら

れなくなるじゃないか」と、そんな具合のものでした。同僚の中学教師

からの電話は随分とこたえたのでしょうが、私は、「それならやめればい

いじゃない！僕は自分のしていることがまちがっているとは思っていな

いんだから。お父さんが恥をかかないようにと、自分の生き方を我慢し

ようなんて絶対しないよ！」と答えていたものです。 
中学から高校にかけての私は、先生からなぐられたり、廊下に立たさ

れたりしたことは数限りなくあります。で、どれがどの時のことだった

かはっきり思い出せませんが、全校生徒の前で教頭からはでになぐられ

たのは、中学３年の冬でした。それは、寒い朝の全校朝礼のときで、教
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頭が指揮する「天突き体操」を私だけしなかったというのが、なぐられ

た理由です。 
 この全校朝礼ではいつも校長が訓話を述べるのですが、この日は校長

がいなくて教頭が校長代行をしたのでしょう。教頭はたぶん、訓話を終

えてから体操をさせようとしたのでしょう。この「天突き体操」という

ものは「はじめ下半身を中腰におとして、両手で天を突くような格好で

勢いよく伸ばしながら背伸びする」というものです。中学３年生の私は、

そんな「幼稚っぽい不様な格好をすることなど恥ずかしくてできない」

と思ったのです。 
 この時私は級長をしていました。級長は全校朝礼の時にはそのクラス

の整列している列の先頭に立たされるのです。つまりそのクラスの模範

になって行動しなければならない立場にいるわけです。 
その立場の私が一人だけ教頭の指揮する「天突き体操」をしないわけ

です。教頭は烈火のごとく怒って「おい、おまえ体操しろ！」とどなり

ます。私はそれでもできませんでした。というより、命令されたからな

おのことできなかったのです。 
すると教頭は教壇から飛び下りてきて、大声でどなりながら私をぶん

なぐったのでした。そして「あとでおまえは職員室に来い！」と言って

ふたたび大声でわめきました。職員室に行くと教頭はいきなりみんなの

先生がいる前で、「謝れ！」とどなります。私は「謝らなければいけない

ことはなにもしていません」と答えました。すると、私の言葉が終わる

か終わらぬかのうちに、教頭の平手が右から左から飛んできました。中

学３年生ともあろうものが情けないことに、つい、私は涙を流してしま

ったのですが、それでも 後まで謝りませんでした。すると、教頭は虫

けらでも追い出すように「出ていっても良い」と言い放ったのです。私

が職員室を出て数メートル歩いていると若い先生が追っかけるようにし

てやってきて、「水野、おまえもバカじゃね。あんな時にはすみません、

と言って、あとは舌を出しておけばいいとよ」と言ってくれました。し

かし、この時のことは大人の世界への不快感をさらに深めることになっ

てしまいました。つまり、慰めてもらえたことは少しうれしかったけれ

ど、「そんなず狡いことなど俺はしない」「そんな薄汚い人間などになら

なくても良い」と、こんな先生がかけつけてきてくれたことを、むしろ

不愉快に思ったのでした。 
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そんなことがあったりして、私のこの頃の心の中には「どうして俺は

この世に生まれさせられたのだろう」などと考えはじめていて、「河童の

国の話」は私の心をとらえていたのだと思います。 
 ●──先生たちとの対話記録 

 ここに、学校の先生たちと私たちが対談した記録があります。学校は

宮崎県内の中学校なのですが、そのだいたいの姿は日本全国の平均的な

学校とさほど大きな隔りはない、と考えてよいでしょう。 
 時は、数年まえの４月で、新学期がはじまって２～３週間すぎたころ

です。学校側は校長、教頭、学年主任、生徒指導主任、私がかかわって

いた子どもたちの担任教師２人の６人。こちら側は私と心理療法士の曽

原と矢島の３人でした。 
 この対談はちょっと対立的な響きで終始しています。だいたい、話の

始まりから敵対的な形で始まったのでした。 
まず「この対談を録音にとって記録したい」と申し出たところ、先生

がたの強烈な抵抗に会いました。その抵抗があまりにも強烈でしたので、

こちら側も引っ込めなくなってしまいました。しかし、このことが学校

の体質の一端をすでに語ってくれているのです。 
 それはつまり、日本中の学校でよく見られることですが、「学校の中で

おこっていることをなるべく外に漏れないようにしたい」という体質で

す。人は人中で発達し成長していくのですが、学校がこの「学校閉鎖主

義」の暗闇の中に潜り込もうとするのはなぜなのかということを考えて

おく必要があるでしょう。それはどうも残念ながら、「子どもたちのため

にという考え方の次元」から出ているものではなくて、「教師たち自身の

自己防衛の次元」から出てきているものである、ということに尽きるの

だろうと思われます。つまり、この「録音されることに絶対反対だ」と

はげしく抵抗しているのは「子どもたちのプライバシーを守るためにと

いう次元から出ているもの」ではなくて、「自分たちの行為に自信がない

から、自分たちの学校内でしていることが外部に漏れて、そのことで自

分たちが批判されることになってはたいへんだ」という自己防衛の次元

から出ているのです。つまり、先生たちの反対が強固であれば強固であ

るほど、先生たちは「今まで自分たちがやってきた学校内での行為の中

には批判されるおそれが充分にある」と自覚しているということを物語

っているのです。 
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 そして、もっと重大なのは、「誤りを訂正していく努力をしよう」とい

うことよりか「誤りは隠して、今のままのやり方ですり抜けよう」とし

ているということです。自分たちがしていることに自信があれば、「どう

ぞ、そのときには受けて立ちましょう」と構えることができるはずです。

もし自信がない場合でも、「まちがっているところがあるかもしれませ

ん。そのときにはそこを指摘してください。そしてどうしたらよいのか

一緒に考えさせてください」と謙虚な気持ちで臨むのが誠実な先生のと

るべき態度でしょう。結果的に私たちは録音することができるのですが、

どうしてそれが実現できたかを簡略に述べると、またもう一つの体質が

見えてきます。 
（１）まず私が「今日の話し合いは録音しておきたい」と発言しますと、

「なんのためにそうするのか」と言われます。 
（２）私は「一回聞いただけでは誤解があるかもしれないから、あとで

聞き直したいためだ」と答えます。すると「それならノートのメモで充

分ではないですか」と言われます。 
（３）私は「メモでは書き漏らすし、それに言葉にできないような微妙

なものは記しにくいんですよね」と言って、家族療法のときのやり方を

説明しておきました。 
 私たちはテープにとったり、ビデオにとったりして面接状況を記録に

残しておくのですが、それをあとで再生してみて、いろいろのことに気

づくのです。確認し、誤解していたものを修正し、さらに新しいものに

気づくことができるのです。三回聞いたら三回の新しいことを発見する

といってもよいでしょう。たとえば、私が父親と真剣に話していたとし

ます。私の頭の中では父親の言葉を通して一つの情報が収集されます。

ところが、そうしながらも私の片方の耳には話の中へ割り込んでくる息

子の言葉とか、小さな声でつぶやく母親の声とかがはいって来るのです。

しかし私は父親の声に注意の中心を向けているのですから、どうしても

あとからビデオとかテープとかを再生してみて、息子や母親の気持ちを

確認したくなるのです。 
 もうひとつ、録音しておくことで得られる大きな収穫は「家族の人が

使った言葉、あるいは言い回しを確認できる」ということです。このこ

とは家族療法を進めていくうえで非常に大切なことなのです。まさに言

葉の意味づけは一人ひとりで微妙にちがいます。しかも、話し合う内容
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は普段は言えないような微妙なことが多いので、私たちが解釈して私た

ちの言葉で言い直すと、そのことで話がとどこおってしまう、といった

トラブルはよくおこることなのです。そこで、その人が使ったままの言

葉で、そして、表現したままの表現法で面接を進めていくという方法が

「治療の進行をスムーズにする」ために有効となるのです。 
（４）ところが、またしても「必要なところだけメモするというような 
ことではだめなのですか？」とこられますので、少し頭にきて、「なぜ録 
音が悪いのかを教えてほしい」と、少し気色ばむことになりました。 
（４） すると、今まで黙って聞いておられた校長がやおら発言されて、 
「鶴の一声」で録音了解となったのでした。 
 私たちにとっては、校長が了解すれば、それに対して今まであれほど

大きな声で抵抗されていた先生がたの声が完全に途絶えてしまった、と

いう突然の現象がじつに大きな驚きでした。「学校の先生たちが鶴の一

声でだまりこむ」という事実が、また一つ、学校の今の体質を教えてく

れているのです。推測するに、どうやらこの先生たちは「校長はテープ

に録音することを望んでいないはずだ、と思って抵抗していただけ」だ

ったようなのです。つまり「校長に録音をしないようにさせる悪役の役

割をさせるのは忍びない、自分が犠牲になろう」と、いわば織田信長の

草履を暖めている木下藤吉郎のような心境で努力しておられたのだろう

と思うのです。その涙ぐましい努力があって、すったもんだ「録音させ

ろ」「させない」でもめているところへ出てきて「どうぞ、録音されても

いいではないですか。話がはじまるまえからもめなくても」と太っ腹の

役割を演じることが校長にはできた、というわけです。 
 ●──「学校に出てくるな」という教師 

 これから引用する対談は、このいわくつきのテープから採録したもの

です。ききにくいところや、意味のとれないところなどには少し想像が

はいりますし、少しわかりやすいように私の説明も追加しますが、可能

なかぎり生の言葉で読んでいただきたいと思います。しかし、そのまえ

に、この対話が対立的になってしまったことのもう一つの理由を説明し

ておきましょう。 
 私がこの学校の生徒たちとかかわりをもちはじめたのは、三年生の川

島涼子がはじまりです。涼子はまだシンナーなどはしていないのですが、

学校を六ヶ月以上にもわたって休んでいて、非行という烙印を押されて
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いるグループと交際があります。母子家庭で母親は働きに出るので、昼

間は一人きりでアパートに残ることになります。その部屋にシンナーを

する男の子たちが出入りをはじめたというので急拠、入院ということに

なったのでした。この子の担任が岡本という若い先生でした。川島涼子

が「明日から学校に行きたい」と申し出たので、私は「学校が了解すれ

ばいいよ」と答えていたのです。川島は自分で学校に電話をしたのです

が、岡本教師からは「今週は高校受験の準備があったりして忙しいから

出てこないでくれ」と言われたというのです。そこで、私は真偽のほど

を確認するために電話したのでした。すると、岡本教師はなんと、「そう

です。今は生徒も先生も高校受験につきっきりで、あの子たちのめんど

うをみる余裕がないんです」と言われます。「あの子たち」という表現は

「非行の子たち」という意味なのです。私は「それはどういう意味です

か？」と聞いていくことになるのです。思い出すままに書くと、次のよ

うな会話がつづいていくのです。 
 
「どういう意味と言われますと？」 
「いえ、一人の生徒が『学校に出て行きたい』と言うのに、『出てくるな』

というのは今まで聞いたことがないですからね。しかも、その理由が『み

る余裕がない』とはどういうことなのですか？もっと具体的に教えてく

ださい。」 
「私たちは、あの子たちは一般の教室に入れないことにしています。特

別室、相談室に入れるんです。」 
「そうだそうですね。そして、授業が済んで他の生徒が帰途につくまえ

に『学校から消え失せろ』と言って追い返すのだそうですね。ほかの生

徒と会わせないために。それでもいいから学校に行きたいと川島君は言

っているんですよ。」 
「それが、しばらくはその相談室の番をする先生もいないんです。」 
「おいおい、相談室の番人！しかも、期限なしのしばらく！今のところ、

番人がいないから出てくるな！それはどういうことかね」と私は声を荒

げてしまいました。すると、「それが学校の方針なんです。私にはわかり

ません」と投げ捨てるように言って、受話器をだれかに手渡されたよう

です。そして、電話からはいきなり男性の声がします。 
「教頭ですが、なんでしょうか？」という声です。私は唖然としてしま
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いました。電話のやりとりは聞いていたはずですから、状況はわかって

いるはずです。そこで、 
「僕は今、岡本先生と話しているところです。『教頭先生と代わります』

とかひとこともなしに先生が出てくるとはなにごとです。いったい、今

の先生はなんの先生ですか？」 
「国語の先生です。まだ若いものですから、失礼しました」とそういう

ようなやりとりがあったのです。 
 それはつい１０日ばかりまえのことなのです。ところが、この対談を

岡本教師は急用を理由に欠席しておられます。しかも、本来であれば、

ほんとうに急用であったのだとしても、教頭なりから、私が指摘するま

えに「岡本教師が欠席することの説明」があってしかるべきだったので

す。それが私が「今日は川島涼子の担任はおられないのですか」と質問

するまで、言及はなかったのです。 
 ●──四角四面な校則の遵守 

 対談の内容に移りましょう。次のように、私のほうから発言を始めた

のでした。 
 私 僕らがお願いしたいと思っていることは、ここの学校の規則がね、

子どもたちにとって四角四面すぎるのではないかということなんです。

どこだって規則がありますし、校則があるわけですけど、その運用にあ

る程度の「柔軟性をもってほしい」ということですね。それが僕たちの

一つのお願いなんですよ。規則があまり厳密すぎると、むしろそれは害

になってしまう。あまり厳格すぎると生徒たちはその規則があるってい

うことで歪んでいくと思うんですよ。たとえば、日本の法律だってかな

らず柔軟性があるわけですよね。道路交通法だって６０ｋｍ制限でも４

０ｋｍ制限でも１０ｋｍぐらいのオーバーは認めてくれますよね。そう

でないと現実の道路は走れないわけです。その程度の幅は学校でも認め

てもらえないと困るなって思ってんですよ。 
 教師の一人 私たちもそれほど四角四面にやっているつもりはないで

すよ。 
 私 そうですね。当然そう思っておられると思うんですが、抽象的な

言い方では話が進みませんので、具体的な話でいきましょうか。高橋君

に関することからはじめようと思うんですが、彼は今、すごくよい方向

に向かいつつあると僕たちは判断しているんですよ。そうですね……、
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彼の経過から話してみましょうか。 
 まず、川島涼子が野島診療所に入院していたんですね。川島が入院し

てきて２，３週間目かな。あの横谷と高橋と２人でやってきたんですよ。

というのが、川島が話している電話を僕が横からふざけてとり上げて、

出たんですね。そしたら、ちょうど横谷たちと話しているところだった

んです。そうだ、この時点で横谷は僕とはすでに顔見知りであったわけ

です。入院はまだしていませんでしたが、若草（病院）の外来に通院し

て、心理療法士の矢島君のカウンセリングを受けてたんですね。で、横

谷がそのときの電話で「野島診療所に遊びにいっていいんですか？」っ

て聞くもんですから、「うん、いいよ。高橋君と一緒に出かけておいでよ」

って僕は答えたんです。一般の治療場ではこんな場合には「面会謝絶」

にするでしょうから、この子たちにとっては「出かけておいでよ」と言

われたことが少し驚きであったようです。「俺たちがシンナーをしてい

る、非行と呼ばれているこどもたちであるということはわかっているは

ずだ」と考えているわけですからね。僕たちは子どもたちの行動を知る

ために、こういう場合逆にわざわざ友達を呼ぶんです。この場合、自分

たちでやって来るというわけですから、手間が省けるというものなので

すね。そしたら、やって来たんですね。 
 それが、ちょうど、日曜日、たまたま僕が鹿児島まで往診に行ってま

してですね。鹿児島から若草病院に帰って、ほっとしていたら、野島診

療所の看護婦さんから電話があって「高橋と横谷という生徒が来ていて、

なかなか帰りません。夜の九時をすぎたんだけどまだ帰りません。もう

帰りの汽車もないんですよ」と言うんですね。そこで、僕は随分疲れて

いて、きつかったんだけど、野島までまた走ってみたんですね。そした

ら、シンナーやってんですよ。この２人でシンナー持ち込んでやってん

ですね。それで横谷を叱ったら、横谷は、「私はシンナーしてない」って

言うわけですね。そのことだけは事実だったようですが、「しかし、シン

ナー持って来てることは知ってただろう？」って言ったら、しばらくし

て、「知ってる」って言うんですよね。あの子はなかなか要領の良い子な

んですね。けっして不利になることはしなくて「白状したほうが信頼を

得られて得だ」と判断すると、くるっと背を変える、ってところがあり

ますね。まあ、非行の子どもによくあるパターンですがね。 
 そこで、「まさか他の子たちにシンナーやっとらんだろうな？」って言
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ったら、「そんなこと絶対しとらん」て言うわけですよ。それで僕は横谷

と高橋、２人を連れて帰ったんです。汽車がなかったもんですから、私

の車に乗せてね。帰るにあたって横谷のほうは、「家には絶対帰らん」と

言うわけですね。「高橋ノリ君の家なら行く」って言うわけですよ。 
「じゃあ、ノリ君の家に泊めてもらうのか？」って言ったら、「うん」っ

て言うもんだから、僕も「半分そうしてもいいか」という気で、先にノ

リ君の家に行ったんですね。彼の家に上がると、そこには高橋のお母さ

んもおるし、お姉さんもおるしということで、本人すごく、そう……あ

の子のもって生まれた天性というのか、「人の前ではいい子ぶる」ことが

できるわけですよね。 
学校に来れば、「家がおもしろくないから学校にこないの」って言った

りしますよね。今度は家に帰ると、「先生たちがおもしろくないから学校

には行かないんだ」って言うわけですよね。それと同じように、このノ

リ君のうちに行ったらブリッ子になるんですね。 
借りてきた猫のようにおしとやかにふるまうわけです。だから、僕が、

「さ、家に帰るぞ」って言ったら、全然抵抗なく素直についてきて家に

帰るんですね。先ほどまで「家には絶対帰らない」と言っていた言葉の

カケラもないんですね。そういうふうにして僕は、その夜に高橋ノリ君

という家の家庭環境を知って、それで横谷君の行動様式を確認できたん

です。 
 その時、高橋の家での約束で、「もしまたシンナー吸うようであれば、

うちに入院させにゃあいかんぞ。シンナーせんでおれるようだったら、

ここで頑張ってごらん」と言っておいたわけですね。お母さんも、「シン

ナー吸うようであればぜひお願いします」っていうことだったんですよ。

それから２週間頑張ったのかな、シンナー吸わずにね。２週間ぐらいた

って１０日ばかりまえに、「シンナーをした」と言って来院しました。そ

こで、、「約束だから入院するか？」って僕が言ったら、「します」という

ことで、そのまま入院と、そういうことになったわけです。 
 で、まぁ、ちょっと話がズレますけど、実はその時シンナーを野島の

診療所に「持ち込んでない」と言ったのが、実際には持ち込んでたんで

すよね。しかし隠してたわけですよ。 
 それを知ってたのが、どうも川島なんですね。これは推測なんですけ

どね。川島は全然シンナーはしてないんですけどね、シンナーを野島診
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療所に持ち込むことによって「ここでおこる変化を楽しみたかった」の

かもしれません。他にシンナー中毒者が２人おったもんですからね、他

のシンナー中毒の子どもたちに「吸いたければ、あるよ」って教えたら

しいんですよ。「シンナーがどこそこに隠してあるよ」と。その中の一人

の女の子が、これは大阪から来てる女の子なんですけどね、その子が、

シンナーのありかをつかんで、この子がまた今度は福岡から来てるシン

ナー中毒の男の子に渡して吸う、ということになっちゃってですね。あ

のときは３人だったのかな？ 
 矢島 そうですね。 
 先生たち そりゃー悪いことをしました。（という声と表情） 
 私 いや、それは全然先生たちが悪いわけではありません。３人の子

どもたちがシンナー吸ったのかな？全員、横谷と高橋が持ち込んだシン

ナーを吸っているんですよ。まー、そんなふうなことがあって、ずいぶ

んこっぴどく２人をしかってですね。「自分たちだけじゃなくてほかの

子どもたちまで巻き込もう」というところがね、どうもこの子どもたち

の特徴なんですね。一人ひとり話すといいわけだけど、いつもグループ

になるとシンナーをはじめてしまうというところがあるんですね。そこ

で、野島で一緒のままではやっていけないと、ですからあの子たちが入

院するときには、野島じゃなくて若草にしたいということになったんで

す。おたくの学校の子どもたちの僕たちとのかかわりは、そんなふうな

流れなんですよ。 
 先生たち そういうことですか。それでわかりました。 
 私 で、あの２人は家族のこともあって、Ａ中学に転校するのではな

くて、病院からこの学校に通いたいっていうのも一つあるんですよね。

それも、野島診療所ではなくて、若草病院にいる理由の一つです。それ

で今、僕たちがあの子たちに言ってることは、「学校に行く行かないは僕

たちはべつに強制もなにもしない」と。「行きたければ行けばいい、しか

し、シンナーだけはしてはいけない」と指導しています。 
 それに夜の８時までは外出を許可してるんです。これは甘いと思われ

るかもしれませんけどね、夜の８時以降は外出は禁止する、８時までに

少なくとも病院に帰らなければいけないということにしています。つま

り、「８時までに病院に帰ることとシンナーをしないことさえ守れれば、

君たちは自由にしてもいい」ということにしてるんですね。少し甘いと
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思われるかもしれませんけど、それくらい受け入れてやらないと、この

子どもたちとのコンタクトは維持できないわけですよ。 
 先生たち （不満そうであるが、沈黙したまま声にならない。） 
 私 高橋君の場合、「学校に行くとすれば、そんな髪、格好じゃいけん

じゃないか」ということで、いちおう、染めたんですよ。しかし、染め

て学校に来てみたけど、学校では「髪が長いから教室には入れられん」

ということで「入れてもらえなかった」と言って帰ってくるわけですよ

ね。 
ですから、つられて横谷のほうは今日は早く帰ってきたみたいですね。

高橋のほうには、「今日が学校には行くな」と言ったんですよね。「今日、

学校に僕たちが行って話し合いをするから、その結果で君が行くんだっ

たら行くということにしてくれ。それまで我慢して今日は行かないよう

に」って。そしたら横谷も「私も行かない」ってことになるわけですね。

ですから、行かなくても、今のところ、病院があるから病院の中で陶芸

をしたりして過ごすわけですね。病院がない場合には、清宮君だとか、

いろんな子たちのうちに集まって、結局、グループがだんだん肥大して

いって、そこでシンナー吸うっていうようになることが多くなるんです

よね。だからそのことだけでも、彼らの生活は「いくらかは改善されて

いる」と判断してるんです。 
 で、まとめてみると、「彼女たち、彼たちが学校から追い出されてしま

う」わけです。そして結局、「行く場所がないから同じような連中の所で

たむろして、さらにもっと悪いことをしていく結果になっていく」とい

うことになっているわけですね。ですから、やはりなにか学校のほうが

工夫してもらってですよ、「おまえらは規律違反だから教室には入れん」

だけじゃなくて、なにかもっと工夫ができないのかなぁ、と言うことを

ね、今日聞きたいんですね。 
それが、僕たちが今日来させていただいた一番大きな目的なんですよ。

「教室に入れん」というかたちでは子どもたちは来なくなりますし、来

なくなれば結局、どこかにたむろして、なにか事件をおこしていくこと

になるんですね。先生がたもいろいろ新聞を賑わす事件をごぞんじでし

ょうから、いずれ必ずそんな事件につながっていくだろうという心配は

心の片隅でしておられると思うんですね。「他の子たちに悪いから絶対

原則を崩さないんだ」って言う一点張りの姿勢でこられたら、非行の子
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どもたちっていうのは犠牲者になるわけですよね。それは、「学校の責任

じゃない、家族の責任じゃ」って言われたってね、少なくともその子ど

もが学校に来ようとしている以上ですね、「来ようとしている力を利用

してなにか導いていこうとすることが教育だろう」と思うんですよね。

それで、そのあたりを、できれば校長先生は 後でいいですからね、担

任の先生がどのような意見をもってらっしゃるかということからお聞き

したいと思ってんですけど、どうなんでしょうか？ 
 担任 いいですか、横谷を担任してるんですけども。 
 私 どうそ。 
 ●──校則を緩めると他の子どもも緩む？ 

 担任 始業式の日ですけども、靴下が白と黒のストライプだったんで

すよね、去年からそういったスカートとか、とくに靴下なんですけども、

靴下が悪いときにはもう教室に入れずに相談室というところがあるんで

すけども、そこに入れたんですよ。で、「靴下を脱いでいけば教室に上げ

てやる」といったんですよ。それは去年からずーっとつづけてますから

本人もよく知ってるんですけども。で、始業式のときは教室に行きたい

ということだったので、素直に靴下は脱いでくれました。時間はちょっ

とかかったんですけどね、２時間ぐらい話をして、いろんな話をして聞

いてくれて、脱いで上がったんです。 
 先週の水曜日、テストが次の日からあったもんですから、「テストは受

けたい」って本人が言ったから、ワイシャツを着てくることと、それか

ら靴下は白いのをはいてくる、そういった二つの条件で許可したんです。

ところが、結局、靴下は白をはいてきたんですけどね、ちがった種類の

白をはいて。で、やっぱり時間も守らんで遅れて来ました。で、結局こ

の日も、他の教室でテスト受けさせて帰したんですよね。だから、学校

に来る時間は自分のいい時間に来て、それから担任のほうに報告せずに

自分かってに帰るというのが、一昨日、それから今日とつづいてますけ

どね。だから高橋が行かないと言えば横谷も行かないと思うし、たぶん

途中まで一緒に来てて、横谷だけ学校に来るというかたちだと思うんで

すけど。 
 私 なにかですね、高橋が送ってきて、降ろして帰ってくるみたいで

すね。そして横谷だけちょっとはいってくるみたいですね。 
 担任 だからうちのクラスでは、そういった特別視でやっていくと、
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そういうふうになっていく子たちが増えてきてますから、そういうふう

にやりたいって子がたくさんいるんですよ。髪の毛を伸ばして、それか

ら横谷みたいにパーマかけて、そういったふうにしてみたいという子が

何人もいるんですよ。そういったのを我慢してるんですよね。服装関係

もやっぱり自分で、学校ですからね。教育を受ける場ですから、そうい

ったのを我慢してきてると思うんですよ。やっぱりそういった横谷の場

合だけ特別視していくと、そういった反発する子が何人も出てくると思

うんですよね。だからそのために校則はある程度あると思いますし、そ

ういったものを守っていっておとなの社会へ行くと思うんで、ある程度

の校則は必要です。うちの学校はだいたい他の学校と同じようなことだ

と思うんですけど。 
 私 先生がたは、「校則を緩めちゃうとほかの子どもたちも緩んでし

まう」と思われるんですよね。そういう発想がよく使われると思うんで

すけどね、校則の守らせ方っていうのをですね、もうちょっと工夫して

もいいんじゃないかと思うんですよ。「一人認めちゃうと、みんな崩れて

しまう」「みんな我慢してんだ」とおっしゃるけど、みんなじゃないと思

うんですよね。それはたぶん、全体の中の１０％か２０％だと思うんで

すよ。しかし、それをきびしく管理的に縛ったらですね、教育的かって

いうと、かならずしもそうじゃないと思うんですね。むしろ「規律違反

をしていることはおかしいことだよね」っていうことでですね、ほかの

子どもたちに教えていくことのほうが、むしろ教育的じゃないかなって

気がするんですけどね。それを規律違反だと教室には入れないって縛る

だけでは効果がないと、僕は思うんですけどね。他の先生もそう思われ

るんですか？規律違反だからきびしくしたほうが効果が上がると考えら

れるんですか？ 
 他の教師 あのー、言われるのはわかるんですよね。子どもたちは髪

を短くしたくない、坊主にしたくないというのがあるんですよ。 
 私 みんなじゃないでしょうけどね。坊主のほうが良いという子もい

るでしょうけどね。たまにはね。 
 担任 でもね、ほんとうに子どもにそういったことを言ってきたとき

には、いろんな障害っていうのが出てくるもんでですね。だから、われ

われがガンガン、ガンガンやってきびしくやってるわけじゃないんです

けどね、規則を守るためには髪の毛はこうしなくちゃいけないんだよ、
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服装はこうしなくちゃいけないんだよという話をして、あの２人だけ例

外ではないんですよね。やっぱりこの中学校で生活していくうえで服装

はこうだよ、髪はこうだよと話をしています。ところが「オレは髪を切

りたくないから切らない」っていう言い方ですね。「オレはしたくないか

らしないんだ」、もっと大きな言い方をすれば、「オレは勉強したくない

からしないんだ」ということで、授業中に教室からかってに出て行くと

か、あるいは授業中にかってに席を立って授業を乱すという、そういう

ことにまで発展していく可能性があるわけですね。だから、そういうふ

うに一つのことを緩めてやって、そして、「これぐらいはいいんじゃない

の」ってやっていったのが、靴下にはじまったときに靴下、髪、制服と

いったものにだんだん発展していく。ま、あの２人は朝、自転車でです

ね、２人乗りをしてきた。横谷は降りる、高橋は帰る。それをほかの子

たちが見て憧れじゃないんですね、やっぱりしかめっ面して見てるわけ

ですね、「あんなことしてる」って言って。そしてみんながあんなことは

いけないことだと自認してくれることはいいことですけど、しかしやっ

ぱり逆に言うと、不快な思いをするわけですね。そういう子たちが、「何

であんなことしてるんだろう？」ってなって、規律をつくっていること

があってなきに等しいものになってしまえば、学校として収拾がつかな

くなってきますよね。わずか１０％だろう２０％だろうと言われますけ

ど、結局その１０％、２０％の子が同じようなことをしてしまったとき

には「教育の場」として成り立たなくなるわけですよ。そうであれば、

時にはきびしくしながらも、われわれだってそんな四角四面にですね、

ぴしっとは言ってません。ある程度は緩やかに緩めてですね、そういう

教育観のもとで指導してるので、そのなかでやっていってもらわないと、

教育はできません。 
 私 じゃあ逆の言い方で言うと、高橋ノリ君が髪を染めてきましたよ

ね。あのことは少しほめてくださいましたか？ 
 担任 そうですね。 
 私 どんなふうなかたちで？ 
 担任 私は今年あの子の担任になったばかりで、染めた状態を知らな

かったんですけど、お母さんから染めたと聞きまして、「それは偉いね」

と言って……。髪も切りに行ったと、切りに行ったのもここ（額の端を

指差して）だけ切ってですね、「よくこれだけ切ったね」って言って、「そ
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ういう短い部分だけじゃなくて長い部分も切ってよかったんじゃないか

な」って言って、「そういう切り方はできなかったのかな」って話をして

ですね。染めたということはぜひ、学校に来たいという気持ちがあった

んだろうから、それは非常にいいことだ。真っ赤なままよりね。そうい

う意思は認めたい、と。やっぱり尊重したい、というのは言ったんです

ね。「学級にも入れてやりたい」しかし、「髪の毛は『この中学は坊主』

っていうのは守ってもらいたい」っていうことで、ちょっとまえだった

んですけどね。 
 ●──１ヶ月だけ認めては 
 私 そのときにですよ、たとえば、僕たちだと、こんなふうなやり方

をすると思うんですよ。たとえばその、「髪の毛を切ってないからほんと

うはまだ違反だ。しかし、髪の毛をいちおう染めてきたんだからね、教

室に入ることを認めることにしよう。しかし１ヶ月以内にかならず切る

こと。切らんようであればね、やっぱり教室には入れんぞ」というふう

にすると思いますね。そうすると、少し本人もね、「ああこの先生は自分

の気持ちを認めてくれたんやな」ということになると思うんですよ。「た

ぶん教室には入れてくれんだろう」と考えて斜に構えていたところに、

あにはからんや入れてもらえた、というところに効果があると思うんで

す。先生がかりに口でほめてくれたにしてもですよ、彼がやっぱり教室

に入れてもらえんかったということになったらですね、「オレは努力し

たのに先生は全然オレのことを理解してくれん」と思っちゃうんですよ

ね。子どものほうはね。だからそのときに、僕は子どもたちに余裕をも

たせるために、言葉じゃなくって具体的にですよ、「１ヶ月間だけ教室に

入れることにするわな」と。「しかし１ヶ月たっても髪の毛を切らんとき

にはやっぱりダメだぞ」というくらいに言っとくとね、もっと子どもの

心は楽になると思うんですよ。それぐらいの「具体的な柔軟さがほしい」

というのが、僕らの今日来たお願いなんですよね。彼にとってはね、「教

室に入れてもらえない」というのは全面否定と同じなんですね。そうい

うときにもっと具体的に行動面で、認めてやるということをされるとい

いと思うんですよね。 
 担任 結局ね、一人の子だけをね、まぁ、一人の子を救わないといけ

ないんですけど。一人の子だけを救ったときにね、ほかの子に影響を及

ぼさないときならね、そういう余裕がもてると思うんですよ。 



291 

 291 

 私 だから、ずっとというのではなくて、それは１月間だけなのだか

らいいじゃないですか。１月間だけなんですよ。違反を認めるのは。 
 担任 ちょっと待ってください。一つのこと、一人のこと、高橋君な

ら高橋君だけを見てね、育てていくっていうか、その子だけでね、やっ

ていくときならそれは充分できると思うんですよ。ところが、その子を

育てながらほかに学級には３０何名、４０何名の生徒がいるわけですよ。

この中学校では９３０名以上の生徒がいるわけですよ。その子たちは、

やっぱり、つねにそういうのを見ているんですよ。あの子だけ１ヶ月で

きたと。じゃあ俺も今度１ヶ月試してみようと。そういうのがどんどん

増えてきたら……。 
 私 どんどん増えそうに思うんですか？僕はそれは逆だと思うんだよ

な。それを気短に切っちゃうからね、逆に今、増えてると思いますよ。

悪い子たちが。むしろね「高橋君に１ヶ月間の余裕を与える」というこ

とをほかの子どもたちに見せることでね、かえって先生たちに対する彼

らの見方がちがってきて、よい変化がくると思うんですがね。高橋君と

横谷君だけギャンギャン締めたからね、悪いのがいなくなったかという

と、そうじゃないでしょう。実際には、たとえば清宮君のまわりにもっ

と増えてしまってるでしょう。いろんな子たちが清宮君の家に集まる。

そんな子たちがまえより増えてるみたいですよ。 
 １ヶ月だけやってみようとすると、「じゃあ俺もやってみようかな」っ

ていう子が出てくるかもしれんていうのはですよ、これは先生たちに対

する子どもたちの不信じゃないですかね？先生たちが子どもたちを信じ

ないから子どもたちも信じないということなのだろうと思いますね。

「先生たちをまだ信頼しとらん」から、「じゃ俺もやってみよう」となる

わけですね。 
 だから、たとえば、「高橋を髪の毛の長いまま来るのを認めてるわけじ

ゃないんだ。しかし、あいつのために先生は１ヶ月間がまんしてるみた

いだ」っていうことを見せる方がね、もうちょっとほかの生徒たちとし

ても心が柔らかくなると思いますよ。「うん、先生も石頭じゃねえわい」

となってきて、真心で考えることができるようになると思うんです。そ

んなとき、「いや、だめだ。俺はおまえだけ見てるんじゃない。ほかの子

たちに悪い影響を与えるから絶対だめだ」って堅くいかれたんじゃね、

逆に子どもたちは堅いほうに行くんだと思いますよ。真心で考えた行動
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ではなくて、むしろ「心にもなく」「したくもないこと」をしてしまうこ

とになると思うんですね。それは見解の相違かもしれませんけどね、少

なくとも僕はそういう「かたくななかたち」でいかれることが、もっと

高橋を悪くしていくと思うんですよ。いっぺん試してもいいと思います

よ。「１ヶ月くらいは許可しよう」と。「１ヶ月たっても髪の毛が長かっ

たらやっぱり許可せんぞ」とぐらいにやったらね。「許可せんぞ」という

言葉も生きてきて、もっと彼らは変化していくと思うんですよ。相手は

子どもですからね、おとなと同じようにですよ、理想一本で、あるいは

罰則一本でやられるんだったらダメですね。おとなだったらそれでやれ

ますけどね。子どもっていうやつは損や得では動かないんですよ、立身

出世ばかり考えているおとなたちのようには。 
 ●──来ない子どもたちをどうするのか 

 このあと、全体がシーンと静かになって言葉がどこからも出てきませ

ん。そこで、ふたたび私が続けました。 
 私 今のこの中学では「もう少し柔らかくやったほうがいい」と思い

ますけどね。たとえば、全然来なくなった子どもたちにですね、どんな

方法で指導していこうかということを考えて、その方法をとりながらや

るんだったらまだいいけど、「おまえたちは学校に来たら困る子だから」

っていうかたちでいかれて、子どもたちが学校からいなくなってしまう。

いなくなって僕たちが全然なにもしないのであればですよ、その子たち

というのは、僕はやはり犠牲者だと思いますね。少なくとも僕たちは、

それを知っていて放置はできないですね。心理療法士の曽原と矢島の２

人が今日来てるんですが、２人はよく家庭訪問するわけですよ。清宮君

とも彼らは会ってるんですよね。清宮君の家庭の雰囲気だとか、清宮君

のうちに来る子どもたちだとかね、あるいは年上の子どもたち、バイク

を乗り回す子どもたちを知ってるんですね。この子どもたちの多くは、

たぶんもう学校に来なくなってますよね。この子たちというのも、ここ

に籍があるわけであって、先生たちが教育者としての対応を考えられな

いといけない問題だと思うんですよ。それを、「いやぁ、あの連中は校則

違反をしているわけだから俺たちには責任はないんだ」というのは、ち

ょっとおかしいと思いますね。 
 担任 責任がないとは思ってないです。ほんとうはわれわれも救いた

いんです。やっぱりやかましいことを言うなかで、指導するなかでやっ
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ぱり救いたい。彼らをそのために校則、校則で縛っていくと言われるか

もしらんけど、やっぱりわれわれはがまんすることもね、学んでほしい。

そしてやっぱり、社会のなかで自分の心を鍛錬していかなければね、や

っていけないんだと、そういうことを学んでほしいんです。 
 私 教えたいんですね。ところが、教えたいけど今の方法では、教え

ることになってないでしょう！来ないんだから。あの連中はまちがいな

くだんだん来なくなっているでしょう。そして、だんだんだんだん悪く

なってるわけだから。結果ですよ。自分たちの頭の中の理想論じゃない

わけですよ！結果的に子どもたちが耳を傾けてくれないし、学校にも来

ないっていうことはね、なにか別の方法を考えんといけないっていうこ

とを要求してるわけでしょう！「自分はほかの子どもたちで手一杯だ」

ということじゃ困るわけですよね。 
「校則違反の子は来ちゃ困る」「校則をちゃんと受け入れれば来てもい

い」という発想はですね、ちょうど、いわば国家でいったらですよ、た

とえば「ヤクザだとか犯罪者なんていうのはもう国民として認めない」

ということと一緒なんですよ。しかし、日本の法律はヤクザであったっ

て犯罪人であったってですよ、「国民として認めない。そんなやつはガス

室送りだ」っていうような、ナチスみたいなことはしないわけですよね。

ところがその、どうも、「校則守らないやつは学校来させない」というの

はですね、「おまえたちは学校の生徒として認めない。ガス室送りだ」っ

て言ってるのと同じになっていくわけですよね。 
「そんなこと自分たちは考えちゃいないんだ」っておっしゃったって、

結果的にそうなってるんです。結果的にね。だから頭の中で考えるんじ

ゃなくて、実際学校に来ない子どもたちがですね、暴走族の中にはいっ

ていくとか、シンナー中毒でからだを壊していくっていうところをね、

ちゃんと見て、「じゃ、この子たちをどうしたらいいのか？」ということ

を考えていかなきゃいけないでしょう？そこが僕は「教育の原点」だと

思うんですね。なにも高校合格者の数を上げることが教育じゃないと思

うんですよね。 
 ●──教育者ではない管理者の言葉 

 先生たちは非常に疲れておられるという印象です。校長からの管理、

父兄会からの突き上げ、そういったものからの批判を受けないためにど

うしたらよいのか、といったことだけで手一杯になっていて、「教育の原
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点」などといった認識からは遠いところにいってしまっているように思

われます。ですから、これからつづく生徒指導主任の私への返答はじつ

に紋切り型の国会答弁のようになってしまっていて、おおいに誠実さに

欠けています。校長の言葉はさらに言葉数だけが増えて「今の教師たち

の砦」を堅くするためだけに腐心されていて、まさに「教育の原点から

はさらに遠ざかってしまっている」のです。くわしい応答は省略します

が、生徒指導主任は次のように述べています。 
 生徒指導主任 「一人を生かして、全体を犠牲にするか」「社会全体、

たとえば学校、あるいは、非常に広げれば社会全体をみるか、個をみる

か」「一人を生かすか全体を生かすか」そこまでも考えが及ぶと思うんで

すよ。 
 私 もちろんそうですよ。そして、先生の考えでは両方は成り立たな

いというわけですね。一方は犠牲にせざるをえないと？ 
 生徒指導主任 だからたとえばですよ。まぁ髪を伸ばしたいと、ま、

そういう学校もあるし、そういうことで要求があったと。で、その子は

いろいろ事情もあるだろうが、１ヶ月余裕をもちましょうと。そうした

場合にその子が学校の配慮があって１ヶ月すぎたと。ま、それでうまく

いけばいいんですが、逆に今度は髪で１ヶ月待ったと、次はまぁ、生徒

が制服が好きな子もいれば嫌いな子もおると。いろいろ制服にも規制が

ありますよ。たとえばズボンもですよ、こういうきちっとしたズボンよ

りはゆとりのあるズボンのほうが動きやすいし、したらまぁ、そういう

ふうに考えていくと実生活っていいますかね、そういうことを考えると

非常にむずかしいわけですよ。 
 私 次々に要求してきて繁雑だ、とでも？ 
 生徒指導主任 で、あることが受け入れられたと、次はこれしてみよ

うかというふうに、ま、そういう考えをもってしまうと危険な場合も出

てくると。ま、そういう場合にやはり、さっき 初に申し上げたように

社会生活ですから、ま、がまんをさせていく、それが長い目で見ていけ

ば教育の愛だと思いますがね。今はそういう欲望を持っているかもしら

んけど、長い人生、社会生活を考えると、今ここでそういう学校のしつ

けになりますか、そういったものもやっていく、そういう効果があると

思うんですが。 
 私 効果が上がっていないじゃないですか。そうしようとしていくな
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かで、学校に来なくなってるわけでしょう？ 
 生徒指導主任 いや、それが一個人のことですよ。 
 私 じゃあ、他の子たちに効果が上がっていると言うんですか？来て

る子たちには？来ない子はもちろん効果が上がらずに犠牲になってるけ

ど、ほかの子たちには、いい見せしめになって効果が上がっていると言

うわけですか？ 
 生徒指導主任 いや、そこは人間、耐性ちゅうのが必要であるし、そ

の耐性、ま、要するにがまんするということを教育過程のなかで考えな

がら行なってるわけで……。 
 私 あー、なるほど、ほかの子どもたちにはがまんさせると、がまん

させることはいい教育だからだと。だから来なくなってるほかの子たち

は別にしてね、来てる子たちにはいい教育をしてるんだというわけです

か？僕が言ってるのは、さっきから言ってるのはですよ、来なくなった

子どもたちをどうするかってことを質問してんですよね。 
 
 私はここで、生徒指導主任との対話をあきらめました。そして校長に

質問を向けてみました。 
 校長 院長先生がおっしゃること、よくわかります。あのー、けっし

て私たちは公という立場でですね「切り捨て御免」で行なってるわけじ

ゃありません。あのー、親のほうの要求、もちろんこれは子どもの要求

があったから親がそれに同調して、今から八年ぐらいまえですか、長髪

を認めた学校があるんです。ところが、今では PTA の役員でさかんに元

に返してくれというのが言葉として実際に出ています。それと、つい

近では、一昨年になりますかね、その学校に通ってる子どもの保護者か

ら聞いた、直接聞いた話なので、ま、その、事実であることはまちがい

ないと思いますけども、これが以前の学校と同じ学校かと思うほど、学

校の様子が変わったと、そういう状況がじつはあるわけです。 
 それから院長先生がご承知のとおり、今から７、８年前、宮崎市内が

ずいぶん荒れましたね。そのときにまず現れましたのは服装のまえに頭

髪、あのモヒカン刈り、真ん中からピーンと、髪を立ててやってる。い

っしょに勉強してる子どもたち、とくに女の子にとっては、それが恐怖

だったわけですね。言いますなら、非行文化のシンボルだったわけです

ね。そういう子どもたちが育ちますと学校によっては、「あの子どもたち
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だけの学級をつくってくれ」という切実な子どもたちの要求、家庭の要

求があるわけですね。しかし、それはあまりに極端なので、実際にはそ

こまでやらずに、まぁ特別な子どもだけ普通学級ではとてもついていけ

ない、しかも頭髪から服装から非常に違反の度合いが高い子どもたちに

ついては、たとえば、教育相談室にその子どもたちを集めて小学校の５，

６年程度、あるいは３，４年程度までレベルを落として国語辞典の引き

方まで勉強させたんです、一時代！それで、そういう学校の状況という

のは、これが学校かと思いたくなるほど、学校の秩序、生徒の学校生活

における秩序というのは、破壊されておりましてですね。で、それを本

人たちは英雄気取りでやりましたけども、大多数の９０数％の子どもた

ちにとっては、その学校生活の時代というのは、子どもたちが納得する

充実感を覚える、そして保護者の学校に対する期待が充足されたかとい

いますと、もう、こういう状況だと、うちは私立学校に入れるとか国立

学校に入れるとか、そういうことを真剣に考えた一時代がありました。

宮崎市内の場合にはようやくその時代から抜け出して、ま、今日がある

わけですけども、少なくともやはりみんなが楽しくやって来れる学校で

ありたい。楽しくと言いますのは、個人の自由を 大限に認めた学校じ

ゃぁありません。その理由は、子どもたちは精神的のも肉体的にも、今、

発展途上、もっとも発達がいちじるしい時期にあるんですが、裏を返し

て言いますと、その子どもたちは発達段階にあるということは逆にしま

すと、未成熟な段階にある面もあるんだと思いますね。 
 私 そうですね。 
 校長 そういう子どもたちを、やはりこれから有為な国家社会の一員

として人格を完成させながら、私どもは国家社会の一員として育てなく

ちゃならない。そういう子どもたちに対してどういうふうに人としての

生き方、そしてそれはどういう社会においても自分の意志だけでは、そ

の自分の意志だけで自分の自由だけを貫くことはできないんだというこ

とを、あの、指導していかなくてはならない。 
 じゃあ、頭髪とのかかわりということですけども、先ほど言いました

ように、多数の子どもたちが頭髪を伸ばしたいという気持ちがないにし

ても、うちの職員が言ってますように、伸ばしたい子どもたちもたくさ

んいるわけですね。で、１か月でも余裕みてみたらというお考え、それ

も一つの方法だろうと思いますが、これはあのー、今までの私の経験で
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すと、そういうこともやってみたんですけども、「１か月先生は認めてく

れたのに、これから切れとはいったいなにごとか？」と逆に開き直りま

してね。で、そういうのが習慣化しますと、期限後というのは非常にあ

との指導がしにくいという状況にございます。 
 私 そこでちょっとちがうんですけどね。そして、そこが一番だいじ

なとこなんです。僕もね、子どもに規律を教えることは教育だと思って

んですよ。まさに社会の中で「人の物を取っちゃいけない」とかですね。

その、ちゃんと「結婚しないうちに性的なものはがまんしないといけな

い」んだとかね。そんなこと教えていくのは社会生活を送っていくうえ

で基本的な重要なことですよね。性的なことにしたって物品的なことに

したって、これはどこの社会だって約束事は必要なことだと思います。

しかし、その教え方が問題だと思うんですよ。その教え方が「子供が理

解するように教える」のとですよ、もう「理解なしに強くボンボンと強

制的に教えていく」のとですね、言わばスパルタ式に教えていくのと、

教育の２つのやり方があるのでしょうけどね。つまり、強権的にやって

いくのと、子どもたちが理解するのを待ってやる方法とあるのでしょう。

ですから髪の話で１月間というのはたしかに甘いと思われるのかもしれ

ませんけどね。そのやり方は、かなり厳密にやらにゃいかんと思うんで

すよ。一月たったときにまた一月なんて言ったら、こりゃあ教育になら

ないと思うんですよ。しかし１月間考えてみてね、やっぱりダメなのか

と。そしたらそこで、やっぱりダメだと厳重にやったっていいと思うん

ですよ。要するに「認めた」「裏切らない」という信頼関係が先生と生徒

のあいだに生まれてきて、ほんとうの教育がはじまるんだと思うんです

ね。 
 ●──スパルタ式は教育に非ず 

 私はここで、教育に２つのやり方があると述べていますが、スパルタ

式の教育をほんとうに「教育」とよんでいいのかという問題があります。

その２つの教育方法の差を単に「教育のテクニックの差」と言っていい

のかどうかということは、よく考え直してみなければなりません。 
 つまり、子どもたちをスパルタ式に従わせて、彼らが指導どおりに従

ったからとげんってそれが教育かというと、いやこれは教育とはたがう、

と私は思うのです。そんなことをして従わせたにしても、「子供たちの心

には従わせようとするものへの強い反感を残し、ただ表面だけ従ったふ
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りをしているだけ」ではないかと思うのです。 
 そんなことでは、子どもたちの心の中には「教育の目的とはまったく

逆行するものしか育ってこない」と思うのです。つまり、教育からは心

の中に「生産的なもの、あるいは建設的なもの」が生まれてこなければ

なりません。ところが、スパルタ式の指導の中からは「破壊的なもの、

破滅的なもの、投げやりなもの」しか生まれてこないと思うのです。ス

パルタ式の指導でできるのは技術の習得とか知識の蓄積くらいのもので、

心の教育は絶対できないでしょう。そういう意味で、スパルタ式の教育

は「管理教育」の中でしか効果を発揮できないといえます。つまり、社

会の管理機構の中で「がまんし、従い、不平を押し込めるテクニックの

強化学習」におおいに役立つというだけのことでしょう。 
 そう考えてくると、「教育の２つのやり方」が「教育のテクニックの差」

ではなく、一方のスパルタ式の指導は「教育」ではなくて、ただ教育の

まねごとでしかない、ということがわかります。つまり、スパルタ式の

教育に甘んじているということは、先生たち一人ひとりが「しっかりし

た自分の教育理念をもって余裕をもって教育にあたっておられない」と

いうことを示しています。先生たち一人ひとりは校長からの要求、PTA
からの要求という言葉に代表される「社会から要求されている教師とし

ての努め」を果たしていくことに追いまくられておられるようです。そ

してその結果、疲れた頭の中で「ただただ非難されずにすむだけの道に

逃げ込んでしまっておられる」ようにみえます。そのことを少し具体的

にいうと、「ただ教師やおとなの言うことに素直に従う子どもたちを育

てること」「競争率の高い高校にできるだけ大勢の子どもたちを合格さ

せること」ということだけを目標にしておきさえすれば「どうにか教師

としての責任が果たせていると言って、逃げおおせるのではないか」と

決め込んでおられる、ということです。そう決め込んでしまったときは

じめて、「スパルタ式の教育」が「これも教育の一つのやり方である」か

もしれないと錯覚されてしまう状況ができあがるのだろう、と私は判断

します。こんななかから、生き生き伸び伸びとした人間教育が出てくる

はずはないでしょう。 
 校長は、先の発言の中で子どもたちへの教育のことを「有為な国家社

会の一員として育てなくてはならない」と述べています。この言葉こそ

非常に重要なことです。私は、子どもたちへの学校教育の目的は「国家
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社会への役に立つ人間をつくることではない」と思っています。現在の

国家がいいことをしていると考えるか、悪いことをしようとしていると

考えるかということは、一人ひとりの感覚で異なるのです。ですから、

「こんな国家を批判もなく受け入れて、その役に立とうなんて考えては

いけないのだ」と考える人はいくらいてもいいのです。それは日の丸を

上げることが教育的か反教育的か、という議論と同じです。どうもこの

協調は「反対意見なんて認める必要はないと言って、日の丸を有無を言

わせずに日本全国の校庭に掲げるように命令するのがなぜ悪い？」と考

えているようです。 
 一つの価値観を子どもたち全員に押しつけることはまちがっています。

「国家にとって役立つ人間をつくる」ということは、国家への奴隷をつ

くるということと一緒なのです。私は、学校とは単に「子供たちが集ま

る溜まり場のような場所」なのだと考えなければいけないと思います。

そこに行くと「同じ年の子どもたちが集まっていて、おしゃべりしたり、

かけっこしたり、歌を歌ったりして楽しいし、いろんな先生がいて、い

ろいろの知識を教えてくれて楽しい」から集まって来るのです。それを

卒業資格を与えて、それがあれば「うまいものが食べられるよ」「楽がで

きるよ」などと言って、「学校に子どもたちが来るよう」に国家が仕向け

出したところに、学校の歪みがはじまっていると思うのです。それこそ

が、スパルタ式の指導が教育の一つのあり方である、と勘ちがいしはじ

められる起源といってよいでしょう。 
「学校は子どもたちが集まってくる溜まり場みたいな場所なのだ」と考

えることができるようになれば、子どもたちへの教育の中心は変化して

くるはずです。変化の方向は、「知識を詰め込み、技術を磨くこと」「犯

行もなくただ従順におとなたちに従うこと」から、「自分の頭でものごと

を考え」「まちがっていれば徹底的に反抗すること」の方向でしょう。も

ちろん学校は社会規範を教えていく場所でもあります。しかし、それは

けっして押しつけられてはならないのです。社会生活を送っていくうえ

での 低限のルール以上のものを子どもの意思に反して押しつけるとい

うことは、たとえそのことがその子どもにとって役に立つということが

明らかであったとしても、それは子どもの人権侵害であり、子どもの心

に深い傷を残すといえるでしょう。 
 ●──校長への援護射撃をかいくぐって 
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 このあとの話をつづけてみましょう。私はまだ校長に向けて話してい

るのですが、他の先生が割り込んでこられます。これは、この先生たち

が本音で話したいと考えておられて意見が活発になっている、というの

ではなくて、校長への援護射撃としての発言のようなのです。私から攻

撃されている校長に対して助太刀に出られる先生がたの奮闘ぶりは、ま

るで「校長の管理システムの中で、従順な従事者として忠誠を表明して

おられる」涙ぐましい努力の姿です。そして、この姿こそが学校側が子

どもたちに対して要求している姿なのでしょう。 
 校則の運営に対して「子どもたちの心をもう少しくんでから」と話し

ているところへ、若い担任の先生がはいり込んでこられます。 
 担任 病院の指導としては、学校に遅れて行っても早く帰ってもいい

と、そこらへんも本人に任せておられるのですか。自由だと？ 
 私 そうです。ですからそこんとこは学校側で先生たちが自由にされ

ていいわけです。たとえばね「そんなことでは来るな」って言われたっ

てかまわないわけです。 
 他の先生 帰った場合に病院に帰らなくて街歩いててもいいってこと

なんですか？ 
 私 ええ、そうです。なぜそれをいいことにしているかっていうとで

すね、僕らの当面の目標は「シンナーをしない」ということだけなんで

すよ。 
 矢島 僕は横谷の担当なんですけど、８時までにはだいたい帰ってま

すよ。 
 担任 帰るのは８時まででしょ？ 
 矢島 暗くなってからになることもありますが、今日は昼に帰ってき

ました。 
 私 ちょっと先生、そこんとこ誤解を招かないように言っとくとです

ね。要するに僕たちは彼や彼女たちに「８時には帰ってこい」と言って

いるわけです。これ以後は絶対許さないと、かなりきびしく。……そう

ですね、その点は先生たちよりもっときびしいかもしれないわけですよ。

その約束を破った場合には、一週間だけ出れない部屋に入れると約束し

てるんですよ。保護室というんですけどね。まあ、実態は独房みたいな

ものです。「シンナーと８時以降の外出だけは絶対に許さない」というこ

とになってるんです。それ以外のことは自由にしていいことにしてある
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わけです。自由にする部分と、きびしくする部分と２つ、僕らは使い分

けてるんですよ。「自分たちのほうでそれを選びなさい」ということにし

てるんですね。僕たちは彼女たちを動物みたいに「鞭打ったり、鎖につ

ないだり」はできないわけですから、自分の中で「ものごとを考えてい

く力を養っていく」ことを治療の目標にしているんです。ですから、学

校も自由にされていいわけですよね。その、「朝遅れて来るなら来るな」

とかね、あるいは、「黙って帰るようだったら来るな」とか、それでかま

わないわけですよ。それをやってもらってかまわないわけですけど、そ

のやり方のことを言ってるわけですよ、今ね。 
 担任 いちおう、だから時間すぎたら門前で帰すと。 
 私 それでもいいじゃないですか？やり方としてやろうとされればね。

ただテクニックとしてですよね。たとえば、いわば機械的になっちゃう

か、それとも、こんなふうなことが１週間に３日もつづくようであれば

絶対受け入れないぞというかたちで臨まれるか。柔軟性が欲しいという

のは、そこなんですよ。 
 担任 そこは、われわれも考えてるんですけどね。 
 校長 ま、それは、うちは病院とはちがうんで、あのー、９００人以

上の生徒を預かってますから、充分保護者とも相談して、こういうこと

でうちは今後指導していきたいということで保護者の了解のもとでやら

なくてはいけないのです。で、先ほどのお話ですけどね、私、本校でや

っているやり方で当分やっていきたいと思っているんですけど、これ、

まだ来たばっかりでよくわかりませんが、以前の学校ではですね、今、

先生がおっしゃるようにいろいろとやってみたんです。そうしますとね、

じゃあ１か月間の約束で１か月たったら切るだろうということで、これ

は全校生徒に向かってこういうことは言いませんからね。「あの子が伸

ばして、なんで先生、俺が伸ばしていかんのか？」とかなるでしょう。

今度は下級生は下級生で、「上級生は先生、ちゃんとやっとるじゃないか。

なんで俺たちは伸ばしたらいかんのか？」と、非常に学級担任はそれに

責められてですね。すると、今度はブレーキがなくなるわけです。 
 私 そのブレーキがきかなくなるから、うんぬんということが一斉取

り締まりの理由にされることは多いようですが、それではまさに教育で

はないですね。警察とか軍隊と一緒ですね。 
 校長 それで先生はもっとブレーキの遊びの幅を広げたらどうかとお
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っしゃるんですけども、今、生徒指導主任が言いますようにね、ブレー

キぎりぎりということではないんですよ。学校は学校でこれ、どこの学

校でもそうだと思うんですが、ブレーキはちゃんと遊びは残してるわけ

です。その残してる部分を踏み外した場合には、やっぱり生徒の規律あ

る、しかも多数の子どもたちの教育、そして保護者の依頼、そういうも

のから限界をおのずから考えなくてはいけない。そのへんの矛盾がです

ね、たとえば、今おる職員の中でもですね、あの、ほんとうにつらい。

つらい！つらいけれども今のところではベストじゃないにしても、そう

せざるをえないというのが偽らざる心境だと思うんですよ。 
 私 それはだから、ほかの子どもたちのためにということですよね。

ほかのこのためにですね。僕は、もうちょっとですね、僕が言いたいの

は、その子どもたちの問題はほかの子どもたちにとってもいい教育のチ

ャンスのはずですよね。なぜ規律を守らないといけないのかと教えるチ

ャンスのわけでしょう。それを規律違反の子どもを罰することで教えて

いくんではなくてですよね、ほんとうは理屈としてこうなんだって、社

会で生きていくってこういうことなんだって教えていくのが教育のはず

なんですよ。 
 校長 これはですね、道徳の中でも社会科の中でも、あらゆる教育を

通して社会規範の必要性についてはですね、今、院長先生は知りすぎて

いらっしゃると言われるかもしれませんが、心の教育ということについ

ておろそかにしている中学はどこにもないはずです。それが子どもたち、

ゆがんだ自己主張の強い子どもたちは、そういう社会の規律とか規範と

か、人に迷惑がかかるとか、そういうことは頭から考えなくて、どのよ

うに今の青春をエンジョイするかということで一途なんですね。「高校

行ったら、先生ちゃんと僕は切るよ」という、「中学校時代になぜ切れ

ん？」と聞くと、「高校だっら退学がある」と、そういう論法なんですよ。

ですからそのへんの理解をさせるのが非常にむずかしい。よーく、先生

が高橋やら横谷をどう軌道に乗せていただくか、今、一所懸命苦労して

いただいている、たいへんありがたいと思います。私たち、決して切り

捨て御免で「そういう枠に外れた子はうちにいらん」と言うんじゃなく

て、そういう子どもたちも、なおかつうちの正常な生活ができるように

と、うちはうちでしょっちゅう家庭訪問もしてくれておりますし、教育

相談もやってくれてるんですが、これは高橋がね、先生にね、このあい



303 

 303 

だずーっと話をしたときに、「先生、将来、俺どうなっとやろかい？」っ

て言うんだったらいいが、「今楽しけりゃいい」って言うんですね。ま、

そのへんがあの子たちがもってる非行文化の、特徴の一つのようです。 
 私 そこは、ちょっとちがうんですよ。口では子どもたちはそう言う

でしょう。「今楽しければいいんだ」って。それはたぶん裏返しの言葉だ

と思いますよ。ほんとうはその言葉をそのままとっちゃいけないと思う

んですよ。子どもちゅうのは、「今楽しければいいんだ」っていう言葉使

いますけどね、ホントはちがうんですよ。やっぱり自分たちは見捨てら

れてるっていう気持ちが強いんですよ。それをそんな言葉で抵抗してい

るんですね。 
 校長 そこもあると思います。 
 私 そこを理解してもらうと、またちがうと思うんですよね。なにか

その、あの子たちっていうのは、ほんとうは言いたいこといっぱいもっ

ててですね、横谷が使ってた言葉、君になにか言ってたんじゃないの？

矢島君、ちょっと話してみてくださいよ。 
 矢島 はい。お母さんがですね、家族面接の場で、本人が、「マニキュ

アと口紅とつけて学校に行く」と言った。ま、そのなかで、「そりゃあ困

る」という親の話があって、「土、日につければいいじゃないか。土曜日

の午後から日曜日にかけてつければいいじゃないか」っていうふうに私

が言ったら、横谷が言うには、「それでは意味がないんだ」って言うんで

すね。「学校につけて行くことに意味があるんだ」って言うんです。そう

いうことを考えると「学校でそういうことをしてる自分の存在」ってい

うのがあるっていうことですよね。そのなかでその「横谷っていうのは

こういう人間なんだ」っていうのができあがっていて、それを壊せない

んですね。で、逆に言えば、そういうふうにして「攻撃されればされる

ほどそのことで遊ぶことになる」と横谷が言ったんですけど。それでシ

ンナーなんか使っていて「気合いのはいった存在でいたい」って言うん

です。気合いのはいっているっていうのは「みんなから一目置かれるよ

うな存在」。それはどうしてそうなるかと言えば、「先生たちには歯向か

えないんだ」と。そしたら「この学校の中で特別な存在として見られて

いたい」と。というのは、逆に言えば、その、関係をもちたいからこそ

そうするんだということですよね。で、マニキュア塗ってきたり、違反

して追い返されること自体さえも彼らにとってみれば一つの勲章が増え
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たようなもんで、彼らの中では、「いいな」って、「特別に帰れてる」と

いう思いも逆に言えば与えてるっていうことですよね。 
 校長 まったくそのとおりです。自己主張とか私が言いましたのは、

これは自己主張をなぜするのかと言いますと、あの子たち自身のアイデ

ンティティのね、やっぱり確認なんですよ。そして自己存在の主張なん

ですね。それをふつうの子どもたちとちがった方法であの子たちがやっ

てる。自己主張という意味はそういう意味で使っておるんですけど、通

常ある言葉で。 
 非常に腕力がある、ゲンコツするとなにをやるかわからない子どもた

ちでもしんみりと話していますとね、非常にさみしがり屋なんですよ。

何を要求しているかっていうと、教師なら教師の愛情を独り占めしたい。

まー、あなたがおっしゃるように、そのめだつ格好したいっていうのは

みんなの注目をひきたい、その注目をひくことによって自分の存在感と

いうのをもっと今の小さな自分よりか大きな自分として自覚をしたい。

これは人間の、僕は本能的な欲求だろうと思いますけどね。 
 矢島 もう一つ付け加えるとですね、この中学にはたいへんな伝統が

あるみたいですけど、彼ら非行のグループにとってはまた、彼らのそれ

があるみたいなんですよ。先輩から綿々と受け継いできた非行の伝統と

いうのが。 
 私 先輩がうちに入院してるんでわかるんですがね。去年の卒業生で

高野というのがいるでしょう、電気屋の息子……。 
 何人かの先生 はい、はい。 
 私 あの子の連れの連中がね、シンナーの先生なんですね。あとだれ

だったか、暴走族にはいっているとかいう連中が２，３人ばかしね、こ

この卒業生がいるんですよ。一人は吉野かな。ぜんぶ、いわばこの中学

の裏文化なんですよね。校長先生の言葉で言うと。そんなふうな歴史が

ずっとあるわけですよ。この学校に。先ほど、「今はずいぶんよくなった」

などという校長先生の言葉がありましたが、逆に悪くなってますよ。す

ごく根が深く、広くなってますよ。僕らの情報は子どもたちを通しては

いってくる情報なのですがね、おたくの在校生とつながってるみたいな

んですね。 
 
 ここでまた校長への助太刀がはいってしまいます。 
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 生徒指導主任 清宮の家庭訪問はしてますしね。 
 私 家庭訪問されて、効果が上がってますか？ 効果が上がらずに学

校に来ないほうがむしろいいと思ってんじゃないですか？ 
 生徒指導主任 それは考えてません。 
 私 どうかな、それは。結果的にはね、そういう結果にずーっとなっ

てきてますね。去年から、ずっと。よくこういう場合に、形式的に「家

庭訪問くりかえしてます」とかね、「ちゃんと行動は把握してます」とか

学校の先生はおっしゃるんだけど、そこんとこ効果が上がらないものに

関してはね、かたちだけしたって、そんなことは口にしないほうがいい

ですよ。効果はまったく上がってないのに口にするなんて、裁判官の前

で小さくなっている被告の弁解みたいなものですね。 
 ●──学校を変革していく力 

 私はだんだんいらだちを深くしてしまいます。「心の教育ということ

についておろそかにしている中学はどこにもない」などという校長の言

葉は、演説口調の完全な国会答弁です。「歪んだ自己主張の強い子どもた

ちは、社会の規律とか規範とか、人に迷惑がかかるとか、そういうこと

は頭から考えてなくて、どのように今の青春をエンジョイするかという

ことで一途なんですね」「『今楽しけりゃいい』って言うんですね。ま、

そのへんがあの子たちがもってる非行文化の、特徴の一つのようです」

なんていうのは、まるで子どもの心を完全に踏みにじっています。子ど

もたちの心からの要求に対してなに一つ耳を傾ける余裕がもてていない

のです。子どもたちはめだちたいからしているのではけっしてなくて、

「おれはほかの腰抜けどものように先生たちの言いなりにはならない

ぞ！」と、精一杯虚勢を張らなければならないところまで追い込まれて

いるのです。そのことが理解できていないどころか、追い込んでいるの

は自分たちなのに、そのことに気づこうとする余裕をもなくしてしまっ

ている、と考えていいでしょう。 
 生徒会活動というのは、まさに心の教育とか、社会規範の教育のため

にあみ出されたものと考えてよいでしょう。ところが、この中学の生徒

たちの生徒会活動をめぐっての学校不信は次のようです。これも治療の

場面で、生徒の生の声で聞いたことですが、この子も弁の立つ頭のいい

子でした。私が、学校への不満があったら「自分たちの要求をじゃんじ

ゃん学校にぶっつけなさい。みんなで力を出し合って。たとえば生徒会
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などの場を利用しなさいよ」と促したことに対して、彼はこう答えたの

です。「俺たちはね、今度の生徒会でも言ったよ、長髪を認めてくれって。

しかしね。先生たちはひきょうなんですよ。ぐずぐず言っていて、結局

『時間切れだ！』ですよ。そして、この議題は次回持ち越し、と言うん

ですよ。次回って来年のことですよ、ばかばかしい。先輩たちに聞くと

ね、去年もそうだったんだって。一年経ってからまた同じことを言われ

るわけ。俺たちをばかにしてるよ。結局、先生たちの押しつけや。」 
 そんな教育姿勢で、子どもたちがついてくるはずがありません。しか

し、先生たちは表向き一所懸命である、というふりをするようにしむけ

られておられるようです。 
 
 ここまで読んでこられて、「今の学校は幾重にも幾重にも脱皮して行

かなくてはいけない」と皆さんも考えられるでしょう。ところが、第一

章の中で「精神科医療の世界がそうだ」と述べたように、学校の中にも

自分の力で脱皮していく力はないようです。校長の言葉の中に「PTA の

意見」という言葉が頻繁に出てくることが、私としては一番不愉快なと

ころです。広く意見を聞くことはだいじなことですが、この校長は「PTA」

を「自分の責任を覆い隠すための隠れ蓑」に使っているのが明らかだか

らです。「強い力を味方につけてことをうまく運ぶ」というやり方は、現

在の体制を維持していこうともくろむ人がよくとる手段です。このこと

は、１９９０年末の中東地域への多国籍軍派遣依頼、わが国の施政者が

「国連の決議」を錦の御旗にして再軍備を進めていこうとしている姿勢

そのものです。 
 わが国は憲法の中で「いかなる紛争の解決のためにも武力は使わない」

と宣言しているのです。武力とは、相手に有無を言わせない手段を行使

することです。これは相手の人間性を完全に抹殺することなのです。い

かなる場合であれ「暴力で解決した結果は、さらに大きな問題を生んで

いく」という事実を私たちは、宇宙の中でも一番小さな宇宙「家族治療」

の中でよく知ってきました。 
 太平洋戦争をひきおこした反省のなかで、わが国は完全に「戦争をす

る能力」を放棄したのです。私たちが今すべきことは、世界中から戦争

をなくす努力をすることです。その具体的な方法としては「世界中の軍

需工場を解体する運動をおこすこと」でしょう。イラクのクエートへの
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侵入を「武力で解決しようとした１９９０年末の国連決議」は明らかに

まちがっていたわけで、平和的な手段で紛争の解決を進めるようにわが

国は主張しつづけるべきだったし、今後も断固としてそうしつづけるべ

きだ、と私は思います。 
 ところが、国家権力を保有している施政者は「国民を有無を言わせず

に支配する手段」を持ちたがるものです。自衛隊は１９５０年にはじま

った朝鮮戦争の 中につくられたのでした。それは共産主義者の侵略か

ら国を守るために、というのが大義名分でしたが、私は、これは「国民

を支配するための力として保守的な施政者たちに歓迎されたのだ」と考

えています。 いつの世でも軍隊は外国に対してよりか、国民に対してそ

の銃口を向けているのです。明らかに自衛隊は憲法違反なのですが、現

在の施政者は自衛隊がわが国の憲法に「合憲か否か」という議論を避け

るために、「国連の決議」を錦の御旗に利用して「国際的に孤立してはま

ずいでしょう」などという言葉を使っているようです。「戦争をやめよ

う」「兵器を破壊しよう」といいつづけることで孤立するとしたら、それ

こそ名誉ではないですか。 
 
 私はここで、第四章の美子と両親との対話をもう一度紹介してみたい

と思います。 
 母 あんたが、中学を出てから働くと言ったって、そんなにして、も

し働いたとしてもよ、どれくらいの生活ができると思ってるの？ はっ

きり言って今までのような生活はできないよ。 
 美子 だれがそんな生活したりするの？ 
 母 でもあんた、そんなの、みじめじゃないか？ 
 美子 なんで？ お金があるからみじめじゃないってことはないやろ

う？ 
 母 あるじゃない。生活できるだけ、 低限の生活ができるだけは必

要でしょう。 
 美子 低限の生活ができるくらい……。できなくてもいいもん。 
 母 させたいもん。 
 父 言ったってわからんわ。 
 
 私は、美子たちの力こそは、学校の今の体制を変革していくための力
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の一つなのだろうと思います。それに対して、心あるおとなたちは「も

う一度、自分たちの思春期に立ち返って」自分になにができるのか考え

て、立ち上がっていただかなければなりません。 
あとがき 
 私は、世の中が表面だけは「いかにも大げさにもったいぶって」いて、

その実、裏では汚いことばかりが横行している様子に、非常な怒りをお

ぼえます。役人とか、学校の先生とか、お巡りさんとか、そうそうマス

コミとか、中にはもちろん立派な人も一杯おられるのですが、どの職種

の人でも権力をもってしまうと、「立派なままで居続けること」はそうと

う難しいことのようなのです。多くの人々がその権力がもたらしてくれ

る利得に甘やかされてしまうのです。しかもやっかいなことに、そうい

う人々はそのことのもたらす弊害に気づくことができないのです。 
 だから「理由もなく撲りつけ」「機械的に校門を閉じ」「ただただ内申

書のことばかり言ったり」する先生が、簡単に校長先生の命令で答案用

紙の書き替えをするといった犯罪を犯す先生であったり、婦女暴行で検

挙されたりする先生であったり、家の中では全然立派な親ではなかった

りしてしまうのです。 
 それに、マスコミは「世の中の不正を正すことを使命としている」と

いう顔をしています。ところが、実際のところ「ショッキングなニュー

ス、つまり売れるニュース」を流して「社会の現状の中で得られるかぎ

りの利益を追求している」だけ、ということの方が目立ちます。 
例えば、少年犯罪にしても、親子の傷害事件にしても、精神障害者の

事件にしても、単に興味本位で流しているだけのことが実に多いのです。

すると、そのニュースに接した人は、「そんな者はすぐ少年院にぶち込ん

でしまえ」とか「すぐ精神病院に閉じ込めろ」とか「なんてこの子ども

たちの親は無責任で、だらしないんだ」と軽蔑することしか考えないこ

とになってしまうのです。 
マスコミの人たちが本心から襟を正すことができれば、「どうしてこ

んな事件が起こったのか」ということを考えて、こんな子供達を「すぐ

少年院に入れたり精神病院に入れたりするようなことになっている社会

の今の状況の方に大きな問題がある」のだということに気づく筈です。

そして、けっして興味本位の記事にならないように配慮することになる

筈です。 
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 この７月におきた広島県の「風の子学園」事件のニュースの場合も同

じでした。「とんでもない施設があった」で終わってはいけないのです。

教育行政の責任がもっと深く追及されたければならないし、思春期の子

供達の治療施設が少ないことの背景がえぐり出されていかなければなり

ません。ところが、今までの４か月ほど、その努力はほとんどみられま

せんでした。 
 私は今年４８歳の「年男」です。今や「分別」とやらを少しだけ心得

てしまっていて、「怒りの心」をやや薄くしてしまっているというのが正

直なところです。「分別」なんて狡さを言い直しただけの言葉なのかもし

れません。 
「これこれの欲望を満たす」ことになると、「これこれの困難』がおこ

って、「さらに苦しむことになる」から「この欲望は我慢しておくほうが

得策である」という具合に、「分別は狡さによって養成される」のでしょ

う。 
いわば、現在の学校の中での多くの教育は、「人間のずるさを強化して

いく」という手段を道具にして進められてきているように思われます。

「殴られないように」「恥をかかないように」「内申書で悪く書かれない

ように」などなど、なんとも「ずるさの教育の羅列」ではないですか。 
考えてみると、日本全体がそういった仕組みで運営されてきていると

いってよいでしょう。「悪いことをしたら罰金だぞ」「もっと悪いことを

したら刑務所に監禁するぞ」「もっと悪いやつは死刑だぞ」という具合に。 
 今では、それに、マスコミというリンチが加わるのです。しかもマス

コミは司法組織の断罪よりももっともっと悪質で、人格のすべてを社会

の中から葬り去るようなことを平気でしてしまいます。司法体系のもと

では上告すると逆転無罪を勝ちとることもできるのですが、マスコミで

は訂正記事はなかなか書こうとしてくれません。しかも、マスコミは逮

捕された時点で大々的に報道して犯罪人と決め込む人権侵害を平然とす

ることができるのです。あとから「無罪」とわかっても報道された誤報

はもう国民の中から消し去ることはむずかしいのです。かりに訂正記事

を出すとしても、それは誤報記事よりも大きいことはけっしてないし、

誤報を流したことの抜本的な反省はないのです。 
 さらに私がマスコミのことで不愉快に思うのは、司法体系下の行政官

をはじめとした現在のすべての行政官はこのマスコミの力をフルに利用



310 

 310 

しているということです。しかも、マスコミの側の人びともそのことを

充分に認識し、計算して行動しているのです。なんと薄汚くも恐ろしい

関係でしょう。こういうしくみの大構築の真ん中から、「それでも、俺た

ちに立ち向かうことができるというのかね？」という偽善者たちの薄気

味悪い声が聞こえてくるようです。まさに「ずるさの教育」を基本にお

いて組み立てられてきたこの社会は、「電波と活字をフルに活用して巨

大化したマスコミを利用すること」によって、完全に国民を管理しよう

としているのです。 
 そうです。私たちはこういう「ずるさの教育」という空気を吸わされ

ておとなになってしまっているのです。「ずるい空気」など吸うのは、だ

れでも嫌です。たぶん９９．９％の人びとが、そんなことなど嫌な筈で

す。しかし、この社会に生活するすべての人びとは、息を吸うたびにこ

の空気を吸い込まざるをえない構造になっているのです。そのためにお

となの「良心」「正義感」は日々浸食をうけ、鈍化させられている、とい

っていいでしょう。 
 ここまで述べてくると、私がなぜ「思春期の子どもたちに関心をもつ

のか」ということがお分かりいただけるでしょう。そうです。こうして

なくしてしまった「怒りの心」を少しだけでも取り戻したいのです。 
 
 私は、この本の読者からお便りがいただけることを楽しみにしていま

す。それは私自身がさらにさらに教えていただき、励ましていただきた

いからです。そしてまた、みなさんと力を合わせて、この世の中の「ず

るい空気」を減らしていくことに力を出し合っていく道を探したいから

です。私たちの病院と診療所には私のほかに、２人の医師と、５人の心

理療法士がおります。お困りの家族の場合は往診いたしますので、どう

ぞご連絡ください。 
        １９９１年１１月１日 野島診療所の当直室にて 

 
 

          C 棚 
 

1. クラッシック音楽のカーテン 
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・・・夫婦・家族の問題を考える様々な角度・・・ 

 

 これは１０年から２０年ほど昔の私の雑文で、夫婦関係・親子関係を

テーマに自分の仕事を整理したものです。小説に仕上げようと思ったら

しいのですが、途中で中断され放置されていたもの。すこし、書き足し

て完成に近づけてみようかと思います。 

川上が私、橋田は長らく院長を務めてくれた中江建夫、橘病院は若草

病院のことです。長崎の丘の上病院というのは完全な創作ですが、これ

も若草病院そのものと思っていただいてよいかな。様々な出来事は私自

身の実体験ですから、私の日記と考えて頂いてもよいでしょう。警察内

部のことは想像が多いのですが、大阪で＜泥棒に飯を食べさせる警察官

をしていて＞というのは僕自身の本当の祖父のことで、ちょいと自慢で

きる事実話です。 

祖父は胃癌で５０前に死んでしまって、この話は祖父の妻である祖母

から聞かされたのですが、祖母の僕たちに語る口調には「大変な爺ちゃ

んだったよ」というため息の中に、「優しくて偉い爺ちゃんだったんだ

よ」という誇り、あるいは満足が感じ取られたのでした。 

学校関係は「家族がひらく」で報告しているような実体験を基礎にし

ています。しかし僕自身の父親が学校の教師だったのですが、こちらか

らも影響を受けていると思います。＜祖父―父―僕＞と続く３世代のな

かにもにも隔世遺伝があるようです。 

 

 

（１）クラッシック音楽のカーテン 

 

  第２診察室の窓の外にはサザンカの花が咲き始めている。しかし太陽

は南に傾いて強い陽射が入り込んで来るので全然寒さを感じさせない。 

  川上の診察日は火曜日と金曜日である。以前は毎日診察していたのだ

が、ドクターが３人になったときから定期的な診察日を減らした。その

他の日は予約患者、病棟の患者、デイケアの患者などを診る。あるいは

往診に回る。それに休憩も必要な年になったのだ。 

  診察日を減らしたために１日当たりの患者数は多くなった。今日も溜

まったカルテの 後の番号はもう３０番を越している。 
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しかし、３０人分のカルテがあると言っても、再診の患者さんにはさ

して手を取らない。３分から１０分あったら大体済ますことができる。 

問題は初診の患者さんである。この場合には幾ら短くても１５分はか

かってしまう。場合によっては３０分を越す。残り時間が少ない場合に

は「昼食をしてから、１時半頃にお出で下さい」と言って、午後の診察

に回すこともある。長引く患者さんは、見るほうも大変なのだが、川上

の場合には、そのことよりも待っている患者さんのほうに気を使ってし

まう。そこで、残りのカルテの数を考えながら診察時間の加減をしたり

もする。 

  その辺たりが橋田医師と大いに違うところで、橋田の場合にはそんな

配慮は先ずしない。彼は、必要なだけ時間を掛ける。だから、永待ちさ

せられた何人かの患者さんは怒って帰ってしまったり、川上医師のほう

に診察日を変えたりしてしまう。 

ところが、じっくり話しを聞いてほしい患者さん達の方は幾ら待たさ

れても橋田医師の方を選ぶことになるのである。橘病院のこの２人の医

師の組み合わせは実に絶妙と言えるであろう。 

 

  受付の職員もそのことは心得ていて、初診の患者さんのカルテには赤

い字で「初診」と印された栞を付けて目立つようにしてくれている。積

み重ねられたカルテの間から、その栞が見える。橋田はそんなものには

おかまいなしであるが、川上はちゃんと数える。 

新しい患者さんには新鮮なものを感じて嬉しい面もあるのだが、それ

は精々、１日に２人で良いと思う。ところが、今日は栞が４人分も有る

のである。 

  その３人目で入ってきたのが、小倉京子であった。彼女は、診察机の

前に座ると、川上の顔を正面から見ながら、 

「眠れないんです」と言う。いかにもお淑やかな、良妻賢母といった印

象であった。 

 

「何時頃からでしょう？」 

「結婚してからずっとです。つまり１８年間。結婚してから、直ぐに妊

娠しまして、流産しかけて一人で寝ていたんですね。その時以来です」 

「その時にどうされました？  例えば御主人はどうして下さいまし
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た？」 

「主人は１０日のうち２，３日しか帰らないんです。その夜もマージャ

ンで…。それっきり眠れなくなったんです。 

子供が生まれた後も眠れないんです。近所の病院に行って、薬を貰い

ながらやってきて、よかったり悪かったりで…。２，３年飲まずに済ん

だこともあるんですけど。ほとんどずっと。」 

  そこで、川上は家族構成を聞くことになる。 

「子供３人の５人家族です。夫が４２才、私が３９才、長女が中１で１

２才、長男が小４で１０才、次男が小２で７才です」 

「御主人のお仕事は？」 

「県庁です」 

「子供さんのことで気になることは？」 

「長女が親と口を利きたがらないことですね。長男は気を使って優しく

してくれるんですが」 

  そして、生活歴を聞いてみた。初回なのであまり突っ込まずに軽く聞

いておいた。 

「元小学校の教師をしていたんです。結婚はお見合い…に近い」 

「というと？」 

「友達の御主人が、うちのと同僚だ、という…」 

「なあるほど。するとお見合いみたいな、恋愛みたいなというわけか」 

「そうですね。恋愛という面も幾らかはあったのかな」 

「なるほど、結婚への不安は？」 

「特別にそういうのはなかったです。ただ彼が熊本の田舎の出身で実家

が封建的で厳しいというのが、ちょっと引っ掛かりましたが。」 

「今一番気になることは？」 

「今学校で役員をしているんです。冬休みにボランティアをすることに

なって、その係りなんです。クラスの人の要望でさせられたんですが、

それがとても苦痛で…。」 

「御主人とのことで今一番気になることは？」 

「宗教の勉強をしているんですけど、それも続けたいんです。 

ところが、主人はそれが大嫌いなんです。ところがそれをすると私は

精神的に落ち着くんです。それで集会へ行く、しかし主人は出ることを

嫌うんです」 
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「なるほど。御主人の嫌うことをしなければならないというのは大変で

すね」 

「私はそれによって病気を克服できるのじゃないかという気がしている

んですけど。生理の前になると不眠がひどくなるんですね。そして頭が

痛くなって、我慢していると、家事が出来なくなる。それで薬を飲む、

ということの繰返なんです」 

  ここまで聞いて、 

「もう少しお聞きしたいんですが、今日は患者さんが多いんで、次ぎの

時にさせてください。で、一応お薬を出しておきましょう。セルシンの

５ミリですが、なるべく早く止めるようにして頂きたいと思います。そ

のためにもう少し詳しく聞かせて頂いた上で治療方針を決めたいと思い

ますから、明日の午後来ていただけませんか？ 

  ３時くらいから１時間ばかり？  その上で、もしかしたら毎週、もっ

とゆっくりお話を聞かせて頂く、ということになるかもしれませんが」

と次の患者さんを意識して聞いた。すると、 

「是非そうお願いします」という言葉が返って、７週間に及ぶ精神療法

が始められることになった。 

               

  小倉京子は２回目の面接には約束の時間の５分前に来院した。診察室

の前の待ち合い椅子に、少しだけものうげな感情を滲ませた表情で、き

ちんと背筋を伸ばして待っていた。 時間をきっちりと守るということは

精神療法を続けていく上では非常に重要なことである。川上は診察室に

彼女を案内して、良い気分で始めた。 

 

「不眠が続きます。多分私がもらっていた薬はもっと強い薬だったのだ

ろうと思います。不眠には足歩きが良いというので、昼間にはなるべく

車を使わずによく歩くんですが……」 

「ああ、そうですか。それはきついでしょうね。しかし、薬に頼るので

はなくて、少し心の整理をしてみることから始めてみましょう」 

「ええ、お願いします」 

「何でも良いですから、今、お話ししたいと思われることから話してみ

て下さい」 

「気にしていることといえば宗教です」 
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「なるほど。どんな風に？」 

「そうですね。聖書をしているんですけど、人生の中の真理じゃないか

なあと私は思うんです。しかし、一般的な常識とか伝統とかとは外れて

いることがあるわけですよね。聖書の通りにする、ということはですね。 

  その点で主人は嫌がっているんです。だけど止めるつもりはないので、

これからも色々主人とあるかなあ、と考えると…」 

「御主人はどういう言い方をされるんですか？」 

「宗教は政治に参加しないと言うんですよ。主人はそれが一番、嫌らし

いんです。組合運動とか、ある程度活発にしている方ですから。私には

理解者になってほしいと思っているらしいんです。でもそう悩んでいる

風でもない…。 

  政治に目を向けずにやって行けるのは、何と言うか、気違いだ。宗教

は麻薬だ、と思っているみたいです。私がそっちの方に一心じゃないか、

と心配なんじゃないんでしょうか？ 私もそこまでは行かない。…迷い

もある。ただ、そういうことをしている方達というのは気持ちが通じる

んですね。何でも話し合えるんです。思いが同じような」 

「夫とよりも……ということですか？」 

「いや、それが……。夫に服従しなさい、という宗教だから」 

「なるほど。御主人もあなたのことを宗教にのめり込まないように心配

して下さっているんですね？」 

「そうですね。それが私の為になのか。主人は、子供にはさせるな、と

言うんです。しかし、私は主人の居ないところでは聖書の話を子供にし

たりしているんです。 

  主人は飲みにいったら２時、３時。それからマージャン。私が真面目

すぎるんでしょうが。 

  宗教をしている人は……それこそ真面目なんですよ。昔いろんなこと

をして、信者になってから、真面目になったという人もいるらしいんで

すが、私なんかの性格に会う、そういった人達とのお付合は不安がない

んです。主人の方が生活の面では不安を感じますね。 

  だけど、宗教のほうが『主人に仕えるように、いい妻になられるよう

に』という教えですから。昔よりはいろんな拘りは取れたと思います」 

「もっと早く帰ってきてくれ、と御主人に要求されたことは？」 

「そういうことは何度もありましたね。だけど言えばいうほど主人には
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逆効果。言っても無駄だなあ……ということになってしまいました。し

かし今では、今までは自分を表にださないように押さえてきていたから、

今後は、自分が正しいと思うものは正しいんだ、と自己主張をしていき

たいと、そういう風に思っています。 

  自分をずいぶん無理に合わせてきた、というのがあるんです。宗教に

よって一時的には色々あるかもしれないけど、いつかは判ってくれるん

じゃないかな、というのがあります。自分自信を訓練する……人に要求

しないで、という教えですから」 

 

やや、間が空いて、川上が質問を作る。 

「御主人との夫婦生活はどうなっているのでしょう？」 

「それが、実に一方的なんです。主人はセックスしながら本を読むんで

すよ。『本を読みながらセックスするのは止めて』と言ったことがあるん

です。 

  なにか、さっさと家に帰るのは男の恥だ、というようなものがあるん

ですね。それでわざとマージャンをして帰る。変に、奥さんに尻に敷か

れてはいないぞ、と同僚達の前で虚勢を張っているように見えます。マ

イホーム男は恥だとよく口にもしますからね」 

「なるほど。床に入るときにリードするのは？」 

「夫婦生活も主人からははっきりした態度を取らないです。私が、主人

が待っているんじゃないかな、と気を使わなくてはいけない。メンツと

いうか昔かたぎの男の面子というんですかね。夫婦生活の面にもそうい

う面があって気疲れをします」 

「なるほど」 

「幸せな結婚生活をしていたら、今のような生活はしていなかったかも

しれないですね。でも、反対に考えて、主人が苦労させてくれたから、

こんな宗教ができているんだな、と考えたりもします。聖書に、神が結

ばれたものだから、という言葉があるんですが、やはり私にはそういう

主人が一番ふさわしかったんだ、とそういう風に時には思っているんで

すけど。 

  主人にも何時かそういうものを理解する日が来る……、来てほしい、

と思います」 

「御主人の、家での生活は？」 
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「主人はテレビを見るか音楽を聞くかですね。自治労の運動をしていて、

疲れるのか、家にいる時にはあんまり積極的に体を動かすほうではない

です。 

庭の花いじりは熱心にしていますけど。彼の回りには、何時も音楽が

鳴っているかテレビが鳴っています。音楽はクラッシック音楽、テレビ

はニュースか教育テレビですけど。私は何もない静かな時間が欲しいん

です。 

まるでクラッシック音楽のカーテンで自分の回りを覆っているような

感じです」 

 

  ここで、今まで主人呼んできた男を彼と言い換えている。本を読みな

がらセックスをしている男、家族の中で一人だけカーテンを張り巡らし

て境を作っている男、それをこの女に許させているのは宗教の力なのだ

ろうか？ 

 そう考えを巡らしながら、川上は親と口を聞きたがらない長女が、い

ずれは非行を引き起こすのではないかと考えた。それも人目につく派手

な非行を。 

    

３回目の面接を記しておこう。 

「御主人は庭の手入れはされるということでしたが、子供さんと遊ぶと

いうようなことは？」 

「子供と遊ぶということがないんです。そういうことをして貰えれば満

足するんでしょうけど。 

  ４～５日前宴会で、帰ったのが２時すぎです。それで眠れない。妊娠

３ヶ月の頃に朝の３時ごろ、友達を連れて帰ってくるんですね。私はこ

の人は子供が欲しくないんだろう、と考えましたね。２人目から少しは

気を使ってくれたんですけど。 

  ある時、朝の５時ごろ帰ってきたことがあります。マージャンから。

私は顔を見るのも嫌で、延岡から宮崎まで汽車で帰ってきて一日潰した

ことがあります。 

ああ、この頃主人は延岡の出先に転勤になっていたんですね。そんな

こんなで、…宴会、マージャンに対して私の体の中に、受け入れ切れな

いものが大きくなって行っていたんですね」 
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「奥さんの中に宴会、マージャンは下等な遊びだ、という考えがあるの

かな？」 

「ある程度ありますね。父が全然飲まなくて真面目一方。……それに女

ばかりの兄弟でしたから。おまけに私は末っ子で。それだからか、主人

にしてみれば男の世界が判らないと思うみたいですけど。 

  主人の里と私の家庭とは環境がまるっきり違うんです。主人の方は父

が実業家。女中が何人かいたらしいです。うちはサラリーマンとして細々

と生活して来たほうです。そういう環境の違いとかあるんじゃないでし

ょうか。 

主人が嫌、という気持ちは結婚前から何処かにあったんですけど、嫌

だけど我慢する……、すると、ずるずると尾を引いてしまった。 

  そうです、主人のお母さんは結婚に反対していたみたいです。私に対

して嫌だ、という気持ちはよく感じていました。兄と弟は家業を継いで

いて、良いところから嫁を貰っているんですね。で、私だけが貧乏人の

娘だからかなあ、と思っていたんですけど。 

  私自身が、なんでも、我慢してしまう。パッと自分を出せない、とい

うところが原因かもしれませんね。お産したら寝れるかなあ、と思って

いたらますます寝れなくなって。妊娠１０ヶ月の間、そんなことの連続

だったものですから」 

「うーん。なんでも我慢してしまうんですね」 

「子供の前で父親の悪口を言いたくない、という気持が強いんです。子

供には父親の悪いところを教えたくない。例えば、御飯を食べながらテ

レビを見るんですね。それで私は、御飯の間だけでもテレビを消して、

と言うことになります。しかし、主人は私から言われるのはあまり嬉し

くないみたいですね。 

  ２人だけなら凄く喧嘩していたかもしれませんが、子供には夫婦喧嘩

なんか見せたくないんです。 

主人のお母さんは父の悪口をしょっちゅう言っている人でした。昨年、

祖母がなくなったんですが、その人の悪口を一日中聞かされていました

よ。祖母がなくなったら父の悪口。そんな中で主人は育ったのかなあ、

と思うんです。 

  全てを母が取り仕切ってきた。…だから主人がこんな風になるのかな

あ、と。そして、だから更に子供には絶対、と考えてしまうんです。 
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  子供を育てることに関しては主人と話したんですが、乗ってこない。

やはり自分のしたいようにしてきたからではないかと思います。私も楽

観的であれば良いんだけど、何でも深刻に考えてしまう。父が真面目一

方だったからそれを受け継いでいるんですね」 

「なるほど。お父さんのことを教えて下さい」 

「父も教師をしていたんですが、時計の針のように無駄のない動きをす

る人でした。家に帰ると畑仕事、学校へ行っている方が楽みたいな。そ

して、お酒も煙草ものまない」 

「なるほど。御主人と正反対ですね？」 

「そうですね」 

「もしかしたら正反対の人を選びたかったのかもしれませんね？」 

「そうですね…。父は飲まないし、頑固」 

「なるほど。すると頑固では困る、というのがあったのでしょうかねぇ」 

「そうかもしれません。中一の娘が時々反抗するんです。それを、私が

ちょっと強い口調で叱ると、主人がすぐ出てきて相当叱るんです。主人

としては、叱られるのは自分が嫌だったからして欲くない、と言うんで

すね。 

まあ、私と娘のことを広く見てくれないんです。ああ、また始まった、

位にみてくれないのです。叱られるのを見ると、自分でたまらないんで

すね」 

  しばらく間をおいて、 

「主人にも不満があるのだと思います。昨日もホテルを借りて、私が流

産して寝ていた頃の仲間と朝からマージャンだったんです。今朝帰って

きたんですけど。 

  私も考えているとドキドキしてくる。明後日より主人の里に帰ること

になっている。 上の子が主人の里に帰るとコチコチになるんですよ。帰

りの車に乗って皆と別れると、途端にクルッと変わるんです。しかし、

私の里には行きたがるんですよ。 

  そう、母が死んで、２年くらい私の里で暮らしたんでした。父が一人

になったものですから、その家に一緒に住むことになったんです。わり

と大きな家で父の住む離れもあったんですね。父はすごく子供達を可愛

がってくれて、私の父が子供達の父親代わりみたいでした。本当の父親

は帰ってこないんですから。宮崎にいた頃の父親は覚えていないって子
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供達は言うんですよ。帰っていても、２階から降りて来ないんですから

ね。」 

「２階で何を？」 

「テレビとか…。そうですね。何していたんでしょうね。私にも自分の

家にいてくれることで、主人には負い目があって、父も妻を無くして落

込んでいた頃でしたから」 

「じゃ御主人は…お客様みたい？」 

「ある程度、そんな感じでした」 

 

  こうしてこの家族の中の人間関係が段々裸になって見えてくる。川上

は夫婦関係の確認をしたくなって、 

「ご主人は来ていただけないでしょうか？」と聞いてみた。奥さんは 

「おそらく無理でしょう」と言っていたが、２週間ほどして、夫を連れ 

て来院してくれた。 

 

多分奥さんの懇願の下で渋々やって来たのであろう。防衛的な姿勢が 

かなり強かった。 

「今日は、奥さんのことで来ていただいたのですが、奥さんの今の状態

をどう思われますか？」と聞くと、 

「若い頃マージャンをしたりして、家を空けることが多かったんです。

それで会話がなくて意思の疎通に欠けた。その辺じゃないか……と」と

答える。川上がさらに聞き耳を立てていると、 

「家内からそう言われまして、僕もそうじゃないか、とそう思います」

……と、まるで補導係りの先生の前の渋々と答える非行少年のようなも

のの言い方である。 

そこで、 

「奥さんが今悩んでらっしゃることはまず何でしょう？」と聞くと、 

「眠れないこと……」と、「なんでそんなことを今さら聞くの？」という

表情をあからさまに作られてしまった。 

川上は「これでは少しまずいぞ」と考えながら、 

「その他には？」と軽く畳み掛けると、つっけんどんに、 

「まあ、そういう事でしょう」と答えて、「もうこれ以上の質問は受付け

ないぞ」という表情がありありである。 
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  そこで、夫婦治療が必要ではあるが、治療場面に夫を引き出さずに、

まずは妻の治療を通して戦略的な方法で夫婦治療に持って行こう、と少

し長めの治療計画を立てた。 

 

（２）木花フミエ     

       

  その翌日、川上は黒潮診療所にいた。蕎麦とカボチャの煮物の昼食を

満足して食べ終え、これからデザートのヨーグルトを食べようとしてい

る。彼はアルコール性の膵臓炎にかかっていて、脂肪を減量した食事療

法をもう２年ばかり続けているのである。 

秘書の岩切洋子も今日は弁当を忘れてきて、厨房に頼んで、患者さん

の昼食の残り物で揃えて貰った。 

  この診療所では職員も患者も同じテーブルで食事をとる。そのことは

診療所全体を家族的な雰囲気にするのに役立っている。特に、食事をす

る場面だから見ることの出来る症状というものもあり、症状の観察にも

大いに役立つのである。 

テーブルは８台、２０人分くらいあるのだが、もうほとんどの患者さ

んは食事を済ましていた。動きの鈍い患者の吉田寛君１人だけが半時間

ばかりかかって漸く食べ終えて今立った。そこで、広い食堂には岩切と

２人だけになっていた。元ドライブインだった建物を改造した黒潮診療

所の食堂は広い。海の見えるこの２階の広間には卓球台も置いてある。 

岩切はまだ食べている。 

「えらく、念がいるじゃない？」と川上が始めた。 

「だってこんなに多いんだもん」 

「何時も忘れてきたらいいな！」 

「うん、暖かいのが食べられるし、栄養はたっぷりだし」 

「ゆっくり食べろよ。これからまたテニスだからな！」 

「ヘッヘ、今日は調子が良いから負けませんよ」 

「よーし、よく言った」 

等と軽い冗談話しを交わしていた。すると、突然、木花フミエがぎゅっ

と胸を抱き締めながら威勢良い足取りでやってきた。 

入り口のドアのところから一直線に進んできて川上と目が会うと、噛
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み締めた唇から笑いが零れてしまう。つっつっと川上のほうへ寄ってく

るので川上は自分の横に椅子を空けた。 

両親が川上の家族療法を受け入れられなくて、先月この黒潮診療所を

突然退院になっていたのだ。川上は昨日の午後、橘病院でフミエの電話

を取った。是非話したいというので、 

「明日が、黒潮に行く日だよ。向こうにおいでよ、午後ならゆっくり話

を聞けるよ」と言っておいたのだ。 

 

「あのね。妹を今、博多から呼んだのよ。私が」 

「それは面白い、お父さん達が勘当していた妹だろう？」 

「そうそう、あの子」 

  川上は食べかけのヨーグルトを平らげて、おぜんを片付け、残ってい

たバナナを半分に折ってフミエに与えながら話しを交わしていた。フミ

エは目だけで「ありがとう」と言って、バナナは２～３秒のうちに彼女

の手の中で剥かれ始めた。 

「そりゃ、良かった。貴方はやっぱり貴方のうちの接着剤なんだ」 

「そう、姉には知らせていないの。先週の水曜日に呼んでね。直ぐ子供

が風疹に罹ってしまって県病院に入院となってしまったの」。 

せかせかと喋りながら口に入れたバナナを一飲みに胃の中に落とし込

むと、 

「あのね。それより、父がおかしくてねぇ。妹が帰っていると知った

ら、父は家まで帰ってきて、家の中に入りきらないのよ」 

「ふーん、どうしてだろう？」 

「だって勘当して『御前なんかこんりんざい、絶対家に入れん』と言っ

たわけだから。どんな顔をしたらいいのか、と思ったんじゃない！」 

「ああ、そうか」 

「そしたらね。母が出ていって、父を説得して入ってきた」 

「なーるほど！  面白い」 

「面白いでしょう。それがね、もっと面白いのは、苦虫を噛み潰すよう

にしていた父が、赤ちゃんを抱いた後は、それはそれは馬鹿みたいに可

愛がって嬉しいらしいの」 

「へえ、なるほどなるほど。そして近所中を連れて回るんでしょう？」 

 すると、 
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「ところが、そこがうちは違うんですよ」と、フミエは顔を少し曇らせ

てみせた。 

「近所に隠してあるでしょう。結婚式もしていないし」 

「ああそうか、未だ隠しているのか。上、２人もこんな具合だし、末っ

子だけが結婚しているが、妻子ある男と結婚して、というわけだ。」 

「そうなの」 

「馬鹿馬鹿しい。しんどい母さん達だな」 

 

  岩切のほうも呆れている。彼女は家族療法の面接のテープ起こしをし

ているので、彼女の症状、及び家族の全体像をいくらか知っているので

ある。「近所に気付かれないいために大変。赤ちゃんはなるべく泣かない

ように。泣き始めたら奥の部屋に。外にどうしても出ないといけない時

には、店に客がきていないことを確認してから。それも可能な限り素早

くさっと。家族中でそれはそれは大変なんです」 

 

 父親は設計事務所を開いているのだが、母親は酒屋兼雑貨屋を営んで

いる。父親の仕事は単価は高いのだが、注文仕事だから月々の収入は不

安定である。母親の仕事のほうは安定した収入源である。この集落でた

だ一軒の雑貨屋で、固定した客がある。客もお互いの家族を探り合いす

るような関係の知り合いというわけなのだ。 

「赤ちゃんは何才？」 

「１才２ヶ月」 

「へえ、初めての孫ができたのに１年以上もの間、会いにも行けなかっ

たのね。それを貴方が実現させてやることができたわけだ」 

「そう。」 

「うん、立派だ立派」 

 

  木花フミエは明るい落ち着いた顔に変わっている。 

「その調子で貴方の家の大改造をしていけば良いわけよ」 

「うん、あのね、妹はすごく甘えるのが上手なんです。そうだ。妹達が

帰って良かったのは、父達が孫や妹達に目が移って、私はずいぶん楽に

なった。」 

「ああ、それがまた素晴らしく良い変化だね」 
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「そう、だから妹に、貴方がこの家に帰ってきなさいよ、私は財産なん

か全然いらないから、と言ったんですよ。そしたらあのちゃっかり者は、

あの人が木花姓になってくれるかもしれないな、なんて、もう言ってい

るんですよ」 

「そりゃ、良いことじゃない？  そうなれば、貴方はあの家を出て行け

るわけでしょう？」と、少し意地悪く川上は言ってみた。実際には、今

のところ家を出ていくことは出来ない、ということを彼女自身が良く知

っているのである。 

 

  川上はテニスをあきらめて木花フミエの心理療法を始めることにした。 

「母が、大阪に電話したって言ったとき先生はもう、口も利けなかった

でしょう？」、にこにこ笑いながらフミエは母の悪口を続けて行った。 

大阪というのはフミエが高校を卒業して初めて家を離れて、アパート

生活を始めた場所である。栄養士になるために短期大学に進学したのだ

が、ここでフミエとしては初めての恋愛があった。学校の英文学の講師

で、妻子持ちだったのだが、短大の卒業と同時に分かれている。 

母親は治療が始まって初めてその男性のことを知った。母親としては

学校の教師ともあろうものが、教え子に手を出すなどということを赦す

ことができないと考えた。そして「今わが娘がこうして恋愛で苦しんで

いるのはその妻子持ちの男のせいだ」と結論することになって、電話を

入れることになったのだ。 

この二人の件は６年以上も前のことで、フミエが言うように、母親の

行動はとんでもないことであったのだが、精溢杯の娘の幸せを考えてい

る母親としては切羽詰まった行動であったということなのであろう。 

「うん、だったね。はぁ…という感じで、僕としては『良い返事になる

と良いですね』としか言い様がなかったよ」 

「それを姉に言ったら姉が怒って、『気違いだ、気違いだ』と言うんです

よ」 

「うーん、そう。あのお姉さんなら言うでしょうね」 

「大体、姉が彼を連れて家にやってきた時、母は姉をハンガーで叩き回

ったんですよ。 

姉は叩かれるままになっていた。あれから私は彼が出来ても絶対に家

には連れては来れないんだな、と思い始めたんです」 
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「すごい話だね」 

「もっとすごいの。その後、父はその姉の彼氏の元の彼女まで調べてい

るんです。しかもその人に会って。もう……ねェ、その人だって、もう

……とうに忘れたいことだったでしょうよ。そんなことを」 

「えッ、それ、お母さんではなくてお父さんがしたと言うの？」 

「そう、父が」 

「なんだ、お父さんもお母さんと同じことをしているんだ」 

「そう」 

「うーん……だと、随分今まで描いていたイメージと違うんだけどなぁ。

例えば、あなたは父のほうが女性的で、母のほうが男性的だと言ってい

たよねぇ」 

「うん、しかしあの時は父がしたんです。そして又、２人を呼び付けて、

大変な、酷い叱り方をしたんだった。彼を捕まえて、前の人にしたこと

が、まるで人間じゃない、というような言い方をして……。御前は犬畜

生にも劣る……、とそんな言い方をしたんです。 

だから多分あの二人は決して両親をゆるすことができないだろうと思

う。多分彼は以前の女性に父が会って何かを言う場面などのことを考え

ていたんだと思う、黙って目をつぶったり、母のほうを見たりしていま

した。そして口を一の字に結んで、一言も言わないんです。 

  ひどかったもの……。二人とも一言も言葉を返さずに出ていった。そ

の二人に向けて、父と母が罵声を投げつけるんです。私はあの時のこと

を思い出すと、今でもぞっとします。そして、二人が可愛そうで……。」 

「すごい場面だね」 

「そう……それからだ。私が霊祖再生教に入ったのは」 

「そう！  それは、何年前？」 

「私が博多に彼と逃げる１年くらい前だから、２２の時かな」 

「ああ、そうか、そこで彼から『俺はまっこう臭い人間は嫌いだ』と言

われて宗教を抜け出すことになったんだったっけ」 

「そう。だから１年間続けたことになるわけですね。しかし信仰は結局

続けられなかった。半分はしたのかな……。でも、どこか信じ切れなく

て……。私が入る前に妹も入っていたんです」 

「ええ！  じゃあ、３人とも？」 

「そうです。」 
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「今日は新しいことが一杯だね」 

 

  川上は今まで描いていた家族関係図をかなり書き替えなければならな

い。家族が一方的に家族療法を拒否して退院となってしまって治療が中

断していたのであったが、このことがかえって治療の進め形を修正する

良いチャンスになっている。このことで、川上は少し気をよくしながら、

よし、今日はこの子と、とことん付き合ってみることにしようと考えて

いた。 

「暫く面接を休んでいたから、かえって良いことなんだね。何となくこ

うなんだろう、と勘違いしたりして、決め切って流れていたものが、こ

うして訂正されていくわけだ」 

「そうですね。宗教には妹が先に入っていたんですよ。しかし妹は何時

も要領がよくて。いつも得をする役なんです。 

今でも母たちから一番可愛がられているし……。一切財産など請求し

ませんと言って一筆書いて出ていったのに、金銭的にも一番あまやかし

てもらっているんですよ！  宗教を抜けていくのも一番簡単だったみた

い」 

「結婚して子供を作っているのは妹さんだけなんだもんね」 

「そう……」 

  まさに正、反、合なんだこの三姉妹は。ヘーゲルの理論を絵にかいた

ような家族の平衡関係。しばらく川上は頭の中に原色で色付けしたよう

な家族図を描いてみた。そして一人一人の個人の混り気のなさに感動し

た。グリーン。イェロウ。ブルー。 

 

  ５２才の母親のことを少し述べておこう。 

彼女の同胞は３人で姉、本人、弟の順番で中に挟まれて育っている。

弟は健在なのだが、姉は２４才のときに自殺している。 

その原因は失恋だった。このことは母親の家族にとっては重い課題で

あったようで、長い間口辺に上げられない秘密であった。フミエは中学

３年のときに初めてその事実を知るところとなった。 

それは母の母を通してであったのだが、この祖母はこっぴどく母から

叱られることになる。「誰にも絶対に知らせたくなかった秘密をフミエ

にばらした」と。この時の祖母をなじる母親の声は今でもフミエの耳の
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中に甦らせることができる。 

  この祖母はまだ元気で７２才、時々木花家を訪れる。しかし、フミエ

はこの祖母が好きでない。顔を見ただけで不愉快になる。それは多分、

妙に人間に序列を付けることが目立つというところいらに 大の原因が

あるのであろう。 

母の弟は東京の私立大学を卒業して地元の役場に勤めている。早朝や

夕方、日曜祭日には田畑に出て、こつこつと作物を作って、いわば兼業

農家と呼んでよいであろう。 

母は宮崎大学の卒業で、結婚前まで小学の教師をしていた。当時は学

芸学部と呼んでいたのだが、そこの短期大学部の卒業である。男は大学

まで出す、女は高校までというのが一般的な時代に大学へ行けた事は母

親としては大きな自慢の一つだった。 

 

  ５９才の父親の家族構造も似ている。こちらも同胞は３人である。男

は一人で姉が一人、妹が一人いる。そして、未だ母親が健在で７８才。

８年前までフミエ達の家に同居していたのだが、いま家から５分くらい

の距離のところに一人で住んでいる。というよりか気の強い婆さんで、

若い時から嫁が嫌いで、喧嘩が絶えなかったのだ。年がいって力を落と

したところで、母親に追い出されたと言ったほうが適切であろうか。 

  姉は２８才。霊祖再生教の熱烈な信者である。未だ若いが、宮崎では

この宗教組織の中の中堅幹部である。スポーツマンで、頭も切れて、か

なりの美人。東京の短大を出て県庁で部長秘書をしていたのであるが、

２４才のときにぽんと辞めてしまった。両親は何回か縁談を持ってきた。

しかし彼女はそんなものを見向きもしなかった。そして、彼女は心の中

の虚ろなものを埋めるために宗教に走ることになるのである。 

             

  フミエは恋人と家を飛び出した時のことを話している。 

「宮崎から博多まで私達は３回バイクで飛ばしたんですよ。九州山脈を

一跨ぎというか。 

  一番始めは２日ぶんの着替を持っただけで。私は母達から逃げられる

というだけで嬉しかった。 

あの人が好きだったというよりか、ともかくこの家を出れる、という

だけで嬉しかった。あの人も医学部の受験に何度も何度も失敗していて、
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家を飛び出したかったんです。そんな２人が一緒になったわけですね。 

  名前も変えて偽名を使って、お布団も一つ、扇風機も何にもないとい

うところで２人で住んでた。１年半かな。 

塾を始めて、お金も余裕が出るようになって、アパートも良いとこに

移って……。私はしかし何時かは母に見付かって連れ戻される、と考え

ていたんです。そしてその通りになってしまって……。 

  あの人は２年待っていてくれと、２年待ってくれたら必ず迎えにいく

と彼は言ったんです。だから家に帰ってじっと待っていたのに、あの人

は焼き餅焼きで、どこにも勤めには出るな、男と出会ってそっちに心変

りされたりしたらいかんからと言うので、ずっと父のとこで働いていた

んです。 

そして、何時も母からは逃げられない、と考えるようになったんです。  

 

（３） 年老いた母からの手紙 

 

  職員会が終わって、ほっとして机に腰を下ろすと間もなく、事務の子

がやや緊張した顔で入ってきた。 

「成田教頭先生、お手紙です」と。 

見ると、真っ白い封筒に綺麗な文字の墨書き。裏がえしてみると、長

崎の母親からであった。事務の女の子にしても、ちょっと不自然な手紙

に思えたのであろう。「家に送らずに、何故、学校に？」と。 

ただならないものを感じて開いてみると、妹のことで是非帰って欲し

いと書いてある。 

 

妹は４２才。成田の兄弟は５人で、上に男が４人、 後にこの妹なの

である。成田は男の中では末っ子なのだが、その下に妹が５番目という

わけである。 

幼い頃、上の３人の兄達はよく団結して行動していた。成田はその中

に入れて貰えずに悔しい思いをしたものだが、その分、妹と成田の２人

で仲良くすることになっていた。 

成田が中学１年の時の兄弟それぞれの学年を言うと、長兄が高校２年、

次兄が高校１年、３番目の兄が中学３年で、妹は小学６年生であった。

現在、長兄は名古屋にいて、中堅の自動車部品メーカーの管理職をして
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いる。次兄は長崎の造船所に勤めていて、両親の老後を見てきた。３番

目の兄は福岡で銀行に勤務している。 

妹は２８才で結婚したのだが、２人の子供を産んだ後で妄想性の症状

を出して、この７年くらいの間、精神病院への入退院を繰り返している。 

  母親の手紙はこの妹が、「どうしても貴方に会いたいと言っているか

ら帰ってきてくれないか」というものであった。今年で７２才になる母

がそんな頼みごとをするというのは珍しいことであった。そこで成田は

すぐ電話を入れて、 

「ああいいよ。今度の土曜日に暇を取って帰ってみるよ」と答えること

になったんだ。 

 

成田の高松中学では非行や登校拒否などの問題が続出している。新任

校長と呼吸を合わせるのに苦労している 中だったのだが、父の初盆を

済ました昨年の夏以来帰省していない。そこで、ちょうど墓参りを兼ね

て帰ってみようと考えたのだ。 

  死んだ父は石橋を叩いて渡るような慎重な性格だった。どちらかと言

うと、細かなことに拘るほうで、くどいと言ってよかろう。子供達に対

しては厳格であった。ことに男の子供達に対しては手こそ出さないが、

有無を言わせず叱り付けて、どの子供も口答えは出来なかった。しかし

また反面、子供達に対する愛情も一際強かったと言ってよいであろう。 

年をとるにつれて耳が遠くなって、その傾向はますますひどくなった。

母はむしろヒステリックな方で、そんな主人を尻に敷いている、といっ

た面があったものだ。 

この父親は旧制中学卒。卒業後すぐに長崎県庁に就職し、定年まで勤

めた。役人としての世渡りは上手ではなく、 後は課長で終わったが、

あまり満足した生き方をしたとは言えないであろう。ただ向学心は強く

て、古今東西の本をよく読んでいた。それに何よりも子供達の教育には

力を注いだ。 

  結婚はお見合い結婚だったのだが、その時仲人に述べた妻としての条

件は「器量はほどほど、頭がいいこと」だった。仲人は、打てば響くよ

うな聡明な顔貌の持ち主を探してきた。欠点と言えば、少し利発すぎて

ヒステリックであるということであったろう。しかし、おっとりとした

妻の持ち主の父親、つまり成田の祖父にしてみれば、それはさしたる欠
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点とは思えなかったものと見える。両親が気に入ってすぐに結婚とはな

った。この時、父は２８才あった。 

  この父は一昨年死んだ。減塩食、低脂肪食などと言って、体には人並

み以上に気を配って生きてきたのに死因は直腸癌であった。人工肛門を

作って半年後に死んでしまった。その後、母は「仏さん」を連れて次兄

の家に住んでいる。本当は一人暮らしがしたいらしいのだが、渋々と、

まるで居候のように次男の嫁に気を使っている。 

こういう場合、娘の家に身を寄せる老人が多いようであるが、ただ一

人の娘は今、精神科病院に入院中なのである。 

 

  成田の次兄の家は長崎空港からタクシーで２０分かからない。成田は

裏庭から入っていったが、丸く作られた肥後椿の茂みの間から見える茶

の間には兄夫婦だけだった。２人は互いに黙したままテレビをみている

様子であった。 

母親の部屋は西南端の離れになっている。この部屋は日当たりが良い。

もう５時が近かったが、彼岸が近付いたこの季節、太陽はまだ山並みの

かなり上であった。太陽の光りはまだ暖かさをこの部屋の中に射し込ん

でいた。母親は仏さまと一緒にこの部屋で過ごすことが多い。 

成田は兄夫婦に気付かれないまま、庭から直接この部屋の縁側に回っ

て、「お母さん」と声をかけた。母は首を長くして待っていたのであろう。

いきなり、元気のいい、「隆か」という声が返ってきた。 

 

  母はお茶とお菓子の乗せられたお盆を仏壇の前から引き寄せながら、

「急に呼び出したりして悪いね」と言う。 

「綾子はどうなの？  相当悪いの？」 

「うん、今、相当悪い。黙り込んでいて口をきいてくれない。ただ、お

前を呼んでくれと言うんだよ」 

「うーん。綾子も可哀相なもんだ。お母さん達が寛さんと綾子の間に入

り過ぎたんだよ。今言っても始まらないけど」 

「だって、寛さんは宗教で直すと言ってたけど、あれでは無理だったよ。

病院に頼まないと、どうしようもなかったでしょう？」 

  成田は、団子を一固だけほおばると、 

「どうかな。俺は皆で寛さんと綾子の間を割いてしまって、さらに難し
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くしてしまったと思うな」と答えた。 

 

  寛と綾子の２人が結婚した当初、寛は諫早市内で測量事務所を開業し

たばかりであった。そのため、経済的には苦しくて、成田の両親は毎月

生活費の援助をしていた。 

それは多分１年以上続いたことであったろう。ところが、寛から両親

への御礼の言葉は全くなかったのである。家族連れでやってきても、寛

は妻の両親に対してほとんど気を使わなかった。毎晩決まって飲むし、

いつも昼まで寝ている有様であった。子供がオシッコ、ウンチ、マンマ

などと言う度に腰軽く動き世話をする年老いた両親に、ありがとうの言

葉の一つも掛けないのである。しかしそれは、いろいろと干渉してくる

両親への抗議の言葉だったのかもしれない。例えば、寛は新興宗教の信

者なのであるが、父親は「宗教のことはなるべく遠慮してもらいたい」

と申し出ているのである。 

  成田は 

「そこまで言うのはお父さん行き過ぎだよ」とたしなめたことがあるが、

父は 

「だって、寛さんは強要するので綾子は苦しんでいるんだよ」と答えた

ものだ。父親は末っ子で、ただ一人生まれた女である綾子を熱愛するあ

まり、ことごとに綾子を庇って寛を非難することになっていた。綾子の

ほうもまた父にそういう風に伝えていたのかもしれない。 

父が、「綾子は気分の悪い時でも、きれいに掃除しておかぬと、たたき

出すぞー、と言われるらしいんだ」と言うのを成田は聞いたことがある。

しかし、寛がそういう言葉に出るのは、綾子に既に症状が始まっていた

からなのだろう、と今となっては想像することができる。 

  父親が次男の嫁達に命令して綾子を迎えにやらせたのは１９８５年の

ことであった。そのときの電話での父の言葉は「具合が悪くて寝ている

と、いつも『ずるけして寝ている』と言って寛が叩き起こすらしいんだ。

それでも綾子が従わないと言って、髪をつかんで引きずり回すらしいん

だ。小百合が泣きながら『早く助けて下さい』と夕べ電話して来た。 

５才の娘が居る前で何たることだ。すぐ連れて帰ってくれ」であった。 

 

  それは２人目の子供を出産して２ヶ月目くらいであった。この当時の
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成田は校内暴力で荒れる子供達への対応に四苦八苦していた時だったの

だが、この時にも母親に呼ばれて駆け付けたのだった。綾子は成田を見

るなり、 

「隆兄ちゃん、寛には女がいるのよ。以前に知り合った女から手紙が来

ていた。子供など産まなければよかった。その人は、どうも諌早に来て

いるらしいの」と、言ったのだった。 

 このことについて成田は半信半疑であったが、事実かもしれないとも

考えていた。しかし、それは完全な妄想だったようで、間もなく統合失

調症という診断を下されることになったのだった。 

 

  一昨年死んだ父は死の直前まで克明な日記を残している。家族全員の

動静が手短に記録されているのだが、この中に綾子の発病以来の症状が

詳しく記載されれている。この日記を、成田は初めて母からこの夜に見

せられた。日記というものはおおっぴらにされるはずのものでもないが、

母はどうして死後２年近く経つ今日までこの日記の存在を自分達に知ら

せなかったのか、成田としては頭を傾げることであった。 

一人になったあと刻明に読んだのだが、その一部を少し紹介しよう。 

１９８７年  ８月２日 

  早朝３時に、諌早の山中さんから電話。 

「綾子さんは、入院された方がいいのではないでしょうか？  お隣の婆

さんが『自分をおれなくしてやるとあちこち言い回ってる』と言ったり、

移動も奮い立つような格好をしたりして、みんなで心配している」と。 

  諌早というのは綾子達の住所である。山中さんというのは寛の母の妹、

つまり寛達の叔母で、隣の屋敷に住んでいるのである。寛の両親は早く

死んでいてこの叔母が母代わりをしている。この知らせを聞いて両親は

即日、綾子の家族全員を家に連れ帰っている。 

１９８７年  ８月５日 

  入江先生を呼ぶ。「これは私では駄目です。精神科の先生でなくては」

と。「軽い睡眠薬だけ出しておきますので是非明日でも大学病院に」と。

睡眠薬１粒を綾子は服用した。それから、入江先生にお隣りの婆さんの

ことなどを話していたが、次第に宗教的なことなど話し始め、先生初め

私、チサ、由紀子、に対して「一同目をつぶって、綾子がよろしいと言

うまで、開けないで下さい」と言った。 
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先生は「それではそうしましょう」と目をつぶって、５分間位たって

から「もういいですか？」と言われたが、綾子が「まだ」と言っていた。

先生は由紀子を隣の部屋に呼んでいろいろと聞いておられた。私はこん

な様子は初めてであったが、私とチサは綾子が何をお祈りしているのか

は知らないが、綾子がこんなになっているのに驚きながら、綾子の言う

ままに１０分位目をつぶっていた。「目を開けて良い」と綾子が言ったの

で目を開けたが、綾子は「みんなが目をつぶっていなかったので駄目だ」

と不服のようであった。 

  入江先生は、「お隣りの婆さんよりも、この宗教的のことが困ったこと

だ」と言っておられた。先生は、「大学病院に紹介状を書きましょう」と

書いてもらった。１万円、寸志で差し上げた。月木が主任教授の診察日

とのこと。入江先生は５０才こえた人の様子で、気さくな良い人のよう

に見受けた。 

 

  この中で、チサは妻つまり、５兄弟の母親。由紀子は次男の妻のこと

である。日記によると、「神棚の配置が悪い」と言って、「自分が掃除し

て直してやる」と３０分位掃除して、その後神棚に向かって１０分間位

お祈りをしていた、などの記載があることから宗教妄想が強かったので

あろう。宗教妄想は主人との関係の中で作られたことは明らかである。

ところがその後、両親は綾子と寛の間を一方的に割く方向で動いてしま

う。 

「綾子は、入院とか病院行きを極度に恐れている。皆で、自分を廃人に

造り上げて入院させようとしていると言う。私や由紀子、チサが病院に

行くように話すと猜疑の目をもって見るようになった。困ったものだ」

とか、 

「子供も綾子も私の宅に来てもらって、人を私の内に雇って私のうちか

ら通院させてはどうか？  それとも子供は諌早に、綾子は私宅に引きと

ろうか？  家内も綾子の養生だけなら楽だから、この案にするか？  綾

子が子供と別に暮らすことが出来るか？など寛君に話す」などといった

記載の中にそれは明らかである。 

 

１９８７年  ８月８日の記載は次のようである。 

 入江先生の紹介の菊花精神病院に寛君が連れて行くことになる。由紀子
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もついて行こうとした。但し、由紀子がついて行くことには綾子が大反

対した。車に乗る時に、「由紀子姉さんが行くなら、自分は行かぬ」と言

った。多分、強制的に入院させられるのではないかと、綾子は恐怖心を

抱いたようだ。由紀子は残らせることにしたが、無理やりに車に乗せて

連れ出した。 

  午後２時半頃、小百合、仁美が目を覚ました。両親がいないので探し

回った。見つからないと知ると、小百合が大声で泣き始めた。由紀子が

いくらなだめても、お菓子をやっても泣き止まない。由利子の膝に頭を

つけて、悲しい声で泣き崩れてどうにも手がつかない。困り果てていた

ところ、寛君から私に電話があった。昼食を食べにドライブインに寄っ

ているところらしい。「小百合が、泣いているから早く帰るように」と言

ったのが聞こえたのか、小百合が泣きじゃくりながら私の側に寄り添っ

て来た。そこで、受話器を耳のところにあててやったところ、寛君の声

が何言ったか知らぬが、泣きながら「うん、うん」と言って分かったら

しく、泣き止んだ。養生のためとは言え、この現象を見て引き離してど

うか迷う。 

  午後３時半頃、綾子、寛君が病院から帰る。綾子は、病院を離れるま

で、緊張して不安がってどこに連れて行かれるかと心配していたとのこ

と。せっかく、菊花病院に行ったが、先生との充分な問答はしなかった

様子。 

庭に菊畑があってみてくれはいい病院だけど、看護婦をはじめとした

職員の質は随分と落ちるというのが寛君の評価。 

  綾子は「早く諌早に帰りたい」と言い始めた。強制入院があるのでは

ないかと。それが怖いから、隣の婆さんの悪口よりも入院が怖くて諌早

に逃げたい一心で、「もう帰る、もう帰る」の連発である。 

  夜、寛君一人で来宅。綾子が「お婆さんの霊が自分についた」と言っ

ている。「どのお婆さんか、はっきりしないが？」とのこと。私の方の人

か？  寛君の家の方の人かは分からない。 

  綾子は、諌早行きを主張するが、寛君は子供だけ連れて帰って綾子は

こちらの家にて養生させたいようで、「今晩中２人で話し合ってほしい」

と言って別れた。 

 

  この、以後数日間の記載を述べておこう。 
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１９８７年  ８月９日 

  綾子は、「諌早に早く帰りたい」と言う。寛君も「２、３日でよいから、

諌早行きに同意してくれ」と切々の頼み。そこで、「それでは様子を時々

電話で知らせてくれ」ということで同意した。午後１時、自宅到着の電

話あり。 

１９８７年  ８月１１日 

  昨夜１０時４０分頃まで、由紀子、義信、スマが綾子のことを今後ど

うするかと心配して話し合ったとのことである。 

  どうも心配だが綾子が、医者に頼る気になってくれないと、なかなか

むずかしくなる。目も悪いし気力もなくなった。字が良く書けない。年

老いたので、綾子も頼りがいない親だと心細しがるのが残念だ。…省略

… 

  夜９時１５分、諌早の綾子に電話。非常に元気である。何も変わった

ところはない。寛君も「事務所から帰ったところだが、今朝より非常に

良くなっている」とのこと。一応は安心したが、なんだか病気があるの

か？  ないのか？  分からなくなった。由紀子に報告した。 

１９８７年  ８月１５日  晴れ．御盆である 

  寛君より電話。（午後５時２０分）  綾子は、別段変ってはいない。睡

眠も食事もよく食べるが、時々「自分には、何かものがついている」と

口ばしる。子供２人とも元気。おかしな動作はしない。 

  １２時３０分、綾子より電話。寝ていたが電話のベルが鳴っている。

受話器を取ると「お父さん」と言って、何か話し掛けたが良く聞こえな

い。「綾子！  綾子！」と連呼すると、「はい」と言う。「信徒は、どんな

にしてお祈りすれば良いのでしょうか？」と言う。「どんな宗教でも、真

心を持ってお祈りすればよろしい」と言った。 

「お祈りして静かにおやすみ」と言った。「電話は、あなたの方から切り

なさい」と言ったところ、切った音がした。 

１９８７年  ８月１７日   

  綾子に電話した。元気のようにも思えたが、「子供にも食事を作った

か？」と言っても返事ない。子供たちは叔母さん宅で御飯も食べただろ

うが、綾子は食事していないように思った。 

  １２時、寛君より（事務所より）電話あり。「昨日、今日と、綾子は元

気で昔のようなしっかりした言動になったが、１日に１，２度、考え込
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むようなうつろな状態があるので、心配である」とのことで、私は「あ

なたのため、子供のためにも早く全快してほしい。入院させなくては慢

性化して治りにくくなって来るのではないかと思うので、諌早に相談に

行こうと思っている。あなたも入院について考えてほしい」と言った。

寛君も「自分も考えている」と返事したが、決心は出来ていない。 

入院しても綾子は薬も飯も食べないだろう。開放的な所なら、どこに

行ったか分からなくなるだろう。ただ、今の所、自分を信用しているか

ら、「我が家に寝たい、居たい」と言っている。先日、ドライブに出掛け

た時にも、子供は喜んで乗ったが、綾子は乗車も拒否して、やっと乗せ

た。初めは不安な顔をしていたが、見晴らしのいい高台に着くとやっと

安心した。こんな状態でどこかに行こうとすると、入院させるのではな

いかと恐れているので、今すぐ入院ということは決心致しかねる腹のよ

う。 

１９８７年  ８月１８日 

  由紀子より電話。昨夜、「福岡の芳信さんに寛さんと連絡を取って、早

く綾子を入院するように勧めてくれ」と頼んだが、寛君からの返事は「綾

子は元気だ」と言う返事だけであった旨。 

  １１時半頃、綾子に電話してみた。元気かどうかをみるため。朝食も

食べていない。寝ていたようであって返事も小さかったが、次第に泣い

ている様子であり、 

「綾子、会いに行きたいと思っている」と言ったら、「お父さんは疲れる

でしょうから」と言っていた。なんだか泣いているので心配だ。 

昨日の寛君の電話と、今日は綾子の様子が全然違ってきた。 

  １２時１０分、芳信より電話。綾子の様子を聞いてきた。上記を話し

て、「綾子は、その前日と今日とは様子が変わって心配だから、明朝諌早

にチサと二人で綾子を尋ねてみたい」と言ったところ、「それでは芳信が、

夕方長崎に来て車で諌早に連れて行く」とのこと。 

  午後２時５５分、綾子より電話。「自分は元気だから、明日は来ないで

ほしい」と言った。「明日は、おにぎり持参で綾子と子供に会いに行くか

ら待っていなさい」と返事しておいた。 

  寛君を事務所に呼んだが留守とのこと。「５時半頃は帰る」との女の事

務員の声であったので、「帰ったら、電話してほしい」と頼んでおいたと

ころ、４時過ぎに連絡あり。「明日芳信の車で、私とヒサが、綾子及び子
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供に会いに行く。そこでは込み入った話はしない。諌早の事務所で相談

したい」と話しておいた。 

  芳信、明朝１９日（日曜日）に、諌早に私、チサを車で連れて行って

くれるため、午後７時頃着いた。芳信と寛君との今までの話し合いなど

を聞いた。 

  綾子の容態は普通でない、自殺まで致しかねないように思われる。但

し、綾子、寛君、西山さんらは、その程度にまでは考えが来ていないよ

うで、完全な意見一致にはならない。寛君を一押して、入院を決意せし

める段取りが必要だ。綾子が、段々疲れて来る。かわいそうである。 

 

  こういう流れの中でこの二人の夫婦は引き裂かれて行ったのであるが、

日記を読みながら自分の考えは少し偏り過ぎていたのかもしれない、と

考えた。 

成田としては家族全員がでしゃばり過ぎたとばかりに考えていたのだ。

しかし、やむをえなかったのかもしれない。そこまで思いながら、又し

かし、と考える。もし、実際に入院させなかったとしたら、自殺とか一

家心中とかいうもっと致命的な事態になっていたかもしれない。 

しかし、入院させることの決心だけは寛さんにさせるべきであったの

だ。父親達の決断そのものは正しかったと言えるとしても、あの頑固さ、

人を寄せ付けない頑固さを押し付けたと言える。これでは、まるで、今

展開している湾岸戦争のようなものだ、と成田は思う。 

  イラクとクエートの戦争にどうして多国籍軍が介入しなければならな

いのか。いろいろの問題は有るとしても、イラクとクエートで解決すれ

ばいい。そのほうが永い目で見れば公正な良い結果が出てくるであろう。

中近東地域に於ける先進国の石油の利権を温存したいという欲望が武力

を振り翳すという論理を引き出させた原動力である。ここで石油の利権

が失われて行くことになるとすれば、世界経済が秩序を失い、お先が真

っ暗になるような混乱が訪れることは明らかである。 

日本が今の経済の繁栄を維持したいと思えば先進国側に肩入れするの

が当然ではあるが、しかし、そのお先真っ暗な中からもう一度歩き出す

ような勇気を持たなくては本当の平和、人類の絶対的な幸福は訪れては

来ないと言えるであろう。 

「今イラクが国際法を犯した。悪いのはイラクなのだ」「だから懲らし
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めるのだ」という発想体系は明らかに現在の支配体制を維持するための、

実に保守的な手段でしかない。 

しかも、ここで、「クエートで行われている残虐行為からクエート国民

を救い出すための人道的な見地から」という修飾語が付けられるに至っ

ては詭弁以上のなにものでもないと言える。そのために、人類の科学の

英知を集積したいろいろの新型兵器、実に非人道的な大量殺人という武

力を行使しているのだから。 

 

  どうも我が家の事態はそれに似ている…。多国籍軍というのはアメリ

カの主導なのだが、我が家の場合にはそれは子供達を恫喝してきた父親

と言ってよいであろう。しかし、この日記はなんだ。怖いばかりと思っ

てきた父が、こんなにこまやかな日記を残していたなんて…。 

 

  成田と年老いた母親とは、仏さんの部屋に枕を並べて寝た。日記を読

み終わってそっと襖を開けてみると、母親はもう深い眠りに落ちている

ようにみえた。 

「まだ朝方は冷えるから毛布を２枚にしておくよ」と言って布団を並べ

てくれたのであるが、布団の端は折り返されていて、いかにも昔気質の

母親らしい。成田の妻はそういう行為は「無駄なこと」として決してし

ない。 

  次兄は家のことは全て由起子姉にまかせっきりだ。この義姉と母親は

似ていると言える。兄は殆ど家で口を開くことはない。では、会社の方

で仕事一途か、というとそうでもない。可もなし不可もなしという勤務

態度でしかないのである。全体として、陰欝な印象が目立っていて、見

ようによっては生きた屍と言ってよいだろう。しかし、由紀子姉にすべ

てを任せて支配しているという構図は父親にそっくりである。 

 

  成田が目を覚ますと、もう母親の布団は空っぽであった。縁側の方か

ら母と由紀子姉の言葉が聞こえる。由紀子姉は庭に箒の目を立てている

らしかった。母は植木鉢でもいじっているのだろうか。 

成田は暖かい布団の中で「なんとのどかな風景か」と考える。「しかし、

母親の心中は穏やかではないわけだ」と思い付いて、起き上がる気にな

った。 
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  成田に気付いた母親は手を荒い、お茶を準備して上がってきた。 

母は成田に向かって、 

「綾子は貴方に何か喋りたいらしいの。誰にも話そうとしないの。隆

兄ちゃんを呼んで、と一言だけ言うのよ」と、白髪ばかりになった頭を

下に落とし、言葉をとぎらせた。成田は、少し残酷なことかと思いなが

ら、 

「お母さん。この家には何か隠しごとがあると思っていたんだけど、そ

のことが今、言える？」と聞いた。畳を向いていた母は毅然と顔を上げ

て、 

「うん、あるの。口が裂けても言えないと思ってきたことがある。お父

さんの耳に入れるまいと、どれだけ悩んできたものか」 

「そう」 

「多分、綾子が言うと思うから、病院に行ってみて。先生には話したら

しいのよ。それから病院から帰ったら、他人に喋る前に私のところへま

ず来て、必ずよ」と言う。 

 

  病院は海の見える丘の上に建っていた。その名前もずばり「丘の上病

院」であった。院長は若い医者で、なるべく薬物を使用しないで心理療

法を中心とした精神科医療を目指している、ということであった。その

キャッチフレーズは宮崎の橘病院とそっくりであった。 

  橘病院は１６４床の入院ベットをもっているのだが、この丘の上は１

８０床であった。そして心理療法士は３名。橘病院には６名の心理療法

士がいるのだが、これは特別なのであって、３００床から５００床の病

院にすら心理療法士は１人か精々２人しかいないものなのだ。 

 

  成田はまずこの院長にあって、綾子のこれまでの経過と今後の見通

しなどを聞こうと思っていた。ところが、院長は往診で出掛けていると

いう。心理療法士やケースワーカーはミーティングをしていると。そこ

で、まず直接本人とじかに２人だけで会うことになった。病棟の看護婦

が「御自分で直接、綾子さんの病室まで行って下さい」と言って、部屋

番号を教えてくれたのだ。 

  成田は妹はてっきり鉄格子の中にいるものと思っていた。そして面会
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も面接室あたりでさせられるだけなのだろうと想像していたので、この

病院の開けっぴろげげさに少し面食らった。「しかし、こんな雰囲気なら

妹のために実に人間的で良い」と安心し、暖かい心の中で喜び、部屋番

号を確認しながら廊下を辿っていった。 

 

  特に病院を訪問する時間など知らせていなかったのだが、綾子は足音

で成田が判ったようであった。看護婦詰め所のほうから、「これからお兄

さんがそちらに見えますよ」という連絡が院内電話ででもされていたの

かもしれない。ベットから起きてドアーに向かって歩いてくる綾子と、

部屋の中を覗き込んだ成田の視線とはいきなりぶつかることになったの

だ。 

  綾子は「お兄ちゃん、良く来てくれた」と涙を流しそうな顔で成田に

近付き、顔を胸に埋めて両手をしっかり成田の背中に回して抱き着いた。 

成田達の５人兄弟のうち上の３人は年齢が離れていて、勢い２人だけ

で遊ぶことが多かったと述べたが、綾子が抱き着いてくるなんて小学の

頃以来無かったことなので成田は戸惑った。 

しかし、それほどまで自分のことを待っていてくれたということが嬉

しかった。成田もそっと妹の上半身を抱き寄せながら、「こいつは、そう、

中学に入った頃より急に大人びて、滅多なことがなければ口もきかない

くらいの関係になっていたのだった」と思い出していた。 

  病室は３人部屋であった。窓際には３人掛けの応接セットが置いてあ

り、患者さんどうしでお茶が飲めるようになっていた。こんな余裕のあ

る構造は我が国の一般の精神科病院ではごく少ない。大潮新聞の先輩記

者が出した「精神科病棟からのルポ」という１０年ほど前のベストセラ

ーはかなり意図的に精神科病院の恥部をえぐり出すという視点をとりす

ぎていた。それは「大潮新聞社の基本に流れる読者層を意識したスタイ

ル」だったのだろうが、それにしてもこんな病院もあるということは、

いずれ読者に知らしめる必要があるだろうと感心した。しかも、こんな

病院が長崎という日本の片隅から始まっているということを嬉しいと思

う。 

  ３人部屋なのだが、他の２人の患者さんは日曜日ごとに家に帰るとい

うことで、今日はこの部屋は綾子１人だけであった。 

応接セットに腰を下ろして対面してみると、綾子の髪には白いものが
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ボツボツ目立つようになっている。綾子はお茶を注ぎながら成田の近況

をいろいろと聞いてきた。 妻のこと、子供達のことを聞いて、その後、 

「学校は今、大変みたいね。悪い子達や溢杯いるんでしょう？」 

「うん、新聞読んでるの？」 

「うん、大潮新聞の『今、学校で』というシリーズずっと切り取りして

いる」 

「ああそう！」 

「読出なんてあれ自民党の胡麻すり新聞じゃない。大潮新聞はためにな

るよ」と言う。  それからいろいろの新聞の話しに移ったが、社会現象

に充分新鮮な感覚が残っているのにびっくりした。一段落して、成田の

方から聞いてみた。 

「寛さんからは連絡があるの？」 

「無い」 

「子供達もう中学生かな？」 

「そう、小百合が一年生。仁美は五年生かな」 

「 後にあったのは？」 

「もう、思い出したくない」 

「僕が連絡を取って会える機会を作ってみるよ」 

「ううん。駄目。会いたくないの。向こうだって、今更会わせて混乱さ

せたくないと思うでしょう」 

「うん、しかし、未だ再婚していないらしいよ」 

 

  すると、綾子は口を噤んで顔をしかめ始めた。そして、幾ら問い掛け

てもとんと返事が返ってこなくなってしまった。成田は困って窓の外に

目をやると、長崎湾に入ってくる大きな船が見えた。 

少し気を楽にして綾子の顔を見返すと、いかにしても修復することの

出来ないような大きな悲嘆が湛えられているかのように感じられた。そ

れは、この湾の深淵の底深くから攀登ってくるような、いくら切り捨て

ようとしてもこばりついてくる恨みつらみであるかのように思われた。 

  それは綾子と寛の間を強引に引き裂いた自分達家族の力が作ってしま

ったものなのだろうか。そうとすれば、仕事にかまけて父親を諫めるこ

とができなかった自分自身にも大いに責任があるわけだ、と自分を攻め

てみた。しかし、昨夜読んだ父の日記からすると、父のとった処置はや
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むをえなかったものとも思えわれる。 

 

  ものを言わなくなった妹に途方にくれていると、若い看護婦が開いて

いるドアーの縁をノックして入ってきた。 

「院長が往診から帰ってきました。院長はお兄さんに会いたがっており

ますが、時間はおありですか？」 

「ええ、僕も是非お会いして頂きたいと思っていました」 

「では、一階の診察室のとなりに家族面接室がありますので、どうぞそ

ちらの方においで下さい。沢田さんもご一緒に来られますか？」と、言

葉がはきはきと綺麗であった。この看護婦さんは多分五島列島辺たり出

身のクリスチャンに違いない、と想像しながら綾子の返事に耳を傾ける

と、綾子は 

「いいえ、私は結構です」と、てこでも動かぬような重い言葉を放つ。

そこで成田は一人で院長の話を聞くことになった。 

  

 院長は気さくな感じであった。 

「どうもどうも、今日はお兄さんが来ていただけると聞いて楽しみにし

ていたのでした。急な往診が嵌まり来んでしまったものですから失礼し

ました」と前置きして、次のように述べ始めた。 

「妹さんの症状は今までの病院で言われていたように、やはり統合失調

症という診断で間違いないのだろうと思います。 

ただこの病気は治らないとか、薬物療法しか効果がないというのは間

違っています。薬物はたしかに幻覚や妄想を取るのには役立つんですが、

意欲を出すとか、家族などへの拘りを取るとかいう面に関してはほとん

ど無力です。そういう面では、作業療法や心理療法の力が必要なんです。

心理療法の中では特に、家族療法が重要なんです。妹さんの場合、この

家族療法は大いに効果を上げるだろうと期待しているのですが」 

「はあ、私達の家族には大いに問題があったと思います。死んだ父は命

令一下、と言いますか、恫喝一つで家族全員に有無を言わせないといっ

た、ワンマン親父でこまらされたものです」 

「なるほど、お母さんからかなり厳格な方だったとは聞いていましたが」 

「厳格なだけならいいんですがね。癇癪持ちで」 

「なるほど。ところで、その家族療法のことですが、３人のお兄さんの
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どなたも病院に来て下さらないんですよ。私としてはお母さんとだけで

は進めて行きようがなくて困っていたんです。そこにお宅が来ていただ

けることになって、どうにか展開が計れるかと期待しているんですがね」 

「いや、私にも何ができるか分かりません」 

「ええ、妹さんが４番目の兄に会いたいと言われて、それに応えて来て

いただけるというだけで大いに助かることなんです。」 

「はあ、初めのうちは喜んでくれたんですが、やがて黙り込んでしまい

ましたよ」 

「なるほど。実はね。私としては確認したいことがあるんです。妹さん

が小学６年生の時に３人のお兄さん達から性的ないたずらをされたと言

われるんです。 

妹さんは犯されたという言葉を使われるんですがね。私は妄想だろう

と考えてお母さんに確認したんですが、お母さんは事実だと思うと言わ

れるんですよ。今まで犯されたと思ってはいなかった、単なる性的ない

たずらだろうかとは思っていたけど、そんな事実があったと言われるん

ですね。そのことは３人の兄達をこっぴどく叱って、お父さんにはひた

隠しにして来たと言われるんです。 

  お母さんもお年を召しておられるし、記憶違いといいますか、追想錯

誤の部分もあられるかと思うのですが、お兄さんはこの辺のことについ

てどうお考えになられますか？」 

「ちょっとお待ち下さい。そんな事実があったかどうか、有り得るかど

うか、まだ考えられません。しかし、綾子がその頃から口をきかなくな

って、兄達が小さくなっていったのは事実です」 

  突然炸裂した雷光を頭全体に受けたように我を失った中で、成田はそ

う答えた。何を答えているか、自分では分かっていなかったと言ってよ

いであろう。ただ頭に沸いてくる言葉をそのまま辿って声にしているだ

けのような語り口だった。 

後に、院長に「２、３ヶ月に１回くらいは来院できます」と答えて

院長室を出たが、綾子の部屋をもう一度訪問してお別れを言うこともで

きなかった。ただ看護婦詰め所まで行って、「兄は急用で帰ったと伝えて

おいて下さい」とだけ伝言して、そそくさと病院を立ち去った。 

 

  車のハンドルを握ると、そのまま母のいる次兄の家には寄らずに宮崎
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まで飛ばしたかった。それが若い頃の自分がよくとって来たこの家での

対処方法であった、と思いながら母を尋ねた。 

母は縋るような目で成田を見た。 

「お母さん。院長先生から聞いたよ。兄さん達のことがようやく分かっ

て来たよ。僕にもまだ分からないことが多いけど、時々帰ってきて、綾

子と会ってみる」 

「うん。頼むよ。綾子にとってはお父さんが無くなった今、お前だけが

話せる相手みたいなんだよ」 

「分かった」 

  すると母親は目に涙を潤ませた。そして、泣くような声で、 

「それに、私はこの家に居たくないな」 

「ああそうか、でも俺んとこはマンション住まいだし」 

「うん、貴方のところへ行くのは由紀子さんに悪いし、老人ホームへ行

こうかと思っている」 

「そう、それは良い考えかもしれないね。由紀子さん達の家族を大切に

するために」 

「うん」 

  それから丘の上病院のことなど一般的な雑談をして、岐路に着いた。

兄が帰ってくる前に発ちたかったのである。タクシーを庭先に待たせて、 

「じゃ、今日は冷え込むと言うから、気をつけて。来年の春あたりは宮

崎に来てよ。そうだ。綾子が良くなっていて、一緒に来れるといいね」

と挨拶言葉をかけると、母親が妙に小さく見えた。 

樹齢のたった植え込みのお屋敷も、石作りの門も、まるで紙細工のよ

うに薄っぺらに思えた。そして、何回か見直して見たが、母の姿にも存

在の重さを感じることができなかった。 

タクシーが教会の前のカーブを曲がるときに、振り返るともなく後ろ

に目が行った。母親は門の前に直立の姿勢で成田の方角を見守って立っ

ていた。 

 

     （４） 伊賀蔵警察官の周りで 

  今日は朝立の当番である。４の倍数の日は、早朝７時３０分から目抜

き通りの大きな交差点に２人づつ立って交通安全の指導をするのである。

しかし、この指導が本当に事故防止のために役立っているのかどうか判
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らないと、伊賀蔵は思う。 

しかも４の倍数などという決め方はなんとにも曜日がまちまちになる

わけだから極めて不都合なことが多い。その日が日曜日であるとすれば、

月曜日に繰り下げになるというものであるが、この決定はこの４月に北

警察署の署長に赴任して来た大塚俊夫によるものである。彼は４の倍数

とすることによって曜日がぐるぐる変わるのがむしろ交通指導のために

好都合だと主張するのである。 

この命令は交通安全を本当の目的として出されたものではない。それ

は単なる建て前であって、勤務の始まりの時間帯にいろいろの混乱が生

じるという理由を盾に不満が続出することを充分に計算した上で、「自

分の個性と強力な統率力とを署の内外に披露しておくこと」を考慮して

あみ出されたものである、ということは判る人には判る。 

 

  ゴールデンウィーク明けの今朝、伊賀蔵は瀬頭の交差点に立つことに

なった。２人づつ立つのだが、その組み合わせも、何処の交差点に立つ

かも、署長の提案どうりに順番制である。ここ瀬頭交差点は市役所前交

差点と山形屋前交差点と共に宮崎市の三大交差点の一つなのである。 

まず、宮崎市の南部から市の中心部に入る車のほぼ半数がここを通る。

なぜ半数がそうかというと、それは「南方から市の中心に向かって大淀

川を跨ぐ橋は橘橋と大淀大橋の２本しかない」という事実と、「その２本

とも同じく２車線しかない」という事実に基づく。つまりこの２つの事

実から、朝のラッシュではどちらも同じ程度の大混雑となるのである。

もっともそのラッシュは７時４５分から８時４０分くらいまでで、大都

会のラッシュの比ではなくて、９時ともなると、まるで潮が引いたよう

に車は疎らとなる。 

しかし、８時半の出勤時間を厳守するようにしこまれている善良なサ

ラリーマンは、この短いラッシュ時間帯に必死にならざるをえないので

ある。８時２０数分までには、この２つの橋の内どちらかを跨がなくて

はならない。そこで、ドライバーは少しでも早く渡れそうな橋を真剣に

選ぶことになる。朝のこの時間帯に市内方向に向かう車の大半は、十年

一日のごとく同じ時間帯に同じことを繰り返しているわけだから、いろ

んな状況を即座に判断する直感が発達してしまう。そこで、この２つの

橋を市内の中心部に向かって走る車の数はほぼ同数ということになると
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いうわけだ。つまり、宮崎市の南部から市の中心部に入る車のほぼ半数

がここ瀬頭交差点を通るということになる。 

 

  この橋につながる通りは老松通りと呼んでいるのだが、交差するもう

一つの通りは旭通りと呼ぶ。宮崎港方面から市役所交差点に向かって直

線で伸びているのだが、この通りも老松通りに劣らず交通量が多い。中

西町、吉村町、潮見町などの住宅地からだけではなくて、宮崎から県北

の延岡、日向方面を通って大分県に抜ける１０号線のバイパスになって

いる一ツ葉有料道路を経由してくる車が流れ込むのである。 

一ツ葉有料道路では通行料３５０円が要るのだが、高鍋、新富、佐土

原などの住宅地に住んでいる人で、朝少しでも長く寝たい人はこの経路

を利用せざるをえない。国道１０号線の宮崎市内への北からの入り口で

ある花ヶ島の混雑はもう限界を越えているので。 

  瀬頭交差点では７時５０分という時間に於いて、まだ車と車の間に幾

らかの余裕の空間がある。車を止めようと思えば止めることもできる。 

 

  相棒の平沢は、絵に書いたように真面目な警察官である。とんがらせ

た唇に笛をしっかり銜えて向かい側の交差点で、車一台一台いに目を皿

のように光らしている。黄色信号で突っ込む車はきっちりと止めてキッ

プを切る。シートベルトをしていない車も止めて注意をする。８時を過

ぎる頃には車の数が増えて、道路はほとんど隙間がなくなり全部がのろ

のろ運転になる。すると、スピード違反や信号無視をする余裕も少なく

なるのだが、スピードがのろいぶん警察官も見易くなるのであろう。運

転方法に関しては注意することがなくなる。そこで、平沢のできること

はもっぱらシートベルトをしているかどうかだけになる。車を止める余

裕がなくなるので、右の肩から左の胸に掛けてシートベルトを締める格

好を作りながら、皿のような目を怒らして、まるでパントマイムよろし

く、ドライバーを叱るのである。 

シートベルトをしていない車といったら１０台に１台はいるので、目

が回るかのように忙しい。しかし平沢は大まじめな顔でそれをし続ける。 

  伊賀蔵にはそれができない。大体シートベルトなんて自分だってした

くないと思う。あんなものは少なくとも警察官が強制してさせるべきも

のではないではないかと思う。それはお節介というものだ。重大な交通
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事故の場合にはシートベルトをしていた場合としていなかった場合で大

きな差があるであろう。しかし、うんと重大な事故の場合には関係ない

し、うんと軽い事故でも関係ない。 

というよりも締めていたために咄嗟の処置が取れないといったこともあ

り得るわけで、害を及ぼす場合だってあるのである。 よし百歩譲って、

シートベルトをしておくと百％安全であるということにしよう。しかし

それでも法律で義務化して、警察官が血眼になって市民に強制的にまも

らせるべき種類の問題ではないであろう。上司の一人によると、シート

ベルトの義務化を法制化するときに 終的な検討委員会でも異論が多く

て、裁決ではほぼ五分五分だったのだと言う。 

  なによりも、シートベルトは運転の楽しみを奪ってしまう。それは乗

馬するのに体を馬にくくり付けてしまうようなものではないか。しかし、

生身の警察官としては決められたことは守らせないとならない。悪法も

法なりというわけだ。この宮崎県ではまた実にご熱心で、「シートベルト

着用日本一を目指そう」というスローガンが街中至るところに貼ってあ

るのである。 

  昨年のスローガンは「ギラギラ作戦」であった。これはオートバイの

ヘッドライトを「点灯したまま昼間も走ろう」という運動であった。こ

れは「オートバイによる交通事故が際だって多い、そこでヘッドライト

を点灯させて目立つようにすれば交通事故も減るだろう」という発想な

のである。 

熊本出張から帰った副署長が朝礼でこの話しをするのを聞いて、伊賀蔵

は「なんと馬鹿なことを」と直観的に考えた。まさに昼行燈ではないか、

と。副署長の言葉は次ぎのようであった。「やっぱり熊本の人間の発想は

独創的だと思いましたね。あの、交差点でのスクランブル歩道ですね。

今は全国に波及しましたが、あれも始まりは熊本なんです。 

こっちに渡って、信号が変わるのを待ってからさらに向こうに渡るな

んて無駄ですよね。歩行者が多いと歩道をはみ出してしまう。そこで斜

めに同時に渡れと発想したというわけですね。この方法は全国に普及し

ましたが、この度の出張で私が見てきましたギラギラ作戦なるものも、

これから全国に普及していくと思います。我が県でも即刻始めるように

提案したいと思っています」 

  昼間にヘッドライトがついていればそれは目立つだろう、しかしそん
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なものが事故防止に役立つはずがない。むしろ事故多発につながるかも

しれない。ギラギラと昼間から明りを照らして、道行く人の心を乱して

しまうではないか。夜に灯いているはずのものが昼間に輝いているのだ

から、それはびっくりしないはずがない。そんなにまでしてオートバイ

の事故を減らそうという発想は、警察官のヒステリーとしか言いようが

ない……と伊賀蔵は考える。しかし、もしかしたら、我が宮崎県ではこ

んな馬鹿げた提案を採用するかもしれないぞと、そう考えて彼はちょっ

と溜め息をついた。そして結果は案じた通りになったのだ。 

 

  瀬頭の交差点から宮崎駅前に至る老松通はメタセコイヤの並木道にな

っている。すらりと伸びたメタセコイヤの幹は天にも届きたいばかりに

伸び伸びと勢いが良い。しかし、無数の電線が走っていて、すくすくと

伸びたその幹はばっさりと頭から切られてしまう。それでも翌年には新

しい芽が天に向かって伸びているのである。メタセコイヤは秋には茶色

く紅葉して葉っぱを落とす。そして冬の間中、丸裸で過ごす。その分、

春の新緑は鮮やかにみごとなのである。 

伊賀蔵はその緑に目を細めてから、「因果な商売をする嵌めになった

ものだ」と考えた。しかし彼は今では、昔ほどこのことを悔やんだりは

しない。 

伊賀蔵は今、２９才、警察官になって７年目である。大股でこつこつ

と、交差点の中の自分の持ち分の間を歩いておればよい。顎を少しだけ

上げるようにして胸を張って歩いているだけで市民は充分に怖がってく

れるのである。そのことは少しだけ恥ずかしいことなのだが、向かい側

で必死にお巡りさんをしている平沢を余裕をもって見ることができるよ

うになっているのである。 

 

  伊賀蔵は昨日、橘病院を訪れた。姉の成田敦子と一緒に、惚けかけた

母親を診察のために連れていったのである。伊賀蔵は敦子姉と二人兄弟

である。 

成田敦子の勤務する天神小学校では新学期初めての職員会議の日であ

った。しかし、母のために急遽や休むことにした。仕事熱心な成田にし

てみれば、突然休みを取るなどということは極々例外的なことであった

が、だからこそ学校では大変なことが起こったのだろうと全員から納得
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してもらえ、許されるのである。 

 

母は惚けてしまって、とんでもないことになってしまったと思い込ん

だ姉は、一人では手に負えないかも知れないと思ったのであろう。その

時のためにと、弟まで連れて行くことになったのである。伊賀蔵として

も私用で仕事を休むというのは極希なこと。 

 

  伊賀蔵達の父は５８才で肝臓癌で死亡した。伊賀蔵が大学２年のとき

であったが、それ以来７年間、母は一人で家を守って来ていた。 

伊賀蔵は大学を卒業して警察官になるなんて考えてもいなかった。本

当のところ東京の商社に就職を決めていたのである。ところが、「何時ま

でも母親を一人住まいさせるわけにはいかなくなるよ。後から宮崎に帰

ってこようと思っても、なかなか難しいぞ」という叔父の意見を汲んで

帰ることになったのだ。 

そう、一回り年上の姉、成田敦子にも 

「私だってもちろん面倒は見るよ。しかし、お母さんとしてはあなたが

側にいて欲しいと思うと思うよ」と勧められて、土壇場で変更したのだ。

商社に勤めたいという願望もさほど大きなものでもなかったので、さし

て大きな抵抗はなかった。 

 

  半年間の警察学校は宮崎、そして初任地は日向だった。宮崎だと母親

の住む日南まで１時間、日向だと２時間。伊賀蔵は独身寮に住んでいた

のだが、時々家に帰っておふくろの料理を食べるのが楽しみで日向に赴

任してからもよく帰ったものだ。母も旧い手作りの料理が得意であった。 

  盆や正月には敦子姉の一家と合流する。正月には必ず餅搗きをするの

だが、敦子姉の夫成田も杵を振り上げる。２人の子供も蒸篭の筵に残っ

たもち米を集めて握り飯にしたりして大騒ぎしたものだ。 

そう、臼の餅に水を付けてひっくりかえすのは決まって母親の仕事で

ある。時々姉が代わるのだが、母の方がうまい。そう、母は実に器用で、

甘酒も作るし、灰汁巻（あくまき）も作る。器用貧乏という言葉がある

が、中学校の教師をしていてあまり収入の多くなかった父に支えた母は、

実に器用で裁縫も良くした。姉の子供の晴れ着などはすべて母が縫った

ものである。 
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  その母は現在７２才になる。敦子も伊賀蔵も、今年の正月に少しだけ

おかしいと思ったことがあった。例年のごとく今年の正月も年末から母

の家に集まっていたのだが、成田は元旦の夜に急遽、宮崎に帰ることと

なった。高松中学の若い先生から電話があって、どうしても教頭が同席

しないといけないような事件が起こったらしいのだ。 

するとそれを聞いて、今年付属中学校を受験する長男が、「勉強がある

から僕も一緒に帰る」と言う。 

そこで、「急に家が寂しくなってもお祖母ちゃんに悪いから、私と京子ち

ゃんだけは残ることにするわ」ということになって、この夜は伊賀蔵と

姉と小学３年生の姪の京子、それに母親だけの４人となった。６人が４

人になっただけで寂しいものである。そんな急にシーンとなった中で、

おかしな言葉を母親が吐いたのだ。伊賀蔵はまだ独身なのだが、話の脈

略もなく突然、「あなたのお嫁さんがよ」と母が始めたのである。初めの

うちはこれから貰うはずの嫁のことを言っているのかと思っていたが、

話しの流れがおかしい。 

そこで、一番近くにいた姉が、 

「えっ、婆ちゃん圭司の嫁さんって何のこと」と声を上げた。すると、

母親は笑いながら、 

「ああ、何だって？」とまだ夢から覚めてないような声で言う。 

「いま、あなたのお嫁さんがよ、って言ったでしょう？  お母さん」 

「お嫁さん？ う・・ん。」 

「圭司はまだ独身でしょう！」 

「うん、そうじゃろう。何時になったら結婚するの？ もう独身者は少

数派でしょうが？」 

  といったやり取りの中で母はまともに返っていって、このちぐはぐな

会話の真相はうやむやにされてしまったのだ。 

この事実を二人とも今、思い返すことができる。翌朝、伊賀蔵と姉と

は同じ車の中だった。夫の成田隆司が昨夜帰ってしまったので、敦子姉

と姪の京子は伊賀蔵の車に乗って宮崎に向かった。「鵜戸神宮を見て、堀

切峠を越えて」と言っていた京子は早々と眠ってしまって、二人は次ぎ

のような会話を交わしたのだった。 

 

「お母さん元気だけど、何時までも一人にはして置けないよね」 
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「うん、そうだね。早く結婚しろって言うの？  そして嫁に面倒を見さ

せろって」 

「そうね、そうしてもらうと助かるけど、３０過ぎの独身も多くなった

し、母親のために結婚しろなんて、そんな野暮なことは言わんよ」 

「僕だって独身主義ってわけじゃないよ。女の友達がないわけでもない。

しかし、結婚して家庭を持って子供ができてって、描けないんだな」 

「ぴんと来る人が居ないというだけのことかな？」 

「うん、この前ね。上司に勧められてお見合いして来たよ」 

「えっ？  あ、お見合って、紹介してもらっただけね。私はまた正装し

てなんて考えてしまった。あなたがそんなことする筈ないわね」 

「うん、まあそうかな。向こうが結婚したいと思うような人だったら、

おれも結婚したくなるかなと思ってしてみたんだよ」 

「それでも駄目だった、と？」 

「ご名答」 

「まあ、結婚せずに過ごすのも一つの生き方よ。学校の先生にもとんで

もない人、大変な人が多いのよ。若い新任の先生が入って来ると、良い

年をした叔父さん達が浮き足立つのね。あなたはけじめだけはつけてね」 

「お巡りさんでも一緒さ。よくこれで人の前に立てるなというような人

が、実にわんさといるよ。まあやくざとあまり変わらんね」 

「しかしまた必ず、一握りの素晴らしい人達もいるんでしょう」 

「そう、一握りの素晴らしい人と一握りの悪人と、その間にわんさとい

い加減な人間が居るわけだ」 

「なあるほど」 

「それはそうと、兄さん大楠中学で頑張っているね。偉いね、とんでも

ない学校だったのに少しづつよくなりつつあるよ」 

「うん。立派な人と思うわ」 

「兄さん、長崎のことはどうなってるの？」 

「うん、妹が病気なのよね。お母さんはお兄さんと一緒だけど、どうや

ら老人ホームに住むことになるらしいわ」 

「そうか。お兄さんは長崎の事は、あんまり話したがらないね」 

「そうね。私にもあまり話そうとしないよ。まあ、話しを元に戻すけど

ね、お母さんのこと、何時までも一人では置けないよ」 

「そりゃそうだ」 
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「私の家に同居しても悪くはないけど、私はまだ仕事を続けたいし……。

いずれは昼間一人にしておくのも難しくなるかもしれない。」 

「それは当然そうだよ。今の状態なら、おれが一緒に住んでも良いんだ

な」 

「そうねぇ。しかし、いずれは一人では生活できなくなる、手が要るよ

うになるということよね」 

 

  そのような正月の会話からまだ４ヶ月も経っていないのだ。母の惚け

症状に関する情報が入ったのは一昨日、敦子姉の親友からであった。 

日南に住んでいる小学時代からの親友から一昨日、天神小学校に電話

が入ったのである。彼女は母の家から５、６軒の近所に住んでいるのだ

が、以前から少しだけ惚けが始まったかなと思ってはいたと言う。彼女

の電話のまま記しておこう。 

「お母さんが少しおかしいとよ。前から少し表情が、なんかぼっとして

いるなと思うことが有ったんだけど、昨日は完全におかしかったよ。 

松林の方に思い込んだような顔でずんずん歩いていかれるから『何処

に行くの？』と聞いたんだけど、私が判られんの。それで力をふり絞っ

て、やっとのこと、手を引っ張ってあなたの家に帰ってみたら台所は火

が付いたままだったのよ」 

  そこで、敦子と伊賀蔵とはその日のうちに日南に飛んで帰ったのであ

る。そして昨日、橘病院を訪れることになったのだ。 

 

  母親の惚けを治療するに当たってなぜ橘病院が選ばれたのか？ 列挙

すると、まずは入院させるとなった場合に日南よりも宮崎のほうが看病

に行きやすいということ、そして日南の精神科病院の評判が良くない、

いろいろの批判もあるが橘病院はどうやら新しい試みをしている良い病

院らしいということを、この二人の姉弟が知っていたということなどで

あろう。 

多くの精神科病院が薬付けで、鍵の掛かった病棟に閉じ込めたままだ

と聞いているが、橘病院であれば薬物を 小限にしか使わず、入院期間

も短期間で済む。早めに退院させて悪くなったら早めに入院させるとい

うふうに、「患者本位に治療を進めてくれる病院である」と伊賀蔵は聞い

ていたのだ。 
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姉の敦子としても、自分の勤務する天神小学校でつい先達てこの橘病

院の川上晃から講演してもらったばかりだった。校長は「えらく過激な

思想の持ち主らしい」などと思って警戒していたようだが、講演を聞き

始めると緊張していた彼の頬はだんだん緩んで行っていたのだった。 

  この講演は家庭教育学級で「家庭と性教育」と題して話されたのだっ

た。その内容は、大人は自信をもって子供に対して性教育できる立場に

ない、しかしそれにも拘らず教育していかなければならない立場にある、

というものであった。つまり、彼の使った言葉をなるべく多く使用しな

がら簡略に述べると以下のようである。 

「子供達の住むこの街の中には性を汚いもの、隠すべきもの、いやらし

いもの、罪深きもの、こそこそと隠れてしなければならないもの、と思

わせてしまうような情報が満ち溢れています。 

教師や父兄など、子供に教えるべき立場の大人が、国家が売春を公認

した社会の中で育った来たのです。そしてそれらの状況に毒されて、そ

れらを完璧に払拭する力を有していないのです。それどころか、性はま

すます歪んだ方向に毒されて行っていると思われます。 

世の中を良い方向に変えて行くことを使命としているはずの大潮新聞

を初めとする大新聞などすら、これらの状況を変えていこうとするどこ

ろか、完全にその状況の中に飲みこまれ流されて行っています。 

具体的に言うと、とんでもなく低俗な週刊誌が有りますね。あんなも

の『店先に並べるな』と言うことは出来ないでしょうが、大新聞の紙面

広告に載せてやることはないのです。あんな低俗な週刊誌の広告を、本

当に顔を赤らめてしまいたくなるような見出でデカデカと載せています

ね。僕はあんな週刊誌など買うのも恥ずかしいんですが、新聞を読むよ

うになった僕の子供達には、嫌でもその広告の恥ずかしい煽情的な文章

が目に入るわけです。   

破廉恥な姿態をしたポルノ写真、売春や不倫を煽る大文字の見出。教

養を売るはずの新聞が広告収入を得るために恥も外聞もないといってい

い状況です。 

ですから、子供に向かって性教育をしようなんて言ったって、先生方

一人一人が、大人一人一人が顔を赤らめてしまわなくては出来ないこと

なんですね。だけど、言わないといけない。ですから、そのことを巡っ

て、ストレートに言えなくて、子供の反感を買うということになりがち
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なんですね。 

  特に女の子供の場合、夜の帰りが遅い、友達の家に外泊をする、なん

てことが起こるとしますね。すると、大抵の親はすぐに性と結び付いて

しまって、『夜間外出は駄目です。外泊はもってのほかです』と言うこと

になってしまう。つまりこれは、大人の方の目がぎらついているから、

夜間外出や外泊はそのままセックスそのもの、と考えられてしまってい

るんですね。 

子供の方はただ夜を徹して仲良しとじっくり話したい、そして青春の

良い体験としたいと考えているだけなのに。それが大人達の歪んだセッ

クス感覚のために理解されなくて、いわば犠牲にされてしまって、子供

達から見ると大人は分からず屋ということになってしまうんですね。 

  ですから、言うべきことはちゃんと言わないといけないんですが、子

供達の心の中に充分注意を払い、耳を傾けながら心を割って、そして難

しいことですが、判らないところは幾らかは譲歩しながら、という姿勢

が必要なんです」・・・・・・という具合に、少し難しい内容を小気味よ

く話していた。 

 

  そういうわけで、敦子にとっても橘病院を母の治療場として選択する

のに異存が無かったのだ。宮崎と日向から飛んで帰った昨夜、橘病院に

連れていこうと話しは纏まったのだが、母が寝た後で橘病院の院長・川

上晃の話になった。 

 

  伊賀蔵は、どちらかというと定年前のご老体などから好かれる。退庁

時、よく「おい、伊賀蔵、一杯つきあわんか？」と声を掛けられるので

ある。大抵が仕事一筋でやって来て、上手が言えず、出世街道からはほ

ど遠い人達である。 

桜の花がちらほら咲き始めた今年の暖かい夜に、そんなご老体の一人

から居酒屋『酔ったろう』に誘われて、川上晃の話しを聞かされたこと

がある。 

店には学校の先生達が３人来ていて、ちょうど川上の話がされていた

のだ。一人は校長、後の二人は組合員らしかった。 

「川上先生はあんた達の同級生な？」 

「そうです。都城の泉ヶ丘高校の同級生です。３７年卒」 
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「ありゃあ、アカと聞いちょったけど、やくざじゃという話も有るよう

じゃな」 

「うん、あんなのがアカなんと言われたら、共産党が怒りますわ」 

「ああ、この前、市の教育委員会に怒鳴り込んで来たらしいよ。大塚中

の校長を呼び出せと言って、教育長の机に座り込んで、教育長は風呂に

入っていた校長を呼び出さざるを得なかったらしい」 

「その話は聞きましたよ。４時半頃に教育委員会室に入ってきて、６時

過ぎまで、ほとんどの職員が帰れなかったらしいですね」 

  それを聞いて、伊賀蔵の大先輩が始めたのである。 

「なかなかの元気もん（者）よ……。しかしな、こんな話もあるよ」。 

酔っ払った大先輩は大きな声で喋っていく。それは、川上晃が被告人

として検察庁に出頭した時のことであった。 

 

川上にとって、検察庁への出頭なんていうことはまったくの初めてだ

った。刑事事件で逮捕されたアルコール中毒の患者の件で、要請があっ

て裁判所に出頭したことはある。この患者には全く身寄りがないという

ことで本人の要請だったのか、検察庁の要請だったのか判らないままに

出かけていったのだったが。 

この大先輩が今から語ろうとする話は、検察からお叱りを受ける立場

での出頭なのである。ふざけた事件ではあるものの、少し緊張しながら

玄関を入ったのだが、素っ気ない窓口嬢から、いきなり副検事正の部屋

に招き入れられた。副検事正は背の高い椅子に体を横たわらせるように

しながら、 

「あれがお宅の病院でしょう？」と言う。この当時、ちょうど橘病院

の開院を前にした工事の 中だったのだ。ホテルを改装して病院にする

工事なのだが、６階建ての建物は検察庁のこの２階から良く見えた。 

ホテルが繁盛していた時代には屋上はビヤガーデンになっていて提灯の

連なりが目立ったものだ。官庁街の一角で、暑い夏の夜は残業を終えた

公務員達やそれを取り巻く業者で賑わっていた。 

 

「ええ、そうです」 

「８０００円の罰金を払われないために、私達は２００万円くらいの金

を使わないとならないんですわ。いや、もっとなるかな」 



356 

 356 

「ハア、しかしこれはお金の額の問題ではないですから、引き下がるわ

けにいきません。よろしくお願いしますよ」 

「ここに書いてありますな。このような形式主義が警察を国民から遊離

させる。警察官に自分の頭で考えることを止めさせ、機械の言うままに

動く犬以下の存在にしてしまっている、ですか？」 

 副検事正は川上の顔をじっと見て、更に読んでいく。 

「自分の親父が危篤、というときに４０キロ制限を守ってくる医者を認

めるか。そのことを自分の頭で考えずに『機械に出てしまっているから

どう仕様もないんですよ。長いものには巻かれろで、罰金くらい払って

下さい。文句があったら上のほうに言って下さい』というようなことを

平気で部下にいわせるような機構を改革するためのきっかけとして断固

争います。こういう趣旨ですな？」 

「そうです。上の方に行くと、ろくな論争もなくて、さらに上の方に、

ということになって結局ここまで来ることになったというわけで、一寸

引き下がり難いですね。 

正に上にいくほど人間味はなくなって、こちらの言うことを全然聞こ

うとしないわけですから。これでは国民を愚弄するものと言えるでしょ

う。煩わしいことまでするのはほんの一握りであろうからまあ、今のや

り方で押し通そう、なんて姿勢は、国民をバカにしていますよ。 

これでは宮崎は何時までも良くはならない。警官はただ煩わしいだけ

の嫌われ者になってしまいますよ」 

「なかなかご立派な趣旨ですが、宮崎はねぇ。僕も去年赴任したばっか

りなんだけど、何とにも精の無い処だなぁ。 

信号は行くとこ行くとこ引っ掛かるし、さっと、流れないでしょう？  

本当に田舎ですよ。それでも誰も文句を言わないんだから。東京辺りで

こんなことをしていたら大変なことですよ」 

「交通管理センターに呼ばれて、文句をいおうと思ったんですがね、『金

を払うんですか？裁判するんですか』としか言わないんですよ。文句が

あれば裁判で、と。 

警察の連中は結局上から下まで犬に成り下がっているわけなんですよ。

あれなら音声を発するコンピューターと一緒ですわねぇ」 

「そう。そんな阿呆しかおらん」 

「８０００円払ったら片ずく。あるいは警察幹部に通じる人か、県会議
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員辺りに揉み消してもらう。そんなことをそのまま許しつづけるという

ことは結局、本来市民から愛し慕われるべき警察を諦めるというか、捨

ててしまうということになると思うんですよ。もっと社会が血の通った

明るいものであるために、一寸今忙しいんですが、放っておくまいと考

えたんです。行政も市民も余りにも血の通った対話ができない仕組みに

なってしまっている。だから２００万円かかっても是非やって頂こうと、

そう考えます」 

 

  副検事正はにっこり笑って窓の外を見ていた。目は工事の赤いクレー

ンの動きを追っている。 

「大変な工事ですな。ホテルから病院に改造するのやはり随分かかるん

でしょう？」 

「ええ、２月からは始められるように、今突貫工事中ですがね」 

｢費用も大変でしょう？｣ 

「オイルショックのおかげで随分安くで買えましたから、どうにかなる

と考えてはいますが、改造に２億円くらいかかります。」 

話を逸らされるのに苛立ちを覚えながらも、このおっちゃんあんまり

役人らしくないではないかと、やや親近感を持ち始めていた。この辺り

が川上の弱点である。 

「救急病院にするんですか」 

「僕は精神科の医者としてやって行きたいんですが、町医者をしている

と、急患は何でもみないといけないんですよ。脳卒中、心筋梗塞、切迫

流産、刃物の切り傷、喉に魚の骨を刺してなど。 

どの病院も診てくれないと言って盥回しで、駆け込んでくると『僕は

専門ではありません』と言って断れない。『専門ではありませんが』、と

言って診療することになるんです。するとまあ、僕としては 後の医者

ですから、『もしうまく行かなくても、そんなに激しく恨まれはすない』

と、挑戦することになるんです。うまく行って大感謝というわけですよ。 

勿論、切迫流産などの場合には即刻産婦人科を叩き起こす。医者は、

がなり立てれば、大抵の医者は一応叩き起こせるんですよ。県病院なん

て婦長が医者達に対するかなり強力な発言力をを持っていますから、婦

長をどうにか動かせば大概の若造医者を呼び出させることができるんで

す」 
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  川上は、自分で、一寸喋りすぎだ、どこかで押さえなければ、と終わ

り所を捜しながら少し慌て始める。「まあ、救急病院とはいってもそんな、

急患をどうにか応急処置をする、自分で出来ない場合、怠けて医師法違

反をしている医者供を叩き起こす、そういった救急病院です」 

「実に控え目な言い方ですが、なかなかご立派なことです。そんな動き

が宮崎に是非とも必要なことだと思いますよ」 

「勿論、専門の良い医者が見付かれば本格的な救急病院にしていこうと

も思っているのですが」 

「そりゃぁ、良いことだ。大体、皆、医療事故による賠償が怖くて夜間

救急医療をしないというところがあるんでしょう？  それを専門外でも

そういった意気込みでやっていただけるなんて実に御立派なことです」 

  ここで、「正に今のスピード取り締まりのやり方は、そんな賠償が怖く

なって医療行為をしない医者が増えていくという心理を全くそのまま利

用しているだけなんですよ」、と言おうと思ったが、 

「医者捜しの応援やらさせていただきますよ」と言われて、矛先が急に

萎んでしまった。「うん、友達にいろんな医者がいますから当たってみま

すよ。しかしね、人間には限界がありますよ。この８０００円は私に払

わせてくれませんか」 

  すると、川上は「そうですね」とあっさりと答えてしまうことになっ

た。顔を少し赤らめながらも節操もなく、反論もできない始末だったの

だ。実に赤子の手を捻るかのように「しょうのない大事件」はこの検事

の小指の先で処理されてしまったのである。 

 

  伊賀蔵の大先輩はこの話をまるで自分がその場にいて、川上の表情を

見ているかのように、実にリアルに喋っていった。この夜の『酔ったろ

う』はまるで、川上を餌にしてのおしゃべりで、カワカミナイトだった

のだ。 

しかもその場に本人が現れて、午前様になったのだった。 

 

この中で、川上は「実は僕の祖父は警察官だったんですよ」と話して

いったのだった。 

「オヤジの祖父が保証人倒れで、潰れ屋敷の息子と言われていたらしい

んです。オヤジがまだ小学校の頃だったのかな？  
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 オヤジのオヤジ、つまり僕の爺ちゃんは子供二人を連れて大阪に出る

んですね。そしてお巡りさんをするんです。僕が中学生の頃だったかな、

祖母から聞かされたものです。 

『爺ちゃんはね、泥棒を捕まえると家に連れてくるとよ。そして飯を

作れと。だから早飯作りが上手になった。しかも、お土産のご飯まで作

らされて』と。 

食べるものに困って盗む、しかも家族に食べさせるものを盗む。そん

な泥棒を見ると『もう、これからするんじゃないぞ！』と叱った上で、

家まで連れてきて食べさせお土産を持たせていたらしいんです。」 

すると、伊賀蔵の大先輩は 

「なのに、シートベルトじゃ、ちょっとくらいの飲酒じゃで捕まえると

はなんじゃと言いたいんですな」と大声で笑った。 

 

この時の話を姉の敦子にすると、 

「子供みたいな楽しい人ね。学校世界では馬鹿のやくざのと言われる

ことが多いんだけど、貴重な存在と思うわ。ただ、口が悪いし、ちょっ

と短気すぎる感情家の一面を持っているようだから、そばに居続けるの

は大変な人に違いないと思うけど・・・」と、姉も高松中学に乗り込ん

で来て、校長以下４人の学校幹部と対決した時の噂話を続けて一夜が更

けた。 
 
 

２．家族から強引に引き離す具体的な場面 

     ＜往診家族療法の第５章から＞ 

  Ｊ君の場合（２１才、２人兄妹）                         

             中学２年から登校拒否   高校１年で中退 

             家族への間接暴力 

１．数回の往診を経て 

 Ｊ君は横浜の子です。前例の、強い引き籠もりでコンタクトを取りにく

かったＫ君の場合、初めから強制入院でした。Ｊ君の場合、登校はしな

くなったものの特定の場所には出掛けて行けるのです。それは剣道場な

のですが、大人、あるいは年長者など、しっかりした指導者がいる下の
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集団であれば、参加することができるということなのです。 彼は同年齢

集団の中では、どんな危険があるか不安でしかたがないのです。年長者

が力をもっている集団であれば安心というわけです。 

  剣道の試合で納得の行く成績を上げることを目標にしているのですが、

それで彼の心が満足できているわけではありません。同年齢集団の中に

入って行けず、生活の範囲が狭められていることは大きな劣等感になっ

ていて、「剣道の試合の成績」なんて本当のところは気休めにすぎないこ

とを心の片隅では知っているのです。 

  友人達は大学生活を楽しんで青春を謳歌しているのに、自分は年齢を

重ねて行くだけ。その焦りから道場にも行けない日が増え始めます。そ

こで、家に籠って喚き声をあげる日が増えています。 

  母と 2 人きりになると、「壁に頭を打ち付けて苦しがる」「隣に聞こえ

るような大声でわめく」等の行為が始まって、母親としてはいたたまれ

ない気持ちになります。そこで母親は父親の出勤と同時に家を出るとい

う事態に達しました。 

  そこで私が呼ばれることになったのです。Ｋ君と違って、Ｊ君は初め

から私の面接を受け入れてくれました。というよりか拒否できなかった

というのが正解なのでしょう。私の往診面接を３回受け入れているので

す。 

  以下は強制入院の状況ですが、３回の家族療法を通して少々の信頼関

係ができているから下記のような荒っぽいこともできたのです。家族療

法の内容は下記の会話の中から想像してみて下さい。 

２．部屋をノックして、いきなり 

  Ｊ君は電気を消して畳の上に敷いた布団に寝ていました。私自身がコ

ンコンとドアをノックして返事も待たずに入ると、彼は目を擦りながら

布団に飛び上がりました。 

  私が職員を紹介するところから始めましょう。 

…………………………………………………… 

Ｄｒ：おーい。俺々、久しぶり。昨日すごく荒れたらしいじゃない？  こ

のままじゃどうしようもないぞ。ちょっと紹介するわ。 

Ｎｓ１：こんにちわ。看護士の小川です。 

Ｎｓ２：米良です。 

Ｄｒ：このままじゃ、どうしようもないじゃない。宮崎に来る決心つか
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ないみたいだから、一緒に行こうと思ってね（大勢で来た）。いやか？ 

Ｊ：いきなり来るから。 

Ｄｒ：先週、一応このことは伝えておいたよ。（部屋の外にいるお父さん

に向かって）お父さんもちょっと入って下さい。この状況では、本人の

意思でなくて、家族の意志として（宮崎へ行くのだ）ということを確認

しておこうと思って。それで良いですよね。 

Ｆ：はい。 

Ｊ：な、何で良いって？  今週、試合……。 

Ｄｒ：今週、試合って言ったってさ、昨日の状況すごかったらしいじゃ

ない。僕は見た訳じゃないけどさ。聞いたところだと。それで、僕たち

準備してきたの。宮崎に一緒に行こうということで。飛行機がだめだっ

たら、車ででも行くつもりだよ。 

Ｊ：行かないですって。 

Ｄｒ：何で？ 

Ｊ：試合とか受けられなくなるじゃない。 

Ｄｒ：試合を受けられる状況じゃないでしょう。 

Ｊ：いや、受けますよ。 

Ｄｒ：うーん、お父さんどう思われすか？ 

Ｆ：いや、そんな状況じゃないと思います。 

Ｄｒ：「試合済んでから行く」じゃ、いけないですよね。ちょっと昨日の

ことを聞いてみたいんだけど。お父さん、昨日家族の中で一番困ったこ

とは？ 

Ｆ：ん、ていうか、Ｊ自身がもう一番ね、もう困ってるはずなんだよ。 

Ｊ：困ってるはずだなんて、試合受けたいって言ってるじゃん。 

Ｄｒ：どうして？  壁に頭を打ち付けたりして苦しがってるって、僕は

聞いたよ。それを見てお父さん達はこれじゃ困ってるだろう、可哀相だ

って思ってるの！  （父さんに向かって）て、いうことですね？ 

Ｆ：（頷いて）昨日も遅くまで話したけど、剣道やってても、もう耐えら

れないってＪ、言ってたよ。 

Ｊ：勝手に決めんなよ！  剣道やっててさ、辛いことあるけどさー、頑

張ってんじゃねーかよー！！ 

Ｄｒ：ふぅむ、でも、頑張ってやってきてさ、良い結果出てないじゃな

い。 
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Ｊ：そんな簡単にいきなり出ないっすよ。そんなもん。 

Ｄｒ：いきなりは出ないと思うよ。でも、（初めての面接から）もう２ヶ

月経つでしょう。２ヶ月経って良い方向へ向かってないじゃない。 

Ｊ：まだ、２ヶ月しか経ってないじゃないですか。 

 

  私はお父さんとなるべく話させるように工夫します。 

………………………… 

Ｆ：Ｊさー、本当に今、もう本当に八方塞がりなんじゃないのか？  昨

日、日曜日もお父さんにもそう言ってるじゃないか。 

Ｊ：何、勝手に決めないでよー。 

Ｆ：いや、決めてるわけじゃなくて、八方塞がりなんでと悩んで、あん

なに……。 

Ｊ：決めてるじゃないかー！（はぁっ、と溜め息） 

Ｄｒ：僕の目から見て、随分お父さん努力されてると思うよ。 

Ｊ：僕だって努力してますよー。 

Ｄｒ：うん。その努力の結果がさ、良い方に向かってるんなら良いよ。

良い方に向かうために、今のままではだめだ。剣道に行かない時はいっ

つもぐったり寝てるでしょ。 

Ｆ：Ｊ、今の状況を変えないとだめだ。 

Ｊ：勝手に決めんなよ。ふざけんなよ。 

Ｆ：Ｊも、ここで、少しもう変えなきゃだめだ。 

Ｊ：なん、うるさいな。 

Ｄｒ：うるさいなじゃないぜ。これは、話し合った結果なんだ。お父さ

んもお母さんも同じ意見なんだ。今日は、強制的にでも連れていく決心

してんの。 

Ｆ：日曜日もＪ、試合、行くか行かないか迷って、行っても意味がない

って、苦しんだんだろう？  お父さんと 2人。 

３．一緒に生活できるように……そんなの言われてもわかんない 

  こういうやり取りが延々と続きました。随分、端折りましたが、３０

分は繰り返したでしょう。 

  過去にはリビングルームを独占して、妹さんはピアノも弾けなくなっ

ていたのですが、前々回の往診の時に私の方から「自分の部屋以外は皆

で使えるように、気を遣う努力をしてみよう」と提案しておいたのでし
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た。それは実行に移されたのですが、そのことなどが更に話されます。 

……………………………………… 

Ｄｒ：じゃ、ちょっとお父さんが分かるように説明してみてよ。 

Ｊ：説明できるわけない。実際に剣道やんないと。 

Ｄｒ：はぁ？  じゃ、それじゃ理解できないわ。そういう言い方では。 

Ｊ：まぁ、そうなんですけど。 

Ｄｒ：ふん。 

Ｊ：んな、いきなり（剣道を）やめるって（出来ないよ）……。 

Ｄｒ：いきなりやめるって言ってんじゃないんだよ。ずっとね、４月、

５月、６月とみんな頑張って来たわけじゃない。 君だって、我慢したよ

ね。リビングルームをみんなが使えるようにしたしね。随分、君も我慢

してやってきたんだけど、一緒に生活するのは困難ってことになったん

だ。 君自身がこのままじゃ行き詰まってしまうって。だから、解決する

道を探そうって言ってんだ。 

Ｊ：でも、……いきなりは。困りますよ。 

Ｄｒ：いきなりじゃないよ、ずっと（２か月以上前から）言ってきてる

よ。 

Ｊ：いきなり言われても、困りますよ。 

Ｄｒ：うーん、「横浜で駄目なら宮崎へ行きます」と言っていたのは本当

の気持ちだったわけでしょ？ 

Ｊ：そんなの言われてもわかんないですよ。 

Ｄｒ：だって宮崎に行ったら、車の免許取るとか、海に行ってサーフィ

ンするとか言ってたじゃない。 

 

  面接場面では私の言葉に合わせて、大人がする＜愛想のよいご愛嬌の

応対＞をしていたのです。つまり、今ようやく本来の子供に返って反抗

ができているのです。 

……………………………… 

Ｊ：そんな、どうでも良いじゃないですか！  わけわかんないですよ。 

Ｄｒ：わけわかんないからさ、もうちょっと自分を楽にして考えていこ

うよ。 

Ｊ：そんなこと言ったって。 

Ｄｒ：この家の中でね、お父さんお母さんと顔をあわせてたってね、楽
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な気持ちになれないんだと思うよ、きっと。 

  お父さんに質問したいんですけど、どうもお父さんもお母さんも神経

質になり過ぎてるような感じがするんですよ。ピリピリピリピリしてい

たらね、彼にもそれ、反映しますよね。 

Ｆ：（声にならないが頷く） 

Ｄｒ：そういうこともちょっとあってね、僕は、しばらく家族と距離を

おいてみようよって、言ってんだ。 

  剣道ができなくなるのは残念だけどさ、剣道はまたいつでもできるさ。 

Ｊ：もう、そんなことないですって。 

Ｄｒ：剣道の前にさ、まず海で遊んでみたり車の免許取ったりすること

も、剣道に役立つことだよ。 

Ｊ：今年じゃないと、もう時間があるじゃないですか。 

Ｄｒ：そう時間が時間がって焦りね、それが高校とか中学の時もあった

のかもしれない。基本的に自分のことをゆっくりさせないと。「今しない

とだめなんだ」って、自分を追い込んでしまっているよ。 

Ｊ：そんなこと言ったって。もう、どうするんだよ、こつこつやってき

たことは？！ 

Ｄｒ：まぁ今まで、学校の受験の時、あまり追い込みすぎたんじゃない

かなって思うんだな。 

（父親に向かって）彼が「時間が時間が」って言ってますね。少し、余

裕のない人間にしてしまったんじゃないかと思うんですよね。 

Ｆ：うん。そうですか。 

Ｄｒ：それを変えていこうよ。そんな必死になってたら、剣道もうまく

なれないよ。もっと余裕もとうよ。 

Ｊ：間違いだ。 

Ｄｒ：そのまま突き進んでいったら、もっと間違うことになるよ。 

Ｊ：止め、止めないっすよ。 

Ｄｒ：止めろとはひとつも言ってないよ。やったって良いんだ。ただ、

今はちょっと休憩しようよ。 

Ｊ：でも、絶対今年は出ますよ。 

Ｄｒ：その絶対っていう決めこみが自分を追い込んでるんだって言って

るんだよ。 

Ｆ：Ｊ、その前に、生活がもう限界だろ。 
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Ｊ：限界だろうが、何だろうが・・・ 

Ｆ：Ｊも限界だし。お母さんや蓉子（妹）も限界だ。Ｊもそのことはわ

かってるだろう。 

Ｊ：やめることとは、違うじゃん。 

Ｄｒ：だからさ、その剣道が大事なことはわかったけどさ、その前に家

族と距離を置くことを実行してみようよ。それしたからって剣道がやれ

なくなるわけじゃないよ。 

Ｊ：コツコツやってきたのは、どうなるんですか？ 

Ｄｒ：崩れやしないよ。 

Ｊ：崩れますって。 

Ｄｒ：それが、強迫観念っていうんだよ。こつこつやってきたことが崩

れちゃうという不安が強すぎるんだな。 

Ｊ：不安じゃないって、ほんとですって。それはー。 

Ｄｒ：だって、君は壁に頭ぶつけてるんだろ？ 

Ｊ：ぶつけたって、それとは違うじゃないですかー？！ 

Ｄｒ：違うことないんだよ。 

Ｊ：違いますって。だからー！  何で剣道のことわかんだよ！  おめえ

によ！ ふざけんなよ！ 

  とうとう彼は私に向かって「おめえ」という言葉が吐けるところまで

子供に返っています。 

…………………………… 

Ｄｒ：ううん、だから、そうやって、今剣道やめると壊れてしまう、だ

めになってしまうってことを言ってるからね、追い込まれて行ってしま

うんだよ、自分の気持ちが。 

Ｊ：だからもー。わかるんですか、剣道のことー？！ 

Ｄｒ：君の全てはわかんないよ。 

Ｆ：Ｊ、Ｊ。 

Ｊ：何だよ！  大体なんなんだよ、いきなり。 

Ｄｒ：いきなりじゃないよ。 

Ｊ：今日はいきなり、っていう意味ですよー！ 

Ｄｒ：今日はね。 

Ｆ：よく冷静に考えて、Ｊ。 

Ｊ：何が冷静だよー。 
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Ｆ：な、剣道のこと言ってんじゃないよ。お父さん。 

Ｊ：何のこと言ってんだよー？ 

Ｆ：剣道のために、自分の人生潰す気か？ 

Ｊ：そんなこと言ってねーよ、もー！ 

Ｆ：お父さんが言ってんだ。 

Ｊ：そんなこと一言も言ってないじゃん、おれは！ 

Ｆ：だから、お父さんが言ってんだって。 

Ｊ：そんなんじゃねーってんじゃんさー！ 

Ｆ：見てられないんだよ。もう。普通に生活できてんだったら、そんな

ことするわけないだろう。 

Ｊ：それでもさぁ、もっと悪くなるよ。剣道できなかったら。今、剣道

もさぁ、どんな思いでしてんのか、知ってんのかよー！ 

Ｆ：どんな思いでお父さんが見てるのか知ってるのか？ 

Ｊ：知ら、知らねーよ、そんなこと。俺がさぁ、精一杯やっているもの、

それ潰して良いのかよ？！ 

４．隣まで響くような大きな声で   

  どうして良いか、自分でも判らない 

  Ｊ君の声は段々叫び声になって行きます。 

Ｄｒ：ちょちょ、ちょっと待って。興奮するの止めようよ。今ね、お母

さんも妹さんも家を出てしまっているよね。そのことで話してみようよ。 

  ひとつね、お部屋をずっと君が独占してた。あの部屋は、＜お母さん

も妹さんも使う部屋だから、みんなが使えるようにしようよ＞って（僕

の方から）提案して、それ実行できたよね。だけど今はさ、こんな大き

な声出すことによって、家族みんなが生活できなくなってるじゃない。

全員。 

Ｊ：こんな声出すのは、悪いと思ってたんですけど、もう、せっぱ詰ま

ってるんですよー！ 

Ｄｒ：うん、うん、そうそうそう。せっぱ詰まってるよ。今やめたら俺

はだめになるって思ってるんだろ。 

Ｊ：それ、本当ですってば。 

Ｄｒ：本当だって思いこんでるところが病気なんだよ。 

Ｊ：病気じゃねーつってんのにもー！。人を病気扱いすんなよー！  良

い加減にしろよ！ 
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Ｄｒ：だけど実際こんな大声を出すことだってさ……。 

Ｊ：別に出したって良いだろ！ 

Ｄｒ：出したって良いけどさ……。 

Ｊ：黙ってるよりはましなんだ、俺のやり方は！ 

Ｄｒ：うんうん、うん。でも、これじゃ誰も聞いていないんじゃないか

な。あくまで、これは僕たちだから、受け入れてるんだぜ。近所の人と

か友達は、逃げていくぜ、みんな。 

Ｊ：近所の人なんて、話さないですよ。 

Ｄｒ：うん、君は友達とも会ってるから良いけどね。 

Ｊ：良いじゃないですか、何しようと。はぁー。 

Ｄｒ：でも、このままじゃ、お母さんや妹さんは帰ってこれないわね。

ま、今日は気持ちを静めて、一緒に行こう。宮崎に。 

Ｊ：いやです。行かねーっつってんじゃないすか。 

Ｄｒ：うーん、それで様子をずっと見てきたんだわ。君、行かない行か

ないって言うからね。君の考えの通りにって、お父さんお母さんは我慢

してきたんだよ、ずっと。だけど、もう我慢できなくなってきてるんだ

よね。 

  僕は君のためにずっと待って来たんだよ。だけど、それ、辛かったん

でしょ。お父さんお母さん苦しんでるの見て、君も辛くなるはずだわな、

そりゃ。もっとお互い楽になれる道を探そうじゃないか。 

Ｊ：楽になんないすよ。楽なんて意味ないすよ。 

Ｄｒ：何で楽になるって意味がないんだ？  楽になる道、見つけられる

よ。 

Ｊ：わかんないですよ。どういう意味か。こんな無理矢理連れてくなん

て絶対間違ってますよ！ 

Ｄｒ：うん、そうかもしれない。 

Ｊ：間違ってるって言ってるじゃないすかー。 

Ｄｒ：うん、今までは、君が宮崎来るの待ってるよって、ずっと言って

きたじゃない。そういう姿勢で、４月、５月、６月と君が来るの、待っ

てたんだ。だけど、来れなかったじゃない。 

Ｊ：だから、それはそれで良いじゃないですか。自分の意志（この言葉

を私はウチと聞き違いしている）なんだから。 

Ｄｒ：自分のウチっていうけど、お父さんお母さんに聞いてみて。君が
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勝手にして良い家か？  自分のウチっていうのは？ 

Ｊ：自分の何すか？ 

Ｄｒ：自分の家だから勝手にして良いって、君が言ったじゃないか。 

Ｊ：自分の意志だから、良いって、言ったんですよ。 

Ｄｒ：あ、”意志”か、自分のウチでなくって。 

Ｊ：はい。 

Ｄｒ：だけど、自分の意志でやってきて、お父さんもお母さんも家にお

れなくなってきたわけじゃない。自分の意志でやってきたことが。その

ことどう思うんだ？  そのこと。俺の話、俺の話って言ってるけど、お

母さんの意志についてどう思ってんのか？ 

Ｊ：な、何とも言えないです。 

Ｄｒ：何とも言えないよねー。そこを君は意識から放り出してやってき

たんだ…。今までな。その放り出すまいと思っても放れずにはいられな

いんだ、今の君は。 

  分かってんだ。お父さんお母さんの事だって。君はな。だけど……追

い出したいんだ。そのために剣道に一生懸命に没頭しようとした。剣道

に打ち込むことで全てのことを忘れようとしてたんだよな。ところがい

くらやったって、その大切なこと忘れることはないわけよ。 

Ｊ：ふざけるな。僕は黙ってないすよ。 

Ｄｒ：うん、良いよ良いよ、黙ってないで良いよ。しゃべって相手を納

得させてよ。例えば、もう一遍ここで様子を見ようって、お父さんがお

っしゃるように説得してみてよ。僕は、今までだってよく我慢されたな

って思ってるの。 

（父親に向かって）僕はもうちょっと早いうちに宮崎行きましょうって

何回か提案しましたよね。 

Ｆ：（頷く） 

Ｄｒ：だけど、お父さんお母さんがもうちょっと様子を見たいとおっし

ゃったんだよ。 

Ｊ：結局、厄介もんじゃないですか。 

Ｄｒ：厄介もんじゃないよ。君が自分で解決できるかどうかを見ておき

たいってことだよ。 

Ｊ：そういう風に思えないですよ。 

Ｄｒ：え？  思えない？ 
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Ｊ：思えないですよ。無理矢理なんだから。 

Ｄｒ：昨日の状況を僕は見てないけど、昨日の状況を聞いて、お母さん

が泣くようなこと言われてたよ。「もう限界です」って、「迎えに来て下

さい」って言われたんだよ、お母さんが。 

Ｊ：何が限界だよ。限界なんてそんなもんないっすよ。追い詰め合った

だけですよ。 

Ｄｒ：それは君が考えてることでしょ。そこを反省して、お父さんやお

母さん、妹さんの気持ちを考えなさいって言ってるんだよ。 

  君は追い詰めたからそういうことになったって言ってるんだから、許

してくれって言ってるわけか？  お父さんお母さん達に対して。 

Ｊ：許してくれとは言わないけど、しょうがないじゃないすか。 

Ｄｒ：しょうがないで済むと思うか？ 

Ｊ：しょうがないじゃ済まないけど、どうして良いか僕だって分かんな

いですよ。 

Ｄｒ：うん、分かんないだろう。だから、向こう行って考えようって、

言ってるんだ。 

５．こんな９年間 

  こうして結構、会話が成り立って行きます。今まで心の中に堪ってい

た本心が吐けるようになるのです。自暴自棄の怒りの中で構える必要が

なくなって来るのです。 

……………………………………… 

Ｊ：だから、何でそれが向こうへ行くことと繋がるんすかー？  そんな

強制的に、……絶対、そんな、認めないっすよ。 

Ｄｒ：だって、このうちにいたって不可能じゃないかよ。向こう行くし

かないんじゃないか。 

Ｊ：不可能じゃないっすよ。何が不可能なんですか？ 

Ｄｒ：もう一遍（お父さんに）聞いてみろ、そしたら。 

Ｊ：何が不可能なんですか？（と父親の方を毅然と睨んで） 

Ｆ：普通に生活できないでしょう。 

Ｊ：普通もくそもないでしょう。こんな状況になって、今まで。 

Ｆ：え？ 

Ｊ：今までの生活に………（と、しばし沈黙）……何言ってんだ、今ま

でよ。今まで！  こんな９年間、何が普通の生活だ！  ずっと普通の生
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活なんて送ってねーよ。 

 

  と、一気に捲し立てます。この言葉こそ今まで出せなかった言葉だっ

たのでしょう。９年間というと１２才の頃からのことなのです。 

  ここまで言えたことは極めて重要です。父親はこの言葉にうろたえま

す。この言葉が引き出せたのはこの収容往診の 大の収穫でした。 

  全体に緊張が高まり沈黙の時間が多くなります。それだけ凝縮されて

来ているのです 

…………………… 

Ｄｒ：じゃ、今迄の９年間、普通の生活送らせてもらえなかったって言

ってるわけ？  お父さんから。 

Ｊ：あー、分かんないですよ。 

Ｄｒ：今、大事なこと言ってるみたいだよ。言ってご覧なさい。（お父さ

んに向かって）この９年間、普通の生活送らせてもらえなかったんだっ

て言いましたよね、今。 

Ｆ：うん。 

Ｄｒ：何だ、そのことは？ 

Ｊ：何か、気持ちとか押し殺したりとか。 

Ｄｒ：気持ちを押し殺すようにさせられてしまってたわけね。 

Ｊ：ず、ずっと覚えてるんだからなー！  （……と、お父さんを睨みま

す） 

Ｄｒ：うん。 

Ｆ：何を？ 

Ｊ：受験のための予備校に行っている頃に言った、傷つけた言葉だとか

よー！ 僕に押しつけた言葉。 

Ｄｒ：お父さんが君に押しつけた言葉のことがいっぱい頭の中に残って

るって言ってんだよね。 

Ｊ：そこまではっきりは……。 

Ｄｒ：うーん。 

Ｊ：わかんないすけど。 

Ｄｒ：うーん、わかった。だから、その押しつけられたり我慢してきた

ものを剣道って形で発散してるんだ、って今。そういうことだったのね。 

Ｊ：そんな発散までしてない。そんな細かいことまで考えてないですよ
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ー！ 

Ｄｒ：うんうんうん。 

…………………………… 

  Ｊ君は受験戦争に駆り立てられていた頃のことを怒りを込めて言って

いるのです。感情の高まりの中で。 

  しかし、私から指摘されると少し冷静になって、怒りを引っ込めてし

まいます。 

６．何が合法だ！  ふざけんな 

  今までできなかったこれだけの表現がこの状況の中で初めてできたの

です。しかし、 後まで入院には納得しませんでした。 

…………………………… 

Ｄｒ：納得できないかもしれないね。納得できなくても、今日は僕は連

れていくよ。 

Ｊ：嫌だって、言ってんだろー！ 

Ｄｒ：嫌でも連れて行くんだ。 

Ｊ：嫌だつってんだよ、おらー、ふざけんな！！  認めねーつってんだ

ろ。 

Ｄｒ：認めない言っても、法律的には合法的にできるんだ。 

Ｊ：何が合法だ！  ふざけんな、絶対認めねー、そんなことは。 

Ｄｒ：親が同意している。 

Ｊ：何が！、ふざけんなよ！！  もう、絶対認めねーぞっ！  おらーっ、

ふざけんなよー！  おめーら！ 

Ｄｒ：そんな声出すなよ。 

Ｊ：大声がなんじゃい！！  ふざけんじゃねーぞー。 

Ｄｒ：うん、君が脅しても、いっくら脅してもだめなんだ。 

Ｊ：脅してなんかねーよ！！  俺は、ふざけんなって、ほんとに思って

んだよー！  絶対俺はもう、黙ってねーぞー！ 

Ｄｒ：うん、分かった。 

Ｊ：我慢しねーぞ！  黙ってねーぞー！ 

Ｄｒ：言った方が良い、言った方が良い。何でも言ったって良いんだよ。

ただ、君は今の状況ではこの家に住めない、旨くいかない。だから宮崎

へ連れていくと決めてんの。 

Ｊ：俺はそんなの認めねーつってんだろー。 
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Ｄｒ：うん、君は認めないんだよね。だけど、日本の法律は認めてくれ

てる。 

Ｊ：させねーよ、そんなことは。ふざけんなよ。 

Ｄｒ：君とは随分話してきたよな。ここでも随分どなりあいしたじゃな

い、ここで。先々週かな。もっと前かな、1月くらい前かな。 

  あの時どなりあいした時、わかったよ、すごく君の気持ちが。 

Ｊ：何が。 

Ｄｒ：ぶつけたい気持ちが。ただ、まだぶつけきってないな、と思った

よ。お父さんに対してね。それを剣道を通してやってみたいんだろうっ

て気持ちは分かる。分かるけど。 

Ｊ：だ、剣道しかやることなかったから……。 

Ｄｒ：分かるけど、この家の中でやることは無理だ。今の状況で。今日

は、僕は君を連れていくしかないんだ。 （中略）  今日は注射持って

きたんだ。注射うってでも連れて行くんだ。 

Ｊ：何だよ、注射って、ふざけんなよ！ 

Ｄｒ：うん、ふざけてはいない。真剣だから持ってきた。（中略）  今日

はね、男性が４人いるからね。あと 1 人いるんだわ。外にもう 1 人な。

強引に連れて行くんだ。 

Ｊ：だから、何なんだよ。 

Ｄｒ：一緒に行こう。 

Ｊ：ふざけんなよ。 

Ｆ：Ｊ。 

Ｊ：何だよ。 

Ｆ：一遍、宮崎行って、今の状況を打破しないとだめだよ。 

Ｊ：綺麗ごと言ってんじゃねーよ！  おめーは！  ふざけやがって、俺

の気持ちなんか何もわかってねーくせに！！（はぁー） 

Ｄｒ：中学２年の時にさぁ、２年生を２度繰り返して、学校をお母さん

はずっと送り迎えしたよね、学校まで。それで、高校２年でやめちゃっ

たんだよね。 

Ｊ：高校１年です。 

Ｄｒ：あ、１年か。それからずーっと苦しんできたことは分かるよ。僕

たちは君の思うことの半分も理解してないかもしれないけどね、このま

まじゃどうしようもないよ。このまま自分を追い込んでもどうしようも
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ないよ。 

Ｊ：わかってますよ。 

Ｄｒ：わかってんだろ、わかってんなら、状況変えようや。 

Ｊ：なん、なんか、納得いかないんですよ。 

Ｄｒ：納得いかないかもしれないけどね。 

Ｊ：とりあえず、何か、自分で認めたら何だか自分が崩れそうで。 

Ｄｒ：認めたら自分が崩れそうっていう、その気持ちもわかるよ。自分

が崩れることなんて、決してないよ。 

Ｊ：ありますよ。 

Ｄｒ：崩れそうになっても必ずほかの道を見つけられるもんだよ。その

為の手伝いを、僕だとか渡辺先生でしてみたいの。君から見たら、ふざ

けた気持ちに見えるかもしれないけどな。 

Ｊ：認めて良いわけがないよ。そんな、自分で。 

７．父親の確認 

渡辺先生というのは往診で同伴してきた心理療法士のことです。ここ

で私は父親に向かって話し始めます。 

………………………… 

Ｄｒ：その認めたくない気持ちも分かるんですけどね、たぶん抵抗する

と思いますが、今日は僕は抵抗してもつれて行きたいと思ってます。良

いですね。 

Ｆ：はい。 

Ｊ：おぼえとけよ。 

Ｄｒ：おぼえとけよで良いよ。それほど（憎んでんだ）ってこと、お父

さん、分かって下さいね。 

Ｆ：はい。 

Ｄｒ：行こう。お父さん、車貸してもらいますね。 

Ｆ：はい。 

Ｄｒ：飛行機の方が楽なんだけどね。飛行機のチケット取ってきたんだ、

ほんとうは。 

Ｎｓ１：今日、初めて会ったけど、やりとり見てると、やっぱり、ここ

じゃ無理かなーっていう気がするよ。宮崎で一人で、やっぱりね、お父

さんと距離を置いて、冷静にもう１回自分を見つめ直してみよう。 

Ｄｒ：（看護士に向かって）お母さんお父さんも時々これるようにね、こ
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かげ館の方に既に部屋が確保してあるんだよ。 

Ｎｓ２：あぁ、そうですか。じゃ一人じゃないんだ。だったら。 

Ｊ：試合どうするんですか。 

Ｄｒ：試合、しばらく、休憩。 

Ｊ：しばらく休憩って、できないじゃないですか、今年は。来年なんか

ないすよ。どんだけ取り返すのに時間かかるか、わかってんのかよー。 

Ｄｒ：わかるよ。自分の人生やり直すの大変なことだよね。 

Ｊ：人生やり直すとかじゃない、それはね、剣道のことだよ。 

Ｄｒ：人生やり直すのと同じくらい大変かもしれない、剣道やり直すの

もね。 

Ｊ：いや、無理だって。無理って、今頃に止めたら。 

Ｄｒ：その不安っていうのが強いんだな。「今やめたら、大変だ。もうお

しまいだ」って気持ちがあって、せっぱつまっちゃうんだな。 

Ｊ：認めちゃいけないって。 

Ｄｒ：その気持ちは認めちゃいけないってことになるだろうな。だけど、

僕は連れていく。一生憎んでもかまわない。 

Ｊ：そういう問題じゃないんですよ。だって今しかないんすよ、今しか

ない。 

Ｄｒ：うん。それじゃ、ちょっと注射を準備するな。 

Ｊ：注射はやめろって、言ってんだろ。こら。 

Ｄｒ：注射なしでも行く？ 

Ｎｓ2：絶対変わるって。 

Ｊ：何だよ、注射って。 

Ｄｒ：気持ちを落ちつかせる薬さ。 

Ｊ：やめろっつってんだよ。 

Ｄｒ：じゃ、注射打たずにいくんか？ 

Ｊ：知らねーよ、んなん。 

Ｄｒ：知らねーよなんて言ったら、注射打つしかないじゃないか。 

Ｊ：だったら注射って、ふざけんなよ。 

Ｄｒ：うん、ふざけてない・・・ 

Ｊ：こんなんじゃ俺も納得いかねーよ。 

Ｄｒ：分かるって、納得行かないことは分かってるって、初めっから。 

Ｊ：ふざけんなよ、注射打つとか、ふざけんなよ。 
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Ｎｓ１：じゃ、Ｔ君を呼んできますね。 

８．注射を打つ体制 

  人が揃って強制的に注射が打てる体制が出来上がります。 

…………………………………… 

Ｄｒ：。ほんとは僕は荒っぽいことしたくないんだけどさ、今日は連れ

てくしかないんだ。もう決めたんだから。 

Ｊ：行くしかねーのは分かってるよ。 

Ｄｒ：じゃぁ、行こうよ。 

Ｊ：このままじゃ気がすまねーよ。 

Ｄｒ：ずいぶん壁だっていたんでるよね。殴ったんだよね。殴って解決

するわけじゃないでしょ。殴って気が済む訳じゃないだろ。 

Ｊ：それはそうですけど。 

Ｄｒ：ね、行こう、行く準備しよう。注射使いたくない。 

Ｎｓ２：行かなくてはいけないっていうのは分かってるのね。 

Ｎｓ１：準備しよう。 

Ｊ：（はぁー） 

Ｄｒ：何時までも待つ訳にいかないんだ。僕は仕事も残ってるしな。 

Ｊ：そんな、強制的に。認められるわけねーだろが。 

Ｄｒ：分かってるって、認めたくない気持ちは分かる。しかしこのまま

置いても行けない。 

  大体、今日、僕が来るとは思わなかった？  今日渡辺先生（心理療法

士）から電話があったろう？  本当は昨日の状況知ったら僕が来るなぁ

と思ったんじゃないの？ 

Ｊ：………。 

Ｄｒ：行こう、しょうがないや、行こう（と手を握ろうとする）。 

Ｊ：触わるな。触わるなって。 

Ｄｒ：何でだ。自分で行動できないじゃないか。行こう（と、手を握る）。

僕は君が納得して行くことはないと思ったんだ。だから、注射しようと

思ったけどさ。 

Ｊ：何が注射だ。ふざけんな。 

Ｄｒ：それは納得しなかったらしょうがないんだよ。 

Ｊ：そんなん暴力じゃないかよ。 

Ｄｒ：んまー、暴力にちかいわな。 
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Ｊ：何が近いだよ、暴力になってんだよ。 

Ｄｒ：うーん、一応、医学的に認められた暴力なんだよ。 

Ｊ：ふざけんなよ、納得できるわけねーだろ、うんなもん。 

Ｄｒ：うん、自分で判断して行動できないんだもん、君は。やっちゃい

けないことと許されることと、いろいろ判断してないもん。十分考えて

ないもん。 

……（やや時間を置いて）さて、じゃ、注射使うしかないかな。…… 

  お父さん、決心がつかないようですから、悪いけど、注射使いますね。 

Ｊ：何だよ、注射って。 

Ｄｒ：注射を射って、少し、眠ってもらうの。 

Ｊ：やんねーよ、んなん。させねーっ、つってんだろ。 

Ｄｒ：君は寝てないんだろ、夕べからずっと。 

Ｊ：うんなん、注射なんて、させねーつってんだろ。 

Ｄｒ：うーん。じゃ、とっくみあいするか。しばらく。 

Ｊ：するよ。 

Ｄｒ：はあはあ、注射よりとっくみあいの方が良いか。じゃ、やるか、

今から。とっくみあいの方が良いの？  注射よりか？ 

Ｊ：んなもん、良いに決まってんだろ。何だよ、注射って。 

Ｄｒ：まぁ、仕方ないな。注射どこにあったっけ？  じゃ、俺が準備す

るから、とっくみあいしてもらうかな。 

Ｎｓ１：はい。 

Ｊ：注射って。しねーっつってんだろ。 

Ｎｓ２：ここへ寝て。 

Ｊ：ふざけんなよ！ 

９．全員汗だく 

  これから本当に取っ組み合いとなって激しい騒動が始まります。剣道

をする青年ですから男３人掛かりで全員汗だくになります。 

……………………………… 

Ｊ：ふざけんなって言ってんだろ、おめーらー！ 

Ｎｓ２：だーめだ。 

Ｊ：やめろっつってんだ、やめろっつってんだよー！！ 

Ｄｒ：だーめだ。 

Ｊ：わかったよ、じゃ、行くよー！ 
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Ｄｒ：行くよじゃない、今、注射打つの。 

Ｊ：わかった、行くっつってんだろー。着替えるつってんだ。 

Ｄｒ：注射を打ってから！ 

Ｎｓ２：横になって、横になって。 

Ｊ：だから、着替える、着替える。 

Ｄｒ：だめだ、だめだ。 

Ｎｓ１：横になって。 

Ｊ：わかったって、止めてくれよ、おやじー！（と初めて、父親に救い

を求める）  ほんと、着替えるよー！ 

Ｄｒ：うんっ、だめ。 

Ｊ：止めてくれって、ほんとに、着替える、着替える！ 

Ｎｓ１：後ろにたおして・・・ 

Ｎｓ２：横になって・・・ 

Ｄｒ：お父さん、押さえてください。 

 

  父親をわざわざ引き出すのは＜この強制行為は父親の要請である＞と

いうことを強調する意図があるのです。父親はＪの救助を求める声に言

葉を返せないでいたのです。 

………………………… 

Ｆ：はい。 

Ｊ：着替えるって、お願い。本当に着替えます。自分の意志で行きます。 

Ｄｒ：君の中にある強迫不安を抑える薬なんだよ。 

Ｊ：ほんとだって。違う、ちゃうちゃう。ほんとに着替えますって。ね

ぇ、おやじ、おねがいだって。着替えさせて自分の意志で行かせてよ。 

Ｆ：今回は（お前ではなくて）自分（お父さんという意味）の意志だ。 

Ｊ：着替えさせて、注射だけはやめさせて、ねー！  お願いだから。お

願いだから！  お願いだからやめさせて、おやじ！！  おやじ！  ほん

とにやめさせてくれって！ 

Ｄｒ：話し合いの結果、僕が注射うつって、決めたの。まず、下を向い

てください。僕の指示に従ってください。 

Ｎｓ２：先生の言うこと聞ける？ 

Ｊ：聞ける聞ける聞ける。ほんとに聞けるって。自分で落ち着いてさせ

て！ 
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Ｄｒ：だめです。注射は使うと決めてるの。 

Ｊ：お願いだから、やめてってー！！  ねっ、止めてー、おやじー！ 

Ｆ：落ち着け、落ち着け。 

Ｎｓ：お尻出して。 

Ｄｒ：肩よりお尻が良いの。 

Ｊ：分かった、ほんとに先生、お願いだから、自分の意志で行かせてよ

ー。 

Ｄｒ：自分の意志で君は来れなかったんだから。ずっと３ヶ月間。 

Ｊ：今、着替えたら行きますから。 

Ｄｒ：着替えなんて簡単にできます。動くな、今から打つぞ。危ないぞ。 

Ｊ：わかったわかった、痛くすんなよ。 

Ｄｒ：痛くないよ。みんな真剣なんだよ。 

１０．大検のための勉強へ 

  こうして家を離れる儀式がようやく完了したのでした。次のような言

葉を残して。 

…………………… 

Ｊ：何だよ、みんな押さえつけやがって。おぼえてろよ、おめーらー。 

Ｄｒ：また、あんなこと言ってる。 

Ｊ：違うんです、そんな意味じゃねーよー。寝起きで何でこんな暴れな

きゃいけないんだよー。はぁ、はぁ。 

Ｄｒ：これから、すっと気持ちが落ちつくよ、これで。 

Ｎｓ２：着替えようか、はい。着替えて。 

Ｊ：普通に行動できんの？ 

Ｄｒ：できる。 

Ｊ：向こうに行ってどういうふうにすんのか、それが。 

Ｄｒ：向こうでね、君の気持ちを落ち着けて、家族を呼べるようになっ

たら家族を呼ぶよ。 

Ｊ：だから、どこに泊まんの？  こかげ館の方じゃなくて？ 

Ｄｒ：こかげ館だと君はすぐ帰っちゃうから、しばらくは病院の方だよ。

みんな君のこと知ってるから。 

Ｎｓ１：僕と彼と二人ともいる病棟だから。 

Ｊ：強制的なのもしょうがねーかもしんねーけどよー・・・・。 

Ｎｓ２：着替えて。 
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Ｊ：僕的には、試合受けれるように努力しますよ。 

Ｄｒ：剣道のことは先回しにしてほしい。 

Ｊ：努力はしますよ。 

 

…………………………………………………………………………………… 

  彼は順調に経過して、２週間で病院は退院できました。そして自立支

援アパートのこかげ館の中の遊学舎寮で一年ほど生活します。その過程

で、車の免許をとってアルバイトを開始しました。 

  現在は剣道の道場に退部届を提出して、大検のための勉強を始めてい

ます。 終的な目標は医学部を受けて医者になることのようです。 

  実はこの後でＪの妹に問題が起こり、彼女の意思で宮崎に来るという

事態が訪れます。お兄ちゃんが回復した場所は彼女にとっても救いの場

所と見えたのでしょう。 

  詳しいことは省略しますが、彼女は比較的短期間で乗り越えられ、家

に帰って行ったのでした。家族がそれだけ成長したということなのでし

ょう。 

 

 

３．辛抱強い立ち直り ３回の入退院を繰り返して 

＜往診家族療法の第６章から＞ 

登校拒否～家庭内暴力からの立ち直り過程 

             

1. 私との関わりの始まり 

  東田晃。この少年は現在、都市近郊の有機農場で働いています。経営

者は田島さんという４０代前半の男性。この少年のことは第１章の「強

制的入院ということ」の項で触れたのですが、初めての入院は半強制的

な入院だったのでした。 

  この時の彼の年齢は１５才、中学３年生。現在２０才を越えています。

中学１年生の時から、彼はサッカー部に属していたのです。ところが、

対外試合の大事な場面で失敗してしまい、仲間から非難されたことがき

っかけで部を止めることになります。やがて「サッカー部を止めた駄目

な人間」と思われそうで、教室にも居れなくなります。そして家の中へ
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の閉じこもりが始まったのです。やがて、街に出て友達に会うことも避

けるようになって、とうとう部屋のカーテンまで開けさせなくなったの

でした。 

  運動を急激にやめた体は日に日に太って行きます。そして「こんなみ

っともない姿ではとても外出はできない」となって、やけくそな気分の

彼はヤケ食いに走るのです。こうして［太る］・［外に出れず、やけにな

る］・［食べる］・［太る］という悪循環の輪の回転が始まるのです。そし

て壁に穴を開けたり、ドアを壊したり……などの家庭内暴力が始まりま

す。 

  この後更に、「友達が俺のことを言いふらしている」「家族も自分のこ

とを厄介者と思って、妹と差別している」などの言動が出て、やがて家

族への直接的な暴力が始まります。こうなると統合失調症でよく起きる

被害妄想にも思われます。「食べ物に毒が入れてあるのじゃないか」など

の言動にも及びます。これは被毒妄想というのですが、両親は県立の精

神科病院を受診させることになりました。 

  この県立精神科病院での診断は統合失調症で、「即座に薬物療法を開

始しなければ更に悪化する」でした。お父さんはこの診断に疑問を持た

れました。そこで私に往診の機会が巡ってくることになったのです。 

２．引き籠もりの誤診 

  被毒妄想は統合失調症でよく見られる症状です。しかし、この症状が

あれば即・統合失調症ということではないのです。 

  統合失調症は脳の生理学的な異常があって引き起こされると想像され

ています。しかし、生理学的な異常は無くて、心理的な原因で生まれる

妄想もあるのです。長い間の引きこもりなどで、＜現実との関わりが少

なくなって、精神生活が狭い領域に閉じ込められてしまう＞と頻々見ら

れる症状なのです。そこで、引き籠もりから来る症状が統合失調症と誤

診されることはかなり頻々見られます。 

  横道に逸れますが、私自身のシップドクターをした時の体験を述べて

おきましょう。 

３．私自身の妄想体験  

シップドクターをした時の体験 

  私が医者になったのは昭和４３年です。この頃は反体制運動が激しく

て大学には勉強の雰囲気はありませんでした。子供染みた政治ごっこが
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大学中を支配していたのです。私は下らないことに時間を費やすより世

界見聞の旅行をしようという気になり、日本郵船の世界一周航路に乗る

こととなったのでした。東南アジアからアフリカを回り地中海に入って

北欧まで回り、パナマ運河を通って日本に帰って来るという定期の航路。

世界各地の港に寄って、港から港までの荷物を運ぶのが仕事なのです。

荷物の積み卸しの間に私は港を離れて旅行ができたのでした。 

この旅の時、インド洋の上で妄想体験をしたのです。船は１万トンの

貨物船。乗り組員は総勢４０人程です。台湾と香港に寄港して南シナ海

を南下、マラッカ海峡を抜けると一直線でインド洋を南アフリカに向け

てまっしぐらに抜けたのでした。 

  インド洋の上では来る日も来る日も水の上なのですが、私は南十字星

を楽しんだり、夜に行き交う船同士が明りの点滅で挨拶し合うのを楽し

んだりしていました。 

  赤道に船が近付いて北斗七星が見えなくなると、南十字星が水平線の

上に見え始めるのです。そして日を追って中天高く登って輝き始めるの

を見て、「地球って本当に丸いんだわい」と感じ入ったものでした。 

  船同士の点滅の挨拶のことも話しておきましょう。私が近付いて来る

船をデッキから眺めていると、年配の船乗りが「あれは『今晩は』と合

図しているのです」と教えてくれたのです。横浜を出港した初めての航

海の日、駿河湾の上から富士山を眺めていると「今日は風の強い晴れた

日だからこんなに綺麗に見えるんです。晴れてるだけでは霞んでしまう

から見えないんですよ」と懇切丁寧に教えてくれた人がいたのですが、

同じ人だったのかも知れません。この人は更に、「（船が）遠ざかる時に

は、さようなら、また宜しくと点滅するのですよ」と教えてくれたので

した。 

  操舵室に上がって、海図を覗き、船長に「この島の近くを通って見て

下さいよ」などと頼んでみたりもしていたのです。 

  そう、昼食の時間に、力尽きたとばかりの格好の鳥が甲板に辿り着い

ていたのを報告すると、船長が「近くに島があるんだな」と言うのです。

そこで、地図を見ることになったのでした。 

  すると船長は海図を見ながら「どれどれ、ドクター様のお慰みの手伝

いをしてみるか」となったのでした。小さな島には椰子の木の茂みが見

えましたが人家は見付けられなかったのじゃなかったかな。そんな朧気
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な記憶の中で妄想体験だけは極めて鮮明です。 

  単調な生活の繰り返しの内でやがて、４０人の乗組員の何人かが＜「私

の過去の知り合いの誰か」に思えてしまうようになった＞のです。小学

の時の友達。中学の時の友達のお兄さん。大学の時の下宿のご主人……

等々。 

  つい「あなたは下宿の隣の………」などと声を掛けてしまいたくなる

くらい確信に満ちて思えてしまうのです。「これはいけない」と撥ね除け

ようとすればするほど、迫ってきます。 

  私はこの妄想を 終的には撥ね除けることができたのですが、１万ト

ンの船という狭い空間に閉じ込められたために起こった反応なのです。

これを専門的には「拘禁反応」と言います。刑務所などで独房に拘禁さ

れてもよく見られる症状です。 

  このケースの東田晃少年の妄想も正に拘禁反応としての妄想と考えて

良いでしょう。登校拒否や家庭内暴力の子供達によく見られるのですが、

その妄想内容が「引きこもって孤立してしまえば、なるほどそういう風

に考えてしまうだろうな」と心理的に理解できるという辺りが統合失調

症とは違うのです。 

  ところが、精神科病院にはいい加減なところがけっこうあって、閉じ

籠りなどから生まれる妄想を統合失調症の症状と誤診されるケースはか

なりの数に上るようです。 

  統合失調症であれば、薬物無しには治療は困難です。この少年の場合、

２回の往診を重ねて入院させたのですが、この３年の間、薬物は一度も

使用していません。妄想性の思考をすることは頻々あるのですが、カウ

ンセリングで充分解消されているのです。 

４．往診、そして入院を繰り返して 

  ２度目の入院で彼はオートバイの免許をとることができました。この

ことが自信に繋がり、退院後、有機農場で働きはじめます。そして、こ

こで自動車の免許もとることができました。 

  自宅からオートバイで農場に通い始めて、２年を超す頃の夏から翌年

３月頃までのメールを見て貰おうと思います。いまだに不安定な面はあ

り、２週間だけの短期入院もしています。しかし、メールの交換と「１

～２カ月に１回の往診による家族療法」で着実に成長を続けていると言

えるでしょう。 
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  彼の家にパソコンが入ってメールの交換ができるようになったのはこ

の８月からです。新しいものへの挑戦が難しい彼はまだ打てないのです

が、母親が打ってきます。 

  母親と晃とはお互いにお互いを縛っています。＜依存～期待＞は＜縛

り～憂欝＞を生んでいるのです。やり取りしたメールをそのまま載っけ

ておきましょう。この連なりの中からその関係を推察して下さい。 

５．母親とのメール交換 

（1）当方から                    元気ですか 

                           Date:Wed, 16 Aug －2000－ 

  宮崎はカンカン日照りが続いています。今日は夕方は雨という予報が

出ていたのですが、ほんのちょいとお湿りがあっただけ。暑い日が続い

ています。 

  朝起きはどうですか？  物事の悪い面は考えずに、良い面を見るよう

に努めることと言いましたが、言うは易しく、実行は難しいものです。 

  ですから失敗しても悔やまないこと。「又あほな思考をしていたぞ」と、

しきり直しをするように努めて下さい。 

  ちょいと草臥れ気味で、今週は宮崎で過ごす予定です。疲れたら遠慮

せずに休むことです。その方が相手に迷惑をかけなくて済むでしょう。 

  （追伸） 

２０日のテレビ朝日見て下さい。多分午前１１時頃から１５分前後でし

ょう。 変な顔だけどアップで出ますよ。 

 

（2） 先方から                テレビ見ました 

                        Date:Mon, 21 Aug －20000－ 

こんにちは           

  昨日のテレビ見ました。先生の説明もわかりやすく、優しいとらえ方

で良かったです。往診をして下さる先生はほんとうにわずかで、しかも

どの先生がそうなのかわからず悩んでいる家族は多いと思います。先生

も以前に増してお忙しくなるのではありませんか？ 

  晃ですが、今日田島さんを無断欠勤しました。昨日は夜１０時過ぎに

帰って来て「休んだ人の代わりに４ｔ車で野菜クズを取りに行ったら、

水道管を壊したから２０万円弁償しなくちゃいけなくなった。前は３時
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間掛かったのに今日は２時間で出来た。きたなくて、くさい仕事をがん

ばってやってるのに、田島さんから２時間も掛かったのかなんて言われ

キレそうになった。もうあんな所やめる！」と言ってイライラ、いつま

でも怒っていました。「自分は、まだ免許を取ったばかりなのに、大きな

トラックなんか動かすのは無理だ！」 

  こんな訳で、朝、田島さんからの電話にも出ず部屋から出てきません。

田島さんは昨日の事など何も気にすることなどない。といってくれます

が、私のことは超過保護な親と思っているらしく蹴っ飛ばしてでも出し

てくださいと何度も言われ、情けなくなります。 

  「田島農園の専従になってほしいのに、お母さんが止めているんじゃ

ありませんか？」とも言われてしまいます。このこともそろそろ、きち

んと決めなければと思います。今度先生がいらした時、晃と話をしてい

ただけますか？  － 

                                 －－－－年８月２１日     

 

（3）  先方から                お騒がせしました 

                    Date:Mon, 28 Aug 2000 10:31 

  先日は暑いなか往診ありがとうございました。せっかく水曜日に先生

に来ていただいたのに、翌日も出掛けられず、朝から包丁など持ち出し

自分のイライラをぶつけて来ました。 

  夜、父親から「こんな事をいつまでもしていてはいけない！  これか

ら田島さんに謝りに行く！」と強く言われシブシブ行ってきました。 

  田島さんも晃のことは、わかってくれているので，４日間も無断欠勤

しているのに、「アキちゃんが来てくれなくちゃ田島農園はつぶれっち

ゃうよ！」なんて言っていただいて、やっと晃もホッとしたようです。

ホントにお騒がせしました。 

  この間先生にお話した、コンビニに中学１年の時いじめた子がいて怖

かったと晃が言ったことを私は勘違いしていました。またやられると思

ったのではなく、「後ろからナイフで刺してしまいたくなるのが怖い」と

いう意味だったようです。６年たってもこんな風に思ってしまうほど心

の傷が深いのかと、改めて思いました。 

  ４日間も休んだので、さすがに土曜日の休みはもらえるはずもないの

に、まったくのどもと過ぎれば・・・で「休みがもらえない」と今朝出
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掛けるときもブツブツ言っているので、グッと背中を押して送り出しま

した。 

  まだまだ暑い日が続きます。お体ご自愛ください。 

 

（4）当方から                  今日病院に出かけたら 

                            Date:Mon, 28 Aug －－－－－ 

  再復帰できたことはよかったですね。お父さんの強い言葉に従ったと

いうことが私としては嬉しいです。家族のそういう励ましを彼自身嬉し

く感じていると思います。 

  ところで今日病院に出かけたら、病院の受け付けに梨がたっぷり詰め

られた段ボール箱が届いていました。宛名は川崎孝夫、送り主は東田晃。

それも嬉しいことでした。川崎君も大喜びで、外来の看護婦さん達にも

「東田晃からの梨です」と言って配っていました。僕も頂きました。晃

君によろしくお伝え下さい。 

…………………………………………… 

  川崎孝夫とは私の小学時代の同級生です。彼はこの翌年の夏、死んで

しまいました。彼は正義感溢れる優しい男で、小学５年生の頃に僕は彼

から助けられたのでした。 

  喧嘩大将の柳沢というのがいたのですが、彼が私を苛めるために＜自

分の子分二人と私を決闘させようとした＞ことがあるのです。学校の中

庭に作られた相撲のための土俵の上だったのですが、決闘が始まる寸前

に川崎君が「そんな２対１なんて卑怯だ」と止めに入ってくれたのです。 

  川崎君は相撲でもこの喧嘩大将に負けはしないのです。ただ優しいか

ら時々負けてやるのです。そのことが喧嘩大将には分かっているから私

は難を逃れることができたのでした。 

  彼は奥さんや子供達との間に悩みごとがあって不眠症になり、仕事を

失っていました。そこで、私の病院に勤めて貰って、患者さん達の作業

療法の手伝いをしてくれていたのです。夜は休眠中の「海辺の野島診療

所跡地」の留守番を兼ねて泊まってもらっていました。ここで彼は死ん

でしまったのです。 

  晃少年は葬儀場でも深い涙を浮かべていました。 

 

（5）当方から                  プラス思考に 
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                          Date:Wed, 20 Sep－2000－ 

  晃君のマイナス思考の矯正はまだまだ続くと考えておきましょう。し

かしそのことを嘆いていてはお母さん自身がマイナス思考をしているこ

とになります。 

  むしろ「４日休んだのに又再び出勤することが出来た」とプラスに考

えましょう。晃君だけではなくて、家族全員がプラス思考をする努力を

してみると彼も気楽になるのかもしれません。 

「俺だけが家族の中の悪者」と彼が考えてしまっているためにマイナス

思考がのさ張っているように思えます。 

  今週は時間を作ってみたいと思います。（往診するための時間という

こと）  

         

（6）当方から                  金曜日に 

                        Date:Tue, 10 Oct－2000－ 

  朝晩寒いくらいの日が訪れるようになりました。晃君の現在の気持ち

が１０点満点の３ということなら嬉しいことです。 

  金曜日の午前中にお伺いしますのでちゃんと起きる努力をするように

言って下さい。朝の８時か遅くとも９時には着いて、農場まで一緒に出

かけたいと考えています。                       

 

（7）当方から              時間をかけて、根気よく 

                        Date:Mon, 16 Oct－－－－－－ 

  時間をかけて根気よくやっていきましょう。努力はしているのですか

ら、疲れたなんて弱音を吐かないようにしましょう。 

  木曜日の夜に関空に行って、金曜日の朝にウィーンに向けて発ちます。

帰ってくるのは２９日ですが、出勤は３１日からの予定です。時差ボケ

の調整などが必要でしょうから。 

  その間、もしものことがあったら、曽原先生の方に連絡下さい。そん

なことはないと信じていますが、晃君が「自分をコントロールする」こ

とが出来なくなったらいつでも誰かが飛んでいけるようにしておきます。 

  では多分今日が 後のメール。次は１１月になると思います。お元気

で。 

       ………………………………………………… 



387 

 387 

 私にはシューベルト、ベートーベンの歩いた街への憧れがあって、2度

ウィーンの街に滞在しています。これはこの２度目の時のウィーン旅行

のようです。２度とも娘を連れて行ったのですが、初回の時の娘は小学

２学年。１０月のウィーンは冷たくて、夏の格好で走り回る娘を連れて

いる父親は「幼児虐待者」と間違われたのでした。 

この時は娘が大学３年生かな？ 今は３１才で一児の母親となってい

ますが、ピアノは趣味の域のままです。 

 

（8） 先方から          やっぱり行けませんでした！ 

                        Date:Mon, 6 Nov －－－－－ 

  おはようございます。昨日は、ありがとうございました。 

  先生に田島さんまで行っていただいたのに、今朝、晃は仕事に行って

いません。朝少し早めに起こしたのですが、ダメでした。 

  昨日帰ってから、ズボンを買いに行ったのですが、その時から、行け

ないかもしれない、と言うような気がしていました。夜も、行けている

時なら「明日起こしてほしい」と言って早めに寝ていたのに、昨夜は、

全くその気がないようにみえました。 

  晃も、このままの生活を続けてはいけないのは、解かっているとは思

いますが、長い間、昼夜逆転の生活をしていたので、昼間の生活に急に

戻ることが、自分の力では、甘えもあって出来ないと思います。 

  昨日買い物に行って、田島さんに行けないかもしれないと思ったのは、

またお金の事です。「買いたい物があるから、お金を貸してくれ」と言う

ので、初めは、ダメ！と言っていたのですが、車の中で、イライラ怒り

だし、「貸さないなら、明日田島さんに行かないで、郵便局に行って下し

に行くからいい。ズボンもいらないから、帰ってくれ！」と、大声で脅

しをかけるので、行けないのはわかっていたのですが、貸してしまいま

した。ホントに情けないです。 

  こんな具合でしたので、夜も明日のために早く寝ようと考えてるよう

には見えず、何時まで起きていたのかわかりません。田島さんには謝り

の電話は入れたのですが、これからどうしたものかと考えてしまいます。 

 

 （9） 当方から            あんまり追い込まないように 

                          Date:Tue, 07 Nov－－－－ 
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  残念ですが、あんまり追い込まないようにして下さい。一週間くらい

そっとしてみたらどうでしょう。 

  しかし、暴力に出ることを怖れてお金を渡すなどのことは止めて下さ

い。暴力があれば直ぐ迎えに行きます。それが実行できなければ、症状

は更に悪化して行くでしょう。 

                                   

（10）当方から              無理をしないで 

                          Date:Thu, 09 Nov－－－－ 

  どうしていますか？  農場に行きたいという気持ちがあるのはよく判

ります。しかし、君の心がそこまで準備できていないと考えて良いので

しょう。 

  少し僕達が君を焦らせすぎたのかなと反省しています。で、いきなり

宮崎に来なさいとは言いませんが、運動をして体を慣らすのにもそちら

では無理ではないでしょうか？  ですから是非来て欲しいなと思うので

すが、やはり無理矢理やられてしまうと考えてしまいますか？ 

  今週は僕は宮崎ですが来週はそちらに出かけます。考えておいて下さ

い。「させられる」ではなくて、「自分で選んで自分で実行する」と考え

るようにしましょう。   

 

（11） 先方から        少し気持ちが宮崎に向いてます！ 

                      Date:Mon, 13 Nov －－－－－ 

  おはようございます。朝晩寒くなりました。今の時間、朝の８時です。

晃は、今寝たとこです。 

  先生からのメールを読んでから、自分でもホントにこのままでは、ダ

メだ！と、思ったようです。少し宮崎に行く気持ちに傾いているようで

「どのぐらい宮崎に行ってるのかなー？」と言っていました。 

  先週、２日間は朝起きられず、３日目には、何とか起きられたのです

が、仕度が終わっても、「人に何か言われる」と言ってイライラして結局

行けませんでした。 

  昨日、夫と田島さんに行ってきました。晃の様子を話し、仕事に行け

る状態ではないのでと断ってきました。田島さんも、晃に期待をもって

くれたようで、「家で預かりたいぐらいだな。畑にしばり付けておきた

い」などと、冗談まじりに言われました。 
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「待ってるから、また宮崎から帰ったら来てほしい。と、アキちゃんに

伝えて」などと言われ、ホッとしました。 

  昨夜、ＮＨＫのテレビで「ひきこもり」のことをあつかった番組があ

りました。５年、１０年と家にひきこもっている子がいて、相談する所

もなく、その親たちも、ひきこもってしまう”２重ひきこもり”がある

そうですね。晃には、相談出来る先生がいて、働ける場所があって、ほ

んとうに、恵まれているな、と感謝しています。 

  今週は、お出でいただけますか？  先生もあちこちからお声が、かか

ってお忙しいと思いますが、晃の気持ちもその気になっているようなの

で気持ちのかわらないうちに、先生から直接話していただければと思い

ます。よろしくお願いします。                                                   

      ………………………………… 

 私と一緒に宮崎へ帰り、２週間滞在しました。再び神奈川へ帰ったの

ですが・・・。 

 

（12）  当方から              どんな具合かな 

                        Date:Tue, 05 Dec－－－－－－ 

  昨日、帰っていただきました。どんな具合ですか？ 

「今日から田島さんのところに行くように、行けなかったら又宮崎へ来

ること」と指示してあります。 

  宮崎にいる間はちゃんと朝起きれて、仕事が続けられたのですからそ

ちらでもできるはずです。しかし彼の口から出る言葉としては「この前、

院長と行ったときに明日から出勤しますと言ったのに行けなかったから

もうだめではないか（辞めさせられるのではないかという意味）」でした

から緊張は強いでしょう。 

  だけど宮崎でやれたことは自信につながっているようです。神奈川に

帰りたい理由は「関東大震災が来たときに帰る家がなくなっては困るか

ら」ということでしたが、未だ宮崎にいた方が良かったのかなという気

持ちもどこかにあるように感じました。しかし、「親元に帰りたい、地震

があって親が死ぬときには自分も一緒に死にたい」という願望でもあっ

たのでしょう。 

  来週はそちらに往診しますので是非よらせていただきたいと考えてい

ます。 
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 （13） 先方から       お世話になりました 

                          Date:Tue, 5 Dec －－－－－ 

  晃がお世話になりました。 

昨日帰ってから、父親に、「１日は休んで明日、田島さんに行くから一緒

に行ってほしい」と頼みました。 

  今夜、田島さんに行く前に、川崎さん（晃がなしを贈った若草病院の

職員）に電話をして励まされ、勇気を奮い起こし（！）やっと、自分で

田島さんに電話をしましたが、なんと、田島さんは、都城（宮崎県で２

番目に大きな市で、川崎や私の故郷）に行っていました。同じような農

業をやっている農家に視察で行っているそうです。 

  田島さんから「待っているから来てほしい」と言われ、ホントに安心

したようです。晃は、夜挨拶に行って翌日から仕事に行くつもりにして

いましたが、田島さんから、 

「夜来て、翌日から仕事ってなると、またアキちゃんが朝来にくくなる

といけないから、午前中に来て、そのまま仕事をしたほうがいい」など

と、気を使っていただいて、やっと気が楽になったようです。 

  宮崎に行っていた２週間、晃から毎日電話があり、例の地震の心配事

（病的な心配ごとなのだが、地震で家族が全員死んでしまったらどうし

ようという心配）やお金の事を、シツコク言うのでつい私も、そっけな

い口調になってしまい、晃が怒って電話を切ってしまった事が何度かあ

りました。 

  帰る前日も１２時過ぎに荷物の事でイライラした電話があり、やはり

怒って直ぐに切ってしまいました。こんな様子でしたので、帰って来て

もまた田島さんに行けず家にこもってしまうのではないか、２週間では

少し短いのでは、とも思っていました。 

  木曜日に行ければいいのですが・・・   

  宮崎では、川崎さんはじめいろいろな方にお世話になりました。晃は

本当に人に恵まれていると思います。先生からも宜しくお伝えください。 

  先生もあちこち往診に行かれお忙しい毎日をお過ごしのことと思いま

す。先生に往診して頂けることでとても心強く思っています。暖冬とは

言っても１２月に入り寒い日が続いています。どうぞお体ご自愛くださ

い。 
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（14） 先方から              自信なげではありますが 

                        Date:Mon, 11 Dec－－－－－－ 

  晃が、宮崎から帰って１週間が過ぎました。 

  木曜日から田島さんに一人で行き、翌日は緊張からか、２～３分遅れ

ただけなのに行けませんでした。土曜日からまた行きだし、今のところ

３日続けて行っています。 

  今日は、田島さんから「ちゃんと来ると約束した日に来れるなら、ま

たアルバイト代を出してもいい」と言われたとかで、少しスッキリした

顔で帰って来ました。（ゲンキンなものですね。） 

  実は、金曜日に行けなかった時また私に暴言をはいたりしてしつこく

からんできたので、顔を合わせないように家を出てしまいました。 

  田島さんに行けている３日とも私は朝、家を出ています。ホントはこ

んなことしなくても行ってくれればいいのですが、どうしても晃は、私

に甘えて来るので、今は私の方から距離を置く方がいいのではと思って

います。 

  「明日も行っていいのかな？」、これが晃の決まり文句です。もっと気

楽に「まあーいいか」なんて思ってくれたら良いのに、なぜあんなにも、

イロイロな事を気にして自分で自分の事を縛ってしまうのかと思います。

「のん気になれる薬」なんて言う魔法の薬があったら飲ませてやりたい

ですね。 

  「明日は（お母さんが）出て行かなくてもちゃんと行くよ」なんて言

ってますが・・・明日もまた朝は家出しようと思っています。朝の散歩

も気持ちが良いものです。 

  「宮崎は結構楽しかった。」などとも言っています。もっと早く気が付

いてくれれば良かったのに・・・ 

  今週は先生がお出で下さるそうなので、また晃の話を聞いてやって下

さい。お待ちしています。 

                                                        

（15） 当方から    曲がりなりにも行けているのは嬉しい 

                        Date:Tue, 12 Dec －－－－－ 

  少しずつではありますが成長しているのではないでしょうか？  お母

さんが朝散歩に出かけてしまうというのは良い方法だと思います。 
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  金曜日の夕方お伺いしたいと考えています。 

 

 （16）  先方から    「ガラス壊し大事件！？」です！ 

                            Date:Tue, 26 Dec －－－－ 

  今年も残り少なくなりました。「穏やかな新年を迎えられるかな」とい

うささやかな願いもかなえられそうにない少し気の重い毎日です。 

  晃は、金曜日から田島さんを休んでいます。木曜日に、仕事中、フォ

ークリフトでトマトハウスのガラスを割ってしまい、田島さんに無断で

家に帰ってきてしまいました。夜、田島さんに行って話を聞いて来まし

た。   

「あーやっちゃった！  しょうがない。わざとじゃないから、気にしな

くていいよ」、などとみんなに言われていたのに、気がついたら居なくな

ってしまっていたそうです。晃に言わせると「大変な事をしてしまっ

た！」という大事件になってしまうようなので、どんなに「大丈夫！  誰

も怒っていないから」と言っても聞く耳がなく、一人でモンモンとして

います。 

  土曜日には、田島さんに電話をして、「明日から行きます」と話してい

たのですが、やはり行けず、そのことでまた、心配の種を増やしている

ようです。 

  晃が、あまりにも、ガラスの事を気にしていたので、少しでも晃の気

持ちが楽になればと、田島さんにガラス代を弁償させてほしいと話した

のですが、田島さんから「そんな事はしなくていい。でも、アキちゃん

が気にするなら給料から差し引くから、親は、そんな事することないで

す」と言われてしまいました。ホントに甘い親ですね。（反省してます） 

  今朝も田島さんから心配して電話がありました。「明日は行く」と言う

のですが、晃の「明日」は，なかなか来ないようです。このままそっと

して行く気になるまで待っていたほうが良いのか、考えてしまいます。

先生が今度来られるのは、新年になってからになりますか？  またご面

倒をお掛けしますが、宜しくお願いします。晃の母より  １２月２６日 

  Ｐ．Ｓ   先日はお忙しいなか晃に付き合って本屋に行ってくださっ

たり、お好み焼きをご馳走になりありがとうがざいました。 

 

（17） 当方から                年内に行きたいのですが 
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                        Date:Tue, 26 Dec －－－－－－ 

  ガラス事件の後、晃君から電話を２回受けました。一回目の時は風邪

を引いているということだったので、「じゃあ今日は休んで明日は行き

なさいよ」と言っておいたのですが、２，３日後の電話、日曜日だった

かでは「今日も行けなかった」ということでした。その時「院長は今年

はもう来ないのか？」ということでしたので多分このままでは行けない

から「もう一度宮崎へ」と考えているのではないかと思います。 

  家族の方から「宮崎へ又」ということは言わない方がよいでしょう。

その言葉が自分から出るのを待って下さい。年内に行ければ行きます。 

 

（18）  先方から              ２１世紀に向けて！ 

                          Date:Sun, 31 Dec －－－－－ 

  先日は往診ありがとうございました。昨日は田島さんに行ってきまし

た。晃が、たぶん宮崎に行く事になるのでは、と話してきました。田島

さんから 

「今度、宮崎に行っても”ゼロ”からの出発ではない。ここで一年がん

ばったのは、大きいと思う。うちに来れなくなって宮崎に行くことにな

っても、そんなにがっかりしないで、３歩進んで２歩下がっても少しづ

つ進んでいるのだから、気長に見てやればいいですよ。うちはアキちゃ

んにやってもらいたい事がいっぱいあるから、また来てくれるのを待っ

ているから」と、逆に田島さんから励まされてしまいました。 

  昨夜、１２時頃出掛けた晃は「詐欺にあった！」と帰ってきました。

大船駅でボランティア団体と名乗る人たちから、ふきんのようなものを、

二千円で売りつけられたそうです。 

「くやしくて眠れない。今から行って殴ってでも取り返したい！」と興

奮して怒るのを、「勉強代だと思ったら二千円なんて安いものだから」と

なだめやっと収まって寝たのは、２時を過ぎていました。 

  これからも、いろいろな事があって、その度にパニックを起こしなが

らも、少しずつ成長していってくれることを、信じて見守っていこうと

思います。 

  今年も多くの人に助けられ、何とか一年過ぎました。来年も先生にご

迷惑をお掛けすると思いますが、宜しくお願いします。どうぞ良いお年

をお迎えください。 
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    一年間の感謝を込めまして・・ 晃の母より    －年１２月３１日 

 

（19） 先方から          こんな年の始まりです 

                      Date:Mon. 01 Jan  －－－－－ 

  新年を迎え、今年こそは良い年にしたいと、毎年思うのですが、なか

なか思い通りには、ならないものです。 

  ２日から晃は「明日から田島さんに行く」と言うのですが、言葉だけ

で全くその気がないようです。昨夜は、仕事に行けなかった事を少しは

気にしていたのか、夕飯に呼んでもなかなか来ないで、部屋に持ってい

って一人で食べていました。もう昼夜逆転で夜中出かけるという宮崎に

行く前の生活に、すっかり戻っています。 

  暮れには、バイトから帰ってきた愛子（妹）と食事をしていたのです

が、妹がバイトに行けて自分は行けないのを、ひがんでか、イライラ怒

り出し食卓の物を投げつけ、暴言をはいて大騒ぎになったことがありま

した。   

  元日の夜も、たわいのないことで怒り、私に向けてイスを持ち上げ投

げつけようとしたり、先のとがったピンセットで脅してきたりと、もう、

お正月から、ガッカリする事をやってくれてます。 

  本当は先生にも、お正月早々こんな晃の事を言いつけるような話は、

したくないのですが、今、夫の体の具合があまり良くなく、去年の暮れ

から職場まで送り迎えをしてやっと仕事にいっています。晃の事も、先

生の言われるように、１ヶ月ぐらい様子を見て本人が宮崎に行く気にな

るまで待っていた方が、良いのでしょうが、私たちの方に今は気持ちの

余裕があまりありません。父親のこんな様子を見ているのに、自分の事

しか考えないのかと、本当に悲しくなります。 

  今まで１００％晃中心の生活でしたので、妹がバイトに行った話や、

父親に私の手がいっているのが気にくわないのか、晃のイライラが全部

私に向かっているようです。 

  今は「宮崎に行ったら」とは言っていないのですが、いつまでも同じ

事を繰り返さずに、自分の生活を考えてほしいです。ここで１ヶ月待っ

ても、私に甘えて、イライラが増すだけのような気がしています。 

  ２１世紀になって何か良い事でもあれば！！と期待しているのですが、

コツコツと日々の努力がなければ何もえられないですね。晃の事も気長
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に見てやらなければとは思うのですが、そこに付け込む晃の「甘え」が

許せなくなる時があります。 

  先生が今度来られるのは来週になりますか？  またよろしくお願いし

ます。 

……………………………………… 

 父親は重症の肝臓障害があり、数年後に他界されます。 

 

（20）  当方から              晃君に 

                        Date:Fri, 05 Jan －－－－ 

  新年おめでとうございます。お母さんの現在のお気持ちがよく判りま

す。一つ進言したいことはお母さんのお気持ちを判って貰うためにこの

メール（お母さんが僕に当てて下さったメール）をそのまま晃君に読ま

せてみたらどうでしょうか？  理解する力は充分に持っているのですか

ら。言葉にすると余裕を失う傾向がありますが、メールを読むというの

は冷静になれるかもしれません。 

  来週の土曜日は第２土曜日に当たるため上京できません。今週は飛行

機がとれず、こちらにいます。しかし緊急な事態が起こるようであれば

いつでも行きますので連絡下さい。 

 

（21） 先方から              またお手数を、お掛けします。 

                            Date:Mon. 08 Jan－－－－ 

  メールありがとうございました。昨日も「田島さんに行くから、朝起

こしてほしい」と言っていました。確かに気持ちとしては、行きたいの

でしょうが、無理なのはわかっていました。 

  今日、水野先生に電話したのは知りませんでした。自分でもどうして

いいのか悩んでいたのだと思います。 

  先生もお忙しいのに、申し訳ありません。勝手なのですが木曜日の昼

間は、あまり時間がありません。金曜日は、夫を迎えに行っている４時

から６時３０分の間は留守にしていますが、その他の時間は家に居りま

すので、先生のご都合の宜しい時に、よろしくお願いします。 

  今日、久し振りで森さんから手紙が来ていました。穏やかでとてもや

さしい手紙でした。こんなふうに気に掛けてくれる人が居る事を、時々

思い出して、一人で思い悩まず、家族だけと関わらずに、外に気持ちを
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向けてほしいです。そうすれば、もっと気持ちが楽になると思うのです

が、尤もそれが出来ればこんな事にはならないのでしょうね。 

  先生にもお手数をお掛けしますが、よろしくお願いします。昨夜こち

らではめずらしく雪が降りました。どうぞ暖かくしてお出でください。

お待ちしています。 

………………………………………………… 

  森さんとは宮崎で知り合った女性です。この当時２４才。大学卒で東

京から心の治療に来ていたのです。同じ関東出身ということもあります

が、どこかに相通じるものがあったのでしょう。互いに意識しあってい

ました。尤も女性の方は年上の指導者として、弟を見るような思いだっ

たようですが。 

  そう、ある年の夏、私の思い付きで伊豆旅行を試みたことがあります。

宮崎から東京に帰った子供達４人を集めて晃のお母さんの車を借りてド

ライブしたのでした。 

  ４人というのが、一人は埼玉の男の子。彼は中学２年生からの登校拒

否で宮崎で１年ばかり過ごした子。一人は宮崎出身で東京の某大学へ来

ていた男子学生。彼は留年して２度目の一年生に挑戦していたのでした。

後の二人が晃とこの女性だったのでした。 

  晃は免許を取ったばかりだったのでした。男子学生も免許取り立てで

す。そう、この子も４人が同じ時間帯に空間を共にした野島診療所で免

許を取ったのです。それも嫌がるのを私が脅したり、急き立てたりして。 

  このドライブの時、私達は結構飲んだのでした。私が飲んで運転しよ

うとすると晃は慌てたのでした。「飲んで運転してはいけない」と……。       

  僕が「何言ってんだよ。飲んで大丈夫な奴まで取り締まるなんていう

のは人権侵害なの！。権力の横暴という奴さ」と運転を続けると、目ん

球を丸めて不安そうにしていたのでした。 

 

（22） 当方から              水曜日からそちらに 

                        Date:Mon, 08 Jan－－－－－ 

  今週は第２土曜日の週ですが、水曜日から行くことにしました。木曜

か金曜にはそちらへ行けます。土曜日の午後は宮崎の病院で外来を担当

しますので朝の一番で帰る予定です。 

  今日の５時半くらいに晃君から電話が入りました。宮崎に来るように



397 

 397 

というと、「絶対行かない」「そんなことを言うなら逃げる」と言ってい

ましたが、「それはおかしいぞ。田島さんのところに行くというから待っ

ていたわけで、約束違反だ」と言ったら黙っていました。 

  僕としては土曜日の朝の一番で宮崎に来るように説得してみようと思

っています。とすれば、木曜よりも金曜日の方がよいかもしれませんね。

お電話かメールを下さい。そうだ、電話は高岡の花見の山に忘れてきて

います。 

……………………… 

  高岡の花見の山というのは私達の病院の作業療法場です。約１６ヘク

タールあるのですが、晃も宮崎に来るとここで働いています。宮崎の西

方で海から山の方に遠ざかります。運動場や畑や森があって、空気は綺

麗です。 

晃はチェーンソーで木を切ったり、草刈り機で土手の草を刈ったり。

休み時間にはキャッチボールをしたり、サッカーボールを蹴ったりして

います。 

 

（23） 先方から      少しまいっています！ 

                          Date:Tue, 16 Jan－－－－－ 

  先日はお忙しいところを、往診ありがとうがざいました。 

  晃ですが、やはり田島さんには行けなくなっています。土曜日には元

気に行ったのですが、日曜日には休みをもらい、その夜、「明日行かなけ

れば」と言うプレッシャーからか、またお金の事で父親ともめて、大声

で怒鳴りだしてパニックになり、部屋に篭ってしまいました。翌朝６時

半頃声を掛けたのですが、晃に言わせると、「昨日はおまえ達のせいで、

イライラして眠れなかった。朝も起こしてくれなかったから、遅刻だ。」

と言って興奮して、久々に大暴れして、午前中私は外に出ていました。 

「自分は一生懸命やろうとしているのに、みんながプレッシャーを掛け

る。宮崎に行くぐらいなら、皆ブッ殺してやる。お前らは、水野先生と

けったくして、宮崎に行かそうとしてる。みんな自分の邪魔をしてる」

と言うのが、今の晃の言い訳です。「自分から本当に良くなりたい」そん

なふうに思ってほしい。今の私たちの切なる願いです。 

  今日は夫の受診の日だったのですが、もう障害者手帳を取ったほうが

と薦められました。住まいも３階では無理なので、早急に探さなくては
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ならず、今の状態の晃にゆっくり時間をかけるわけにはいきません。家

で静かに篭っているのならかまわないのですが、昨日のように、夫を送

りに行って帰ってから、私に絡みつき、家に居られない状態になるので

は、私の精神状態までおかしくなりそうです。 

  先生もお忙しいでしょうが、出来れば今週お出でいただければと思い

ます。 

よろしくお願いします。 

 

（24） 当方から                日曜日に 

                          Date:Wed, 17 Jan －－－－－ 

  大変みたいですね。僕は明日の朝から出かけます。先ず広島に行って、

大阪、名古屋と訪問して横浜には土曜日の夜着く予定です。そこで訪問

できるのは日曜日となるのですが、日曜の午後の飛行機を二人分予約し

ておこうと思います。土曜日にもう一度電話します。 

  僕が行くと強引に連れていかれると考えて、興奮が激しくなるようで

あれば連絡下さい。早めに訪問を切り上げて駆けつけることもできます。 

 

（25） 先方から              晃「二日酔い」を初体験！ 

                            Date:Wed, 24 Jan －－ 

  先日はお忙しい所ご無理を言って往診していただき、ありがとうござ

いました。おかげ様で、今の所何とか、非常にあぶなっかしくではあり

ますが、仕事に行っています。 

  日曜日に仕事が終わってから田島さんと食事に行き、お酒を飲んだと

かで一人では帰れないほど酔っ払い、田島さんに家まで送ってもらいま

した。翌日は、二日酔いです！  まったく！！  親に心配ばかり掛けて、

未成年のくせに二日酔いだなんて！ 

「こんなに息子が気持ち悪がってるのに、冷たい親だ！」などとどこま

でもズーズーしく甘えてきます。 

  後で晃が「酔っ払って何にも覚えてないけど、田島さんに中学の時い

じめられて悔しかった事を泣きながら言ったら、田島さんが俺は絶対お

前の事見捨てないぞ、って言ってくれたような気がする」と言っていま

した。 

  あの時、晃にそんな風に思いっきり泣かせて発散させてやれていれ
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ば・・・学校の中で誰か一人でも田島さんのように「見捨てないよ。」と

言ってくれる人がいてくれたら、と今更ながら、この私を含めて情けな

く思いました。 

  実は、今日も２時間遅れのご出勤です。それなりに、がんばってはい

るのですが、とても苦しそうです。宮崎に行ったほうが今の晃には、楽

だと思うのですが・・・                

 

（26） 当方から              大切な体験を喜びましょう 

                          Date:Wed, 24 Jan －－－－ 

  酔っぱらいながらも田島さんに過去の苛められ体験のことを話せたの

はすごく良い体験だったと思います。１週間のばした意味がありました。

辛抱強くもう少し努力させましょう。明日から横浜に出かけますが、特

に悪くなければ経過を見ることにしましょう。 

  金曜日の昼頃、電話して確認します。 

 

（27）先方から                  行くのか、行かないのか 

                          Date:Tue, 30 Jan 2001 23:30 

  先週は、雪の中の往診お疲れ様でした。 

  晃ですが、今日も田島さんを休んでいます。 

２日行っては、行けなくなり、１日休んでは、また２～３日行くという

生活です。本人は行くつもりで、朝も起きるのですが、仕度をしても次

に進めず、結局行けません。 

  田島さんで、一緒に働いている人からも、「東田くんは、今はここに来

る事が１番の仕事だと思って、遅れてもいいから来なくっちゃダメ！」

と言われたそうです。 

  「だから頑張る！」と言うのですが、こんな風な生活をいつまでも続

ける晃にまた振り回されています。今日も「明日どうしたらいい？」の

質問に「行けるなら、行ったほうがいい」と何度も答えなければならず、

内心、「もういいかげんにして！」と言いたいのを、グッ！と抑えていま

す。 

  田島さんにもこれ以上迷惑も掛けられないような気もします。今のこ

の中途半端ながんばりをこのまま続けて良いものでしようか？ 晃も

「何で続けて行かれないのか自分でも嫌になる」と言っています。だっ
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たら、良くなるために宮崎にと思うのですが、どうしても宮崎に行く事

は「罰」と思ってしまうそうです。 

親に「甘えていたい」からですか？  もうそろそろわかってくれても

良いのに、とはがゆくなります。 

  明日はまた行く気になっています。さて、どうでしょう？  また朝か

らガタガタしないでほしいのですが・・・ 

 

（28） 当方から      Re: 行くのか、行かないの 

                            Date:Wed, 31 Jan  －－ 

  明日そちらへ行きます。宮崎へ来てみるように勧めるつもりです。 

 

 （29）先方から      こんな毎日です 

                            Date:Sun, 18 Feb－－ 

  梅の花もほころんで、少しずつ春の訪れを感じられるようになりまし

た。我が家の本当の春はいつかなーと待ち望んでいるのですが・・・ 

  先生の言われるように毎日が、綱渡りのような晃の生活です。本人と

しては、ホントに大まじめに考え過ぎてしまうようです。もっとリラッ

クス出来たら、こんなにも苦しまなくてすむのにと思います。 

  田島さんから「うちは困らないけどアキちゃんは、行く所がなくて困

るでしょ」と言われホッと気が楽な反面、親としては情けない気持ちに

もなります。一緒に働いている人からも「親が死んだらどうするの？」

「親に甘えてる」「今度また来れなくなったら、宮崎に行ってちゃんと直

しておいで！」等たくさん言われ、晃としても充分わかっていると思い

ます。 

  私たち親の健康状態を考えると、もうこれ以上何かあったら、無理か

なと思います。先日先生からお電話頂いた時も、仕事でのストレスを、

ちょっとしたきっかけで爆発させ、ふすまを破り、寝ている父親に杖を

向け威嚇して大声でわめき、妹にもトバッチリをむけ、私が止めに入っ

ている時でした。もうこんな事はたくさんです。 

  夫もそうですが私も、年齢もあるのでしょうが、健康に少し自信をな

くしているので病院に行ったのですが、「ストレスをためず、疲れたらす

ぐ休んでください」というありがたいおことばを頂きました。今の毎日

から１番かけ離れた生活です。その辺の事を少しもわかってくれず、自
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分の事しか考えられない晃にまた、苛立ちを感じています。 

  夫とも今度行けなくなったり家で暴れたら、迷わず宮崎にと話してい

ます。その時が来ない事を祈っているのですが、わかりませんね。先生

にご迷惑をお掛けしますがよろしくお願いします。 

  藤原先生の事ですが、今年こちらを引き払って長崎に越されるようで

す。算数教室も３月いっぱいで止めるそうです。算数教室は中学までな

ので高校生は、先生がお店で教えています。９月には長崎の家が出来る

そうなので、それまでは、お店にも来られるようです。 

  昨日、田島さんが溶接をしていて、自分もやってみたいようなことを

言っていました。資格があるといいねとも話していたので、その辺の所

から何か目標を持てると、少し違ってくるのではと思います。少しずつ

の成長でも見ていってやりたいのですが・・・（私がおばあさんにならな

いうちにお願いしたいものです・・・） 

  寒い冬が過ぎて暖かい穏やかな春が来るのを待ちながら・・・ 

………………………………………………………… 

藤原先生とは不登校の子供たちに関わってこられた先生です。専門は

数学で、子供たちを指導するための花屋などの経営もされています。田

島さんも関わっておられるのです。ご主人が重症の病気で、郷里に引き

上げられたのです。 

 

（30） 先方から              今月は１４日間働きました 

                        Date:Tue, 27 Feb －－－－－－ 

  早いもので、明日から３月です。この１ヶ月、晃が何日田島さんに行

ったのか数えてみました。半月行けたというのを、喜ぶほうが良いの

か・・・また３日間行けなくなってます。まるで気の向いた時だけ田島

さんに行っているみたいです。私たちが少し強く言うと、思い出したよ

うに３～４日行き、また休む。こんな事していて何かえるものがあるで

しょうか？  考えてしまいます。 

  今週こちらに来られる予定はありますか？  もし時間がありましたら、

晃とよく話して頂けますか？ 本人もこのままで良いとは思ってはいな

いでしょうが、このところ、私のことを避けているようにみえます。よ

ろしくお願いします。 
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（31） 先方から       お疲れ様でした 

                          Date:Mon, 19 Mar－－－－－－ 

  今日は４月下旬の暖かさです。先生お体の具合は、いかがですか？ 

お疲れのところを晃の為に無理に時間を作ってくださったのではと、心

苦しく思っています。 

  私たちのように先生の往診を待っている方が多くて、ご無理をなさっ

ているのではありませんか？  晃も心配していました。どうぞお大事に

なさってください。 

  さて晃ですが、さっそく今日無断欠勤です。でも私は何も言いません。

もうこれからは、何も言いたくありません。本人が１番わかっているこ

とです。後は、自信を持って生活出来れば良いのですから。と、キッパ

リと思って行きたいのですが・・・ 

  先日、実家の母が亡くなり、お葬式に晃は出席出来ないと思っていま

したが、緊張しながらも、なんとか２日間過ごせました。数日前、田島

さんで働いている人のお母さんが亡くなり、田島さんから「何事も勉強

だから、スタッフの代表でお葬式に連れて行きます」と言われ、学習し

たばかりでした。こんなに早く役に立つとは思いませんでした。何回も

お焼香のやり方を聞きながらも大勢の会葬者の前できちんと出来ました

し、お骨を拾うのも出来て良かったです。 

  あまり多くは望まず少しずつとは思うのですが、なぜ続かないのかと、

思います。いつも「自分は役に立っているのか」と言うことばかり気に

しています。父親にも「お父さんは仕事に行って自分が役に立っている

と思うか？」と聞いたそうです。そんな風に考えて働いたら毎日がとて

も息苦しくなるだけのように思うのですが・・・。 

  今日はきまりが悪いのか、部屋で一人で食事をしていました。明日は

田島さんに行くつもりなのか・・・今週はこちらに来られる予定ですか？ 

またお時間がありましたら、よろしくお願いします。 

 

４．離婚家族の家族療法  

Ａ君とＢさんの場合 

＜往診家族療法の「第８章」 離婚家族から＞ 
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  離婚する夫婦は増えています。夫婦にとっても子供にとっても離婚の

一つの側面は辛いことです。しかし、離婚しなければ更に辛い面があっ

たからそう決断されたのです。そのことは＜正しい＞とか、＜間違って

いるとか＞、第三者が白黒言うべき問題ではないのでしょう。 

  しかし、離婚したからといって＜子供－父親－母親＞という三角関係

は消し去られることはありません。子供の人生が終わるまでずっと＜父

親・母親＞という関係は子供を中心に従いて回るのです。子供の心の中

に＜父親と母親の関係の有様＞は細かく深く刻まれ、大人に成っても、

お爺ちゃん・お婆あちゃんになっても、その心は完全には解放されませ

ん。 

  Ａ君とＢ子さんという２つの離婚家族の子供を、その問題に焦点を据

えて整理しておきましょう。 

  2 つとも録音記録を中心としますが、Ｂ子さんの場合は私と父親とだけ

の会話記録です。 

  この 2つは 10 年以上前に前後した症例で、私はＢ子の父親との会話の

中で、Ａ君の父親の例のことに触れています。 

  是非、両方を重ねて読んでみて下さい 

 

         Ａ  君  の  場  合   

 

１．両親のこと 

……どちらも真面目に生きている。 

  Ａ君は中高一貫の学園の中学３年生です。この学園はいわゆる進学校

で一流大学に多数の合格者を排出することで有名です。 

  Ａ君が小学校に上がる前に両親は離婚して、２才年下の弟と母親の３

人で母親の実家に帰っています。 

  母親の父（Ａ少年にとっては祖父）は建設業を営んでいました。構え

の立派な家に住んでいますが、既に高齢であり、資金的にはさほど余裕

がないようです。そこで母親は塾を経営して収入を得ています。 

  父親は再婚していて、こちらに女ばかり２人の子供がいます。 

  私が関わることになったのは「Ａ君の不登校と家庭内暴力」に悩む母

親からの要請です。 
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２．Ａ君の祖母の言葉 

……「臭いまで嫌だ」なんて 

  母親、父親、少年、私、心理療法士の４人の面接から始めようと思い

ます。 

しかしその前に、ちょっとこの面接の成り立ちを説明しておきましょう。

この面接は私がかなり強引に組み立てたものです。 

  母親は父親と再会することを望んでいませんでした。……というより

激しく拒否していました。 

  Ａ君が暴力を振るって、弟と共に頻々家を逃げ出さなければならなか

ったのですが、母親はＡ君に向って「貴方は嫌や。体の臭いまで、お父

さんそっくりじゃ」と言っているというのです。 

  この言葉は初めての往診のおり、祖母から聞かされたのです。祖母は、

「臭いまで嫌だなんて、わが子に向かって言えますか？」と、娘（Ａ君

の母親）を心の底から非難する言葉を添えられたのでした。 

  Ａ君の母親は父親（Ａにとっては祖父で以下には祖父と呼ぶ）から溺

愛されていました。Ａ君の父親は母親に激しい暴力を振るっていたので

すが、そのことを剣道五段の祖父は怒って、「もう一度俺の娘に手を上げ

て見ろ、ただじゃ置かないぞ」と凄んだこともあるらしいのです。 

  母親は祖父母の一人っ子だったのですが、祖父は離婚して帰って来た

娘をむしろ喜んでいたと祖母は言います。祖母としてはそんな父子関係

（自分の娘と自分の夫との関係）に複雑なものを感じていたようで、「臭

いまで嫌だなんてわが子に向かって言えますか？」という言葉は気色ば

みながら発されたのでした。 

  祖母は孫・Ａ君の味方をしていることになるのですが、この祖母の存

在はＡ君にとって目立たない方々の場所で力になっていると思われます。 

  第２節のＢ子の話の中で述べますが、私はＡ君が父親と会いたがって

いることをＡ君との会話の中で確認しました。その上で、母親を説得し

て私の方から父親に連絡を取ることになったのです。 

  母親は父親の住所など知っていませんでした。そこで、私から父親の

勤務している会社に電話して、ようやく連絡が取れたのでした。 

  父親と私の初回の面接は診察室ではなくて、駅裏の一杯飲み屋だった

のでした。 

３．一人ごとのように、 
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……そして、感情が段々迸り出て 

  以下の面接記録は父親を交えた２度目のものです。彼が入院していた

宮崎の野島診療所の面接室の中が舞台で、家族以外に列席しているのは

私と心理療法士の 2人だけです。 

  私の要請に答えて、父親・母親は飛行機で大阪から宮崎まで来てくれ

たのです。初回の父親を交えた面接は、宮崎に来る前にＡ君の家の応接

間で行ったのでしたが、この時はまだ他人行儀でした。今回はお互いの

感情がかなりの深さまで触れ合っています。 

  Ａ君は話しの始まり、ぶっきらぼうで一人ごとのような語り掛けで、

ぷつりぷつりと切りながら話していました。しかし、段々勢いが出てき

ます。 

私：話したいことを話してみて。 

Ａ君：ここへ来て１カ月以上ちょっと。で、かなり落ちついた。担任か

ら電話があった。 

私：君からかけたの？ 

Ａ君：１回目はかけて、学校の状態とか聞いて。２回目は、先生からか

かってきて、僕の考え方をムチャクチャに言うて。……君の考えかたは

まちがっていると（言われた）。何で担任にそこまで言われんといかんの

かなと（腹が立った）。 

  それと今から言う。お父さんとお母さんに、やってほしいこと。お父

さんは責任をもって一生（面倒を見て欲しい）。僕の親なんやから。 

  まずは僕が守らなくてはいけないこと。学校に行くこと、ファミコン

は１日に２時間まで。学校が終わり次第、家に帰る。１２時半まで勉強

して、絶対寝る。でないと朝起きられない。 

  そして母親、弟には暴力をふるわない。しかし、自分の成績が他人と

比較されたり、劣っていると言われたときは我慢できない。 

……………………………………………… 

  Ａ君の「父さんとお母さんに、やってほしいこと」以下は、紙に書い

ていた文章の読み上げです。更に書いてあるのですが、ここまで喋り終

わって、紙をテーブルの上にポンと投げ出します。 

私：一気に言えたな。 

Ａ君：そう。親父は離婚して、再婚して、また僕らのところに現れた。

僕らの腹違いの妹や、弟に会わせて！ 
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父：今の段階でか？ 

Ａ君：会ったらいかんのか？ 

父：今の、状態で会ったらいかん。 

Ａ君：なんで？ 

父：会う目的がない。会って、何をする。 

Ａ君：見てみたい。 

父：見る目的は？ 

Ａ君：僕たちのところに、お父さんが出てきて、他人の人が来た感じや

った。僕はある程度は覚えていたけど、弟としては「何もなかったとい

う感じ」だと思う。 

父：僕が急に現れたということと、君が腹違いの弟や妹に会うというこ

ととは目的になっていない。 

Ａ君：親父や親父やと言ってもわからんかった（それ程長い間、俺たち

をほっといていたんだぞ！）。お母さんは頑張って働いてやってきた。ち

ょっとは楽させたいと思うから、女であるお母さんがやってきたんだか

ら、お父さんがそういう意志を見せてほしい。 

  このあいだ院長先生とも話したけど、「父親らしいことをできなかっ

た」と言ってたらしいから。また父親らしいことをしたいと。だから、

学校の授業料を半分払ってほしい。 

４．声を荒げて父親を「分かった？！」と怒鳴る。 

  院長先生と言っているのは私のことです。母親の渋々の了解を得て、

私が初めて父親に連絡した時、彼は面食らったのでしょう。 

  診察室ではなくて、駅裏の一杯飲み屋で杯を傾けながら話すことにな

ったのは、そういう流れからでした。その時の父親との言葉をＡ君に伝

えたのでした、そのことを言っているのです。 

父：まず、知らない話だろうけど、離婚の時、今後、金銭、財産のやり

取りはしないと話したんや。それはお母さんは君の親権者だから、親権

者が困っていて、それ以上どうにもやっていけないとかあるならば、親

権者と相談してみるよ。 

私：そこら辺は、子どもには分からないことがありますよね。 

Ａ君：俺、この紙に書いてるのをこのまま読むわ。 

  ……もし、弟が俺と同じ学校に入ったら、その授業料を半分払ってほ

しい。やっぱり、勝手に現れて、お前は馬鹿だの、あんなのはお前の行
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く学校ではないだの、ジョークで言ったとしても、ショックを受けるか

らさ。侮辱的な発言はせんといてほしい。 

  自分の今置かれている立場を考えて、偉そうにせんといてほしい。で、

お母さんは離婚したことを僕に頭下げて謝った。お父さんは謝っている

うちにはならん。ちゃんと謝ってほしい。 

  体を鍛えるためにクラブに行きたいんで、そのお金を出して欲しい。

弟には暴力はふるわない。僕は小さいとき暴力をふるわれたから、弟に

はそういう思いをさせたくないから。分かった？！ 

５．お父さんは私達を、捨てて行った 

  「分かった？！」と声を荒げて父親を睨んで、更に読み続けます。自

分の通っている私立学園に弟も行かせたい。しかし、公立に比べると相

当の出費となり母親の負担が大きくなると考えているのです。 

Ａ君：弟には頑張って、僕の学校に来て欲しい。僕が父親に要求したこ

とを、お母さんは、「いけない」と言うことはできない。 

  そんなことされたら僕の精神状態が悪くなるから。するとまた、よけ

い変になってくるから。ある程度体に気を配ってくれんと、こっちも困

ってくる。 

  これだけ書いて守れんかったら、面白くないから頑張る。 

私：これを読んで、よくこれだけ書いたなと思うんですよ。はっきり言

って、お父さんとお母さんのことに関して、君がまだ知らないことがい

っぱいある。だからある意味では、君が入りこみ過ぎている部分もある。 

  しかし思えば、こういうことを書いたということは、お母さんがこう

いうふうに思わせたということがあるんですね。 

  ＜お父さんは私達を捨てて行った＞と言ってきた。それを彼が、自分

の問題として言いたくなるのは当然なんです。だから、「お前は子どもだ

から黙っとれ」と言うのは、おかしいと思うんですよ。そう言わせてし

まったのは、自分にも責任があると思ってほしいんです。 

  ２、３週間前にお父さんと初めて一緒にお会いしましたよね。あの時

には、「来週から勉強する」と言った。ところが、明る日になったら、「も

う、勉強なんかしない」となったんだったよな。 

Ａ君：でも、ここへ来たということは勉強することじゃないんでしょう？  

自分の思ってることをどう表現するかとか、どういうことを訴えたいか

とか（考えることのために来たんでしょう？）。 
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私：そうそう、それでいいんだよ。それでいいんだけど、流れを今話し

ているの。経過をね。勉強しようと思っても１週間するとコロッと変わ

るでしょう。お母さんの苦労を２倍にも、３倍にもして恩返ししなくて

はいけないという気持ちがあったんでしょう？ 

Ａ君：段々お母さんに対する恨みというのがなくなってきて、お父さん

の方にがんがん来て、それに固まって、お母さんにはなくなってきた。 

６．お母さんに殺される。 

私：今はなくなってきてるかもしれんけど、日が経つと、また出てくる

かもしれないよ。そういう風にして、波があるんですよ。 

  お母さんのことで覚えているけどさ、＜学校から帰って、カレーが残

っている時がある。またお母さんに殺されるんじゃないか、自分らはお

母さんに殺されるために、カレーを食べさせられるのと違うか。それだ

け苦しかった＞と、彼は言っているんですよ。 

「お母さんは体を壊してまで、おまえたちのために働いているんだよ」

と言われることが、それくらい子どもの気持ちには苦痛だったんです。 

  「あれを買ってくれ、これを買ってくれ」となりましたよね。これに

は「仕返しをしてやれ」という恨みの気持ちもあった。確かに彼が言う

とうり、半分は分かっている。しかしまだ半分くらい、分かっていない

ところがある。言いたいことがあったら黙ってないで、言ってごらん。 

…………………………… 

  ところが母親は、子供に喋らせずに割り込んで来る。 

 

母：この文章は、あなた中心に書かれていると思うよ。「帰ってやる」じ

ゃなくって、やはり、「帰らせてもらう」というのを考えんといかんのと

違う？  学校に対しても、帰ってやるじゃなくって、もう１回勉強させ

て下さいだと思う。家に帰っても、これは幅広くとれへん。言葉が。３

回守れなかったらと、それじゃ２回は認めんといかんことになるけど。

（約束が３回守られなければまた宮崎に帰ると記載している）。 

  家族なんだから、それは失敗もするし、間違いもするよ。家族として

生活して行くのに、そんなにぴりぴり生活していかんとかなわんわ。そ

んなんやったら、そんなお金のことじゃなくって、価値観がおかしいよ

うな気がする。 

Ａ君：何もなかったら、ぽんぽんやっていいんですか？  僕はそういう
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性格だと分かっているから、何も罰がなかったらすぐ破るということは

分かっているから、あえて「３回やったときには野島診療所に戻る」と

か、もしこれがなかったら、ぼんぼん破っていくと思う。 

父：友達との約束を平気で破っていたんか？ 

Ａ君：それはなかった。友達との約束は１回も破ったことはない。だか

ら、暴力ふるわへんとか、ファミコンは１時間以内にするとか、いっと

いて１週間、１カ月くらいすると（また破るかもしれん） 

父：何で友達との約束は破らないで、家族のは？ 

Ａ君：小学校の時には友達がいなくて、中学校に行って友達ができた。

友達を大切にして。（小学校の時には）自分から嫌がられることしか、し

てへんかったもん。 

７．…命令ばかりしやがって… 

母：この人は自分と違うから。私が、思うのは学校に戻りたいのなら、

合わせなくては仕方がない。学校を変えるということは無理なんだから、 

  髪の毛、染めたのとすぐ分かった。でも黙っていた。 

  ……で今、下のロビーで、「俺、脱色したの分かるか」と聞いたから、

「あんた、学校に戻りたいのだったら、髪の色抜いたらいかんやろう」

と、さっき言ったな。そしたら「自毛やと言う」と言った。あの学校は

髪の毛、染めているのは受け付けないよ。 

Ａ君：そんなことないよ。 

母：その辺からして、戻る姿勢になっていない。学校に戻りたかったら、

そんな髪の色していたらあかん。学校に戻りたいと言っておきながら、

髪の毛を染めていたらあかん。 

Ａ君：担任の先生がどんなこと言ったか、もう忘れたけどな。感情がこ

み上げて仕方がなかった。 

私：先生は、なんと言ったの？ 

Ａ君：いや、もう忘れたけど、ここでの生活の話とかしていたんよ。そ

したらいきなりその話しになってきて、メチャクチャ命令しよる。自分

が正しいんか、自分が一番偉いんかと言ってやったけど、 

心理担当：ここでの生活を聞かれて、「で、勉強は？」と聞かれて、「勉

強しに来たのではないから」と答えて、そしたら、「高校について行かれ

ないぞ」と言われて、ちょっと反発して、喧嘩みたいになったんです。 

Ａ君：ここの野島という社会と、学校という社会は違うというわけです。
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じゃ僕は、異常なんかと言ってやったんです。 

  そしたら「君は異常じゃないから、宮崎なんかに行くなと言ったじゃ

ないか」と言うんです。君は絶対に可能性はあると。じゃ、可能性はい

つ出してくれるんやと言って、押さえつけて、命令するだけで、僕らに

したら負担にしかなっていない。で、もう、消灯ですからと言って、（電

話は）きった。 

母：自分の意見を認めてくれる人だけを求めてきた。認めてくれるとき

は、その人とつきあうんよ。ＳＦ先生が、そうだった。 

  声をかけてくれる間は、その人を慕う。だけど、なにか「君は違うよ、

まちがっているよ」と言われたら（もう拒絶）。 

……………………… 

  Ａ君はそれから先は言わせずに、 

 

Ａ君：どんなひどいことを言われたか知らんやろう？ 

母：だけど先生は、あなたにとっては、ひどいことを言ったかもしれな

いけど、それが学校の現状やから、あんたに言ったんや。 

Ａ君：だから、いてるだけでいいんやって。 

母：そんな学校って意味ないね。いてるだけやったら、意味がない学校

やろう。 

Ａ君：命令ばっかりしやがって、 

母：命令じゃない。 

Ａ君：僕は君と殴り合いの喧嘩がしたい。やるか？！ 

私：先生が、そんなこと言ったの。 

母：先生は、学校の現状を伝えたんだと思うよ。あなたにとっては、き

びしいものかも知れないけど。実際、きびしいもんだと思う。 

Ａ君：挑戦やから、誰もはじめからできると断定して言っているわけで

はないやろう？ 

母：今、何時に起きているんですか？ 

私：７時半かな、一応。規則的な生活をしようと言っているんですが。

しかし、もう少しさっきの続きの話をしましょうよ。君は学校に帰ると

言っているけどさ、問題はそれが本当にしたいのかどうか。髪の毛を脱

色したままでいたいのかどうか。 

Ａ君：学校があかんと言うんだったら、僕はやめる。 
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私：君は学校に行きたいんだろう？  そうだったら、髪の問題を、現実

の問題を早く解決した方がいいな。その辺に話を絞りましょうよ。 

母：それはこの子の気持ちを代表していると思うんですよ。髪の毛一つ

にしても、昼間の時間帯の使い方にしても。 

心理担当：彼は野島にいる間は、漫画の懸賞に応募することを目標にし

ていましたから、勉強に関しては、こちらは厳しく言わなかったんです。

強制はしませんから、こっちでは。 

父：実際、学校がどれだけ進んでいるか分からないけど、きっとかなり

遅れているのは事実だから。それなりに、多少な、きちっとしたここで

のカリキュラムをもったらどうでしょう？ 

私：うん、そういう段階が来るかと思いますけど、今のところ、勉強じ

ゃないと思うんです。まず、したくなったら自分からするだろう？   

……………………… 

  と、私はＡ君の顔を覗き込んで、援護射撃をしておきます。 

８．父親と母親の接点 

         ………学校に帰りたい、家に帰りたい 

母：まずここで勉強したいという気持ちが起こってきたら、うちに帰っ

ても勉強を一生懸命しよる。多分。 

  こうなってきた原因は、やはり勉強が分からなくなってきたのが 初

だと思う。だからここで、せっかく落ちついているのに、ぱっと戻った

って全然ついていけなかったら、また、ぱーっとなるで。荒れてくるの

と違うかなと思う。 

私：お母さんは、そんなふうになったのは勉強分からなくなってからじ

ゃないかとおっしゃるんですね。 

Ａ君：俺のことばっかり言って。お前には反省点はないんか？  え？  偉

そうによ。きれるぞ！  （と、興奮して行く） 

私：そんなに、感情的になってはいけないよ。 

父：生活が不規則になって、勉強がいやになったのか。勉強がいやにな

って、生活が不規則になったのか。 

Ａ君：不規則な生活になって、勉強がついていけなくなって、勉強がい

やになった。 

私：でも、どっちが先かとはあんまり言えないんです。生活が不規則に

なったから、勉強しなくなる。ますます夜が遅くなって、悪循環する。
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何が、先かとは言えないな。 

母：それはどっちか言えないんです。 

私：どっちか分からないけど、はっきりしていることはね、少なくとも

子供の時のようにお母さんの力で押さえつけるだけじゃおれなくなった

ということですね。年がいくに従って、だんだん荒れてきましたよね。

お父さん・お母さんが離婚して俺は苦しめられたと。 

母：勉強しろとは思っていないんですけど、高い学費を払っている学校

に行きたいという話ならということであって、辞めるというんだったら、

それはそれでいいと思うんですけど。家に戻るときは、そちらの状態を

受け入れるしかない。 

私：僕はね、学校に帰りたいというんじゃなくって、家に帰りたいんじ

ゃないのかと思うんですよね。学校のことよりも、頭にしめていること

は家じゃないの？ 

Ａ君：家にも帰りたいし。まだ、完璧に治ったわけじゃないやん。家に

戻って、学校に行きながら、これでいいんかなと思いながら行ってたら、

また次第に見えてくる。 

私：なーるほど。説得力があるな。帰りたいというのは強いんだ。 

…………………………… 

  私はがぜん子供の応援をしたくなり、両親の方向に向きを変えて始め

ます。 

 

私：ここの子たちは、時々家に帰ったり、ここへ戻ってきたりするんで

すよ。そんなふうにして、気持ちを切り替えるのは効果的です。 

Ａ君：いや、一端家に帰ったらこの約束を破らないかぎり、 

私：帰らないと？  それはそれでも良いと思うけど、お母さんは、今の

ままでは受け入れられないとおっしゃるんでしょう、お母さん？ 

母：それじゃ、家に帰ったら…… 

…………………………………… 

  と、帰るための条件を続けようとするがＡ君が言わせない。 

 

Ａ君：信じられん、信じられんと文句ばかり言ってよ！。自分の反省点

を言えよ。 

母：お母さんはファミコンのことに関して、１１月、１２月はいろいろ
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なことを言ったやん。そしたらあんたは暴れて。そして、言わなかった

ら言わなかったで、俺のことはもう諦めたんかと（怒ったでしょう）。 

Ａ君：じゃ何も、言わんでいいわ。 

母：この前、ファミコン全部お父さんに買わせた時に、これで名前のこ

と（離婚して名前が変わったこと）については（何も言わないと）。 

Ａ君：だから、名前のことは、何にも言っておらんやろうが！ 

母：その時も「暴力はふるわんで、言いたい時は話し合いで解決する」

とあんたは書いた。それも守らんかったやろう。 

Ａ君：見ておけばいいんよ。何も手を出さずに。わかったか！？ 

父：そういう訳にも行かんだろう？ 

Ａ君：何も言わんかったらいいねん、それが、一番手っとり早い。 

母：こんなんだったら言うな、こんなんだったら言えって。お母さんも

人間やしね。ああ、しんどと言うしね、失敗もするしね。だから、どの

範囲のことを言って、どの範囲のことを言ったらいかんのか、基準をね。 

父：もっと、他のことを考えられんか？ 

Ａ君：ない。 

父：罰をつくるということじゃなくって、生活のことで、こう思う、こ

う考える、こうやりたいと。罰をつくらなくてはできないということは、

罰則主義的な考え方だな。 

心理担当：彼自身、まだ解決できていない問題を規制するために、自分

のために罰則をつくったのだと思いますよ。 

父：自分では、コントロールできない？ 

Ａ君：ヒーハーヒーハーといって、のたうち回る姿、見たか？（自分の

事なのか、母親の事なのか、双方ダブルのかもしれない。） 

母：言ったね、死にたいとか言ったね。叩いてきたやんか、１１月から

３度。 

Ａ君：まだ３年じゃ、後、８年くらいする。 

母：まだ、殴り足らんと思っているわけやな。 

Ａ君：もう、むかむかきたわ。せっかく落ちついて来ていたのによ。 

母：家族の中だったら、（今、）そんな騒動くらいするのとちがう？（こ

こ宮崎にいるからしないだけだという意味）。まだ、殴り足らんと思って

いるわけやな。 

９．母親の攻撃的な姿勢 
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        ……Ａ君は父親攻撃、母親は父親を支える。 

  母親のこの攻撃的な態度は父親と母親の間で、離婚に至るまでの間、

何回となく繰り返されていたのでしょう。うんざりした顔をしながら父

親が母親の言葉を和らげる努力をします。 

 

父：落ちついたと言ったけど、もっともっと落ちつかんといかんわ。過

去は忘れて、プラスにして行かんといかん。昔の時点を変えることは無

理だろう？ 

母：自分の好きなようにやりたいと言うんじゃな。 

Ａ君：他人を気にせんとやるんじゃ。 

母：お母さんは指導できない。 

父：うん、もうそんな言い方していたら指導できない。お母さんの方か

ら指導できない。友達はいないのか？ 

Ａ君：小学校の時は確かに、一人もいなかったよ。中学校に入ったら、

同じ目的を持った奴が集まるから、いっぱいいたよ。 

父：ファミコンの、友達か？ 

Ａ君：違う。何でお前にそこまで言われんといかんのや。だから、偉そ

うにすんなと言っているやろう。 

………………………………………… 

  この付近から攻撃が父親に向き始めます。父親は詰まりながら、自分

を抑えて反論します。 

父：意見を言っているんだろう。 

Ａ君：謝れ！ 

父：なんか、勘違いしてやしないか。 

Ａ君：してない。突然あらわれて、謝れ。 

父：何で、突然現れたか？ 

Ａ君：知るか！  奥さんと仲が悪くなったんやろう。 

父：違うな。お前の悲鳴が聞こえた。悲鳴が聞こえるんだよ。１１月か

らおかしくなった。先生（私のこと）からどうですかと（言われて来た

んだ）。……なんか勘違いしてる。 

母：あなたを、赤ちゃんにして、元に戻すことができない。 

Ａ君：生むのだったら、責任持って生め。 

母：お母さんは、責任を持って育ててきたと思うよ。 
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Ａ君：放り出すわけじゃないん？ 

母：その時はね。でも今こうして、お父さんがあんたのために出てきて

くれた。色々事態が変わってきたら、それをプラスにしていかんのと違

う？  今こんなになって、いろいろ反省して、前向きに。 

Ａ君：（無言） 

母：どう言ってくれたら、あんたは納得するわけ？  どう言ったら、わ

かるわけ？  お母さんの気持ちは？ 

Ａ君：俺を疑うな。信じろ！  命令する。 

母：「お風呂に入って！」と言ったら、「うるさい」と言って、入ってく

れへんかった。「それじゃお母さんとＥ（弟）が先に入っていい？」と言

ったら、それも「いかん」と言った。「俺がすぐ入るから」と言って。と

ころが、３０分、１時間しても入らんかった。お母さんとＥは、ずうっ

と待っていた。 

  そういうことも、命令といって言われたら、家族として生活できない

わ。それを命令と言われたら、お母さんは、あんたがこんなになってか

ら、そんな命令はしたことない。小学校の時はしたよ。 

  水野先生に相談し出してから、お母さんはあなたに命令した覚えはな

い。あなたにしたら、そういうのでも命令と言われたら、本当に何にも

言えなくなっちゃうと思うな。お母さんも仕事しているからね、それが、

あんたも「どれだけ大変か」ということがわかっているんだったら、早

くご飯食べてやろうとか……。 

Ａ君：それだけだったらできるよ。 

１０．「父親の土下座」を巡っての穏やかな会話 

母：今年にはいって、お母さんはあんたに、なんか命令したかな。それ

でもあんたは、荒れる時は荒れた。昔のことを引っ張り出したり、お父

さんに。 

Ａ君：当たり前やん、無責任な親父。責任なさすぎるで、無責任すぎる

やん。どの面からみても、無責任にも程がある。 

母：まず、１番、無責任なのは、何だと思う。 

Ａ君：中３の時に現れてな、俺の気持ちを動転させた。謝ってへん！！ 

母：謝ったよ。 

父：土下座してか？。 

母：（うん）。せんと殴ったから。暴力もふるったよ。 
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父：離婚したのは、悪かったと言ってるんだろうが。ただし、お父さん

とお母さんのあれなんだ。何で土下座せんといかん？ 

Ａ君：悪いことは、悪い。 

父：親が子どもに土下座して謝ることが、まちがっている。 

Ａ君：親が子どもに迷惑をかけていいんか？  だから、しなくていけな

いことも、しなくていいと思っていないか、お前！ 

父：自立して、自分で生活できるようになって……（それから言うこと

だ、と言いたかったのだろうが言わせずに）。 

Ａ君：土下座せよ！ 

父：する必要はない。 

Ａ君：なんで？！ 

父：君に対して、そんな土下座して謝る必要はないと感じるから（しな

い）。 

Ａ君：そんなん、訳になってない。「したくないからやらない」というこ

とじゃないか！ 

父：何で、従わないといかんのか？。 

Ａ君：悪いことをしたから。 

父：何の悪いことをしたのか？ 

Ａ君：離婚して、無責任やから。責任はないと言うんじゃな！  それで

も、大人か。謝れ！ 

母：土下座して謝ったら、許せるわけ？ 

Ａ君：まぁな、反省している（言葉に詰まる） 

母：お母さん、ファミコンの時も言ったけど、ファミコン４個で解決つ

くのかと何回も言ったやろう。 

Ａ君：ついてへん、俺は、何にも言ってへん。 

母：そうかな、何べんか聞いたよ。 

Ａ君：俺は、言ってない。 

母：そしたら、お父さんが土下座したら、あんたはそんなんで解決でき

るんかいな。お父さんがあんたの前に現れて、もっとほかのことで要求

して……。 

Ａ君：金よ。金。 

母：お母さんは、お金であんたに、そんな惨めな思いさせたことはない。 

Ａ君：正月とかよ。 
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母：お年玉は、お母さんは一人っ子で親戚が少ないんだから、貰う額は

少ないんよ。お母さんは一生懸命働いた。だけど、働くことは苦にはな

ってない。 

Ａ君：じゃ、何で倒れるんや。ヒーハー言って、 

母：あんたが、こんなになってからよ。お母さん、１１月前になったこ

とあるか？  お母さんは、しんどくって倒れたんやないで。 

Ａ君：話、変えるなってよ！！  時間ないんじゃ。 

母：お父さんにお金要求したら（私が要求したことになるのだから）。お

母さんがお金を要求せんならんような生活はしてなかったと思う。 

Ａ君：だから、楽させてやりたいんじゃ。 

母：お母さんは、いいよ。 

Ａ君：お前がいいと言ったって、書いているやろう。拒否することはで

きないって。 

母：それじゃ、お母さんを除けてこの話ということやな。それじゃ、お

父さんが駄目だと言ったら？ 

父：だから、お母さんとだったらそういう話をする。生活費がほしいと

か、そういう問題をダイレクトに話す立場の人間じゃない（お前は）。一

応、法律上はさっきも言ったけど、何にもないんだよ。 

Ａ君：何で、お金、貰わんかったんじゃ。 

父：お父さん、貧乏でな、払う金なかったんよ。 

母：離婚した時、あんたがちょうど幼稚園の終わりだったよ。で、小学

校に上がらんといかん段階になっても、離婚の話合いがなかなかつかん

かったんよ。 

  で、小学校にはいるとき、名前がかわるより、幼稚園の時変わったほ

うがいいだろうと思って。 

  お父さんはお金がない、養育費が払えないって言った。性格の不一致

だから、慰謝料はないねん。自分の将来のこともあるから、今現在、養

育費も払えないって。お母さんは、それでもいいですと。そのかわり、

子供を下さいと。子供をくれたら養育費はいいですから、離婚に判を押

してくださいと。 

Ａ君：もったいねえ。 

母：お母さんは、それを選んだ。あんたは、もったいないと言うけどね。

そうしなかったら、小学校の１、２年で名前が変わって、またそれが恨
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みつらみに変わっていると思う。だからお母さんは、そう言ってあなた

をもらった以上、他の子供達よりも惨めな思いとか、そういうようなこ

とはさせないでおこうと。おじいちゃんも、おばあちゃんも居てくれた

し。 

Ａ君：おじいちゃんは死んでしもうた。だから、お金がいるんじゃ。 

母：そうなったら、そうなったで、そういう生活をしていかんならんの

と違うの？  家族だったら。 

Ａ君：父親は黙って見ているだけとは、余りにも無責任すぎる。 

母：お父さん、ほっといて見てるだけか？  あんたは、それも見ていた

ら。お父さん、これから先、あんたらをほっとらかして見てるかどうか、

見ててごらん。おじいちゃんが生きてたから、こんな生活できたよ。ひ

ょっとしたらこれから大変な状態になるかもわからん。贅沢はできない

かもしれんけど、そしたらそれに合わせていくのが家族と違うの？  そ

れができなくなったからと言って、他人を恨みつらみ思うんではなくて。 

Ａ君：（父親を指差しながら）逃げるで。 

父：逃げるとは、何のこと？ 

Ａ君：金のことになったら、話を反らす。パソコン買ってと言ったら、

すぐ話を反らしていた。学校の授業料を、半分払ってくれ。 

父：だから、お母さんが払ってくれと言うなら考える。授業料半分とい

う問題じゃないじゃないか。 

母：今ね、あんたは学校に行きたい。だけどお母さんの力では出せない

としたら、お父さんに出せと言うのは仕方がない。今、払えているじゃ

ないか。 

Ａ君：楽させたいんじゃ、俺としては。 

母：お母さんはね、そんなことが問題じゃないの。 

Ａ君：何もせんじゃないか。何かやらせたいんじゃ、こいつに。金じゃ

金。 

父：金の、亡者か。 

心理担当：お金というのが、一番目に見える形でお父さんが繋がってい

ると受けとめているんでしょうね。お父さんとしては、お金という形じ

ゃなくって力になりたいと思っておられる。 

Ａ君：無理や。 

父：無理か？ 



419 

 419 

Ａ君：うん。はっきり言って、役不足や。担任でも、無理や。 

父：一方的に、受けてるんやないか。もっと素直に、先生の言うことを

聞いてみてごらん。 

Ａ君：あいつの言うことを聞いていたら、俺はあいつの奴隷になってし

まう。 

母：それが奴隷になると思うんだったら、学園も奴隷になるということ

や。 

Ａ君：先生は先生で、一人一人考え方が違うんやで。言ったもん、ＯＲ

先生は「俺は、そんな考え方はしていない」と。 

父：あの先生は、しっかりとした考え方をしている。ふつうの先生だっ

たら無視して、開き直っている。 

母：今の状態を、何とか受け入れようとして下さっていると思うよ。 

父：人の意見を聞いて、考えて。自分の頭の中だけで出すと、全部カッ

トしてしまって見えない。 

Ａ君：のほほんと暮らしているんやろう、再婚してよ。（お母さんは）働

きまくったんだぞ、どんだけしんどかったかわかるか？  初のうち、 

父：それは、しゃなかったな。 

母：でもそれを、お母さんは、苦に思ったことはなかったんよ。 

Ａ君：何かおやじにやらせたいんよ。金のことでやらんにゃ、気がすま

ん。口だけでは実感がわいてこん。じゃ、スポーツクラブのお金払って

くれ。 

父：そういう問題じゃないだろう。 

Ａ君：そういう問題なんだよ。 

父：お母さんは、払えないのか？ 

Ａ君：払えるわけないやろう。苦しいのによ。 

父：じゃ、我慢するんだな。 

母：お母さんが、払えないんだったらやめとこうと、家族はね。 

Ａ君：家族は関係ないんよ。今は家族に迷惑をかけんように、親父に言

っているんだから。 

父：お母さんに迷惑をかける。 

Ａ君：何で迷惑をかける？  金のことで逃げているんか、お前。 

父：逃げてないよ。 

Ａ君：素直に言えや。謝っているんだったらよ。 
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父：お母さんが本当に必要であれば、お母さんのほうから言ってもらい

たいと思うんだな。きみ自身が金を払えという問題ではない。 

１１．お金を出させることの意味 

  私はここで話題の転換を計ろうと、介入します。しかし父親攻撃は止

まりません。 

 

私：君が帰りたいと思うんだったら、そこに話しを絞ろうよ。 

Ａ君：まず、おやじ。聞かんのよ、こいつ。 

母：帰ってからでも、話は出きると思うんですよ。 

Ａ君：絶対逃げるもん、他人がいてなかったら。 

私：お父さんに、どういうことを要求しているの？  お金の問題のこと？ 

Ａ君：そう、スポーツクラブのお金を払ってくれと。 

私：半分と言うのは筋が通りますよね。 

父：それは、違うでしょう。 

私：ちがうですか？ 

母：もし状態が悪くなったら、その状態に合わせていってこそ家族で、

できないからこっち（父親）に言うではなくて。スポーツクラブに行く。

それをお母さんに出させるのは無理だ。それでお父さんに要求するとい

うのは。 

  無理だと思うんなら抑えるのが家族だと、私は思うんですよ。 

私：お金の問題とＡ君の話しとは、次元が違ってくると思うんですけど、

お母さんとしては、君にお金の苦労はさせてないと言われる。もしお父

さんがおれば、もっとお金があるはずだと、君は思いたいわけね。 

Ａ君：腹立つもんね、あの連中はよ。迷惑ばかり掛けやがってよ。 

私：お父さんからお金をもらうことが仕返しになるんだな。で、お父さ

んとしては出せないとおっしゃるんですね。 

母：話の持っていきかたで、お父さんこれだけほしいんやと言えば、う

んと言って送ってくるでしょう。そういうやり取りができないんかなと、

私は思うんです。 

私：君は仕返し、仕返しと叫ぶだけ。そうじゃなくって、もう少し気持

ちを分かりやすい話にしたらいい。 

Ａ君：なにかしてよ。ぼくの喜ぶことをよ。 

私：その辺の気持ちをお金で解決したり、暴力で解決したりするんじゃ
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なくって、もっとうまく問題解決できないかな。 

Ａ君：ないもん。 

私：忙しい中、宮崎まで来て下さったじゃない。お金で解決するという

のはおかしい。まず９月に帰る話に絞ろうよ。 

母：まだ漠然としている。命令と言っても、どの程度までを命令ととる

かなんですよね。あんたとしては、弟に学園に行ってほしいと思ってい

るんだな。 

Ａ君：できたらな。 

母：お母さんも、そう思うけど、それは弟が決めればいいことなんだけ

ど。４番の「俺が父親に対する要求、拒否することはできない」という

ことだけど、これは拒否することはできへんかもしれへんけど。（Ａ君が

投げ付けた紙の中には要求事がナンバーを付けて記してある） 

Ａ君：何もせへんと、逃げるやん、こいつ。何かしろよ。 

母：ここ（投げ付けられたメモ紙）に書いてあるお母さんへの要求のこ

の５つはね、お母さんの努力できる範囲だと思う。ただ４番に関しては、

こんなことはお父さんに言わないでほしいということや。 

Ａ君：なんかさせないと気がすまないんじゃ、こいつには。 

私：お父さんに、何をしてほしいのか。 

母：だから、お金でしょう。 

私：お金しかないんか？ 

Ａ君：やりたいことできるかもしれへんやんか、それまでの時間という

ものがあるやん。 

私：一つ思いだしたけどさ、大阪で弁償でなにか買ってくれと言っただ

ろう？ 

Ａ君：ああ、言ったよ。 

１２．Ａ君が退席して……お母さんの堅さ 

  宮崎に来る前にＡ君は父親と魚釣りに行っています。この時に父親に

高額の釣竿を買わせているのです。釣りから帰ったＡ君は母親の前で「親

父がこの釣竿買ってくれた」と言って、膝で真っ二つに折るのです。こ

の時のことを私は言っているのです。 

  Ａ君はけっこう疲れたらしくて「そんな話はどうでもいい。休憩して

くる」といって退席してしまいます。この後、父親、母親、私、心理担

当の間で次のような話が続きました。 
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母：タバコを、持っていましたね。 

私：あ、そうですか？ 

母：ああいうのは、自由なんですか？ 

私：一応禁止ということにしているんですけどね。結構吸っています。 

父：変わってないな。 

私：何も変わってないとは思いません。彼が書き留めて纏めたことは、

本当に考えていると思うんです。ただ、解決の仕方は問題だけど……。

お金を払わすとかね。 

父：余り変わっていない。 

私：特に、親の前に行くと変わりないでしょうね。 

母：私は、先生から大丈夫ですよと、顔も穏やかになったし、誰とでも

しゃべるしと言って頂いて、お墨み付きを頂いてから（連れて帰れるか

と思っていました）。 

私：まだまだ駄目です。 

母：先生はご存じなかったですか？  今、タバコをもっていたのは？ 

私：いや僕は、吸うか吸わないか確認しなかった。僕たちは、こうしろ、

ああしろとは、言わないんです。彼自身が吸わずにおれず、吸ってしま

う自分を考えなくてはいけない。吸ってはいけないのを止められないの

は、自分の力が足りないということをね。 

母：自分でも色々決めているでしょう。だから、決めてほしいみたいな

とこがあるんですよね。タバコをのんだらいけないということが考えら

れる人でしたら、こういうふうにならないんですから。 

私：うん、それでは駄目。（無理やり力で止めさせても意味ありません）。

それは全体から考えると小さなこと。ちいさなことで大事なことを、忘

れてはいけないですよ。 

母：こういうことも守れないで大きいことが守れるのかなという気がす

るんですよね。「一度、帰ってみましょう」じゃなくって……。あの子も

「帰った以上はもう２度とここへは帰ってきたくない」と言っています

から、家に帰って試すんだったら、ここで試してみて下さいよ。 

  タバコも吸わない、勉強もちゃんとするとなってから帰って欲しい。 

…………………………………… 

  Ａ君はこの後１カ月近く宮崎に滞在して家に帰りました。一応高校も
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卒業して大学まで進学できたのですが、大学は納得できる学校ではなか

ったらしくて中退したようです。 

  その後、何回か電話を頂きましたが、激しい親子間の葛藤は２０才を

越える頃にも続いていたようです。しかし力を持った子でしたから、理

想の実現に向けて今、邁進していると思います。 

  是非、いつの日かあの顔を見せて欲しいものです。 

 

 

Ｂ子さんの場合 
         進学高校の２年生、非行、不登校、虚言癖。 

           

  この子も大阪近辺の県庁所在地の高校生です。治療に関わった当時、

２年生でした。 離婚した母親は、Ｂ子とその弟の３人暮らしです。母の

父親（Ｂ子の祖父）の所有する貸家に住んでいて、経済的苦労はさほど

大きくはないようです。 

  弟は中学１年生。姉と違って、従順でおとなしく、姉が連れて来る非

行系の子供達を怖がっていました。 

  父親は再婚していて、子供が１人います。 

  Ａ君と同じく、Ｂ子の成績も優秀で、高校も県で一番優秀な進学高校

でした。そこで、非行は特殊例。彼女の存在は目立ちます。 

  母親は＜親のお金を盗む、非行グループと洋服や自転車などを盗む、

茶髪や目の周りを黒く塗りたくった子を深夜に家に連れて来て弟の教育

に悪い＞等などに悩んでいました。  症状は時と共に進行して、長期

外泊、売春、そして警察の補導などの事態に至ります。ここで私が呼ば

れることになったのです。 

  ２回の往診の後で強制的入院をさせたのですが、入院に当たっては離

婚した父親が応援してくれました。母親には父親に声を掛けるだけの力

が乏しくて、私が直接、連絡を取ったのでした。このこともＡ君の父親

の場合と全く一緒です。 

  入院は２月、抵抗する娘を無理やり車に押し込んで粉吹雪の中を走っ

たのですが、銀行マンの父親は仕事を休んで、宮崎まで交替で運転して

くれたのでした。 
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  頭の良い彼女は病院での生活に直ぐ順応してしまいます。順応という

のが狡賢い適応です。職員や患者に馴染んで、自分に有利な関係をいと

も簡単に造り上げ、病院生活を楽しみ始めるのです。虚言を方々に巡ら

せて。 

  男の子を誘惑する、患者さんの机の上に置いたままの金銭を手中に入

れるなどの行為も見られ始めます。「男の子を誘惑」は患者仲間といわず、

若い職員にまで及ぶことになります。それも３人もの職員が「めぼしい

対象」として選ばれるのです。 

  私達は＜現在のところ、高校に帰すことは無理、まずは人と人の間の

信頼関係を深めることを目標にしよう＞と取り組んでいました。ところ

が、３月下旬に至り、入院治療は母親の感情的な対応から頓挫すること

になります。 

  「娘を盗人よばわりする病院には置けない」という言葉に母親の＜退

院させるに至る気持ち＞は象徴されています。この時点で父親をよぶこ

とになりました。これは私の判断で、＜感情的な母親を父親がコントロ

ールできいないか＞と考えたのです。実際には成功しなかったのですが、

以下の私との面接記録はこの時のものです。 

  この面接は私の往診旅行先に父親だけ来て頂いて記録したものです。

宮崎まで来て頂くのは、時間的にも金銭的にも負担をかけ過ぎるという

ことから、時々こういう手段を取ります。 

  この時の場所は大阪の親友の外科診療所の応接間です。離婚した夫婦

の問題が浮き彫りにされています。 

１．お母さんを操る 

父親：この前、Ｂ子に手紙を出しました。元に戻れるように、うまくや

っていくようにしようと書いたんです。そうしたら、比較的すぐ返事が

来て。今日は１６日ですね。１４日・月曜日ですか、この手紙が来たん

ですよ。（手の中には薄いピンク色の丸みを帯びた、いかにも少女っぽい

手紙が握られている） 

  そしたら、いつもの、何もない時の内容なんですね。ただし、その（私

の）手紙に「物を盗む」とか「男の人との関係」とかを書いたわけです

ね。そんなことするなとか、そういうことは本当なのかとか（書いたん

ですが）。そしたら、「物をとったりはしてない」と書いてあるんです。

多分、推測ですけど、してないことは、してないと言うと思うんですよ。 
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  その３人の方とのそういったこと（３人の職員にセックスを誘ったこ

と）は何も書いてない、……ってことは、嘘を言ってると思うんですよ

ね。 

  ２月の時（入院させる時）は、ああいう状況ですから、とりあえずは

そういう世界にいないようにと、地元にいないようにと、本人の気持ち

を少しゆったりさせてというのが急務だったと思うんです（こちらに連

れて来たのは、ということ）。今となっては、こう、私の方からも、どう

いう風に親として、Ｂ子に対して、注意するというか、出来ることはど

ういうことがあるのか。先生にお世話になっていることも、先生の方と

しても、どういう風に指導されるのかっていうか（知りたいんです）。 

私：そうですね、そのことを今日はゆっくり。 

父親：簡単に言うと、「真面目な生活に帰りなさい」といっても、あまり

にも漠然としすぎてて、本人にも、どういう気持ちを持たせたらいいの

か、親としてどう言ったらいいのか、先生方にはどうお願いしたらいい

のか、それがちょっとわからなくて。 

私：まず、当面の目標はですね、やはり早く家に帰ることだと思います

ね。家に帰って、お母さんと一緒に生活できるようになること。 

父親：はい。 

私：お母さんと一緒に生活できるようにする……そのためには、どうす

るかってことですよね。そのためにはお母さんに、もうちょっとしっか

りしてもらわないといけませんね。 

  お母さん自身がＢ子さんに振り回されてしまってるんです。具体的な

話しがですね、Ｂ子の質問に納得行くような返事ができてないんですね。 

今回、「３月に退院してＭ市に帰る」という話しですが、私はうまくい

かないと思うんだけど、うまくいかないところを確認した方がいいと思

います。 

  本人は、学校に行くと言っているわけですよね。でも、その駅周辺に

は非行の子たちが多いと。学校に行くには、駅を通ってから行かないと

いけない。だから、駅通って来るのは嫌だから、Ｍ高校の近くに家を借

りてくれれば、非行の子たちと接触しなくて済むと。だから、引っ越せ

ば転校しなくても学校行けそうと本人言うんですね。 

  その事をお母さんに伝えたんですよ。そしたら、お母さんは「いや、

それはだめだ」と。その１つの理由は、お金がない事を言ったんですけ
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ど。僕としては「今の家を貸家に出して、そのお金で借りると考えたら

出来ないこともないでしょうけど」とお答えしたんでした。 

  しかしそのことよりも、お母さんはやはり「まだ治ってない」と、「あ

の子はまだまだ、非行の子たちから、電話が掛かってくるし、変な子が

アパ－トの周辺にたむろするし、まだまだ帰せない」と、おっしゃるわ

けです。 

そこで、じゃあ、延期しましょうということになってたんです。とこ

ろが、彼女がしばらくして突然ですね「真面目になってやって行けそう

だ」と、そういう風な事を言い出したんですね。そこでお母さんは気が

変わっちゃったみたいなんです。高校の先生がやってきて、ゴールデン

ウイーク明けに登校すれば、進級できると言われた。それだけのことで、

帰してみたくなっちゃったんですね。 

  入院した時には「退学させる」と決めておられた。この段階で私は「休

学にしていたらと言ったんでしたよ」と言うんですが。 

私は「もう、学校に復帰なんてとんでもない」と言われるのを、「そう

性急に考えないで休学ということにしておきましょう」と説得したんで

す。 

  今回は「私は、母親ですから娘を信じます」とおっしゃるわけですよ。

「娘さんがどうして急に変わったのかを考えなくちゃだめですよ」って

言ったんですけど、帰すんだの１点張だったんですね。 

  そんな風な状況ですから、Ｂ子ちゃんにしてみれば、お母さんを操る

のは簡単ということで。そういう風な状況では帰せないなと思いますね。 

２．危ない世界との接触 

私：もう１つは、お金をＢ子に貸してる男がやくざ者みたいなんですよ。

やくざ者みたいだってことは、本人も自覚してるみたいなんです。その

ことはっきり僕に言いましたけどね。「簡単にお金貸してくれた、しかも

相手の名前は知らない」と言い張ってるんですけどね。 

  これは僕、嘘じゃないかと思ってるんです。貸した男の名前はあだ名

しか知らないと。「あだ名はキンヤ。キンヤにお金を返さないといけな

い」と言うんですよ。その、傷を付けてしまった例の車の持ち主ってい

うのが、１月３０日までに返さないといけないと言うんで、「キンヤが１

３万円貸してくれて、払った」と言うんです。結局、自分はキンヤに返

さないといけない。 
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  キンヤは「早めに返さないと、お母さんが危ない」と言うわけなんで

すよ。「何処に住んでいるかも判らないキンヤにどうして会うんだ？」と

聞くと、ラーメン屋の息子が知ってると言うんです。 

  そこでＢ子さんに、「そこに行って、お金払うようにしていいね」って

聞いたら、「良い」って言うもんですから、お母さんにお願いしたんです

ね。お母さんはラーメン屋に行ったらしいんですけど、「キンヤなんて知

らない」ということだったらしいんです。で、結局、お金払えてないん

ですね。 

  「どうやって、払うつもりだったの？」っていうお母さんの質問には

「月々１万円からでも良いとのことだった」と答えてるんですね。それ

から更に新しい情報が加わるんです。 

  「キンヤというのは、本当は居所もわかってるんじゃないか」と聞い

て行くと……。その辺の答え方からしても、どうもこれは？となるんで

す。「そんなに隠すんだったら、隠さないとならない男なんだ」と聞いた

ら「本物のやくざ者じゃないのはわかってる。そんな気がする」と答え

るんですね。 

  今から流れを変えて「高校に行く」というんですが、僕は「それは無

理だろう」とお母さんに言ったんですね。「キンヤのことすら曖昧のまま

では無理でしょう」と。 

  ですから僕としては、帰すのを「Ｙ市の叔母さん（母さんの妹さん）

の方はどうだろうか」とお話したんですね。Ｂ子さんは「Ｙ市の方なら

良い」と言うんです。ところが、奥さんは妹さんに断られたみたいなん

ですよ。それでＹ市の方に行くのは、無理だということで、その案はな

くなったんですね。 

  結局「しばらく、宮崎にいるしかないのかな」ということになってい

たんです。で、もしかして、お父さんの方に別の考えはないかなとも思

ったんです。例えば、お父さんの御両親ですね、おばあちゃん・おじい

ちゃんのとこですね、そこで生活するのは無理なのかなと考えたんです。 

３．お父さんの御両親とは？ 

父親：私も前、考えたことがあるんですけど、もう、８０と８０過ぎで

すので（無理かな）。田舎ですし（田舎では非行は目立つしという意味か）。 

  本人が前、中学の頃に来てたみたいな雰囲気であれば問題はないんで

すが。今の現状ではどうかなと思うんですよね。 
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  結局、私のほうは結婚したことも知ってもっていますし（村中にとい

う意味か）、うちの家としては今認めるわけにはいかないていう形になっ

ているわけですね。 

  （両親は）Ｂ子の事もいつも気にしてるんですよ。Ｂ子にも宮崎に行

った時から、手紙を出すごとに、季節の便りを何でもいいから出せって

言って（います）。自分も一緒に駅で絵はがき買って、それに書くって言

ってたんですけど、そのまま書いてないままなんですけどね。 

  周りからのいろんなことを避けるために、宮崎の水野先生のところの

病院にお願いしてあると、そっちに行くと、体は元気だと、言ってあり

ますけど。 

  現状では、Ｂ子自身が良くなれば、そんなに難しくはないと思うんで

すけど、Ｂ子だって自分でその気になれば、可能性のある人間ですから、

自分のことは自分でできるようになるんですけど、その辺が自分でどう

いう風にできるかが（判らない）。私もそれは、 初の時に考えたんです

けど。今、母親の方も、先生が言われましたように、先生から電話頂い

て、いろいろ話しても、結局、先生の言葉を受け入れないようなこと言

ってるわけですよね。自分でもどうしていいかわからない。 

  だけど、Ｂ子がこう言ってるから、例の３人の人のこととか、盗むと

か、病院で何かあると、１人部屋に入れられて（隔離のための保護室、

独房になっている）、本当に頭がおかしい子みたいに扱われてかわいそう

だとか、母親は言い始めるんです。「そういう考え方してたらだめだよ」

と私も言ってたんですが。「自分が引き取ると言うなら、自分がちゃんと

できるんであれば、それはそれで、お前の勝手だ」と。それだけ、自分

で自信が持てるんならいいけど、そうでないなら、そんな中途半端な状

態で言うんだったら、というようなことを言いましてね。自分だって、

先生のことを信じないと駄目だし、今、自分に方策が無いなら、そうい

う風にやるしかないだろうと。 

  Ｂ子の事だって、自分はどう思ってるか知りませんが、一旦、嘘を言

うようになれば、意外と嘘なんて簡単に言えることだし、その嘘を信じ

るのと娘を信じるの意味とは違うんだと、そこら辺の意味がわからない

と駄目だという話しをしたんです。 

４．豹変する母親・・・母親が信じてやらなかったら 

私：そうですね。Ｂ子さんを信じるってことは、Ｂ子さんの言葉をその
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まま信じることではないんですね。 

父親：Ｂ子がそういう風に努力して、こうしようとしてるっていうので

やってけば、自分の子だから、よく見た言い方ですけど、自分の子だか

ら、きっと、なれるんじゃないかとそういう風に信じることはいいけど

も、今、言っていることを信じるということ自体は信じられないし。 

私：何かね、母親が信じてやらなかったら誰が信じるんですかと、 後

にはなっちゃうんですね。僕も諦めてしまって「しょうがないですね、

お母さんがおっしゃればね、お母さんが親権があるわけですから。一応

お父さんの方にお伝えするようにしますよ」ということになったんです

よ。 

父親：そうでした。それから私から電話を入れたんでした。 

私：その電話が嬉しくてたまらなかったみたいですね。お母さんからそ

の後、直ぐ電話がありました。「今、Ｂ子の父親から電話が掛かってきま

した。もう全部、先生取り消します、全部、先生お願いします」と、弾

んで嬉しくてたまらないような声で掛かってきたんですよ。 

  で、僕はびっくりしたんですけどね。この豹変は、Ｂ子さんが豹変す

るのはお母さんが豹変するのと似てるなあと思ったんですよね。それま

では、けんもほろろでね、ちょっと考えませんかって言うのに、「いや、

飛行機の券を予約しました」と。「飛行機の券は予約取り消しのできない

切符なんです」とおっるんですね。全く感情的な人ですよね。僕は諦め

て電話を切った。そしたらまた電話が掛かってきましてね、やっぱしと。 

父親：その日の夜ですか？ 

私：ええ。また自信がないんだってことで。 

父親：愛情とかじゃなくて、結局いつも、自分で決めてないんですよね。

そのくせ、自分がこうしなければならないってことを考えないっていう

か、考えられないのかもしれないけど。 

  自分のうちのことにしても、以前から何かあると「だったら親でも誰

でもいいから、相談すればいいじゃない」って言うと、「親なんて相談し

たってわかってくれない」とかね、そうやってすぐ決め付けてやってる

んですね。 

私：そうですね。結局、１番初めから説明しますとね、「私の娘を泥棒呼

ばわりする病院には置けない」って言われたんですよ。「何、言ってるん

ですか」って怒ったんですけどね。 
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  うちの職員の１人がですね、「嘘ばっかり言ってたら、あなたは詐欺師

にしかなれないよ」と言ったんですって。看護婦さんか、心理療法士か

な。そのことをお母さん、恨んでるんですよ。私の娘を、詐欺師呼ばわ

りする職員のいる病院には、置けませんと言うんですよ。 

  よく聞いて行くと、うちの職員から「じゃあ、いつ退院するのか」っ

て言われた、「だから私は退院させるんです」っておっしゃるんです。

「そんな無責任なことはしませんよ。私達はお預かりしたら 後まで責

任取りますよ」って言ったんですけどね。 後には職員が、「うちの病院

では治療が限界だから退院させてくれと言われたから、退院させるんで

す」という言い方をされるんですね。 

  で、誰が言ったのか確認することになるのですが、看護師Ｙの名前が

挙がります。この看護師Ｙは例の３人の男性の内の一人なんです。その、

……Ｂ子が避妊具持って行って、「今夜、これでしよう」と手紙を書いて

送った男の一人なんですよね。どの男も成功しなかった。 後の看護師

Ｙっていう男はうまくいくんじゃないかと思ったようなんですが、Ｙ君

が報告して初めて事実がわかってきたわけなんですよ。Ｙ君が電話でお

母さんに「僕の力には負えません、限界です」と言ったのは事実らしい

んです。 

  「お母さんは『退院しろ』と言われたから、退院させると言っている

けど、＜お母さんが、退院させたいから退院させる＞ように聞こえます

よ。もっと、冷静になりなさい、２、３日考えなさい」と言ったんです。

だけど「いや、明日の１２時には、出して下さいの一点張」だったんで

すね。その辺は僕にはどうも、お母さんご自身も病的に感じるんですね。 

父親：そういうとこありますね。 

私：実はね、もうちょっと話しますとね、今お住まいの所は、Ｍ市の坂

の上の方らしいですね。Ｍ市の高台の山の上みたいな所にお住まいなん

でしょ？ 

父親：はい。 

私：時々そこをね、お母さん、見に行ってるらしいんですよ。これは僕

は御主人に対する愛情だと思うんですけどね。 

父親：そういう問題じゃないと思いますけどね。 

私：違うでしょうかね。 

父親：その話が出たんですか？ 
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５．緑の芝生があって、白い家 

私：ええ。緑の芝生があって白い壁のお家だそうですね、お住まいがね。

「主人の家を見に行った」、「緑の芝生があって、白い家があった」、「そ

ういう家はＢ子が住みたいと言ってた家なんだ」と言われるんです。Ｂ

子は「芝生があって、白い家に住みたいと言ってたんだ」と。 

  「そういう家を、今の奥さんに作ってやってるんだ」という風におっ

しゃるんですよ。「私は、実は、訪ねて行ったんです。家の中を覗いてみ

たら今の奥さんが縁側で寝そべってた」と。「決して、幸せそうじゃなか

った」と言われるんですね。 

  「決して、幸せそうな表情ではなかった」と。「えらく退屈そうで、生

活に疲れたように見えた」とおっしゃるんですね。そういうところが完

璧な嫉妬心だと思うんです。 

父親：そうですね。 

私：そこまで、表情まで見えるっていうのがね。表情っていうのは、彼

女の、お母さんの期待っていうか、空想が入ってると思います。 

父親：それと、ひょっとしたら違う家かもしれません。 

私：ああ、そうですか。なるほど。 

父親：あの、というのは、別にＢ子の思ってた家と言うかもしれないけ

ど、私としては、そういうことは、あんまり無いわけですよね。どうい

う家かってことは。 

まだ結婚して３年ですからね。家だって正直言って新しく建てたわけ

じゃなくて、私の銀行のお客さんのもう１２年くらいたったもの。芝生

ってったって、まあ駐車場に芝生なんてちょっぴり、縁側もないですか

ら。 

私：じゃあ、別のうちと間違ってるのかもしれないですね。まあどっち

みち、彼女の中には、そんな風な気持ちがあって、今の奥さんの背景を

いろいろ調べ出したみたいなんですよ。そういうことからみてもですね、

なんか、お母さんのとってる行動も、病的なところを感じるんです。 

父親：だから、前もそうだったんですね。私と女房が仲良くしてた頃も、

そういう風に、よくありますよね。今で言うスト－カ－っていうんです

か、あちこちこう、覗きまわったり、或いは当人に言わないで、周りの

ほうで噂を自分でたてたりとか、そういう様な性格だったんですね。 

私：自分でもね、そんな性格いやらしいと思うらしいんですよ。「でも主
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人は嘘つきなんですよ。だから、主人を調べないといけないから調べた

んです」とおっしゃるんですよ。主人は私と結婚してるのに結婚したん

だと。主人はそれを隠して私と結婚したんだと。 

父親：そんなことあるわけないですよね。そんな隠しておけるわけない

し。周りの人間聞いたら、何言ってんのと言われますよ。 

私：お母さんの虚っていうか。空想がそのまま事実みたいになってしま

うのは、どうもおかしい。 

父親：おかしい。 

私：それを結局、子供が習うことになるんですね。そういう意味ではこ

れから一緒に暮らすのは難しいと思います。まあ、少なくとも今すぐっ

ていうのは難しいですね。 

父親：そうなんですよね。ただ、Ｂ子自身がそういう風に変われるもん

であれば、私もどっちかって言うと、母親と一緒に生活しないほうがい

いんじゃないかと思って……。 

  この前のことがあってから、この前っていうのは、１番 初に、先生

が「どうして叱らないんですか」って、こっち（宮崎）に連れてくる前

ですね、その話があったときに、そういう話聞いたときに、駄目だなと

（思ったんです）。 

  その前も特に、Ｂ子がどうのこうのってなかった時ですけど、いっし

ょに遊びに行ったりなんかしてた時もね、まだ中学生ですけども、「Ｂ子

とＣ男（Ｂ子の弟）が中心になってしっかりしてくれるよな」って、た

まに冗談じゃないですけど、冗談ぽく言ってたんですけど。「だって、こ

ういう風に言うと、いつもお母さん怒るんだもん」て言うから、「それは、

そういう性格もあるんだから、しっかりしてくれるよな」とか、そんな

に悪い冗談じゃないですから、言ってたんですけど。 

  やっぱり私が、Ｂ子とＣ男をどうやって面倒みるかは別としても、私

のほうが引き受けてもいいと思ってるんだけど、母親が何て言うんです

か、「子供がいないと、狂っちゃう」みたいな、そういう風になるんじゃ

ないかと（考えたんです）。 

  尚かつＢ子たちにしても、やっぱり母親のほうがいいんじゃないかと。

で、私自身がＢ子とかＣ男達とつきあい無いわけじゃないし、日常のこ

とで何かあればね、聞いてやればいいんだから、母親のほうがいいかな

ということで母親ということにしただけであって。 
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  自分が親となれば、もう少し変わるんじゃないかと思ってたんですけ

ど、赤ん坊とか幼児よりも大きくなるにしたがって、＜親の方がきちん

と出来ないことが逆に出てきちゃった＞ような感じがしますけど。 

  Ｂ子自身が、母親のほうはあんまり期待できないと思うんですが、Ｂ

子自身が前に先生からお聞きした岡山県の人みたいに、病院の方で「自

分の面倒をみれるみたいな立場」になれるぐらいの人間になってさえく

れれば。 

  とりあえず今、先生のところでお世話してもらって勉強とかしても、

将来的には高校卒業したくらいの年になってきて……。そして独立とな

れば、それぐらいの年になれば、まあうちの親もどうなってるかわかり

ませんが、そういう風なところで生活できるとかいう風になればいいと

思うんですけど。 

６．母親がコントロールできない 

父親：いつも、家に帰るとかなんとかっていうんですけど、私にしてみ

れば「帰る家のほうに、問題がある」と思うんですけど、それは別とし

て、要するに普通の、今までのＢ子に戻ってさえくれればいいんですが、

まあそれに対してですね、先生のほうも、指導の方法も、あまり母親に

頼るというか、母親に関係しない方法で、私もＢ子に対して、何かそう

いう風に、「まず、自分自身でちゃんと考えなきゃだめなんだよ」という

ことをやっていくには、どういうことを私は注意していったらいいか（分

からない）。 

  Ｂ子自身にどういう風に……、具体的に……例えば、「良い子になるん

だよとか、頑張れよとかしか言えない」わけですよね。で、そういうこ

とは言えるんですけど、具体的に「こうなったらこういう風になれるよ」

っていうことが、具体的に言えないというか、どういう風に言葉で言っ

たり、あるいは私がＢ子自身に「どうやってそれを言ったら良いのか」

「気持ちを伝えていったら良いか」？ 

私：そうですねえ……。 

父親：その目標みたいなものが、こういうことなんですけども。＜具体

的に、日常生活の中で、私はどうしていったら良いのか＞と。 

  例えば、何か努力して１００メ－トル何秒にするとかっていうのとは

違うもんで、＜どういう風に私は関与していったら良いのか＞と思いま

してね。それを先生にご相談したかったんです。 
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私：整理しとくとですね、なぜ宮崎に来たかっていうとですね。１つは

その夜遊びの問題があったんですよね。お金を持ち出すっていう問題が

ありましたよね。使うお金は次々増えていく。お父さんから貰ったお金

も全部消えていく。 

それから非行がどんどんエスカレートして行った。非行の結果が売春

まで至る絡みに進行する。それと不登校ですね。非行と不登校の２つが

主だった症状です。しかし、その根っこにあるものが「お母さんがＢ子

をコントロ－ルできない」ってことですよね。お母さんがＢ子さんをコ

ントロ－ルできるようになれば、全部、解決しますよ。 

  大阪行っちゃって、２、３日家に帰って来てませんでしたよね。いつ

どこで過ごしているかわからないというような事で、お母さんは不安で

しょうがなかった。それでお母さん「入院させてくれ」って事になった

んですけど。ですから、そういう非行、それを改めなければならないと

いうことになります。 

７．平然と嘘を……父親は信じたくない 

私：病院の中で目立つことは、やはり虚言が多いんですね。お金だって、

彼女は盗んでないって言ってますけど、盗んでる様子があるんですよ。

彼女が閉鎖にいる間は起こらないのに、開放に出るとお金がなくなるの

が多いんですよ。患者さん達のお金が。（父親としては信じたくないとい

うような表情） 

  実際、患者さん、ある患者さんが見てるんですね。「夜、私のベットま

で来てた」と言うわけなんですよね。その子はしっかりした子ですから、

怒って追い返したと言うんです。そのことを看護婦さんが問い詰めると

「奴は寝ぼけてたんじゃないの」とＢ子は言うわけなんです。 

  でもそれはＢ子さんのとぼけで、実際には物色してたと看護婦たちに

は見られています。それは雰囲気で判るんですね。決め付けみたいに思

われるかも知れませんが、他の証拠もあるんです。それは、Ｂ子さんは

結構、買い物が多いんですね。お菓子買ってたり、いろいろなもの買っ

てですね。小遣いは限られてますから、その金はどこから出てきたんだ

ろうって事になりますよね。 

  病院の向こうに県庁があって、県庁の裏側の所にうちの遊学舎ってい

う勉強したり、面接したりする所があるんですね。そこに今も昼間、行

くんです。ところが勉強の途中に、周りの店から結構、買い食いしてる
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みたいなんですね。 

  どうもその金の出どころがおかしいと。お金がなくなるという事と、

彼女がお金を持ってるということがあるとね、盗んだんじゃないかとい

うことになってるんです。 

  一昨日もこんな虚言がありました。Ｂ子が時計を持ってるんですね。

今、２人部屋なんですよ。１人は、ＮＴっていう女の子。この子もしっ

かりした子なんです。私が主治医で、まあ、そろそろ退院かという子な

んですけど、その子と２人部屋にしたんですが、Ｂ子が「私の時計の秒

針のカチカチという音がうるさいと言って（ＮＴさんが）電池をぬいち

ゃった」って言ったんですね。 

そう、うちのＹＭっていう看護士に向かって言ったんです。他の看護

士は、そんなことあるかなと思いながらも、「ＮＴさんも、そんな勝手な

横着なことしたのかな」と思ったみたいなんです。 

  だから＜そんな勝手なことするんだったら可哀想だからＢ子の部屋を

替えようか＞って話しになったんですね。しかし、いや、ちょっと待て

よってことでね、２人の意見を聞こうということになった。部屋に行っ

て、看護士も一緒に行って、Ｂ子さんと心理療法士と僕とで、Ｂ子さん

とＮＴさんの同時面接をおこなったんですね。 

「昨日の時計のことだけど、ＮＴさん、勝手に電池抜いたんだって」と

聞いたんです。そしたら、ＮＴさん、「そんなことありませんよ、勝手に

抜いてませんよ」って言うんです。「秒針がカチカチうるさいから、動か

してよ」とは言いましたよと。 

  そこで、Ｂ子のほうに「おかしいよね」って言ったらですね、「電池を

抜いたのは、私です」って平然と言うんですよ。部屋を発ってからＹＭ

君に「彼女は君にどう言ったんだい？」って聞くと、「ＮＴさんが勝手に

電池抜いたとはっきり言った」んだというわけなんですよね。看護師の

ＹＭ君は信頼のできる男です。Ｂ子さんは、そんな見え透いた嘘を言っ

て、＜私は被害者だ＞と、被害者として演技してるわけですよね。 

  私達はこういう場面を利用して、「また同じ嘘だったね。こういう風な

ところから、人間、だめになっていくんだよ」って教えて行くことにな

ります。今やってることは、すごく大事な部分だと思うんですね。虚言

があって、どうして虚言が出てくるのかっていうこと。＜自分の思いを

動かすためには、演技しちゃう＞っていうところを自覚させなければな
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らないんですね。 

父親：自分の思いっていうのは、何の思いですか？ 

私：ですからね、コントロ－ルしたいんですよ。１人の男性に、自分を

＜かわいそうな子と見てもらいたい＞というか、可愛がってもらいたい

というか、そういう思いがあればね、私の時計の電池を（ＮＴさんが）

勝手に抜いたと言うほうが効果的なわけですよね。あるいは、お母さん

に向かって「男の人から強姦された」と言うほうがお母さんをコントロ

ールしやすいわけです。 

  そういう風に言うことによって、自分を正当化する、＜目的とする人

を自分の思う方向に動かそうとする＞ということじゃないでしょうか。

そういう風な虚言、病的な虚言だと思います。例えば３人の男性職員を

誘っているのですが「強姦された」と言うことによって、病院や母親を

コントロールし易くなる、コントロールする材料が手にいることになる

んですね。 

  何故病的かというと、普通の人だったら、嘘がばれたら照れますよね。

彼女は、そのあとケロリとしたもんですよ。ケロリと。嘘がばれても、

恥ずかしいという表情が全く見れないんです。ですから、第三者から見

ると横着に見えるんですけど。横着じゃなくって、どうも「恥の意識だ

とか、悪いことをしたという罪の認識」が無いんじゃないかなと思いま

す。知識としてはあるんだけど、実際の感情が、彼女には無いんじゃな

いかなと思うんですよ。 

  ですから、その盗むって事に関しても、いくつか事実が他にも指摘さ

れてます。例えば、小さなことから言うと、小さな小物や本だとかがな

くなるみたいなんですよ。Ｂ子の部屋からね。それをＢ子に言わせると、

＜私だって時々やったことがあるんだから、良いと思った＞って言うん

です。お母さんもご存知なことなんですけどね、そういった虚言は。そ

ういう形で言えば、いっぱいあったみたいなんですね。 

父親：それでもなおかつ、そういう風に今回も、自分で責任持っちゃう

っていうのが、あれなんですけど。 

私：言葉を変えるのが上手っていうか、もう、ばれたと思ったら、さっ

と言葉を変えちゃうんですよ。その、野島診療所（現在は休眠している

思春期の子供達のための診療所）の女の職員２人にですね、うちの職員

から強姦されたっていう風に言ったって、僕、 近聞いたんです。そこ
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で、Ｂ子にこんなこと言ったらしいねって言ったら、「私、そんなこと言

ってません。絶対、言ってません」て言うんですよね。 

  後日、野島診療所にお母さんと一緒に来た時にね、その診療所の職員

と話すことになりました。カルテを見ながら話したんですが、私が記載

してある内容を話すと「無理やりされたとは言ったんです」って言うん

ですね。 

「無理やりされたってことは、強姦ってことでしょ？」と言うと、「私は、

強姦って言葉は、知りませんでした」って言うんですね。 

  結局、逃げちゃう。例えば、お父さんから借りたお金だって、携帯電

話を解約するとか言いながら、別のことに使ってますよね。それも、言

い訳してますよね。 

そんな風にですね、本当に恥ずかしいだとか、悪いことをしたという

気持ちがあれば、簡単に言い訳はしないはずなんです。 

父親：この前もそうなんですけど、お腹がすくって言う。年頃からいっ

て当たり前だと思うんですけど、私が宮崎に行ったときは１日３００円

だから、ほとんどパンとかで終わってるって言ったんですよ。そのあと

の手紙に、お金が入ってないんだって言うんですよね、口座に。で、私

は母親がちゃんと入れてないのかなと思ったんですよ。 

私：小遣いは、１日３００円以内です。 

父親：それ以外の、例えば洗剤なんかを買うときには出してもらえるっ

ていう話だったんですよね。その、Ｂ子の口座から出して使えると。で

結局、さっきの話し聞いてますと、買い食いができるということは、結

局、今回の手紙にも「お金が入ってなくて、食べ物が買えなくて、お腹

が空いてしょうがない」と書いてあるわけなんですけど、結局それも食

事だけじゃなくて、違うものを買っちゃったりとか、それで結局、無く

なっちゃうんでしょうね。 

  前回もそうですし今回もそうなんですけど、まず本当に母親がお金を

入れてこないんだったら、私がお前の口座に直接入れると。その代わり、

自分で何に使ったか、小遣い帳を書けと。もし、お金が入ってないって

ことは、お金が通帳に入ってない、物が買えないってことは、母親が送

ってこないってこと以外は無いわけですよね。 

  どうしてないんだと。母親が送ってこないのは、どうしてなのかきち

んと書けと。書けばそれなりにきちんと考えると言っても、その事は一
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言も言ってこないんですね。 

  先程、先生が勉強に行ったりなんかしたときに、いっぱい買い物して

るとかって。そこからいくと結局、自分で全部使っちゃって、無いとい

うことになっているのかと。 

８．いろんなものを買って、人に与える 

私：買って来たものを人にやっちゃうんですよ。お母さんが送ったもの

も全部ね、ぽんぽんやっちゃうんですよ。全部取り上げましたけどね。 

父親：それは、何でやっちゃうんですか？ 

私：なんか、それがね、彼女のね、人と交流する時の要領のようです。

物をやるって形でしか交流できないのかなって思います。 

  お母さんが怒ってらしたんですが、避妊具を買っているんですね。そ

れも女が使う避妊具で、どうやら２千円するんですね。お母さんは「ど

うして、こんなもの買ったの」と怒ってましてけど。 

  それを買って、Ｙという看護士、新婚さんなんですよね、に渡す。「新

婚さん使いなさい」と。「で、そのあと私としよう」って、手紙が付いて

いるんです。２千円もする避妊具を買ってるわけです。 

  彼女が１日３００円の小遣いしかないのに買えるわけですから、おか

しいことですよ、実際に。どこから出てきたかということはですね。で

すから、いろんなものを買って、与えるっていうことをやってるんです

ね。 

父親：結局、前、Ｍ市にいるときも、「これあげる」って、「取ったのか？」

って言ったら、「いや、取ったんじゃない」って。「去年着た洋服はどう

したんだ？」って言ったら、「みんなあげちゃった」とか。 

私：そうなんですね。それが、だんだんわかってきたんです。Ｍ市でも

ね、弟さんの塾代に置いていた７万か８万のお金を取っちゃうとか。 

父親：それちょっとわからないんですけど。私、いつも母親の口座に振

り込むわけですよね。それが何故、Ｂ子がお金を持ち出したりできるん

ですかね。 

私：たまたま現金になっていたんでしょうか？ 

父親：それも少し変な話ですよね。 

私：それが７、８万盗んだってことでしょ。お友達のうちでも、盗んで

るんですよね。お友達のお母さんのハンドバックから盗んでるんですよ

ね。 
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父親：ああ、それは、聞きました。 

私：それは、十何万盗んだ。 

父親：私、聞いたんですよ。宮崎行ったときに、娘に。「それは盗んだん

じゃなくて、私がやったんじゃなくて、その子がやって、私が貸した物

は返さないくせに、自分が自分の母親から盗んだ物は、私が取ったとい

う風にしてる」という風に説明したんですよ。 

私：その辺のことごとがですね、お母さんのネックレスにしても、全部、

友達のお母さんから。私盗んでない、友達が盗んだと言ってる。友達が

盗んだって言ったって、親子じゃないかって言ったんですね。そういう

風な行動が起こってるのに、お母さんはコントロ－ル出来なかったわけ

ですよね。 

父親：それで段々いろんなことが……。要するに自分は物をあげて、自

分と友達になってもらうというか、付き合ってもらうということなんで

しょうね。 

私：そうですね。まあ、非行の子達に多いんですよね。人の服を着てみ

たり、自分の服を着せてみたりね、自分のものと他人のものが区別がつ

かなくなってるのが多いんですよ。 

  彼女たちが盗んだりしてるのも借りてる気分。平気なんだと思うんで

すよ。罪の意識とか無いんですね。悪いことしてるって気持ちがあった

ら、ばれたらしょげるはずですけど、全然しょげませんからね。 

父親：そういうことやってても怒られなかったから、そうなっちゃうん

でしょうね。 

私：そうですね。あの子たちは、人のうちで寝ようが、人のうちで風呂

に入ろうが、平気なんですね。ですから、人の物を取るのが平気なんで

すね。 

  私達の病院に来てから、人に物をやるって行動に関しては、多分数え

れば、７、８回は起こしてるんじゃないでしょうか。職員にもいくつか

やって、もちろん職員から取り上げましたけど。 

  自転車を盗んだときのこと、御存知ですか？  あれもですね、お母さ

んの解釈はですね、Ｂ子が盗んだんじゃないんじゃないかと。人が盗ん

でですね、置いてて、それを遠くから見てたみたいですね。盗んだ子達

は。Ｂ子は乗れって言われたって言うんですね。乗ったら結局、Ｂ子だ

け逮捕されてしまったと言うんですね。 
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父親：それ聞きました。 

私：それはどうも、お母さんの思い入れみたいなものがあるのかもしれ

ませんね。 

父親：それも今、いろんな流れを聞いてきて、推測するとわかりますね。 

私：今度はスーパーでシャツを盗みまして、捕まりましたよね。警察に

ね。そういうことは、知らなかったですか？ 

父親：知らなかったです。 

９．お母さんの作り話 

私：そうですか。盗んだものは、セーターだとか、何点か、２点か３点

盗んだんですよ。これは店員から警察に通報されて、警察に入れられる

んです。 

  その時にね、これは事実かわからないんだけど、お母さんが迎えに行

ったらね、本当はお父さんに迎えに来てほしかったんだと言ってたと。 

父親：それは自転車のときと。 

私：ああそうですか？ 

父親：だとおもいます。 

私：自転車のときは、大して不安が大きくなかったんじゃないかな。ス

ーパーの場合には、スーパーの店員の通報だから、もうちょっと大事に

なってるんですよね。 

  そういうわけですから、お父さんに迎えに来てほしかったと言ってた

というんですよ。Ｂ子に聞くと、「そんなことは一言も言ってない。お母

さんの作り話でしょ」とか言ってますけど。ほんとに作り話なのかもし

れないと思ってるんですけど。 

父親：それは、ちょっと、わからないですけど。 

私：虚言が多くって、あるいは虚言に結び付く行動が多い。そういうこ

とがあればね、僕はほんとに、なかなか難しいと思いますよ。 

父親：私もそう思います。ただ、嘘なら嘘にしぼって、そういうものは、

水野先生、治す方法っていうか、時間を費やすってこともあるとは思う

んですけど（あるんですか？）。 

私：彼女が、物を盗むってことはですね、彼女自身が、信頼できる対象

が見付かってないからだと思うんですね。次々と、男性に近付いていく

ということも同じことですね。 

  ですから、さっきあげた３人の男性というのも、彼女から近付いてい
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ったわけですよね。その１人の子の場合は未だ若い男でしたから「Ｂ子

さん可愛いな」くらいの気持ちがあったらしいんです。 

  時間も場所も全部、聞いてみたんですけどね。半分本当で、半分嘘だ

ったのかなと思ってるんですけど。（Ｂ子さんは）野島診療所に、５時半

までに帰らないといけなかったんですよ。それが、４時の電車に乗り遅

れたと。 

  若草病院の待合室にいたらしいんですが、そこにうちの職員と見知ら

ぬ人がいたと言うんです。職員とその友達だったらしくって、その友達

の車に乗せてくれって自分から頼んだ。そしたら診療所まで送ってくれ

たと。 

  その時、送ってもらったのは隠そうと思って、５時すぎの電車に乗れ

ば、６時すぎに着くから、電車に乗って来たことにして、嘘をついたん

だって言うんですね。 

  車に乗っていた時間は４時すぎから６時までの２時間で、その間、青

島の海の近くで、ベンチの前でセックスしたんだと言うんです。その時

間帯は明るい時間帯ですから、「明るかったんじゃない？」と言うと、

「はい」と答えます。「車の中で、セックスするっていっても、簡単にで

きるか。人が来るとこでしょう？」と聞くと、「その時は来なかった」っ

て言うんですね。いろいろ聞いていくと、事実じゃないってことになっ

てくるんですけど。 

父親：それも自分で作るっていうのが、またすごく怖いですね。 

私：そうですね。「しかもその場には看護師さんもいたんでしょ。３人で、

そんなことするか」って言ったんですよ。すると「（職員は）ちょっと、

出掛けて行ったんだ」と言う。「ちょっと、出掛けて行ったって言ったっ

て、車からうんと離れた所にいるわけじゃないわけだから、君、恥ずか

しかっただろう、そんなことするの恥ずかしくなかったの？」と聞く。 

  すると結局、嘘なんですから、答えに困っちゃうわけですよね。とい

う具合で、３人の職員とも親しい関係になりたいと、信頼関係になりた

いと、彼女から近付いてるわけだけど、相手にされない。 

  それが不満になってくるわけですよね。その不満みたいなものが、物

を盗んだりとか、刹那的な行動に走るだとか、そういうことと繋がって

るんじゃないかと思うんです。 

１０．再婚してるけど、お前たちの父親 
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私：その辺がですね、お母さんが関与してる部分でもあるんだけど、 ＜

お父さんが自分から逃げて行った＞、＜自分たちを捨てて若い娘と住ん

で、私はお父さんのいない人間なんだ＞というところを寂しく感じてる

と思うんですね。 

そこで、「お父さんは再婚してるけど、お前たちの父親なんだ」と、は

っきり言ってもらえれば、彼女の心に響くと思います。 

父親：それは私、１番（気をかけてきました）。結婚する前もそうでした

けど、Ｂ子とＣ男には、いつもそういう風なことは、ちゃんと手紙に書

いてたんです。口で言うのはちょっと恥ずかしいし、照れくさいから。 

  そういうことでは、寂しい思いっていうか。ただ一緒には住んでない

けど、何かあれば言ってきてくれるし、ということもありましたので。

そういうことを１番大切にするようにってことは意識してたんですよね。 

私：１番問題なのは、お母さんなんじゃないかなと思うんですね。お母

さんがＢ子さんに、焚き付けてるんじゃないかという気がするんです。 

父親：それは、あると思います。 

私：お母さんは意識していないとしても、結果的に焚き付けてることに

なるんですよね。 

お母さんは、「Ｂ子は、お父さんが赤ちゃんを抱っこして買い物に行くの

を見た。それから 

非行に走り始めた」とおっしゃるんですよ。 

「高校に入るまでは、非常に真面目な子だった。３月か４月ごろに、お 

父さんが、赤ちゃんを抱っこしてるのを見た。それで、決定的にお父さ 

んは私のものじゃないと思ったんじゃないか」と。それでＢ子は、非行 

に走り始めた、とお母さんは解釈するわけです。 

  お母さんがそう解釈してるということはですね、Ｂ子に言ってるのと

一緒ですよね。「お父さんには娘があるんだよ。お父さんはあんたをとら

ないよ」と言ってるのと一緒なんです。 そういうことがＢ子の中にね、

「めちゃくちゃやっちゃえ」っていう気持ちをつくってると言えます。

そういう意味でのお母さんとの関係がまずいなあと思うんですよ。 

１１．父親を子供が求めるように仕向ける 

父親：それは私も思います。Ｂ子のことじゃなくても、以前にも同じよ

うなものがあったというか。だから例えば、私がうちに行かなくなった

時もそうだけど、何かっていうと 
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＜父親を子供が求めるように仕向ける＞という、必要以上にね。昔、私

そのことを、家内と私の両方を知ってる友達に言われたんです。 

  まだＢ子が小学校４、５年生くらいだったと思うんですけど、私は、

向こうの実家、母親の実家に行ったりして、話したりするの駄目だから、

しばらく行かなかったんですね。 

  そしたら、俺が帰って来ないと、子供達が「お父さん帰って来ないっ

て言って泣いて、眠れない」とか言うんですよ。その時は私はあまり疑

ってなかったんですが、でも「おかしいよな、こういう風に言うんだよ」

と（友達に）言ったら、「それは完全に母親が、そういう風に仕向けてる

んだよ」と言って。 

  私自身は、小学校の上級生になってからは一緒に遊んだりなんかして

ますけど、もっと小さい時は、今の子供（再婚した妻との間の子）もそ

うですけど、小学校１、２年とか幼稚園の時は全然相手にしてませんの

で、子供がそんなに私を追うこと自体が、不思議でしょうがなかったん

ですよ。 だから今でも、自分でできないとなれば、そういう風に子供を

洗脳させるみたいなことをしてるのかもしれません。 

私：Ｂ子さんたちの家の近所に焼き肉屋さんがあるんだそうですね。焼

き肉屋にお父さんが頻繁に来ると。あれは止めてほしいという風なこと

を、お母さん言ってますよね。 

父親：Ｂ子が、私の車の中にメモ書きして、「私とお母さん、こんなに苦

しめたのに、来るのか」と（ありました）。 

  なおかつ、あの女の人（現在の私の妻）が来るんだと。で、私、その

焼き肉屋に行ったんですけど、あそこっていうのは銀行の寮があって私

も確かによく行ってたんですけど。よくって行っても、一月に１回か、

それぐらいですけどね。 

  たまたまその時も、銀行の人間８人くらいで行ったんですが、私と銀

行の女の子２人で、予約の時間になっちゃったから先に行ってたんです

よ。２人きりでっていうのは、それを見たのかなと思ったんです。その

時はね。 

  だけど考えてみると、その子と一緒に店に行ったっていうのは早い時

間で、それから２０分くらいで皆来ちゃってるわけなんですよ。で、私

の仲間が来ないかなと思って見てるときは来てないわけですから、Ｂ子

が見た時っていうのは、ほんとに見てれば私とその２人きりでいるんじ
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ゃなくて、大勢いたはずなんですよ。 

  まあ確かに、テーブルは分かれてるんですよ。このぐらいの幅で。で

も私のところにも、２人じゃなくて４人いたわけですからね。だからそ

ういうこともおかしいし、私、それ全然知らなかったんですけど、次の

朝、車に乗ろうと思ったらドアを開けたときにパタッと落ちたんですよ。

何かのメモ書きに書いてあるのが（先の述べたメモ書きのこと）。 

私：その時、Ｂ子さん、１時間くらい眠れなかったんだって、お母さん

言うんですよ。 

父親：そう言ってましたね。 

私：それでなんか、食事するとこなんて沢山あるのに、どうしてわざわ

ざ自分のうちの近くでするのかと手紙に書いたって言うんですね。お母

さん宛てに。 

父親：うちのですか？ 

私：うん。ちょっと記憶違いだったかな。何かそんなこと。なんか「あ

なたの息子にね、うちの近くで食事しないようにって言って下さい」っ

て手紙を、お母さん書いたみたいですね。 

父親：だって、そういう風になったら、別れた親だと思ってるんだった

ら、何も言ってかなきゃいいのに。 

  そのくせ初期のほうですけど、Ｂ子が去年の８月末にいなくなった時

に、うちの方に電話して、Ｂ子がいなくなっちゃったんですけどって言

って助けを求めて来ているんです。 

私：そうですか。その焼き肉屋の前にね、Ｂ子さんが１時間ぐらい立っ

てたというんです。お母さんも一緒に立ってたのかな。お母さんの感情

が、お母さんのお父さんに対する感情が、いわば、Ｂ子さんと共有する

ところがあるんですね。ますます「Ｂ子さんがお父さんに対する捨てら

れたという感情を、お母さんに強化された」という構造が見えてくるん

です。 

  ですから、中学時代は頭良かったのに、高校に入ったら急に悪くなっ

たというのは、そこにあるんですよね。＜お父さんには子供ができて、

完璧に自分から遠い所にいってしまった＞と。 

  それが今回、お父さんがこんな風に努力されてですね、いわば「もう

１度、父親します」と言ったときの、お母さんの喜びようといったらな

かったんですよ。すごく、もう、はしゃいでね。 



445 

 445 

父親：Ｂ子じゃなく、自分自身がですね。 

私：そうなんです。お父さんは「自分のこと見捨ててなかったと。自分

のために、動いてくれた」という嬉しさだと思うんですね。 

父親：見捨ててますけどね。母親のことはまるっきり。 

  Ｂ子のことだから、動く気になるけど。私はでも、今の母親と一緒に

なる時そうですけど、一旦別れた人間とは一切話ししないって（決めて

います）。 

  何もいらないし。私自身が、別に結婚とかじゃなくて、付き合ってた

だけとして、一旦終わったものはまた付き合うとかはしない人間なもの

で。 

  そんなことは前から言ってるのに、何やらかんやら言ってくるから、

初は、見ないで破いて捨ててたんですけど。Ｂ子がそういう風に問題

になってから、たまに手紙がくると、ちょっと見るようになったんです

けどね。それまで一切、捨ててた。どうしてよこすのかなと思いますけ

どね。 

  しかもそれだって、行動に出たのは私ですけど、男と女なんて、大体、

両方が原因があるはずですし、ただそれが強いか弱いか、表に出るか、

行動に出ないかだけであって。 

１２．「一緒にいた時と同じだよ」 

父親：ただし母親は多少、社会に出てるから、ここまでやっちゃいけな

いっていう限度はある。Ｂ子の場合には限度がないっていうか、思う通

りにっていうか、それがあるなあと。 

  で、こちらのほうに戻るんですけど、嘘というか、そういう気持ちか

らいって私は今まで通りといいますか、今までもそうだし、これからも

そうだし、Ｂ子に対して別に「一緒にいたときと同じだよ」というよう

な気持ちで接していって（良いのでしょうか？……と言おうとして、口

ごもる）。 

私：そうですね。俺はお前の父親なんだよと言うことは大事ですね。母

親に対しては、離婚してからほとんど会っていないと。だけど、君の父

親であることに変わりはないんだと強調されたほうが良いと思うんです

よ。 

父親：宮崎にお世話になってからも、それ１回書いたんですよ。親同志

は＜別れて、全くの他人だ＞と。＜だが、お前とは違う＞と言ってるん
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ですけどね。 

  あと結局、自分で、物とか目立つこととか甘えることとか、そういう

ことで人を引き付けたくて（やっても）、まあ、駄目ですよね。 

  男だって女だってそうだけど。で、やっぱり自分が人に好かれるよう

な人間になってくれないと。そんな、物とか、表面的なものじゃ駄目だ

と思うんですよ。その辺を含めて、機会あるごとにと言いますか、表現

をどうしたらいいのかわからないんですけど、なるべくその辺を配慮し

て、また書いたり話したりしていきたいと思うんですけど。 

  （今日のこの会話の） 初の方の、病院の方でも、嘘つきというかそ

ういう行動というのは、何らかの直せる方法といったらおかしいんです

けど（あるんですか？） 

私：確実に治せるという自信はありませんよ。だけど、挑戦しましょう。

こういうケース多いんですよ。 

父親：ああ、そうなんですか。 

私：シンナー吸うとか、万引きするとか、暴力するとかっていう子達も、

ほんとのところは、突き詰めていくと、親との愛情の確認なんですよね。 

  自分は、親から否定されてるとなってくると、親が自分のことをもう

愛してくれてないというか、親から見捨てられたと思えば思うほど、親

に対して攻撃的になりますよね。自暴自棄になる。そこで親は苦しみま

すよね。親を苦しませてやろうというのも、背景にあるわけですね。 

父親：はい、はい。そういうの聞いたことありますよ。それは嘘と同じ

ようなものなんですか？ 

私：そうですよね。重なっている……。 

父親：非行そのもの、親を裏切る、平気で。 

私：そうですね。裏切り行為なわけですからね。 

  お母さんはどうもね、Ｂ子さんに医者になることを期待してたみたい

なんですよ。なんか、行きつけの病院の先生がね、学費を出してやると

おっしゃったらしい。「頭がいいから、勉強したら、私立の医学部にやっ

てやる」というようなことがあったらしいんですよ。 

１３．お母さんへのご褒美 

父親：そんな甘い話、あるわけないじゃないですか。 

私：僕も甘いなと思うんですけど。女医さんが院長の病院があって、そ

この院長に気に入られてて、確か小児科の病院だったかな、内科の病院
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だったかな、そこによく行ってたらしいんですよ。そこで「あんたは成

績がいいから、私立大学に出してやるから、勉強しなさいと言われてた

んだ」と。 

  お母さんは随分期待してですね、成績も良いしってことで、期待があ

ったんですね。その期待は、彼女にはわかってるわけですよ。「女医さん

になってお母さんを楽にしてやる」ってね、「一戸建ての家を作ってや

る」っていうようなことをお母さんに喋ってるみたいですね。 

  それは彼女からいって、お母さんへの１つのご褒美なんですね。お母

さんの期待に応えたい、医者になって、お母さんにご褒美を与えるとい

う関係ですよね。だけど、いろんな親子のやり取りの中には、いろんな

恨みがあるわけですから、「もうご褒美なんかあげないぞ」っていう行為

が、学校に行かないだとか、非行を重ねる行為なわけですよね。 

  だから、お母さんやお父さんに対する反抗、 ＜自分が愛されてない、

自分は捨てられたっていうもの＞を感じてるから、お母さんなんかに、

ご褒美やらないぞっていう行為をするわけですね。 

  まあ、よくあるんですけど、＜離婚したら、（貴方のしている悪いこと

は）お母さんの責任になるんだよ＞と母親は言う。すると娘の方は＜お

母さんがこうだったから、父親はいなくなったんだよ＞ということにな

るわけですよね。 

  お父さんの前ではお母さんの悪口、よく言うでしょう。この前も、僕

と一緒の時、「お母さんが自分のこと信じてくれない」とか、「自分を

時々殴るんだ」とかって言ってましたよね。 

  あんな風にしてから、お父さんと会うと、お母さんの悪口が出てきま

すね。お母さんと会うときには、お父さんの悪口が出てくるんです。 

父親：そう言われてましたよね。先生からお聞きしました。 

私：そういう風な状況からみて見ましてもね、普段の不満が、訴えが、

今の症状なんだと思うんです。 

父親：ただ自分ではそういう風に意識してないだけなんですね。 

私：そうですね。 

父親：感情で言っちゃってるから。 

私：そうです。ですから、お父さんお母さんが＜貴方のことを大事にし

たいんだ。本当に 後まで父親、母親として責任を取るんだよ＞という

ことを彼女に信じることができるように持って行ければ、治っていくと
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僕は思っています。 

父親：ただ私個人としては、気持ちとしてはわかっても（どうして良い

のか分からない）。Ｂ子に何か言ってあげるにはまずは、そういう風に、

俺のこと信じてくれれば、元に戻れるんだよっていうわけじゃないんだ

から。 

  俺は（昔の父と）何も変わらないんだよということを、本当に植え付

けさせるってことなんでしょうかね。 

私：そうですね、そこはね、こういう風な方法って、なかなか１つ言葉

では言えないんですけどね。 

父親：ただ、雰囲気的には、そういうことなんでしょうか。 

１４．Ａ君の父親の例と 

私：そうですね。あの、全く似たケースが１つありましてね。今年高校

卒業したんですけど、中学３年の時から診ていた男の子のケースのこと

を話しましょう。大阪の中高一貫の学校、名前は伏せますが、優秀な進

学校の子だったんです。 

  両親が離婚されたのはこの子が小学１年に上がる直前の時なんです。

お母さんは、ちょっと大阪から離れた地域の建設業を営む家のお嬢さん。

この子Ａ男とその弟、男の子２人を連れて、お母さんは実家に帰るんで

すね。お父さんは別の女性と再婚しちゃったんです。 

  Ａ男は頭の良い子で、良く勉強して優秀な学校に合格します。ところ

が中学の３年になってから学校行かなくなって、家庭内暴力が始まって、

僕が往診に行くことになったんです。 

  面接を進めて色々聞いていくと、本当はお父さんを求めてるというこ

とが判ったんですね。まあ、どういうことで判ったかというと、彼が一

方的に話してくれたんです。 

  ＜学校から帰ったら突然、お母さんから「荷物を整理しなさい、おじ

いちゃんの家に帰るわよ」と言われた。その時、亀をね、どぶ川に捨て

てきた＞と。彼は「どぶ川に捨てた亀は、先生、死んでるでしょうね」

って、僕に聞くんです。「その亀、どうした亀なんだ？」と聞くと、 

「お父さんと一緒に取りに行った亀。みどり亀っていうのはペットショ

ップで売ってますよね。みどり亀じゃなくって、昔からの亀を取りに行

こう。みどり亀には人間に悪い黴菌が着いているからってことで、お父

さんと自転車に乗って山奥まで取りに行った」 
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「そう！」 

「引っ越すということが分かっていれば、早いうちに元のとこに返しに

行ったんだ」 

……そういう会話をしました。お母さんに「今直ぐ捨てなさい」と言わ

れて、亀を殺してしまった。死んでしまったというのは、父を失ったと

いうことと重なって象徴的ですよね。 

  小学校１年から中学３年までの９年間、彼はお父さんに会ってないん

です。お父さんとの繋がりが自分の中には、亀しか残ってないというこ

とですね。しかもその亀は死んでいるかもしれないと。 

  そこで、私は「もしかしたら君、お父さんに会いたいんじゃないか？」

って聞いたんです。そしたら「会いたいわけでもないけど会っても良い

な」って言葉が返って来たんです。 

で、私は、是非会わせてみたいということになったんです。 

  ところが、お母さんは「絶対嫌だ」と断られます。「絶対嫌です。私は

この子供を自分の力で育てたんです。あの父親の力は、借りたくありま

せん」と。 

そこで、「子供が会いたいと言うのに、親が会わせないのはおかしい」

と私は迫ります。ところがお母さんは「離婚する時に、向こうの親から

言われたんですよ。お前が離婚して、２人の男の子をまともに育てられ

るかどうか、見といてやるって」と言って、表情は頑なです。 

  母親としては恨みがあるわけです。しかも、学校行かなくなってるわ

けだから、母親としては、うまく育てられてないわけだから、失格なわ

けですよね。失格ってことを別れた親に認めてしまうことになるわけで

すよ。 

  私は「自分のプライドのために、会わせないんですか。それじゃいけ

ません、子供の人権を侵害していることになります」と迫ると、ようや

く応じて下さったのでした。そこで私が父親に直接連絡して会うことに

なりました。それはお宅の場合と同じですね。 

  父親と会わせた後、いろんな紆余曲折があったんです。直ぐ良くなる

んじゃなくて、いろんなことがありました。お父さんと魚釣りに行った

ことがあります。この時、お父さんから釣竿を買って貰うんですね。 

「１番良い釣竿、買ってやろう」と言って、４、５万した釣竿を買って

くれたらしいんです。ところが、お父さんと別れて家に帰ったＡ君は、
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お母さんの目の前でこの竿を折るんです。「親父がこれ買ってくれた」と

言って、しっかり両手に握って膝で完璧に折っちゃうんですね。 

  これは、「あの親父、駄目だ。やっぱし。お前と離婚した親父、駄目だ」、

「俺はお前のほう信じるからな」って表現しているんですね。 

その後も、何回か父と子は会います。彼は会う度に、無理なことを言

うらしいんです。「パソコン買ってくれ」「空手の練習をしたいから、そ

この月謝を出してくれ」とか言うわけですよ。私が「その理由は、何な

んだ？」と聞くと、「愛情の確認には、金しかないんだ」と言うんです。

「親父が僕のこと信頼してくれてるんだったら、これぐらいの金は出す

はずだ。俺は、無茶苦茶なことは言っていない」と言うんですね。「パソ

コンを買う金だとか、空手の道場に払う金なんだから、出してもいいは

ずだ。これぐらいじゃ足りないんだ」と。 

  お父さんはすごく正直で、「新しい家にも金が必要だ。そんなにいくら

でもというのは無理だ」と言うんですね。それでもお父さんは要求され

るものを買ってくれるんですね。その中で彼は、＜これ以上お父さんを

いじめてもしょうがない＞と、お父さんの苦しみもわかってくるわけで

す。 

  こうして、良くなっていったんです。落ち着いていって、家に帰るこ

とになるんですが、この子のケースを見てるとですね、９年ぶりに会っ

たお父さんなんですけど、誠意が伝わったんだと思うんですよね。 

  罵倒したり、喧嘩したりしながらも、いろんなことを応対したことで。

それより、この父親・母親の場合に何より変わったことは、お母さんだ

ったと思います。 

  お父さんに会わせたくなかったお母さんが、会わせたことによって、

変なプライドがなくなったわけですよ。「自分は、この子をしっかり育て

ようと頑張ってきた……。しかし失敗した」と自分を責めなくて良くな

った。自分の堅い枠を守らなくてよくなったわけですよ。お母さんがよ

くなるということが大切です。このケースでもね、２、３年はかかりま

したよ。 

１５．今度、涙流すのはお前の番だ 

父親：どんなきっかけで、そうなったんですか？ 

私：（私は勘違いして、良くなったきっかけと考えている）。やっぱり、

お父さんと会えたことじゃないでしょうか。 
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父親：いや、じゃなくて。それまでは、優しくて優秀だったんでしょう？  

悪くなったきっかけ？ 

私：お母さんの意地があってね、「２人の男の子をまともに育てられるか

見ててやる」と言われ、どうしても、過支配になっていたということで

しょう。「ちゃんと勉強しなさい」「お手伝いしなさい」っていう支配が

多すぎたんですよね。 

  それに対して子供のうちは従うのですが、１２、３才になって精神力

や体力が大人に近付くと、抵抗するようになるのです。 

父親：それだったのかな。高校に入学するくらいになって表情がきつく

なってきた時期が出たって。 

私：子供は、はっきり口に出して言いますよ。Ａ男は母親に向かって「お

前は、俺を殴ったじゃないか」、「小学校５、６年の俺を殴った」と。「あ

のときの暴力と今の暴力、どっちが大きいか」と言うんです。 

「僕は、涙流しながらも勉強させられた。今度、涙流すのはお前の番だ」

と。 

  暴力っていうのはですね、一切、手を出さない暴力っていうのは、も

っとひどいという面があります。 

  ＜お風呂に入るな＞とかですね。Ａ男は「俺がお風呂に入るまで、お

風呂入るな」とか言ってですね、＜夜中の１時くらいまで、お母さん、

ずっと、お風呂に入れない＞とかですね。そういう形の暴力ですよね。 

  この家族の直接の原因っていうのは、離婚するときの言葉、「うまくや

るかどうか見とってやる」っていう言葉が象徴しています。お互いが意

地っ張りになってたんだと思うんです。 

お宅のＢ子さんのお母さんの場合にも、それがありそうな気がするん

ですけど。 

父親：まだ、そこまでいってませんけどね、意地が逆に、その意地を持

ってくれれば、私はむしろやり易かったと思いますけどね。 

  この前、話しをした時に、いつもきちんとお金を送ってて、それ以外

は一切請求しないと言っているんです。平成１５年までには、持ってる

アパートもやるってことになってるわけですよ。それなのに、４月にな

りますと、今までのことなんですけど、塾の費用出してくれとか、今度

こういう通信教育受けたいから、お金を送ってほしいとか。それ、子供

から言わせるんですよ。子供に言われれば、こっちだって（無下にでき
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なくて）、じゃあ、これは入学祝いねとか、何か別の理由つけて、やって

きたんです。しかし今後はやらないぞと。 

  で、この前、息子が今度高校入って、また勉強するからって言うんで、

その時しか手紙を出さないんですけど、やりたいから、お金を送ってく

れって言うから、だから、たまたま、誕生日の祝いもあったから（送り

ました）。でも、これを 後にするということで、はっきり言って。 

  Ｂ子にも、食べ物どうのこうの言ってきた、先程お話ししましたが。

この時にも「お金は、母親が送ってない以外は送らない」とはっきり言

ったんです。＜どこか遊びに行ったときに出す＞とかは、別に構わない

けど。 

私：お金、お母さんから送られてるのか、はっきりした方が良いでしょ

うね。曖昧に、両方とも送ったらいけないですね。 

父親：はっきり両方に言って、母親とも初めてそういう話をしたもんで、

はっきり言い渡しておきましたけどね。 

  お前がほしいのって言うと、特に言わないんですよ。だからきっと、

子供がこういうの受けたいって言うと、そういうのお父さんに言いなさ

いっていう風に言ってると思うんですよ。 

１６．髮の毛を根っこから切って丸坊主に 

私：僕としては、ずっと、お父さんお母さんの交流は続けて行かないと

意味がないと思うんですよ。だけど、帰す場所として、Ｍ市は難しいし。

ちょっと、考えられるのは、全寮制の高校みたいなところがあれば、１

番いいのかなと思ってるんです。全寮制の高校で、時々、Ｍ市に帰れる

くらいの距離のですね。名古屋とか大阪とか、どこかにね。 

父親：でもそれは、ある程度そういうのが治ってから？ 

私：そうです、ある程度。来年の３月ぐらいだと思うんですね。 

父親：私、個人的には、やる気さえあれば、あまり高校とか形にこだわ

らなくても良いんじゃないかなと。こういう問題に限らずなんですけど、

Ｂ子にもＣ男にも言ったんですけど、中学卒業して自分でやりたいこと

があるんなら、普通の高校行くんじゃなくて。 

Ｂ子がこの前言ってた、薬剤師とか、学校の教育を必要とする仕事に

就きたいんであればね、認定試験を受けて、薬科大学とか専門学校に行

ったっていいと思うんですよ。だから、形の上だけの高校っていうのは、

私はどちらでも良いと思うんですよ。 
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私：そうですね。 

父親：そういう問題よりも、Ｂ子自身がこちらの言うことのないような

精神状態になることのほうが大事だし、まして大学とか行かなくても、

高校中退して立派に社会生活送ってる人もいますしね、本人次第だと思

うんですよ。 

私：そうですね。ですからそういう目標、医者になるんだ、薬剤師にな

るんだとか、目標を持たせることが治すために大事だと思いますね。そ

のために、Ｍ市に帰すのは、どうも難しそうですからね。全寮制の所が

あったら、その方が良いかなとも思いますしね。まあ、宮崎でも良いん

ですけどね。 

  実を言うと、現在でも野島（診療所）の方に移したいんですけど、本

人、嫌がってるんですよ。若草の方がいいって。甘えがあって。 

父親：それは、さっきの。 

私：そうです。職員たちに対する甘えですよね。 

父親：ですよね。この前、先生にお聞きした看護婦さんとか。看護師さ

ん。 

私：甘える人が、いっぱいいるわけですよね。寂しさを紛らわせるんで

しょう。だけど、紛らわすことそのものが今の症状なんです。だけど、

野島の方に行っちゃうと、真面目な子たちばっかりなんですね。現在は。 

  そうすると彼女としては面白くないって言うんですよ。女の子もね、

結構、しっかりした子が多いんですよ。まあ、内省的で本を読んだりス

ポーツしたりする子たちですよね。 

  彼女みたいに、ちゃらちゃらしてない。それがあって、飯田という看

護婦だけに、べたっとくっついてて、他の子たちのところには、寄って

いけないんです。 

  実はその流れの中で、突然、髮の毛を根っこから切って坊主にしてし

まうという事件を起こすんです。 

「お母さんが、Ｍ市に帰ったらパーマをするとか染めるとか思い込んで

いて、私を信じないから、パーマもできないように、染めることもでき

ないように切ったんだ」と僕には説明するんです。 

  だけどそれは、表向きの言葉であって、実際には＜目立ちたかった＞

んだと思います。それは、みえみえなんですよ。その後、お母さんが宮

崎にやって来て、お母さんも「このままじゃ、一緒に歩くの恥ずかしい」
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と言うんですね。「帽子でも被らないと一緒に歩けない」と。 だけど、

彼女は「私はどこも恥ずかしくない。このまま歩くんだ」と、帽子も被

らず歩いてます。 

父親：まあ若い時は、いきなりみたいなのありますよね。目立つとかね。

悪振るとか。 

私：非行の子たちの特徴ですよ。要するに、目立たないと意味がないん

ですよね。髮の毛長いのは、今いくらでもいますから、目立たないから、

坊主の方がいいと。 

父親：だから今はどうしても、野島の方で面倒見てもらえるようになる

のもそうなんですけど、やっぱり嘘をつかないような人間……。 

私：虚言と攻撃ですね。攻撃と虚言が直れば、僕は移そうと思ってるん

です。今のまま移しても、治療にならないと思うんですよね。 

１７．涙ぽろぽろ流すのは、お母さんそっくり 

父親：だから、まあ私の方も、そういうことを意識して、先生の方にお

願いしていくわけなんですけど、母親の方からも、もし連絡とか機会が

ありましたら、ちょっと言いたいことを言っていただいて。 

まあ子供の面倒から親の面倒まで、申し訳ないんですけど。 

私：いえ、いえ。子供の治療は本当に親の治療でもあるんですよ。 

父親：申し訳ないんですけど。こればっかりは、私もＢ子のこと大事だ

と言えども、私としてみれば、あくまでも、もう（Ｂ子の母親は）赤の

他人という形になりますし、終わった人間とは、会いたくないっていう

こともあり。 

私：Ｂ子さんが涙ぽろぽろ流すのは、お母さん似ですよね。お母さんも

すぐ涙目になっちゃうんですよね。 

父親：ですよね。で、黙るだけなんですよね。 

私：そうですね。例えば、御主人のこと聞こうとしてもですね、「私に何

の恨みがあってか、主人は私をいじめるんですよ」、なんてことを言うん

ですね。 

  何か御主人との間に問題があって、何か自分の問題があったとは、認

識できないんですよね。全部、自分は正しいと。間違っているのは、全

部、向こうだという風になっちゃうんですね。 

父親：だから、結局わからないんですね。私が実家行ったり、伯母さん

とこ行ってもわからないわけですよ。 
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私：おっしゃることがね、何言ってるのかな？となってくる。自分の考

えがないんですね、いつもですね。いつも、人のせいにされるんですよ。 

父親：そうですね。 

私：例えばですね、Ｂ子さんの日記を読むとか、手紙を読むとか、周り

を探るんですよ。これは「Ｂ子さんに気付かれていると思う、止めた方

が良い」と前から言うんです。「お母さん、どうしてそんなことするんで

すか？」って聞いたら、「お回りさんがしろと言った」と言うんですね。

お回りさんが「自分の娘のしている行動をちゃんと調べておかないと母

親の責任を果たしたことにならないと言った」と。 

父親：Ｂ子がこうなる前からそうです。私とのことだって、先生に前に

ちょっとお話したんですが、車の中の私の写真を見た、それも探して見

た（盗み見ということ）。別にその写真はいやらしい写真じゃないんです

けどね。そういう風に、何かあると見るという癖があるし、こういうこ

とはしちゃいけないという区切りがないんですね。 

私：そういうことしたら、あなたに嫌われるという認識は持ってないん

でしょうかね。 

父親：わかんないですね。嫌われるもそうだし、そういうことすること

自体、例えば、人の話しを盗み聞きするようなもんですからね、そうい

うのは、Ｂ子の今回の問題じゃなくてもありましたから。 

私：御主人お住まいの家まで、捜しに行かれるわけですからね。 

父親：それもどうもね、今のことじゃなくて、前に住んでる時なんかな。

兄弟の友達が市役所にいるんですよ。フルートかなんかやっている音楽

仲間の。その友達に、住民票を調べてもらって、以前、調べたみたいな

んですよ。 

私：そうですか。 

父親：一度先生にお話したかどうかわかりませんけど、Ｂ子が中学入学

の時に離婚届けを出したのに、不動産関係の資格の更新の時に住民票と

ったんですよ。そしたら籍が入っているわけですよ（奥さんが勝手に籍

を入れたということ）。 

私：それ聞きました。奥さんから聞きました。奥さんが勝手にしたんで

すね。 

父親：本人と喋ってもしょうがないですから、いきなり裁判所行って、

調停でも裁判でも出しますからと……、まず内容証明送って手続きに入
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ったんですけど。そしたらいきなり向こうに裁判所から手紙がいったら、

これこれこうで申し訳なかったと言って、すぐ直しますからと言って。 

私：それも、感情的ですよね。 

１８．自己弁護……Ｂ子のためにした 

父親：父親がいない子だっていうので入学すると「Ｂ子がかわいそうだ」

とか思ったから（偽装再婚をした）と言うんですが、＜そういう問題じ

ゃない、自分の立場のことじゃないかな＞と思ったんですけど。あれは

さすがに、頭にきましたけど。 

私：まあ、その辺は自己弁護なんですよね。自分のためじゃなく、Ｂ子

のためにしたんだっていうことなんですよね。 

  時間が無くなってきたんですが、 終的にはお父さんとお母さんの意

見が一致したということにしましょうか。今回、お母さんの言いなりに

させてしまう状況じゃまずいということになりますよね。 

父親：私、個人的には、やっぱりこういうのが治ってくれて、それで高

校に普通に戻らなくても、もし行きたいんであれば、大学に行きたいん

であれば、高校卒業資格の試験ですか、それに受かることを目標にして

くれたら良いと思うんですけどね。今は精神的な問題を解決して。 

私：今年から、検定試験、受けさせたら良いと思ってるんですよ。検定

試験は５月中に退学届け出さないといけないんです。５月の２５、６日

が期限かな。もう、そろそろですね。それまでに今いる学校に退学届け

を出さないと受験資格ないんです。 

父親：そしたら、特別、何かならない限りは今回でもいいと思うし、あ

んまり抵抗があるようだったら、１年かかってもいいと思います。 

  やっぱり精神的なほうを優先したいと思います。で、本人が検定試験

を受けるという気になれば、学校は中途半端じゃいけないから、中退っ

て形を出さなきゃだめだよってことで良いんですが、無理やりってこと

は今のところは早いかなという気がしますので。 

私：そうですね。本人の気持ちが１番大事ですね。勉強だけは、一応や

ってるんですよ。遊学舎で勉強してて、課題与えるとすごく早いらしい

んですよ。 

父親：それ、本当なんですか？ 

私：それはね、ちゃんと見てますから。ノートとかをチェックしてます

から。長友っていう教育を指導するのがいるんです。数学もちゃんと解
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けるんですって。すごく理解力が良くて、頭良いみたいなんです。そう

いう部分に関してはですね。全体のバランスはとれてないんですけどね。 

父親：ですよね。 

私：ええ。でも勉強さえすれば、十分ついていけると思うんですけどね。 

父親：母親ともども、どうもすいません。 

私：いいえ。どうも、どうも。 

父親：先生、今日は、ずっとお仕事ですか。明日も大阪で。 

私：今日これからまた神戸の方に行くんですよ。明日１件済まして、夕

方、宮崎に帰るんです。 

 

５．男の子３人全員が不登校の経過をたどる家族 

母親と父親の変化を＜メールのやり取り＞から 

 

 夫婦構造に問題のある家族で、3人兄弟全員が不登校に陥っていた家族

の治療経過の変化を＜メールのやり取り＞から読み取ってください。転

勤族ですが、現在の住所は名古屋です。 

一郎の治療には中学 3年の 2学期から関わっています。往診を繰り返

して、地元の公立高校に合格するのですが、登校は一月続かず、宮崎に

連れて行くことになります。 

 頭の良い子で、この年の大検（大学入学検定試験）に合格してしまい

ます。16歳という年齢では大学にはいけず、宮崎で 18歳になるまで過ご

して、東京の大学に進学することになるのですが、この間に家族は大き

く振り回されることになります。 

彼が宮崎に来る時点で、二郎は中学 1年生。三郎は小学 5年生だった

のですが、一郎が家から離れると、下の２人の弟が同時に２人とも学校

に行かなくなるのです。 

 

 夫婦の間には大きな問題が横たわっていました。形だけで表現すると、

夫は奥さんに「給料を幾ら貰っているか、ボーナスが幾ら出るか」全く

知らせてないのです。 
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奥さんは月々の生活費を＜領収証つきで請求して＞はじめて貰えるの

です。私は＜それでは、夫婦関係がおかしい＞とお母さんに言うと、「そ

んな夫婦はいっぱいいるかと思ってました」という答えが返ってきます。 

私は、「お母さんがもっと怖がらずにお父さんにものが言えるように

ならなければ、この家の中に明るさが生まれて来ないと思う」と夫婦構

造の変革を提案していたのでした。 

 ＜お兄ちゃんが居なくなると同時に、２人の弟達が学校に行かなくな

る＞という事実は母親にとっては大きなショックだったようです。弟達

は朝になると体が動かなくなっているとおっしゃるのです。 

 

 私は母親と２人の弟達だけで、長野の母の実家に転居することを提案

して、それが実現するのですが、その前後のメールを見ていただきまし

ょう。間で電話のやり取りやらあるのですが、そこは省きます。適当に

想像してみてください。 

 

1）私のメール（4.13） 

あまり落ち込まないで下さい。自分自身を変革するための入り口で迷

っていると考えましょう。今まで学校に行ってなかったんだから、慌て

なくて良いよ。ゆっくり調整しようよ、と声かけしてください。まさに

体は嘘をつけないのです。追い込まないこと。 

2）.母親から（4. 15） 

こんばんは。返信遅くなりすみません。今夜は三郎が荒れていて、ト

ランプなどをして 後は安心して寝ました。思うように行かないとき、

怒りを私や次男にぶつけ物を投げたりします。ついこの間も、しゃもじ

を投げ付けられ私の口の上にあざができてしまいました。それは本人も

びっくりして、後で私に謝りましたが。 

次男は学校に行かなくなってからもうすぐ 2ヵ月になります。家では

比較的元気ですが、気を使いすぎるところがあるので、いい子になりす

ぎて心配です。 

一郎の件ですが、予備校に行きたいというのは、大学受験に向けてと

いうことでしょうか？ 

3）.母親から（4.16） 
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こんばんは。今日はありがとうございました。三郎のことよろしくお

願いします。 

昨日主人と夜中まで話をしました。主人が思っていたこともよくわか

りました。何故すれ違ってしまったのかということも。   

これからは主人とよく話をし、夫婦で子供たちのことを考えて行こう

と思っています。そして私も＜ひけめをもつことなく堂々と対等な立場

＞で話をしていきたいと思っています。 

4）.母親から（4.17） 

夜分遅くにすみません。一郎の予備校の件ですが、主人に援助してほ

しいとメールをしたところ、予備校の件いいと思うと返事が来たので、

全面的に援助してくれることと思います。ただどうしても宮崎の予備校

なんかね、名古屋または長野の予備校の選択肢もあるのか水野先生に聞

いてほしいとのことでした。 

5）.母親から（4.18） 

動き出したということですね。私は仕事を始めましたが、主人の扶養

家族内の働きなので、給料はしれています・・が、なるべく一郎の意向

にそえるよう主人と話をしたいと思います。来週主人が帰るのでその時

に話をしたいと思います。 

6）.母親から（4.19） 

先生がいるときは冷静でも、帰ったとたんあばれだす可能性がありま

す。 

危険です。 私にも何・何しろと、服従をしいるような言葉になってき

ています。                        

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

これは三郎のことなのですが、僕から電話してみましょうということ

になります。電話で母親に確認してみると、この命令する語調は父親そ

っくりなのです。二郎は兄として、その姿を客観的に観察できる立場に

あります。そこで、暴力を挑む三郎に対して抵抗もしないのですが、母

親のお父さんである祖父は「兄ちゃんに向かって何たることだ」と、押

さえつけて叱るという経過もあります。  

７).母親から (４．１９) 

今、家に戻りました。落ち着いています。電話に出るかはわかりませ

んが、よろしくお願いします。 
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８）.母親から （4.20） 

こんばんは。昨日はありがとうございました。先生と約束をしたので

暴力をおさえています。明日から学校には行かないと決めており、二郎

に対する苛立ちもいくぶんダウンしたようです。 

しかしまだ表情が固く、誰も信用しないぞといった目をしています。

二郎は逆に長野行きを真剣にとらえず、どうでもいいやといった感じで

す。 

長野の両親にホタルツアーの件、話をして了解得ました。一郎に伝え

てください。                   

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

僕が蛍を見たいから是非訪問させて欲しいと依頼しているのです。こ

のお爺ちゃん達の家は谷間の山の上にあって蛍の群れが見事なのだそう

です。 

９）.私から （4.21） 

一郎君と話しました。長野に帰られる件は納得。 

しかし離婚に関してはお母さん批判に向かうようです。母は自分が悪

いと考えてないんですよ。もし離婚となったら僕は母にはついていかな

いと明言しました。「じゃお父さんの籍に入るんだ？」と確認すると「ウ

ン」と言ってました。憎しみあっての離婚ではないから、形だけ離婚し

てもまた、よい関係になれる時がくるよ、と伝えておきました。   

１０）私から（4.22） 

長野行きは何時になりそうなんですか？ 

１１）.母親から（4.22） 

また暴れています。                  

長野行きはまだ決まっていません。今週末に主人が帰るので決めよう

と思っていました。傘を持って暴れようとしたので二郎と家をでました。 

１２）.母親から（4.22） 

おはようございます。三郎は休みました。学校に行く気はないようで

す。 

憎しみあって別れるわけではありませんが、子供たちにとって離婚の 2

文字が必要なのかなと感じ始めています。 
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離婚となると一郎への援助も受けられなくなりますし、離婚が逆に子

供たちの傷になるかもしれませんが。一郎が弟たちのことを聞いてどん

な反応だったでしょうか？   

１３）.母親から（4.26） 

こんにちは。三郎はお父さんを避けて昨晩長野に行きました。二郎は

30 日ぐらいに行くと言っています。私は引っ越しの準備手続きをして長

野に向かいます。 

（主人としては）長野に行くのも快諾ではないですね。子供たちがこ

うなった原因は、自分が単身赴任したからと言います。 

子供たちが壁を感じていることに関しては、何故なのか原因もわから

ないから治しようがないと。「子供たちはギリギリのところにいるんだ

から真剣に考えていこう、足りないのはコミュニケーションだと思う」

と話しました。お父さんは 7月に転勤で名古屋に戻ることになりました。                  

二郎もいっしょにと思ったのですが、切符が手に入りませんでした。

それと少し一人になりたいというのも理由でした。しかし気を使ってい

るのでしょうね、元気がありません。 

２人とも長野に行っても学校には行かないと言ってますが、徐々に様

子を見ていきます。今なら外に出られない二郎も庭で遊んだり畑仕事を

したり出来るでしょう。 

１４）私から（4.26） 

三郎君の選択は良かった。二郎君はお父さんに気を使ったりして複雑

なのかな？                

１５）私から（4.26） 

家の空気か変化することに意味があります。又変化を教えて下さい。

御両親は大きな力になってくださると思います。一郎君は医学部に行く

と公言しているようです。   

１６）.母親から （5.01） 

こんにちは。子供たちは長野で元気にしているようです。私と主人も

大分風通しが良くなりました。今なら何でも主人に言えます。この連休

は名古屋で夫婦２人なので３日間ウォークキングに行きます。そして連

休明けに私は長野に行きます。         

１７).母親から(5.01) 
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父が今日いっしょに学校に挨拶に行こうと言うと、三郎は反抗し長野

の学校には絶対に行かない名古屋に帰ったら学校に行ってもいいと困ら

しているようです。 

父母姉も学校には行かせるべきと考えているようで、子供の気持ちが

空回りにならないか心配します。私が帰ったら話をしてみます。 

１８）私から（5.01） 

 僕は午後から大阪です。長野で元気にしているのが嬉しいです。時間

が取れればバスでひとっ走りなのですが、明日は北京都に向かいます。

ご主人との風通しが良くなられたことも嬉しいことです。長野への蛍旅

行は是非実現したいと思います。    

１９）.母親から（5.01） 

こんにちは。父には話をしました。しかし学校に行くのが当たり前世

代なので、学校に行けない心理はわかりにくいようです。また田舎なの

で世間体もあるようです。        

あんまり気を使いすぎると、こっちがまいると言ってました。私が間

に入りなんとか柔軟にこなしたいと思いますが。 

２０）私から（5.01） 

性急に学校を進めないほうがよいでしょう。学校という集団への抵抗

は、先生に指導されるということへの抵抗なのでしょう。学校には行か

せるべきなのですが、もっと時間をかけましょう。今までのことを思え

ば、前進しています。 

焦りは禁物。子供の心を大切に。急がば回れ。いま、大阪です。           

２１）私から（5.01） 

お父さんにとっては学校に行けない孫は理解しにくいのでしょう。世

間態もわかります。お母さんが間に入って、両者の心の交流を活発にし

てみて下さい。 

決して、否定語を使わないこと。誉め言葉、励まし言葉を中心に。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 私は、ご主人からこの母親の両親に対して、「子供達をお願いします」

という挨拶の言葉もないことを知って、母親に対して＜「御礼の電話ぐ

らいしてよ」と要求してみる＞ことと電話します。 

２２）.母親から（5.0２） 
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了解しました。私から話もしますが先生から長野の両親に話をしても

らえますか。電話番号は 02・・・・です。       

２３）.母親から（5.03） 

了解しました。話をしてみます。私も鈍感なのでその時に速答できず、

後から考えてみると口車に乗せられた気がします。でも主人からうちの

両親に言わないのもおかしいこと。姉ならすかさず話をしたことでしょ

う。姉のスパッとした言動を見習ってみます。私に無いものを持ってい

るので。 

２４）.母親から（5.03） 

主人に私の父に「あなたから話すべき」と言いましたら、私もそう思

うと言いましたが、その後、～「すべきなんてえらそうな言い方をする。

そっちが私におねがいしますって頼むべきじゃないか」と言われました。 

私が強く出ると私を批判し始めます。主人と話すにはかなりのエネル

ギーを費やします。子供たちはもっと感じるでしょうね。でも父親の遺

伝子もありますから、私の許せないところを批判する部分も似ている気

がします。なかなか難しいですが子供たちのため夫婦の爲に頑張らねば。

長野の両親は自然体なので助かります。 

２５）.母親から（5.04） 

こんばんは。長野に電話をしてくださったようですね。   

ありがとうございました。 

主人とは何でも話せるようになりました。しかし話をすすめると結局

自分は正しいというところに行き着き、上下関係が作られている気がし

ます。長野の両親に「子供たちのことお願いします」とどうも恥ずかし

くて言えないから私に伝えてほしいと言われました。主人の言うことに

妙に納得するのですが、「あなた言ってよ」というぐらいの強さが必要

なのでしょうか？ どうすればいいのか試行錯誤中ではありますが、前

向きに考えて行きます。     

26）私から（5.04） 

大阪空港から出発前ちょっとだけ話せました。三ちゃんは、学校行か

ないと明快な返事。お兄ちゃんの返事は曖昧でした。 

御主人は自分の位置が揺らぐことに異常に気遣いしているために御両

親へのお願いすら口にできないのでしょう。「貴方からも一言いっても

らわないと、私は恥ずかしい」くらい言って責めてみて下さい。思いき



464 

 464 

って実行することで貴方自身が変わり、それが子供を変えるというのが、

水野先生の家族療法の理論らしいよと言ってみて下さい。夫婦構造を変

える良いチャンスです。           

27）.母親から（5.04） 

了解しました。話をしてみます。私も鈍感なのでその時に速答できず、

後から考えてみると口車に乗せられた気がします。でも主人からうちの

両親に言わないのもおかしいこと。姉ならすかさず話をしたことでしょ

う。姉のスパッとした言動を見習ってみます。私に無いものを持ってい

るので。 

28）.母親から（5.07） 

こんばんは。主人と２人で連休を過ごしました。口論もしましたが、

以前とは明らかに違います。長野の父に電話するかな？と思っていまし

たが、今朝電話を入れてくれてました。主人も変わろうとしてくれてい

ます。給料明細も見せてくれますし。 

 

子供たちは今朝学校に行かないと、ごねて困らせたようですが、それ

以外は風呂焚 

き、畑仕事、炊事など頑張っているようです。 

私は今晩夜行バスで長野に向かいます。また長野での様子お伝えしま

す。 

29）私から（5.07） 

家族療法が順調に進行しているのが嬉しいです。長野に電話させるこ

とができたの 

はお母さんの大きな成果です。給料明細も初めて見れたのですね。子供

たちが朝学校に行かないことには暫くこだわらないで下さい。  

 

 

30）.母親から （5.10） 

何とか中に入りながらやっています。父も母も愛情を込めてやってく

れているので子供達にも伝わると思います。二郎は名古屋に居たころよ

りも明るくなっていますし、私もリラックスできています。 

31）.母親から（5.10） 
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 おはようございます。三郎ですが、私が長野に行き今まで我慢してい

たものが爆発したのか、父親にも死ねと、かなり強く反抗し抵抗してい

ます。 

雨の中パジャマで飛び出し外に居るので、私が怪我で病院に行くのに

連れて出ました。前のように怒りを抑えられないような感じです。 

32）私から（5.17） 

 未だ学校へはむきませんか？ 

三郎君はおちつきましたか？ 我が儘を思う存分と言いましたが、同じ

年代の子供をみれば、学校に目も向くのじゃないかなあ。次郎君の変化

はどうでしょう？ 

 一郎君は頑張っています。しかし、アルバイトとの両立は大変そうで

す。          

33）.母親から（5.19） 

こんにちは。三郎は随分と我儘を言いましたが一時期より落ち着いて

きました。学校にも毎日通い、トランペットなど新たな興味が出てきま

した。父に文句を言いつつも信頼していると思います。 

二郎は新しい学校に挨拶に行きましたが、その後クラスは修学旅行で

昨日が初登校日でしたが、布団にくるまり動きませんでした。でも本人

の中には行かないといけないという気持ちは芽生えてきているように思

います。 

一郎は頑張っているようですね。バイトはやめにくいのかもしれませ

んが、私は無理しないように一つにしぼったほうがいいと。 

なんとか中に入りながらやっています。父も母も愛情を込めてやって

くれているので子供たちにも伝わると思います。二郎は名古屋にいたこ

ろよりも明るくなっていますし、私もリラックス出来ています。 

34）.母親から（5.21） 

おはようございます。次男も今週から登校しています。表情は明るく

なっています。 

 

・・・・・・・・・・・・ 

その後３人は中学生、高校生、大学生として頑張っています。夫婦も

離婚のがけっぷちを離れて、楽しいウォーキングで時間を過ごしておら

れます。勿論これから様々な山を越えていかなければならないのでしょ
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うが、それぞれが納得できる道を探し続けることができれば＜その過程

そのものが人生＞と言えるのでしょう。 

実現していないホタル見物、３人の坊主共のお爺ちゃんお婆ちゃんが

元気な内に楽しみに行きたいもの。そうだ、お母さんのお姉さんも一緒

が良いな。３人の坊主達にとっては叔母さん。実はこのお姉さんは独身

のままなのです。結婚歴がなく、この３人の坊主共を自分の子供に見立

てていた時期があり、姉妹関係は複雑。そう、一郎は私の面接を終えた

夕方、「これから叔母のところに泊まりに行きます」と言ったことが有

ったのでした。 

 

 

終わりに 

 

精神科医療の改革のために「自立支援アパートの拡大」は避けて通れ

ない課題です。家族療法と自立支援アパートを充実していけば大きな改

革が可能なのです。「歳はとってもお舟を漕ぐときは」と歌うお爺ちゃ

んは 60 歳ということですが、私は更に挑戦して行きます。 

 

地震、津波、噴火、旱魃、洪水、台風、天然資源の枯渇・・・などな

ど。人間は自然の力にふりまわされます。 

しかし、ここで一番問題なのは＜その上に繰り広げられる人間の中の、

「奪い合い」、「憎しみ合い」、「殺し合い」かな？ しかも、それが

国家権力という錦の御旗を掲げた下で。 

「施し合い」、「愛し合い」、「助け合い」という人間の心を求めて

邁進していきましょう。皆さんのご理解を期待して様々な方面からの資

料を纏めてみました。何回か読み返してみて下さい。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

下の写真は大空館の前を流れている大淀川の上流、綾南川の２０１１

年春の山桜です。 

崖っぷちを４人の集団がウォーキングしています。私は毎月一回だけ
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この川を遡って往診に出かけています。四季の風景を心の底から楽しみ

ながら。時々、猿や鹿や狸や猪が現れます。 

そう、運が良いとウリ坊（猪の赤ちゃん）が見れます。 

母親に引きつられてウリ坊たち４匹が走って逃げたのを見たのは娘が

小学４年生の頃だったかな？ 立ちションして車に乗り終わった瞬間、

私達の車の前を「今ぞ」とばかりに横切って茂みに隠れたのでした。そ

の娘がもう一児の母親。 
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