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                        はじめに 

 

  近年、学校不適応～家族内不適応の子供達が増えて来ています。不登校、非 

行、家庭内暴力などを示すのですが、これは子供達の大人に対する訴えなので 

す。 

  ところが大人も不完全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、つまり、応えられないのです。すると子供達の病んだ心はますます暗闇 

の中に沈んで拡大していってしまいます。このことは大人の心の中の「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＞と考えて 

良いでしょう。 

  そういう関係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 

てしまうのです。そして、社会に出られない人間（最近、引き籠もりと呼ばれ 

ています）になったり、犯罪を犯すなど反社会的な行動に至る人間に固まって 

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。 

 

  こういう傾向の子供達を抱える多くの家族は、その指導の上で極めて不器用 

です。子供達を病院や心理相談所などへ連れて行くことができないのです。 

  子供達の人格の基礎は家庭の中で築かれます。そして小学校や中学校に上が 

って体験される＜集団行動の学習～訓練＞を通して人格は＜発展～修正＞され 

て行くのです。 

  ところが、この＜発展～修正＞は必ずしも成功しません。いえ、むしろその 

ために悪化することだってあるのです。そ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」ということになるのです。＜「発展～修 

正」の過程が「成功するか失敗するか」＞、それは家庭の中で生まれた「基礎 

人格の持つ柔軟性の度合い」によると考えて良いでしょう。 

それは即ち＜子供の両親の人格そのものによって構築されたもの＞なのです。 

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、人格障害を 

固まらせて行くことになります。 

 

  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 

濁り色はお互いに判りません。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、隣の家族、幼稚園・小学校・ 

中学校の担任教師などなどです。 

  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「あなたさえ居なければ」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 

どに即座に追いやる＞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位です。 

  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＜自分達の安楽のために＞いとも 

簡単に厄介な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 

を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。「怪しい人を見たら声掛けよう」な 

ら教育的でしょう。 

 

  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。 

 

  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れないのであれば、 

治療者が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２０年近く往診家族療法と称して訪問診療を実践して来ました。こ 

の本で、その実態をなるべくわかりやすく、有り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！ 

        秋風が吹き始める中、ゆったりと流れる大淀川を、 

            見下ろしながら          ２００7年  月１日 

                            若草クリニック院長        水野昭夫        
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                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」とい 

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）治療上の大きな力 

  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 
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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」「（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の「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 
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    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始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。 

  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。 

 

  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 

るのを止めますが、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。 

 

        ３  子供の信頼を得られる身近な誰かとして 

                     

  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 
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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。 

  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 

法が成立するのです。 

 

              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、助けながら治める。 

  2.生活～行動の改善の約束 

      （起きる時間・寝る時間、食事を一緒にする。掃除や洗濯の分担等） 

  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。 

  強制入院の例を第三章の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。 
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  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。 

  次の３つのケースを挙げておきましょう。 

 

      Ｋ君    １９才、 

          一人っ子  高校１年から始まった登校拒否に続く引き籠もり 

      Ｊ君    ２１才、 

          本人と妹の二人兄弟 

          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 

      Ｍ君  １５才、 

          本人と妹の二人兄弟、中学３年の夏休みから登校拒否 

 

  Ｊ君とＫ君はかなり準備して取り組んだのですが、最後のＭ君の場合は一寸 

軽率で、「強制的入院は僕の間違い」といってお詫びすることになるケースで 

す。 
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  この３例は全て男性ですが、女性と男性の比率はほぼ同率です。むしろ女性 

の方が少し多いのかもしれません。ただ、抵抗がさほど激しくはありませんか 

ら強制の度合いも少なくて済みます。第２章第３節のケースも便所に籠ってし 

まった娘さんをドライバーでこじあけて入院させたのでした。 

  まず、私のホームページの中の「強制入院」に関する一部を抜粋してみまし 

ょう。 

          １  ・  強  制  入  院  の  進  め  方   

 

                  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。 

そのなかから、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 
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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 

てこれ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。 
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（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＞ 

  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」 
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「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。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＞ 

  そして最後に、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。 
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「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。しかし中には最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、最後の力 

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 
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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、精神分裂病、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。 

 

                  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」というスタイルが固定しています。第２土曜日を含む週だけは宮崎 

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。 
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  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 

子供達と一緒に帰ってきます。 

  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としても、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ったりするでしょう。 

  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とそうです。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。 
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  東京のある町では「怪しい人を見たら１１０番」と言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。 

  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 
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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。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。 

 

 

 

 

 

                    ・      ・      ・      ・   

 

 

  第  ３  章      相  談      そ  し  て  治  療  の  始  ま  り   
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  私達の仕事場は交通の便利の良い場所ですから、県内に居住の方々の場合、 

容易に来院できます。しかし、遠方の方の相談は電話か手紙かＥメールで始ま 

るということになるのです。 

  電話は忙しい時にはお断りすることがあります。そこで病院の受け付け係り 

には次のように伝えて頂くことにしてあります。 

「できるだけ、お手紙かメールでご相談下さい。なるべく詳しく要件と他の 

家族との関係なども書いて頂けると助かります」 

 

  宮崎は九州の南の果てです。東京や大阪の方々にしてみれば、外国のような 

遥か遠くと感じられることでしょう。飛行機で飛んだら２時間足らずですが、 

旅費だって結構かかりますから、治療場として利用するにはとんでもなく遠い 

ところの筈です。 

  ですからここまで相談しようと決心される人々は、方々の治療場や相談場を 

尋ね歩いて悩みに悩んでおられると想像してよいでしょう。その人達が私のこ 

とを知られる情報源は本かインターネット。「何処に行ったらよいのか判らず 

に図書館で片っ端に読んでいたら私の本に出会った」とか、ホームページを熟 

読してとかいう具合です。 

  他に、新聞記事になった時、テレビで取り上げられた時などマスコミ経由と 

いうこともあります。去年（2006 年）の 3月には NHK ラジオの「ラジオ深夜便」 

で喋らせていただきました。しかし、これらは７５日もしたら忘れ去られてし 

まいますから、＜本かインターネット経由がほぼ９５％＞と考えてよさそうで 

す。 

  この章では「相談の始まりから、治療の始まりに辿り着く過程」のあらまし 

を知って欲しいと思います。 

  以下の順序で述べますが、神経症症状が進行したケース、統合失調症や躁鬱 

病のケースなどは本書では割愛します。 

  ａ．非行、あるいは非行傾向 

  ｂ．家庭内暴力 

  ｃ．引きこもり 

  ｄ．固定し掛けた人格障害（浪費・家族への暴力） 

 

 

 

 

    １      中  学  ３  年  生  の  少  女  （  非  行  ）   
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  ３回のメール交換で終わったのですが、先方の母親から送られてきたメール 

から始めましょう。離婚されたお母さんが娘さんの攻撃を受けています。娘さ 

んは「父親がそこにいないことの不満」をお母さんに様々な言葉や行動でぶっ 

つけているのでしょう。 

                …………………………………………… 

                  突然のメール失礼いたします。 

                      Date:Tue, 10 Oct 2000 21:21 

                    …………………………………………… 

  突然のメール失礼いたします。娘の事で色々悩むなか、先生のホームページ 

を拝見させていただきました。 

  家族構成は中３の娘、祖父、祖母と母（私）の四人家族です。 

  夫とは離別。 

  娘は、中学３年生になって、口のききかたが悪くなり、家族に対して 

「死ね！殺してやる！消えろ！」等平気で言うようになりました。服装も変わ 

り、それに加えて暴力も絶えない状況です。 

  例えば、今まで機嫌良く歌を歌っていたかと思うと、突然「携帯電話を買っ 

て！」と言い出し、「高校になったら、買ってあげるから」と言っても、手当 

たり次第に身近なものを投げつけ、暴言を吐きます。 

  夜、「むしゃくしゃするから、ブラッと散歩してくる」と言うので、女の子 

が一人で外出する時間ではないと言うと、暴れだします。玄関のドア前で立ち 

ふさがり、蹴られるまま殴られるままです。数回は外出を認めてしまったこと 

もあります。 

  そうやって外出しているうちに、好ましくない友人も増え、当たり前のこと 

を当たり前と思えない（門限がある我が家は変だ、とか）ようです。 

  娘は、もともと、自己中心的で、友人作りも下手でした。そんなことも原因 

して、中学１年時に、いじめにあい随分悩み苦しみました。その間２週間ほど 

学校を休んだり、保健室登校しましたが、残りの数ヶ月は頑張って登校しまし 

た。中学２年時には、自己の性格を反省も出来て、友人とも上手くコミュニケ 

ーションがとれ、学校生活を楽しんでいましたので、すっかり安心していまし 

た。 

  小さい頃から気が短く、それまでにも衝動的に私に暴力を振るうことがあり 

ましたが、すぐ冷静に戻り、謝罪の出来る子供でした。父親がいない分、厳し 

過ぎるほどに育てたことを反省し、近頃では口を挟まないようにしているので 

すが、時既に遅し。私の存在そのものが、ムカツクとかウザイ等と言います。 

  高校入学すれば、落ち着くかと思い指折り数えて日々を過ごしていましたが、 

暴力も行動もエスカレートしているのを見るにつけ、このままでは性格崩壊し 
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てしまうのではと恐れています。 

  先生の診察をぜひ受けたいと思うのですが、距離的及び経済的な理由でお願 

いすることが出来かねます。厚かましいお願いですが、○□県でご紹介いただ 

ける先生はいらっしゃらないでしょうか。もしご存じでしたら是非ご連絡下さ 

い。 

 

………………………………………………………………………………………… 

  包み隠しなく丁寧に書いて下さっています。 

  初めっからこの様に書いて下さる方は「心から困っていますからお縋りしま 

す」という意思表示であったり、「お忙しい先生に２度手間をとらせるのは悪い 

から」という配慮であったりするのでしょう。 

 

  このメールに次のような返事を送りました。 

  当方から              Re:突然のメール失礼いたします  

                          Date:Tue, 10 Oct 2000 23:27 

                ……………………………………………… 

  ただ今、読ませて頂きました。ご心配の様子がよく判ります。「死ね」「殺し 

てやる」などと言いながらも、まだまだ親の家に帰ってくるのですから、子供 

なのです。だけど、「今までのような親子関係はもう我慢しないぞ」、「お前の 

命令なぞには従わないぞ」と言っているのでしょう。 

  しかし実際にはまだまだ不安で不安で助けを求めているのです。私としては 

直ぐにでも飛んでいって声をかけてやりたい気分です。 

  私は往診家族療法などと呼んでいるのですが、貴地周辺で私のような仕事を 

している人は知りません。学校、児童相談所、保健所などには相談されたでし 

ょうか？  よいスタッフが居るところがあるかもしれません。 

  どうしてもなければ又お便り下さい。お金の方は適当に減額できます。そち 

らの方からの依頼なども有りますので、その往診と組み合わせるなどの工夫をし 

て。 

 

  返事もそのまま載せておきましょう。 

  先方から              お返事ありがとうございます 

                        Date:Thu, 12 Oct 2000 08:47 

                      ……………………………………………… 

  日々エスカレートする暴力や言動や要求にどう対応してよいのかオロオロす 

るばかりで一人で悩んでおりましたところ、先生のホームページをみて思わず 

メールさせていただきました。 
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  突然のメールにも関わらず早速お返事をいただきありがとうございました。 

  すぐにもお礼のメールをと思いましたが、昨夜も一波乱あり、今出勤前に慌 

ただしく書いております。 

  今までは第三者に相談することにためらいがあり、現在もなお学校へ相談す 

ることには躊躇を感じます。が、とりあえず公共機関の相談所等の問い合わせ 

をしてみることにします。 

  家族とも相談し、先生に往診をお願いする事になりましたときには、どうか 

よろしくお願いします。本当にありがとうございます。 

   益々のご活躍をお祈りいたします。                         山田弘子 

 

………………………………………………………………………………………… 

  その後、連絡はなくてこの３回のメール交換で終わっています。しかし、私 

としてはこれだけで山田さんの幾らかの役に立てたのではないかと考えていま 

す。 

  お母さんの中に「いざという時には、頼っていけそうだぞ」というほんの少 

しの安心感を持って頂くことができたのではないかと思うのです。ちょいと自 

己満足すぎるかな？ 

 

 

  ２      中  学  ３  年  生  の  少  年  （  非  行  ）   

 

  これは一回の往診だけで終わったケースです。前例の相談に比べてこのメー 

ルはやや不明朗です。 

  短いメールになるのは「こんな相談をしても良いんだろうか」という迷いの 

場合もあるのでしょうが、「自分達の全てをさらけ出して、大丈夫な先生だろ 

うか」という疑念があって、いわば「どんな返事が返って来るか」探りを入れ 

ている感じの場合も多いようです。 

  用心深い、あるいは猜疑心の深い家族ということですが、結構頻々こういう 

タイプもあります。 

  先方から                御相談の件 

                        Date:Tue,24    1999 23:27 

                          ………………………………………… 

若草病院殿 

  インターネットで貴病院のホームページに書かれている内容を見てメールを 

した次第です。私共には今中学３年の男子の子供がいるのですが、不適応行動 

で非常に困っています。その行動の度合いもひどく、どのように対応して良い 
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か妻も私も対応に困っております。インターネットに書かれている内容は私に 

とって非常に理解しやすく、子供への対応に関して是非とも貴病院に相談した 

く思いましたが、当方○□県に住んでおり行く事が出来ません。以下の２点に 

関してご返事頂きたく宜しく御願いします。 

1.メールでの相談等は出来るのでしょうか。プライベートの問題もあるのでど 

う扱われるのか分かりませんが。 

2.○□市で貴病院と同じ様な、きっちりと相談、対応して頂ける施設をご紹介 

頂きたい。ホームページ等開設されている施設等なるべく多くの情報を得たい 

のですが。私共現状困りはてており是非早急なご返事頂きたく宜しく御願いし 

ます。 

 

………………………………………………………………………………………… 

  かなり性急なメールで、返事を強く請求しておられます。この文面から、ご 

両親の性格、夫婦関係などがある程度想像されます。 

  私は次のようなやり取りをして往診を始めました。繰り返される数回のやり 

取りを、そのまま順番に並べておきましょう。 

  お父さんの堅さとお母さんの控え目さの間にかなり入り込めたと思っていた 

のですが、結果的には中断で終わっています。だけど全くの徒労ではなかった 

のではないでしょうか？ 

 

  当方から          ９月１０日にそちらへ行きます。 

                    Date:Sun, 29 Aug 1999 17:29 

              ………………………………………………………… 

  メール拝読しました。中学３年生のお子さんのこと、非行なのか家庭内暴力 

なのかわかりませんが、是非詳しいメールをお送り下さい。 

  秘密にということであれば手紙が良いかと思います。メールは簡単に盗み見 

されるようですので。 

  ９月１０日には◇□県の子供を見るためにそちらへ行く予定です。 

 

  先方から          ＲＥ９月１０日にそちらへ 

                    Date:Mon, 30 Aug 1999 00:45 

                      ………………………………………………… 

  早速のご返事有り難う御座います。お言葉に甘え現状、私共の状態をお送り 

しますのでご覧ください。 

  私共の子供の不適応行動は非行です。中学２年の中頃から中学の仲間と仲良 

くなりだんだんおかしくなって来ました。一人では何も悪い事はしないのです 
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が、喧嘩やバイク窃盗で警察の御世話になった事もあります。 

  私共も心配し過干渉ぎみの所があったのではと反省しておりますが、最も大 

きな原因はごく普通の友達を親が無意識の内に切っていったのが大きな原因と 

考えています。 

  彼は幼稚園、小学校の頃はとても活発でサッカーをやり、どこといって問題 

のある子ではありませんでしたが、集団で仲間に入るのが下手で、集団生活に 

入る時の敷居が高い性格でした。中学に入り私設のサッカークラブに入りまし 

たが、中学２年の半ば頃から休みがちになり、２年の終わりにはとうとう止め 

てしまいました。 

  塾も機嫌良くいっていたのですが、あまり成績が上がらない為中学２年の８ 

月に私共が止めさせてしまいました。塾には友達と遊びにいっているという事 

を私共がもっと深く理解してやれば良かったと反省しております。この頃から 

中学の先輩との付き合いが始まった様で、今年に入り髪を少し染める様に成り 

ました。本人もこれではいけないとの気持が有るのでしょう。 

 

  当方から            家族の全貌が見えません 

                    Date:Mon, 30 Aug 1999 08:22 

                ………………………………………… 

  ホームページに記載しましたように、私の治療方法は家族療法です。家族が 

（お宅の場合、夫婦が）子供への対応を変えなければならないようです。 

  昨日のメールを読む限りでは奥さんの姿が全く見えません。お父さんが一人 

で悪戦苦闘しておられるように見えます。 

  もしかすると、この辺りに大きな原因があるのではないかと思われます。お 

父さんがお母さんを押さえ込んでいるのか、お母さんが強すぎてお父さん一人 

がてんてこ舞いさせられているのか、私としてはいろいろ想像しています。こ 

の次はこの辺のことと、職業その他を教えてください。 

  そちらで私が信頼できるところは大阪の□◇ファミリールームです。神戸に 

も分室があるようです。電話番号は０６－○○○－○○○○です。 

 

…………………………………………………………………………………… 

  ちょっと強過ぎる言葉と感じられるでしょうか？  このメールに対して次の 

返事が返ってきました。 

  先方から          RE:家族の全貌が見えません 

                  Date:Mon, 30 Aug 1999 23:2 

                          ………………………………………… 

  ご返事有り難う御座います。家族状態を下記します。私は機械の院卒の技術 
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者で○□の製造会社に勤めております。昨年、関連会社の同じく☆△関係を扱 

う部署へ転勤になりほぼ１年勤めております（現状４８才）。妻は１才下、学 

卒です。所謂高学歴のごく普通の中産階級という感じです。子供は２人で姉は 

この４月から大阪の大学へ行っており、下宿生活をしております。 

  メールで私が一人で悪戦苦闘している、又は妻を押さえ込んでいるのか、妻 

が強すぎてお父さん一人がてんてこ舞いさせられている等の御指摘を頂きまし 

たが、どれもイエスとは言い難い状態です。 

  どちらかというと私が仕事にかまけていて、父性と母性を妻が両方担ってい 

た面があり、子供の頃から父親があまり怒らない状態で過ぎてきた状態です。 

  父性の一貫性が無かった事が子供の規範を薄れさせた要因である様な気がし 

ます。私は言葉で怒る事は時々して来ましたが、子供に暴力を振るった事は有 

りません。ただ悪い事をしたときに徹底的に父親が一貫性を持って怒るという 

事をやらなかったのは間違いではなかったかと最近は思っています。 

 

  当方から          お母さんの生の声が欲しい 

                  Date:Tue, 31 Aug 1999 20:48 

                ………………………………………… 

  今ようやくご返事をのぞきました。「仕事にかまけていて父親役と母親役と 

を母親が一人でしていた」とあります。「母親が息子さんに期待をかけすぎた 

」ともあります。 

  私としてはそれらお父さんの目から見ただけの部分ではなくて、お母さんの 

目から見た夫像、息子像を知りたいと思います。 

  できればお母さんからメールをいただけませんか。それから９月１０日にそ 

ちらへゆくのですが、お会いして下さるか否かご返事下さい。 

 

  先方から          RE  お母さんの生の声が欲しい 

                    Date:Tue, 31 Aug 1999 22:47 

                          ………………………………………… 

  母です。メール拝見致しました。ご返事有り難う御座います。 

  私から見た夫像は仕事熱心でやるべき事はきちんとやる人です。しかしなが 

らあまり社会事象には興味が無く、どちらかと言えば学究肌の人間です。 

  世俗的なものにはあまり染まっていない様に感じられます。 

  息子はスポーツや学習面の能力も比較的高く、集中力を持ったときには力を 

発揮できます。その分、認めて貰えなかった時には自信のなさや劣等感に繋が 

っているものと思います。 

  ばか正直でまっすぐな所があり、その言動や行動が誤解を生じ問題となる面 
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が有ります。感性の鋭い子供ですが人の良い面が多々あります。 

  １０日は夫が仕事の為、何時頃でしょうか。 

 

………………………………………………………………………………………… 

  このケースは更に幾つかのメールやり取りをして往診することになります。 

往診前後のメールを拾っておきましょう。 

  当方から            9-1０のお約束 

                  Date:Fri, 03 Sep 1999 10:16 

          ………………………………… 

  了解しました。△▼駅まで行かせていただきます。喫茶店で話すよりもお宅 

での方が気を使いませんし、息子さんの部屋ものぞいてみたいと思うのです。 

  身体疾患の病気の場合レントゲンを撮ったり血液検査をしたり、なるべく多 

くの情報を集めて診断しますね。精神科の場合、数量化される情報が少ないわ 

けで、子供部屋の状況などは大きな参考資料の一つなのです。家全体の雰囲気、 

周辺の住宅環境などもも是非知っておきたいことなのです。 

  駅でお会いするときの目印。僕は身長１５８の小男です。＜サンダルを履い 

て綿パン、それに手提げ鞄＞という格好ですので、たぶん簡単に発見して頂け 

るでしょう。 

  予定が急変した時の連絡のために僕の電話番号を記載しておきます。○○－ 

○○○－○○○○。お宅の住所、電話番号もお知らせ下さい。仕事の都合で急 

にこちらから変更することがありますのでご了承下さい。特に今回は裏日本で 

の仕事が現場に行かないとはっきりしないことが多いので、その可能性があり 

ます。                                        ９９．９．３．朝  水野 

 

………………………………………………………………………………………… 

  手提げ鞄というのが一時期はやったキャスター付きのものだったのです。ス 

マートなスチュアデスが後ろに颯爽と引っ張って歩くと、格好いい四角い黒い 

バッグだったのですが、これは腰を痛めてしまうということが分かり、今はリ 

ュックサックに代わっています。 

  先方から            RE:9-1０のお約束 

                    Date:Sat, 04 Sep 1999 10:26 

                          ………………………………………… 

  了解しました。△▼駅にてお待ちしております。１０日、駅の改札口（一つ 

しかない）で９時にお待ちしております。○□中央駅で下車。乗換えて、約３ 

５分です。 

  当方の住所は○□市●☆区□△台で電話は○○○－○○○○です。とりあえ 
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ず何かありましたら上記に連絡ください。 

 

………………………………………………………………………………………… 

  住所、電話番号など教えたくなかった夫婦が、ちゃんと教えてくれるところ 

まで変化しています。メールのやり取りだけでこれだけの変化が可能だったの 

です。かなり柔軟性の乏しい家族だけど、変化の可能性はあるということが判 

ります。 

  こうしてお家族と初めて面会することになったのですが、この時の状況は次 

の２つのメールから推測してみて下さい。 

  先方から                  御礼の件 

                    Date:Sun, 12 Sep 1999 00:19 

                        ………………………………………… 

  先日は有り難う御座いました。妻にも私にとっても貴重な御指示、大変参考 

に成りました。子供に対しては冷静にきっちり言う事だけは言う様にしていき 

ます。 

  子供の状態は相変わらず進歩というものが無いような状態で、月曜日からも 

不登校の状態が続きそうな様子です。先生に言われていた事もあり、息子の名 

前をとりあえず連絡しておきます。息子は康夫と言います。手紙を書いて頂く 

事については現状迷っています。 

  ただ、お聴きしたい事が有りますのでメール頂きたく宜しく御願いします。 

金曜日は妻、私、周りの町並み等見て頂きましたが、他の症例、ご経験からし 

て正直な印象はどの様なものでしょうか。 

  ごく普通にありえる症状なのでしょうか。それとも特異性のある状態なので 

しょうか。 

  家族の欠点の本質らしきものは少しでも感じられたでしょうか。 

  お聞きした御指示で繰り返した内容でも結構ですし、更に何かアドバイス頂 

ける事が少しでも有ればメール頂けませんでしょうか。勝手なお願いばかり記 

載しておりますが宜しく御願いします。 

 

  当方から            ありのままの感想 

                  Date:Mon, 13 Sep 1999 21:46 

              ………………………………………… 

  この前は失礼しました。昨夜帰ってきてメールを拝見しましたが、疲れてい 

ましたので今日になりました。今日も時間がありませんので、簡単に述べます 

と、ご夫婦とも慎重な性格とお受け賜りました。子供と会わせていただけなか 

った家族は初めてです。 
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  それほど慎重だということはわかるのですが、そのことが子供にとっては自 

然さを欠くことなのでしょう。お父さん達の思いがストレートに伝わらないの 

です。 

  メールを頂く段階でご夫婦の関係に触れましたが、やはりそこの間になんと 

なくストレートに交流しなくなった部分を感じます。お母さんが娘さんにでは 

なくて、康夫君に強い関心、というより強すぎる関心を持たれているのはむし 

ろご主人の中に「それ以上は踏み込めない部分」があられるからではないでし 

ょうか？ 

  具体的に言いますと、康夫君が女の子を部屋に入れたことが判った夜、ご主 

人は「俺は知らないことにしておいてくれ」となりましたね。お母さんとして 

はその時、本心から「それでいい」と思われたでしょうか？ 

  僕としては「子供に本音で接するようにならなければ子供は変わらない！」 

という言葉を繰り返したいと思います。 

  体裁などどうでも良いのです。「こうすればどうなるか」という筋道が判ら 

ないと前に進めないというようでは物事の変化は作れないでしょう。 

  自分でもどう進むのか判らないが、一緒に手探りで進んでみようとなったと 

きに初めて、変化の糸口が見つかるでしょう。僕としては子供さんとの変化の 

前に夫婦の話し合いが必要なように感じます。 

 

………………………………………………………………………………………… 

  「子供と会わせていただけなかった」というのが、家にも上げて貰えなかっ 

たのです。ただ、家の周りを一回だけ車で回って頂きました。周辺の住宅環境 

は見て頂くけど、家の中は見せないというわけです。 

  上記のメールは９月１３日に送っているのですが、９月１９日に送られて来 

たメールの中には私の提案への返事は書かれていません。一方的な質問だけと 

なっています。「子供さんとの変化の前に夫婦の話し合いが必要」ということ 

はこの父親には相当重いことなのでしょう。 

  先方から            症例ご教示御願い 

                  Date:Sun, 19 Sep 1999 09:37:23 

                      ……………………………………………… 

  この前は非常に有り難うご座いました。 

  子供は私が本音で厳しくしかったら、今は外泊はしなくなりました。ほんの 

時たま中学３年生のごく普通の友達が誘いに来た時は喜んで学校にいく時もあ 

ります。 

  本人にとって友達が全てであり、誰かから誘われれば誰でもついていく様な 

状態のようです。中学生活で「はじかれた孤独」。これが本人のキーワードの 
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様な気がします。 

  先輩との付き合いについては極力切りたいと考えています。今は先輩からの 

連絡も少なくなりました。親が連絡も全てカットし、厳しく対応して良いので 

しょうか。 

  孤独が極端に恐怖で精神的におかしくなっていく症例はあるのでしょうか。 

 

  当方から              Re:教示御願い 

                    Date:Sun, 19 Sep 1999 10:56 

                ……………………………………………… 

  お父さんが本音で動かれたのが良かったのだと思います。友人からの電話な 

どの連絡を「切るかどうするか」については、本人に聞くのが一番良いと思い 

ます。一方的に切るよりも、本人の意思を確認してやる方が本人は尊重しても 

らえたという満足が感じられ、効果的でしょう。 

  何らか、親として不満な答えが返ったとしても親の意志を伝えたことが将来 

に意味があるでしょう。頑張って下さい！ 

 

………………………………………………………………………………………… 

  私は父親の質問に答えていません。もっと親切な指導をしても良かったのか 

もしれません。その後のメールは途絶えてしまいましたが、「子供さんとの変 

化の前に夫婦の話し合いが必要」という言葉がお父さんの頭の片隅にほんの少 

しでも引っ掛かっていてくれれば幸いです。 

  母親は最後まで前面に出てくれませんでした。現在も母親と父親の関係は変 

わってないのかな？  そうであれば、息子にも変化が乏しく、歪な大人になっ 

ているのかな？   

 

 

 ３      高  校  ３  年  生  の  少  年  （  家  庭  内  暴  力  ）   

  母親への暴力を繰り返すこのケースも依頼は父親からです。最初のメールで 

かなり緻密な記録を丁寧に書いてくれています。時間も前後がばらばらで、思 

い出すままに羅列されているのですが。しかしだからこそ、父親の心理をかな 

り深いところまで読み取ることができます。 

  長いのですが、そのまま載せておきましょう。私がホームページの中で「依 

頼される時は経過、家族構成などをなるべく詳しく」と要求していることに忠 

実に応えられているのです。 

  先方から          家庭内暴力の往診ご相談 

                  Date:Sat, 13 Nov 1999 21.34               
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                        ……………………………………… 

  現在１７歳になる息子のことで困っています。インターネットを見てご相談 

したいと思いメールしました。診断してもらうには遠いので方法を考えないと 

いけないと思います。アドバイスを頂きたいと思っています。 

  住所・氏名・電話等は一番下に書いています。（省略） 

１．今、困っていること 

（１）長男（◇夫）は高校２年生で毎週合気道場に通っています。スジがいい 

とか誉められて、本人もいい気持ちでやっています。今初段です。 

  長男は小学校高学年から家で暴れだし、中学１～２年生時代は殆ど毎日、母 

親と争い、家中のものを壊しました。当時は私が家に帰ると茶碗や皿が台所中 

に散乱し、場合によっては引き戸のガラスや風呂場のガラスが割れていました。 

  息子が投げた皿に当って妻は２回病院へ行きました（顔が切れ、縫った）。 

壊れた食器を妻も息子もなおそうとしないので、後片付けをするのは専ら私の 

役目でした。 

  中学３年生位からは身体も大きくなり、妻への暴力に変わってきました。こ 

の頃私もどうにかしなければいけないと思い、息子を諫めたり、殴ったりしま 

したが、全く効果はありませんでした。効果が無いどころか反発を強め、殴っ 

たりした後は外に飛び出し、外から石を投げたりして窓ガラスを割ったことも 

あります。 

  長男が中学２年～高校１年までは借家だったので、窓ガラスや壁が壊れる度 

に大家さんに申し訳無く、今年３月中古の家を一軒購入しそこに移転しました。 

移転する際、長男に新しい家に一緒に住む条件として、「家族に暴力を振るわな 

い」、「家の中のものを壊さない（特にガラスを割らない）」を提示しました。 

  一応、全員で移転しましたが、暴力は少し収まりましたが、身体が大きくな 

り合気道もやっているので、彼としては軽くやったつもりでも、妻の肋骨が折 

れたり、私は膝を痛めたりしてます。 

  未だ、朝の出かける時やバイト（市内のガソリンスタンドでアルバイトして 

いる）に行くときなど、自分の出発の手伝いを家内にさせ、時間が迫って急が 

なければならない時など怒鳴りつけたり暴力を振るったりします。 

  自分が遅刻したり、上手くいかなかったことを私達のせいにして罵声を浴び 

せたり、暴力を振るったり、物を壊したりします。 

（２）長男が中学２年生の時、捨て猫を拾ってきました。家で飼いたいと言い 

だし、私も考えたのですが、生き物を飼うのは情操教育にいいかとも思い、借 

家で飼ってはいけなかったのですが、大家さんに頼み飼わせてもらうことにな 

りました。 

  長男もこの猫には愛情を注ぎ込み”ルパン”という名前をつけて、朝に夕に 
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可愛がっています。しかし、困ったことができました。長男は可愛がるだけで、 

食事や排便後の処理は我々が全てやらなければならないことと、猫の扱いかた 

について長男がこうしろああしろと指示をするので、十分なしつけが出来ず、 

家の中のあちこちにおしっこをしたり、"匂いつけ"をするので、その後始末が 

大変です。しかもところかまわずするので、食卓テーブルの上やキッチンの上 

が汚れたり臭くなったりで困っています。 

  長男に話しても「ウルセエ！」と言う。雨が降っていたりすると「外に出す 

な！」といいますし、猫の本能を押さえる意味での"去勢"も駄目だというので 

対応のしようがありません。外に出した猫が帰ってこなかったりすると家中で 

捜させたりします。 

（３）現在バイクに非常に興味を持っていて、県立高校では禁止されているの 

に、大型バイクの免許を取り、ローンで４００ｃｃのバイクを買ってしまいま 

した。費用は自分でバイトをして支払っているのですが、学校で禁止されてい 

るもの（バイクもバイトも禁止）をやりつづけているので困っています。「学 

校で禁止されているのだから」といっても聞き入れません。 

  ですから学校には嘘を付き続けている訳になります。 

  学校に分かると停学になるかもしれません。友達がいて夜、海岸線を一緒に 

疾走しているみたいです。（一度○＃警察に無免許で補導されました。） 

 

２．今までの経緯 

誕生～成長  昭和５７年□月○日、私達の郷里の某市の病院で産まれました。 

・生まれるまで家内は”男の子の方がやさしい”から男がいいと言っていまし 

た。 

・幼稚園年少組までマンションの３Ｆ（３ＬＤＫ）に住んでいました。 

・小さい頃は元気で一時もじっとしていませんでした。色々なおもちゃで遊び 

まわって。 

・近くに同級生で「寛」君という友達や、一つ上の「治」君という友達と遊ん 

でいました。 

・毎日外で遊ぶので母親が付き合っていました。（私が付いているよう指示し 

たのです） 

……………………………………………………………………………………… 

  この言葉は妻と夫の関係を表現しています。妻は従わされていたのですが、 

夫としては方々に妻に対する不満があったのでしょう。以下に続く細々とした 

ことごとは「私ではなくて妻の責任ですよね」と言っているように見えます。 

  ルパンは◇夫の分身なのですが、猫一匹に振り回されている夫婦は「責任の 

なすりあい」をしているのです。 
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……………………………………………………………………………………… 

・一度、階段から落ちて下前歯を折ったことがあります。（永久歯にも影響が 

出て下前歯が曲がっています） 

・この頃アトピーが酷く、かきむしって血が出るので、手や足に包帯を巻いて 

いました。 

・巷では「いじめ」が話題になっていて「いじめられない元気な子」に育って 

欲しいと思っていました。 

・この頃はわんぱくで近くの子供を叩いたりして泣かせたこともあります。 

・児童サッカーチームに入りボールを追っかけて走り回っていました。 

・電車が好きで○△鉄道が近かったのでよく電車を見に行きました。 

・毎週土日には近くの公園に遊びに出かけていました。 

・近くの女の子にバットで頭を叩かれ怪我をしました。本人から「叩かれた所 

の写真を撮ってくれ」と頼まれ、写真を撮ったことがあります。 

・一緒に遊んでいた男の子（２歳上）の頭をバットで叩き、その子の母親から 

文句を言われた事があります。 

・次男（○夫）が５９年１月に年子で生まれました。 

・この年の６月、私は本社へ転勤になりました。居住地は同じ。 

・家内は年子だと大変だから、もう少し年をおいた方が良かったと盛んに言っ 

ていました。もうこれ以上子供はいらないとも言っていました。 

・新しい土地へ移るのを長男はとても嫌がりました。次男は何も言わなかった 

のですが。 

・幼稚園年長から中学１年末まで社宅３ＤＫに住んでいました。 

・年長のころ先生のことを怒っていたのを覚えています。私は先生の対応が悪 

いのかと思っていました。 

・年長の頃、家内の提案で”公文教室”に通い始めました。私は早すぎるので 

はないかと余り賛成では無かったのでした。 

・公文教室で長男も次男も表彰されました。小学生教材を終了。 

・小学生の３年の頃、弟が通学中こけて、目の上を縁石で切り手術しました。 

・母親は兄が弟を押したのではないかと疑っていました。 

・弟は家の中でもこけて目の上を切ったことがあります。 

・小学校の２年生（？）の時から弟とスイミングスクールへ通い始めました。 

５０ｍをかなり早いスピードで泳げるようになりました。その他スケートやス 

キー（スイミングスクールで行った）へも行っていました。 

・小学校での夏のトレーニングにも参加しました。（陸上トレーニング） 

・小学校５年生から地元のソフトボールチームに入り、６年生の時はキャプテ 

ンを務めました。試合の時は私も付き合って会場へ連れて行っていました。 
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・学校の縄跳びで頑張ってクラスで１番になったことがあります。 

・平成５年１２月、家内の父親が癌で亡くなりました。 

・学校から長男が「クラスの子と喧嘩して怪我をさせたので、相手の親に電話 

してくれ」と先生から電話があったことがあります。（２回） 

・私が帰宅すると「長男が悪いことをした」と家内が訴えることが多くなりま 

した。壁を蹴飛ばして壊した、食器だなを叩いて穴をあけた、弟をつねってい 

た、叩いた等々．．．．．。 

……………………………………………………………………………… 

  読者はいい加減疲れられたでしょうが、未だ続きます。「私は正しいでしょ 

う？  間違っているのは母親の方ですよね」という姿勢で貫かれています。 

……………………………………………………………………………… 

・子供の教育方針について夫婦で言い争いになることが多かったのでした。家 

内は「間違いを厳しく躾なければならない」と主張していました。私は「子供 

の良い点を見て誉めてやれば良くなっていく」と言っていました。お互いが譲 

らないので、長男は私が、次男は家内が育てるという話しをしたこともありま 

す。 

・家内と長男が険悪な状態が続き毎日のように「◇夫が酷いことをした」と訴 

えるので私は大概うんざりしていました。実際、家内と長男の争いは長時間続 

くことが多く。長男の要求に家内は無視し続けることが多く、長男は泣き叫ん 

でいたことが多かったので、私は将来、不吉な予感を感じていました。 

「このまま争いを続けると、そのうちお前は◇夫から殴られるよ！」と言った 

こともあります。 

  私は長男を注意しようと思っていましたが、私と家内の間もいい状態では無 

く、家内は家内で勝手にやっていた感じが強かったので、協力して教育すると 

いうことが出来なかったのです。 

・この頃、長男を殴ったことは殆どありませんでしたが、弟○夫が叩かれて泣 

きながら兄と将棋をしているのを見て無性に腹が立ち、◇夫の頭を叩いたこと 

があります。後で家内から「お父さんは何もしないのに僕を叩いた」と長男が 

言っていたというのを聞いたことがあります。 

・家族で旅行したのはこの頃までで、長男が中学に入ってからは一度も家族旅 

行をしたことはありません。それまでは全国あちこち旅行しました。お互いの 

実家にも何度か里帰りしました。 

・◇夫が中学生になってからは毎日が地獄の日々で、朝学校に行くのに手間取 

り遅刻寸前になることが多くなりました。自分の身なりが気になるらしく、な 

かなか学校へ行こうとしないので、蹴っ飛ばして家を追い出したこともありま 

したが、後で帰ってきたそうです。 



 37 

・中学１年の夏休み、実家に帰る計画をしたのですが、長男はどうしても帰り 

たくないというので、長男だけを残して帰省したことがあります。食事のお金 

をおいて３人で里帰りをしました。心配で何度か家に電話しましたが、自分で 

食事を買ってきては食べていたようです。帰ってみると家の中はごみためのよ 

うになっていました。 

・中学１年生の時は毎日私が帰宅すると家の中に皿や茶碗が散乱し、ガラス戸 

が割れていることもあり、足の踏み場も無い状態でした。◇夫は泣き喚いてお 

り、弟は部屋の片隅で小さくなっています。家内は知らん振りをして部屋にい 

ます。勿論夕食は出来ていません。私が帰るなり、◇夫がどんな悪いことをし 

たかを言い始めるので「兎に角台所を片づけて食事にしよう」というのですが 

、家内は「◇夫が悪いことを認めさせないといけない」と主張して夕食を作ろ 

うとしないので、大抵「ホカホカ亭」か中華の持ち帰り弁当を買いに行ってい 

ました。何回かは◇夫の投げた茶碗が家内に当たり病院で縫合手術をしたこと 

もあります。 

・２人の子供を連れて食事処へ行ったこともあります。毎日家に向かう車の中 

で何とも言えない不安な気持ち胸騒ぎを感じたこともあります。 

  私自身もどうすればいいのかよく分からず、友人に相談して「殴ればよくな 

る」とか言われ、何回か殴ったことがありますが、そうゆう時は家を飛び出し 

、夜遅くまで帰って来ない事も多々ありました。 

  ３階の階段から「死んでやる！」と飛び降りようとしたので必死で止めたこ 

ともあります。家内が部屋に閉じこもり中から鍵をかけているのをドアの外か 

ら◇夫がドアを叩きつづけ部屋の戸が凹凹になったこともあります。 

  いくら言っても二人とも争いを止めようとしないので、家内を殴ったことが 

何回かかります。中学１年生の正月（平成８年）に家内はとうとう実家へ帰っ 

てしまいました。家内の母親や姉から「私が暴力を振るうから、長男がおかし 

くなった」と言われ心外な気がしました。 

・その年の春、２人の息子が落ち着いて勉強できる部屋が必要だと思い、社宅 

を出る決心をしました。 

  不動産屋に頼みいくつかの物件を捜し、同じ中学へ通え、自分の部屋が持て 

る１軒屋を見つけることが出来ました。古い家ですが、２階の部屋が広く２人 

には充分な広さでした。大きな公園から徒歩３分位の中心街で、廻りは閑静な 

住宅街で、申し分ない環境でした。 

 

３．家族構成 

    私  ５１歳  株式会社▽△（大手企業）勤務 

    妻  ４５歳  専業主婦 
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    長男◇夫  １７歳  県立☆○高校  ２年 

    二男○夫  １５歳  県立◇□高校  １年 

 

………………………………………………………………………………………… 

  夫婦の対立の大きさ、深さが先ず感じられるでしょう。前記の中３少年の例 

では、お母さんは未だ「お父さんに従って」いて、表面的な対立を見せていま 

せん。ところが、この夫婦の場合、まるで息子が母親に傷を負わせる様子を父 

親は「それ見たことか」「俺に代わってよくやってくれた」とばかりに喜んで 

いるかのように見えます。 

  お父さんに送ったメールと、その後のやり取りを並べておきましょう。母親 

からはメールは届きません。 

 

  当方から        お父さんとお母さんとの関係 

                    Date:Mon, 15 Nov 1999 21.34 

                ………………………………………… 

  昨日、東京から帰ってメールを開いたのですが、今日になりました。遅れた 

ことをお詫びします。 

  心を悩まされていることがよく判ります。御家族が御長男に振り回されてい 

て、機能不全に陥っているかのように見えます。しかし、お父さんがメールを 

出されるということは回復の可能性があるということを示しています。 

  文面からだけで見ると、お母さんと御長男の関係が病的に思われます。しか 

し、そうなった原因は「お父さんとお母さんとの関係」の中にあるのかもしれ 

ません。そこで、私としては是非子供さんとお会いしたいと思いますが、その 

前にまずご両親だけでお会いして頂きたいと思います。御長男は様々なわがま 

まをご両親に押しつけているのですが、オートバイのお金はアルバイトしなが 

ら自分で払っているのですね。私としてはこのことは評価してやって良いこと 

だと思います。 

  オートバイとアルバイトは校則違反だということですが、そのことをご両親 

が学校に秘密にしてやっていることは彼としては感謝しているはずです。しか 

しこのことはこれ以上の拡大がされてはならないでしょう。つまり、すべきで 

はない最大限度の譲歩をしているのだということを判らせるべきでしょう。猫 

の世話にしても同じです。 

  オートバイをかっ飛ばすことにしろ、猫にしろ過去に受けた親からの暴力か 

らくる心の痛みを解決するのに「今の彼には必要」なのだろうと私は想像しま 

す。しかし、これ以上の我が儘な感情発散は家族として我慢できないというこ 

とは伝えなければなりません。そのことがなぜ出来ないのかという辺りをお話 
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しして頂けたらと思います。その後で息子さんとお会いできれば効果的に治療 

が進められそうに思われます。 

  今週も往診に出かけます。木曜日から土曜日まで東京、土曜日午後から日曜 

日は大阪です。土曜日が都合がいいのですが、お宅の方の都合のいい時間を電 

話でお知らせ下さい。お住まいも拝見させてほしいと思います。 

 

  先方から          ○＃駅でお待ちしています 

                  Date:Wed, 17 Nov 1999 22.20 

                          ………………………………………… 

  家内と相談しまして、２０日（土）の午後○＃駅でお会い出来ればいいとの 

結論になりました。○＃駅改札口でお待ちしています。 

  当日、長男は学校ですが、１時過ぎ学校から帰ってきます。二男は４時過ぎ 

に帰って来ます。我々は午後の間、先生と会うことが可能です。我々の家は○ 

＃駅から約５Ｋｍで、車で１５分位のところです。 

 

…………………………………………………………………………………… 

  この交換の後、予定通り○＃駅でご両親と会えたのでした。家まで訪問した 

のですが、「私を呼んだことが長男に分かるのが怖い」ようで、早々と家を退 

去することになったのでした。 

  私は逆に「何かの偶然で本人が早く帰って来て、僕とハチ会わせるという事 

態が生まれても良いのにな」と考えていたのでした。そんなことでもなければ 

夫婦だけの話し合いでは崩せないような関係の堅さを感じていたのです。 

  この面接の詳細を述べたいのですが、割愛して次の２点だけに纏めて整理し 

ておきましょう。 

1. 

  表面的には極めて夫婦仲は悪いと言えます。ところが夫婦してある新興宗教 

に入信していて、この長男もその宗教の集会に両親と一緒に行っおられるので 

す。夫婦が神頼みしなければならないほど追い込まれているとも言えますが、 

神頼みしてでも良い家族を作りたいと努力しているということなのでしょう。 

  ５行ばかりに纏められたこの宗教の教えが茶の間の目立つ壁にでかでかと貼 

ってあります。大手の新聞で出版物広告などを中心にして派手に宣伝している 

宗教で、週刊誌などでも広く知られているのですが、「私はあまり宗教のこと 

は知らないんですが、どんな宗教なのでしょう」と聞いてみました。すると、 

「◆○先生はご立派な先生で、何でも判られるんです。目を瞑られると何でも 

見えて来るということです。すごい先生です」という答が不思議と夫婦二人が 

同じ程度の深い信頼の表情で答えられるのです。 
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2. 

  ところが、次男の○夫はこの集会に行こうとしない、というよりも、この宗 

教を見向きもしないということが真実のようです。 

  成績も優秀で一番難しい学校に合格することが充分可能だったのです。しか 

し、２番手の高校を選んでいます。これは多分、兄の気持ちに配慮してのこと 

だったのでしょう。兄の行っている高校は３番手のランクなのです。 

 

  その後の経過は数通のメールのやり取りから読んで下さい。 

 

  先方から              お礼とその後 

                    Wed, 24 Nov 1999 09:25 

                            ………………………………… 

  先日はお忙しいところ、私どもの家に寄っていただきありがとうございまし 

た。先生とお話していて、長男の問題が我々夫婦の問題であるように思えてき 

ました。夫婦が不調和で子供の不全をお互いの責任にして争っていた事が一番 

の原因であるように思います。 

  翌日（日曜日）も朝遅く（９時半頃）起きた長男が 

「何故もっと早く起こさなかったんだ！」 

「ちゃんと何度も起こしたよ！」 

「現に起きていないじゃないか！  休みだから、いいかげんに起こしたんじゃ 

ないか！」 

「そんなことないよ！」と言い争った後、長男が床に唾を吐き 

「早く拭け！  遅く起こしたことを誤れ！」と言い、家内はその通りにしまし 

た。その後、家内が「洗面所が水びだしじゃない！！  何したのよ！」と何回 

か言うと「うるさい！だまれ！！  それ以上言うとぼこすぞ！！」と食卓テー 

ブルの上にあったパンを床に投げつけ、椅子をひっくり返しました。 

  家内が黙るとそれ以上のことはしませんでしたが、非常に険悪な雰囲気でし 

た。その他は夜バイトから帰ってきた時や夕食の時は非常にいい雰囲気でバイ 

ト先のことや車のこと、学校のことについていろいろ話し始めたので相手をし 

てやると１時間程話をして、機嫌良く二階に上がっていきました。 

  今日（２３日）まで夜バイトから帰ってきて長男が居間に来ていろいろ話し 

をするので聞いてやると機嫌よく、１時間位、話をして上がっていきます。た 

だ、月曜日は夜バイトから帰ってくるなり外に家内を呼び出し、いろいろ文句 

を言っているのが聞こえましたが、後で聞くと靴を履いたまま足を蹴られたそ 

うで、青く痣になっていました。 

  玄関を入ってきた時は非常に荒々しい波動でしたが、居間でいろいろ話をし 
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ている間に機嫌が直り、約１時間程話をして風呂に入り、２階にあがっていき 

ました。 

 

  当方から      お父さんが本気で立ち向かうこと 

                  Date:Mon, 29 Nov 1999 23:08 

              ……………………………………… 

  寒くなりました。お元気ですか？ 

  本日、書留が届きました。高額ですが、有り難うございました（注  ３万円 

の往診料を送って頂いたこと）。お手紙を読ませて頂き感じることを、簡単に 

記載してみます。まず、もう少し積極的になって欲しいと思います。お父さん 

が居るときには以前より良くなっているとのことですが、お母さんへの暴力な 

ど、ほとんど変わっていないのではないでしょうか？ 

  「折角機嫌が良いときに悪くなるような話をするのも」というのは、事なか 

れ主義と思えます。 

  「息子が出かけるときに奥さんがどのような対応をすればよいか」というよ 

うな次元のことではなくて、お父さんが「お母さんへの暴力は絶対に許さない 

ぞ」と臨むことが今一番必要なことです。それを止めることが出来るのはお父 

さんしか居ないのです。お母さんの対応ではなくて、お父さんの対応が一番必 

要な時なのです。 

  携帯電話の件もまずい対応と思います。これも息子さんに押されて受け入れ 

てしまっていることがまずいと思います。親の方から「必要なようだから携帯 

買ってやろうか」という対応なら良いのですが、例えば、「お母さんへの暴力 

も少なくなったようだし、お父さんの気持ちだ」といった具合に。 

  ところが、本人の気分を損なわないようにという形で、受け入れられている 

ようですから、本人としても「心からの喜び」にはならないのです。むしろ、 

「親にまたしても無理を言って、親からいやがられることをしてしまった」と 

、自己嫌悪に陥ることとなり、悪い結果をもたらすことになります。 

  息子の機嫌取りはしないことです。親を「殴るという悪いことをしている」 

ことを息子さんは「わるいことをしている」と認識していないはずはないので 

す。 

  ですから、本心から怒らない親を本当は不満に思っているはずなのです。で 

すから、怒らせても良い覚悟で、「今後お母さんに暴力を使うようなら学校の 

先生に全てを相談する」とか「合気道の先生に相談する」とか私の名前を出し 

てみて下さい。 

 

………………………………………………………………………………………… 
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  かなり厳しく指示しています。具体的に言葉まで指示していますが、こうし 

ても良い時期だと判断しているのです。 

 

  先方から              近況お知らせ 

                        Wed, 08 Dec 1999 12:47 

                      …………………………………………… 

  水野先生その後お元気でしょうか？  先生からのアドバイス、私の胸に染み 

ました。 

  よく考えてみると私は現実から逃げていたように思います。ことを荒立てた 

くないと多くのことに目を瞑っていたようにも思います。先日もバイトから帰 

ってきた（夜９時半過ぎ帰宅、バイトに行く前４時半頃、少し食べて行く）長 

男が夕食が無いことに腹を立て「すぐ食事をつくれ！」と怒鳴り、家内が 

「暖っためるまで時間がかかるよ！」と言うと 

「いつも帰ってから食べるのを知っているのになぜ作っていないんだ！」とあ 

たりのものを壊し始めました。私が「ホカ亭で弁当買ってくるから何がいいか 

？」と聞くと 

「何でもいいからすぐ買って来い！」と椅子を振り回し、食器棚を壊し、皿や 

茶碗が割れました。そこで私も「壊したものを後片付けしないと買ってこない 

！」と言うと、近くにあった海苔の瓶を投げつけ私の膝に当たりました。危険 

を感じて家内と外に逃げました。それでも「早く買ってこい！」などと中で 

わめいているので、「片付けないと買ってこないよ！」ともう一度言うと、私 

たちの部屋の中のものを玄関の扉に投げつけ始めたので、私も戸を開けて手に 

持っていた海苔の瓶を長男に投げつけました。すると長男は私のヘルメットを 

持ってきて玄関の扉に投げつけたのでガラスが割れ大きな音がしました。私は 

「そんなことをしていると、合気道にも学校にも行けなくなるから、そう思え 

！」と叫びました。中からは「うるせえ！」と怒鳴り声。 

  しばらく外にいるとしずかになったので、中に入ると台所、玄関はガラスの 

割れた破片や木片が飛び散り、足の踏み場も無いほどでした。 

  その夜、猫が怪我するかも知れないと二男の部屋に無理やり猫を入れるよう 

頼んだみたいです。私たちは約１時間かけて後片付けをし寝ました。その後、 

数日は大人しかったようで、私の言ったことが心配だったようで、家内に 

「お父さん合気道の先生に話したのかな～」などと聞いていたそうです。家内 

は「話してないと思うよ」と言っておいたそうです。 

  ところが、今日（７日）また、バイトへ出るとき家内のわき腹や足を蹴った 

そうです。同じところを何度も蹴られているので、痛くて「また病院へいかな 

ければ」と言っていました。そこで私も意を決して、長男がバイトから帰って 
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きたら話しをしようと待っていたのですが、帰ってくるなり、 

「母さん！  電話あった？  すぐ飯作ってよ！」と矢継ぎ早です。私が 

「お母さんはもう寝ているよ！」と言うと 

「お前には聞いていない！」と険悪な雰囲気でした。私は息子が食事を終わる 

まで黙っていたのですが、 

「ちょっと話しがあるから」と言うと、「聞きたくない！  お前の言いたいこ 

とは分かる。文句を言いたいんだろう！」と言う。そおこで、「聞ける状態じ 

ゃないなら、別の日にしようか？」と言うと「お前の話し方はえらそうなんだ 

！  聞いてやるんだから話し方を変えろ！」と言う。そこで私が「親が息子に 

話しをするのに話し方を変えることは出来ない」と言うと、テーブルの上にあ 

った”てんぷら”を床に叩きつけ、つばを吐きました。とても話しを続けれる 

状態ではないようでしたが、「じゃあ一言わせてもらうよ！」と言うと 

「うるせえ！  それ以上言うとぶっ殺すぞ！」と凄みます。 

「殺せよ！  お前こそ話し方がなっちゃいないじゃないか！！」と言うと椅子 

を蹴飛ばしたりし始めたので話すのを止めると、風呂の戸を蹴飛ばしながら風 

呂に入って行きました。風呂から上がって一言話そうかとも思いましたが、暴 

れるだけかも知れないと思い、その日は止めました。 

  以上が近況です。現在の状況では冷静に話をすることは出来ません。合気道 

の先生には一度話に行こうとは思っていますが、その前にもう一度長男に警告 

をしておいた方がいいのでしょうか？ 

               

  先方から                近況報告 

                          12 Jan 2000 21:34 

                            …………………………………… 

  いかがお過ごしでしょうか？  あれから何回か家の中のものを壊しました。 

原因は殆どがささいなことで、腹を立て、腹いせに壊しているようです。最近 

の例では、息子が外に出かける時、遅刻しそうな時など不穏な雰囲気になるの 

で、家内は危険を感じるときは外に出るのですが、家内が外にいるので食べる 

のや準備が遅れたと言って、私たちの部屋の中の蛍光灯スタンドや電気ヒータ 

を床の間に投げつけて壊しています。息子が家に帰ってきてから、 

「今までお前のことを学校からも合気道からもガソリンスタンドにも内緒にし 

て守ってきたのに、こんなことをするのか！！  これ以上こんなことをするな 

らこちらにも考えがあるぞ！」と言うと、台所の皿や茶碗を床に投げつけ、火 

のついている石油ストーブを蹴倒しました。そこでもう一度 

「今度やったら、学校にも合気道にもガソリンスタンドのバイトにも行けなく 

なると思え！」と言うと 
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「うるせえ！！」と言いながら座っていたイスで食器棚を叩き始めたので、私 

も話すのを止め外に出ました。その日はその後、何も無かったように風呂に入 

り自分の部屋に戻ったようでした。 

  それ以降、息子は暴力も破壊もしてはいませんが、今日、学校に遅刻して１ 

時間目をさぼり家内は息子とのトラブルを避けるため、外で洗濯などの仕事を 

していたようです。 

  そういう時、以前はよく怒って暴力をふるっていたのですが、今日は何もせ 

ずに２時間目から学校へ行ったそうです。しかし、帰って来てから、 

「目覚ましがいるから今すぐ買って来い！」 

「ステレオのリモコンを修理するから二千円だせ！」と言ったそうです。 

「お金が無い！」と言うと 

「自分で考えて何とかしろ！」 

「○夫に借りればいいじゃないか」と言ったそうです。そこで仕方なく次男に 

金を借りて渡したそうです。 

  こういう形で何度かお金を持っていくことがあるようです。参考書など事前 

に「買ってもいいか？」と許可を得てから購入し、明細を持ってきてお金を渡 

すこともありますが、「歯医者に行く」とかお金を余分にもらい返さないこと 

もあるようです。 

  携帯電話をひどく欲しがっていたので、お年玉としてあげようかと思い一度 

は話をしたのですが、部屋の中のものを壊した時、電話の子機（以前修理に１ 

万６千円かかった）も壊したので、携帯を購入するのは止めにしました。その 

ことを息子にも話しましたが「最初から買う気は無かったのだろう！」などと 

言っていました。子機のことなど話すと黙っていました。 

  息子の無心にお金を渡すのは良くないと思うのですが、どういう対応をすれ 

ばいいでしょうか？  お金についてはあまり話しをしたことはありません。た 

だ、「家計が苦しいからあまり小遣いはやれない」という話しをして出来るだ 

け我慢させるようにはしています。 

 

……………………………………………………………………………… 

  私はこれら２通に答えていません。それは自分の頭で考えさせるための時間 

になったようです。 

  次のメールが来てようやく答えることになります。 

    

  先方から                近況（その２） 

                      Thu, 13 Jan 2000 06:46 

                              ………………………………… 
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  先ほどメールを送った後、私が丁度風呂に入っている時（１０時半頃）、◇ 

夫が帰ってきて、家内に朝遅刻したことについて文句を言ってました。その後 

家内が外に逃げる音がして、外から悲鳴が聞こえました。慌てて外へ出てみる 

と家内がうずくまっており、横に息子が立っていました。 

「何をしたんだ！」と言うと 

「悪いところを直してやっているんだ！」と言います。 

「お前のためにいろいろしてやっているのに暴力を振るうのか！」と言うと 

「お前だって、お母さんに暴力ふるっていたじゃないか！」 

「倒れた俺を蹴ったりしたじゃないか！」 

「お前がいつまでも暴力や破壊を止めないからだ！」 

「お前も暴力を振るっているのだから俺と一緒だ！」   

「意味が違うよ！！」 

「自分の想い通りにしようとしているのだから一緒だ！」 

「暴力は悪かったと思っている」 

「結果が悪かったから言っているんじゃないか！」 

「本当に相手に悪かったと思っているのか！！」 

  確かに過去、◇夫が中学１年生～２年生の時、◇夫を殴ったこともあります 

し、家内を殴ったこともあります。そのことを言われたら私も強い意見が言え 

なくなります。家内は「もう◇夫と一緒には住めない」と言っていますし、私 

も一応、合気道の先生に相談しようとは思っていますが、それで本当に上手く 

いくのか自信がありません。息子に対しては毅然とした態度が必要でしょうが、 

今の息子には何を言っても駄目なような気がします。最近はバイト仲間と麻雀 

をしたり、カラオケに行ったりしているようで、大学へ進学するとは言いなが 

ら殆ど勉強はしていないようです。 

  去年末急に”▽☆”（進学塾）に行きたいと正月休みに３日間ですが、塾に 

通いました。私も機会があれば話しをしようとしてはいるのですが、ちょっと 

した言葉のやり取りで怒り出すので、中々本題に入れません。また、我々夫婦 

も感じ方、考え方にずれがあり、中々協力しての対応が出来ません。 

  家内は深かいところで、息子と私の考え方、やり方は同じだと見ており、私 

も家内のやり方に賛同できないため、どうしてもお互いを裁くようになってし 

まいます。このお互いを裁く念いが悪い結果を招いているのだと思いますが、 

中々調和が出来ません。 

 

  当方から            奥さんがかわいそうです 

                      Date:Mon, 17 Jan 2000 23:05 

                ……………………………………… 
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  往診に出かけていて、１３日付のメール今日、目を通させていただきました。 

正直に言いまして私が直ぐに感じたことは「奥さんがかわいそう」ということ 

です。 

  逃げるところを追いかけられて倒れたところを蹴られる、そして「悪いとこ 

ろを直してやっているんだ」と蔑まれる～ 

  ここでご主人は奥さんを守って抱きしめてやらなければなせん。ところが僕 

には◇夫君と一緒になって「ご主人も奥さんを蔑んでいる」ように見えます。 

  もし「奥さんを抱きしめてやることが出来ない」のなら、むしろお勧めした 

いことは別居してやって「奥さんを休ませてやること」です。このままで奥さ 

んが人間としての尊厳が保てるはずはありません。 

  ご主人も苦しんでおられることは判りますが、もう「迷うことの限界を超え 

ている」と私には思われます。 

  子供に遠慮することはないのです。合気道の先生や学校の先生に相談するこ 

とをためらう段階ではありません。◇夫君は「お父さんがそんなことをするは 

ずがない」と考えているのでしょう。私はためらうことなくそのことを実行に 

移すべきだと思います。◇夫君自身が今の自分をどうして良いのか判らないの 

でしょう。私は今週もそちらに出かけますので必要があればお会いすることも 

できます。                                ２０００年１月１７日 

 

  先方から              その後の経過報告 

                      Date:Sat, 29 Jan 2000 06:58 

                            ……………………………………… 

  その後の経過を報告します。先週（１７日の週）は毎日（月～水）家内を殴 

ったりしていたので、木曜日に合気道の先生とコンタクトを取り、土曜日の午 

後会いました。先生は元地元○＃高校の国語の教師だった人で今も私立高校の 

講師もしておられます。親身になって私の話しを聞いて下さり、一度息子に会 

って話しを聞いてくれる約束をして下さいました。人格的にも落ち着いた方で、 

「私が話せば、息子さんは暴力を止めるだろうが、原因を突き止めないと一、 

旦止めてもまた再開するかも知れない」「合気道は技術でなく心の有り方を教 

えているのです」ともおっしゃっていました。 

  私は早速その翌日息子に大事な話しがある旨伝えましたが、息子は「どうせ 

自分にとってイヤな話しなのだろう！  聞きたくない！」と受けつけてくれま 

せん。仕方なく手紙(添付した文書)を書き、水曜日息子が合気道に行く前に手渡し 

しました。その後すぐ、我々二人（私と家内）は近くの不動産屋へ外出しました。 

車で走っている途中息子から電話が入り、 

「自分は合気道を止める。暴力・破壊も止める」と伝えてきました。最初は 
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「お前は合気道を分かっていない！」とか「何で俺があんなことするか分かる 

か！」とか高圧的に言っていましたが、私が、『これ以上、君が暴力や破壊を 

続けるなら、君を置いて出て行くこともありうる』ことと『君の暴力を止めさ 

せるために過去何度かバットで殴ろうと思ったことがある』と告げると言葉付 

きが静かになり、まともな喋り方になりました。あれやこれや３０分位電話で 

話しをしていましたが、枝葉末節の話になり埒があかないので、『小さなこと 

は有る程度目をつむるが、暴力と破壊は許せない』旨を伝えると「分かった… 

もう暴力と破壊はしない」と言ってくれました。只、過去にも何度か約束した 

が、しばらくして暴力と破壊が再開しているので、油断は禁物だと思いますが、 

自分から『止める』と言い出したのは初めてなので、今までと少し違うかな 

…・と思っています。 

  その日以降（まだ２日しか経っていない）、口調は相変わらず悪いですが、 

今のところ暴力・破壊は行っていないようです。電話で話しをしている時に飼 

い猫の世話の話しや深夜の音楽や歌が迷惑なこと、本人が留守の時の電気ヒー 

ターが点けっぱなしの時があり、下にある乾燥機や電気ヒータが使えない。何 

かと母親からお金をせびっていくが、我が家は今経済的に厳しいこと、などを 

話したのですが、ここ２日間は夜音楽をかけている時も小さな音でかけていま 

すし、以前のように高圧的な態度でお金や食事の要求も無いようです。 

  この先いい方向に向きそうなのですが、詰めをしっかりしないとまた戻りそ 

うなので心配です。アドバイスをお願いします。 

 

  当方から            Re:その後の経過報告 

                    Date:Sun, 30 Jan 2000 22:17: 

                ……………………………………… 

  出張から今帰りました。合気道の先生に相談されたのは良かったですね。し 

かし、「合気道をやめる」と言っているのであればちょっと心配です。 

  お父さんが今までとはちょっと違うぞと感じて、今のところ大人しいのでし 

ょうが、手をゆるめずにぐんぐん押してみて下さい。特にお母さんへの暴力は 

二度と許さないと強固に臨んで下さい。「お父さんはお母さんのことを心から 

大切にしているのだ」ということを判らせることは今の息子さんにとって一番 

必要なことと思われます。 

  後一つ…「お前をおいて俺達が出る」という言い方よりも「お前を治療の場 

所に出す」という言い方の方がよいと思うのですが、刺激的すぎると思われま 

すか？ 

  子供が大人の上に立っている関係を変える方が、つまり「片意地張るなよ、 

お前はまだ子供だ」と対する方が息子さんは楽になると思うのです。 
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  一人でほっといても「お前には旨くやっていける力はない」…だから「治療 

場に入院させるのだ」と臨む方が親子の関係を正常な関係に戻せると思うので 

す。 

 

……………………………………………………………………………………… 

  このケースは私のこのメールを最後に返信が入らなくなりました。治療の完 

了まで持って行けたのかどうか確認してないのですが、私の関与は何らかの役 

には立っているのではないでしょうか。 

 

 

      ４      引  き  籠  も  り  ７  年  間  の  少  女   

                          強制的入院を経て 

 

  この家族は兄からの依頼に始まるという特殊なものです。お兄さん自身が登 

校拒否を体験していて、様々な問題があったのです。しかし、だからこそ旨く 

妹の問題を捕らえることができたとも言えるでしょう。自分達の親を見る目が 

肥えています。 

  ２回の往診を繰り返して強制的な入院をさせることになったのですが、彼女 

の経過は極めて順調に進行しました。彼女は説得に応じなくて、トイレに閉じ 

籠ってしまったのですが、ドライバーでドアをこじあけて収容したのでした。 

  その後でお兄さんは自から来宮してくれました。兄妹で宮崎に住んで、時々 

両親に来て頂いて面接を重ねて治療が進んだのでした。 

  通信制大学生だった兄は、正規の大学を目指して勉強し、某国立大学に合格 

して、宮崎を離れました。妹も予備校通いが始まり、恋人もできました。徐々 

に健康な心を取り戻しています。 

  時々彼女は家族の元に帰ります。最初の時は僕と一緒に伊丹空港まで行って 

新大阪駅で父親に引き渡したのでした。今では一人で往復できます。 

  この少女の治療の始まりを兄からのメールを中心に述べてみましょう。かな 

り長いメールですから、適当に切って私なりの解釈など付け加えながら。 

               

  先方から            妹の往診依頼(長文失礼) 

                      Date:Fri, 16 Feb  －－－－ 

                        ……………………………………… 

  突然のメール失礼致します。このようなメールを送らせて頂くのは実は家の 

妹のことなのです。父は妹のことについては、あまりよく知っているとは言え 

ず、母は妹の監視が厳しくて「隠れて書く暇がない」とのことで、兄である私 
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が代わって書かせていただきます。 

  まず、経緯をお話するのが良いと思います。そもそもは、私が中学生のとき 

に登校拒否をはじめたのがきっかけかもしれません。 

  そのころは、なぜ他人を蹴落としてよい学校へ行くことが歓迎されるのか、 

どうして学力などという不確かな基準によって選別されるのかがわからず、学 

校での人間関係についての悩みや、非人間的な量の宿題というものなど全て厭 

になって学校へ行くのを止めてしまいました。 

  結局、学校へ行かなかったのは合計して１ヶ月間くらいで、その後、何とか 

卒業し、高校までは出ることができました。 

  それで、肝心の妹ですが、父によると口蓋裂による言語障害がきっかけでは 

ないかということですが、いかにも、妹のことを知らない父らしい分析です。 

それは助長するきっかけにはなったもしれませんが、原因にはなりえないと私 

は思います。 

  妹は中学に入ってから、ほんのわずかな期間通っただけで登校拒否をはじめ 

てしまいました。母に聞いたところによると、その原因として考えられる要素 

は、ソフト部に入ったことです。他の部員は小学校の頃からやってきていて上 

手だったのに、妹はほとんどしていなくて劣等感があった。しかも、その部の 

先輩が厳しかった。苛めがあったのではないかと母は言いますが、どれも動機 

として、そんなに強いものではありません。 

  やはり、私が登校拒否をしたことをみていて、安易に逃げに走る心理が働い 

たというのが正解に近いのではないでしょうか。ちなみに、妹は私が登校拒否 

をしているときには「中学ってそんなに休めていいな。私も早く中学生になり 

たい」などと言っていました。 

  その後、私の場合と違って妹のもとには数人の友人が訪ねてきて、妹も「私 

も勉強しなくちゃって思ってるんだよ」などと返していました。私はそれを影 

で見ながら悲壮感が足りないと一人で憤っていました。 

  私は高校にはしばらく休まずに行っていたのですが、班活動の仲間とのトラ 

ブル（財布の中身を盗られたのです）などによって厭になってしまい、登校拒 

否までは行きませんでしたが、休みがちになってしまいました。 

  それを見て両親がとった行動は無責任極まりないのですが、宗教に走ったの 

です。私も一度同行したことがありますが、オウムのように悪質でこそありま 

せんでしたが、集金手段として宗教を考えているのが私には判ったため、退会 

を迫ったのですが、「お前達がそんなで、どうすればいいのかわからない」と 

いう言葉の前に、私はそれ以上言葉を出すのをためらいました。 

  妹も、この教団のことは好きでなかったらしく、家にある教団の物を壊した 

りし始めたため、両親とも退会せざるをえなくなりました。思えばこの時あた 
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りから、妹には暴力によって両親を従わせることができるという思想が生まれ 

たのかもしれません。 

  両親は、前の教団を退会するのに、気持ちの整理がついていなかったらしく、 

次には□△という(どう書くかは失念しました)、宗教的な組織にはまっていき 

ました。その組織は、やがて詐欺同然のインチキ集団であることが週刊誌など 

によって明らかにされましたが、母はなかなか退会に踏み切りませんでした。 

  母は私が高校を卒業する前に仕事をやめたのですが、（父と母は同じ農協の 

職員でした）その理由は表向きには退職金を多めにもらえる良い機会だからと 

いうことでした。しかし、妹を一人で日中置いておくことを恐れたのだという 

事を私にポツリと言いました。（しかし、今では表向きでない理由のほうは否 

定しています）。 

  私は高校を卒業するにあたって、進路を決定しなければなりませんでした。 

私にはひとつやりたいことがあったので専門学校ときめていましたが、どうに 

もそれに対する親たちの抵抗があり（パソコンの専門学校を志望していたので 

す）、結局、四年制の大学に進路を変更しました。 

  しかし、私の通っていた高校は、登校拒否が響いたのか、お世辞にも進学校 

とは言えず、生徒の半分が就職し、進学する生徒も大半が専門学校かせいぜい 

短大といったありさまで、四大を受ける生徒は私を含めて五・六人しかいませ 

んでした。それにあわせて、授業のレベルも低かったので、私はまともに受け 

ても絶対に志望する大学には入れないと思っていましたので、私は推薦入試に 

すべてを賭けていましたが、これにも受かりませんでした。私は、学力にはま 

ったく自信がなかったので、それ以後は受験をせず、予備校に通うことにしま 

した。 

  両親も、さすがに宗教に頼っても何も解決しないことが身に沁みたらしく、 

自分たちにできることを探し始めました。そしてある晩、母が妹の担任に給食 

費をとりにくること以外、教師として何もしていないと、電話で涙声で訴えて 

いるのを聞いて、私はこれ以上両親に迷惑はかけたくないと思うようになりま 

した。 

  この頃犬を飼い始めました。妹も犬に接するときは心が安らぐのか、どこへ 

行くにも連れて行きたがりました。本筋とはあまり関係ないかもしれませんが、 

父がこの犬にするしつけは、大袈裟に言えば虐待のようでした。私や妹も同じ 

ようなやり方でしつけられたのだと思うととても暗澹たる気持ちになりました。 

犬は、飼い始めてからそう永く生きてはくれませんでした。犬が死んだ日には 

母が珍しく泣いていましたし、めったに感情を表に出さない妹も号泣していま 

した。私は犬に腹を立てて数回蹴ったことがあったので、それが死因につなが 

っているのではと思い、申し訳なくて、泣く気にはとてもなれませんでした。 
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  ……………………………………………………………………………………… 

  宗教を巡っての両親批判、犬の躾を巡っての父親批判、その死を巡っての対 

応などをよむと、父親に対する攻撃が激しいことが判ります。母親に対しては 

やや同情的です。これは以下に述べられる被影響体験（「クラス全員の死んだ 

目」が自分にうつるのではないか）から予備校に通えなくなることと深層では 

繋がっているようです。家族という最小限の集団の中で、二つに引き裂かれて 

一方を排除するという心理は、彼がクラス集団の全員から遠ざかって行く心理 

と同じなのです。 

  ……………………………………………………………………………………… 

  予備校にはどうしてもなじめませんでした。一度欠席した授業には出る気に 

なれず、ほとんど休んでいました。思えばこの頃は、たいへん心の体力が弱ま 

っていたと思います。ある日登校すると、クラス全員の目が死んだ目に見えて、 

私にもそれがうつったのではないかと恐ろしくなり、それっきり予備校へは行 

かなくなりました。 

  その後、私はせきたてられるような気持ちになり、毎日のように「自殺しな 

ければ、自殺しなければ」ということばかり考えるようになっていましたが、 

あるときから気持ちが急速に落ち込み始め、人生を賭けてもいいとまで思った 

パソコンでさえ、やるのが面倒になってしまい、一日中暗い気持ちにされるが 

ままにしていました。一番ひどいときには、食事も摂らず、一日中部屋で天井 

を眺めていました。やがて幾分収まったのですが、それ以後は、あの落ち込み 

には二度となりたくないとばかり考えるようになりました。 

  母は、登校拒否をする子を持つ親の会に参加するようになり、いくらかは登 

校拒否に対する理解も芽生えてきたようでした。やがて、近くに住む登校拒否 

の姉妹と妹がひきあわされたらしく、たまにですが遊んだりするようになりま 

した。 

  やがて、妹はその登校拒否の姉妹の片方と一緒に、県内の登校拒否をしたり 

した子を受け入れる高校に進学することになりました。わざわざ制服まであつ 

らえたのですが、その子と同じクラスでなかったことが気に入らなかったらし 

く、わずか数日で行かなくなってしまい、両親がどんなに説得しても頑として 

行こうとはしませんでした。 

  妹は現在、母以外には口をききません。その原因は、どうも私にあるような 

のです。というのもある日、私と母と妹で買い物に行きました。妹がいつも同 

じ服ばかり買うので母がそれを指摘すると、妹は車の中でキーを隠すという実 

力行使にでました。 

  私は、こうやって他人を服従させるしかない妹の底の浅さに腹を立てて「お 

まえが嫌いなのはおまえ自身なんだよ」と、言ってしまったのが原因のようで 
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す。ということを妹が話していたと母から聞きました。 

  妹はやがて、食品添加物などの害に興味を示し始め、やがて家族にもそれを 

強要するようになりました。具体的には、冷蔵庫や納戸の中の食品を引っ張り 

出し、捨てるなり、そこらへぶちまけるなりするようになったのです。私は床 

にべったりくっついたジャムや散らばった細かい食品を何も言わずに片付ける 

母を見て、妹への憎悪が湧き上がっていました。 

  実際には時期は、前後するかもしれませんが、妹は気に入らないことがある 

と、ドアや戸を思い切り力をこめて閉めるようになりました。私は、妹が我が 

もの顔で家をのさばっているのが、だんだん我慢できなくなり、殺人さえ考え 

るようになってきました。とうとうある日、我慢ができなくなりましたが、そ 

の日は超人的な努力によって、何とか実行には移しませんでしたが、他のある 

日、とうとう完全に我慢できなくなって妹に殴りかかりました。 

  もっと簡単に殺害できると思いましたが、妹は女にしては腕力が強く、私は 

男にしては腕力が弱いので、最終的な事態には至りませんでした。妹は家の洋 

間を自分の部屋としていましたが、そこはほとんど物置になっていましたので 

、洋間と続きの茶の間のドアを閉め、紐で縛って入ってこられないようにしま 

した。それまでは、たまには妹と遊ぶこともあったのですが、そのために置い 

てあった私のパソコンを、妹はなんのためらいも無く庭へ捨てました。 

  それから、そのときの対立は次第になくなりましたが、私は妹が恐ろしくて 

しょうがないと感じるようになりました。あれほどの事をしておいて平然とし 

ていられる妹の神経に恐ろしくなったのです。妹は陶器の食器にシミがついて 

いたのを見て陶器によってはプラスチックのように溶解して人体に害を与える 

のではないかというちょっと理解しがたい考え方を持ち始め、ある日、大量に 

食器を割り始めました。 

  その日のことはよく覚えています。両親は相変わらず、無責任にも家を空け 

ていました。私のまわりには、暗くて太刀打ちできない巨大な感情が渦巻いて 

いました。私は妹を極度に恐れていました。そのときに階下から皿の割れる音 

が聞こえてきて、私は逃げ出したくなりました。しかし、どこにも逃げ場は無 

く、私は「今ここで大きな精神的ショックを受けているのは自分ではない」と 

思うことで何とか正気を保っていました。 

 

  妹は自分が太めなのを気にしていました。スカイウォーカーとかいう健康器 

具を親に購入させ、一日中それに興じているだけであればよかったのですが（ 

とはいっても、一日中それを行える気力がこの状況下であることがなんだか私 

には恐ろしかったのです）やがて、母に強要して、無理やり散歩につき合わせ 

るようになりました。母は、大きな病気こそしていませんが、特別健康という 
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ほどではなく、始終どこが痛いとか具合が悪いとか言っていましたが、妹はそ 

んなことには一切目もくれませんでした。あまりに頻繁に具合が悪いというの 

で私が「大袈裟だ」とか「仮病だ」とからかったのを真に受けたのだと思いま 

す。 

  両親はほとほと困っていて、母が精神科に通い、妹の食事にこっそり薬品を 

入れていました。私は妹が暴れるたびに「これを受けているのは自分ではない 

」と思ったり、気持ちがまれに上向いたときに限って妹がひどく暴れ、私の心 

をめちゃくちゃにするため、映画を見ても、音楽を聴いても、何もわからなく 

なってしまいました。それまでも、楽しくならないということならあったので 

すが、全くイメージが沸かなくなってしまうというほどではありませんでした 

。私は、音楽も好きで、よく聴いていたのですが、何を聞いてもわからなくな 

ってしまったので、ほとんど聴かなくなりました。それによって妹への恐れと 

憎しみがますます膨れ上がっていってしまいました。 

  両親は妹が暴れても、無いものと思えと私にも協力を求めました。昨今のニ 

ュースを見るにつけ、私は行き着くところは破滅しかないような気がしていま 

した。ある日、また妹が食器を割ったり、せっかく母が作った料理をぶちまけ 

たりしていました。私は、妹から逃れようと考えました。しかし、逃れる先が 

見つかりませんでした。それだけの気力もありませんでした。 

  私は、友人たちとの交流を断っていたためか、自分が実はとても賢いと思い 

こんでいました。それで、どこか大学に入ろうと思いましたが、どこも受かり 

そうにありませんでした。そのときに、母の友人がやっているという通信制の 

大学のことを思い出し、そこに入学することがとてもいい考えのように思えま 

した。そのときの思惑とは違いましたが、実際良い考えでした。会う機会は少 

ないとはいえ、知り合いができ、飲み会に出かけていっていろいろ話したりす 

る機会ができたからです。 

  私は、自分に気力が全く無いことと、映画や音楽から全く何のイメージの湧 

かないことに悩み、自分としてはかなり思い切って、精神科の門を叩きました 

。時間はかかりましたが、渦巻いていた巨大な感情は消え、能動的に行動した 

り、道で会った人に会釈だけでなく、気軽に声をかけたりすることができるよ 

うになりました。 

  母は、私が精神科に通院していることを妹に告げ、行ってみてはどうかと勧 

めたようでしたが、妹は行こうとはしませんでした。 

  通信制大学にはスクーリングといって対面授業もあり、私は数日から二週間 

ほど家を留守にする機会が出てきました。疲れて帰ってくると、妹は相変わら 

ず暴れ、両親はつとめて見て見ぬふりをしていました。私はその異常さに気づ 

き、妹への新たな苛立ちが募っていきました。 
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  私は、朝になると特別機嫌が悪くなるのですが、その朝に起きてきた妹に向 

かって、ありったけの憎しみを込め「死ね、バーカ」といってしまいました。 

朝、どうしてか機嫌が悪いことによるものですが、私はひどく後悔しました。 

ところが、妹は母に抗議はしたものの、さほど精神的に打撃は受けていないよ 

うでした。私にはまたそれが恐ろしくなりました。 

  妹と母は、散歩に行くついでにいろいろしゃべっているようで、それが妹に 

いくらかはいい影響を及ぼしているようでした。ところが、いつからか「腹が 

ムカムカする」「夜眠れない」などといって、散歩にも出かけないようになり 

ました。私に言わせれば、前者はストレス、後者は生活のリズムがめちゃくち 

ゃなせいでしたが、妹はその意見を容れようとはせず、内科医に行っては「ど 

こにも異常はない」と言われて帰ってきて不機嫌になり、暴れました。 

  また、眠いのは自分が太っているせいだという、もはや私にはまるっきり理 

解できない考えにもとりつかれているようでした。やがて妹は観念したのか「 

眠れないのを直す」ために心療内科に行くことに決めましたが、心療内科が 

いっぱいだったために、精神科に通うことになりました。ところがここも一度 

しか行っていないのです。 

  なぜ二度目は精神科に通わなかったのかというと、このような事件が直前に 

起こったからだと思われます。その日、私は「肉が食べたい、ちょうどそろそ 

ろ食べねばならない肉があったでしょう」と母に献立のことで提案したのです 

が、妹は肉の入ったスープは悪い液体が染み出してくるので食べたがらないほ 

どの肉嫌いだったので、なかなかこの提案を受け付けないことが、母を通じて 

伝わってきました。やがて階下からまた暴れる音が聞こえたかと思うと母がす 

がるような声で「妹が提案したほうの食事に切り替えてはくれないか」と言う 

旨の内線電話がかかってきました。私は、「また妹の暴力に屈したのだろう、 

そんなことではこちらの意思は負けはしない。そんな女は殺すしかない」とい 

う意味のことを言うと、母は「殺すじゃないでしょう！」と「キレ」ました。 

  母は、事ここに到ってもまだこういった俗物的な部分が根強く残っているの 

でした。 

  ……………………………………………………………………………………… 

  文章は少し硬いのですが、かなり適格に状況が記されています。両親と子供 

達との間の人格の上下関係が逆転しています。兄も妹も両親を従わせているの 

です。これを世代間の力関係の逆転と呼びます。これはこの章の３の家庭内暴 

力の少年、猫ルパンに振り回される両親の家族の構造と同じです。 

  ……………………………………………………………………………………… 

  それから、階下へ降りてみると風呂場のガラスが割れ、母が泣いていました 

。間もなく父が帰ってくると「もうどうやっていいかわからないから話し合い 
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をする」と言って聞きませんでした。父はこういうとき一般論しか話しません 

し、母に任せても借りてきた言葉でしゃべるだけです。私は、話し合いなどし 

てもいい結果にはならないと思っていましたから、抵抗しましたが、どうして 

も話し合いをしなければいけないような雰囲気になってしまいました。妹もテ 

レビを見るために茶の間へやってきたので、仕方なく私が、父の一般論をさえ 

ぎって話し始めました。 

  私は自分の経験も交えて、「自分はずっと展望の無いことをやってきたけれ 

ど、これではだめだと思って通信制大学をはじめてよかった」ということ。 

「そこで知り合った人におまえくらいの年の登校拒否をして通信制の高校を卒 

業してきた人がいる」こと、精神科の医師に洗いざらい話し、「薬をもらって 

いることがとても大きな助けになった」こと、正直に自分の気持ちを言えと母 

が迫ったので正直に「おまえが暴れることで大きな精神的負担を受けた」こと 

を伝え、こんなにひどい気持ちになる必要はどこにも無いと訴えました。 

  それから、例の「おまえはおまえ自身が嫌いだ」という発言にもそれとなく 

触れ、軽くですが謝っておきました。どの言葉も、私は特に気をつけて責める 

ような内容のこともオブラートに包んで言いました。できはかなり良かったと 

思います。正直、一生に数度しかできないような演説でした。その日は特に妹 

が反応を示さなかったので、私はおにぎりを握って食べ、早めに寝てしまいま 

した。 

  次の日から、妹はまた暴れ始めました。今迄でも「かなりひどい」部類に属 

する暴れ方です。そして、重大なことなのですが、妹が私の使っていた食器を 

叩きつけて割りました。妹は今まで、何があっても、絶対に私が使っている食 

器にだけは手をつけなかったのです。両親もそれを深刻に受け止めたようでし 

た。それで、こうしてメールを差し上げるのに到ったわけなのです。 

  正直に言って、私はもう妹の考えていることが判りません。なぜあれだけの 

感動的とも言える意見をした私に向かって攻撃するのかわかりません。 

  ただ、私には、妹はずっとこのままでいたいと思っていて、家庭というぬる 

ま湯の中で保護されていることに必死でしがみついているようにも見えるので 

す。 

  母は、こうやって暴れるのはＳＯＳの現れだと言いますが、私には、わがま 

まを強要する手段として利用しているようにしか思えません。 

  妹は去年成人を迎えました。貴院のことは昨年辺りに伝えてあったのですが 

、こうも永いこと居座られると、同情も沸いてくるのでしょうか。とにかくあ 

まりにも放置しておきすぎたのだと思います。やっとここまでこぎつけました 

。 

  そういうわけで、妹の治療は厄介だと思いますが、我々にはどうすることも 
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できません。先生方だけが頼りなのです。 

  私は治療も進み、かなり状態も良くなりました。あとは、理不尽に暴れる妹 

さえ何とかなってくれれば、私の心も落ち着きを取り戻すのだと思います。 

  何卒、何卒よろしくお願いいたします。電話についてですが「どうにでもご 

まかせるのでいつかけてきても良い」とのことです。しかし、できるならば、 

妹が起きている可能性の少ない午前中にお願いします。 

  乱筆乱文でしたが、最後まで読んで戴いて有難うございました。 

なお、不足な部分、突っ込んで聞きたい部分等ございましたら、家への電話の 

ほかに、私へのメールでも結構ですので、遠慮なく返信してください。 

 

………………………………………………………………………………………… 

  この後に自分の名前と家族３人の名前が列記してあり、電話番号が記載して 

あります。 

  かなり長い文章で、全体的に社会馴れしていないと言えるでしょう。しか 

し、家族の問題を適格に捕らえ、自らの力で解決する方向への努力を着実にし 

ているのです。 

  私は疲れていたのですが、返事のメールを直ぐ打ちました。「もう、３日間 

も待たせているのだ」と考えると、ほっとけなかったのです。 

 

                      ……………………………………… 

    当方から        今、東京から帰ってきました 

                    Date:Sun, 18 Feb  －－－－ 

                ……………………………………… 

  木曜日から往診に出かけていて、今帰ってきました。メールを開いてみたと 

ころですが、妹さんの暴力は限界に近いようですね。お父さんが少し逃げてい 

るのかな？  その分お母さんが一人で悪戦苦闘しておられるのかな？  その中 

で君が自分自身で立ち直る努力を積み重ねていること、立派です。 

  今読んだ限りではお母さんと君の二人が現実と真剣に勝負しているように見 

えます。つまり今大切なことは、お父さんの力を発揮していただくことでしょ 

う。今日は少々草臥れていますから簡単にしますが、お母さんとお父さんの生 

の言葉を知りたいと思います。メールでも手紙でも電話でも結構です。「忙し 

くてそんな暇がない」というのでは困ります。 

  僕のことは何で知りましたか？  ホームページですか？  それともテレビで 

すか？  今のまま家族の力だけで解決するのは無理なのかもしれません。薬を 

飲ませる、それも「隠して飲ませる」という手段は賛成できません。早めにご 

両親の言葉を確認して家族療法を勧めるべきだと思います。妹さんの強制入院 
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も必要なのかもしれません。そちらまでの往診は可能です。しかしお金が６万 

円ほど必要になります。しかしその前にもっと家族全体のことを知りたいと思 

います。                                    取り急ぎ用件のみ 

 

  先方より          返信ありがとうございます。 

                        Date:Mon, 19 Feb  －－－－ 

                            ……………………………………… 

  お疲れのところ、返信有難うございます。大変痛み入ります。さて、いくつ 

か訂正がありますので、まずはご報告を。宗教組織□△についてですが、正確 

には入会してはいないそうです。なので、正しくは「退会を渋った」のではな 

く「関係を断ち切るのを渋った」ということになるようです。 

  それから、妹に与えている薬ですが、隠して飲ませるのが良くないことは、 

よく承知していたようです。ちなみに、現在は与えていないようです。 

  父のことですが、父も妹のことについては真剣に悩んでいるようです。ただ 

し、私の目から見て認識が甘いと感じられる部分はあります。数日前のことで 

すが、父が意を決して、妹に対していくつか諌めるようなことを言い（もちろ 

んオブラートに包んでですが）それから「もし何であれば精神病院に行くよう 

なことも」という意味のことを言ったらしいのです。 

  翌日見たところ、父の椅子の背に鋏か何かでいく筋も傷がつけられ、クッシ 

ョンがばらばらに切り刻まれ、残ったきれに「白痴」「豚」と書いてありまし 

た。 

  妹には体系的な知識は無いですが、漫画などから断片的な知識だけは仕入れ 

ていて、自分は頭が良いと思っているふしがあります。父は笑ってごまかして 

いましたが、私はこれだけの事をされたら父親としては逃げに入っても仕方が 

無いと思いました。時々、このように父には配慮が欠けていると感じるところ 

はあります。 

  先生のことは、テレビで知り、その後、ホームページを拝見させていただき 

ました。母も、長く妹に付き合っているせいか、やや、疑心暗鬼になっている 

ところがありますが、ホームページを見て「この病院は信用できそうだね」と 

いった事を話していました。父にも一応ですがホームページを見せてあります 

。 

  なお、母の方からですが、先生に親としての立場で話をしたいということで 

す。つきましては、こちらからお電話を差し上げますので、ご都合のつく日時 

をお知らせ願えませんでしょうか、なるべくそれに沿うようにしたいと言うこ 

とです。 
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  当方より                電話を頂く時間 

                        Date:Mon, 19 Feb  －－－－ 

                    ……………………………………… 

  お電話いただけるとのこと嬉しく思います。しかし電話の前にお手紙が頂け 

ないでしょうか？  その上でお電話という方が、短い時間で済みますし、誤解 

とかも起こり難いようです。 

  ただ、手紙は苦手だということであれば、初めから電話で結構です。病院に 

いるのは月曜日から木曜の午前中までです。その他の曜日は方々の往診に回っ 

ています。携帯電話では長話はしにくいので、できれば病院の電話にお願いし 

ます。都合の良い時間は月曜日なら９時半から１２時まで。火曜日なら１０時 

から１２時までと１５時から１７時まで。水曜日は９時半から１２時半までと 

１６時から１７時まで。木曜日は９時半から１２時までです。 

  可能で有ればお父さんのお手紙も欲しいと思います。妹さんの生育歴、記憶 

に残る大きな出来事等々、ご両親のそれぞれの立場でごらんになったまま書い 

ていただけると参考になります。 

  そんなやり取りの上で往診させて欲しいと思います。 

 

………………………………………………………………………………………… 

  このメールに対して早速次のような手紙が届きました。 

  この手紙を再読して思い出しましたが、この前に母親から電話を頂いていた 

のでした。こんなポカは年齢６０前後の人間には頻々です。 

   

      母親からの手紙 

  ………………………… 

  前略、先日は来客中の処を突然お電話しまして大変失礼いたしました。親と 

しての力不足を痛感する日々の中、息子にせかされるまま、何とかして親子共 

々この苦しさから一日も早く解放される事を願いつつペンを執りました。思い 

つくままとりとめなく書きますので、ちょっと長くなりそうですが、お許しく 

ださい。 

  娘の名前は＃子と申します。現在２０才です。性格は内気ですが、強いもの 

を持っています。頑張り屋で、気になることがあると、とことん拘ります。口 

蓋裂と云うハンディを持って生まれて来まして、見かけには殆どわかりません 

が、上顎が裂けた状態のため、食物、特に水分がすぐ鼻の方にまわってしまう 

のと発音がはっきりしないと云う不都合がありまして、１才半の時から小学校 

３年生までの間に、３回手術の為に入院しました。又、反対口噛の為、現在も 

歯科へ通院中です。言葉の方も５才から小学校の高学年になるまで言語指導の 
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方のご指導を受けました。 

  小学校の入学式の日に担任の先生が自己紹介をさせた際、そんな事をすると 

思っていなかった娘は、つっ立ったまま何も言えませんでした。それから、２ 

年間、その先生の担任中は授業中何も言わないで過しました。 

  その間、幸いだった事は、やさしいお友達が一人いて、親身になってつきあ 

ってくれたお陰で、学校へはいやがる事もなく通っていました。 

  ３年から替った担任のご努力で、授業中も話す事が出来るようになりました 

。保育園の時からピアノを習っていましたが、小学２年からは家の近くのピア 

ノ教室に移りました。そこでは毎年、春に発表会、１２月におさらい会をやっ 

ていまして、５年生の発表会ではかなりむずかしい曲をひく事になりました。 

  ステージ発表は苦手のようでしたが、頑張って練習していました。ところが 

本番の時に、緊張の為か、早い指先の動きが突然止まってしまったのです。場 

内は一瞬シーンとなり、本人はただ呆然としていました。どうなる事かと思っ 

ていましたら、先生があわててステージにかけ上がり、娘に何やら耳うちしま 

した。やっと気をとりなおして最初から弾きなおし、何とか最後まで弾き終わ 

りました。 

  その後、呑気な親は、そんな出来事をすっかり忘れ、娘もピアノの練習に何 

もなかったように通っていました。ところが、おさらい会の当日は、出かける 

間際になって、娘は急に自分の部屋の壁と机の狭い隙間に入ってしまって、ど 

んなにせかしても、出て来ようとはしませんでした。結極おさらい会は欠席し 

、ピアノ教室もやめてしまいました。 

  娘が不登校になってからの様子は、大体息子がメールでご説明したような状 

態です。最近の様子は今までになく家族に反感を持っている感じで、私を見る 

目つきも以前よりきつくなった気がします。口も閉ざしたままです。ある時は 

自分の要求する物を有無を言わせずすぐに買って来いと態度で示したり、買っ 

てきた物が気に入らない時は、すぐ取り替えに行くよう強要します。 

  水野先生にも、出来るのはここまでと言い聞かせた方がいいとアドバイスを 

頂き、やってみてはいるのですが、思うように効果が上がりません。 

  こちらの態度に問題があるのかもしれません。水曜日の日の３時頃に又近く 

の内科医へ行きたいと言い出し連れて行きました。一旦診察室に入った娘が私 

を呼びに来たので、一緒に中へ入ると女医さんが 

「前回の時にもお話ししましたが、内科的にはどこにも異常がありません。こ 

れは、心療内科関係の病気だと思います」と言われ、私がこれまでの経過をお 

話ししましたら、「今後も、いろいろな検査を続けても同じ事だと思います。 

お母さんの方できっちり対応してください」と云う旨のお話を本人の前でされ 

、娘はいやな顔をして帰りました。 
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  先日の一悶着の時に息子が言った言葉に腹を立てているのか、それとも、翌 

日息子と昼食中に「（妹が）何を考えているんだかわからなくて無気味だ」と 

言った言葉を隣の部屋で眠っていると思った娘が聞いていたのか、どちらの言 

葉に反応しているのか解りませんが、それ以降かなり荒れた態度（特に兄に） 

を示すようになった事は確かです。そして私が「お兄ちゃんだってあんたの事 

を心配しているんだよ」と言った時に「どん底につき落とされた」と指で書い 

た言葉が気がかりですが、それ以上は何も言おうとしません。 

  以上が近況報告です。娘をこのような状態に落ちこませてしまった事に母親 

として本当に至らなかったと反省し、子供達にも申し訳なかったと思う気持ち 

で一杯です。 

  でも、どこをどう修正したら糸がほぐれてくれるのか、今は全然わかりませ 

ん。共働きと云う（核家族で）あわただしい日々の中で、夫婦の意志の疎通も 

欠けがちで、それぞれの思惑で子供を親の都合で動かし、目を摘んでしまった 

事は、悔やんでも悔やみきれません。 

  でもこれから、子供達が元気になる為だったら、どんな事でも手助けを惜し 

まずやろうと思っております。水野先生、どうぞよろしくお願いします。 

 

………………………………………………………………………………………… 

  この手紙も長いのですが、お父さんからも届きます。これもも長いのですが 

、そのまま掲載しておきましょう。 

  それぞれの視点が少しずつ違います。メールの中に書いてあるように、お父 

さんのものは息子の代筆ですが。 

  息子は特にお父さんに対して攻撃的です。否定的というか、蔑視しているよ 

うです。この家の実権は、お母さんが握っているのでしょう。 

              

  先方から            父からです 

                    Date:Tue, 27 Feb  －－－－ 

                        ……………………………… 

  どうも、お久しぶりです。父がそちらに宛ててメールを書きましたが、父の 

パソコンではうまく送信できないらしいので、息子の私が代筆します。以下、 

父のメールの内容です。 

前略 

  初めてお目にかかります。娘の件で大変お世話になっております。今回、先 

生への相談、診察などの件についても息子がテレビで視聴し、インターネット 

で詳細を知ったようです。私共としても一日も早く家族全員で和気あいあいと 

笑顔で話のできる日を取り戻したいと願っている今日この頃です。 
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  これからのくだりは記憶が定かでないことが大部分で、何歳ごろにどのよう 

だったかもはっきりと記憶しておりません。 

  二人の子供の生い立ちについて断片的に話させていただきます。 

長男（◇夫  Ｓ５３年○月□△日生）、長女（＃子  Ｓ５５年△月○日生）、 

妻（▽子  Ｓ２０年□月○日生）、私（☆一  Ｓ２１年△月□日生） 

  私どもは職場結婚で昭和４７年秋に所帯を持ちました。結婚後、妻も私も仕 

事を持っていたため、両家の親とも別居していたため、すぐに子供を出産して 

子供を０歳児から保育してくれる施設も当時はほとんどなく、そんなこんなで 

しばらく様子見の期間が５年程ありました。しかし、月日がたつと両家の親も 

回りの同僚も半ば諦めかけている時に私どもも「案ずるより生むが泰し」の諺 

の様になんとか子供を設けようと努力しました。 

  私の朧気な記憶だと◇夫は生後約３ヵ月位から３歳までの間、私設の老夫婦 

の家庭保育員の元で保育することにしました。 

  ◇夫が私立の保育園へ入園できる様に成ってからは、私共が仕事の都合をつ 

けて交代で送迎をしていました。 

  ＃子が産まれた時、妻は育児休暇を利用して◇夫と同じ保育園へ入園できる 

くらいまで自宅で保育に専念したと思います。 

  ◇夫、＃子とも小学時代はクラス内でも余り目立たない存在でしたが、◇夫 

は時には友達とけんかをしたことも何回かありました。 

  ＃子は産まれたときに産婦人科で母乳の飲み方が少なく泣き叫ぶので医師が 

診察したら「口蓋裂」の所見でした。直ぐに近隣の総合病院へ入院となり、そ 

の後口蓋裂の縫合手術、術後観察、さらに子供にしては体が硬いとリハビリを 

一年位月に二度の間隔で通院治療したと思います。また、完治するかしないの 

うちに言葉に支障が出るかもしれないとの先生の説明があり、別の病院の言語 

教育の方に約一年ほど、小学校の低学年の頃通院治療したと思います。また同 

じ頃前述のことが影響していて歯の反対佼合になるので矯正が必要だとの所見 

からその治療にも車で二時間の遠路を何回も通院したこともあります。 

  歯の反対佼合については昨年あたりで一応終了しましたが、現在も歯並びが 

良くないため矯正器具を使用中。 

  小学時代は◇夫は物事に対する発想がクラス内で特異的で有ったようです。 

また、＃子は高学年の時の絵が学校に保存してほしいとの先生からの伝言が有 

りました。物静かで決して人前に出ず（自分の心の中に負い目も有ったのかと 

も親心で思いますが）常に友達にすべての事が追従していくようでした。また 

、本人の性格が学校から出された宿題はどんなに夜遅くも、一眠りしてからで 

もやっていくようでした。 

  母親が仕事で夜勤の時も休憩時間に電話をかけてきては「宿題をやっていな 
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ければやらせて」と言うことが何回もあり、私も最初のうちはそのようにして 

いましたが、そのうちに「＃子がやらないものはしかたないだろう」と現実を 

容認するようになりかけたが、「本人がやっていないと朝になってから登校し 

ないようになったらどうする」という言葉に、しかりつけてでもやらせたよう 

な気もする。今となっては本当に申し訳ない事をしたと思っている。クラスの 

連絡帳にでも親の一言を持たせてやればすんだかもしれないと。 

  中学時代の◇夫は学校の創立何周年記念行事の一環として在校生の意見発表 

に選ばれてしまった。この学校の卒業生でも有る母親と何回は話を聞いたり自 

分の考えを述べているところを聞いた記憶がある。中学生活も二年生の二学期 

頃から高校進学への準備などが始まり出した頃からだったと思うが朝、登校時 

間が来ると頭が痛い、腹痛がすると言っては休み出した。最初は私共が車で送 

迎し昇降口まで連れていくのだが、そこから先がだめ。 

  最近、◇夫が「この頃自分が一番苦しかったんだ」と家族の中で話してくれ 

た。この時の気持ちを私共としては十分理解できず、ただ学校に行かせること 

が先決だとおもっていましたから。 

  私も自分なりにそのころ言われていた登校拒否が自分の子供に出たらと思い 

、先回りをしたつもりで自治体が開催する「思春期講演」等にも時々参加した 

り、登校拒否に関係した本を読んだりしていました。机上の空論的であり、そ 

んなことよりもその分子供をしっかりと見つづければと反省する次第。 

  ◇夫は中学を卒業し、地元の高校にそして、大過なく高校生活も過ごせるか 

と思ったいましたら、入った部活の対抗試合の時に同じ部活の人だと言ってい 

ましたがいじめに有ったようでした。後から本人に聞いてから部活の担任に話 

したらとアドバイスした積もりでしたが、逆に仕返しが有るからと言って部活 

もその時からやめてしまいました。 

  この件については私の知る限り高校時代。それからは何もなかったようです 

。  一方、＃子も◇夫と同じ中学校に入り暫くするとやはり◇夫の時と同じよ 

うに頭痛だとか、腹痛だとか言い出して登校拒否状態が始まりました。 

  このころの私共は「何で我が家だけ、それも二人とも」と考えが内にむかい 

、親同士の言い争いも絶え間なく、またその救いの手を宗教的な方面へも頼る 

ようになり、この道のこういう先生がいいよとか他人から聞けばそちらに靡き 

もいたしました。 

  ＃子も中学をなんとか卒業でき、高校に行くようになり、学力も登校日数も 

あまりなかったので、県内で学力の低い学生でも受け入れてくれる住居から電 

車を乗り継いで約２時間位かかる私立の高校に行くことになり入学準備の時は 

私共と＃子が一緒に学校の下見までしました。 

  この高校へも少し行き始めたのですが１ヶ月くらいだったと思いますが、登 
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校したがらないので休ませましたらそれきりになり担任の女性教師にも大変な 

迷惑をかけましたが、本人とも話し合いの上、退学届を出しました。 

  それから家にこもる様になり、私共からすると好き勝手なことをやり、部屋 

は足の踏み場も無い状態。 

  ◇夫といつの頃でしたか、自分の部屋の取り合い、又すぐ近くに居る＃子の 

友達が「自分の部屋を作ってもらった」と聞き「私も兄ちゃんが今の部屋を取 

るなら私には別に造ってよ。」と言われたが「家は新築したばかりだし、お金 

も無いし、お互いに都合つけて今空いている洋間にしたら」等提案したが納得 

いかない様子でした。 

  暫くしてから、好きな本は買いまくり、子ども向けのファッション誌の広告 

欄にのっている品物は毎回というほど注文するは、食品添加物の有るものは冷 

蔵庫からたたき出してしまう始末。 

  自分の気に入らなければ引き戸はわざわざ大きな音を立てて締めるは、自分 

の気に入らない食器が目に入れば投げて壊すわ。 

  このような行動が度重なり出してから◇夫も＃子に対して「本当に気違いじ 

みた行動だ。どうしようもない。」と言う始末。 

  私ども、特に私は其れからというもの事がある度に「もう少し長い目で見て 

やろう。今は病んでいる状態だから」といって＃子本人を見守る様に諭したつ 

もりですが、◇夫にすれば「結論を先送りしただけで病院へ入れなければ危機 

的状態だ、さも無ければ俺が出て行く」とも。 

  この行動（＃子の家庭内での情緒不安定な行動）が始まった頃に私も堪忍袋 

の緒がきれて、＃子と取っ組み合いの喧嘩をしていました。（深く反省してい 

ます）。それからだったと思います＃子が一切私、◇夫と口を聞かなくなった 

のは。 

  今でも母親とは少しは話をするようですが（私、◇夫が居ないとき、場所で 

は）、私、◇夫がいる場所、時には真に必要があれば指で空に文字をかき、そ 

れを母親が読している状態。（◇夫も一時期、私に対して＃子と同じような行 

動を取った時期が有りましたが、だんだんと本人の取る行動について賛意を示 

しながら親としてできる事は関わりをもって物事を対応するようになったら今 

では殆どいろんな会話が可能な状態に成ってきています） 

  この間も食事の内容で「◇夫と＃子の両方の言い分を母親が折衷案で乗り切 

ろうとした」のでしょうが、＃子がまた不安定行動、其れに反応して◇夫もい 

らいら、母親もギブアップ。私が仕事から帰ると険悪状態そのもの。 

  ◇夫が「このままではもう自分もダメに成ってしまう。いっそうの事病院で 

も、其れなりの信頼のおける施設にでもいれないとどうしようもない」、「ど 

うしたらいいか皆で話そう」と切り出し、全員が席につくのにも一波乱。（食 
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事の内容も◇夫は肉食主体、多少の添加物容認、高カロリーを希望、片や＃子 

は魚主体で添加物の混入表示の有るもの、カロリーの高いものすべてご法度） 

  その時の◇夫の話の内容に「自分が一番苦しかったときの経験」、「どう自 

分で解決していった」か等についてとうとうと話だした。すべてを聞いて当時 

、親である私どもがとった対処、対応が二人の子供たちの他人にはわからない 

、やり場の無い気持ちを理解もせずありきたりの対処しかできなかった、その 

ことが本人達の其れから以降の環境、将来にも影響しているともいった。 

  親として自分の子供の心の中、子供からのシグナルがしっかりと受け止めら 

れなかった事について親として謝罪をし、「これからも◇夫、＃子の親として 

親の義務をしっかりと全うするので、色々指摘したり、話しあったりしよう」 

と。この長い時間をかけて話あった事柄について＃子本人に聞いたが、従前同 

様口を開かない。 

  その翌日、昼間また荒れ、私が帰宅して玄関を入ると風呂入り口の割れたガ 

ラス戸破片を片付け始めた。 

  私は「足を切らなくて良かった。有り難う」と言ったが、無言。現在も朝、 

起きてきたときに私と顔が合うと情緒不安定行動（引き戸をわざと大きな音を 

たてて締めたり、食器の上に置く食器等わざわざ大きな音をたてて置く） 

 

  取り留めのない私共の生い立ち、家庭内でのやりとり等々についてほんの一 

端を述べさせていただきました。 

  私共としては自分達の子供であるので可能な限り、できるならば他人に頼ら 

ずに解決の糸口かが見つかるとよいと思っていたが、◇夫に言わせると「絶対 

に良くならない。病院に入院でもさせるか。さもなくば殺してやる。」と言う 

が、◇夫のこの思いを色々な社会の実例から思い止まらせている。 

  せっぱつまった◇夫の言動に私共も今まで其れなりに気にやって来た積もり 

だが、決定的な対処がなく、八方ふさがりの状態になり。時の過ぎるのを待つ 

しかないと思ったことも。 

  親自体が気持ちを大らかに持ち続け、少しでも子供の気持ちを理解できる心 

のゆとりを持つことかなあ。と最近では考えている所です。    敬白 

      ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

  以上が父の書いた全文です。一部日本語や句読点がおかしいところがありま 

すが原文のままなのでご容赦ください。 

  お読みになれば判ると思いますが、父は自分に問題があることを自覚してい 

ないようです。ざっと読んだだけでも、心が大人になりきっていないこと、女 

性蔑視、示威的、自分だけいい人ぶるところなどが伺えます。この文章も、相 

手方の迷惑など考えず、添付ファイルで送ろうとしていました。 
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  父は、まるでリーダーシップなどないくせに、なにかあるとすぐ「俺を立て 

ないからだ」と母にあたります。考え方も古いのです。 

  私が父と口を利かなくなったのは、以上のようなことが許せなくなったから 

でして、それをやめたのは不便であるということと、妹の二番煎じになってし 

まうことへの嫌気からなのです。 

  自分のほうが父よりも精神的に成長してしまい、まるで子供のように見える 

というのも許した原因の一つかもしれません。少なくとも「だんだんと本人の 

取る行動について賛意を示しながら、親としてできる事は関わりをもって物事 

を対応するようになった」からではございません。 

 

  それからひとつ弁解を、私はある時点でこの両親ではどのようにやろうとも 

妹は良くならないだろうし、妹が自分の方から立ち直ることもまずないことが 

わかっていたのです。 

  ですから、思い余って殺害という最悪の終焉を回避するために、なんとか両 

親を説得して、しかるべき施設に預けるしかないと思っていたのです。ところ 

が両親は、ハイジャック犯とハイジャックされた乗客が仲良くなるがごとくな 

のでしょうか、「どんな施設に預ければよいかわからない」等と調べもせずに 

言い、こちらがいくつか候補を上げてみれば「あそこはあの子には向かない」 

などとのらりくらりと結論を先送りしているだけにしか見えなかったのです。 

  先生のおっしゃるとおり、このような状態の者を放っておくのは残酷なこと 

だと思います。私も一時、そういった状態であったのでよくわかるのです。両 

親には百言を弄してもなお、その無関心に見える「壁」が崩れることはありま 

せんでした。 

  必然的に、強い言葉も飛び交うようになります。殺してやるというのは本意 

ではありませんでしたが、妹のせいで家の中が正常にゆかず、よく考えてみる 

と不当な苦しみの元はすべて妹であったりして、殺意を抱いたのは確かです。 

ただ、両親には「さもなくば殺してやる」というよりも「もしなにもしてくれ 

ないなら、何かの拍子に殺害してしまうかもしれない」という意味のことを言 

ったのでした。 

  父の文章を読むと、認識の甘さが浮き彫りになって現れます。記述に間違い 

が何箇所もありますし、時期もかなり前後しています。私が両親に先生のこと 

を勧めたのは、先生の実行しておられる「家族療法」が、家の場合には良いよ 

うに思われたからなのです。問題のある家族にも焦点を当ててくださるとの事 

で、期待しております。正直私は、このところの妹の暴れ方が激しいので本気 

で家を出ようと考えていましたが、先生にいらっしゃっていただけるのでした 

ら、私もいたほうがいいでしょうから、家に残ろうと思っています。 
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  以上、私憤に任せての文章、大変失礼致しました。 

 

  当方から          それぞれのお家族が真剣なのだと 

                    Date:Tue, 27 Feb  －－－－ 

                ……………………………………… 

  今日、お母さんのお手紙も届きました。お父さんもお母さんも妹さんのこと 

を真剣に考えておられるのだと思います。しかし、有効な対応が残念ながら打 

てなかったということでしょう。 

  そしてお互いに自信喪失という状態だったのではないでしょうか？  時間を 

かければそのうちに、と考えておられたのでしょうが、結果は悪い方向に進ん 

でしまった、そして益々自信を失ったということなのでしょう。 

  そこで成長して君自身が初めて「この病理状態に陥った家族の中」の問題が 

見える立場になれたということでしょう。 

  是非往診させて欲しいと思います。今週は木曜日、金曜日は大阪にいます。 

土曜日の午前中に大阪を発って、午後、名古屋で２つの家族面接を済ませて東 

京に向かいます。日曜日に東京の仕事を２件して宮崎に帰るのです。木曜日の 

午後は予約が入っていますが、金曜日であれば往診できます。 

  ただ今週は込んでいますから、再来週の第３週（１６，１７，１８）にさせ 

て貰えないかなと考えています。この週であればお宅に１泊させていただいて 

、ゆっくり話し合う時間がとれるかと思うのです。 

  日帰りでそちらまで出かけて行っても充分な時間がとれるかなと危惧するの 

です。但し緊急性が有れば今週でも行きますよ。 

  木曜日、明後日の午前の飛行機で大阪に発ちますので病院へのご返事は明日 

までに下さい。その後で有れば携帯電話に下さい。 

 

  当方から            今週の土曜日に 

                    Date:Wed, 14 Mar  －－－－ 

                ……………………………………… 

  今週末の土曜日にお伺いさせていただく予定です。ＪＲで行くつもりですが 

□○までお迎え頂けるでしょうか？  正午までには着きたいと考えているので 

すが、正確な時間は大阪を出発する時にお電話します。 

  往診料金について述べておきます。大阪近辺の方の料金は初診が３万円、２ 

度目からが２万円となっています。お宅の場合には大阪からの旅費と往復の時 

間が加算されますので５万円となります。それで良いか否かご連絡下さい。 

  明日の１２時には宮崎を離れます。その後は携帯電話にお願いします。 
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    ………………………………………………………………………………… 

  この後、往診するのですが、次のメールからその様子、その後の経過など読 

んで下さい。この後２回目の往診をして収容したのでした。 

 

  先方から            Subject:事後報告です 

                    Date:Sun, 25 Mar  －－－－ 

                        ……………………………………… 

  先週は、はるばる往診していただき、ありがとうございました。早速ですが 

、あれからの経過を報告します。妹は、先生が帰られてから、一時間ほどは 

おとなしかったのですが、それから嵐のように暴れ出しました。翌日も続くか 

と思いましたが、意外にも、普段と同じぐらいしか荒れていませんでした。 

  後で母に話を聞いたところによると、どうも妹は先生から言われての母の態 

度の変化について「人の意見を鵜呑みにしすぎる」と言ったそうです。飛躍し 

て考えれば、先生のことを母が関わった宗教や化粧品などと同列にみていて（ 

それらを引き合いに出したそうです）それによってかろうじて心の安定を保っ 

ているのかもしれません。母は、二．三日は毅然とした態度でいましたが、妹 

の荒れ様に恐れをなしたのか、性急に態度を変え過ぎたと自分に言い訳をして 

、以前と同じように、わがままを容認するかのような態度を取っています。   

この間先生が来られた時に、第三者が介入することの必要性を説いていらっし 

ゃいましたが、父はそれら意見を聞いていなかったのか、いまだにできるなら 

ば自分の手で妹を良くしたいと思っているようです。ただ、父はかなり幼児性 

が強い部分があり、酒を飲んだ時などは全く意見が通らないこともあります。 

そういった態度を日ごろ見せているのに、まだ自分に何かできるかのように言 

うのには、正直あきれます。先生から受けた注意も、とても心に留めていると 

は思えません。 

  妹はここ数日、インターネットのサイトを一日中眺めて暮らしています。大 

抵は趣味系のサイトを覗いているようですが、両親が以前関わっていた宗教と 

か、医療ミスなどのページも覗いているようです。そういった場所を覗くこと 

が、ああいった精神状態のときにどのような影響を与えるのか、私にはある程 

度予測がつくだけに、余計恐ろしいものがあります。 

  もしかしたら、先生のページも覗いているかも知れません。母は否定します 

が、妹は家の中で自分が一番頭が良いと思っているのが私にはわかります。だ 

からこそ周りの人間のすることを否定できるのだと思います。妹が心を開くま 

では、かなり厄介だと思います。 

  私はといえば、かかりつけの精神科の先生に、妹の事について説明しようと 

したのですが「他の病院の先生が」というと気分を悪くされるかもしれないと 
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思い「引きこもりのための施設に入れることになりました」と言ったのですが 

、先生は精神医学的治療を強く勧めます。正直に言ったほうが良いのでしょう 

か。 

  それでは、今回はこのあたりで、失礼します。 

 

  ……………………………………………………………………………………… 

  このよううなやり取りの経過がなければ、２度目の往診で強制的な収容をす 

ることは難しかったでしょう。＃子が閉じ籠ってしまったトイレのドアをドラ 

イバーで壊したのは私自身でした。 

  便器に座り込んでいた＃子の両手を取って立ち上がらせる時に、彼女は殆ど 

抵抗しませんでした。 

 

 

    ５      浪  費  ・  家  族  へ  の  暴  力   

              （人格障害・３０才の男性） 

                      初回面接からの失敗例 

 

  少々の援助の手を指し伸べるべき家族か、援助し過ぎてはならない家族かを 

判断するために、少なくとも１、２回のやり取りを終えてから取り掛かる必要 

があるようです。 

  このケースの場合、私は「父親が充分な返事をくれない」状態で、面会依頼 

に応じてしまったのでした。そのために治療はうまく進行せず、治療関係を初 

回の面会で打ち切ったのでした。サービス過剰は決して良い成果をもたらしま 

せん。一応の治療の青写真（治療計画のアウトライン）を作れる程度の資料を 

集めてから往診に取り掛かることです。 

  このケースでは、全てのやり取りをメールでしていますから順番に並べてみ 

ましょう。 

 

先方から              家庭内暴力、浪費、酒精中毒 

                    日時  2000 年 10 月 24 日 20:25 

                        ……………………………………… 

  初めてお便りを差し上げる非礼をお許しください。実は過去２０年近くも長 

男（３０才）の家庭内暴力、浪費、アルコール中毒等に悩まされております。 

小学校の終わり頃、海外より帰国してきまして中学に入りましたが、登校拒否 

が始まり同時に家庭内暴力も始まりました。（高校も中退しております）  そ 

れよりロックにのめり込み髪を伸ばし、当時ヘビメタと言われる格好で夜中で 
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も音量を大きくしてエレキギターを弾き、隣近所に肩身の狭い思いも致しまし 

た。ギターも６０本位買わされ、レコード、ＣＤも数千枚も買わされました。 

  それが終わると今度は外車に凝り始め、現在ポルシェ、ベンツ、ランチャー 

３台を持っております。浪費もひどく毎月５０万円位も使います。夜と昼が完 

全に逆転しており毎晩ウオッカを飲んで暴れる始末です。 

  本人はお前達には俺の苦しみが分からないと言っております。どうして欲し 

いのか聞いてもそんなことお前たちが考えろという始末です。本人にとっては 

先が見えないことも不安になっているのかもしれません。 

  仲良くしていた彼女もいたのですが、その彼女との関係もはかばかしくない 

のが不安定な要素になっているかもしれません。 

  約一ヶ月前くらいから抗精神薬であるセレネースという薬を飲ませておりま 

す。気持ちが少し落ち着いてきたような気もしますがまだ完全ではありません。 

  ホームページで拝見しましたところでは強制的に入院が可能とありましたが、 

このような状態の子供の場合どのように対処したらよいかご教示頂ければあり 

がたく存じます。尚、既に１年位になりますが、カウンセリングにも通ってい 

ますが、若干落ち着いては来たものの大きくは変わっておりません。お忙しい 

ところ恐れ入りますが、メールでご返事を頂ければ幸いに存じます。 

 

  当方から          家族関係をもっと詳しく 

                  日時  2000 年 10月 31 日 19:39 

              ……………………………………… 

  お困りの様子は分かりました。しかし、家族関係をもっと詳しく教えて下さ 

い。何人兄弟なのか、他の兄弟との関係はどうなのか。母親との関係はどうな 

のか。またお父さんとお母さんの関係はどうなのかなど。 

  息子さんの症状は精神病ではないのです。息子さん個人だけが問題なのでは 

なくて、それを指導できなかった親に問題があるのです。私は２０年も続いて 

いる家庭内暴力に「よくお家族が耐えてこられた」と思います。 

  しかし、私としては「２０年間も子供を苦しめてきた」という面も想像して 

しまうのです。そういうわけで、もっと詳しい家族像を知りたいと思います。 

  この症状は精神病ではなくて、性格障害なのです。性格障害は家族の中で作 

られるのです。家族の中というのが、子供を中心において考えると家族の基本 

は夫婦が作っています。ですから奥さんとの関係については特に詳しく知りた 

いと思います。 

  本人がカウンセリングに通っているということですから、治療の可能性は高 

いでしょう。しかし、メジャーのトランキライザーであるセレネースを飲ませ 

るのは即刻止めるべきです。統合失調症の診断が有れば別ですが、性格障害の 
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治療のためにはむしろ有害です。 

  今週は木曜日から土曜日まで東京方面の往診に出かけます。来週は宮崎にい 

る予定です。           

 

  先方から        RE:家族関係をもっと詳しく 

                    Date:Wed, 1 Nov 2000 09:30 

                      ……………………………………… 

  早速のご返事有難うございました。家族関係、今までの経緯について詳しく 

ご報告致します。 

  木曜日より東京方面にご出張とのこと、もし１０分間でもお時間を頂けたら 

お会いしたいのですが、お時間を頂けないでしょうか？   

  私は川崎市に住んでいますので、場所をご指定頂ければ何処でも参ります。 

   

  当方から              明日の５時過ぎに 

                    Date:Wed, 1 Nov 2000 21:35 

                ……………………………………… 

  明日の宮崎を３時半の飛行機で出かけます。羽田に５時前後につきますが、 

その後、世田谷のお家族と会う予定になっています。しかし時間はずらすこと 

が出来ますので、７時くらいまでの時間なら作れます。 

  その他の時間であれば、土曜日の午後が空いています。私としては明日、木 

曜日にお話を聞いて土曜日に息子さんを往診するというのが最適かと思います 

がどうでしょうか？ 

  お会いする場所は空港でもよいのですが、夕食を取りながらということにさ 

せていただくと、川崎か蒲田辺りの方がよいのかもしれません。明日の正午ま 

でなら又メールを開きますが、その後は出発しますので連絡は携帯に下さい。 

電話番号は○■□◆▽▼です。 

  なお、ＨＰでご存じかと思いますが、往診料は初回が３万円、２回目以降が 

２万円となっています。 

 

  先方から            RE:明日の５時過ぎに 

                    Date:Thu, 2 Nov 2000 09:28 

                      ……………………………………… 

  早速のお返事有難うございました。世田谷にお出でになるのでしたら、私の 

勤めている事務所が世田谷ですので至極都合がよいのですが、ご迷惑でなけれ 

ば渋谷から出ている田園都市線の三軒茶屋の出口改札で６時に待ち合わせとい 

うことで如何でしょうか？  （先生の訪問先が分かればその近くがベストかと 
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思われますが。） 

  夕食でもご一緒しながらお話し合いをさせていただければ幸甚に存じます。 

私は黄色い布袋を持っていますのでそれを目印にしてください。もし、川崎か 

蒲田の方が良ければ待ち合わせ地点をご指定ください。急で申し訳ありません 

が折り返しご返事頂けませんか。 

 

…………………………………………………………………………………………… 

  こういう経過でお会いしたのでした。このお父さんが「家族関係、今までの 

経緯について詳しくご報告致します」と書いているのは「メールではできない 

から、お会いしてから」という意味なのだろうと私は善意に解釈していたので 

した。しかし、１０分くらいでそんな大切な話ができるわけではないわけで、 

会っても肝心な部分は話してくれませんでした。 

  私はかなり執拗に「奥さんと是非お話ししたい」と食い下がったのです。と 

ころが、言を左右にして逃げられるのです。最終的には「この日、私と会うこ 

とすら妻には話していない」という事実が判明しました。 

  そして、どうやらこの依頼者は「自分が傷つかずにことを治める道を探して 

いる狡い人だな」と見えてきます。言葉の端々に出たことから推測し、整理す 

ると「戸塚ヨットスクールにするか、若草にするか迷っている」ということだ 

ったらしいのです。 

  どうやらホームページの中の「何回かの往診の後で、強制的に入院させるこ 

ともある」というところだけが重要だったようなのです。 

  私が「力ずくの入院ではお宅の子供さんの場合、まったく効果はないでしょ 

う」と述べると、「石原都知事さんも勧めておられますからね」という答えが 

返ります。 

  そこでどうやら「１０分間だけ下さい」という嘆願は、私が「戸塚ヨットス 

クールと同じように、自分を楽にしてくれる人か否かを判断するための時間」 

だったらしい……と判って来たのでした。 

  私はここで、「この人にはイカリを示して置くのが一番」と結論を下ろすこ 

とになります。そこで、せっかく確認しておいた往診料を頂くのは諦めて「本 

日の往診料はいりません。今後、奥さんと一緒に現れないのであれば、治療は 

できません」と言い渡すことになったのでした。 

  つまり、「家族関係をもっと詳しく」という私の質問に対して、先方が全然 

答えないままに直接会ったのは「私の援助のし過ぎ」だったと言えるでしょう 

。しかし、「奥さんと一緒に現れないのであれば、治療はできません」と言い 

渡すことによって、この哀れな父親が茨の道から抜け出す一筋の道を残した積 

もりです。 
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  付け足しておくと、「１０分間だけ」という言葉に中には「正式の往診では 

ないのだから往診料は払わなくて良いでしょう」という依願が込められていた 

らしいのです。「往診料は要りません」という言葉に何のコメントもなく、田 

園都市線の二子玉川駅まで私を見送って「東横線の都立大前までですね？」と 

私の切符を買われようとします。私は怒りの中でにっこり笑って「そんなこと 

までして頂くわけに行きません」と撥ね除けたのでした。 

  しかし、そこまで金銭的に追い込まれているという事なのでしょう。 

 

 

  ６      母  親  依  存  、  一  千  万  円  を  超  す  浪  費   

                    （人格障害・２７歳の男性） 

 

  同じく人格障害の症例です。父親も医師で、最初のメールを打って来た兄も 

この年の春から医師になっています。父親の経営する内科医院は地域の人達か 

ら信頼されて経済的にも安定しています。 

  ただ、父親はやや暗い性格です。それは幼い時に両親が離婚して、孤独な成 

育をしたという経歴から来るものなのでしょう。 

  この父親は父方祖父母の家で育ち、中学卒業と同時にその家を出て上京しま 

した。神田の本屋に丁稚奉公するのです。そして、こつこつとお金を蓄え、国 

立の医学部に入学します。アルバイトをしながら卒業するのですが、医師にな 

った時３０才でした。卒業の年、彼は自分を捨てて家を出た母親と会います。 

花束を持って、母親の住むある田舎の街の駅のホームで。そこで初めて、心の 

中から「母親を追い求める衝動」を鎮めることができたらしいのです。 

  それまで恋愛関係を作ることができなかった彼は３５才で結婚します。結婚 

相手は、勤務していた病院の事務職でした。不器用な彼には細々と世話をやい 

てくれるこの事務職がようやく親しみを寄せられる女性で、母親のように思え 

たのでしょう。そして、実の母親の行動のテンポに比べて、おっとりしている 

のが安心させたのでしょう。こうして、今の家庭の基礎が出来上がります。 

 

  先ず、兄のメール、そして私の返事から読んで頂きましょう。 

          

  先方から          広島の家庭問題です 

                  Date:Wed, 26 Jan 2000 03:32 

                          ………………………………… 

  今晩は。もしよろしければ、私たちの家庭問題にお答えいただければと思い 

メールいたします。ぶしつけとは思いますが、目を通していただければ幸いで 
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す。 

  家族構成は、両親に私（男）、弟に、その下に妹が二人います。私たち家族 

は、弟の金銭トラブルに悩んでおります。 

  弟はお金を両親からむさぼる日々が続いています。その額も、多額に上り、 

去年は数千万円になりました。 

  なぜ、多額のお金を使われたのかというと、カードのせいです。両親が弟の 

暴力をおそれカードを渡してしまったのです。そのため、毎月数百万円という 

請求を受ける羽目になりました。 

  ただ、弟は現金も欲しがり、両親がそれを断ると暴力を振るいました。この 

弟の行動のため、両親も精神的にまいっており、父は自殺まで考える日々が続 

きました。 

  弟は２７歳になりますが、仕事もしておらず、夜に遊びに出かけては、朝帰 

ってきて、昼まで寝ている生活をしています。そして、カードの請求内容から 

察するところ、お金はクラブにつぎ込んでいるようです。 

  なぜ、弟の遊びのために両親が苦しまねばならないのか、私や妹も同じ苦し 

みを共有しなければならないのか。そこで、私たち家族は弟と対決することに 

しました。 

  去年の夏頃から何度も家族会議を開いたあげく、ようやく年末の１２月にカ 

ードを止めることに成功しました。そして、母親に対する暴力を止めるため、 

母を家に帰らせないようにしました。その過程で、弟が一人暮らしを始めると 

いうので、それを許可しました。 

  一人暮らしを始めれば、弟自身にも自立心が芽生え、かつ、金銭面のトラブ 

ル、暴力も減るだろうし、両親の精神的安定も図れると思われたからです。 

  ただ、このような考えがうまくいくとは限りません。そこが今の悩みです。 

弟が自立に失敗し、暴力に出るようなことになると、本当に殺傷事件にもなり 

かねない状況です。そこで、いざというときに強制的に弟を入院させられない 

かと考えております。 

  入院によって、弟の遊び、酒、お金依存状態を解消したいのです。弟は、中 

学校時代から登校拒否に陥り、一度も職に就かず、全く社会生活は送っており 

ません。 

  その原因としては、両親の押しつけ。兄、妹の間に挟まれ、コンプレックス 

の中で生きてきたことが考えられます。ただ、今、弟のしていることは、家庭 

環境が問題だとしても許されるものとはいえません。弟が更生して、家庭の平 

和が戻ることが願いです。そこで、何かアドバイスをいただけたらと思います。 

  できれば、電話等で具体的な相談をしたいのですが、こちらの場所が広島で 

あり、弟も２７であり、必ずしも病気が原因とは解らないので、そちらでは相 
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談を受け付けてもらえないかもしれません。そこも含めて何らかの応答があれ 

ば幸いです。どうかよろしくお願いいたします。 

 

当方から                Re:広島の家庭問題です 

                      Date:Wed, 26 Jan 2000 23:29 

                ……………………………………… 

  弟さんの問題でお悩みのようですね。このようなタイプの問題で、家族で悩 

んでいる人は多いようです。 

  弟さんを文面だけで診断すると性格障害と思われます。登校拒否があったと 

いうこと、暴力が母親に向かうことなどから、母親に対する依存的な欲求が強 

いものと思われます。 

  しかし、彼の病的な性格はお宅の家の中で作られ、お宅の家の人間関係の中 

で強化されたものなのです。それは母親一人ではなくて家族の全員に責任があ 

るのです。ですから「困った弟」と考えるのではなくて、自分たち全員が責任 

者だと考えないといけません。 

  カードを渡したとか、現金を渡すのは、暴力を怖れてとか、犯罪者になって 

はかわいそうだ等の「親心」から出たのでしょう。この親心が彼を甘えん坊に 

し続けてきたのでしょうが、彼の言いなりになっていた今までのやり方を変え 

ようと始められているようですね。 

  お母さんを別居させたというのは一つの良い方法だったと思います。家族の 

対応が変わると、「今までとは違うぞ」と少々の変化を見せるでしょう。 

  しかし、弟さんがそう簡単に自立できるとは思われません。多分犯罪を犯す 

ほどの勇気もないでしょう。家族には強く臨めても、他人の前では小さくなる 

のではないでしょうか。 

  しかし、自立できない弟さんは何らかの家族が困る症状を出すに違い有りま 

せん。つまり自立させるための治療が必要なのです。 

  性格障害の治療は簡単ではないのですが、精神療法が必要です。それも家族 

との同居よりも、家族と距離を置く方がよいと思います。私たちは私たちの病 

院への入院か、病院の近所のアパートにすんでの通院による精神療法が良いか 

と考えます。しかしそのことを本人に説得するためには何回かの往診によるカ 

ウンセリングが必要と思われます。 

  東京、名古屋、大阪などの患者さんの往診に月に２～３回は出かけています 

ので良かったら電話下さい。広島まで足を延ばすことは可能です。明日２７日 

から日曜まで東京から大阪に出かけます。携帯電話の番号を書いておきます。 

気楽に電話下さい。   
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………………………………………………………………………………………… 

  こんなやり取りの後、往診して、この弟君以外の全員、父・母・兄・妹二人 

と面接することになりました。 

  先ず大きな門構えの自宅を訪問して、お母さんが仮住まいしているマンショ 

ンも見せて頂きました。 

  この時のことはその後のメールで想像して見て下さい。 

 

  先方から        これからもよろしくお願いします。 

                  Date:Sat, 29 Jan 2000 23:37 

                      ……………………………………… 

  水野さんへ。 

  広島の◆△です。本日は長い時間家族問題について話して頂きありがとうご 

ざいます。僕自身も言いたいことを沢山言え、ずいぶん、すっきりしました。 

妹や父、母もとても感謝しておりました。 

  あの後、家族で更に話し合い、弟からの電話を待ち、母と会わせる条件とし 

て水野さんに立ち会ってもらうことにしました。これがうまくいくか、いつに 

なるか解りませんが、長い目で頑張りたいと思っています。 

  ただ、気になることは弟もそうですが、父のことです。 

水野さんが大阪に向かわれたあとも「死にたい」ようなことをうち明けていま 

した。次回、広島にお越しの際には父との個人診察もお願いできないかと考え 

ております。 

  何から、何まで頼ってばかりで申し訳ありませんが、水野さんのご都合の良 

い範囲でご協力願えたらと思います。ちなみに、僕たちの連絡先は以下です。 

                                                        （省略） 

             

  当方から            今後のこと 

                    Date:Sun, 30 Jan 2000 22:47 

              …………………………………… 

  大阪から今帰ってきました。携帯に電話を頂いた時、大阪の家族を待つため 

に交通量の多い通りにいたものですから、よく聞き取れず対応が不十分でした 

。 

  １００万円のことがお父さんの知るところとなり、お父さんが「殺す」と言 

っている、しかし「あいつはお父さんが殺すほどの値打ちのある奴ではない」 

と貴方が宥めたということでしたね。 

  その言葉でお父さんは幾分楽になられたことと思います。しかし弟さんが治 

療の方向に乗っかるまでは「とんでもない息子という想念」はお父さんの精神 



 76 

の上に思い鉛のように乗っかって、どんな言葉でも取り除けないでしょう。薬 

を使っても、地理的に離れてみても。 

  で、弟さんの治療を急がなければならないのですが、性急になってはかえっ 

て治療関係が作れなくなると思うのです。 

  お父さんには悪いのですが、もうしばらく我慢して頂くしかないでしょう。 

しかし「殺す」と迄おっしゃるお父さんの気持ちを鎮めるために「準禁治産者 

にする」という提案をされてみるのは如何でしょう？ 

  弟さんの治療が進み始めればそのことは実行しなくて良いのですから、お父 

さんがしばらく落ち着かれるまでその手続きを進める準備をするのです。 

  準禁治産者にするということは「社会的生命を殺すこと」ですが、「殺す」 

に代わる合法的なこととして提案できるかもしれません。そのことを口にする 

ことは弟さんにとっても意味があるかもしれません。 

  私としては●■ホテルでお会いして「この家族は、時間はかかるかもしれな 

いが必ず旨くいく」と感じました。私も努力しますのでどうぞ頑張って下さい。 

月曜から木曜日の午前中迄は無理ですが他の時間で有ればいつでも融通できま 

す。 

  万が一暴力沙汰が激しくなりそうだというような場合、緊急で有れば警察を 

頼ることも躊躇ってはなりません。しかし、それを避けたいと思われるようで 

あれば屈強な男性を用意することもできます。いつでもお電話下さい。携帯電 

話が通じないときのために病院の電話を書いておきます。 

 

………………………………………………………………………………………… 

  ●■ホテルというのは広島市で一番豪華なホテルです。このことや、私のこ 

とを「水野先生」と呼ばずに「水野さん」と呼ぶという辺りにこの家族のプラ 

イドの高さが表現されています。 

  私はこの後、更に２回の面接を重ねました。問題の弟は家から姿を消した母 

親を必死で探している様子でした。そこで、「私と会うことを条件に母親と会 

わせよう」と試みて貰いましたが、奏効しませんでした。 

  そこで、次のメールの後で母親は私の病院のこかげ館にしばらく滞在するこ 

とになりました。母親は「鬱病の治療のため宮崎の病院に入院した」というこ 

とで、弟を宮崎に呼び寄せようという算段です。 

 

  先方から          お忙しいときにお電話 

                    Date:Mon, 31 Jan 2000 03:08 

                            …………………………………… 

  今晩は、広島の◆△です。早速のメールありがとうございます。今日は急な 
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電話にたいしても親切にお答えいただき感謝しております。 

  父は水野さんへの電話の後、殺したいとは言わなくなったのですが今度は、 

自殺したいと言い始めました。しかし、僕らは父のことを説得し、少しの間ホ 

テル暮らしをしてもらうことにしました。というのも、僕は今週中東京に行か 

ねばならず、父についていることができないため、急に暴力沙汰になることが 

あれば心配だからです。 

  ただ２月５日には広島に戻るので、暴力沙汰に対しても対処できると考えて 

います。 

  また、準禁治産宣告に関しては僕は賛成なのですが、父や母はあまり乗り気 

ではありません。今後は折りを見て両親に勧めたいと思います。 

  あと、申し訳ありませんが、メールに関しても僕のいない２月５日までは見 

ることができません。その間に何かあった場合、妹の方から電話をするかもし 

れませんがご了承ください。 

    本当にこれからもよろしくお願いします 

 

………………………………………………………………………………………… 

  次のメールは母親がこかげ館に入居されて４日目のものです。弟は自分から 

宮崎へ来ようとはしません。 

  私に「母親の状況」を聞いて来て、様々な泣言を並べます。「お母さんが広 

島に帰って来ないなら、僕は何処かへ行きます。行くへ不明になると言ってい 

たと伝えて下さい」などと。 

  この泣言で今までの母親は思うように操れていたのでしょう。子供のような 

言葉ですが、体は体重９０キロ、身長１８０の大男なのです。お金を浪費する 

のはキャバレーの姉ちゃん達に良いかっこするためです。 

             

  当方から              明日から出張します 

                      Date:Wed, 09 Feb 2000 21:15 

                …………………………………… 

  こちら宮崎も寒い日が続いています。一昨年以来の雪が昨日はぱらつきまし 

た。お母さんも驚いておられることでしょう。 

  弟さんはなかなかしぶといですね。お母さんとの根比べなのでしょう。「行 

方不明になる」と言えば、お母さんは直ぐにでも帰ってきてくれるという期待 

があったのでしょう。 

  私は「そんな言葉はお母さんには伝えないよ」と答えたのですが、連絡しな 

いままにしておけば「お母さんは僕のことを心配してくれるはずだ」と考えて 

いるのではないでしょうか？  こここそ大切なところで根比べに負けてはなり 
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ません。 

  お母さんはそのことは自覚しておられるようですから、周囲の人々も焦らず 

に待って下さい。特にお父さんに「焦らないように」「気長に待つように」励 

ましの言葉をかけて下さい。 

  早く宮崎にやるようにし向けることはかえって警戒心を持ってしまうかもし 

れません。「お前から宮崎に行かない限り、今までのようにお母さんから手を 

貸したりはしない」ということを時間をかけて知らせることが効果的ではない 

かと思います。 

  お母さんに数日会っていませんが、明日はお会いしてみようと思っています。 

ただし明日の午後から東京方面に出かけますから午前中しか時間がとれません。 

日曜日に宮崎に帰るのですが、それまでに弟さんが見えたら別の医者に立ち会 

って貰おうと思っています。 

 

………………………………………………………………………………………… 

  母親はこの後、ご主人の様子を見ることと、親戚の法事があって３日間だけ 

帰られます。この時、家族面接をしましたが、妹さんからの次のメールはこの 

後のものです。 

        

  先方から          先日はありがとうございました。 

                      Date:Sun, 13 Feb 2000 01:13 

                      ………………………………………… 

  先日は、長い間お話を聞いていただきありがとうございました。父も少しは 

落ち着き、母は広島に帰ったことですっかりくつろいでいます。 

  母の宮崎生活は、今まで生まれてから、大家族で育った母にとって初めての 

一人の生活。そしてご存じの通り、束縛の多い父から離れての生活。きっと寂 

しさでダメになるかと心配していました。 

  ところが、宮崎で寂しさの中からすごくたくさんの自分を発見してきたらし 

く、これからの人生は楽しみたいと強く思ったそうです。 

  それには「兄の自立、父の自立、そして、何より自分の子離れ」だと思うと 

言ってました。私もうらやましく思うほどの変化でした。それと同時に先生が 

言われてた様に父と母が変わることで兄も変わる。これに近づいてきたように 

も思いました。 

  話は変わりますが昨日、先生が帰られてすぐ、兄の方から妹の携帯に電話が 

ありました。先生に会う気になったのかと、すぐにかけなおしましたが、相変 

わらず「◆□（妹の男友達：母親への暴力があった時に腕力で抑え込まれた） 

を訴えるから、住所教えて」とのことでした。それからの電話は無視していま 
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したが、あまりにも執拗のでかけ直したところ、次のような会話をしました。 

兄「先生（私・水野のこと）、母さんのこと何て言っとった？」 

妹「心の具合は悪いみたい。」 

兄「おれさあ死ぬしかないことない？  お金もないし、死んだら葬式に母さん 

来てくれることない？  だけど、死ぬ前に父さんに一言いいたいから、電話か 

わって」 

妹「今一緒じゃないもん」 

兄「ならいいわ。またかけるは」 

 

  その後今まで電話はない様です。相当弱っている様子なので、もうしばらく 

で、何らかの動きは見られると思ってます。 

  そこで、早速警察のほうに保護のことをお願いにあがりました。しかし、そ 

んなに簡単にはできないとのこと。 

  まず、長い間の保護は不可能とのこと、家族が来た時点で引き取る必要があ 

るので、宮崎から先生が来るのを待つことは難しいとのこと。できるとしたら 

広島県内の病院に一時引き取ってもらうこと、と言われました。 

  確かに先生が来られることができるとして、その日に着くことは難しいと思 

いますので、広島県内で先生が当たりやすい病院がありましたら、教えてくだ 

さい。 

  お願いばかり、申し訳ございません。家族全員、先生にお会いできて明るい 

兆しがみえてきたと喜んでおります。これからも長くなりそうなので、よろし 

くお願いします。 

 

…………………………………………………………………………………………… 

  先に、「緊急で有れば警察を頼ることも躊躇してはなりません」と書いたの 

ですが、警察のほうに相談されたところ「体よくいなされた」ということのよ 

うです。 

  お役人は何処の世界でも形式主義に陥るものです。特に警察のような組織は 

その傾向が強いと言えます。警棒と拳銃を持って市民の依願を「受けたり、拒 

否したりする権力」を一手に持っているのです。上司にはぺこぺこの新米の警 

官でも、市民の前では殿様かやくざの親分かの気分になれるのです。警棒一本 

持っただけで。 

  ところが、だからこそと言うか、彼等は権威には滅法弱いのです。 

  数年前にマスコミを賑わせた福岡の「裁判官の妻のメルトモ恋愛・電話脅迫 

事件」で垣間見られた「警察と検察庁のバトル関係」は希に見る見物でした。 

いつも検察庁に頭を下げさせられていた福岡県警は、こんな出鱈目に黙って引 
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き下がるような腰抜けではなかったのです。 

  検察庁と裁判所は「三権分立なんて何処吹く風」とばかりに、春の日の花見 

酒の酔客同志のような仲間意識を持っています。言わば、天下に恐れるものの 

ない「雲の上人仲間」なのです。そこで、仲間の妻の不祥事を、睦まじく処理 

しようと構えたのがあの事件だったのです。それをさすがは黒田武士の末裔、 

「よくぞ男であった」と心から喝采を送りたいと思います。 

  しかし、一般的に警察は腰抜けで、法律や常識を理路整然と突き付けると、 

手のひらを返したように一転して応じてくれるものです。私が、この患者さん 

の「今までの経過」を説明し、 

「今からお宅の県内の病院に当たっても受け入れてくれるのは難しいですよ。 

形式論を言うのは止めましょうよ」 

「保護房で２４時間は扱って頂けるでしょう。それまでには宮崎から駆け付け 

ますよ」 

「他の県では協力して頂いていますよ。事件の予防こそ大切なことですよ」… 

…等などと説明すると、 

「いやあ、正直言いまして県内の精神病院では協力してくれるところはありま 

せん。判りました。ただ、ここには留置施設がありませんから保護したら駅裏 

の中央署に保護しておきます」という了解がいとも簡単に得られたのでした。 

  その後の進展にも様々な重大な話題があるのですが、ここでは割愛します。 

 

 

 

 

  

 

 

 

          ・        ・          ・          ・        ・  
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              第  ４  章      治  療  の  展  開   

                    時間を掛けてゆっくりと 

        ＜慶介君（高校３年生：非行）が自分から入寮して来るまで＞ 

 

  前章で相談と治療の始まりを読んで頂きました。これだけで様々な家族の姿 

が見えて来るでしょう。依頼を受け、それに対して返事するところから治療が 

始まるのですが、その後の進行スタイルは様々です。その流れは便宜的に次の 

５型に整理できます。 

  １．メール・手紙・電話・家族だけの面接などで短期間の内に終了する。 

  ２．何回かの往診を繰り返してメールや電話や手紙のやり取りを交えながら 

    家族療法を重ねて行く。 

  ３．短期間の入院治療を繰り返して展開して行く。 

  ４．長期間の宮崎滞在（こかげ館、大空館、病院の近所の一般アパートで） 

    を選び、時々家族に来て頂いたり、本人が帰省した家に私が往診して、家 

    族療法を重ねて行く。 

  ５．自宅に帰ってからも社会参加が不充分で、家族とのトラブルがあり、定 

    期的な往診家族療法を長期間続ける。 

 

  以下の章で、これらのケースのそれぞれを色々の方向から紹介したいと思い 

ます。この中で（１）に関しては第３章で終了したことにしましょう。この第 

４章には本人の顔を見るのに４カ月を要した少年、慶介君の例を具体的に挙げ 

てみます。 

  現在大学２年生の慶介君は関西のある街の出身です。宮崎にやって来たのは 

未だ寒い３月の夕方でした。一人で宮崎空港に辿り着いたのでした。しかも初 

対面ですから、男女二人の職員が控え目に胸元にさらした「遊学舎と記した案 

内紙」を頼りに。 

  この当時の遊学舎は勉強や指導の場である遊学舎と、生活の場である遊学舎 

寮とに別れていました。遊学舎寮は若草病院の横に所在する如月こかげ館の中 

に有りました。 

  心理療法士が４人、勉強の指導をする教育療法士（これは私達の命名）が２ 

人いて、勉強を教えたり、心理治療を施したりしながら集団適応訓練をするの 

です。慶介君は、ここ遊学舎で大学受験のための勉強を始めました。 

  慶介君が自分から入寮して来るまでの過程を述べてみましょう。 
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１  ・  「  入  院  の  依  頼  」  と  い  う  メ  ー  ル  か  ら   

 

  最初の依頼は母親からのメールです。その後も、私への連絡は殆ど母親から 

だけでした。父親のメールは母親にせがまれた（＝宮崎弁で、「強く要求され 

た」という意味）らしいのが１回だけです。 

  母親からの初めてのメールのタイトルは「入院治療の依頼」となっています 

。先にあげた２例と同じく、膨大な量の詳細な記述ですが、これはこの母親の 

性格の一面を示しています。ところどころ注釈を加えたり省略したりしながら 

読んで頂きましょう。 

                    …………………………… 

      先方から              入院のお願い 

                       Date:Fri, 3 Nov 1999 17:25 

  前略                            …………………………… 

  私は、○◇県の１８歳の非行息子を持つ母親です。インターネットの先生の 

ホームページを読ませて頂いて、先生の病院に息子を入院させていただきたい 

と願っています。息子の今までの経過などをお知らせします。 

  家族は現在、４人家族です。４８歳の主人（公務員）と私４５歳（団体職員 

）と娘（大学生２１歳）と息子（高校３年）の４人です。 

  同居していた主人の母は、息子が保育園の年長の時、心筋梗塞で倒れ３年間 

病み亡くなりました。主人の父は、２年前に脳出血で亡くなりました。娘も進 

学し、家を離れているので、今は３人暮らしです。 

  息子は小さい時から、孫の中でただ一人の男の子であり、祖父母からも本当 

にかわいがられて育ちました。わがままで、聞かん坊ではありましたが、３つ 

上の姉と一緒にお習字やピアノ、水泳、サッカーと何でも積極的に頑張る子で 

した。運動神経では、瞬発力が欠けているので、姉に負けていました。その分 

、書道や絵・持久力では姉より勝っていて、天狗になり、姉のことを「リョウ 

コ」と呼び捨てにするようなところがありました。 

  でも、姉には一目置いていたようです。今思うと、私も、息子が表彰された 

り、トロフィーをもらったりするのがうれしくて、頑張らせることばかり考え 

て、人間として大切な事をちゃんと教えてこなかったと反省しています。 

  息子が小学校１年から５年まで、私は義父と一緒に心臓の弱い義母の看病で 

した。近くに住む親戚や、近所の目を常に意識し、良い嫁でなくてはとストレ 

スを感じながら、自分の自由が利かない分、子供には頑張ってほしい、何でも 

やらせてあげたいと思っていました。 

………………………………………………………………………………………… 
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  慶介君と姉との関係、ご両親と祖父母達との関係など、慶介の人格形成に大 

きな影響を与えています。ここでは「ご両親と祖父母達との関係」に関して、 

この文章の中では理解しにくい部分を追加しておきましょう。これは私が家ま 

で往診をした時に母親から聞いたことです。記録に残る文章ではなくて会話の 

中だから出し易かったのでしょう。 

「祖父母との同居ということは子育ての中で随分と問題だったと思います」と 

おっしゃるので、私の方から「具体的に思い出すことをそのまま話して下さい 

」と要求したのでした。答えは次のようでした。 

  会話はテープから起こしたものです。 

「おじいちゃんは相撲が好きなんです。慶介は外から帰って来てアニメが見た 

いんですね。そこでテレビの取り合いになるんですよ」 

「なるほど」 

「息子には自分の部屋にテレビがあるんです。しかし２階だから、外から帰っ 

て来たばかりだと寒いんですね」 

「だから１階のおじいちゃんのテレビを見たいと？」 

「そうです。それで喧嘩になるんです」 

  お父さんはにこにこと聞いておられて発言されません。そこで 

「するとお母さんとしては、お父さんにおじいちゃんと慶介の喧嘩について介 

入して欲しいんだ」と話を父親の方に振ってみます。 

  ところが母親は「主人は忙しくてその時間は殆ど家に居ませんから」と、父 

親を庇うような表現をされます。 

  しかしそれは曲者で、メールの中では以下のように表現されているのです。 

………………………………………………………………………………………… 

  主人は、穏やかでやさしい性格です。家にいる時は、本や雑誌を読むかテレ 

ビを見るか。家の仕事や農作業の仕事をする時はイヤホンでラジオ。趣味のテ 

ニスに行く時が一番の楽しみという人です。人のことに干渉しないのか無関心 

なのか分からないところがあります。 

  ＜父親不在。母親の過干渉＞の典型のような家庭だったかもしれません。 

  息子は、小学生時代は明るくて元気な子でしたが、５、６年の担任が少年サ 

ッカーの顧問で、厳しく、体罰もあり、先生に叱られる事をとても恐れていま 

した。 

  だんだんサッカーへの熱意が失せ、６年生の終わりには意欲が低下して、な 

んとなく扱いづらい、反抗期な態度が現れるようになりました。 

  中学校に入学して、厳しい担任から開放され、糸が切れた凧のように授業態 

度も悪くなりました。服装もだらしなく、髪の毛を立てるなど、何かと学校の 

先生から注意されることが多くなりました。そして、クラスのボスのような暴 
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力的な子に従いて行動するようになりました。先生と仲の良い子を軽蔑するよ 

うなこともありました。 

  私に「○○君は、学校でタバコを吸っている」と言いつける。そのあと本人 

も吸っていたと人から聞く。というように、わざとつかなくてもいい嘘をつく 

ことが多々ありました。学校へ行けばその都度、またひとつ息子の問題行動が 

耳に入る。この子はどうなってしまったのかと子供の気持ちを図りかねる毎日 

でした。 

  宿題もほとんどやらず、テストの前だけちょっと勉強。だだ、高校入試の前 

には、今の学校を目指してそれなりに勉強しました。うたた寝してから、夜中 

に起きているような勉強方法を、いくら注意しても改められず、入試の前夜早 

く寝てから、夜中に目がさめて夜中眠れなくなり、私たちの寝室に来て眠れな 

いと言って、八つ当たりしたり泣きべそをかいたり。なだめながら「なんて小 

心な、我慢のできない、自分の事しか考えらない子供に育ててしまったのか」 

と本当に驚き、情けなく思いました。 

  高校生になって、空手を習いたい（アニメと友人の影響）と言い出し、なん 

でも一生懸命にうちこめるならと、電車と徒歩で１時間くらいかかる空手道場 

に入会させました。しかし、４，５回ほどで縄跳びしかやらせてくれないとか 

、会長にお腹を殴られたとかで、部活と両立できないからとやめてしまいまし 

た。しかしその部活のサッカーも最初少し行っただけで、ほとんど練習に参加 

せず、２年生になって顧問から切られるような形でやめてしまいました。 

  その間、授業中は居眠り、早弁、さぼり。茶髪にタバコで自宅謹慎。「何故 

なの？」と聞くと、「とにかく目立ちたい。今しか遊べない」と言うのです。 

  息子の通う高校は、長い歴史のある進学校です。学校始まって以来の問題児 

である息子は当然まわりの生徒から浮いてしまい、注目されるどころか、相手 

にされなくなっていったようです。 

  校則違反のアルバイトも始め、２年生になると、親に内緒で原付のバイクの 

免許を取りました。中学生の時の不良グループで社会人になっている子の中古 

バイクを譲ってもらい、暴走族のようなグループに入り、朝帰りもするように 

なりました。生活も乱れ、学校は休みがちになり、親の留守に女の子を部屋に 

連れ込み、いくら言って聞かせても生活は変わらず、親としては耐えられない 

状態でした。 

  主人と口論になって「出て行け」と言われれば、親が留守がちで溜まり場に 

なっている友達の家に入り浸ります。その家の迷惑を考えれば、反省させる前 

に、家に入れるようになってしまうという繰り返しでした。生活は昼夜逆転し 

、ほとんど一緒に食事をしないようになりました。 

  このころから先輩という人から呼び出しの電話がきていたようです。やがて 
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その先輩が、暴走族のリーダーで暴力団と関わりがあると判りました。 

  悩みぬいて、今年の１月、私は○◇県のＡ村で「紅葉の里」という登校拒否 

や学校生活に適応できない子供たちや精神的に病んでいる人たちを預かって、 

暖かい環境の中で立ち直らせている施設のあることを知り、藁をもつかむ気持 

ちでセミナーに参加しました。 

  主宰するＳ先生のお話を聞き内省する中で、いつも「自分の価値観でなく世 

間や学校の評価ばかりを気にして生きてきた」私の生き方が見えてきました。 

「お父さんも内省が必要です」と言われ、主人にも参加してもらいました。あ 

まり人前で感情を表に出さない主人は、行ってきてどう感じたかもあまり話し 

てくれませんでしたが、息子が学校を退学しなければいけなくなったときには 

、紅葉の里にお願いしようと決めました。また、息子の話を聞いていただいた 

時、Ｓ先生は「息子さんは境界型で心を病んでいるから、１日も早くここに入 

れなさい」と言われ、国立Ｍ大学の学生カウンセリングをされているＴ先生と 

いう方を紹介して下さいました。 

  息子も学校へは行く気でも、昼夜逆転し、夜寝ようと思っても眠れなくて朝 

起きられないようになっていたので、何とか主人が息子をＴ先生の所に連れて 

行くことができ、「病名をつけるとすれば、若年性鬱病でしょう。目的をもっ 

て生活していかなければ」と言われ、「将来の夢は？」と聞かれ、「中学校の 

社会の先生になりたい」と答えたそうです。 

  あれだけの荒れた生活をしているのに、言っていることは中学生の時と変わ 

りません。中学校の時たった１年だけ教えていただいた若い先生があの子をか 

わいがってくれて、成績も社会はよかったのです。「それなら、勉強もしなけ 

れば」と言われ素直にうなずいたそうです。そして、軽い睡眠導入剤と抗鬱剤 

を頂いてきました。 

  でも、また同じ生活です。ただ、薬は嫌がらずに、「よく眠れる」と言って 

初めのうちは素直に飲みました。けれど夜出歩くか、家にいても自分の部屋で 

長電話。夜中に薬を飲めば、昼は起きていられない。その中で、私も息子とは 

別にＴ先生の所に、カウンセリングに２回ほど通いました。 

「夜間徘徊するのは、家の居心地が悪いからですよ。お母さんがうまく立ち回 

らなければ。２歳児から育てるような気持ちで」と言われました。私も内省し 

、息子を責めたり、決めつけたりしないように、変わろうと努力しました。で 

も、そうすると息子は益々増長して、なにも改善されず、Ｔ先生に相談すると 

、「お母さんは、もっと優しいご主人をたてて、甘やかすのではなく、じっと 

良い芽の出るのを待ちなさい」と言われ途方に暮れる毎日でした。 

  そんな、主人がＴ先生のところに慶介を連れて行った帰りに紅葉の里に連れ 

て行って、Ｓ先生に話をしていただいたのですが、「あんなところ、身障者（ 
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先生には下半身の障害があられます）や精神病のやつらのいる所に俺を入れ 

たいのか。絶対に行かない」と言うのです。 

  紅葉の里に私がセミナーに行ったときには、若い立ち直る途中の子供たちが 

数人いたのですが。ちょうどそのときは、年配の人たちが多かったようです。 

でもどちらかと言えば、内にこもるタイプの子供たちがほとんどでした。無理 

やり入所させれば、問題を起こして迷惑をかけるか、脱走して今まで以上に悪 

くなるのは目に見えていました。 

  そんな苦しみを私の姉に打ち明けたとき、姉から、「お前ばかりが、そんな 

に苦しむのはおかしい。鬱病の人を知っているが、慶介がそうとは思えない。 

３ヶ月も通っているのに（主人とＴ先生のところにカウンセリングに月に２回 

ほど通っていました。薬だけもらってきてくれと言うのを、行かなければもら 

えないと説得して）全然状態が改善されないのはおかしい」というのです。そ 

して、学校の養護の先生から青少年のカウンセリングの方法を教えているＵ先 

生という思春期外来の先生を紹介してもらいました。 

  私はＵ先生を訪ね、今までの経過をお話しすると、「息子さんは鬱病ではあ 

りません。たぶん分裂病に間違いないと思います。その病気はお母さんのせい 

でも環境のせいでもなく、脳の一部の病気なのだから、自分を責めることはあ 

りません。暴力団と関わりができる前に、入院させた方が良いと思います」と 

言われました。私は主人にその旨を伝え、主人と分裂病についての本を読みあ 

さりました。でも思い当たることは多々ありましたが、そうでもないところも 

かなりありました。息子も学校に１週間のうち１～２日しか行かなくなくなっ 

ていたので、家で寝ているならば、病院に行きなさいと主人が連れだしＵ先生 

の診察を受けました。 

  幾つかの質問をされ、息子はうなずくだけで、はっきりとした受け答えは無 

かったようですが、やはり診断は分裂病とのことでした。息子のいないところ 

で、すぐにも入院を勧められたようですが、主人は本人が納得してからといっ 

て、お薬だけもらってきました。帰り、車の中で、息子は「Ｕ先生は俺を病人 

扱いするから通いたくない」と言ったようです。主人は、「薬を飲んでみて、 

夜よく眠れ、気分が落ち着いて一人でいられなくなるような嫌な気持ちになら 

ないようなら、少し通ってみたらどうか」と言ったようです。 

  ところが薬が合わなかったみたいで、めまいがしたり、昼起きていられなか 

ったり、かえって具合がよくなかったようです。挙句に「俺を薬漬けした。も 

う薬なんか絶対のまない」と言い出しました。Ｕ先生に相談すると、食べ物に 

混ぜて飲ませる水薬を出され飲まされました。 

  でも主人は、「本人が学校へまだ行く気がある以上、もうそんな薬は飲ませ 

ない」と言い出しました。 
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………………………………………………………………………………………… 

  慶介君は鬱病でもないし、分裂病でもありません。「紅葉の里」のＳ先生の 

家族指導は間違っていないと思います。お父さんを治療の中に呼び出すなど大 

切なことをされています。しかし何故ここで「国立Ｍ大学のＴ先生」への紹介 

となったのでしょう？ 

  母親のお姉さんの「鬱病なんかじゃない」という診断も正解です。しかし、 

Ｕ先生という思春期外来の先生の分裂病という診断など完全な誤診です。父親 

が「薬は飲ませない」と決断されたのは正解でした。 

  想像するにＳ先生は精神科医師ではなくて心理療法士なのでしょう。結構多 

いことなのですが、心理療法士の中には精神科の医師に対して「ある種のひけ 

め」をもっていて、精神科医師の判断に盲従～服従してしまう傾向があるので 

す。何の世界でもそうであるように、精神科医師は玉石混合なのですから精神 

科医師という資格があってもそのまま信じてはいけません。 

  心理療法士であれば、一般人に比較して知識は幾らかは豊富なのですから、 

精神科医師に対する遠慮は早く拭い去って欲しいものです。精神疾患・心理疾 

患の治療の中での精神科医師と心理療法士の違いは、「ただ一つのこと」で境 

されるだけです。それは「薬物を使用できるか否か」というだけのことなので 

すが、精神科の医者は正にこの「心理療法士に対する優越性」を保障し、確認 

するために「薬物を投与したがる」傾向があるのです。 

  安易に薬物を投与する医者は先ず信用しないことです。 

  そういう意味でもこの家族の中でのお父さんの存在は役立っています。続け 

てみましょう。 

 

………………………………………………………………………………………… 

  息子の気持ちを傷つけてしまったようでした。そして、また目を覆いたくな 

るような、夜遊び、パチンコ、タバコ、お酒……などなど、高校生とは思えな 

い乱れた生活が繰り返されました。チンピラまがいの服装と態度。いろんな約 

束も平気ですっぽかす。夜中、家の車を無免許で乗り回して、ぶつけてくるな 

ど、耐えられないような毎日でした。 

  でも息子は学校をやめる気は無いらしく、喫煙や喧嘩で３回も自宅謹慎処分 

を受け、そのたびに反省していると嘘をつき、親に頭を下げさせ、何とか高校 

生のままでいます。 

  けれど先輩という人が暴力団にはいり、暴走族の仲間から抜けたいと言った 

友達が殺されそうになったと怯えているそうです。しかし自分は来年、大学か 

予備校へ行くということで、抜けさせてもらうと主人に打ち明けたそうです。 

これから受験勉強もすると、センター入試の願書も出しました。主人も息子の 
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立ち直りを信じ、様子を見ることにしたのですが、生活は改善されません。ま 

た、学校の昼時間の喫煙の疑いで自宅謹慎中です。 

  謹慎中も出歩き、自転車の車輪に足をはさみ、ケガをしました。お医者さん 

の安静にとの忠告も聞かずに夜間徘徊。謹慎解除のあとの試験も起きられずに 

１日さぼり、次の日は遊び歩いた後、足が痛いから迎えに来いとの電話。大げ 

さにビッコをひく息子に、「何でそんな歩き方をするの」といった言葉が、 

「人の痛みも分からない。なんか文句があるのか」と突っかかる。そして、 

「全部自分が招いたことでしょう」と言うと、「説教するんじゃねえ、親なん 

かに何がわかる。明日から、太郎の家（溜まり場になっている友達の家）で暮 

らす」と言い、離れたいはずの先輩が、俺の事を一番考えてくれる人だと言う 

のです。心が凍りつく思いでした。 

  この子は暴力団に入ってしまうかもしれないと思いました。 

  昨日、息子は荷物を持って出て行きました。今日は先輩と暴力団の事務所に 

泊るとのことでした。取り返しがつかなくなるよと言っても、聞く耳はありま 

せん。 

  「何でそんなに家が嫌なのか」聞くと、「この空気がいやだ。家にいても何 

もすることが無くて面白くない。干渉されたくない」と。ずっと息子の立ち直 

るのを信じてきた主人が、今朝、息子のゴミ箱のような部屋を片付けながら、 

「入院させるしかないか」と言い出しました。  ○◇県      太田  昭子 

 

      ２  ・  私  か  ら  慶  介  君  に  宛  て  た  手  紙   

 

  このケースはメールと手紙と２回の往診（本人とは２回ともあっていない） 

が有効に働いて、進行したのでした。メールや手紙の間に、家族の呼吸を感じ 

て欲しいと思います。 

  上記の入院のお願いというメールを頂いた時、私は大阪方面に出掛ける寸前 

でした。そこで、「もっと詳しく聞きたいから大阪まで出掛けて来れないか」 

と電話を入れてたのでした。私としてはご両親で来て欲しかったのですが、梅 

田の紀国屋書店に現れたのは母親と姉の二人だったのでした。 

  これはこの家族の中の象徴的なできごとなです。私は「父親も来て欲しい」 

と言ったのですが、母親には父親を連れてくる意思は全くなかったようなので 

す。ところが娘は母親が説得して連れて来たのではなくて、自分の意思で来て 

くれたのです。お姉さんが来てくれたことには治療の展開の中で大きな意味が 

ありました。母親だけであったら多分、もっと時間を要していたか、中断して 

いたでしょう。 

  この経緯は私が慶介君に宛てた手紙の中に記してありますからそちらから読 
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んで頂きましょう。 

    ………………………… 

     ＜慶介君への手紙＞……１９９９年１２月２７日     

    ………………………… 

  先週の土曜日に君の家を訪問した九州は宮崎の水野です。十月末くらいにお 

母さんから僕のパソコンにメールを下さって大阪でお会いしたのが君の家と僕 

との関わりの始まりです。この初めての時のことから話しましょう。 

  僕は「お父さんもご一緒に来て下さるように」とお願いしたのでした。しか 

しお母さんは「それは無理」と決め込んでおられたようでした。しかし「是非 

お願いしたい」と言ったのですが、僕の目の前に現れられたのはお母さんと君 

のお姉さん・良子さんのお二人だったのでした。 

  お父さんは来られなかったのですが、良子さんが来て下さったことで僕は君 

の家のことを理解するのに相当助かりました。多分、お母さんだけの場合より 

１０倍くらい多量の君の家の情報を得ることができました。一人からだけ聞く 

情報だと誤解させられてしまうことが多くて、苦労するのです。 

  僕はお二人の情報を聞いて、君がオートバイをかっ飛ばしたくなる気持ちが 

想像できたのです。そこが例え悪の巣であったとしても。 

  朝、起きれなくて、学校に行けずに家の中で悶々と過ごす時、君は「こんな 

儘ではいけない」とは考えたでしょう。だからお母さんに「何が何でも起こし 

てくれ」と頼んだのですね。しかし、真剣に今の生活を根本から整理しようと 

いう気持ちにもなれなかったのですね。 

  それは君だけが責められる問題ではないでしょう。そうせざるをえない気持 

ちにさせる空気が君の家の中に充満していたのでしょう。先日君の家をお伺い 

してご両親から聞く話の中にそのことを確認することができました。例えば、 

相撲の好きなおじいちゃんと君とのチャンネル争いの時のお母さんの心境、そ 

れを相談しようと思っても毎週毎週テニスに出掛けて行くお父さん。 

  大阪での話に戻ると、話が進む内に険しかった良子さんの表情が緩んで来て 

、「実は今日私がここに来たのは、また母が変なところに弟を入れるのじゃな 

いかと考えて、それを阻止するために、ということだったんです」と言って下 

さいました。 

  お母さんは思い付きで先走ったことをすることがあるようですね。しかしそ 

れはお父さんがあまり協力してくれなかったからということもあるような気が 

します。僕はお姉さんに「そんなことはしませんよ。先ず家族全員が家の中の 

空気を入れ替える積もりで弟さんと当たってみることです」と答えたのでした 

。詳しいことは省略しますが、両親に対する不満は＜君とお姉さんに共通のこ 

と＞と思われましたので、両親が言うよりもお姉さんが言う方が君としても受 
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け入れやすいだろうと予測して、「暴走族をやめる件のこと」をお姉さんか 

ら話してみたらと僕が進言したのでした。 

  先日ご両親から聞いたことによると、そのために先輩から嫌な思いをさせら 

れたのだそうですね。だけどこのことは恨んではいけません。心の底では判っ 

ていると思うけど。 

  来年の３月になって「おとしまえ」をつけて暴走族から抜けさせて貰えると 

考えているということですが、それはそう簡単には行かないと思います。やく 

ざの世界には小説の世界のような礼儀正しい仁義はないのです。「今、抜ける 

のが怖い」と考えている人間は永久に利用され続けるでしょう。大阪に逃げる 

くらいでは解決にならないのではないでしょうか？  「おとしまえ」をつける 

という儀式は今までに色々と聞いているでしょうが、肌に染み込ませた入れ墨 

のように君の心の中から消え去らない、君の想像を越えた「どでかい傷」を作 

ること間違いないでしょう。 

  今直ぐに抜ける決断をして下さい。「おとしまえ」の儀式を受けるのが男ら 

しいと考えるのは馬鹿げています。今逃げることの方が大きな勇気が必要であ 

り、男らしいことなのです。 

  僕としては宮崎に来て、車の免許でも取るような時間を過ごしながら考えて 

みることの方を勧めます。その方がいさぎよく男らしいでしょう。 

  僕は君の街には３０年程前に行ったことがありました。僕が医学部を卒業し 

たのは２４才の時。卒業した後、医師国家試験を受けます。合格すると医者と 

しての仕事をできることになるのですが、多くは修業のために大学に残って勉 

強するのです。しかし僕は教授や先輩にぺこぺこするのが嫌でしたから大学に 

残らずに、直ぐ就職したのでした。 

  就職先が法務省で、勤務地は東京の八王子医療刑務所だったのですが、そこ 

での初めての職場旅行が君の街だったのでした。 

  この時、宿ったのが何処いらだったのかも分からないくらい昔のことなので 

すが、翌朝、名所旧跡を巡ったのでした。なにしろ３０年ぶりで、このたびの 

訪問では非常に懐かしい思いをしました。 

  そう、短時間でしたが、大衆温泉にも浸かってみましたよ。そしたら、全身 

入れ墨のお兄ちゃんが入って来て、ちょいとびっくりしました。周りの人は全 

員そっと消えて行きましたが、寂しさをじっと堪えて突っ張っているその顔を 

横目で見ながら、広い浴槽の中で二人だけの時間を過ごしたのでした。 

  君の家を訪ねる前に町の周りを一周して、古いお寺などを巡ったのですが、 

境内の裏から見える海が綺麗でした。 

  今回は君の住んでいる街の環境を知ることと、お父さんと話してみたいとい 

うことが訪問の大きな目標でした。もちろん、都合よく君と直接話せるといい 
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がな……という気もあったのですが。 

  相談する気になったら是非連絡下さい。何時でも君の力になれると思います 

。 

  ……………………………………………………………………………………… 

  しかしこの様な手紙を慶介君本人に出せるようになるまでには、相当のやり 

取りが必要だったのでした。 

 

 

      ３  ・  メ  ー  ル  の  第  ２  信  か  ら   

 

  メールを若い方から順番に読んで頂きましょう。初めての往診の後の＜先方 

からの第２信＞は１１月６日に打たれています。姉が１回だけメールを入れて 

くれていますが、それ以外のメールは全て母親が打っています。 

  しかしこの第２信にだけ、父親が書き込んでくれています。多分、母親が「 

この後、あなたもご挨拶しておいてよ」と急かした（宮崎弁＝せがんだ）もの 

なのでしょう。始めの（１）が母親、（２）が父親となっているのですから、 

この推測はほぼ正解でしょう。 

                    ……………………………… 

  先方から                経過報告 

                       Date:Mon, 6 Nov 1999 17:25 

                          ……………………………… 

（１）                         

  先日は、長時間お話を聞いていただいてありがとうございました。娘から電 

話で連絡がありました。娘なりに一生懸命考えて、連絡をとってくれたのです 

が、息子の反応があまりに悪く、長女は消耗しきってしまって、「お母さんの 

方から先生にメールを入れておいて。うまく伝えられない」との事でした。 

  内容は、まず、すぐに保護願いを出すかも知れないと言うと不自然なので、 

どうしてるか聞くと、「友達の家にいる、学校は寝坊してしまって行かなかっ 

た。家に着替えをとりに行ったら誰もいなかった」と機嫌はまずまずだったよ 

うです。けれど、「暴力団の先輩と離れられないようならば、親が警察に保護 

願いを出すかもしれない」と言った途端、逆上して、 

「そんなことをしたら、先輩が警察につかまる。そんな事をしたら、家にまで 

災いが及ぶ。余計な口を出すな。もう２度と電話してくるな」と怒鳴り散らか 

したようで、もう何を言ってもだめだったようです。 

  私は悪いことばかり想像して息子を今の状態から１日も早く切り離すことば 

かり考えていましたが、やはり先生の言われたとおり、覚悟さえ決めてしまえ 
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ばぎりぎりまで話をし、ある程度まで納得させておかなくてはうまくいかない 

だろうと今は思っています。 

  １週間ほど様子を見て、先生が今度上阪される時に会っていただけるような 

方向に向けられたらと思っています。            ○◇県    太田昭子 

 

（２） 

  先日は家内と娘がお世話になりありがとうございました。家内から、先生と 

の話の内容を詳しく聞き、今までの息子に対する対応の悪さを反省させられま 

した。これ以上、悪い方法に進まないよう、今の環境から隔離させるために強 

制入院を考え、先生に相談することにしました。 

  しかし、その方法に関しては先生の言われるように、本人が納得した上で入 

院させる方向で息子と話したいと思います。 

  昨日、息子の友人宅を訪ね、本人と話をしました。 

「これ以上暴力団と関わるようだったら、警察に保護願いを出す」と言うと娘 

に対する反応と同じよう逆上しました。 

「俺は学校を続けて卒業したいし、暴走族も続けたい。もし、どちらかを選べ 

と言われれば、暴走族を選ぶ」 

「土曜日は学校を休んでしまったが、月曜日からはちゃんと学校に行くから心 

配はするな」 

  話は平行線で、家に戻すことはできませんでした。身なりに派手さはなくキ 

チンとしていました。 

「洗濯もしているし、この家には迷惑をかけない。しばらくこのままにさせて 

くれ」。こんな調子で、進展はありませんでしたが、怪我の治療費と食費を渡 

し別れました。 

  焦らずに、時間をかけて私たちの気持ちを息子に納得させたいと思っていま 

す。これからいろいろとお世話になりますが、よろしくお願いします。 

                                                  慶介の父  太田  健 

 

                          ………………………………… 

当方から            お便り有り難うございました。 

                    Date:Tue, 07 Nov 2000 00:38 

                ………………………………… 

  お父さん、お母さんのお便り心から嬉しく思います。お姉さんの電話に対し 

ても「警察云々」ということに激昂されたようですが、「今までとは違うぞ」 

という雰囲気を感じてくれたのではないでしょうか。現在のところそれだけで 

大きな収穫です。暴力団の本当の怖さを未だ知らないのですが、両親が心配し 
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てくれていることはありがたく思っているはずです。 

  学校に行くと言っているのですが、今のまま（暴走族とオートバイを乗り回 

しているようでは親が「学校に嘘をつくことの手伝い」をしていることになる 

）という理由で、「今月中に止めなければ警察と学校に届ける」ということを 

言ってみたらどうでしょうか？   

  「今までの考え方は間違っていたと思う。宮崎の先生に言われて考え直した 

」と言って下さると、僕のことも伝えられることになります。暴力を怖れず挑 

戦してみて下さい。 

 

                    …………………………… 

先方から                息子のことについて 

                          Sat, 11 Nov 2000 01:45 

                            …………………………… 

水野先生へ                 

  夕べ生活費と医者代がないと電話をよこしたので、帰ってくるように言うと 

１２時ころ家に来ました。 

  学校の先生も提出物などのことがあるからとにかく顔を出すようにとの事、 

メールで息子には伝えておいたのですが担任の顔を見たくないとかで、欠席し 

たり、遅刻したりしているとの事でした。「友達の家にも迷惑がかかるし、と 

にかく帰ってきて家で生活するように」と言うのですが、「まだ嫌だ。学校は 

やめたくはない。暴走族は、絶対にやめない。暴力団には入らない。４月から 

この町を離れて進学する。できなければ働く。それしか何も考えられない」と 

言うのです。 

「今の状態では学校に残ることはできないし、人に迷惑もかける。私たちもお 

前を今の状態でいさせることはできないから、立ち直らせるためなら警察に保 

護願いも出すし、学校にも話さなければいけない。今までいつか良くなるとか 

ばってきたことが間違っていた。宮崎の先生に合って、自分たちが親としてき 

ちんとした対応ができていなかった事に気付いた。一度宮崎の先生に会ってほ 

しい」と言っても「絶対に会わない。今この町から離れない。暴走族しかない 

。お前たちには関係ない。早く金をくれ。友達の幾人かから借金を１０万位し 

ている。それはいずれアルバイトでもして自分で返す。とにかく生活費をくれ 

」と言うのです。「そんな大金を何に使ったのか」聞くと、暴走族用の特攻服 

とかそれの刺繍代などという事でした。食事も外食かカップラーメンで過ごし 

ているようです。 

  息子は、現実と向き合うことを避けて、暴走族の中に逃げている。話せば話 

すほど耳をふさいでしまう。私たちに心の扉を開くことはできないのでしょう 
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か。 

「私たちの覚悟は変わらないから、よく考えてなるべく早く家に戻るよう」に 

言ってお金を渡すと、しばらく自分の部屋にいて、私たちが床についてからま 

た友達の家に戻って行きました。                      ○◇県    太田 

 

                          …………………………… 

当方から            お金を渡したことが間違いでした 

                      Sat, 11 Nov 2000 08:24 

                  …………………………… 

  警察への保護願いを出す、学校へも相談する、宮崎の先生と会わないか、と 

言えたことは良かったと思います。しかし、お金を渡したことでこれらの言葉 

は全て「口だけのことで決して実行はしない」と思わせることになってしまい 

ました。しかし、「今までの考えが間違っていたと言えた」ということを嬉し 

く思います。 

「実行しはしないぞ」とタカを食ってはいるものの、心の片隅に「何か今まで 

とは違うぞ」という気分が残ってはいるでしょう。 

  このことは強制的な入院をさせる場合に役立ちます。抜き打ちではないとい 

う意味で。そこで、「警察に保護願いを出して僕達がそちらまで迎えに行く」 

ということを実行しても心の傷にならないための準備が少しだけ出来たことに 

なります。 

  だけど今いきなり強制入院を実行するより、もう一度説得を試みるべきでは 

ないでしょうか。今度は「お金を渡すわけに行かない」と頑張って下さい。そ 

こでどう反応するかによって警察に相談してみて下さい。 

  お金を渡すということは「彼の行動を認めた」ことになるのです。親の弱み 

、指導できないという弱みをさらけ出した行為で、子供から見ると「俺の苦し 

みを救う能力のない情けない親」となるのです。今は強く指導しなければなり 

ません。                    ２０００年１１月１１日朝   

 

                    …………………………… 

  先方から              息子の事について   

                      Sun, 12 Nov 2000 00:55 

                              …………………………… 

  水野先生へ 

  娘から、電話があり「今、慶介から電話があり、明日家に帰るつもりだと親 

に電話をしておいてくれ。友達の家にはダニがいるからもう居たくないと電話 

がきた。」との事でした。一昨日家に来た時はまだ帰りたくないと言っていた 
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のですが・・・。お金を使ってしまったのかとか、反省したようには思えない 

とか思う事はありますが、とにかく話す機会はできますので。 

  お金を渡した事、暴力団からお金もらっては困るとか、ケガの治療もできな 

くては困ると思い、主人と相談して渡しました。私たちは考えが甘いのですね 

。家に帰ってきて、息子がどのように生活していくかまだわかりませんが、来 

週は主人が火・水・木と人間ドックで大阪の病院に入ります。とても心細いで 

すが、今までの繰り返しにならないように、しっかりと向かい合わなければと 

思います。アドバイスをお願いします。    ○◇県  太田  昭子 

 

                            …………………………… 

  当方から              良かったですね   

                          Sun, 12 Nov 2000 22:38 

                    …………………………… 

  「ダニがいるから」と言っているのは息子さん一流の照れと考えて良いでし 

ょう。お金を渡されたことは「優しさ」と通じて、「こんな帰り方でも許して 

もらえる」と考えたのでしょう。しかしその優しさも今までとは変わった「強 

さ」が裏打ちしていたからかもしれません。 

  それから大阪の良子さんが「僕宛にメールを打ってくれた」みたいです。と 

ころが全くの白紙の儘で何も読めません、その旨お伝えしておいて下さい。今 

週は木曜日から金曜日は東京と名古屋で、金曜日の深夜に大阪に着く予定。 

  息子さんに対しては弱気にならずに本音で対決して下さい。 

 

              …………………………… 

先方から              息子のことについて   

                        Wed, 15 Nov 2000 00:49 

                              …………………………… 

  水野先生へ 

  １２日の日曜日、夜遅くに息子が帰ってきました。お帰りと言うと「うん」 

と一言。言いたい事はたくさんありましたが、今日は止めようと思いました。 

  息子の食事後の話では、土曜日の夜いつものように集会に行って、夜中徘徊 

して、カラオケで飲んで、日曜日の早朝、河田（暴力団に入っている暴走族の 

頭）が、息子たちの目の前で事故を起こしたとの事でした。 

  飲酒・無免許で暴力団のベンツで人身事故だそうです。当人のケガは軽症で 

すが、同乗者が骨折、相手の車は横転してしまったようです。かなりショック 

だったようです。河田と同乗者は入院したようですが、同乗者は骨折で全治３ 

ヶ月だそうです。一気に喋ると、コタツに潜り込んで寝てしまいました。 
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  月曜日は学校へ行きました。息子にしては早めに帰ってきて、２週間ぶりく 

らいで、一緒に夕食をとりました。夕食後、河田が今日退院したと話しました 

。無保険の車だったので、しかも重大な過失の上の事故だったので、河田先輩 

はうんと苦しい立場になっていると言っていました。 

  後先を考えずでたらめな事をして来たツケは、１９歳の無職の少年には、あ 

まりに大きなものになっています。これを機会に暴走族から抜けるようにと主 

人と二人で説得してみても、「こんな時に止めるわけにはいかない。他の凶暴 

な先輩が何をするか分からないし、河田先輩にもカンパしなければいけない。 

３月になれば、話をつけてこの町を離れる」と言うのですが、どこに行くのか 

は、予備校か働くかきちんとした展望など無く言えません。それなら、宮崎の 

病院に行って生活を立て直し、これからの自分のことについて考える時間を持 

ってほしいと言ってみましたが「そんな遠くに行きたくない。俺は病気ではな 

い」という答えでした。「病気とは思っていないけれど、今は目標を見失って 

生活も乱れているから、宮崎の先生の力を借りて立ち直ってほしい」と言いま 

した。 

  先生に来ていただいて、「自分から行く」と言ってくれたらいいなとおもい 

ました。先生のご予定をお知らせ下さい。土曜日午前は、主人も仕事、息子も 

学校があります。 

 

                              ………………………… 

当方から              土曜・日曜は大阪にいます 

                    Date:Wed, 15 Nov 2000 07:27 

                  ………………………… 

  帰ってみえてよく話してくれたのですね。それは助けてくれという信号と思 

って下さい。今週は東京、岐阜を回って大阪には金曜の深夜に着きます。 

  土曜の夜と日曜日は短時間であれば都合がつきます。来週であればゆっくり 

とした時間が作れるのですが。                １１月１６日  水野昭夫 

 

                    ………………………… 

先方から              太田良子。慶介の姉です。 

                     Date:Wed, 15 Nov 2000 23:53 

                                ………………………… 

  先日はどうもすみませんでした。まだメールを上手に使いこなせません。先 

日の件ですが、あれから慶介と話したところ、今、宮崎に連れていくのはどう 

も納得できないのです。なぜかと言うと、今、本気で暴走族をやりたいんだと 

いうことが伝わったからです。 
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  しかし、＜暴走族＝ヤクザ＞、そういう現状です。私の友達にヤクザだった 

人がいます。その人の関連で、慶介を暴走族から遠回しに引き離そうとしまし 

たが無理でした。でも思うのです。私が慶介だったら、今は暴走族をやりたい 

。今は腹立たしい自分を走る事で忘れたい。何をやりたいのかもわからない。 

自分が、どんどん無神経で傲慢になっていく。そんなことは自分が一番わかっ 

ている。行き場のない自分、走る事でしかあらわせない。そう、思うだろう。 

私だったら。 

  親の気持ちも痛いほどわかります。しかし、同じ親から育った弟の気持ち、 

どちらを一番にするかなんて難しすぎてわかりません。 

 

                        …………………………… 

当方から            今の気持ちを表現する場所 

                        Wed, 15 Nov 2000 23:17 

                  …………………………… 

  メール有り難う。「今走りたい」という気持ちをいたく理解できるという貴 

方の言葉はよく判ります。しかし、「走ることでしか表現できない」と考えて 

いる彼に「もっと色々の手段があるんだよ」と教えるのが大人のつとめだと思 

います。暴走族の頭がやくざのベンツを事故って、弁償しないといけなくなっ 

ているようですが、そのために彼も協力するというようなことを言っているよ 

うです。 

  今まで飲み食いするお金を出して貰っていたようだから、当然そういうこと 

になっていくのでしょうが、これでは学校どころではなくなって行くでしょう 

。私としては早めに足を洗わせるべきだと思います。 

  少なくとも今までのように要求に応じてお金を出すとか、学校に対して暴走 

行為をし続けていることを隠し続けることの協力をするとか、などの親の行為 

は直ぐ止めるべきです。そのための話し合いは是非早めにさせて欲しいと考え 

ています。私は彼自身が自分自身で決心できないでいて「外から強力に決心さ 

せられること」を期待しているように思えてなりません。友達の家はダニがい 

て大変だったという言葉は遠回しにそう言っているように思われます。 

                            ２０００年  １１月１５日  水野昭夫 

 

                    …………………………… 

先方から                  息子のことについて 

                        Wed, 15 Nov 2000 12:49 

                              …………………………… 

  息子も今落ち着いていて、ある程度の話ができるようになりましたので、も 
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う少し様子を見ていて、先生にゆっくり来て頂ける来週まで待たせていただい 

ても良いと思います。 

  宜しくお願いします。            ○◇ ９県  太田 

 

                      …………………………… 

先方から                  息子の事について 

                        Tue, 21 Nov 2000 18:59   

                              …………………………… 

  水野先生へ 

  息子は先週は休まずに学校へ行きました。食事も家に帰ってするようにもな 

りました。河田先輩と言う人は退院したけれど、又自宅近くの他の病院に入院 

したようです。 

  頭を失った暴走族は代わりに他の人がまとめているようですが、暴力団との 

かかわりは薄くなったようです。＜脅されていやいややっていた訳でもなく、 

暴力団は嫌だし入るつもりは無いけれど、３月までは暴走族の一員でいたい。 

先輩を恐れているけれど、相手にしてくれる人。自分は、進学したいからと、 

３月になったら話をきちんと通して止めさせてもらう。急に居なくなる様な事 

はできない。高校だけは卒業したいから、それまで待っててくれ＞……いくら 

話しても、ここで話は終わってしまいます。 

  高校は卒業するつもりだけれど、勉強はしない。部屋で漫画を読んだり、長 

電話したり、タバコをすったり、自分が何をすべきか分かっていないはずは無 

いのに、ただ時間を浪費しているように見えます。以前はそれが耐えられない 

思いで見ていましたが、何にも手をつけられない息子が、深く暗い穴に入って 

出口の見つからない小動物のようで、その穴の中で一緒にうごめいている仲間 

としか気持ちを通じる事が出来ないようで、救ってやれない無力感でやりきれ 

なくなります。３月まで待つから、宮崎に行くことを約束しなさいと言うのは 

良い方法ではないでしょうか。 

  主人が、息子に先生が２４日ころ来て下さるからと言ってあります。先生の 

スケジュールが決まりましたらお知らせください。素直に会ってくれればいい 

のですが・・・・。 

 

                    ………………………… 

先方から                息子のことについて 

                      Date:Sat, 25 Nov 2000 02:15 

                              ………………………… 

  息子の生活がまた乱れてきています。 
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  ２２日は朝からいくら起こしても起きてこず、腹痛で遅刻するからといって 

学校へ行かずに、夕方私が仕事から帰る前に出掛けたようでした。 

  その夜、担任の先生から電話があり、２学期何とか赤点を免れたから「あと 

少しだから休まずに登校して来るように」との連絡を頂きました。息子の携帯 

に電話を入れると、遊んでいるとの事。夜中に帰ってきたので、起きていって 

話をしようと息子の部屋に行くと、女の子とお酒を飲んだりしているので、私 

は絶句してしまいました。女の子が、「ごめんなさい、すぐ帰りますから。」 

と言うので息子に送っていくように言って、ドアを閉めました。 

  翌日は昼間中寝ていて、畑仕事から帰ってくるとまた出かけていませんでし 

た。携帯に夕飯くらいは一緒に食べようとメールを入れると、３０分位経って 

帰ってきました。主人が夕べの事を注意すると開き直って 

「良いじゃねえか、うるせえな。」でおしまいです。今日は校内模試があり、 

私が休みだったので送ってほしいと言うので学校まで車で送りながら、「実力 

テストだね、鉛筆くらいは持ってるの。」と言うと「隣のやつから借りるから 

いい」とのこと。再び絶句してしまいました。 

  こういう子に育てたのは私です。でも今どういったところで、この子はうる 

さがるだけでしょう。何度も何度もこんな事が今までもありました。ある時は 

つよく責め、ある時は泣いて言い聞かせ、ある時は突き放し。ある時はやさし 

くたしなめる。これからどうやっていくか、ちゃんと考えるように言うと「は 

いはい」と軽い返事でした。 

  １２月１８日から３年生は特編授業で、ほとんど登校しないで自宅学習にな 

ります。そして、それぞれ受験し、３月３日に卒業式。その間に登校日が僅か 

にある程度です。今、自分の気持ちを整理できずに、流されてしまうこの子に 

どのように接していけばよいのかと主人に相談しても「様子を見るしかないと 

思う」という返事。娘も同じ答えです。            ○◇県  太田  昭子 

 

                    ………………………… 

先方から                息子の事について 

                      Date:Tue, 19 Dec 2000 19:28 

                                  ………………………… 

  息子に対して、いくら約束を守らなくても、嘘をついても、自分がこれから 

どう生きていくのかちゃんと考えてほしいと言い続けました。 

  生活は夜間徘徊、無断外泊、喫煙、暴走行為と家出前と殆ど変わらない状態 

に戻ってしまいました。ただ高校は卒業したいとはっきり言うようになりまし 

たので、また学校の先生も「もう少しだから頑張らせて下さい」と言って下さ 

るので、そのときまで何とか頑張れるように、祈るように時を過ごしていまし 
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た。 

  ただ、学校へは休み休み行っているものの、無気力で不健康な眼に輝きの無 

い息子を見ていると、この状態が決して長く続いてはいけないものだと思って 

いました。 

  話そうとしても、「うるせえ・関係ない・言われなくても分かっている」と 

自分の部屋に戻ってしまうのです。友達もそれぞれ進路も決まりだし、＜（自 

分だけは）卒業見込みもおぼつかない、やりたい事も見つからない、働きたく 

もない、勉強もする気も無い＞、スカッとするのは暴走するだけということな 

のでしょう。 

  ここでテストの最終日である土曜日と、日曜、月曜、火曜とすっかり夜昼が 

逆転してしまい夕方起きて夜中起きていて、朝方寝付いて昼中寝ている状態で 

、もちろん学校は欠席です。 

  いくら起こしても、まるで意識の無い人のように起きません。食事は夕食だ 

け。夜中に一人でラーメンを作ったり、余りものを食べているようです。生活 

のリズムを戻さなくてはと言うのですが、分かっているというのですが、聞き 

ません。夜になると「明日は学校へ必ず行く」と言うのです。いままでも、学 

校を休む時は、夜遊びしては昼中寝ている事はありました。長期休学のときも 

そうでした。でも今は夜遊びの疲れではなく、精神的にとても良くない状態に 

見えます。何も考えたくないようです。 

  主人が今日、学校の先生に、「医療の力を借りなければ、いまの生活を立て 

直すことが出来ないかもしれない」と相談しました。先生は「何とか追試だけ 

でも受けさせて、卒業証書を持たせて出してやりたい」とは言って下さいまし 

た。特編授業に入ったので、例えば年末からの入院も可能との事でした。ただ 

主人が、このような生活から立ち直るために宮崎に行くように言うと「そんな 

ところには行きたくない。俺はどこも何とも無い。無理に行かせれば、血をみ 

るぞ」と言ったそうです。 

  親に手を上げたことも無い子ですが、どこかで聞いた事のあるせりふに、こ 

の子を傷つけないで立ち直らせてあげられない親の力不足を悔やみました。こ 

れから、どうするするべきなのでしょうか？  教えて下さい。 

                                                        ○◇県  太田 

                          ………………………… 

当方から               例え殺されたとしても 

                      Date:Tue, 19 Dec 2000 21:01: 

                    ………………………… 

  「無理に行かせれば血を見るぞ」と言われて引き下がるようでは指導できま 

せん。「このまま放置しておくのは親として出来ないことだ。先ず会うだけで 
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もよいから会ってみてくれ」と言って欲しいと思います。「殺されても仕方が 

ない」という気持ちで取りかからないと解決できないでしょう。そこまでされ 

た上であれば、僕達が無理矢理押し掛けていって対面することに意味があると 

思います。 

  ここに及んで高校卒業の証書を貰うことに拘るのは治療的な観点からすると 

むしろ逆効果だと思うのですが。もし決断がつけられないようならお父さんと 

お母さんとご一緒に大阪まで出かけてきて下さいませんか？  土曜日でも日曜 

日でも結構です。 

 

          ４  ・  往  診  ・  そ  の  後   

 

  初めての往診を暮れの押し迫った１２月２３日にすることになりました。夜 

遊びして帰った慶介は２階の自分の部屋に寝ていて、両親が呼びに行っても診 

察には現れる気配はなかったのです。そこで私は「無理には呼ばないように」 

と指示しました。 

  しかし、彼は私が訪問していることを気にしている様子でした。部屋から聞 

こえる声があまりに小さくて緊張した雰囲気が感じられたのです。家族は無理 

にでも診察して欲しい様子でしたが、「今回は彼の意思に任せましょう」とい 

うことにしたのです。 

  私は慶介の住む町の様子を知ることも兼ねて、町の中心部にある温泉で一汗 

流すことにしたのでした。このことは先に掲載した彼宛ての手紙の中に記載し 

てあります。 

                …………………………… 

先方から            遠くまでありがとうございました 

                      Date:Sun, 24 Dec 2000 13:05 

                                  …………………………… 

  先生に来ていただいて、主人も心から先生を信頼してくれたようで、二人の 

考えがきちんと一致したように思います。 

  ただ、息子には主人が話して聞かせてもそんな所に行かない、手紙も読まな 

い、今の生活を 3月までは絶対変えないとの返事。そしてまた集会に行ってし 

まって夕べから帰りません。何があってもおそれずに受け止める覚悟をしまし 

た。 

  先生の所にお願いできればきっと良くなると信じています。 

                  …………………………… 

先方より              お手紙ありがとうございました 

                        Sat, 30 Dec 2000 12:07 
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                                    …………………………… 

  お手紙２８日に届きました。息子は２６日の終業式終わったあと、いつもの 

ように夜中出歩き昼中寝ていて、食事もほとんど家でとらない状態で、先生の 

お手紙も頂いてすぐに読ませることができなくていました。 

  夕べ８時頃ふらっと帰って食事をしその後読むように言うと、「そんな暇は 

ない」とまた出がけてしまいました。 

  そして、１２時頃怪我をして帰ってきました。バイクで暴走していて、車と 

接触したとのことでした。大事にはならなかったのですが、タイミングによっ 

ては命を落としても、足がとれちゃっても仕方ないような状況のようでした。 

恐ろしかったのでしょう。 

  話を聞いてから手紙を主人が差し出すと、素直に持って二階に上って行きま 

した。 

  喉元すぎればすぐ忘れてしまう子ですので、懲りてすぐやめるとは思えませ 

んが朝封筒が開封してあるのを見て読んでくれたんだと思いました。 

 

                          …………………………… 

当方より            強制的に入院させるとしても 

                  Date:Mon, 08 Jan 2001 19:33 

              …………………………… 

  強制的に入院させるのも一つの手段です。しかし、そうするにしても、この 

ままでは放置できないから「水野先生を呼んで、強制入院させようと思ってい 

る」と伝えてみて下さい。それに対する彼の答えを聞いて実行するか否か考え 

ましょう。 

  「先生が来たら殺す」とか「逃げる、絶対帰ってこないからな！」などと言 

うでしょうが「どんな結果になったとしてもこのまま放置できない」と言って 

みて下さい。出来ればセンターテストが終わってから、もし可能ならお姉さん 

も一緒にいてくれれば一番良いと思います。 

                                      ２００１年１月８日  水野昭夫 

                …………………………… 

先方より            息子の事について   

                      Tue, 9 Jan 2001 18:32 

                              …………………………… 

  今日は、始業式と一ヶ月前から予約してあった歯医者の日でした。朝は起き 

られず、せめて４時からの歯医者だけでも行くように、昼に帰ったときに起こ 

したのですが、帰ってきてみるとやはりずっと寝ていたようでした。 

  主人が学校の先生に連絡をとったのですが、「センター試験の雰囲気を感じ 
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てくるだけでもいいので受けられるなら受けさせた方が良いでしょう」という 

事でした。 

  入院の時期を決めるのは息子の＜体と精神状態が大丈夫な限界＞が分からな 

いので、早い方がいいと思うのですが分かりません。青白い痩せた無気力な暗 

い顔を見ていると、１日でも長くこんな状態でおきたくないと思ってしまうの 

です。 

  良子のいるときの方がということですが、卒業制作と１月末に編入試験を受 

けるため、年末年始もあわただしく、早々に大阪へ帰っていきました。１月中 

は帰ってこれない状態です。だだ、帰省していた４日間に何度か話をしようと 

してくれたようですが「そんな事ばかり言うな」と話しに乗ってきてくれなか 

ったと言っていました。 

  センター試験は１月１４・１５日のようです。その後、主人が息子に言うつ 

もりです。                                  ○◇県  太田   

 

                …………………………… 

先方より            息子のことについて 

                  Date:Mon, 15 Jan 2001 23:19 

                              …………………………… 

  寒い日が続いています。明日の朝はマイナス１０℃くらいになりそうです。 

先日メールでセンター試験が１４．１５日とお知らせしたのですが、２０．２ 

１日のまちがいでした。 

  先週は４日のうち２日登校しました。その２日は、夜中寝ないで起きていた 

状態でした。朝起きてみると起きていて、機嫌がよく食欲もあり、朝食をいっ 

ぱい食べるのです。 

「夕べ寝なかったの？」と聞くと、うなずいていました。その状態で学校へ行 

って、帰ってくるのは夜の 10時とか１１時なのです。学校で寝ているのか、友 

達の家で寝てくるのか、そして翌日は必ず昼中寝ているというパターンです。 

  土曜日は夜中帰らず、日曜の朝９時３０分ころメールが入り、「睡眠薬を買 

っておいてくれ」とあるのです。「睡眠薬なんてやたらに買えない」と返して 

、とにかく帰ってくるように返事を入れました。 

  夜７時ころ帰ってきて、「寝たいときに良く眠れない」とのことでした。こ 

んな生活をしていて、おかしくならない方がおかしいという事が分からないの 

でしょうか。 

  前、病院で出してもらった、軽い睡眠導入剤と坑鬱剤を飲ませました。夕べ 

はちゃんと眠れたようで、今朝起きて登校しましたが、まだ今晩は帰ってきま 

せん。 
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  主人が話しをしても、ただ３月になったら自分でけじめをつけるの繰り返 

し。後は何を言っても、聞く耳をもちません。          ○◇県  太田 

 

                            …………………………… 

当方より                センターテストは 

                    Date:Sun, 21 Jan 2001 23:34 

                …………………………… 

  今日でセンターテストが終わりましたね。受けましたか？   

僕は往診旅行から今日帰ってきました。今回は新潟まで行って、雪国を楽しん 

できました。 

  慶介君としては一つの大きな節目を越えたのですから、何かのリアクション 

があると思います。 

  どんな反応を示すのか、何があっても慌てないことです。そして親の弱みを 

決して見せないこと、「例え殺されたとしても」という言葉を繰り返しておき 

ましょう。 

 

                    …………………………… 

  先方より             息子の事について 

                        22 Jan 2001 19:08 

                                  …………………………… 

  メール  ありがとうごさいます。 

  息子は学校に行った日も遊び歩き、直前まで昼夜逆転してましたので、とて 

も受けられる状態ではないと思っていましたが、試験は受けに行きました。も 

ちろん、結果は言うまでもありません。ただ、何も努力しない状態での受験は 

惨めであり、真剣に取り組んでいる同期の人たちの中で感じた事は、少しはあ 

ったようだと主人は言っておりました。 

  この後どうするつもりかと聞くと、今年は大学を受けない。登校日以外は友 

達と土方のアルバイトをして、借金を清算して、３月中旬までには自分で落と 

し前をつけて暴走族は辞める。そしてこの町を離れて予備校に行って、来年受 

験すると言うのです。 

  今までも、そんな様なことを言った事は何回もあります。＜自分で起きて、 

学校にも行かれないのだから＞と思いますが、本当に働けるのなら、それは意 

味のある事です。 

  言うとおりのことが出来るかしばらく様子を見て、＜息子が生活を立て直せ 

るようになれるためには宮崎の先生にお願いするしかないと私たちが思ってい 

る事＞は何度も本人に伝えてありますので、状況に応じてもうしばらく様子を 
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見るしかないのかなと思います。                    ○◇県  太田 

 

                  …………………………… 

  先方より              うれしいお知らせです 

                      Date:Tue, 23 Jan 2001 20:51 

                                  …………………………… 

  今日、息子といろいろ話しをする機会を持つ事が出来ました。卒業式が終わ 

ったら、なるべく早い時期に宮崎に行くことを納得してくれました。 

「行く前に、もう１度先生に来ていただこうか」と聞くと「来てもらわなくて 

いい」との事でした。「手紙は読んだのか」と聞くと、「読んだ」と素直に答 

えました。「宮崎の暖かな気候の中、海を見に行ったりして、一人になって自 

分の生活を立て直し、自分のこれからのことを考えてほしい。父さんも母さん 

も良子も遊びに行くから」と言いました。 

  ３月３日が卒業式です。その翌週の土・日あたりと思います。具体的な指示 

をお願いいたします。 

  まだ、主人は帰ってきませんのですがうれしくて、先生に先にお知らせしま 

す。これからも宜しくご指導をお願いします。            ○◇県  太田 

 

                      …………………………… 

  先方より              息子の事について 

                      Date:Sun, 18 Feb 2001 21:38 

                              …………………………… 

  ご無沙汰しております。センター試験が終わってから、中学の時の友達が働 

いている建物の解体会社にアルバイトに行っています。 

  朝も早いのに、何とかぎりぎりに起きて行っています。２月いっぱいアルバ 

イトをして、３月中旬に宮崎に行くようにすると言っています。 

  暴走族の先輩にもその旨、了解してもらったと言っています。２月２４日に 

、娘の大学の卒業制作展を見に主人と上阪します。その時に先生にお会いでき 

たらと思いますが、ご都合はいかがでしょうか？    ○◇県  太田 

 

                    ５  ・      入  寮   

 

  こうしていよいよ入寮となります。 

  初めの内は家族との間で見られた「甘えを基本とした関係に基ずく様々な事 

件」が、心理療法士や当直の看護スタッフ達との間に次々に繰り広げられたの 

でした。 
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  その後、少しずつ変化して行きます。しかしここでは、入寮したてのいくつ 

かのやり取りだけ記載しておきましょう。 

  親子の距離が置けたこと、非行グループとの関係が切れたこと、この二つは 

彼の立ち直りのための必要条件だったと言えます。家族との距離を置くことが 

旨くいったのは遊学舎の心理療法士、教育療法士、そして遊学舎こかげ寮の看 

護スタッフなどなど多くの職員とのの関わりがあったからなのですが……。 

 

                  …………………………… 

  先方より              宜しくお願いします。 

                      Date:Sat, 10 Mar 2001 22:00 

                                  …………………………… 

  本日は、ありがとうございました。昨日の送別会の後、いつもの溜まり場の 

友人の家に行っていたようで、今朝４時頃帰ってきて、それから寝たようです 

。予定どおりの時間に飛行機に乗れるのか心配しました。 

  荷造りもしてなくて、私の用意した着替えなどを詰め込んで１１時近くに車 

で伊丹空港に向かいました。 

  本人は、アルバイト代を持って行きたかったようですが、昨日いただけなか 

ったようで、当面の必要品代と小遣いがほしいと言うので、今月分として３万 

円渡しました。布団購入代金も渡そうかと思いましたが、あまりお金を持たせ 

たくないので布団代は後でこちらから病院の方に振り込むからと言っておきま 

した。 

  来月分からは、昨日病院の方からご指示頂いた様に担当の方が決まってから 

、様子を見ていただきながら方法をご相談し、送金したいと思います。アルバ 

イトをするとか、パチンコ代が無いとか言っていましたが、聞き流していまし 

た。 

  飛行機が飛び立つのを見送って、雪の中、高速道路をのろのろ走りやっと家 

に着くと慶介から留守電に着信がありましたので、携帯に連絡すると、明るい 

声で、「無事に着いた」と言っていましたので安心しました。お迎えなど、お 

手数をおかけしました。これからも宜しくお願いいたします。   

 

                    …………………………… 

  先方より              心理  渡辺様 

                      Date:Tue, 13 Mar 2001 07:22 

                                  …………………………… 

  昨日は何度も連絡を頂いてありがとうございました。 

  すべて病院の方針にお任せいたします。宜しくお願いいたします。 
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                  …………………………… 

  先方から              息子のことについて 

                        Date:Wed, 14 Mar 2001 22:21 

                                      …………………………… 

  昨晩、娘が電話で様子を聞くと、お店のお姉さんとお酒を飲んでいてご機嫌 

でいたそうです。ちゃんとしなければと言って電話を切ると、夜中に落ち込ん 

で電話をよこして「何もする事が無い、食事が合わないから外食をしてしまう 

、話しをする人がいない」と言ってきたとの事でした。 

  主人とも、「もう少し様子を見るしかないね」と今朝話し合いました。今夜 

は主人は会社の送別会で泊りです。 

  今、息子から電話が入りまして、内容は「テレビを買いたい。お金も全部使 

ってしまった。何もする事が無い。食事は合わないから食べれない。部屋でテ 

レビでも見ていなければ時間が潰せない。体の調子が悪い。寮になんか居たく 

ない。楽しい事があると思ったのにつまらない。など」 

  私は「食事は、寮のご飯をお願いしてあるのだから、小遣いを飲み食いに当 

ててはいけない。たった４日で１ヶ月分の３万円を使ってしまうなんて、どん 

な気持ちで宮崎まで行ったのか。今までと同じ事を繰り返すつもりなのか。自 

分から何かをしようと思わなければ。とにかくテレビは病院の先生やお父さん 

に相談して何とかするけれど、言うままにお金を送るわけにはいかない」と言 

いました。 

  くずぐず言っていて、すぐには電話を切ろうとしませんでしたが、また連絡 

するからといったん電話を切りました。 

  今までの生活が生活ですから、こんな事も想像できる事ですが、こんなに早 

く言ってくるとは思っていなかったので、どのように言ったら良かったのか分 

かりません。 

  学校に行かずに、ただ部屋で寝ていた状態に戻ってしまうのかと不安です。 

アルバイトでも、予備校でも外に向かって行動を起こしてほしいのですが…。 

兄さんのように話し相手になってくれる方がいたらと思います。これから、お 

金のことも含めて、どうしたらよいのかご指導ください。 

                  …………………………… 

  先方より            息子の事について 

                    Date:Thu, 15 Mar 2001 00:18 

                                …………………………… 

  息子が免許証を送ってほしいといってきました。何に使うか聞くと、アコム 

にお金を借りに行くと言うのです。綿棒や洗剤や細かいもの全部買わなくては 
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いけないといいます。 

  アコムなんて絶対に駄目だというと、解体屋の給料で返すと言います。良子 

（慶介の姉）も明日、大阪に帰ります。慶介にいろいろ言い聞かせてくれまし 

たが、「姉ちゃんが、１万円親に頼んで送ってもらうから、それで今月は生活 

するように」と言っていました。 

  すべて話しが違うと親を責めます。人のせいにして、自分の反省はせず…… 

。すねて、怒って電話を切った後、４月に帰るとメールを入れてきました。   

布団代も立て替えてもらってあるのでしょうか。まとめて振り込ませていただ 

きますので口座番号をお知らせください。本当に申し訳ありませんが、息子に 

１万円と面接をお願いします。                                母より 

  良子より 

  慶介と連絡を何度かとったのですが、精神状態が非常に良くないと思いまし 

た。ヤケになっていて、また郷里に帰ってきてしまうかもしれません。 

  そしたら、またヤクザがらみの友達と会うでしょう。未だそちらの良さも解 

らずに帰ってきてしまったら、もう戻らない気がします。そんなことになって 

しまったら、今度は本当に、ヤクザの一員になってしまうでしょう。 

  本人の意志とはいえ、今帰ってきてしまったら、もともこもない気がしてな 

りません。心配で苦しいです。 

 

………………………………………………………………………………………… 

  母親も姉も慶介に振り回されています。先に述べたように、メールの打ち主 

は何時でも母親なのですが、姉はこうして２度目の参入をしてくれています。 

  父親はこの時点でも蚊帳の外のようです。父親は会社の転勤時期だったので 

忙しかったのかもしれません。しかし私はこの家族との初めての面接、梅田の 

喫茶店での面接を思い出しています。話がかなり弾んで、心が打ち解け合えた 

頃に姉の良子が次のような話を始めたのでした。 

  「私が東京から帰るでしょう。すると父は私の側にやって来て、色々喋るん 

ですよ。あれはどうした。これはこうなった。これからどうするんだ？ってな 

話。すると母がむくれるんです。 

『私には何も喋らないくせに、どうして良子が帰るとそんなに』って。すると 

父はまた黙り込む、向こうに行っちゃう」 

 

  仕事の無い休日はテニス（父親は若い頃は国体の選手で、若手の指導をして 

いる）、家にいる時はイヤホンでクラッシック音楽を聴いているという父親が 

良子が帰るとテニスを休み、イヤホンを外すと言うのです。 

  この話を上の空のような顔で聞いていた母親は「そうかしら」と言いながら 
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深い溜め息をついたのでした。 

 

  私はその時の母親の表情を思い浮かべながら次のメールを打ちました。 

 

                              …………………………… 

  当方から              家族はもっと冷静に 

                      Date:Thu, 15 Mar 2001 07:48 

                  …………………………… 

  家族へ言うことは家族に対する意図があってのことのようです。そこで狼狽 

するようではいけません。「免許証など送らない」、「やくざになることなど 

怖れない」と言ったらよいのです。 

  心理療法士やケースワーカーや看護者などに対する態度はきわめて低姿勢で 

す。その分、家族に対しては横柄になるのでしょう。飲酒したのは緊張を和ら 

げるためであったようで、遊学舎寮の中の年上の同僚に対して相当気を使って 

いるようです。 

  腫れ物にさわるような態度では治療になりません。こちらでは充分な観察を 

しながら対応しています。家族への横柄な電話について「控えるように」指摘 

しておきますが、家族の方も「そんな電話なら切るよ」と言えるようになって 

下さい。 
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ん 

         第  ５  章      辛  抱  強  い  立  ち  直  り   

            ３回の入退院を繰り返して                       

                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、部員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 
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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＞と頻々見られるものなのです。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る 

のです。 

  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点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 
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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。 

  私はこの妄想を最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 

るのです。 

  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年間の間、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 
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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、以下のメールに見られるよう 

に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。 

 

  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年の 

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。 

 

                            …………………………… 

    当方から                    元気ですか 

                           Date:Wed, 16 Aug －－－－－ 

                      …………………………… 

  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。 

                                    －－－－年８月１６日。水野昭夫 

  （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。 

 

                              …………………………… 

  先方から                テレビ見ました 

                        Date:Mon, 21 Aug －－－－－ 

                    …………………………… 

こんにちは           
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  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    東田母より 

 

                ……………………………… 

    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 

さんに誤りに行く！」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 
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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。 

 

                                ……………………………… 

    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。 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

  川崎孝夫君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。夜は海辺の休眠中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。 
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  晃少年は葬儀場でも深い涙を浮かべていました。 

                            ……………………………… 

  当方から                  プラス思考に 

                          Date:Wed, 20 Sep－－－－－ 

                      ……………………………… 

  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。 

 

                            ………………………… 

    当方から                  金曜日に 

                        Date:Tue, 10 Oct－－－－－ 

                    ………………………… 

  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時にはついて、農場まで一緒に出かけたいと考 

えています。                      －－－－年１０月１０日  水野昭夫 

 

                            ………………………… 

    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 
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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。 

  では多分今日が最後のメール。次は１１月になると思います。お元気で。 

 

                    ………………………… 

    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、始 

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、 

い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。 

 

                                ………………………… 

    当方から            あんまり追い込まないように 

                          Date:Tue, 07 Nov－－－－ 

                      ………………………… 

  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 
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て行くでしょう 

                                  ………………………… 

  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。   

 

                  ………………………… 

    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。 

「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 
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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。                                          晃の母より 

 

                              ………………………… 

    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。 

                      …………………………… 

    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、 
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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。 

                                    晃の母より    １２月５日   

 

                    …………………………… 

    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 
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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。 

                                              晃の母より 

 

                            …………………………… 

    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。 

  金曜日の夕方お伺いしたいと考えています。 

 

                  …………………………… 

    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 
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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。 

 

                              ………………………………… 

    当方から                年内に行きたいのですが 

                        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。 

 

                      ………………………………… 

    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。 
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  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歩下がっても少しず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。 

    一年間の感謝を込めまして・・・ 

                      晃の母より            －－－－年１２月３１日 

 

                  …………………………… 

    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。   
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  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得られないですね。晃の事も気長に見てやら 

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。 

                                                    東田より 

 

                              ………………………… 

    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。 
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                      ………………………… 

    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 

会い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 
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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。 

 

                              ………………………… 

    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。 

 

                      ………………………… 

    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す。 

  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 
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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。 

 

                                ………………………… 

    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。 

 

                      ………………………… 

    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 
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す。 

  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！」などとどこまでもス 

ースしく甘えてきます。 

  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・・・              １月２４日                          東田 

 

                                  ………………………… 

    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。－－－－年１月２４日 

 

                      ………………………… 

    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 
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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・・・ 

 

                                …………………………… 

    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。 

 

                      …………………………… 

    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」 
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「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・・・ 

 

                      …………………………… 

    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 

得るものがあるでしょうか？  考えてしまいます。 
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  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。 

 

                      …………………………… 

    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。 

 

    ・      ・        ・    ・    ・      ・        ・    ・    ・  
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          第  ５  章      強  制  入  院  と  い  う  手  段   

 

２  ・  Ｋ  君  の  場  合  （  １  ９  才  、  一  人  っ  子  ）   

            高校１年から始まった登校拒否に続く引き籠もり 

 

                  １．Ｋ君の両親との出会い 

  東京郊外の、緑がまだ多く残っているモダンな町の大きな団地に住んでおら 

れるこの家族と繋がりができたのは、ある年の５月でした。お母さんから図書 

館で私の本を読んだという電話が入り、お会いすることになったのです。その 

後、４回の往診を繰り返して５回目に強制的な入院を実行したのでした。 

  初めてお会いしたのは新宿駅東口の喫茶店・滝沢。この店は談話室と銘打っ 

てあるのですが、広くて静かです。広いということは良いこと、満席で入れな 

いということがまず無いのです。禁煙コーナーもあって、長話をしても追い出 

されることはありません。そこで親兄弟まで呼ぶことの多い家族面接には極め 

て便利な店で、私はもう１０年来、重宝しています。 

  この日は忙しい日で、私は約束の時間ぎりぎりに駆け付けたのでした。食事 

も一緒にしなくなった一人息子・Ｋ君に困り果てたご夫婦は二人並んで、どん 

な救い主が現れるかと入り口に目を凝らしておられました。つまり四つの目が 

私を睨んでいたのです。この店を初対面の待ち合わせに使われるお客さんは少 

なくないのでしょうが、私はこの年齢とこの視線なら多分この人達がＫ君のご 

両親と決め付けて、お二人に「水野ですが……」と近付いたのでした。 

  やや疲れが感じられるものの、まだ若々しさが残っている清楚な感じのお母 

さん。その横には、髪の毛を束ね後ろに結わえた、彫の深い顔立ちが目立つお 

父さん。 

  お父さんは私にはやや若作り過ぎて見えます。しかし芸術家肌かなと、とり 

あえず納得します。職業は服飾関係と聞いていましたので、なるほど、服飾デ 

ザイナーのスタイルなら……という訳です。この時の会話を、メモを頼りに思 

い出しながら記してみましょう。お会いしたのは緑の濃くなり始めた５月でし 

た。 

………………………………………………………………………………………… 

母親：中２の頃までは友達も多くて、明るかったんです。ジャニーズに入りた 

いとか言って。それが高校に入ってから、周りの子達から「お前の顔は変だ」 

「気持ち悪い」なんて言われ始めて……。 

父親：そう。「キモ、キモ」と言われると言っていたんだよね。 
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母親：そうです。キモというのが、「気持ち悪い」のキモなんですね。 

父親：そう、目が変だとか。 

母親：ちょっと彫の深い顔をしているんですよ。ちょっと外人っぽい。 

私：なるほど。お父さんがそうだから、似ているんですね。 

母親：そうです。そうです。 

私：なるほど。僕は、この店に入って来た時、ぱっと見て（お父さんを指差し 

ながら）、外人かなと思いましたよ。そんな顔立ちへのやっかみもあるんだ。 

子供達には、嫉妬心が。 

母親：そうですね。子供はそれに落ち込むんですね。休み時間も下を向いて俯 

いている。するとそこに何人か来て、「こいつ、気持ち悪い」と言われると言 

うんです。それで学校に行けなくなった。 

私：なーるほど。 

父親：中学時代もちょっと……。 

母親：中学の時は格好よくしよう、格好よくしようとしていたの！ 

………………………………………………………………………………………… 

 

  と、発言を始めたご主人を「私の方が知っているの」と言わんばかりに制し 

ながら続けられます。ご主人からは全く抵抗がありません。 

………………………………………………………………………………………… 

  高２の時は一日だけ登校したんです。「単位が取れなくなる」と言われて。 

しかし教室に入る前に子供達に何か言われて（教室に）入れなかったんです。 

それから電車にも乗れなくなった。電車の中の人達の目が気になる。皆が不快 

そうな顔をするとか言って。そう、それから「擦れ違う人が手を口に持って行 

く」と言い始めたんです。理由は「僕が臭いからだ」と言うんですね。 

私：なーるほど。そこまで行くと対人恐怖症とか強迫神経症とかという精神症 

状が出て来たと言えますね。場合に因っては関係妄想と診断する場合もありま 

す。 

母親：だと、精神病ということですか？ 

私：そうですね。その可能性もあります。しかしお聞きする限りでは性格的偏 

りから来る神経症レベルのものかなと思います。でも診察する前に結論めいた 

ことは言えません。 

父親：そうですね。 

母親：神経症レベルのものだと治せるんですね？ 

私：そうですね。精神病であれば、薬物が必要です。しかし神経症であれば薬 

物は極力使わないでカウンセリングを進めることになります。 

母親：原因は何でしょう？ 
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私：うーん。漠然とした言い方ですが、神経症を生んだ原因は家族の中にある 

というのが僕の考え方です。 

  そうですね、両親との関係など、どちらからでも良いですから、思いつくこ 

とから話してくれませんか？ 

………………………………………………………………………………………… 

 

  すると、お互いに顔を見合わせていて、やや時間が過ぎます。母親は「空き 

間を埋めるのは私の仕事」とばかりに、話し始めます。 

………………………………………………………………………………………… 

母親：じゃ、私から。中学に入る時のことですけど、お父さんは「パソコン部 

へ入れ」と言うんですね。だけど、息子は「やっぱり僕は野球部がいい」と言 

うんです。それで私は「お父さんを説得するから」と言ったんです。 

  ところが主人は「駄目！」と言う。それで、「お母さんに力がなくて、御免 

ね」と言って、二人で泣いたことがあります。 

父親：うん、結局……。 

母親：そう、パソコンに入ったの。しかし、良い指導者がいなくて、結局、行 

かなくなってしまい、幽霊部員になった。で、部屋でジャニーズなどのＴＶを 

見るようになって、「格好良くしたい」と髪を切ったりし始めたんだ。 

父親：ミリ単位で切っていたな。 

母親：あと、門限ですね。「７時までに帰ってこい」と、父が。 

私：なるほど。守らなくなったでしょう？ 

母親：中２の半ばまでは守っていました。必死で走って帰っていました。そし 

て、「どうして僕だけが……」と強い反抗があって、（私達も）あまり言わな 

くなりました。 

父親：中２の頃からお前に向かって「ババア」と言い始めたんだよね。 

母親：細かなことを言うと、例えば、「人の顔を見て話しなさい」とか「人の 

顔を見て返事しなさい」とか……（「主人は厳しいんですね」と言いたいらし 

い）。私は「言葉使いなんかいいじゃないの」と言うんだけど、主人はそれが 

気に入らない。日曜だけは皆で食事するんですが、やはり細かいことを言うん 

です。 

「どうしてクチュクチュと音を立てて食べるんだ」、「ちゃんと手をテーブル 

に置いて」といった具合。「食事の時は止めましょうよ」と私が言うと、「お 

前がちゃんと指導をやれ」と。 

………………………………………………………………………………………… 

 

  私はここで、「なるほど。お父さんは随分と耳が痛いですね」と、この場面 
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を半分だけ冗談にして濁し、お父さんを助けます。そしてお父さんの年齢を聞 

いて（４４才）、その原家族のことを聞いておきます。 

………………………………………………………………………………………… 

父親：父は７２才で、母が７３才です。妹と僕の二人兄弟なんですが、母親は 

脳梗塞で入院中で、妹が両親を看てくれています。 

私：妹さんは、ご結婚は？ 

父親：独身なんです。 

私：なーるほど。それなら具合よく面倒が看易いですね。 

母親：養護学校の養護教員をしているんです。ですから、息子のことも相談し 

てみたらと言うんですけど、「心配させるから」と言って。（しないんです） 

私：長男は東京に出て来て、故郷のご両親は妹さんが看ているということなん 

ですね？ 

父親：そうです。 

母親：「兄貴はしょうがない」ともっぱら攻撃の的です。 

………………………………………………………………………………………… 

 

  この言葉は笑い声の中で発生されたのですが、母親がした、先の「息子への 

細々とした指導」への不満の話と会わせて考えると、夫婦関係の中の様々なも 

のを想像させてくれます。 

  母親は４１才ですが、７５才の祖父と７２才の祖母の間の一人っ子です。こ 

の祖父母は東京生れの東京育ちで、近所に住んでおられます。父親の郷里は東 

北地方の寒村で、いわば故郷を捨てて都会に出掛けて来て、一家を構えている 

のです。服飾関係の会社勤めなのですが、かなりのやり手でイタリアなど海外 

へ出掛けられることも頻々のようです。 

  少年は子供の頃から母方祖父母の家をよく訪問していたようです。母親も一 

人っ子ですから、祖父母の取り合いをする従兄弟も居なかったということで、 

この祖父母に可愛がられていました。この日の面接は近日中に往診する約束を 

して別れれました。ただ突然の往診ではまずいから「これこれの先生に来ても 

らう」と伝えておいてくれるようにと私は申し出たのでした。ところがご両親 

は「それは困難」とばかりの表情です。 

  そこで、私はお母さんに「私が疲れていて限界だ、私の診察のために来て貰 

う」と言うのはどうでしょうか、と提案してみました。するとお母さんは「そ 

れなら言えるかもしれません」と答えられたのでした。 

  その後のメールのやり取りを見て頂きましょう。 

 

                  ………………………… 
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  先方から          先日は有り難う御座いました。 

                        Date:Sun, 21 May  －－－ 

                              ………………………… 

  あれから息子には、妻が具合が悪いので水野先生に暫くの間、診察してもら 

うことになったので、協力して欲しい旨伝え、大検の件も今はあまり考なくて 

いいんじゃないかと言うことを伝えました。 

  反応は、あまり芳しい返事は返っては来ませんでしたが、一応、こちらの言 

いたいことは伝わったようです。 

  詳しくはパソコンの e/mail にて、送りますが、何分にもまだ不慣れな為、取 

り敢えず私の携帯から第一報、送りました。 

                              ………………………… 

  当方から            大収穫ですね 

                        Date:Mon, 22 May   －－  

                ………………………… 

  昨日、宮崎に帰ってきました。芳しい返事でなかったということですが、用 

件を伝えられただけで充分だったと思います。Ｋ君の頭の中に今までになかっ 

たことがインプットされたのですから。 

  それに、大きな抵抗がなかったということはきわめて明るい展望が持てそう 

です。焦らずゆっくり、彼の中に「今を変える試みを始めてみよう」という心 

の準備が出来るまで時間をかけましょう。 

  今週の予定としては土曜日が一番都合がいいのですが、金曜の夜でも空けら 

れます。                                －－－－．５．２２朝     

                    ………………………… 

  先方から             5/27 AM10 にお待しておりす！ 

                        Date:Wed, 24 May －－－－－ 

                                ………………………… 

  先日は、早速の返信、有り難う御座いました。さて、今度の土曜日は御足労 

をお願いして申し訳ありませんが、何分にも、宜しくお願いします。たぶん、 

本人との会話は、極めて難しいと思いますが、取り敢えず、先生に実際に診断 

していただくしか他に手立てもなく、まずは宜しくお願いいたします。以上 

                              ………………………… 

  当方から            土曜日の往診の件 

                      Date:Wed, 24 May －－－－  

                  ………………………… 

  土曜日、１０時の往診了解しました。ただ、午後に別な仕事が入ってしまい 

ましたので、よろしければもう少々早めにしていただければと考えています。 
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  よろしければ９時頃にはと考えていますが、前日の仕事次第では僕が起きれ 

ないかもしれません。電車に乗る時点でお電話させて欲しいと考えています。 

  僕は今回は木曜日から東京にいますので、緊急なことが起こったら早急に駆 

けつけられます。お電話下さい。 

  今回の往診で本人の抵抗が激しい場合、無理はすまいと考えています。ただ 

、今のままの生活でよいとは考えていないでしょうから、僕が「家まで出かけ 

てきた」という事実だけでもＫ君にとって何らかの意味はあるかと思います。 

  僕にとっては家の雰囲気を確かめるだけでも役に立つ判断材料が増えること 

になります。しかし可能で有れば粘り強い手段で面接できるような努力をして 

おきたいと思います。 

  本人には緊張させないために正確な時間のことまで伝えておかない方がよい 

かもしれません。ただ、「僕の了解もとらないで勝手なことをして」と非難す 

ることが予想されるなら「近いうちにこの先生を呼んで往診して貰う」とぼか 

した伝え方をしておく方がよいかもしれません。そこいらは適当に判断して下 

さい。 

  「案ずるより生むがやすし」という言葉に期待して気楽に行きましょう。 

 

          ２．初めての往診：「部屋を開けないで下さい！」 

  こうして５月２５日（土）、往診することになりました。彼の家は８階建て 

のマンションです。エレベーターで７回まで登って、ちょっと複雑な階段を８ 

階まで登らなければなりません。 

  この日のハプニングはお父さんが急用で居られなくなったことです。実はこ 

の急用というのは怪しいのです。本当のところお父さんは、息子と直面する修 

羅場に居合わせたくなかったようなのです。 

  こういう父親はかなりの頻度でいます。仕事の場合が一番多いのですが、町 

内会の責任者、少年野球やボーイスカウトの役員、宗教の集まり等々。家庭の 

ことを差し置いてでも「出掛ける価値がある用件」は彼を「家庭のことから解 

放してくれる」のです。 

  ＜閉じ籠りになって我が息子は参加しない＞のに少年野球やボーイスカウト 

の役員を続けている父親もいます。子供の前で「自分の威厳が潰されてしまう 

かもしれない危険」を避けたい親にとっては＜人のために自分を犠牲にする貴 

い活動＞は救いになっているのです。それはまるで「神様からの御祓い」なの 

です。 

  私は、駅まで迎えに来られたお母さんから父親の不在を聞いて、「今日は軽 

い面接をするだけですから、それは構いませんよ。反って、お母さんと僕だけ 

の方が大袈裟にならなくて良いかも知れません」と答えたのでした。 
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  母親と二人で家に上がると、Ｋ君は居間でパソコンをしていました。両親が 

仕事で出掛けると彼は居間に出て来れるのです。この部屋に現れて金魚の水換 

えをしたり、小鳥籠の掃除をしたり、パソコンをいじったりできるのです。そ 

して両親が帰る時間になると自分の部屋に籠ってしまいます。私達が帰った時 

間は彼にとって予期しない時間だったのでしょう。 

  彼は私の存在に気付くなり顔を背けて、自分の部屋に駆け込んでしまいまし 

た。私はドアーの前で声を掛けてみます。 

「ちょっと話そうよ」と。すると必死な声で「部屋を開けないで下さい！」と 

叫ぶのです。そこで、「判った。決して強引には開けないよ」と言って、 

「だけど、こんな生活の儘では君も苦しいでしょう？」と続けると 

「そんなことはありません！」と答える。そこで私は 

「２、３時間、居間で待っていますよ。話したくなったら来て見て下さい」と 

伝えて、お母さんと話すことにしました。 

  お母さんはＫ君に聞こえないように小さな声になりがちなのですが、私はわ 

ざと大きな声にして本人に聞こえるように話したのでした。 

「お母さんと僕とが何を話しているか、Ｋ君は関心があるんです。ですからこ 

そこそじゃなくて、彼に聞こえるようになるべく大きな声で話しましょうよ」 

という言葉を大きな声にして。 

………………………………………………………………………………………… 

母親：優しい子だったんですけどね。エレベーターホールに浮浪者がいた時な 

ど食べ物を持って行ってやったり。 

私：なるほど。食事をお母さんとも食べなくなったのは何時頃からですか？ 

母親：４月末頃から……。 

私：それまではここで食べていたんですね？ 

母親：そうです。 

私：お父さんが居ても一緒に食べていたのは？ 

母親：２月か３月くらいかな。主人は帰りが遅いんです。平日は一緒というこ 

とは先ずありません。 

私：昼間、誰も居られない時にはこの部屋にみえるんですね？ 

母親：ＴＶが自分の部屋のは古いから 

私：なるほど。 

母親：私はこのホワイトボードに「ウドンがあるから食べてね」と書いておく 

と、「食べない」「あんな事を書くな」「あんな事を書くから食べる気がしな 

い」と言うんです。 

  そして「消せよ！」と言うんです。自分から消そうとしない。そう、「命令 
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するな」とよく言います。それでいて、人に対しては命令口調です。 

私：なるほど。それは大人から苛められる子供達が弱い者を苛める心理と同じ 

ですね。 

母親：私達が命令していたということですか？ 

私：そういう面があったのかもしれません。あるいは、大人達全体が子供に対 

してそういう姿勢で臨んで来ることへの反抗心が大きいのでしょう。 

母親：私が１１時頃まで帰って来ないと「１０時には帰って来い！」とか。そ 

れは、そうですね……主人との間にもありました。 

  渋谷にバレーを見に行って終わったのが９時半。食べるものも食べずに急い 

で帰ったんですけど、帰りついたのが１１時頃。主人は怒って怒って……。７ 

年くらい前かな。 

私：それはＫ君が１０才の時、つまり小学４年生ですね。 

母親：そうです。 

私：多感な頃ですから、そのことは心に大きく響いているでしょう。 

………………………………………………………………………………………… 

 

  母親はうなずきながら続けます。 

………………………………………………………………………………………… 

母親：主人は妹と二人兄弟。私は一人っ子です。頑固だと言われます。 

私：なるほど。小学４年生前後のことで思い出すこと話してみて下さい。 

母親：そうですね。中１まではそういうところ全然無いんです。中２の後半か 

らですね。反抗的になったのは。同級生の親からも「よく挨拶をして可愛いで 

すね」と言われていました。 

  そう、小学４年の時かな、３年の時かな、上級生に対して掃除の仕方を巡っ 

て対立して殴られたことがあります。この時、先生は（Ｋのことを）「要領の 

悪い子」と見られたと思います。 

私：なるほど。 

母親：サッカーとか、野球とか上級生とはよく交わっていたんですね。何かし 

ら、体を動かしているのが好きな子でした。 

  ６年生の時に野球部のキャップテンになったんです。６年生ではただ一人で 

したから。ところが下級生は１年生の時からやって来た子達、うちのは１、２ 

年しかやっていない。それで「辞めさせた方がよいか」となって、「サッカー 

をやる」ということになったんです。 

私：なるほど。ちょっと家族が手を回し過ぎたようですね。 

母親：だと思います。食事を「準備できたよ」と、ドアの前に置くとパチンと 

ドアを閉めるです。ありがとうの言葉はありません。話し掛けると、「うるさ 
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い！」「話し掛けるな！」です。４月から。 

  帰って来るといつも鍵を開けてくれていました。初めは機嫌が悪い。しかし 

２０分か３０分すると「今日はどんなことがあったの？」と話し掛けてくれて 

いました。 

  一日中何もしていないからか、どんどん喋って来るんですね。台所をしなが 

ら適当に返事をしていると「ちゃんと聞いてない！」と怒るんです。 

………………………………………………………………………………………… 

 

  この辺りには母子密着の匂いを強く感じます。いわゆるエディプス関係なの 

ですが、母親を父親から奪おうとしている構図と言えます。母親に命令したり 

怒ったりしている態度は、父親が母親に対する様子とそっくり同じです。 

………………………………………………………………………………………… 

私：なるほどね。お母さんの方の祖父さんお祖母さんは近くに住んでおられま 

すね？  どういう関係でしょう？ 

母親：祖父ちゃんのことを「僕が行っても嬉しいのかな」と言うんですよ。握 

手もしないし、僕の顔を見ようともしないって。（＊祖父は肝臓病で治療中） 

私：子供の頃には甘えていたのですよね。 

母親：そうです。何をしても、よしよしと……。病気でいつも寝ているからよ 

と言うのですが……。大人に対する不信感が強いみたいです。 

私：どういうことか、具体的に。 

母親：学校で先生が順番に当てますね。Ｋが、今度は自分の番だと思って準備 

すると自分に当たらない。何故だろうと考えると、「先生から嫌われてている 

のじゃないか」と思う。それで私は「何という先生なの？」と聞くことになっ 

た。その時、「だけど、そんなことでお母さん、学校へ言ったりするなよな。 

そんなことしたら、学校へ行かないから」と言うんです。 

………………………………………………………………………………………… 

 

  そんな話で４０分くらい経過していたでしょうか、今度はお母さんから誘い 

に行って頂いたのでした。しかし、母親の「ドア開けて欲しいんだけど…」に 

対して、「だめ！」というＫ君の返事が返されただけで、進展はありませんで 

した。しかしＫは興奮するでもなく、むしろその言葉つきは優しく感じられま 

した。 

  この後、次のような会話が続いたのでした。 

………………………………………………………………………………………… 

私：中学時代のことで付け足すことはありませんか？ 

母親：中学時代には友達はいましたが、なにかぎくしゃくしているように見え 
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ました。どうしてもＫが下手に出てしまうように思えました。 

  そうですね、中学になると友達関係は分からなくなりました。小学生の頃は 

全部分かっていましたけど。 

私：それが普通ですよ。 

母親：そう、中学時代に取っ組み合いの喧嘩があったのかな。私には言わない 

んですが、先生から「ワイシャツのボタンがはずれてませんでしたか？」と聞 

かれたことが何回か有りました。本人は決して言いませんが、多分（喧嘩が） 

あったと（思います）。 

………………………………………………………………………………………… 

 

  最後に、今後のことに関して次のような会話をしました。 

………………………………………………………………………………………… 

母親：主人は早く強制的にでも（入院させて欲しい）と言うんです。 

私：それはまずいです。状況を見ると入院が必要と思いますが、もっと時間を 

掛けましょう。最終的には強制入院になると思いますが、もっと彼とのやり取 

りに時間をかけた方が、長い目で見ると早道です。 

  Ｋ君の中に 

    ・「僕がどんな人間か」 

    ・「家族から何をされようとしているのか」 

    ・「やはりこのままではだめだ」 

ということを考える時間を作った上で実行した方が効果的なんです。 

  今日、このまま僕は帰りますね。しかし僕が「こうして来て、そのまま帰っ 

た」ということで、 

    ・「ああ、この先生は僕に対して力ずくの理不尽なことはしないんだ」 

    ・「自分の意見を尊重してくれたんだ」、そして、 

    ・「家族はこのままの自分をほっとけないと考えて、この先生を呼ぶと 

        いう実力行使に出て来たんだ」 

ということがＫ君の心の中にぶち込まれるわけですね。 

  このことでＫ君はもっと反抗的になるかもしれないですよ。しかしそれはこ 

れから「よくなるために乗り越えなければならない壁」ですね。 

  いわば大きな手術をする前の麻酔注射みたいなものと考え手下さい。注射も 

痛い。しかし、そういう準備をした上での手術、強制入院であれば治療がうま 

く進むのです。 

………………………………………………………………………………………… 

 

  こうして次の往診を約束してこの家を離れたのでした。「近いうちにまた来 
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るからね。考えておいてよ」という言葉をドア越しに掛けておいて。 

 

            ３．「３人とも殺すぞ」……その後のメールなど 

                             

  私は帰ってから次のメールを打ちました。 

                          ………………………… 

  当方から            先日は失礼しました 

                      Date:Mon, 29 May －－－－  

                  ………………………… 

  金曜日の夜に突然訪問した水野です。あんな形の訪問になったことお許し下 

さい。家に閉じこもった人を訪問して、話を始めていくのが僕のやり方です。 

  今までの経験から「部屋に閉じこもって話し相手が見つけられない儘では解 

決の道が見つけられなくて、益々、袋小路に自分を追い込んでいってしまう」 

と考えています。 

  今日は時間がとれませんが、又ゆっくり書きます。昨夜東京から帰って先ず 

はお詫びをしておこうと思ってメールしました。 

  僕は宮崎の若草病院という病院の医者です。ホームページがありますから良 

かったら読んでみて下さい。僕の考え方がかなり詳しく書いてあります。如月 

会若草病院で検索して下さい。 

  お父さんお母さんに色々の不満があると思いますが、そのことをゆっくり話 

して下さい。                                ５月２９日朝    水野昭夫 

                                ………………………… 

  当方から            メールを待っています 

                       Date:Fri, 02 Jun －－－－－ 

                  ………………………… 

  ５月２９日付のメールを見てくれましたか？  僕のホームページを見て欲し 

いと書いたのでしたが。 

  僕は家に閉じこもって外に出れなくなった子供達を訪ねて歩いていると書き 

ましたが、こんな仕事を始めてもう１５年は越すでしょう。 

  僕の病院は現在医者が６人います。しかし、３年ほど前までは３人しかいま 

せんでしたので、そう簡単に往診に出るわけに行きませんでした。医者が増え 

た今では月のうち３回くらいは飛び回っています。木曜の夕方から日曜までの 

４日間が往診日というわけです。 

  で、色々の子供を見ているのですが、君が気が向くまで待つ予定です。 

  頭で考えても、なかなかその通りに実行できるものではありません。という 

よりか、考えられなくなる人が多いようです。自分で「考えなくて済むよう 
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に」追い込んでしまうような気がします。 

  で、自分を少しでも変えたいという気になったら「考えるのではなくて」、 

動いてみることです。何んでもよいのです。少しでも関心のあるものが有れば 

それに向かって動いてみることです。私としては是非とも私に関心を持って欲 

しいと思うのですが。 

  今月は色々の行事があって来週の週末も宮崎にいますが、その次の週は東京 

に出かけます。それまでには返事が欲しいな。 

                                ………………………… 

  当方から              Ｋ君はどんな具合ですか？ 

                      Date:Mon, 05 Jun－－－－－－ 

                  ………………………… 

  宮崎の水野です。Ｋ君はどうしていますか？  メールを２回送っているので 

すが、返答はありません。 

  簡単にくれるとは思えませんからこれからも続けようとは思っています。参 

考にしたいから様子をお知らせ下さい。 

                  ………………………… 

  先方から                御無沙汰しております 

                        Date:Tue, 6 Jun －－－－     

                              ………………………… 

水野先生へ 

  ６／４日に妻より先生からのメールが２通入った事を知りましたが、１通目 

の物はＫに消されておりました。 

  先生が往診に来られてから１週間ぐらいは明るい感じ〈苛々せずに静かな状 

態〉だった様ですが、此処２週間程は妻の作った食事も食べずに自分の部屋に 

篭りっぱなしの状態が続いて居り、妻の気持ちが不安定になっており、こっち 

の方も心配です。 

  今晩〈Ｐｍ６：３０〉以降に妻から御電話させて頂こうと思っています。も 

し、先生の御都合が悪ければ僕の携帯まで御連絡ください。何分にも宜しくお 

願い致します。                                        ６／６   

………………………………………………………………………………………… 

 

  この後の電話のなかで私は「精神安定剤を投与した上で往診をする」という 

提案をすることになりました。御家族は「私があまり薬物を使用しない」とい 

うことは本を読まれてご存じです。そこで、次のような説明をしました。 

「お母さんが参っているということ、本人の攻撃性が治まりそうにないという 

こと、この２つから治療を急ぐ必要があります。面接のために緊張を和らげる 
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という意味での短期間の使用であれば、精神安定剤使用の薬害は心配要りませ 

ん」と。 

  この状況では本人は服用する筈がないのですから、「粉薬を和え物のおかず 

等に混入させて飲ませる」という手段を採りました。私達は「隠し飲み」と表 

現しますが、これは投与する側に「罪悪感」を感じさせて非常事態でしか使っ 

てはならない方法です。 

  この提案に父親は早速同意して下さり、１週間分の薬を郵送したのでした。 

ところが、母親にはこの「罪悪感」が重くのしかかった様子で、投与は不規則 

だったようです。 

  しかし、「以前よりやや穏やかになったみたいだ」という情報を得て、２回 

目の往診を６月１７日に組みました。これは初回往診から３週間目に当たりま 

す。間を置き過ぎると、心理的な効果が薄くなるのです。 

  ところがこの時の往診でも彼は姿を見せてくれませんでした。今回は父親も 

同席でしたので、「強引に部屋に入ってみましょうよ」と提案したのですが、 

父親は「そのまま宮崎に連れて行って頂けるのならいいですけど」（このまま 

この家に置かれるとしたら、先生が帰られた後、もっと荒れるでしょうから困 

ります）と、部屋に入る決心ができません。 

  この時のやり取りを記載しておきましょう。 

………………………………………………………………………………………… 

私：多分、荒れるでしょうけど。対応できないでしょうか？ 

父親：無理です。 

私：その時には宮崎から職員を呼んで強制収用しますよ。 

父親：だけど直ぐ来れるわけではないでしょう？ 

私：それはそうですね。もうこの時間だと飛行機はありませんから明日になり 

ますね。 

父親：宮崎からだと、出発からここまでやはり最低、５時間は必要でしょう？ 

私：つまり、直ぐ収容できる体制でないと、彼の部屋に入って行けないという 

ことですね？ 

父親：そうです。なにしろここがマンションの中ですからね。もう少し薬を正 

確に服用させてからというのではどうでしょう？ 

………………………………………………………………………………………… 

 

  そこで今回は父親の説得を諦めて、７月１日の３度目の往診を約束して引き 

上げることにしました。ところが、この３度目の往診ではＫ君は玄関のドアに 

チェーンをしてしまって、私達を入れてくれませんでした。 

  お母さんは、「私は３時前に帰ったんです。このことで、先生が見えること 
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を察知したんだと思います」と言われます。 

  彼は「呼ぶなよ」、「てめーも、出て行けよ」と叫んでは、小物をぶっつけ 

てくる、「なんで呼んだんだ」「なんでこんな姿を見られなければならないん 

だよ！」と３０分ごとに来ては、物を投げ付けて行くといった状態だったらし 

いのです。 

  お母さんは「私は学校を辞めたことは何とも思わないよ。辞めて心がもっと 

自由になってよいのに、一人で外にも出られないし……」と返していたらしい 

のですが、「絶対に会わない」と強固な拒否だったらしいのです。 

  そこで、「じゃあ、私だけ先生と話して来る。私も具合が悪いからと言うの 

ですが、黙った儘、ドアを手で押して通してくれなかったので、やっとの思い 

で出てきました」ということでした。 

  この日の往診の約束は６時でした。私は通常から約束の時間より早めに着く 

ことにしているのですが、お父さんの帰られるのにはまだ時間があります。そ 

こで、携帯電話をお父さんに入れて頂いて駅前の喫茶店で待ったのでした。程 

無く到着されたお父さんは「僕がいる時は暴れないんですよ。彼女（妻）が居 

る時だけです。それに、僕はまだ顔を見合わせていないんです、自分の部屋に 

閉じこもっていますから。  結局、部屋に閉じこもって自分が王様になってい 

るんです」と言われます。まるで、「これから僕と一緒に行けば、ドアは簡単 

に開けてくれると思います」と言わんばかりの口調で。 

  喫茶店の中での、夫婦の簡単な会話を記載しておきましょう。それぞれの会 

話がうまく噛み合わないまま流れて行くのは両者とも緊張していたからでしょ 

う。これから「抵抗している息子が一人で籠る我が家」に３人で乗り込まなけ 

ればならない……しかも「このドクターは本当に頼りになるのか、ならないの 

か」という不安に満ちた緊張。時間がなるべくゆっくり流れて、決断しなけれ 

ばならない時が少しでも遠のくのを願っているかのような緊張。 

………………………………………………………………………………………… 

父親：友達が少ないよな。 

母親：小６、中１の頃までは（居たけど）ね。中１の時、弁当袋、子供の頃に 

作った弁当袋、あれを平気で持って行っていたでしょう。 

父親：うんうん。幼稚で、あれでは浮くのだと思う。（私に向かって）家の中 

で鳥を飼っているんですよ。水換えをしなければならない。ところが外へ、ベ 

ランダへ出れないんですね。で、絨毯の上とか、家の中の所々に糞が出ている 

んです。 

母親：高校に入って、友達がいない、誰も相手にしてくれないと言っていたの 

ね。はっきりじゃないけど、そういうメッセージがったんです。あの頃、高校 

くらい出てなければって私はＫを責めていたのかな。 
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父親：高校選びも失敗だったよな。（私に向かって）自分の判断で選ぶんです 

よ。 

母親：親の言うことはあまり聞かないんですね。「後一つ下のランクの方が楽 

じゃないの？」と言ったんですけど。子供は「そんな学校に行けるか！」と言 

ったんです。 

……………………………………………………………………………………… 

 

  ３人で家に行ってみると、玄関ドアのチェーンは外してありました。Ｋにと 

っては父親の帰る時間までチェーンをし続ける意味はなかったのでしょう。母 

親と私を追い出した以上、ドアチェーンの役目は終わったと考えたということ 

なのでしょう。 

  ところが、Ｋ君は自分の部屋のドアは開けてくれませんでした。お父さんは 

威厳を込めて「Ｋ、出て来いよ！」と１回だけ声を掛けられましたが、従って 

くれませんでした。 

  「私が言えばドアを開けてくれると思います」というお父さんの自信は無残 

に打ち砕かれるのです。そしてお父さんの自信というものが実のところ虚飾ら 

しいということが明らかになって行きます。そう、そこで、初回の往診の時の 

急用も「どうやら怪しい」といった推測が補強されるのです。 

  次のメールでその時の様子は想像して下さい。「３人とも殺す」とＫ君が叫 

んだ時に父親は反論できなかったのです。 

                          …………………………… 

  当方から                    先日は失礼 

                        Date:Mon, 03 Jul－－－－   

                    …………………………… 

  Ｋ君へ 

  先週の土曜日は失礼しました。君が「人と会うことをどれだけ嫌がっている 

か」ということがよく判りました。 

  「３人とも殺す」と君が叫んだとき、私は「今日は止めておきましょう」と 

言いましたが、この言葉は「それ程イヤなのなら」ということから出たのでし 

た。 

  しかし３人とも「君を今のまま放置していて良いはずがない」と考えていま 

す。多分そのことは君自身も同じ考えじゃないかな。 

  私は君のような状態に陥ってしまった若者をかなりの数見てきています。そ 

の経験からいうと、早く治療を始めるほど結果がよいのです。 

  治療と言うと「俺は病気なんかじゃない」という声が聞こえそうですが、家 

に閉じこもって人と会わないようにしているという状態の背景には「人と顔を 
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合わせることへの恐怖心」があると私には思えます。これは対人恐怖とか視線 

恐怖等という呼び方をされますが、強迫神経症という心理的な異常から生まれ 

る症状なのです。 

  だけどこの病気は必ず治せます。ただ早いほど完璧に治るのです。使わなく 

なった機械がさび付いてしまうように、ほっとけばほっとくほど難しくなりま 

す。人と交わらない生活が続くと「人間としての正常な感覚が麻痺してしまう 

」のです。そういうわけで、何らかの方法で近いうちにお会いしたいと考えて 

います。                          －－－－年７月３日    水野昭夫 

 

    ４．Ｋ君の部屋を強引に開ける日 

              ……４回目の往診、元気な頃の写真を見ながら 

  こうして７月２０日に４回目の往診を試みました。今回はＫ君が暴力的に出 

た場合の危険性を想定して男性の助っ人を一人同伴して行きました。 

「今日は何が何でも、ドアを開けて入ってみましょう」という私の提案をご両 

親が受け入れたのは多分、この助っ人がいたからでしょう。 

「３人とも殺すぞと言われても、私達は引き下がらないぞ」というメッセージ 

を伝えることがこの日の目的でした。 

  彼の家を訪れる前に、私と私の助っ人とお母さんの３人は喫茶店で父親の帰 

りを待つことになりました。お母さんはＫ君の写真帳を３冊もって来ておられ 

ます。これは私が前回の往診の時にＫ君に関する過去の資料をなるべく多く揃 

えておいてくれとお願いしていたからです。この時の対話を記しておきましょ 

う。助っ人は便利な録音バーを持っていましたからこの対話記録はかなり正確 

です。 

………………………………………………………………………………………… 

私：これ、おばあちゃんとおじいちゃんですね。 

母親：そうです。 

私：小学生？ 

母親：そうです、６年生。 

私：元気な顔ですね。 

助っ人：うーん。 

母親：もう元気でした。これが、中学１年。 

私：中１までは門限も７時迄を守って……。 

母親：守ってました。ずっーと、中２の後半ぐらいまで。 

私：でしたね。 

母親：もう７時前には一生懸命走って帰ってきてました。あー、大丈夫だった 

、着いたーって帰って。 
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私：そうでしたね。 

母親：それがちょっと、中２の後半から……。あ、これは、あの……主人の方 

の実家。 

私：あー、お父さんの実家ですか？ 

母親：そうです。あと、これ妹なんですけど、養護教員している。 

私：あー、はいはい。いつも大人に囲まれた子供だったんですね。 

母親：そうですねー。 

私：あー、そうかそうか。妹さんも独身でしたよね。 

母親：そうです。 

私：ということはＫ君は両家の中で唯一の子供なんだ。 

……………………………………………………………………………………… 

 

  母親はさっと頷いて次の写真のことを続けます。楽しかった過去に酔ってい 

るかのような調子で。そうこうする内にお父さんも到着され、話に加わられま 

す。 

……………………………………………………………………………………… 

母親：これ、これですね、中２の時！ 

私：もう、お母さんの背丈を追い越したんですね。 

母親：今、主人を追い抜いてるんです。 

父親：ただ、相対的に幼稚ですね。見た目、年よりも、内容が。自己主張ばか 

りで、自我が強過ぎて相手の立場で考えられない。 

母親：そうね、自己主張が強過ぎて、わがまま、うん……自分が中心にならな 

いと。 

私：６年前、いや４年前か、中２ってことは。 

母親：これは、中２の夏、この頃はまだ良かったのかな……。 

私：この頃から顔へのこだわりが……？ 

母親：いえ違います。あれはね、高校２年です。この頃は、自分の容姿に自信 

があった。 

私：そう、自信があったの。 

母親：これなんかでも、よく周りの方からも、ちょうどジャニーズみたいだと 

か……。自分もそんな気持ちにもなった。 

私：この頃まではね、なるほどな。 

母親：これは、中１かな、小学校から中１に上がる頃、小学校６年。 

私：これは、誰ですかね？ 

母親：これが主人で、これが主人の友達。 

父親：一番、Ｋがなついている友達だったんですけど。 
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母親：親友です。千葉の。正月や冬休みは、この人の所に４，５日行って。 

  こちらが小学校５年で、野球をやってた時のものですね。学校でアスナロと 

いうチームにいたんですよ。 

私：はぁー。 

母親：これは、うちの子は５年生だったんですけど、小学校５年生は一人しか 

いなくて、６年生と一緒にやってたんですよ。 

私：入って、日が浅い？ 

母親：このころは、まだ、そうですね。で、これは６年生と一緒に合宿に行っ 

て、自分が行きたい、行きたい、ということで行かせたんですよ。 

私：この中ではどれ？ 

母親：これです。 

私：先輩達と一緒なんですね。後輩から何とかかんとかって言われたというの 

は何時から？ 

父親：後輩ともめたっていうのは、６年生が卒業しちゃうと、５年生一人にな 

って……。 

母親：そうすると、試合も６人チームでやらないといけないことが出てきて、 

５年生なのに、１人いるから。 

私：それで責任を感じるようになったってわけですね。はぁ……そうか。 

母親：それで、今度はサッカーに。 

私：はぁ、それは中学に入ってから？ 

母親：それは、６年生。５年生で野球やってて、それで６年生がやめて、今度 

は自分もやめまして、６年生になったら、サッカー。 

  とにかく動くのが好きみたいで。そんなにね、あの、運動ができる方じゃな 

いんだけど、動くのが好き。動いて何かするのが好きみたいですね。 

………………………………………………………………………………………… 

 

  先輩である６年生が辞めた後、一人しかいない５年生であるＫ君は、最上級 

生として後輩を取り仕切って行かなければならない立場になったのです。 

  ところが大人に守られて育てられて来たＫ君としては「先輩に従う」ことは 

できても「後輩を指導する」ことは難しかったのでしょう。そこで、サッカー 

に逃げたと判断してよいでしょう。 

  母親の言葉の流れを聞いていると、そこまで認識されていないのかもしれま 

せん。 

………………………………………………………………………………………… 

私：これ、去年なんですね。 

母親：そう、去年ですね。………夏休み。 
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私：ちょっと暗い顔してるね。 

母親：そうですねー。 

私：これも、そうですよね。 

母親：そうです。顔がどんどんどんどん、細くなっていってる。 

………………………………………………………………………………………… 

 

  写真を見終って、４人で家に向かうことになりました。ドアを開けるなり父 

親は、Ｋの部屋に向けて「ただいまー」と声をかけます。私達も同じく、「こ 

んにちわー」、「おじゃまします」と唱和しました。 

  しかし返事はありません。父親はドアに近付いて 

「いる？  Ｋ君。寝てる？  Ｋ」と畳み掛けます。しかし返事は返らず、しば 

らくの沈黙が流れます。そこで、私から「返事ないですね」と声にしました。 

すると、父親は小さな声で発言されます。Ｋ君に聞かれたら困るということな 

のでしょう。 

父親：いや、寝てるという解釈をした方が……（その方がＫ君の心を傷付けな 

いだろうという意味） 

助っ人：はい。 

私：うん。皆こうして気を使いますね。すると彼は殿様になりますよね。 

助っ人：うーん。 

………………………………………………………………………………………… 

 

  私はやや時間を置いて次のようにお母さんに依頼してみました。 

………………………………………………………………………………………… 

私：お母さんが今度は呼んでみてくれませんか？  よろしいでしょうか？ 

母親：はい。Ｋ、起きてる？  開けてもいい？  開けるよ、開けるよＫ、大丈 

夫？  開けて？  いい？ 

私：いいって言わないですね。 

父親：寝てるんだね。 

私：うーん。 

父親：今日は開けていいんじゃないすか？ 

………………………………………………………………………………………… 

 

  そこで、私から開けることにしました。「今、ドア開けて入りますよ」と声 

を掛けながら入ると、カーテンを閉め回した薄暗い部屋の中に私の背後から光 

が射し込んで、ベッドに横たわったＫ君の身体が照らし出されました。 

  と同時に彼は、壁に向かって寝返りを打って背中を向ける姿勢をとりながら 
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叫びました。「卑怯だ！  卑怯だ！  人の寝起きを襲って」と。 

  寝ていた声ではありません。私は構わずに、「スイッチは何処かな」と言い 

ながら電灯のスイッチを押します。 

………………………………………………………………………………………… 

Ｋ：何でだよー！  何で（人が寝てる時に）！ 

私：あ、僕だよ。何回かメールを送ったんだけど。 

Ｋ：何で来るんだよー。消せよー。 

私：いやですかー？  話してくれよ、一緒に。 

Ｋ：あー！。  何で来たんだよ！。卑怯だよ、人が寝ている時にぃー！ 

私：君だけじゃなくて、皆苦しんでいるんだよ。話そうよ。 

Ｋ：いやだ、見られたくないんだ。 

………………………………………………………………………………………… 

 

  その叫ぶ様は凄まじい限りでした。そこで私は「悪かった、じゃ閉めるよ」 

と私自身の手でスイッチを切ってドアを閉めることにしました。静める時間が 

必要と判断したのです。 

  隣室の居間で４人で喋っていると、ドアに枕を投げたりしては「殺すぞ」と 

叫んでいました、放置して話を進めていると、やがて静まります。 

………………………………………………………………………………………… 

私：初めて部屋の中の姿を見ましたね。 

助っ人：はー（そうなんですか） 

父親：寝てたの？ 

私：うん。そうかもしれませんね。 

父親：起きてるのか、寝てんのか分かんない。 

私：前とは、前の反応とは違いますよね。あれは、すごく攻撃的でしたけどね 

。今日のは少し引いてましたよね。 

父親：だから、やっぱり落ちてんだ。（薬を飲んで興奮性が落ちているという 

こと） 

私：落ちてんでしょうね。うーん、今、何て言いました？  なんか卑怯だ？ 

  黙って来たのが卑怯だって意味かな？ 

助っ人：いやいや、寝てる間に。 

母親：寝てるときに来たから、ですね。 

私：ふーん、そうかそうか。入ってきたのが、卑怯ってことか。 

母親：そうそう、寝てる所をって。なんかね、ちょっと、ボヤっとしてるのあ 

ったんですよ。「開けるよ」って言っても反応なかったので、ちょっと開けた 

ら、「何だよー」って感じ。ちょっと寝てて、反応が鈍かった。 
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私：まぁ、今日のことで、今夜どんな反応を示すか見てみて下さい。手に負え 

ない興奮が始まれば、直ぐにでも連絡下さい。人を揃えて出てきます。初めて 

部屋の中を見れたから、私としてはこれで少し納得できました。 

母親：あー。（笑） 

父親：うーん。開けよう開けようとしててのことだしー。あれ、開けようとし 

たら、開けられたんですよ。 

私：うーん。 

父親：でもその後のことを考えたとき、何の用意もしてなくてー、ずっとどう 

なるかが予測つかないでー。じゃぁ、やめるっていって。 

  かなり頑固で、全部、この中で自分だけの価値観で、自分がよければどう思 

おうが関係ない。それっていうのは、関係を断ってるわけじゃないですか。断 

ってるのが、一日でもずっとでも延びるってことは、どんどんどんどんその中 

で自分のリズムで固まっちゃいますよね。 

私：うん、そうですね。 

父親：だからもう、時間かかればかかった分だけ、うーん、もうちょっと大き 

い目で見ると、今でも見た目が１９。でも、中身は１６みたいなギャップがあ 

って……。 

  そう、普通の人間って、関係を持ちながら成長するわけだけど、そのまんま 

で留まっているから。一般の社会人になったときに、だんだんあれですよね。 

頭が弱いとかというと、「小っちゃな子とだけ遊んでみるみたいな大きい子」 

とかいう構図ってあるじゃないですか。それ的な状態になるのを増長している 

ような気がするんですよ。 

私：ほっとくことがね。 

父親：僕に対して交渉がないとか、そういうことは全然、もうどうでもいいん 

ですよ。ただ、彼の中で、とりあえず一人前の人っていう部分が欲しい。 

  いつまでも僕らも若くないですし、せめてそれの中において自分の選んだ事 

で自分の人生進むんだったらどちらでもいい。車の免許が取りたければ車の免 

許取ってもいいし、友達がそばにいて、ていう風になるだけでいい。そこをま 

ずやらないと、これ以上はどうしようもないかなって。 

私：そうですねー。 

父親：だから、もっと早くに気がついて（動けば良かった）。僕、子供の頃は 

スパルタでしたから、ああいう理屈は通らないんですよ。そういうもんだと、 

今にして思えばそれはそうだと思うんですね。でも、根底においてスパルタな 

んですね、やり方がね。 

  理屈でこうでしょ、こうでしょと埋めてあげて、だからこうしようねってい 

うスタンスじゃなくて、パッと言うから「分かんない事でも黙ってやれ」って 
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形になっちゃうっていう部分が、いけなかった部分もあったと思うんですけど 

ね。 

私：そうですねー。 

父親：で、もっといけないのは、それと、割とこっちの方の家（母親の方の家 

）のやり方は、「こうなの」「ああだな」「こうなの」「そうかそうか」って 

いう友達のスタンスからはいる。うちは上下のスタンスじゃないですか。 

私：なるほどー。 

父親：二人でやるっていうことは混合になるわけじゃないですか。悪く言うと 

、どっちつかずの状態の折衝しかしていない。 

  どっちかにはどっちかの欠点もあればいい所もある、という部分じゃなくて 

、薄まっちゃった状態でやってたことが、彼自身の資質の部分で我の強さって 

いうのと、周りとうまく関係を築けないという部分がつながってきた。 

  ま、そのとりあえず自分が社会の中に交じって、高校行ったりとかいう部分 

では旨く行けなくなったんですね。 

………………………………………………………………………………………… 

 

  父親は多弁に語っておられますが、真実にかなり近いところで心の内を開陳 

しておられます。充分しゃべったお父さんはもう一度、Ｋの部屋に挑戦するこ 

とになりました。 

………………………………………………………………………………………… 

父親：お前、おなかすいてないのか？ 

Ｋ：許さないからな・・！ 

父親：それに関しては話すことないよ俺は。じゃ、行くよ。 

………………………………………………………………………………………… 

 

  と即刻引き下がることになったのですが。父親はＫ君の「許さないからな」 

に狼狽しておられるようです。 

………………………………………………………………………………………… 

父親：ろれつ、ちょっとまわってなかった。 

私：はー。 

母親：興奮してるみたい。興奮してる感じ。 

私：これから、心配ですか？  今夜、心配ですか？ 

父親：実際にどたばたっていうのは、俺は経験ないからな。俺がいるときはし 

ないから。 

母親：私の体に直接というのはなかったですね。何か、ばーんと叩いたり。一 

回バチャン、ガチャンっていうのはありましたね。こんなばたばたやるのはち 
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ょっと初めてですね。 

私：お母さんがいる時は、お母さん一人のときは、やるんですね。 

母親：えぇ、そうです、私だけの時。主人がいる時はやりませんでした。 

私：はい。じゃ大丈夫とは思いますが、いざという時はご連絡下さい。あさっ 

てまでは都内にいますから。 

父親：じゃ、申し訳ないですけど。 

私：また、来ますね。 

………………………………………………………………………………………… 

 

  私は帰るに当たって、Ｋの部屋のドア越しに「また来るよ」と声をかけたの 

ですが、彼には既に興奮は示す元気はありませんでした。ベッドの上で体を動 

かすこともできなかったようで、物音一つ立てられない緊張を感じました。 

 

            ５．強制入院のための往診 

                            ……男性の職員３人と一緒に 

  この時の話し合いで、入院治療を進めることが決定しました。しかし日付を 

巡って夫婦で意見が異なりました。 

  父親は「早い程よい、７月２８日でも」と言われるのですが、母親は「９月 

過ぎてからが良い」と言われるのです。 

  母親の理由としては「介護福祉士の講習を受けているからそれが済んでから 

」ということなのですが、それには「治療が長期戦になるようだから、私も宮 

崎に住んで、仕事をしながら息子の治療に役立ちたい」という意図が込められ 

ているのです。 

  父親としては、「そんな先のことよりも、今の状況の改善を優先させよう」 

と言っておられるのです。このことで「お母さんには待つ余裕があるが、父親 

にはその余裕が少ない」ということが分かります。 

  私は「早いに越したことはないが、１、２カ月のことで焦ることもないです 

よ。お二人の意見が一致することの方が大切です」と、話し合って連絡を下さ 

るようにお願いして別れたのでした。 

  電話は翌日入り、２８日に強制入院させることが決定しました。 

  男性の強制入院のためには男性の職員が３人は必要です。女性の場合はトイ 

レ等がありますから３人のうちの一人は女性職員でなければなりません。 

  本人は入院に抵抗するわけですから交通手段として飛行機は使えません。そ 

こで、レンタカーを借りて高速道路を走ることになります。関東地方から宮崎 

まで走るには３人の職員が交替で運転して、１８時間前後かかります。 

  １８時間というのが、食事とトイレ以外は走り続けての時間です。落ち着き 
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の早い子供であれば、食事は「全員でドライブインで取る」ということも可能 

ですが、最後まで抵抗して、ドライブイン等に降りれない場合も多いのです。 

そこで、弁当を買い込んで車の中で交替で食べるという事も頻々です。ところ 

がトイレの時だけは本人を「しばし解放」しなければならないのです。 

 

  数年前に、この場面で大失敗したことがあります。中央高速道路の談合坂と 

いうパーキングエリアでのことですが、宮崎まで連れて行く途中の若い娘がト 

イレの中から叫び始めたのです。「助けて！  拉致される！」と。回り道にな 

りますが、ちょっとだけ話しておきましょう。 

  オウム真理教の拉致騒ぎが連日マスコミで報道されている頃のことで、当院 

のスタッフはオウム犯人と間違われることになって、パトカー数台に取り囲ま 

れ、更に野次馬に取り囲まれるという事態になったのでした。 

  彼女は妄想性の統合失調症で母親との二人暮らし。直接の危害を加えるわけ 

ではありませんが、社会との交流を断ち、妄想の世界で生きていました。社会 

との交流は「株を売り買いする」という行為だけです。自転車で街を徘徊する 

ことはありますが、買物などの事務的会話以外に誰とも会話はしません。 

  本来の住まいは東京都内なのですが、お祖父ちゃんお祖母ちゃんとの同居を 

嫌い、埼玉県の某市に住んでいるのです。お母さんは娘から「○○の株を買う 

から○百万円準備して！  直ぐ倍になるんだから」と要求されると、そのまま 

従ってしまうのです。それを制止するお祖父ちゃんお祖母ちゃんは当然のこと 

彼女の邪魔者だったのでしょう。そこで引っ越して来たのです。ちょっとした 

市街地の外れにこの母子の借家があるのですが、家の回りは夏草で覆われ尽く 

していました。母親は「娘が草取りもさせてくれないんです」と言われます。 

  車を庭先に止めて玄関までの間も草を掻き分けなければ歩けないような状況 

だったのでした。「家のカーテンも開けさせてくれない」「敷布の洗濯もさせ 

てくれない」と言われます。私達が訪問した時に彼女は外出中で、嫌がるお母 

さんを励まして、彼女の部屋を覗かせてもらうことになりました。お母さんす 

ら覗かせて貰えなかった部屋なのです。 

  ８畳ばかりの広さの彼女の部屋は見事なばかりのゴミの山でした。新聞紙、 

パンフレット、様々な種類の包装紙、紙袋、本のカバー、週刊誌……等々。正 

に足の踏み場はないのです。しかし、不思議な整理がされています。それは多 

分、彼女の何らかの妄想に基ずく配列だったのでしょう。 

  初回の往診だったのですが、私達は薄暗くなって自転車で帰って来た彼女を 

そのまま保護して宮崎まで走ることにしたのでした。初め興奮していた彼女は 

暫く車を運転していると、やや落ち着いて来ました。そこで私は翌日の仕事も 

準備していましたので、３人の職員に任せて、八王子インターで下りたのでし 
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た。午後の１０時くらいだったでしょうか、翌日の仕事に備えて早めに就寝し 

ていた私は電話で起こされることになります。 

  当院のケースワーカー池田君は冷静沈着さと、優しい言葉つかいがトレード 

マークです。その彼がやや慌てた声で、「私達は今、パトカーに包周されてい 

ます。お巡りさんに説明するんですが、なかなか理解して貰えません。オウム 

犯人と間違われているみたいです」と言うのです。 

  そこで警察官に代わって貰って、目を擦りながら経過を説明しました。しか 

し、電話では私の確認はできないわけで、無罪放免されるまでに更に１時間以 

上を要したのでした。宮崎県警まで問い合わせた当の警察官は、次のような電 

話をくれたのでした。 

「いや、長々とお引き止めして失礼しました。宮崎では私達の仲間が随分お世 

話になっている病院だそうで、ご立派な先生と聞きました。これからもよろし 

くお願いいたします。ただこの様な場合にはご出発前に最寄りの派出所にでも 

事前に簡単に御連絡しておいて頂けると、この様な手間は取らせませんので」 

と。この事件以来、女性患者の収容往診の場合には女性職員を必ず同伴しよう 

ということになったのです。 

  そういう様々な事々を説明した後の先方からのメールが以下のものです。 

                      ………………………… 

  先方から                御世話になります 

                        Date:Wed, 26 Jul－－－－－ 

                            ………………………… 

  先程は、会議中に申し訳ありませんでした。（電話をしたことのお詫び） 

  レンタカーの件☆○◇レンタリースで予約しました。ＰＭ２：００から二日 

間◆□２５００ｃｃを宮崎にて乗り捨て条件にて予約しました。 

  ７／２８当日は、私が午前中、会議があり、午後早退しますので、皆さんの 

御予定、決まりましたら、連絡ください。 

  □○駅の東口の改札口あたりで、待ち合わせ出来たらどうかと思っています 

。この度は本当に無理を御願いして、申し訳ありませんが、何分にも宜しくお 

願いいたします。 

………………………………………………………………………………………… 

 

  こうして予定どうりに入院となるのですが、強制入院に至る詳しい様子は省 

略します。次項で＜Ｊ君の場合の強制入院＞として詳述しますが、Ｋ君の収容 

もほぼ同じく、かなり激しい抵抗～興奮を示しました。 

  東京を２８日の夕方出発して宮崎には２９日の午後到着しました。 

 



 157 

          ６．カルテからの抜粋 

 

  入院は７月２９日から８月１７日迄の短期間です。この時のカルテを、なる 

べくそのまま抜粋してみましょう。略語を先ず説明します。 

      Ｓ：subjective（患者さんの主観的に訴えるもの） 

      Ｏ：objective（職員から見た客観的なもの） 

      Ａ：assessment(評価)      Ｐ：plan（計画、画策） 

      Ｎｓ：看護師  ＣＰ：心理療法士  ＢＤ：血圧  Ｐ：脈搏  Ｋ：患者 

      ＦＴ：家族療法  ＥＮＴ：退院 

  記載した職員のイニシャルまで残してありますが、カルテの雰囲気をなるべ 

く壊さないようにという気持ちからのものです。強制収用の状況や入院中の看 

護者達との関わりの様子などを推測してみて下さい。 

平成１２年７月２９日 

Ｓ）「何で知らないやつがくるんだよ！」「卑怯者！」「今からちゃんとしよ 

  うと思ってたのに！」「３年後には死ぬんだ。一人にしてくれ！」 

Ｏ）自宅へ収容へ行く。到着時本人居間におり、両親とスタッフが部屋へ入る 

  と父親に対して上記訴える。Ｄｒ、両親が１時間ほど説得するも、本人強く 

  拒否し了解得られず。父親へつかみかかる行為もみられる為、Ｄｒ指示にて 

  コントミン（２５）１Ａの筋肉注射を施行する。 

    その後も説得続けるも、本人拒否するため、強制的に移動させると「行き 

  ます行きます」と言い、しぶしぶ自動車に乗り、宮崎まで陸送となる。 

    車中では声かけに対しては、はっきりと応え。笑顔も時々見られる。途中 

  パーキングエリアでのトイレ休憩等も問題なく行え、食事も一般の人とまじ 

  ってとることができる。おどおどした印象も見受けられず。 

    病院到着時には、スタッフに対して「運転ありがとうございました」と自 

  らお礼の言葉きかれる。閉鎖への入室は抵抗なく行え、落ち着いて過ごす。 

    会話はスムーズに行えるようになるも、終始視線を合わせて話そうとはせ 

  ず。                                                        （三） 

Ｏ）Ｎｓに対して素直に応じる。昼食、殆ど全量摂取。ＢＤ１４０／７０、 

  Ｐ＝９０、自床にて雑誌を見て過ごす。                    （坂） 

Ｓ）よろしくお願いします。まだ、この中の雰囲気になじめないですね。でも 

、寝てばっかりもいいものかなと思います。 

Ｏ）夕食前、訪問するが、表情穏やかに落ちついて、Ｎｓと会話できる。しか 

  し、Ｎｓ（ｚ）の目は見ない。夕食全量摂取。 

  １９時に検温することを伝えると、納得される。                （松） 

１９′ 
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  Ｏ）ＫＴ３６．６  感冒症状等（－） 

２１′ 

  Ｏ）入眠される 

７月３０日（日）  （Ｄｒ水野の面接記録） 

Ｋ：早く元の生活に戻って、ちゃんとやりたいです。 

Ｄｒ：お母さんもこちらに来て頂いて長期戦で行こうと思っているんだ。 

Ｋ：そんなに待たなくても早くやり直したい。 

Ｄｒ：あせっちゃだめだよ 

Ｋ：約束しますからできるだけ早く。昨日も車の中で打ち解けて話せたし。 

Ｄｒ：職員は大人だよね。同じ年の子供達と話せるかどうか試そうよ。 

Ｋ：できれば帰れますね。   

Ｄｒ：そうね、「帰りたい帰りたい」と考えているうちはだめだよ。まず両親 

に来て頂いて、これなら一緒の生活ができると考えて貰えた段階で一緒に帰れ 

るよ。 

Ｋ：僕、一人でも帰れます。本当に家でやれますから、早く帰りたい。 

Ｏ）水野先生  面接行う 

  日中開放許可となる（６Ｆは閉鎖病棟だが、夕方５時までは自由に外出でき 

    るということ）。 

  テレホンカードとおやつ代として、１０００円渡す。 

  同世代の人には緊張するので、大人の人とが良いとのことで、本日まで６Ｆ 

  使用（５Ｆに下りると若い子達が多くなる）。 

Ｓ）宮崎へくる途中、パーキングエリアで他の人たちと一緒に食事をとれたの 

  が一番自信がつきました。宮崎へ来て、親と離れて暮らしてみて初めて気づ 

  きました。閉じこもっていた７ヶ月がすごく無駄だったと思います。 

  「３年後に死のう」と思っていたことも、今思うと馬鹿馬鹿しいです。 

  これからは、７ヶ月間の遅れをとりもどし、同級生においつく為にも大検を 

  受けようと思います。今は、早く家に帰って、家での食事がとりたいです。 

Ｏ）Ｎｓ（ｔ）としっかり顔を合わせ上記話す。表情はいきいきとしており、 

  昨日までとの違いにこちらが驚くほどであった。              （三） 

７月３１日（日） 

（Ｄｒ水野の面接） 

  Ｋは母親に迎えに早く来るようにとしきりに電話している様子。母親は 

「私だけでは決められないから先生に電話する」と答えているらしい。 

「ちゃんとするから」と言ったら「お父さんも出張中だし、無責任には決めら 

れない」と答えたと。私は「父親中心に回っているんだね」と答えておく。 

Ｏ）本日回診にて５０６移室となる。（開放病棟：夜の９時まで外出が自由） 
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  スタッフとのコミュニケはとれるが表情に硬さがある。 

  閉じ篭っていた時間を悔い、同級生に早く追い付きたいので、明日から遊学 

  舎（登校拒否の子供達などが集まる心理・教育相談所）へ行くと言う。 

  言葉では前向きだが、早めに帰りたいという取り繕いの部分を感じる。 

１８′  夕食６階ＥＶ前にて全量摂取する。 

２０′  他患との交流はなく、ほとんど自室で本を読んで過ごしている。 

２２′  入眠中。                                              （大） 

８月１日（月） 

ＣＰ面接 

Ｓ）僕は普通です。大検受けて、フツーに大学入ってフツーに会社に入る。今 

  は、両親を悲しませたことを悔いて、勉強しようとやる気まんまんなんです 

  よ。僕のこと変な奴だと思ってません？  そうか、よかった。そう思ってな 

  いならいいです。 

Ｏ）生活歴について問うと、アナムネ聴取時と同内容言われる。家族、学生時 

  代についてなど色々問うも「普通」という返答多い。親元に帰りたいという 

  意志は強い。 

Ａ）警戒心強い。頻繁に接触を持つ必要ありか。 

Ｐ）本日１３：３０より、本人を遊学舎へ案内。 

Ｓ）僕ちょっと頭痛いんです。遊学舎は明日でいいですか？  一人で寝てれば 

  大丈夫です。 

Ｏ）遊学舎の案内のため本人と待ち合わせるが、上記あり明日へ延期になる。 

                                                （心理－渡辺） 

８月２日（火） 

１０′ 

Ｏ）渡辺ＣＰより遊学舎に誘うが、本人の拒否があった為、少しずつ説得して 

  いくとの事。 

１０′３０   

Ｓ）来週から行きます。来週からは行けるようにします。（体調が悪いの？） 

  そんなことはないですけど。（今は行く気がしないの？）はい。 

Ｏ）遊学舎の話をすると、上記Ｓの訴えされる。自室でずっとウォークマンで 

  音楽を聴いている。                                          （大） 

８月３日（水） 

１０′     

Ｏ）水野Ｄｒ、来棟され、本人へ遊学舎へ行くように促される。本人も、説明 

  には納得される。 

１０′１０   
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Ｏ）渡辺ＣＰ来棟され、ともに遊学舎へ行かれる。                （小） 

１０′３０   

Ｏ）遊学舎へ案内す。道中、ずっとうつむいている。本人に合う教材がないと 

  のことで、本屋に案内す。本屋で本人と別れた。その後、本人、遊学舎へは 

  戻らず、外で時間をつぶしていた様子。                        （渡） 

Ｓ）お金１万円だして下さい。大検の為に参考書を買うんです。参考書は高い 

んですよ。じゃあ、千円だけでいいです。テレホンカードを買いたいんで。 

Ｏ）出金希望あり、明日朝ではだめなのかと問うと、朝食後すぐに出たいから 

  と多額である為用意はするが、明日の朝渡す説明を行い、納得され、テレカ 

  代のみ出金する。（本人に渡す） 

Ａ）離院（逃げて帰るということ）の心配がある。 

４：３０   

Ｓ）すみません。 

Ｏ）早朝より洗濯をしている。まだ早すぎる為、注意はするが、ちょうど終わ 

  ったところである。 

８月４日（木） 

１０：３０   

Ｏ）本人とＮｓで、昨夜の件の話をする。 

Ｓ）昨日、一万円渡してと言ったのは、参考書を買おうと思ったんですけど、 

  １５００円の本があったんで、３０００円でいいです。あとの１５００円で 

  日用品を買いたいと思ってます。 

  １万円はちょっと言い過ぎたと思います。今日の４時頃洗濯したのは、特に 

  意味はないです。 

  ちょっと昼間するのに人がいて、嫌だっただけです。 

  今度から昼間するようにします。すいませんでした。 

  会話中あまりＮｓと目を合わすことをしない。                （根） 

８月７日（日） 

（Ｄｒ水野の面接） 

  １４日に両親が来院されることが決まった。家に帰ってちゃんとやれるかど 

うか納得行くまで話し合うことと告げておく。電話で話しているらしく「父が 

元気になって良かったね、と言ってくれました」と言う。 

本日カンファレンス 

Ｏ）会話時、単発的な返事。対人関係作りができず、一人にしない方がよいの 

  ではと、水野Ｄｒ言われる。 

Ａ）普段の出金時、金銭を貯めて離院の可能性あり 

Ｐ）金銭チェック（領収書の確認の必要あり）                  （長） 
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Ｏ）西側のホールにてＴＶを見てすごされる。 

  手持ち金は１５００円あるとのこと。 

８月８日（月） 

ＣＰ面接 

Ｓ）朝、検温後から遊学舎へ行って、１１時３０分くらいまでいます。 

  昼食後、また遊学舎へ行って、３時まで勉強とかマンガを読んだり。その後 

  ２時間位、外をぶらぶらして病院に戻ってきます。 

  外では、ローソンで立ち読みしたり、本屋行ったり。外出も気にならなくな 

  りました。 

（両親について）１４日にこっちに来る予定。僕が外出できるか調べる為に歩 

  いて市内観光するみたい。父とは今まで話す機会がなかった。これからは、 

  もっと一緒に話し合う時間が必要かな。今度のＦＴでしっかり話したい。 

（以前のことについて）部屋に閉じこもった時、父とも母とも話したくなかっ 

  た。自分一人でかかえこんで考え続けた。ほんの些細なことだったけど考え 

  続けた。今思えば、自分、変だったと思う。今は、大検を目標にしている。 

  実家に帰ったら、塾に通いたい。 

  まぁ、１ヶ月はこっちにいるんですけどね。 

Ｏ）表情は明るく、時々、声を出して笑い、目を合わせて話す。 

Ａ）外出時の具体的な話も飛び出し、とりつくろっている感じは受けない。 

  ただ、早くＥＮＴしたい気持ち強く、外に出られることをアピールしようと 

  いう姿勢は見られる。 

  遊学舎等での実際の対人交流場面の観察が必要か。 

Ｐ）こかげ館に興味持たれているため、こかげ館について、Ｄｒと相談。 

８月１１日（木） 

（Ｄｒ水野の記載） 

  母親より電話。「○○を送ってくれとかの電話がよく入ります。しばらく宮 

崎にいてくれる気になったんではないでしょうか？」 

８月１４日（日） 

（Ｄｒ水野の記載） 

  両親来院。２泊３日の滞在予定。初めから早く帰りたいと言っている。母親 

が「帰ったら外に出れないのじゃないの？」と聞かれて、「いや。そんなこと 

はないと思う」と答えている。 

  レンタカーを借りて南九州を家族３人で旅行する。その後１７日に面接をす 

ると決める。 

１７′  面接終了後、外泊許可となる。８／１７再度ＦＴ（１０：３０～） 

で、  今後の方針を決定する。                                    （小） 
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８月１７日（水） 

（Ｄｒ水野の面接記録） 

  ３泊の家族旅行ですっかり親を自分のペースに乗せてしまっている。直ぐに 

でも帰りたいというＫの希望を明瞭に拒否できなくなってしまっている。いわ 

ば「Ｋの子供時代の親子関係」が再現されている。 

父：随分よくなったんで帰っても良いかと思うんですが、どうでしょうか？ 

Ｄｒ：うーん、「帰りたい、帰りたい」の一心なんだよね。僕は早いと思うな 

。だけど１回帰ってみても良いかもしれないけど。うーん、２週間だけこかげ 

館で過ごして「旨く行ったら」というのはどうだろう。 

Ｋ：帰りたい。試して欲しいの。 

父：うん、だいぶ良くなったよ。しかしどうしてそんなに焦るんだ？ 

Ｋ：だから、目を見て話せるようになったから 

母：それは１日か２日じゃないの。 

Ｋ：昨日言ったじゃない？  試してくれるって。 

父：焦ってるよ。 

Ｋ：だって僕がやる気になったんだもん。（段々絶叫調になる） 

父：おまえのそこが過激過ぎると思うよ。 

Ｄｒ：僕としては今の状況を見ていても早過ぎると思う。しかし、ご両親が連 

れて帰るというのならいいですよ。３人で話し合ってから、午後の３時からま 

たここで話しましょう 

 

  こうして午前の家族面接を終わったが、午後の面接で父親から妥協案が提案 

される。「こかげ館滞在２週間は受け入れられないようだから、１週間ではど 

うでしょうか」と。そこで「１週間でも受け入れることができたことは素晴ら 

しいこと」とＫと両親の努力を褒めることにして１週間後の退院を決定した。 

Ｏ）１１：３０頃、外泊より帰宅。本日家族面接あり。 

  本人は自宅へ退院希望出し、自宅でも大丈夫と言う。２週間ほどこかげ館へ 

  の指示あるも、拒否が激しい。そのため面接がなかなか終了しない。 

  昼食を家族と共にとり、自分で両親を説得できたら退院方向へとＤｒは再度 

  指示を与える。 

１５：５０ 

Ｏ）こかげ館  １週間ショートステイ。経過をみて退院へ。      （長） 

Ｏ）面接終了後、Ｆと共に来所する。本日付きで退院となり、１週間こかげ館 

  へショートステイとし、その後、自宅へ帰る予定。 

  こかげ館関係の書類を記入してもらう。 

  食事は全面的に自炊をするとの由、家族もＯＫされる。 
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  これから外出し、夕食をとって夜７時半頃に来所されるとのこと。（井） 

１９：４５  母親と共に来棟。 

  こかげ館の鍵を渡し、退院する。                              （清） 

 

        ７．両親の弱さ 

                  ………早過ぎる退院。しかし、必要な遠回り？ 

  カルテの抜粋の中からＫ君の「堅くなさ」が良く読み取れるでしょう。８月 

１４日に夫婦で来宮されて、３日間の家族旅行をされるのですが、この中で両 

親と子供との関係は元に戻ってしまっています。二親とも子供に対して毅然と 

した態度が取れていません。子供に飲み込まれてしまっているのです。 

  その後の経過をメールから読み取って下さい。来宮直前のメールから始めて 

おきましょう。 

                          …………………………… 

  当方から                お待ちしています 

                        Date:Sun, 13 Aug   －－－ 

                    …………………………… 

  お待ちしていています。本人の変化はまだまだ表面的なこととは思います。 

しかし、対人交流の改善はかなり進んでいます。 

  本人の意思を尊重しながら治療を進めていきたいと考えていますが、今後の 

改善のためにはご両親の力が大切です。親から離れていかなければならない時 

期に、親の懐の中に留まっていたのですから。 

  しかし、時間をかけて成長していくように「焦らずに待つ」ということを基 

本にして欲しいと考えています。 

  明日の僕の予定は午前中が外来診察で、午後１時から３時までが宮崎市内の 

往診です。３時には病院に帰る予定ですが、１２時に東京を出発できたとして 

病院に着かれるのはその頃になると思います。宮崎空港から病院まではバスで 

約１５分くらいかかります。電車だと宮崎空港駅から宮崎駅まで１０分でいき 

ます。駅から８００メートルの距離です。１０分で歩けますが、タクシーで、 

県庁の裏の若草病院と言っていただいた方が確実でしょう。最小料金でつきま 

す。空港からタクシーだと２５００円くらいかかるでしょう。 

  先にホテルに行かれるとしても、タクシーには県庁の裏の若草病院の近くに 

ある◆ホテルと言われる方が間違いないでしょう。 

  では楽しみにお待ちしています。 

………………………………………………………………………………………… 

 

  こかげ館に移った後の経過は思わしくありませんでした。そこで次のような 
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メールを送ったのでした。ところがこのメールはご両親がＫ君を迎えに宮崎に 

みえるまで開かれなかったようです。 

                            ………………………… 

  当方から                  宮崎からです。 

                        Date:Tue, 22 Aug －－－－－ 

                    ………………………… 

  今日は急遽、僕達の意見をお伝えしようと思います。勿論最終的な選択はご 

両親の決定に従いますが、結論からいいますと「この木曜日にお帰しするのは 

早すぎるのか」ということです。 

  ご両親と僕とで約束した手前、今更前言を翻すのもとは思いますが、＜こか 

げ館に移ってから今日までの対応＞を見ている全員のスタッフの意見を総合す 

ると、「今帰しても意味がない」となるのです。 

  例えば、みんなが集まっている団らんの場所に誘っても目を合わせようとし 

ないのです。初日だけ腰は上げたらしいのですが、そのまま自分の部屋に引っ 

込んでしまったとのことです。 

  昨日は電話で「僕とのやりとりはよかった」と述べましたが、どうやら僕に 

対する態度と他のスタッフへの態度とはかなり違うようです。 

  男の子３人の部屋なのですが、「海に行こう」と誘っても「いえ僕は木曜日 

には帰りますから」という断り方。勉強を教える先生が大検のことで誘っても 

漫画を見ていて話に乗ってこないというのです。 

  家に帰ることが決まるまでは「大検の勉強を」と言っていたＫ君が「帰れる 

と決まったら大検なんて何処へやら」といった風にみえると言います。今まで 

はつまり、お利口さんのふりをしていただけではないかと。「一端東京で経過 

を見て、だめとなったときにはもう一度来ればいい」と私は言ったのですが、 

「だめと見え透いているのに今帰すのは無駄ではないか」と考え直しているの 

です。先週の経過上、前言を翻すのは難しいことではあります。それに、一旦 

帰してもう一度挑戦させてみるのが遠回りでも、意味のないことではありませ 

ん。しかし、ご両親の方から「その後の経過を聞いてみるとやはり帰ってきて 

も旨くいくと思えない」、「もう一度考え直してみないか」、「そのほうが早 

道だぞ」等と一回投げかけてくれませんか？   

  あるいはもう一度来ていただいて説得するという手は使えないでしょうか？ 

迷っています、ご返事下さい。        －－－－年８月２２日  水野昭夫 

 

 

                  ………………………………… 

    先方から        色々と、お世話になりました。 
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                        Date:Sun, 27 Aug －－－－－  

                        ………………………………… 

水野先生 

  いろいろ有りまして、実はメールチェックは今日まで出来ていず、先生のメ 

ール、妻と二人で今読み、顔を見合わせているところです。 

  しかしながら、Ｋもこちらにもどって来ましたし、現状は、こちらで様子を 

見るしかないかなと思っている次第です。 

  以前と比較して朝、昼、晩には、挨拶を交わし、家の電話や集金等、対応も 

している様子ではあります。今後は手の届く範囲で、目標と約束をしてやって 

みるつもりです。引き篭りとは別に、性格的に少々問題が有るのかもしれませ 

んね。又、連絡いれます。 

………………………………………………………………………………………… 

 

  という経過で、ちょっと早過ぎる帰宅となってしまいました。連絡が不充分 

であったというアクシデントはあるのですが、かなりの遠回りをすることにな 

ります。しかしこの遠回りは家族関係の中では必要な遠回りなのかもしれませ 

ん。 

  その後の二つのメールやり取りをしています。これだけで判断すると、どう 

やら逆行しつつあるようですが、この家族はもう一回、復習を繰り返している 

と考えたらよいのでしょう。 

                                ………………………………… 

  当方から            Ｋ君へ    お元気ですか？ 

                        Date:Tue, 10 Oct－－－－ 

                    ………………………………… 

  元気ですか？  僕は相変わらず、ばたばたと駆け回っています。 

  お母さんからお手紙を頂いてご返事も書いていませんが、一緒に食事が出来 

ること、時々は外出もしていることなどを知って、嬉しく思っています。 

  しかし直接面接したいのです。イヤですか？ 

  明日から東京に出かけますから時間がとれたら電話します。イヤならイヤと 

いって下さい。来週から２週間は海外に出かける予定です。今週会えなければ 

１１月になってからということになりますが。 

  何回か言ったと思いますが、「頭で考えずに行動すること」です。さらに自 

分を変える努力を重ねていきましょう。 

  Ｋ君へ                            －－－－年１０月１０日  水野昭夫 

                    ………………………………… 

  先方から              御無沙汰しています。 
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                      Date:Sat, 14 Oct 2000 07:49 

                              ………………………………… 

  おはよう御座います。その節はお世話になり、有り難う御座いました。 

  あれからＫは、以前の様に攻撃的に自分の部屋に閉じ篭ったり、食事を取ら 

なかったりという事は、無くなりました。 

  しかし、やはり外出恐怖症状だけは、克服出来ていません。初めのうちは本 

人も、かなり頑張って努力していました。がやはり、現状は、駄目な事は駄目 

みたいです。 

  やはり、家族内では、ちゃんとやっていますが、他人とは駄目みたいです。 

折角、先生からメールを頂ましたが、今回は見合わせて頂いた方が良いみたい 

です。申し訳ありません。 

………………………………………………………………………………………… 

 

  この家族がどうなったのか、知りたいものです。ひょっこりと連絡が貰えそ 

うな気がしています。 

 

 

３  ・  Ｊ  君  の  場  合  （  ２  １  才  、  二  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。 
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  母と二人きりになると、「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？ 
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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たち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。 

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。 
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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？  お父さんと二人。 

 

      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だってこ 

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？ 
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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 
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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。 

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。 
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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。 

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。 



 173 

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。せっぱ詰まってるから、君があんなに部屋 

を無茶苦茶にして、独占してたんだよな。 

Ｊ：なんなんな・・・何しようってんだ俺に？！ 

Ｄｒ：みんなが生活できるってことは大事なことなんだよ。みんなが生活でき 

なくなれば、君だって剣道できなくなるんだよ。それ判り切ったことだぜ。 

Ｊ：もー、今は、やめられないって。 

Ｄｒ：そうそう、それが強迫観念っていうんだよ。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！ 

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 
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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。 
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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？ 

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。 
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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最大の収穫でした。 

  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ー！ 
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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。 

 

                ５．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、最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。 

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。 
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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、一月くらい前かな。 

  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。あと一人いるんだわ。外に 

もう一人な。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。 
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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。 

 

                      ６．父親の確認 

    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。 
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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？ 

Ｎｓ：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。 

Ｎｓ１：じゃ、Ｔ君を呼んできますね。 

 

                    ７．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） 
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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。 

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：注射を打って、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。 
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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！ 

 

                    ８．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！ 

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。 
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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、僕が注射打つって、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！ 

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。 

 

                  ９．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。 



 184 

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。 

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。 

最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。 

 

 

 

 

 

 

４  ・  Ｍ  君  の  場  合  （  １  ５  才  、  二  人  兄  弟  ）   

                中学３年の夏休みから登校拒否 

                ……お詫び、強制的入院は僕の間違い…… 

           

  勇貴君は中学３年生。もう１０年以上前の少年です。彼はその年の夏休み明 
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けから学校に行っていなかったのでした。 

  翌年の３月には高校受験なのですが、もう１０月というのに全く本を広げよ 

うとしません。明けても暮れてもファミコン遊びばっかりです。私達は勇貴君 

を２回の往診を経て、半分強制的に入院させたのでした。 

  入院して、２週間目。両親を呼んで家族面接をしている会話から始めましょ 

う。お父さんは中学の先生、お母さんは共済組合の職員です。私は＜お父さん 

と勇貴君が話ができるように＞もって行こうと工夫しています。 

「今日は、学校に行けないとか、勉強するとか、そういうことじゃなくって、 

もっと前の段階の話をしてみたいと思います。 

  勇貴君から聞いた話では、お父さんのことを、『あれしろ、これしろとしか 

言わない』というんです。家に帰っても、学校の先生みたいで、命令的な形で 

しか動かないというんです」と両親に向かって言ってから、勇貴に向かって 

「一番最初に、お父さんは酒ばっかりのんでたから、話が十分できなかったと 

言ってたよね」と声を掛けてみます。 

  勇貴は私の言葉が耳に届いてないような気怠そうな表情をしています。そこ 

で私は、声を少し上げて、 

「うん？  君、言ったこと覚えているか？  お父さんは、君の気持ちを理解し 

なかったという思いがあるんでしょう？  命令ばっかりでね。そういう気持ち 

を、言ってごらん」と促してみます。 

  すると勇貴君は憂欝そうな声で 

「言っても、変わらん」と断定的に答えます。 

  そこで、 

「変わらん！？  うーん、どこを一番変わって欲しいの？」と私が聞いてみる 

と意外と会話が始まって行きます。彼は 

「自分達だけかわいがる。できるだけ、自分の被害が少なくなるようにする」 

と簡略に答えるのです。 

  私は両親を会話に入れるために２人の方向を向いて、 

「自分の、被害を少なくしようとするという意味わかりますか？」と聞いてみ 

ます。母親は無口なままですが、父親が自信なさげに 

「どういうことかな。親が自分達のメンツを考えているということかな？」と 

答えると、勇貴はその跡を次のように継ぐのです。 

「お酒飲んで帰ってきた時に、僕の言ったことは受け流すでしょう。自分の悪 

いことは聞かないし。それにまぁ一言で言えば、ここへ連れてこられたのは結 

局、俺自身が悪いということでしょう？」と。 

  その言葉は毅然としていて、自信に満ちています。御両親はこの言葉に対し 

て無言のままです。そこで私が話の穂を継いでいきます。 
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「学校での生活、家での生活に行き詰まってここへ連れてこられたんだから、 

そのことだけ見たら君が悪いということになっているわね。 

  ちょっと話を変えますけど、勇貴君は『両親は不利になることは絶対話さな 

いだろう』というようなことを僕に言ったんですけどね。不利なことというか 

、何かこの子に対して、悪いことをしているかもしれんなと感じることはない 

ですか？  反省することは？」と。 

  すると父親から、 

「勇貴の意志を尊重しないことが、いろいろ。勉強のこともあったし、塾のこ 

ともあったし。それ以外……、それが大部分だっただろうけど」と歯切れの悪 

い答が返ります。 

  母親が黙ったままなので、私は次のような質問で母親に答えさせます。 

「塾を強制的に押しつけたことですね。他にないですか？  おかあさんはどう 

ですか？」と。 

  すると、無口と想像していた母親が結構喋られます。 

「そうですね。勉強のことですね、こんなになる前のことですけど、目を赤く 

していたんですよね。どうしたのと言ったら、砂が目に入ったと言っていたん 

ですよ。 

  それから、休んでると気がついた日の朝のことなんですけど、勇貴が『具合 

が悪いのに置いて出て行くのか』と言ったんです。熱はなかったもんですから 

、帰ってきてから病院に行こうと言って出かけたんです」 

  母親は台所の後始末をして、出勤しなければならないのです。 

「具合が悪くて休んでいるのに、お母さんは『自分を置いて行くのか』と勇貴 

君が言ったんですね。そん時、お母さんはどう思いました？」 

「ご飯を食べた後、急に言い出すもんですから。熱もなかったし、いつも行く 

病院が夕方も診てくれるもんですから、帰ってから行こうと思ったもんですか 

ら。それは気にはなっていたんです。この日に主人が知ったんです。本人が休 

んでいるということを」 

  すると父親が 

「お父さんは、担任の先生のところへ行ったら１０月から、こうして休んでい 

るんですよということを知って、心配しだした」と口を挾みます。私は 

「具合が悪いのに、置いて行くのかと訴えたということは、やはり自分の気持 

ちをお母さんに分かってもらおうとしてたんだと思いますけど、その辺の話は 

進行して行ったんですか？」と、もう一度母親に答えを要求します。すると、 

初め曖昧だった母親の言葉も徐々に勢いが良くなって行きます。 

「親から見たらずる休みと見たものですから、『そんなに学校を休むんだった 

ら休むと言いなさい』と言ったんです。 
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  そしたら『だけど僕は具合が悪いと言ったのにお母さんは仕事に行った』と 

言ったんです。病院に行って尿を取ったり、レントゲンを撮ったりしてもらっ 

たんですけど、大丈夫ということでした」 

「それでその後、なんか心の問題、心理的なものと思いませんでした？  どん 

なことを悩んでるのかとか聞かなかったんですか？」という私の質問に、 

「いいえ、私はそれは知らなかったんです」と答えられるのです。 

  この答え方は弁解染みて聞こえます。 

「なるほど。知らなかったというのが……？」 

「部活の話とか、友達の話をしたんです。いじめをうけていないかとかを。そ 

したら、本人は違うというものですから、頑張ってくれると思ったんです」 

  そんなやり取りを聞いていて父親は次のように発言されます。 

「時期的に、期末の前だったと思うんですが、この話を聞いたのは。そして、 

期末迄の期間は行ったんですよ」と。これは私から批判されているととって、 

弁解をされている言葉なのでしょう。 

  私は 

「学校に、行った行かないじゃないんですよ。勇貴君に『頑張ってくれ、頑張 

ってくれ』とだけ言ってきましたよね。親子なんだから、もっと話しあってほ 

しいんですね」と言ってみます。すると父親は 

「いや、まだ本人がそんなに深刻になっているとは思ってなかったので、踏み 

切れなかったんですね」と弁解されます。 

  そこで私は勇貴君を応援する立場で発言します。 

「いやあ、やっぱり、深刻だったと思うんですよ。そういうように、深刻だと 

は思わないというのが、勇貴君が言うように、彼の言葉を無視したということ 

なんじゃあないでしょうか。『僕のことは受け流して、自分のことばかりしか 

言わない』ということは、本当はそういうことだと思うんです。もっと彼の言 

うことに耳を傾けてもいいんじゃないかと思うんですよ」 

 

  こんなやり方は治療者としての中立性を欠いていると見えるかもしれません 

。しかし、この様な柔軟性の乏しい家族では、この程度の偏りは必要のようで 

す。私は更に次のような言葉を添えて勇貴君を励ましておきます。 

「僕は彼の言うとうりだと思うんですよ。一回外泊して、家の様子を見てきた 

ら良いんじゃないかと思うんです。ここに連れて来るのも強引だったんですけ 

ど、彼の思っていることが僕にも段々分かってきたな。もうちょっとご両親と 

の関係を改善することが大事じゃないんかと思いますね。君自身は家に帰って 

うまくやっていけると思う？」 

  勇貴君に向かってそう聞くと、きっぱりと 
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「やって行けない」と答えます。それに私は 

「やって行けない！  なるほど。家に帰っても、ますます嫌になってくるんだ 

ろうね。親子の間で心の交流がでるようにならないと」と唱和して、両親の方 

を向きます。 

「僕には彼が言うように、ご両親が悪いような気がするんですよ。今でも、形 

式的です。ものの言い方が。『早く良くなってほしい』とか、『頑張ってくれ 

ると思った』とか、そうじゃなくって、彼がいろんなことを訴えているんだか 

ら、訴えたことをちゃんと聞いて、答えて欲しいんですよ。 

  ただ、がむしゃらに頑張って帰ってきて欲しいとかね、そういうことは余計 

なことなんですよ」 

  すると、勇貴は少し明るい声で、 

「いつも、話す時間がなかったでしょう、お母さん達は」と言い寄ります。そ 

こで私は次のように言って、勇貴を一旦、家に帰してみることを提案すること 

になります。 

「僕は勇貴君に今日一応帰って頂いて、１週間くらい家で過ごしてみて欲しい 

と思うんです。そして、家でどんなふうに過ごしたか、ご両親がこれで良いと 

思われるか、あるいは君も、これで良いかどうか考えて欲しい。 

  僕はやはり、勇貴君が納得しないままに連れてきたということが随分まづか 

ったかなと考えています。言い訳じみているかもしれませんが、来たから分か 

ったことなんですけどね」と。 

  そして次のように問います。 

「どうだ、帰ってみたくない？  考えてからね、また来てくれると、こちらと 

しては嬉しいと思うね。それでいいですか？（両親に向かって）  今は、帰り 

たくない？（勇貴君に向かって）」   

  勇貴君は 

「いや、帰ってもいいけど。今から、いつまで？」と明るい声で質問します。 

  そこで、私は次のように励ましたのでした。 

「まずは、１週間。どんな過ごし方をしようが、家族は口を挾まないようにし 

て下さい。ファミコンするなとか、タバコを吸ったとか、早く寝れとか言わな 

いことです。 

  彼は今、回り道をしているんですが、立ち直れば追いつくのは早いですよ。 

急がば回れです。 

  急かせて、お互いに不愉快になる言い方をしたら、悪循環です。反って遠回 

りなんですね。そして、思っていることをストレートに言うようにね」と。 

  すると、この言葉は意外にも母親を勇気づけたようです。母親は次のように 

発言します。 
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「お父さんには、決めつけるところがあるんですよね。勇貴もそれを言ってた 

んです。思ったら頑固にそれを信じるというか。『本当はこうじゃないか』と 

勇貴が思っても、それを言わせないというところがあったんですよね。かわい 

そうでした」と。 

  ここで父親は一人だけ批判されています。勇貴は 

  「お前は子供だ、大人の言うとうりにしておけ」 

と撥ね除けられて来たのですが、実際には＜母親もその父親を説得できずに来 

ていた＞のです。いわば一家全体がそのまま、引きずってここまで来ていたの 

です。 

  そこで私は次のように言い伝えます。 

「勇貴君の方ももっと利口になって、自分から俺はこうするんだと言うくらい 

の気持でやらんといかん。反抗してるだけでは自分が損する。いままで正直す 

ぎて、真っ当すぎて、一日を無駄に過ごして来たと考えるんだね。これからは 

お母さんも、お父さんにちゃんと言って下さい」 

  すると母親は 

「今は言えます。そういうふうに、今までつらい経験をしたから」ときっぱり 

と答えて下さいました。 

「やはり、思いこみというのが、お互いに強かったのかもしれない。２回言っ 

ても、駄目だと思って、諦めていましたから」 

……という言葉を添えて。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  ・          ・          ・          ・  
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  第  ７  章      長  期  間  に  亘  る  関  わ  り  の  家  族   

 

  往診家族療法の色々の形を述べてきました。既に還暦を越えた私には１０年 

～１５年以上の長期に亘って関わりを持ち続けている家族がかなりの数に上り 

ます。 

  そう、今年の正月にお母さんをなくし、一人暮らしになってしまった男性は 

既に３０年関わっています。彼は３年程前に父親を無くし、今は弟と妹の３人 

だけの肉親になりました。弟と妹は結婚して県外に住んでいますから、私が親 

代わりで関わっています。 

  長期に亘る家族の中から、２家族を拾ってみましょう。何処にも完璧な家族 

はいません。家族の中の問題を根源的には解決できず、どの家族も何らかの傷 

を引きづりながら経過しているのです。 

  この中で子供達は成長し、親は老化して行くのです。私という治療者はこの 

関係の中で、「まるで家族の一員ででもあるかのような位置」を占めて出入り 

することになります。 

 

 

                                Ａ   

                          兎  の  家  族   

 

 

                      １．安普請の古びた借家 

 

  東京・山手線の某駅から電車で２０分ばかり、キャベツ畑や葱などの畑がぽ 

つぽつと残る住宅地の中の貸家の一軒が昭子の家族の住居です。 

  バブル経済と呼ばれた酔狂の浮かれ気分の中で、渋谷、新宿、池袋といった 

ターミナル駅周辺には人の目を驚かせる豪壮なビルが増えて行ったのでした。 

けばけばしい厚化粧は正に我国の経済実力の限度を越え、やがては消えて行く 

バブル（＝水泡）と表現されて適切だったのでしょう。 

  その波は昭子の家の周辺にも押し寄せ、次々に古い家が取り壊され、カラフ 

ルな家や洒落たアパートが幅を利かせ始めていました。その中に、まるで時の 

流れに取り残された浮き島かのように、三軒だけ安普請の古びた借家が並んで 

いたのでした。その中の端っこの一軒が彼女の家だったのです。木枠のままの 

窓なので、砂埃が畳の上まで舞い込んで来ます。サッシを使ってない家など、 
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もう探さなければ見当たらないでしょう。 

  しかし、古い時代に作られた借家には何処となくゆとりが有るのです。土の 

見える庭があり、草花を植える空間が有るのです。 

  最近の借家は壁も床もカラフルなタイル張りで、建物の外観は豪華です。し 

かし、はだけた土は先ず見れません。まるで植木鉢のような庭に、せいぜい緑 

を感じさせるだけの柘植や柊が１、２本。この方が雑草も生えず、手を汚さな 

くてすむ。虫も湧かなくて、一帯の調和を乱さず、隣とのトラブルもない。つ 

る薔薇であったり、サザンカであったりすると「隣の家が日陰になる」「落葉 

で庭が散れる」などなどの苦情が出て、嫌な思いをすることになる。つまり、 

花を楽しむ余裕よりもトラブルを避けようという現代人の思考がこのスタイル 

の家を増殖させて来たのでしょう。 

  ここ安並昭子の借家には芝生の間に、黒土が顔を出しています。土をいじっ 

て四季の花々を植えるのは昭子の母親の趣味です。私はこの花壇に水仙の花が 

蕾を膨らませているのを確かめながら玄関のブザーを押したのでした。 

 

                ２．「そろそろかなと待ってました」 

 

  半年ぶりくらいの往診だったのです。ここの家族は時間が空く時だけ訪れて 

います。というのが、この家族からは保険外往診料を頂いていないのです。 

  保険外往診料のことを述べて置きましょう。一般の往診料は２万円です。私 

の往診のための経費は宮崎からの飛行機代などの交通費が約５万円、ホテル代 

その他の経費を加えて７万円ほど掛かります。そこで一回の往診で、４人みな 

いと赤字になってしまいます。病院の経理を預かる事務長に対する対面上、私 

としては「努力して４人は診察しよう」ということになるのです。 

  ところがこの家族の場合、ついつい「往診料は要りません」と言うことにな 

ってしまっています。そこで時間が空く時だけ訪れることになるのです。しか 

し、この家族が＜さほどの緊急性もなくなっている＞ということもこんな形の 

往診になっている理由の一つです。 

  往診に当たって電話をすると、特別な用事のある時以外には先ず断られませ 

ん。「そろそろかなと待ってました」という言葉が必ず返るのです。今日も、 

「ちょうど今日は主人も帰っています。これから夕食の準備をするところです 

ので、先生も是非どうぞ」という言葉だったのでした。 

  この家族は決して経済的に貧困というわけではなさそうです。父親は国家公 

務員。一流大学法科卒で某省のエリートコースを歩いておられます。エリート 

官僚なのですから結構の給料が貰えているはずですが、いかにも貧乏している 

ように私には見えます。多分、経済のやりくりというか、世渡りが上手ではな 
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いのでしょう。 

  父親はこの春から関西に単身赴任しています。３人の子供達が転校を嫌がっ 

たために母親と子供達だけ東京に残っているのです。すると、二重の生活にな 

るため経済的負担は増えるわけです。しかし、古い貸家で我慢してでも子供達 

の希望を適えてやろうとされているのです。誠実で慎ましい生活を送っておら 

れるこの家族が私は好きです。 

 

          ３．「怒鳴っても言うことを聞かない時には」 

 

  この家族との繋がりが始まったのは１５年以上前です。この時、昭子は中学 

１年生でした。 

  彼女は母親に連れられてやって来たのですが、まだあどけなさを残すこの子 

の主症状が「教室内での暴力」と聞いて、私としてはにわかに信じることがで 

きなかったのでした。この子が気に食わないと噛みつく？  頭の閃きはすばし 

っこく、たっぷり本を読んでいて知識も豊富なこの子が？  昭子は 

「生徒がね、餓鬼なのよ。本当に我が儘で、勝手なの。だから怒鳴ってもいう 

ことを聞かない時には、そうなることがあるの」と平然としているのです。私 

はまだ信じられなくて 

「本当に噛みつくの？」と聞いてみます。すると 

「本当ですよ。私はただ我慢するなんてできないの」と、口調はまるで大人で 

す。 

  表情は「どうしてそんなことに驚くんですか」と言わんばかりなのです。よ 

く調べて行くと、家族内での人間関係にも様々な問題があることが分かってき 

ます。兄弟は３人で、昭子は長子です。その下に２才ずつの差で弟が２人。 

  半年ぶりのこの往診当時の学年で言うと、昭子が高校２年生、長男・幸治が 

中学３年生、次男・広志が中学１年生です。 

  今はかなり落ち着いてきてますが、始めたばかりの頃の家族面接は大変だっ 

たのでした。一人一人が勝手なことを言い始めて、一つの話題を全員で話し合 

うことができないのです。 

  小学２年生と４年生であった２人の弟達は、私達４人の話の中に割り込んで 

は、「はい、はい、はい、はい」と４拍子を作って手を上げては「僕にも言わ 

せて」と自己主張するのです。父親が、「今、お姉ちゃんとお母さんの話をし 

ているんだから聞いときなさい」と制止しても、お互いを小突きあったり、溜 

め息をついたり、叫んだり、場合に因っては面接室の中を走り回ったりしてい 

たものです。 

  言葉の巧みな昭子はそんな状況を捕らえて、「私の内では何時も５種類の音 
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が出ているんですよ」と表現してくれたのでした。 

  私が「それ、どんなことだい？」と聞くと次のように説明します。 

「そうですね、先ず父は小学唱歌みたいなのを歌っているんです。母は民謡で 

すね。そう、宮崎の民謡では鵜戸さん参りとか。私はピアノでクラッシック。 

幸治はパソコンで、広志はゲーム機」 

 

              ４．家族合同入院……兎の話 

 

  そこでこの年の夏休みを利用して宮崎まで来て頂き、海辺の分院・野島診療 

所（今は経済的な理由で休眠中ですが、いずれまた再開する予定）に２日間の 

家族合同入院を試みたのでした。 

  ここで私達としては予想もしなかった治療の道具を発見できたのです。それ 

は庭の小屋に飼っていた兎でした。兎の話になると、この家族の面接の雰囲気 

が一変するのです。初めに発言したのは母親でした。 

「先生、今、違うでしょう？」と母親の声はうわずっています。私も驚いて、 

「そう、皆で一つの話になっている」と叫んだものです。 

「そうなんです。こんなこと初めて。兎の話になると、皆でお互いの言うこと 

に耳を傾け、相手が言い終わるまで待っているんです」 

  母親は満面に笑みを湛えて一気に喋ります。その表情がなんと晴れ晴れとし 

ていたことでしょう。しかも、家族全員がそれに唱和したのです。 

  私は東京へ帰る安並家につがいの兎を献呈することになりました。二匹は立 

派な小屋を貰い、家族中から可愛がられました。私はある時の往診で家族がリ 

ンゴの皮を剥いて兎に食べさせるのを見てびっくりしました。リンゴの皮を食 

べさせるのではなくて、リンゴそのものを食べさせているのです。 

「えっ。皮を食べさせるのじゃなくて実を食べさせるの？」という私の驚きの 

質問に、 

「そりゃそうですよ。人間だって皮を剥くでしょう。皮には農薬が付いている 

から」と、たしか昭子が答え、それに家族の全員が「当然でしょう」という顔 

をしたのでした。 

  何回か子供を生みましたが、雌兎は避妊手術を受けさせて貰います。かなり 

長い間つがいで生きていました。やがて一匹は死にましたが、片割れはつい数 

年前まで生きていました。 

  私は往診の度に、白髪になった髭をぴくぴく動かしている兎と目合わせして 

いたものです。おしっこの臭いが、ちょいと鼻を突き過ぎるなと感じながら… 

…。 
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              ５．娘の肩を持つ父親 

  この日は８時から安並家の近隣の団地まで往診する予定です。その前の２時 

間だけを空けたのです。お寿司を御馳走になって、お茶を飲みながら私から始 

めます。 

「それじゃ３０分くらいで、全体の話を終りましょうか？  昭子ちゃんの問題 

に絞って話をしてみたいと思います。 

  ２年前に比較すると、僕は随分よくなっていると思うんですよ。見る度に成 

長してるなぁと思いますね。今、お母さんとやりあうということだけが大きな 

ことなのかな。他の問題は全くないわけなんですよネ」と。すると、父親から 

話されます。 

「中間考査がね、不振だなと思うところがあるんですよ。だけど、それは本人 

が自分で考えて勉強すると言っているし、あんまり心配していないんです。 

  僕が心配なのは、言ってるのは昭子の方が筋が通っているという局面は多い 

んです。母親との会話で」 

  この様な父親の発言は頻々です。母親との関係で娘の肩を持っている、母親 

と娘とを対等に比較して「娘の肩を持つ傾向」はこの父親には強く、次のよう 

に続けられます。 

「ただ、こちらが言っていることは論理的には負けているんだけれども、親と 

して子供にはこうあって欲しいとか、そうゆう気持ちとしては持っていますよ 

ネ」と。 

  こちらというのは母親のことです。「ただ、その時の言い方とかがある。そ 

のために、こちら（娘の方を指差して）が筋が通るような形で言うと、こっち 

（母親の方を指差して）がカチンとくる。そうするとこっち（母親の方を指差 

して）がこうぶっきらぼうに、『あんたなんか（高校）やめてしまいなさい！ 

』と言う。すると、こっちは『やる気をなくす』……と、そういう議論になっ 

ていくものだから、これはまずいなぁと思うんですよ」 

  私は「なーるほど」と相槌を打ちます。 

「私はそういうことを言うなと言ってるんですよ。それと、何かあった時に、 

『自分が高校の時はこれだけできた』とか言うよりは、中学１年の時あたりか 

ら『どれだけ伸びたか』という言い方の方が大事やないかと言うんです。 

  僕は今の昭子に非常に満足しています。よくここまでやってくれたと思うん 

だけど、その時はうちの嫁さん（昭子の母、つまり妻のことをこう呼ぶ癖があ 

る）も良かったなあと思っているけど。今度は欲が出てきたというか。あの時 

は高校に行けなかったらどうしようとか思ってたのに、またもっと上にいって 

ほしい……」 
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  ここで黙って聞いていた母親は 

「上にいって欲しいじゃなくてね、もうちょっと頑張れないかなと思うのよ」 

と抗弁されます。すると父親は 

「頑張るよ、こりゃ……」と昭子をカバーされます。 

  すると、ここで昭子が発言を始めます。お母さんの非難なんかに動じないぞ 

、という勢いで。 

「お母さんの見方って、そうとう古いんじゃない？  お母さん、保護者会から 

見たらそうかもしれないけどね、私は生徒として学校を見てるわけ。生徒とし 

て見るとね、うちの学校って相当ゆるいのよ」 

  私は三人の関係の中に割って入るチャンスを狙って 

「ゆるいっていうのは？」と聞いてみます。 

「校則ですけどね。本来なら厳しく髪形とか決まってるはずなんですけど、違 

反しても全然怒られない」 

「ほう、僕はそれは良いことだと思うな。そんなの厳しくやることか。自分か 

ら守ることだよね」 

「だけどですね、母は……。なんか、うちの学校、私学にしては行事が多いし 

、先生もあんまり詰め込みという感じの先生じゃないし」 

「それも気に入ってるんでしょう？」と私。 

「ええ、まあ。けど、お母さんはね、その保護者会に出てきてですね、校長先 

生の話を聞いて、ビシビシやる学校と思ってるみたいなんです」 

「昭子チャンの言ったことを解釈するとね、お母さんは勘違いしてると、学校 

は厳しくやってると思ってるかもしれないけど、学校のほうは自由にさせてく 

れると、そういうことみたいですね。そういうことやな？」 

  昭子は頷いています。 

「規則はあるけど、それほど厳しく守れと言ってるのではないと。むしろ、子 

供達の自主性に任せて自分たちで守りなさいという形になっているのだと。そ 

れをお母さんは勘違いしてるんじゃないかって言ってる。そうでしょう…？」 

と、母親と父親の方に時々顔を向けながら聞くと、昭子は 

「そうです」と満足そうな顔で答えたのでした。母親は 

「保護者会ではね、話を聞いたら、かなり塾とか予備校にも行かせないで学校 

側がずいぶん厳しくするんだなあと思ったんです」と言う。すると昭子は 

「先生の方でもですね、学校の勉強もろくにできない人が塾に行っても何にも 

ならないと言うんです。それもそうだなあと思うんですけど。ビシビシやる教 

師がですね、授業中に手品をやったり、遅れた生徒を教室中追い回したりする 

と思いますか？」と、一方的に母親攻撃を進めます。そこで父も 

「授業中に手品をしたり、なにか話を聞いてると、すごくのんびりした学校だ 
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と思うんですよね」と娘に相槌を打つのです。 

「それはすごく昭子チャンに対していいことじゃないでしょうかね。今までの 

学校が、どちらかというとスパルタ思考が多かったですからね。良いんじゃな 

いかと僕は思うんだけど」と私が加わります。父親が続けます。 

「昭子の高校は進学成績というのはすごく伸びていますよ。東京に私立が沢山 

ありますね。そうしたら、新しいのにどうしてこう伸びるのかなと不思議がら 

れているようです。ですからそういう意味で、ものすごいカリキュラムでやっ 

てるかというと、そういうことは全くないですね。だから、学校のやつだけを 

とにかくやっておけば絶対いけるということと、あのー、とにかく標準的な全 

科目の勉強をしておかなくてはいけなくて、自分は文系だからこれだけすると 

かいうことはしないで、とにかくバランスのとれた勉強をしろということです 

ね」 

 

                  ６．母親に命令する昭子 

 

  時間が少ないということを前もって宣言していたので私は 

「なるほど。そうですね、良い学校なんですね。しかしここいらで、お母さん 

と昭子チャンの関係のことに絞ってみようと思うんですが」と緊張を高めてみ 

ました。そして、 

「言い合っていて、やはり、なんかその、これ以上やった場合はプラスの結果 

は出てこないと分かっていて、止められない。やり始めてこれ以上やったら駄 

目だということが止められないのね。貴方がしても、お母さんがしてもいいん 

だけどね。両方とも。そこをどうしてやめられないか考えてみよう」と提案し 

てみました。すると母親がそのすぐ後を取って、 

「さっき私、お買い物に行ってて戻ってきたんですね。そしたら、先生が先に 

見えてましたでしょう？  玄関に入ったら、昭子の一言が、一瞬びっくりして 

、本当に私は口が塞さがらなかった」と言われます。すると昭子は私に向かっ 

て、 

「あのですね、私は、『お母さん、先生が来てるよ』って言ったらですね、お 

母さんは知ってるって言ったんですよ。で、『お母さん先生に挨拶しようね』 

と言ったらですね、そしたらお母さんが『挨拶しない』と言ったかと思ったん 

ですよ」と言います。私には意味が良く掴めなかったので、 

「何？  よくわかんなかった」と質問すると、母親は私に答える積もりで始め 

たのですが、昭子との次のような会話に発展して行きます。 

 

母親：昭子が『先生が見えてるから挨拶しようね』って私に言ったのよね。 
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昭子：先生が見えてるよって最初言ったのよ。 

母親：うん、私は先生がみえてるのは知ってましたから。そしたらまた、挨拶 

しようねと言うんですよ。それを聞いたときにね、一瞬「えっ？」と思ったん 

ですよ。今まで、ほら（昭子は）挨拶もできなかったから、今度は立場が逆に 

なった感じがしたんですよ。 

  …………………………………………………………………… 

  ここまで聞いて、私はようやく理解できたのですが、会話は次のように続き 

ます。 

 

昭子：そしたらね、お母さんが『挨拶しない』って返事したかと思ったんです 

よ。 

母親：だから一瞬、なんていうんですかね………。 

  …………………………………………………………………… 

  と、言おうとすると父親が話の流れを取ってしまったのです。それも次のよ 

うに。 

父親：今日もちょっと笑いながら言ってたけどね、よその人が来てる時に、昭 

子とあなたが話してるのは親子の感じじゃないと。子供だったら、ああいうふ 

うには言わないんじゃないかと、そういうふうな感じを持ったと言うんですよ 

。 

  確かに内の親なんか、わりと気むずかしいと言ったらいけないけど、怖い存 

在だったというのが少年時の記憶なんですよ。だから、そういう感じでないや 

り方してるものだから、その親戚なんか見ても親子関係はうちは弱いと昔から 

言われてる。子供があまり親に圧迫感を持たないというのがうちの特徴なんで 

すよね。 

  自由に伸びてほしいという気持でやっているんだけど、そうでなかったりす 

ると成長しないんじゃないかと。嫁さん（＝昭子の母、妻）も大きな気持ちで 

やらなければならないんだけど、他の人の横並びを意識すると、それでこう、 

いろいろ迷ったりすると思うんですよね。 

  そういうことを気にしないでいいんじゃないか、喋らなくていいんじゃない 

かといつも思うんです。口に出すから失敗するんで。この人（＝上では嫁さん 

と呼んでいる妻）も正直だから、思ったらパーッと言っちゃうんです。言って 

しまう。 

  しかし自分は言ったことに対してケロッとして、次がきたら「学校なんか止 

めてしまえ」と言っておきながら、全然そんなこと忘れているんですよ。 

  そういう意味で、ずっと繰り返しているんで、親が子供を教育するためには 

親がほんとは距離おいてやらなければいけないんでしょうけど。 
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  子供も、まあうちの子は１６才で法律上結婚してもいい年齢になって、だか 

らいろいろな人がいて、それも見て、いいところは学ぶし悪いところは取らな 

い。もし先にそういう親と子の距離よりも親を乗り越える気持ちが育ってくれ 

るんだったら。そりゃ模範的な人ばかりがいいわけじゃないんだから、いいん 

じゃないかなと思いつつあるんです。 

  …………………………………………………………………………………… 

  父親のこの苦渋に満ちた表現は、夫婦関係の複雑さを反映しています。昭子 

の母親を「嫁さん」と呼んで平然としているのです。＜「学校なんか止めてし 

まえ」と言っておきながら、全然そんなこと忘れているんですよ＞という言葉 

は非難ではなくて、むしろ妻への愛情なのでしょう。 

  しかし夫婦としての愛情ではなくて、妻を「娘のように見ている愛情」に見 

えます。 

  つまりこの父親にとっては娘も妻も対等なのです。実は父親の父親、つまり 

昭子の祖父は、大きな事業を営む実業家でした。この祖父には愛人がいます。 

昭子の母親はそれが許せないのです。父親としては自分の父親を不潔だと言っ 

て疎んじる妻を支えて行かなければならないのです。 

  父親は男ばかり３人兄弟の長男です。頭脳明晰で努力家ということで一族の 

期待を一身に背負って成長したのでした。しかし、父親の会社は弟達に任せ、 

高級官僚の道を歩くことを選びました。それは＜公明正大でないことに手を染 

めることができない頭でっかちの一面＞としての選択だったのでしょう。実業 

家の生き方よりも官僚の方が安全に見えたものと思われます。 

  そう、彼にとっては「結婚しない内に女性と関係を深めること」はできない 

ことでした。昭子の母親は彼にとっての初めての女性でした。大学を卒業して 

初めて配属された役所で知り合ったのです。彼女は２才年下でしたが、高校卒 

業でしたから、職歴としては先輩でした。細々とした役所内のことを教わる内 

に親しくなったのです。このことは第２章の第６話の青年の父親の結婚と酷似 

しています。両者には＜結婚する相手を巡って選別する心理＞の中に、かなり 

共通する要素があるように思えます。自分自身の親と子の問題、女性に対する 

構えの問題、結婚に対して期待するレベルの問題、社会一般から受ける評価へ 

の過敏さの問題、自分自身の心理の防衛の問題……などなど。もっと整理した 

いのですが、ここでは結婚に当たって、そういう雰囲気があったのだというこ 

とだけを明記しておきましょう。 

  ともあれ、父親の一族にとっては一流大学卒のエリート官僚の結婚相手とし 

てはこの高卒の女性は不満でした。しかしそれらの様々な反対の声を押し切っ 

て結婚が成立するのです。昭子の母親は結婚後に「夜間大学を卒業する」こと 

になるのですが、この時のいきさつがこの進学を決定させた大きな動因だった 
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のでしょう。 

          ７．母親と昭子との間に約束ごとを 

                ・『お弁当なんか作ってあげない』などと言わない 

                ・部屋を締め切らない 

 

  ある面から見ると、父親は家族の中でも職場と同じ管理者なのです。このこ 

とを昭子の直ぐ下の弟・幸治はある時、 

「内ではお父さんが何時で『代表取締役社長』なんですよ」と表現したのでし 

た。 

  父親は娘と母親の関係の中で起こるごたごたを処理する管理者としての勤め 

を「どうにか果たさなければならない」と考えて躍起になっているのです。そ 

こで私は 

「少し急ぎ過ぎますが、簡単な約束事みたいなことを作る話に持って行きたい 

と思います」と始めてみました。「お母さんの方で、昭子ちゃんに対して『こ 

れこれだけはして欲しい』と、『これこれだけは困る』と。そんなことをちょ 

っと具体的に一つだけ挙げて言ってみて下さいませんか？  昭子ちゃんの方も 

同じくお母さんへの要求を一つだけ挙げてみてよ」と話の流れの転換を計って 

みました。 

  父親は頭を縦に３回しっかり振って私への同意の合図を送られます。そして 

昭子の顔を覗き込むように、 

「ひとつだけ」と強調されます。そこで私は 

「あんまり多くなったらだめ！  お互いに守れなくなるからね。昭子チャン、 

お母さんに一番何を要求したいですか？」と繰り返しました。昭子は迷わず 

「お弁当なんか作ってあげない、などと言わないでほしい」ときっぱり答えま 

す。私は少しふざけた口調で、 

「あっ、そうそう、そういうふうに具体的に出すのね。それが一番言いたいこ 

とね？」と明るい雰囲気を振り撒いてみます。母親は恥を晒されている訳で、 

ちょっとふざけることで＜この場面の緊張を和らげること＞を目論んでいるの 

です。ついで、 

「お母さんの要求はなんですか？」と母親に言葉を振りました。母親は 

「昭子が部屋を覗くと怒るんです。女の子の部屋ではないんですよ」と言葉を 

切ります。そこで、私は次のように整理して、聞き返しました。 

「お母さんの方の要求としては＜昭子さんの部屋をしめきらないで欲しい＞と 

いうことですね。これが守れるかどうかが難しいところかな」 

  すると昭子は早速 

「それは無理だと思う」と答えます。私は 



 200 

「無理か？  初めからどうしても守れなければ守れないと言った方がいい。じ 

ゃ、妥協は出来ない？  居ない時は入っていいとか、少しは開けていいとか」 

と聞いてみます。すると昭子は 

「開いているとすごく気になるというか、暑いときは開けますけど、閉めきっ 

たほうが安心するんで……」と言います。 

「確かにそうだ。しかし母さんの要求の『閉めきること』の意味だな。これは 

どういうことかというと、多分窓を閉めて空気が汚いじゃなくて、多分お母さ 

んとの交流がなくなるということかな」と私が聞き直します。するとここで母 

親が、助かったとばかりに話し始めます。 

「だから昭子にすればね、閉めきってそれで自分の部屋という安心感はあると 

思うんですよね。別に昭子を疑うわけではないけど、なんとなく一人でいると 

いうのは自由でいいかもしれない。けど、だらしなくなってくる気がするんで 

すよね。ひとり部屋に籠って、誰も見てないですものね」。 

  私は 

「わかった。そうするとお母さんんは、閉めきらないで欲しという意味はね、 

お母さんの目が届かないからということ、昭子チャンの行動を一応見れるよう 

にしたいということですね」と言いながら、ほんの瞬間だけ昭子を覗いて続け 

ました。 

「それはちょっと昭子チャンとしては呑めないかもしれない。というのはどう 

いうことかというと、やっぱり１５、１６を超しちゃうとプライバシーが出て 

くるんですよね。自分の物を覗かれたくないという気持ちが出てくるんですよ 

ね。 

  これは大人になっていく過程だと思うんです。大人になっていく時、子供は 

親に対して秘密保持というのかな、親に支配されたくない部分が出てくる。そ 

れが自分の部屋ということだと思うんですよ。 

  自分の個室がほしいというのはね、自分の個室に親が踏み込んでほしくない 

というのは、昭子チャンとしては譲れないのかな」と。 

  しかし、ここで私は母親を庇わなければならないのです。そこで、昭子の方 

に顔を向けて 

「うーん、お母さんにしてみれば、まだ昭子は子供のままにしておきたいとい 

う気持ちがねあると思うんだよ。そして貴方のほうは、いや私は大人なんだか 

ら私は親に支配されたくないという気持なわけでしょう」と確認しながら、最 

後には昭子を指差して母親に言いました。母親としては不満だったようで、 

「閉めきっておけば部屋がだらしなくなると思うんです。平気になってくるで 

しょう。だからいつも開けておくと人の目を気にする。するとやっぱし、片付 

けるようになるかなとそういうのもあるんですよね。 
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  じゃ、閉めきりたいんだったら閉めきってもいいから、部屋の整理整頓ね」 

という投げやりな表現が飛び出します。この様な場面は母親の言葉の中に時々 

出てきます。それは『お弁当なんか作ってあげない』という表現と似たところ 

から生まれてくるものなのでしょう。昭子は母親の要求に少しもたじろがずに 

「だから、どの程度というのが問題」と平然としています。 

  ここで父親が「今日、先生に部屋を見てもらったら？  今朝もね、その議論 

が出てたのだけど、こっちは散らかってると、こっちはそうでないと」と、娘 

と妻を指差しながら続けます。 

「だから、こちらが『ひどい』と、いや『これはちゃんと整理しておる』と。 

とこちらが……、そういう風に相方言い合えば、僕が見て判断してあげようと 

話しはしたんだけど。だけどそれは、昭子だって汚いのは嫌いだろうから、あ 

れっ何て言ったっけ？  昭子は？」 

「あのね、また使う物は出しておくと」 

「そうそう、何回も出したり入れたりするのは面倒だから、直ぐに使う物は出 

したままにしておくと言ったんだ。しかし父さんから見ても、だらしない時は 

あるはね、確かにね」 

 

              ８．お互いの関係が楽になるための工夫 

 

  私は＜母親の応援をもっとしておかなくてはなるまい＞と考えました。そこ 

で次のように切り出しました。 

「お母さんは昭子チャンの行動をだらしないようでは嫌だと、ちゃんと片付け 

て欲しいと思ってらっしゃるわけね。しかし、そのちゃんとという言葉も人に 

よっていろいろ差があると思う。お母さんのちゃんとと、あなたのちゃんとは 

違うんだ」と。すると、昭子は我が意を得たりとばかりに不貞腐れ顔で喋って 

行きます。 

   

昭子：お母さんは、全然ね、物をね、だんだん上に乗っけて行かないようにと 

言うけど、それは不可能だから。 

私：そうか。机の上に本があって、本の上にノートがあって、その上に筆箱が 

あるんだ。 

母親：そうです。その上にティッシュの箱が乗っかります。 

私：なーるほど。だからね、どうも昭子チャンの肩ばかりもつと思われるかも 

しれませんけどね、そこのところもね、片付けの度合いというのはね、お母さ 

んの感覚と、昭子チャンの感覚と違うと思うんですね。 

  お母さんの感覚というのは押しつけになっちゃうんですよ。ですから部屋の 
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中では昭子チャンの自由でいいんじゃないかと思うんですよね。ただ部屋を出 

たところ、例えば居間だとか、あるいはこの客間だとかね。家族全員で交わる 

場所でお母さんの感覚を言うことは大切にされていいんじゃないかと思うんで 

す。「昭子チャンの部屋は自由でよろしい、しかしここでは」という形でね。 

  昭子チャンの自由空間というのを作ってあげたほうが楽になると思うな。そ 

れ以外の場所はどうだい、お母さんが言ったっていいんだろう？  例えばお風 

呂場だとか台所だとか食堂だとか、そこではお母さんは、「もっと片付けなさ 

い」とか「もっとしっかりしなさい」って言ったっていいんじゃない？ 

昭子：意味がよく分からない。 

私：だってお母さんはあなたの部屋の中のことまで介入したいわけだよね。お 

部屋を片付けろとか、ゴロッと寝そべるなとか、そういうことに関してはお母 

さんから言われるのは嫌でしょう？  だから、その分はお母さんは黙ってる。 

だからあなたを指導する場所として、台所とかお風呂とか玄関とか客間を利用 

してあなたを指導したいと。そうすることができれば、お母さんの気持ちも満 

足できる。あなたもあなたの部屋で自由でいつも満足できるだろう。そういう 

ふうなことを妥協っていうわけ！ 

………………………………………………………………………………………… 

  返事が返らないのを見て、父親が母親に質問を始めようとします。「今日は 

一つあなたに聞くね。茶碗を洗うとかいうのを昭子がするとか、したらどうだ 

って言う話があった……」と。ところが昭子が父親の話を遮って続けます。父 

親は答えようとしない昭子への応援の積もりだったのでしょうが、昭子として 

は「そんな応援なんか必要ない」ということなのでしょう。 

 

昭子：あのですね、お母さんはいつもですね、その辺でどうのこうの聞き込ん 

では言うんです。どこそこの人はですね、「自分で弁当詰めてる」とか、「家 

の手伝いをしてる」とか言うんです。それを発作のごとく吹聴するんです。 

私：だからこれからお母さんとの関係が楽になるための工夫なんだよ。それを 

しとくことはすごく大事なことなんだよ。 

  お母さんはあなたを指導する義務がある。母親としてね。そのために、片付 

けをしっかりしなさいとか、お風呂洗ったときにちゃんとこうしなさいと言う 

ようになると思うんだよね。そういう指導は受け入れるべきなんだよ。子供と 

してあなたも大人に近づきつつあるんだから、自分の部屋の自由は欲しいとい 

うのはお母さんも認めるべきだと思うんだよね。ここを開けておけというのは 

ちょっと受け入れられないと思うんだけどね。 

  そこで、両方で一つずつ歩み寄るというのがね、親子関係をスムーズにする 

道なんだ。難しいかな？ 
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  例えばさ、「いつもお弁当を作りなさい」と言ったとするよ、「どこどこで 

はしてるらしいよ。あんたもそうしなさい」と言ったとするよ。その時パアー 

ンと、「私はそんなのしないの！」じゃなくて、「お母さん、こうこうだよ」 

っていうふうに話できないといけないと思う。できなければ「できない」でも 

いい。 

昭子：お母さんの言い方はですねぇ、いかにも余所はいい子だって感じになる 

んですよ。 

私：うちの子はとんでもないとなるのね 

 

                  ９．父親と母親の間の火花 

 

  父親が母親を指差しながら不満を言います。 

「こっち（母親のこと）は、いろいろ言っても愛情があると。愛情があるから 

言ってるんだと、全然そういうことで悪い影響は与えないんだと信じている面 

があるんです。感覚的に。 

  だからパァーッと言って作らないと。でも作ってあげるんだから問題ないで 

しょうと。ところが作らないと言われることが昭子にはこんなに応えてるんだ 

から。それがどうも理解でない」 

  これはあからさまな母親批判です。どこからも言葉が出ないので、私が昭子 

に聞いてみます。 

  …………………………………………………………………………… 

私：昭子チャンがお母さんに要求することは、これから「弁当を作らない」と 

言わないということでしたね。どうでしょう？  それはお母さんできると思う 

？ 

昭子：分かんないですね。弁当作らないと言わなければ、今度はですね、鎌 

倉へ行ってくると言い出しそうですから。 

私：それどういうこと？ 

昭子：鎌倉にお母さんの姉さんがいるんですけど、それでしばらくそっちへ骨 

休めに行ってくるから、家事は全部しばらく貴方がしなさいって。 

私：同じことだ。それは弁当を作らないっていうのと、意味としては。 

  （すると父親が） 

父親：お母さんにとっては、自分はそうする気があるんだから、自分の色々な 

表現のつもりで、分かってくれという甘えがあるわけよ。 

  お父さんが、「本当はこんな人とは結婚しなければよかったかな」と冗談言 

ったりするけど、怒るんだよ。「本当に結婚してるんだからそんなことはない 

でしょう、男のメッセージだよ」と言うんだけど、すごく怒るんですよ。 



 204 

  あれだけ気持ちが分かるんだったら、なぜ昭子に同じことをするんかなと思 

うな。その時すごく感情を害したかと思うんです。 

  それと同じことなんだよ。それと同じだということが分かればしなくなると 

思う。それよ、昭子に与えていることは。 

母親：何でも人の前で言っていいことと悪いことがあるでしょう。 

父親：人の前じゃなくて、こっちもそういうことを考えなくてはいけないし、 

夫婦間でもそのルールはあると思う。親子間でもあると思う。 

  …………………………………………………………………………… 

  ここで私は険悪になった関係の修復のために昭子に向かって話しかけます。 

私：僕は２つの取引面白いと思うんだよ。お母さんが弁当作らないと言わ 

ないということと、昭子さんの部屋の件。あっ、このことはどうだったっけ」 

（と、おどけて見せます。すると母親から始まりました。） 

母親：部屋は閉めてていいけど、きちんと掃除だけはね。整理整頓はして欲し 

いんですよね。なんか本当に汚いんですよ。 

私：じゃ、整理整頓をするということにしよう。 

昭子：私は片付けてても、お母さんは片付けてないと言い張ることがあるんで 

すよ。 

私：そうか、具体的なことが必要だね。整理整頓ということは抽象的過ぎるか 

ら、もっと、具体的になんかありませんか？ 

母親：まぁ、だから私は、たまには掃除機かけてやろうと思うけど、部屋に鞄 

は投げっぱなし、服は脱ぎっぱなしだから、きちんと片付けて積み上げておき 

たいんですよね。 

昭子：お母さんが入るとですね。いつも物がどこにあるのかわからなくなる。 

私：だから、部屋のことに関してはね、昭子チャンの自由がいいと決めたんだ 

った。お部屋以外のことで何かないですかね？ 

父親：服をね、いつもいつも同じ物着てるというから洗濯をするというのはど 

うですか？ 

私：あっ、それはいいかもしれない。実行できるかな？ 

昭子：実行できると思いますよ、それは……だけどですね。（と昭子が言おう 

とすると） 

母親：部屋のことは一切言わなくて、散らかってようが何しようが本当は開け 

たいんだけど、しめきって人の目から遮断してもいいから、だけど着るものね 

、せめて。同じ物何日も着てるでしょう？   

  （……と、責めるように言う。父親は母親を遮り） 

父親：だから、服は外にも出るんだから、よそのエリアに入って行くんだから 

それがいいんじゃない？ 
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昭子：うん、いいけど。ただね、お母さんは毎日でも服を着替えなさいと言っ 

てるみたいなんですよ。 

母親：夏は毎日、冬は２日でいいから。 

  （と答えるが、その母親の言葉を無視して） 

昭子：前ですね、私はそれをしようとしたんですよ。冬２～３日ごとに代えよ 

うとしたら、お母さんが「そういう服はそんなに頻繁に洗わなくていいの！」 

って言ったんですよ。だから、で、お母さんの言うことは矛盾しているでしょ 

う？ 

母親：それは服の生地によりけりでしょう？（と、無気になって言い放つ） 

父親：それから、今度は一つ思うんだけど、あのお母さんも守ることがあった 

ら言って。というのは昭子が、お母さんがいつもだらしなく見ておられないこ 

とがない？ 

  （と昭子の応援に回る） 

私：お母さんの方はとにかく、弁当を作らないと言わないという大きなことを 

守られるんですから。 

父親：（ところがが父親は勢いを増して）僕はもっと守ってほしい。 

私：その２つのことには、大きないろんなことが象徴されているんだと思うん 

ですよね。いっぱい出すよりも一つを目標にした方が良いと思うんですよ。昭 

子ちゃんもね、洋服のことだけ考えることにしようよ。 

  次に昭子チャン、お父さんに何かない？  （と私は強く出ることにした） 

 

              １０．昭子と母親の連合 

 

昭子：お父さんは広志に話してることでも、いつも私の方を見るんですよ。広 

志に説教しているはずなのに、私の方を見るんですよ。 

母親：あっ、そうそう、それそれ。私も昭子も思ってるんですけど、あの一般 

の話でもいつしか私達に集中的になってくるんです。 

  （と、いきなり昭子と連合されます。私にはよく理解できなくて） 

私：幸治君や広志君じゃなくて？ 

母親：（嬉々として）例えば、広志に話してるとしますでしょう。それがいつ 

しか本人さんがいなくなって、残った私と昭子のほうに、さも私と昭子が悪い 

ようになってくるんですよね。だからあれは、何というのかしら。 

私：（父親に向かって）身に覚えがありますか？ 

父親：ない。あのね、家族でいろいろ話しをしている時に、昭子と広志が話す 

とか、こうじゃないかと横に入ったりすると、今はね、自分達が話しているん 

だと言うわけです。自分達だけの会話だと。 
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  しかし、こっちはテーブルとか一緒に食事しているんだから、家族としての 

一つの話題なんだから。だから広志に話してるとき、「昭子どうか」と言うと 

、その僕と広志とだけの会話だから関係ないと思ってる。だけど僕はそうじゃ 

なくて、それはどう思うかと聞いているわけです。 

  昭子達は介入してほしくない。だからこっちが話してるときに相槌なんかつ 

くなと言うわけです。だけど僕は一つのテーブルで一緒に話してるんだから、 

それは一つの共通の場でやっているんだからと思います。本人達だけが話して 

るんだったら別の場でやればいいんだから。誰が口を出してもいいし、また話 

しかけられたら答えるもんだと思います。それを、対立があって関係ないのに 

自分の意見を聞くとか割り込んでくるとか言うわけ。そこの考えの差があるん 

ですよ。 

母親：「お父さんに話してない」、「お父さんに聞いて欲しくない」という時 

もあるの！ 

父親：聞いて欲しくないと言うのなら一つのテーブルの場でするのかというの 

よ。 

母親：だけど、たまたまふと思ったから、あの子は口がまわらない子だから。 

（広志君は口下手なのです）。あー、話してくるなと思ったら、やっぱし私は 

そこで聞いてやりたいんですよね。広志としては、私はただしゃべるだけで心 

が晴れるということがありますよね。それをお父さんからガァーッと言われる 

と、いい気持ちはしないと思うんですよね。その時は黙って聞いてあげていて 

ほしい。 

昭子：広志が例えば宇宙とかに関して興味があって、お父さんが説明している 

んですけど、私に相槌を求めてくるのはおかしいんじゃないかと、私は別に興 

味がないのに。 

私：（ようやく流れが飲み込めて）あっそうか、広志君に話してるのに、あな 

たに相槌を求めてくるのか。「どう思うか？」って？ 

昭子：そう。 

父親：お父さんはおかしくないと思う。 

私：結局、お父さんは昭子チャンのことを高く評価してるんだと思う。「お前 

もそう思うだろう」と言ってるんだから。 

昭子：私は別に考えなければいけないことがあるんですよ。 

私：あ、あなたは広志君とは関係ないのに「どうして私に言うの？」って言い 

たいわけ？ 

昭子：そうじゃなくて、例えば自分に興味持ったことを話したい場合は、別に 

私に相槌を求めることはないんじゃないかと思うんですよ。 

私：お母さんに相槌を求めるのは分かるけど、私に求めるのは分からないとい 
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うこと？ 

昭子：そうじゃなくて、例えば、広志と幸治が２人でゲームの話しをしている 

ときに、２人とも私に相槌を求めたりはしませんよ。それはそうでしょうね。 

それと同じようなものじゃないでしょうかね。 

私：なーるほど。しかし、僕が思うのはこんな感じがするな。 

  例えば、お母さんとお父さんは夫婦だよね、子どもの話をする時に、「お母 

さんもそう思うだろう」とお母さんに同意を求めることはあると思う。おかし 

くないと思うよ。 

………………………………………………………………………………………… 

  お母さんは私が理解ができないのが歯がゆいらしく次のように言って来られ 

ます。 

 

母親：昭子に「どうだい？」って主人は言うんですよ。 

私：昭子チャンに言うことに関してはね。昭子チャン自身がおかしいと思って 

るとすれば、「私は子供なのよ」と言いたいのかな？ 

父親：役割がね、結局、（昭子は）幸治の上だから。お父さんが昭子と話して 

るとき、幸治どうだ？とは言いませんよね。 

  昭子は子供の中のリーダーなんだから。 

 

                １１．昭子の背伸びを 

 

  ここでようやく私には会話の流れが理解できたのでした。ところが昭子はこ 

こで次のように発言して話が進んで行きます。、 

 

昭子：だけど、連帯責任取らされたくないんですよ、私は。 

私：連帯責任じゃないわけよ、お父さんは貴方のことを特殊に見てらっしゃる 

のよ。お父さんは、男の子２人は子供だと、貴方は家の中で長子として、この 

家のリーダーだと思ってらっしゃるんだよ。 

  しかし、そこんところは僕から見ると、昭子チャンにとってはちょっと負担 

になるかもしれませんね。お母さんの立場から見ると、「私と主人が親なんだ 

から、昭子まで言う必要ないわ」と思ってらっしゃるのかという気がする。ど 

うでしょう？  「私だったらいいけど、どうして昭子まで？」という気持ち？ 

母親：私はまぁ、聞かれてもまぁ分からないから。なんか、いつしか広志と幸 

治に話してもこっちへくるんです。 

昭子：（母親に同意するように）どうして私までつき合わされなければいけな 

いのかな、ご飯が終わったらとっくに引っ込んでいるのに。 



 208 

私：そうか、あんたは負担なんだなやっぱし。 

  どうですか、お父さん。考えてみて下さい。いいことかもしれません、お父 

さんにしてみれば。昭子チャンは頭がいいしね、すごく自分に近いと思ってお 

られるから、そうすると何か同等みたいな感じが沸いて来ると思うんですよね 

。 

父親：距離が近いからね、レベルが高いと思ってるから。 

私：そうすると、お母さんと同じレベルになっちゃう。ある時はお母さんより 

高いレベルになって、そんな感じですね。 

父親：そんな感じですね。 

私：すると、昭子チャンはずいぶん背伸びしちゃうことになると思うんです。 

  …………………………………………………………………………………… 

  理路整然とした思考のできる父親なのですが、昭子の「レベルが高いと思っ 

てるから」という想いは感情のレベルの中で拭いされない程深く巣ぐっている 

と考えてよいようです。 

  ペーパーテストの成績は良かった昭子はこの後、某女子大に入学し、一応卒 

業できました。しかし家族以外の者との交流はスムーズにできないまま固定し 

てしまって、今後とも就職という形での社会参加は無理でしょう。 

  彼女は今でも自宅で過ごしながら、ピアノを弾いたり、パソコンで小説を書 

いたりしています。 

  この小説は両親には見せませんが、私には何回か見せてくれました。人の群 

れの中では立ち回れないものの、本はたっぷり読んでいて、人の心の動きに深 

い関心を持っています。文章もすっきりしていて、結構面白い心理小説になっ 

ています。しかも面白いことに、男女の心理の機微を深くえぐる恋愛ものなの 

です。 

  自分は関わりを持たずに、純粋な傍観者の立場から見た小説、冷徹な視点か 

らの小説は面白いものになるのかもしれません。私は今後も昭子の心に写る世 

界を見せて貰うためにこの家を訪れることでしょう。 

 

                    １２．弟たちのこと 

 

  幸治と広志という二人の弟たちのことにも少し触れて終わりましょう。 

  長男の幸治は現在、大学の４年生で、父親と同じくエリート公務員を目指し 

ています。次男の広志は実業系の高校を出て、既に社会人になっています。電 

気工事の小さな会社に勤めてその寮に住んでいるのです。 

  ３兄弟の中で一番若輩の広志が早々と社会人になって家を出ているのには、 

姉と兄を見て育ったという宿命があるようです。 
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  知能、学習能力、性格などなど、それぞれに生理的に規定されたもの（つま 

り、生まれながらに遺伝子によって決められたもの）が基盤となっていること 

は間違いないでしょう。同じ両親から生まれる兄弟でも遺伝子の組み合わせに 

よって様々な差異が生まれるのです。しかし「何かをしようという時に他の兄 

弟が両親からどんな扱いを受けるか」ということを「見せられること」はその 

子供のそれらの能力の形成に極めて大きな影響を与えるのです。 

  広志は二人の兄弟が両親や学校の友達の群れと「深い関わりを持つことのし 

んどさ」を嫌というほど見せ付けられて来たのでしょう。そこで彼は人との関 

わりを上手に避ける天才になったのです。家族面接の場面でも幸治は積極的に 

加わり発言してくれるのに、広志は両親に口うるさく急かされて漸く参加する 

。私が質問しても「別に」とか「僕には関係ないね」と短い言葉を返すだけで 

、直ぐに読みかけの本に目を戻すといった具合でした。 

  広志には一つのエピソードがあります。彼が中学１年頃のことですが、この 

中学は東京でも指折りの非行生徒の多い学校として有名でした。茶髪や喫煙、 

番長が子分を使っての器物損壊、万引き、恐喝、暴力……などなどが横行して 

いました。ＰＴＡに出掛けると母親は 

「お宅はエリーとの国家公務員なのにどうして私立にやらなくて公立なんです 

か？」とよく言われていたのだそうです。東京や大阪などの大都会では「お金 

に余裕のある層は非行などで駄目になってしまった公立中学などにやらなくて 

私立中学にやる」のが一般的な常識になっているようなのです。ところが、こ 

の安並家の両親は「いや、内は公立で学ばせます。それが本当の教育というも 

のでしょう」と頑なに主張されているのです。 

  スポーツもせず、勉強もあまり芳しくない、その上、友達も少ないといった 

タイプの生徒はいじめの対象になりやすいものです。ところが広志はこの元気 

のよい悪餓鬼グループからも一目置かれ、近寄り難い存在になります。それは 

「自分達には到底できないこと」を彼がしでかしたからなのです。 

  それは放尿。この中学では運動場から教室に上がる入り口に足洗が置いてあ 

りました。彼はこの中に「豪快なおしっこ」をしたのです。それも昼休みが終 

わって５時間目の授業が始まろうかという、やや緊張が始まろうとする時間帯 

の衆目監視の中で。 

  教室の中は悪ふざけをして走り回る連中や、三々五々のおしゃべりでごった 

返していたようです。広志はそんな中に染まりたくなかったのでしょう。彼の 

その行為に教室中があんぐらと口を開け、沈黙します。全員の目はチンチンを 

両手で握った広志の方向にクギ付けにされます。じょごじょごと水面に落ちる 

尿の音は天井まで響き、静まり返った教室の中を冴え渡り全員の耳に届くので 

す。その沈黙の瞬間は瞬く間に怒濤のようなどよめきに変わったのですが、度 
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肝を抜かされた子供達にとって計り知れない長さの時間でした。溜め息とどよ 

めきの中に担任が現れるのです。 

  この蛮勇は瞬く間に学校中に伝わることになります。しかもこのエピソード 

には念が入っています。担任から「来週の月曜までに反省文を書いてこい」と 

命令された広志は、翌週、頭を丸めて皆の前に現れ、平然として孤高を保つの 

です。 

  この儀式で彼は学校中のどんな悪餓鬼からも手を出されない存在となったの 

でした。 

 

                    １３．最後に、幸治のこと 

 

  ３人の兄弟の中で長男の幸治は一番平均的です。 

  昭子も広志も「人との交流を断つ」ことによって精神的安定を計っています 

が、幸治は中学も高校も優等生で過ごして、大学も父親と同じく一流の大学に 

合格しています。 

  長女の昭子は今後とも、「両親の支えがなければ生きて行けない」と思われ 

ます。広志君はこつこつと電気工事の会社で働いて自分の食い扶持は自分で稼 

いで行けるでしょう。しかし、姉の面倒までは見れそうにありません。 

  そこで両親にしてみれば、幸治こそは自分達の亡き後の昭子の面倒を託すこ 

とのできる期待の星なのです。ところが幸治の心理にもかなり不安定なものが 

あって、下痢や腹痛などの心身症の症状があります。そこで、最近の私の治療 

対象はもっぱら幸治です。 

  彼の個人面接をした後のメールを示しましょう。心にかかる女性ができて恋 

愛感情をうまく処理できない不安を訴えています。 

 

                …………………………… 

  先方より          診療ありがとうございました 

                    Date:Sat, 20 Nov －－－－－ 

                              …………………………… 

  お忙しいところ、家まで出向いて下さってありがとうございました。先生に 

お話して、それを受けて先生が話して下さったことで、今回の事件を前向きに 

考えられるようになりました。大学へ行くときの心の震えも、今日は見られな 

かったようです。ただ、自律神経失調気味で内臓の方がちょっと……というと 

ころです。 

  今日の授業で、私が想いを抱いた人物と対面して、私の気持ちがどのように 

変化したのか、もう大丈夫になったのか、確かめたかったのですが、相手の人 
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とは今日は会わなかったので、完全に心の震えが止まったのかどうかは分かり 

ませんでした。月曜日にその人と一緒の授業があるので、その時まではまだ何 

とも言えない状況なのかもしれません。 

  今後も、自分の心境の変化をメールで訴えることがあると思いますが、その 

ときは、時間があればで良いですから、メールで診てもらいたいと願っている 

次第です。 

  今の情緒は安定していて、前向きになっています。そのことだけ、報告して 

おきます。本当にありがとうございました。それでは、また。 

 

                                …………………………… 

  当方から        Re:診療ありがとうございました 

                    Date:Wed, 24 Nov －－－－－ 

              …………………………… 

  昨日宮崎に帰ってきました。小田原、神戸、大阪と回ってきたのです。 

  お薬（下痢・腹痛のための薬と安定剤）は今日送るように指示しました。多 

分２、３日で着くでしょう。しかし着く頃には必要ないとなっていてくれるよ 

うな感じがします。 

  悩むことも青春の特権、無駄な時間をたっぷり使うことも青春でなければ出 

来ないことです。 

 

 

 

                              Ｂ   

 

                  オ  ー  ト  バ  イ  少  年   

                              と   

                          堅  い  夫  婦   

 

                  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。この町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 

。 

  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、 
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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階建ての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広がって、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。 

 

  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。 
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  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はいるんだよ」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 

 

………………………………………………………………………………………… 

  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 

                    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 
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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 

 

  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 
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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。 

  しかし父親は二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、つぎの言葉を添えたのでした。 

「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。 

  母親は最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 
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です。そのまま載せておきましょう。 

    ………………………… 

        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 
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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 

をしておきましょう。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物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 
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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 

・「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 
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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。 

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。 
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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。 

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                subject: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。 
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  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、口も聞かずどこか 

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「ほとんどどうで 

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。 

                    ……………………………… 
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    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 

とを希望と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 

                    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。 
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  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。 
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  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、以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」 
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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。 

  最近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 
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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．高校合格という節目の後も、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。 

  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。最近では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。 



 227 

  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。 

  最近、ご近所に行くうちができて、今週は行く予定です。 

          ２００１年１月１４日  水野昭夫 

                    ……………………………… 

  父親から              来週の金曜日か土曜日に 

                      Date:Wed, 17 Jan 2001  



 228 

                                    ……………………………… 

  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。 
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  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、妹が二人います。彼女達は既に結婚 

して家を出ているのですが、二人とも「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、子供二人とお母さんの３人で暮らしています。同じく父 

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＜二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。二人の子供のうちの一人は兄です。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 
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「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  ８  章      離  婚  家  族   

 

  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、おじいちゃん・おばあちゃ 

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子さんという二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。 

  二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。 

  この二つは十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三年生です。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。そこで構え 

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、こちらに女ばかり二人の子供がいます。 
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  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。 

 

    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子の話しの中で述べますが、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。 
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    ３．一人ごとのように、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 

士の二人だけです。 

  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、ぼく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 
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腹違いの妹や、弟に会わせて！ 

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 

が、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。 
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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 
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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。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 
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」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。 

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 
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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 

組ませてもら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最初だと思 

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。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 
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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 
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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 

                ……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？ 
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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。 

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 
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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。 

真面からみても、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。 

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） 
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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 

な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。 

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。 
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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？ 

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 
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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？  最初のうち、 

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。 

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。 
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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。まず九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。四 

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 
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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五つ 

はね、お母さんの努力できる範囲だと思う。ただ四番に関しては、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。 

   

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 
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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 

上はもう二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。 

 

 

 

 

      ・      ・      ・      ・      ・      ・      ・      ・   
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              Ｂ  子  さ  ん  の  場  合   

 

  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、子供が一人います。 

  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。 

  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の中に入れる 

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。 
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  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。 

  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。 
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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 
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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１３万円貸してくれて、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。 

  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 

もん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。 
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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 

、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。 

  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、最初のとき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 
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をしたんです。 

 

                  ４．母親が信じてやらなかったら 

                          豹変する母親 

 

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、最後にはな 

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 

しゃるんですね。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」 
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って怒ったんですけどね。 

  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最後まで責任取りますよ」って 

言ったんですけどね。最後には職員が、「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。最後の看護師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１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？ 

 

                  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 
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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、のぞっきまわったり、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んですよ。でも主人は嘘つき 

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：お母さんの虚言っていうか。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。 
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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番最初に、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男を私が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男達とつきあいないわけじゃないし、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。 

  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。 
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              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 

いのか」？ 

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。 

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。 
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              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 

れは、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、かわいそうだから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。 
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「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 
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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、最近聞いたんです。そこで、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。 
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  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。 

父親：ああ、それは、聞きました。 

私：それは、十何万盗んだ。 
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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。 

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。 
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                      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んだ。そしたら診療所まで送ってくれたと。 
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  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 

 

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。 
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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＜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。 
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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。よくっていっても、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。 
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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。 

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 

もそうですけど、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、最初は 

、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．「一緒にいたときと同じだよ」 

 

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）。 
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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）最初の方の、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 
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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、成績もいいしってことで、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。本当に最後まで父親、母親として責任を取るんだよ＞ということを彼女に 
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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年の時からみ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。 

  面接を進めていろいろ聞いていくと、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？」 

「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」 

「そう！」 
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「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いいな」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番いい釣竿、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、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 
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か父と子は会います。 

  彼は会うたびに、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、「新しいうちにも金が必要だ。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、よ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。 

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 
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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、 

これを最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。 
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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。 

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 

いいかなとも思いますしね。まあ、宮崎でもいいんですけどね。 

  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 
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。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おもしろ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」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 
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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。 

私：おっしゃることがね、何言ってるのかなってなる。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、「おまわりさんがしろと言った」と言うんですね。おまわりさんが「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。 
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父親：一度先生にお話したかどうかわかりませんけど、Ｂ子が中学入学のとき 

に、離婚届けを出したのに、不動産関係の資格の更新のときに、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。 

私：そうなんですね。 

  時間が無くなってきたんですが、最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 

で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 
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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、あれですか。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、明日、宮 

崎に帰るんです。 
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    第  ９  章      社  会  保  険  診  療  報  酬  の  中  に   

                往診家族療法という項目を新設すること 

 

    １．一人往診する間に「２０人の外来患者さんを診察できる」 

 

  往診がいかに大切な治療手段であるかご理解して頂けたでしょうか？  とこ 

ろが精神科の領域では、往診する医者は極めて少ないのです。 

  家族療法を実践している仲間の何人かは「僕も往診は必要と思いますよ」と 

言います。そのうちの一人は東京の都心部のオフィスビルで精神科診療所を開 

業しているのですが、彼は「しかし、経済的理由で実際にはできませんよ」と 

言うのです。平たく言うと＜一人往診する間に「２０人の外来患者さんを診察 

できる」＞というのです。 

  ２０人というのは＜往復に２時間、滞在が１時間の３時間＞と見ての大雑把 

な数字ですが、これはほぼ平均的数字と考えてよいでしょう。 

  お金のことを言うのは汚いことと思われるでしょうか？  都心部のオフィス 

ビルを借りて看護師２人、事務員１人の４人で開業して行こうとすると、４０ 

人～５０人の患者さんを診て行かなければ経営が成り立たないのです。 

 

      ２．私自身の訪問の概容 

 

  今までの章で述べたように、私はこの２５年近くの間、全国を走り回ってい 

ます。月のうち殆ど３回は出掛けて来たでしょう。第２土曜日を含む週末だけ 

は宮崎にいます。 

  この週末は宮崎にやって来られる家族のために待機するのです。家族を離れ 

て宮崎に滞在している子供達に会うために方々の地域から見えるのです。そこ 

で、久し振りの家族面接となります。往診は私一人でしますから、私達の治療 

場である遊学舎のスタッフは子供達の家族と会うのは初対面となる場合が多い 

のです。そこで宮崎での初回の家族面接は、他のスタッフを家族に紹介する役 

割を私が果たすことになります。 

  その他の週の木曜日の午後から日曜日の午後までは、宮崎でのやむをえない 

仕事がない限り何処かの街を歩いています。診察室にいるのは月曜から木曜日 

の午前中までの３日半で、その他の曜日は旅枕というわけです。 

  あちこちで述べて来たことの整理の積りで、私の往診の概容を箇条書きにし 

てみましょう。 
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往診の手段 

  １、九州の範囲は車、それ以外の地域は飛行機と新幹線 

  ２、都心部に宿泊するが、そこから訪問する家までは電車やタクシー。 

    １軒の往復で２時間～３時間要する場合が多い。 

    ・  一日に２軒の訪問が精一杯。 

        ３軒回ろうと思えば、帰りは深夜となる。 

  ３、興奮の激しい患者さんの収容の場合は飛行機に乗せて貰えないので車を 

    使う。東京から１５時間～１８時間、大阪から１０時間 

      （３人で交替しながら食事やトイレ以外はノンストップで走る） 

往診のスタイル 

１、滞在時間：１～３時間 

  ・家族全員を見るには、土曜・日曜でなければ夕方以後が望ましい。家族構 

    成員の誰かが、日中は職場、学校などに出掛けている場合が多いから。 

２、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る。 

  ・宿泊往診することで、家族大勢との親近感を深めるチャンスを拡げること 

    ができる。 

３、子供だけを家から連れ出して、喫茶店、公園、学校、美術館などを使うこ 

  ともある。２～３回の面接を済ませ、信頼感を深めた後で。 

４、本人の抵抗が大きければ、隣室で家族とだけ話す。わざと子供に聞こえる 

  ように、なるべく大きな声で。親は子供に聞こえないように気を使って小さ 

  い声になりがちなのだが。 

５、自室に閉じ籠り、家族に危険が差し迫っている場合、ドアを壊して侵入す 

  ることもある。このことが予測される時には始めから複数の人間（看護師、 

  ケースワーカー、心理療法士など）を同伴する。激しい暴力の可能性を考え 

  て。 

往診頻度 

１、一回だけの訪問で終るもの 

      ａ、一回だけで改善するもの  ……………………………３０％ 

      ｂ、治療者が家族から拒否されたもの……………………  ５％ 

        ・こんな先生では頼り無い、理解できない……と。 

      ｃ、自ら来院するようになるもの。………………………３０％ 

      ｄ、入院～入寮するに至るもの。…………………………３５％ 

  ２、長期に亘る定期的なもの       

      ａ、＜１回／１月＞のペースで３カ月から６カ月………４０％ 

      ｂ、＜１～２回／１～３月＞のペースで数年……………３０％ 
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      ｃ、問題がある時だけ（家族や本人の要請に応じて）…３０％ 

治療費用 

  初回：３万円    ２回目以降：２万円 

  ・宿泊地からの距離が遠いと、そこ（東京や大阪や名古屋）からの旅費を頂 

    く。 

 

  ３．私が実践できている特殊な条件 

 

  上記のスタイルの訪問診療の実践は、誰にでもは要求できないでしょう。私 

には特殊な条件が恵まれているからできているのです。その項目を挙げてみま 

しょう。 

１）一回の往診旅行（木～日の３．５日）で、訪問する家族が少なくとも３～ 

  ４件あること。これだけあれば６万円～９万円の収入をあげることができる 

  から平均すると赤字にはならない。 

  ：経費は７万円前後要するが、その大半は交通費と宿泊費 

    ■交通費………６万円前後、 

      ａ、飛行機（東京、大阪、名古屋と宮崎の往復）：４万５０００円前後 

      ｂ、新幹線（東京ー名古屋ー大阪など）        ：１万３０００円前後 

      ｃ、その他、電車、地下鉄、タクシー代など    ：    ２０００円前後 

    ■ホテル代……１万７０００円前後（時々患者さんの家に泊まるので） 

２）若草病院（精神科病院）・遊学舎（心理療法施設）のスタッフからの支援 

  が貰えること。 

    ■一日４０人もの患者さんを診なくてよい。（経済的安定） 

    ■週の内、木金土日の４日間を私がいなくても、他のスタッフが穴埋めし 

      て運営してくれている。（精神保健指定医師４人、心理療法士３人、教 

      育療法士２人、ケースワーカー９人、作業療法士２人、急性期病棟の看 

      護体制は２．５対１看護……多くの病院で４対１看護なのだが） 

    ■自立支援アパート（如月こかげ館と如月大空館：合計で１６０室）に早 

      期退院させられる。 

    ・  家族から離れて生活する患者さんに良い生活環境を提供できる。 

          ……精神科病院の中では健康な家庭的生活は困難である。 

３）土曜・日曜の休養を取らずに一年中仕事を楽しむことのできる私自身の特 

  殊性。 

    ：自慢に聞こえるかな？  強がりではなくて、心から仕事が楽しい。 

      あちこちで、「仕事が遊びで、遊びが仕事」と言っているが、それはか 

      なりの部分で本当。 
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        ４．診療報酬規定の中に 

 

  特殊な条件に恵まれている人は数少ないわけで、私のやり方は一般化できま 

せん。週末にはゴルフやマージャンや囲碁等をしなければ生き抜きできないと 

いう生き方の医者だって結構多いでしょう。 

  我が国の医療行為は社会保険診療報酬の上に成り立っています。そこで往診 

家族療法を普及させるためには、診療報酬体系の中に新しい項目を新設して経 

済的補償をしなければならないでしょう。 

  その額がどの程度になるか＜一人往診する間に「２０人の外来患者さんを診 

察できる」＞という先程の意見を下に積算してみましょう。単順化するために 

往診料、カウンセリング料だけで考えてみます。薬の投与をすると更に処方料 

などが加わるのですが、ここでは省いておきます。 

  病院と診療所で若干異なるので、別々に記載してみます。診療所の方がほん 

の少しだけ高くなっているのですが。 

    往診料                ７６００円（病院）    ７７５０円（診療所） 

    カウンセリング料      ３７８０円（病院）    ４４３０円（診療所） 

・  そこで、単純にお金だけで、＜一人往診する間に「２０人の外来患者さん 

を診察できる」＞という問題を解決しようとすれば、診療所分で計算して、 

      ＜往診家族療法代を４４３０円×２０＝８万８６００円＞ 

に設定すればよいということになるのです。 

  この数字の場合、３割負担の患者さんが窓口で支払う料金は２万６５８０円 

となります。 

  この額は私がいま頂いている数字を少し越えますが、家族にとって支払えな 

い程の金額ではないと言えます。 

 

            ５．その実現の可能性 

 

  この程度の金額の診療報酬が新設されれば、往診家族療法が経済的に成り立 

つことになります。しかし、保険財政が悪化して行くこの経済状況下で実現可 

能でしょうか？ 

  精神科医療に限らず、多くの慢性身体疾患でも在宅医療が叫ばれています。 

施設医療（＝入院医療）よりも在宅医療の方が「人間的な生活が送れる」とい 

うことで、手術や救急疾患などを除いて、施設医療は廃止されて行く傾向にあ 

ります。 

  １９０４年の春、宮城県知事が知的障害者の収容施設を１０年以内に全廃す 
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ると宣言しましたが、これは画期的なこと、非常に喜ばしいことです。 

  今まで、知的障害者や精神障害者は身体障害者や老人と共に病院や施設管理 

の中に閉じ込められて来ていたのです。それも「より良い生活環境を恵んでや 

るのだ」という＜押し付けの美辞麗句＞を並べ立てられて。本音のところは 

＜社会を効率的にする上での邪魔者＞として社会から排除され管理されていた 

のです。 

  在宅医療の進展は精神科医療の中でも大いに歓迎されなければならない領域 

です。というよりも＜精神科医療の中でこそ在宅医療が大切だ＞と言って良い 

でしょう。そしてその流れは今まで順調に進展して来ていました。ところがど 

うやら最近おかしくなって来ています。 

  この流れを見ると、往診家族療法の取り入れなど無理かなと思われます。 

 

            ６．デイケアの制限という流れ 

 

  ちょっと横道に逸れて見えるかも知れませんが、精神科の在宅医療について 

もっと詳しく述べてみましょう。 

  精神科の在宅医療を支えて行くには三つの作業が絶対的に必要です。それは 

＜デイケア・訪問看護・医者の往診＞なのですが、この三つの内のどれが欠け 

ても在宅医療は健全には進みません。 

  厚労省はこの２０年近く在宅医療の推進にかなり努力して来たと思います。 

医者の往診に関しての努力はもの足りませんが、デイケアと訪問看護には拡充 

への努力が積極的に積み重ねられて来ていました。私は１９８８年に日本評論 

社から出版して頂いた「若草病院デイケア日誌」の中で、デイケアの充実で 

＜精神科病院の８割は解体できる＞と書いたのですが、その実現も遠くないと 

期待していたものです。ところが、２００４年４月の診療報酬体系の改正には 

驚きました。＜デイケアに通える日数を一週間当たり５日までに制限する＞と 

いうのです。 

  私達の病院では５年程前から「３６５日診療体制」を敷いています。患者さ 

んは人が休む日曜・祭日、盆・正月、連休などこそ精神的に不安定になり、診 

療を要することが多いのです。土曜・日曜をどう過ごしてよいかわからないと 

いう患者さんはかなりの数に上るのです。そこで、デイケアも３６５日開いて 

対応してきました。 

  一人だけで生活して、寂しい思いをしている患者さんにとっては、お盆も大 

晦日もお正月も参加できるデイケアという集団は「我が家の皆みたいなもの」 

なのです。毎年、大晦日も楽しい年越しのデイケアを開いていたのでした。こ 

の人達の参加をこの４月からは認めないというのです。 



 286 

  私達の病院では議論の末、「保険請求はしないけどデイケアには参加させる 

ことにしよう」という結論に達しました。しかし、近年増え続けて来たデイケ 

アを実践する病院が勢いを落とすことは確実でしょう。撤退する病院も出て来 

るでしょう。 

  これは在宅医療の推進に大いに逆行する政策です。 

 

                ７．その背景 

 

  この決定の背景には日本精神病院協会（以下では日精協と略）の影が見え隠 

れします。人口減少、それに伴う経済の高度成長の停止と共に、保険医療を支 

える財源は乏しくなりました。施設医療から在宅医療へという厚労省の政策に 

は医療費の削減という一面もあったのです。入院医療よりも在宅医療の方が大 

きく安上がりなのです。 

  日精協は表向き学術団体ですが、実態はえげつない営利団体です。他の省庁 

がそれぞれの業界団体に牛耳られているように、厚労省の精神衛生局も完全に 

この団体に飲み込まれています。 

  民主主義という政治形態が狡賢い職域集団に悪用されて、形骸化されてしま 

っているのです。「博愛、平等、国民が主権」を目指す民主主義はいわば＜国 

民を愚弄してしまうための武器になり果てている＞という構図が、ここ厚労省 

の舞台でも如実に表現されているのです。アメリカがイラクを侵略した時にも 

この「民主主義をもたらす」という言葉を悪事の正当化への武器にしたのでし 

た。私はそれに勝る偽善が「厚労省精神衛生局と日精協の間」で行われたと想 

像します。 

  日精協は厚労省が＜悪徳病院を取り締まるために運営している病院監査の委 

員＞まで、「自分達が選任できる体制」をつくりあげているのです。精神保健 

指定医の定期講習会の開催権まで厚労省から取り上げています。この資格がな 

ければ精神科医療の殆ど全ての運営はできないのですから、精神科医療の全て 

の権限を日精協は握っていることになります。勿論、厚労省から依頼されたと 

いう形を作っているのですが。 

  彼等にとっては「役人をごり押しすること」は朝飯前なのです。＜役人は外 

見だけ威張らせておけば良い。裏でお尻を軽く蹴るだけで、どんな踊りでもさ 

せられる＞……とタカを食っているのです。 

  在宅医療の推進は病院解体に繋がることですから、日精協としては阻止した 

いのです。そこでこの度、「デイケアに回す財源を削って、我が入院部門に回 

せや！」という要求を実現することになったのでしょう。大きな流れが本物に 

なりそうなのに驚いて、そろそろ上品な顔などしておれないぞと。 
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  面の皮の厚い日精協は多分この数年間、甘い蜜を吸わせながら、役人のお尻 

にじりじりと火を付け、じわじわと要求して来ていたのでしょう。 

 

      ８．恥じるべきは学会や大学の精神科医局 

              …………若い医師達の大いなる奮起が必要 

 

  問題はこの状況を批判できない精神科関連の学会や大学の精神科医局の不様 

です。 

  学会や医局の責任者は声を大きくしてこの暴挙を指弾すべきでしょう。とこ 

ろが、知らないふりを装って沈黙しているのです。この状況は精神科医療の世 

界が学者の領域まで腐っているということを示しています。すると、この世界 

の改革は若い人達の奮起にかかっていると言えます。 

  腐敗の元凶は金銭でしょう。＜学会や医局の運営に関わる経済的支援＞を日 

精協関連の病院や製薬会社に依存しているという経済的な繋がりが腐敗菌蔓延 

の最大のルートであるようです。 

  良く考えてみて下さい。一流ホテルで開催される学会や医局などの催しの華 

美で贅沢なセレモニーが「会費や公然たる学内経費」だけで賄われている筈は 

ないでしょう。日精協関連病院からの医局協力費など、汚いお金にその大半を 

依存しているのです。すると、＜日精協批判やそれにまつわる行政批判等でき 

ない＞ということになるのです。 

  若い医局員は関連病院に出向して賃金を貰います。そこで貰うお金は高い程 

よいのでしょうか？  外車を買う、マンションを買う、海外旅行をする……、 

などの贅沢にうつつを抜かしていたら、もっとお金が欲しくなるでしょう。 

  医者も看護師、薬剤師、心理療法士など他の職種とのバランスのとれた賃金 

で我慢しておかないと、良い治療チームは作れません。 

  学問の世界では「非難すべきは非難しなければならない」のです。相手の機 

嫌を損なわないようにと、正論を引っ込めているようでは学問の世界の進歩は 

ないのです。ところが我が国の多くの学会が学問を論ずる場ではなくて、社交 

場、サロンに成り果てています。 

  医療事故の時、私は被害者側の支援をしてきました。医者仲間を敵に回した 

くないからというので被害者側の証人になる医者は少ないのです。同業者をか 

ばい合うということが始まる時、学会は学問の場ではなくなります。 

  統合失調症の患者が両親殺害という事件を起こした時、検察側は彼を刑務所 

にぶち込むことを最初から意図していました。４、５年前にこの宮崎で起こっ 

た事件ですが、検察側の意向は＜精神科病院に措置入院させても、すぐに釈放 

される。両親殺しという大犯罪人がそんなに簡単に街中を闊歩されては法治国 
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家の守り主である俺達の権威が丸潰れだ。可能な限り刑務所にぶち込まなけれ 

ば＞ということだったのです。 

  そこで検察側は、刑事責任能力ありという精神鑑定をしてくれる医者を探す 

ことになります。そして地元の大学教授と県立精神病院の院長がすんなりとこ 

の大役を引き受けたのです。 

  私はこの二人を批判し続けましたが、私への支援の声は殆ど上がりませんで 

した。少なくとも私の耳に届く範囲では。 

  心に高くプライドを持って精神科医療の改革に突き進んで行きましょう。自 

分の利益の為に正義を捨てるようなことを、少しでもすると心はたちまちのう 

ちに干涸び、頭には蛆虫がわいてしまうでしょう。 

  往診家族療法が日本中に広まって、心悩める若者が開放されて行くためには 

＜若い医師達の大いなる奮起＞が必要なようです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ・      ・      ・        ・      ・      ・      ・      ・   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 289 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          発行  ひ  か  り  出  版   

                                宮崎市宮田町７－３７ 

                              若草病院デイケア印刷部 

                                  ０９８５－２８－２８０１ 

 

                    発行責任者    若草クリニック院長  水野昭夫 

                      初版  ２００部        定価  ６００円 

                                           

                              出版日  ２００５．６．１． 

                                             

  


