思 春 期 病 棟
はしがき
登校拒否、家庭内暴力、非行等の治療に取り組み始めてから 8 年以上の月日が経った。スタッフ
が増え思春期病棟として独立した病棟を作ってから数えても 3 年を超えたことになる。試行錯誤の
積重ねでやってきたのであるがようやく自分達のやってきたことの中間的な整理ができそうである。
この本は一昨年から計画されたが次つぎに延ばされてきた。それは怠惰によると言ってよい。もっ
と完全に近いものをという自己弁護でのがれてきていた。しかし安易に投薬を受けて薬物依存症に
なってしまったり、治療を受けずに放置され大切な日々を延々と失っては一家の悲劇となるような
状況を思うにつけ、不完全なものであれまずは出版してみようということになった。
この本の第 1 の目的は「こんな病院があってこんな治療法がある。
」ということを知ってもらう
ことである。総論の殆んどは私が書いたが治療症例は直接の担当者に書いてもらった。これも治療
者各々を読者に知ってもらうことが目的の一つだからである。このうち 3 名は大学卒業後 1～2 年
で治療者としての適格性は未知数である。また 1 人のカウンセリングのためにどれだけの時間と労
力を要するかということを読みとって欲しい。先生にも親にも友達にすら口をつぐんでしまった子
供達の心を開かせること。──カウンセラーという鏡に自分の心をぶっつけてみることで子供達は
自分の心を見ることができる。鏡はなるべく静かに澄んでいて動かないでいてくれる方がよい。7
人の治療者という鏡はそれぞれに個性をもっていて自分に適する患者さんを担当することになって
いる。症例報告から各々の鏡の質の程を判定していただくのも結構である。治療法に関する批判を
あおぐこと、あるいは治療者としての参加を募ることも本書の目的の一つである。
いま一つの目的は学校の先生、一般家庭の人々に症状の意味を理解していただくことである。1
部第 4 章に詳述したが、私達の生きている社会はその中で生れ育っていく子供達にその全ての影響
を伝達する。
症状はいわば彼等の反応であることをこの本によって理解していただければ幸である。
昭和 59 年 2 月
若草病院長
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水野昭夫

第 1 部
1 あゆみと展望
事物の展望ほど語ることの難しい物はない。例えば、人間の誕生は誕生日か。子宮粘膜に着床し
た日か。受精した日か。精子と卵子まで辿り始めたら生命の誕生までさかのぼることになる。この
思春期病棟も心理スタッフが 5 人に揃った時点が誕生とも言える。しかしどうやら着床した日ごろ
まで遡って単純な事変で区切ってみよう。
（イ） S50 年 9 月 宮崎市広島通一丁目にて若草医院開設。
（ロ） S52 年 9 月 思春期の患者のため別館を新築。
（4 人分の個室と管理人室）
（ハ） S55 年 2 月 現在地へ病院全体が移転。
（ニ） S55 年 5 月 副院長Ｄr 中江着任。思春期病棟を分離する。
（ホ） S56 年 4 月 心理療法士が 3 人になる。
（へ） S56 年 10 月 心理相談所開設。行軍開始。
（第 1 章 3 のニ参照）
（ト） S57 年 4 月 心理療法士が 5 人になる。
（チ） S58 年 8 月 病棟を改造し個室 6 室作る。
（イ）の頃より思春期の患者を扱っている。当時は 19 床の医院で看護スタッフ 6 名、心理療法士 1
人、その他 4 名の少人数。狭い中庭に卓球台 1 台というみすぼらしい姿であった。しかしここで体
験したことが現在の体制を作るための基礎になったといえる。
私が初めて登校拒否に接したのは S46 年、宮崎県立富養園（単科精神病院）の中であった。約
390 床の病院の中に 50 床の小児病棟があった。自閉症が全国に知られ始めた時期で進取好みの当
時の県知事がルピナス学園と称する情緒障碍児治療施設を作ってこの小児病棟に併設されている。
当時情緒障碍児の治療をとなえる施設は全国に 4～5 ヶ所しかなかった。九州ではここだけであっ
たので全九州からいろんな子供が集まっていた。てんかん発作の合併、失尿失便、他の子供を咬み
つくなど取扱いの困難な重度精薄、大抵の病院が入院拒否をするような重症児が殆んどであった。
ところが情緒障碍の治療に取りかかる人員の少なさはいうにおよばず身辺環境の整理をするために
人員すら不足していたのである。現在も 390 床の病院に心理療法士は 1 人しかいないがその他の状
況も大差はない。このことを如実にもの語るものは遊戯室と食堂の間の柵である。食事の配膳をす
る間に手を出す子供達を隔てるのがこの柵の役目である。配膳しおえると扉が開けられる――子供
達はいっせいに食べものめがけて走っていく。それが朝昼晩くりかえされるのであるが、59 年度の
今日なおそれは続いているのである。
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私が初めて接した登校許否児はこの中に生活していた。今思えは背筋が冷たくなる。彼はカモシ
カのように足長の、利発そうな顔立ちのスポーツ少年であった。私は小児病棟の担当ではなく彼の
主治医ではなかったのだが、心理療法士に頼まれて関係することになった。実はこの心理療法士が
現在の私の妻であり当院の心理スタッフの 1 人であるが、
「自分でどうしてようかわからない。と
もかく学校にさそってみたいから一緒に行ってくれないか」と依頼されたのだったと想起する。私
は殆んど何の予備知識もなく早朝の彼の家を訪れてみたが失敗だった。私は、畳の部屋から玄関ま
で出ることができずに敷居の上に崩おれる少年を見てなす術がなかった。血の気のない顔には表情
も消え、ひっぱりあげようとしても手も足もまるで死人のように筋肉の緊張はない。こういう登校
誘導を 2 回程試みたのであったろうか。今思えば全く恥ずかしい限りであるが、どうしてよいかわ
からずただうろたえるばかりであった。
小児病棟には、先にあげた重症児のみならず教護院を脱走して手におえない非行児まで入院させ
られるしまつになっていた。しかし登校拒否のカモシカ少年にとってはそれはむしろ幸いであった
のかもしれない。少年は小児病棟に併設されたルピナス学園へ昼間の数時間は通う。帰るとこの柵
の中なのだが、この非行少年が唯一の違和感をもたなくてすむ相手であったのだから。彼はときど
き職員や成人病棟の患者達と野球に興じていた。しかし夕方から朝の明けるまでの長時間は、非行
少年達でもいなければ耐えることのできない時間であったはずである。私は S48 年 3 月にこの県立
富養園を事情があってやめたが、殆んど何も彼に対してなすことができず、ときどき顔をあわせる
とむしろそんなみじめな状況から救い出すことのできぬ自分に恥じるばかりであった。
私は、精神病院の改善は行政と精神病院従事者の双方から進められなければならないと考えて行
動していた。ところがそれは既存の病院とか県当局からは社会秩序を乱すものととられて、
「あいつ
はアカだから」という田舎では強烈なレッテルを貼られ職場を干されるはめになってしまった。そ
こで S50 年 9 月にやむをえず開業して糊口をしのごうということになったのだが、この時の当面の
目標が登校拒否や神経症の患者を中心とした病院を作ってみようということであった。それは閉鎖
の病棟がないからという現実からの要請でもあったのだが、神経症圏の患者を中心に扱う病院が是
非とも必要だという考えからであった。もちろん、不十分な治療で廃人のようにされて行く精神病
患者の多い状況を早急に改善する道を開こう、という意気込は胸に秘めながらさし当りという発想
である。それにはカモシカ少年から味あわされたみじめさがかなり強く影響していたといってよい
であろう。
教育研修センター、児童相談所あたりから個人的つながりのルートで患者の入院治療を依頼され
た。私は蛮勇をもって引き受けたのだが、どの蛮勇を支えた最大のものは「どこにも登校拒否症の
治療場はないのだから」ということであった。
S50～53 年にかけて 24 人の思春期の患者を診療している。この内訳は、
（a）思春期自己確立葛藤症 （一部 4 章参照）
（イ）登校拒否および家庭内暴力………12 名
（ロ）非行………………………………… 1 名
（b）性格障碍が固着した群…………………2 名
（c）神経症領域にまで進展した群…………3 名
（d）知能低格者の不適応……………………1 名
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（e）精神分裂症その他の精神病……………6 名
以上であるが、この間は試行錯誤の時代であった。思いもかけず治療が進展したり、はかばかし
くなく停滞しては一喜一憂していた。そんな中にカモシカ少年がひょっこり遊びに来てくれた。前
記のような治療状況の中でルピナス学園に在籍し、やがて小児病棟から地元の中学へ通学できるよ
うになって卒業しある会社に勤めていた。定時制の高校にも通ってやがて大学も受けると前向きの
姿勢を見せに来てくれたのであるが、少年の身体を支える筋肉の一つ一つが何処となく一まわり豊
かさを失ったように思えてならなかった。それは、確かに学校へ通えるようになったが、しかし自
由と対話を拘束されたあの閉鎖病棟における長時間の空白は、大きな障碍を残さずにはすまなかっ
たということを示すものであった。この事実は私にとっては思春期病棟を進めて行く上での大きな
指標となった。
さらに 19 床という小さな病棟単位で見たからよくわかったのだと思うが、患者間で交わされる
影響の治療作用としての重大さである。
もちろん分裂病の患者同士でも意味のある影響を与えあう。
例えば、症状の鎮静した時期の分裂病の患者は、症状期の患者を見て「俺も悪い時にはあんなにあ
ったがな」を言う。そして、相手が何をしていようがおかまいなしに喋りかけてくるわずらわしさ
を我慢しながら、彼をうまく指導するだけの理解をもつことができる。しかし、神経症圏の患者同
士の場合はもっと心の中まで入って行き、お互いの質的変容をもたらすことのできる程の力にまで
至る。又、神経症圏の患者たちは積極的に発言するだけの行動性をもたないが、分裂病圏の患者の
あるタイプはきわめて行動的であり、諸々の集団行動の中で牽引車の役を果たしてくれる。そうい
う意味で 1～2 割の範囲であれば、神経症圏だけの患者グループの時よりか分裂病圏の患者が混在
する時の方が雰囲気は活性化され、症状の改善が早くすすむことがある。しかし非行群はどうも別
である。神経症群とも分裂病群ともなじまない。むしろ治療的雰囲気を破壊してしまう。
閉鎖病棟を可能な限り避けて患者の自主性を尊重するということ、患者間の行動を重視するとい
うこと、の二点を述べたが、この初期の段階で得た第 3 の教訓は、患者の家庭・学校をなるべく自
分の足で訪れてみるということであった。まさに百聞は一見にしかずということであるが、それは
そのことを通して患者の周辺をよく理解できるということにとどまらず、患者自身あるいは患者家
族の中にもたらす効果である。全てを知られたということ、治療者側も自分を裸にして踏み込んで
きてくれたということ、
その事実から生れてくる親密感と信頼感が無駄な防衛を吹き払ってくれる。
第 4 の教訓は、親あるいはその他の家族のカウンセリングは必要ではあるが治療の中心にはなら
ないということである。中学生前半までの登校拒否は直接的な事象で誘発され家族の対応の仕方で
改善される場合が多い。しかし思春期の登校拒否はもっと根深い。カウンセリングで変容可能な親
の変化で子供が立ち直るには、あまりに深く長期にわたって子供の心は病んで敵対しているのであ
る。
例えばある父親は子供に、遊ぶ時間を殆んど与えないくらいに勉強を強いた。少年が近所の子供
と遊んだ記憶は小学 4 年までである。ソフトボールを夕方遅くまでやっていてこごえる指をさすり
ながら帰っているのを彼は回想してくれた。知能指数も高い彼は某進学校で抜群の成績をおさめて
いたが、
高 1 の 2 学期より突然不登校が始まった。
当院へ来院したのはそれより 2 ヶ月後であるが、
まず父親の硬直さにおどろいた。少年の鋭敏な感覚は父親の発する刺戟を殆んど逃がすことなく反
応しているのがよんでとれた。入院を説得すると本人は即、家族も「それが一番よいのであれば」
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と応じて、即日入院ということになった。私は学校のことはしばらく忘れようと指示して自由連想
による接触を重ねた。卓球、バレーなどのスポーツもめきめきとうまくなって行く。本屋から「将
棋の手ほどき」という本を買ってきて研究する――どのうちに私も負けるようになってしまった。
外泊させると弟にも将棋を教えて相手させる。父親も時々相手をしてくれる程に変化してくれた。
しかし彼は外泊させると必ず落ち込んで帰ってくるようになった。将棋の相手をしてくれるように
なっても父親の中には彼は「勉強をして東大に行って大政治家になる夢はどうしたのだ」という声
をきかずにはおれなかったのであろう。ある日彼は、病院に帰るといって家を出て行方不明になっ
た。県北の祖父の家にいるということがわかったのは一両日経ってからだったが、私は翌日その家
を訪問してみた。12 月の風の少ない日だまりで 72 歳の老人が竹籠を編んでいた。
「若草病院のもの
ですが」と問いかけると、老人は頤で返事して視線を合わせてくれなかった。すぐおばあさんが出
てきて「裏山におります」をいうので、その足で谷を下り山をのぼり杉山の音のする方向をたどっ
て行ってみた。彼は黙々と杉の枝落しをしていた。私が来るということは本人には伝わっていなか
ったらしく、本人はえらくびっくりした。私は「ちょっとオレにも貸してみろ」と先端に鋭い鎌の
ついた長い竹竿で枝を落としてみた。2～3 回で汗をかかんばかりになる、重労働である。
「随分大
変だなあ」というと「要領をおぼえればそうでもないけどやっぱりきつい」と答える。後日、母親
からこの祖父と父親との関係をきいた。祖父は、学校の事務官をしていて父親が 14 歳の時、公金
を持ち出し若い女とかけおちしたのだという。父親は世間の嘲笑の中で苦学しながら高校を卒業し
て現職についた。父親の思春期から青年期にかけての外傷体験は今でも尾をひいていて、祖父との
間には越しがたい溝がある。少なくとも短期間のカウンセリングで埋め得る溝ではない。十年一日
のごとく変わらない親よりも、竹の子のように日々成長してゆく子供達の治療を中心に考えよう。
逆に成長した子供が親を変えて行くという発想である。
5 番目の教訓は、4 の延長と考えてもよいが、親と子の生活の場を切り離すことでお互いに反応
しあっている悪循環の輪を断ち切る――そこで子が親を客観視できるように成長するのを待つ――
という現在の思春期病棟を運営する基本概念となっている方法を確認できたということである。
思いつくままにあげてみたが 先にのべた（イ）から（ハ）の期間に大体の骨組ができたと言っ
てよいと思う。廃業したホテルを買い取って 55 年 2 月現在地へ移った。3 億 5000 万円で買収、改
装費 2 億円、運転資金 1 億円。いろいろの人のお世話になったが随分と冒険でもあった。病棟構造
の欄に記載しているが、164 床の内科、精神科の病院の一角に思春期病棟が棲息している。これだ
けの規模と資金がなければ思春期病棟の経営は無理だといえるだろう。
Ｓ55 年 5 月、Ｄr.中江が着任して思春期病棟がようやく現在の形を現わすことになった。経営の
関係上心理療法士を増やせずに宮崎医大の学生や就職浪人生のアルバイトなどを応援に頼んだりし
ていたが、Ｓ56 年 4 月より心理療法士を 2 人増やして 3 人になった。
Ｓ56 年 10 月には心理相談所を開設した。これは、精神科という看板の病院にくるのが嫌だとい
う対象を意識した面もあるが、心理療法士の社会的自立ということを目ざしたものでもある。
心理療法士には現在のところ国家認定の資格制度はない。看護婦、臨床検査技師、理髪屋さん、
アンマ、ハリ、キュウ、大抵の職業に資格があるのに、心理療法士（以下ＣＰと略す）にはない。
そのため、大学の心理学科を卒業しても大学に残って研究者になる人以外は、企業に勤めて専門外
の仕事につく人が殆んどである。少し心理専門職がついたものは児童相談所、少年鑑別所、家庭裁
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判所の調査官などごく限られた公務員、病院等の心理判定屋さん等である。治療者としてはきわめ
て少数の例を除いては、理解のある病院の中で病院の経営におんぶされて細々と成立っているだけ
である。ところが心理療法の必要性は甚大であり、ますますその必要性は増えて行くであろう。心
理療法院が人口 10 万の街に 2～3 ヶ所は成立するはずであると思う。それがあれば自殺、心中、非
行、犯罪等のかなりの数が救えるであろう。あるいはいいかげんな精神病院にかかって精神安定剤
の中毒にされてしまうとか、性格障碍を固着させてしまうなどの犠牲者を防ぐことができるであろ
う。しかし心理療法院が町中に自立できるためにはＣＰ自身がもっと力をたくわえるしかない。そ
のための準備の場所として「わかくさ心理相談所」を作ってみた。
Ｓ57 年 4 月にＣＰが 5 名増えた。大学の新卒者が 3 人であるが 医師は往診に走り回る度に彼
等を症状の現場に対面させている。
そこでは知識をして学んだことは直接には殆んど役に立たない。
ただただうろたえるだけのようである。
しかし彼は患者に対して応答しなければならない。
言葉で、
目で、暴力という動作で患者は問いかけてくるから。試行錯誤でＣＰは自分の技術を開拓して行く
しかないのである。その時に大学で習った知識はいくらかの役割は果たすのであろう。心理劇、森
田療法などの特殊心理療法に取組むＣＰも出てきた。しかしそれは少年達の心を開かせる単なる手
段なのであり、治療の全体理念は精神分析の理論の中に包含されると認識しておくべきであろう。
症状の現場の中で考えること。そして少年達の問いかけに誠意を持って答えること。子の二つを忘
れなければ治療者は治療上のどんな冒険でも試みてよいであろう。
これからの差迫った目標は二つある。一つは思春期病棟を独立した看護単位にすることである。
現在は女子病棟の一部になっていて総患者数 42 名のうちの 12 名である。痴呆老人、成人の精神分
裂、躁うつ病、神経症、多動傾向の精神薄弱などの病棟と継っている。これは時として治療的効果
を果す面もあるが混乱の原因でもある。
あと一つは非行群を治療する施設を作ることである。非行も、別項で述べるように明らかに心理
療法を待っている。
（それは成人の犯罪でも同様である）
。しかし登校拒否、家庭内暴力等の群と違
って、自己成長を待つという方法では処しきれない。シンナー、暴力、異性交遊‥‥‥どれをとっ
ても放置しておくわけにいかない。私たちの思春期病棟でもやむをえず何人かの非行をあずかって
きた。彼等はきわめて素直である。特に閉鎖の病棟に入れると初めの数日は悪態をついて叫びまわ
っているが、
「やはり自分が悪かった」と言いはじめる。涙ながらに心の内を吐露し立ち直る決心を
約束する。そこで老人病等のお世話、ボイラーの手伝い、木工作業室などの院内作業を始め出すと、
心理療法士は一旦ホッと一息つく。
ところがそれは一週間とつづかない。
三日ともたない子もいる。
無断離院、シンナー泥棒、警察に保護。景観に頭を下げて再び収容する――という失望のくりかえ
しをあじあわされる。しかし彼等は決してＣＰに虚言を弄したわけではない。そのときは心底から
そう思いたかったのだ。
思っていたのではないにしても。
彼等に欠けるのは意志力と忍耐力である。
その背景に劣等意識がある。忍耐を支える医師と彼らの心の内に耳を傾ける余裕をもって当れば、
彼等を必ず立ち直らせることができると考えている。そのために考想している治療訓練施設は以下
のごとくである。
（イ）

土地：10 町歩以上

（ロ）

そこで農業、林業、土木作業、木工作業等の創造する作業訓練を行う。

（ハ）

少年 4 人に心理療法士 1 人
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（ニ）

思春期病棟の治療システムとの連携。

2 病棟の概略
イ）構造および収容のあり方
病院全体は廃業した 6 階建のホテルを改造したものである。土地 960 坪、建物 2000 坪で高庭に
はプールもあったホテル跡である。一階が外来と食堂、厨房、心理相談室、二階が内科一病棟（痴
呆、寝たきり等）とピアノを備えた集会室、会議室、三階が内科二病棟（一般内科）
、四階が女子精
神科病棟を思春期病棟、五階が男子精神科開放病棟、六階が精神化閉鎖病棟となっている。
思春期病棟は女子精神科病棟の看護体制の一部になっているが、洗濯場、ＴＶ室などを中間にお
いて成人病とは半隔離されている。入り口にカウンセリングルームがあり、一般病棟の患者さんは
立入禁止と掲示されている。ここから両側に個室が 3 室ずつ 6 室。奥に 2 人～3 人部屋が 3 室。森
田療法などの特殊療法室が 1 室、集会室が 1 室、となっている。
子の思春期病棟は完全開放病棟であるので、症状の悪い時期には 6 階の閉鎖病棟、4 解除し病棟
の一部にある閉鎖室を使うこともある。半強制的につれてきた家庭内暴力 境界域、頑な閉じこも
り、非行などの約 2 割くらいはその入院初期に使用する。境界域あるいはシンナー等の嗜癖少年た
ちに長期使用することもあるが殆んど 2～7 日である。
6 階閉鎖病棟の構造は、――廊下の両端は鉄柵で囲まれている。看護婦詰所との間はホテル時代
の客間の床柱で作った柵で境されている。柱の間を通して物品のやりとり、電話の受話器の受け渡
しができる。この病棟の中には一般病室が 6 室 24 人分、保護室が 2 室、食堂を兼ねた、ＴＶ、ゲ
ーム等をする娯楽室が一室ある。子の中で上記の時期の少年たちは数日を過ごすのであるが、どこ
にも逃げ出すことのできない構造はかなりショックのようである。
半強制的に病院に連れてくる少年たちは極く稀に即日入院をいうこともあるが（家族などへの身
の危険、自殺、家出などの想定される場合）
、殆んど 3～5 回の往診による面接をくりかえした後で
実行する。例えば「今度来たときにもこのような状態なら注射を打ってでも病院へ連れて行くぞ」
と最後の面接で宣告しておくのであるが、少年は私たちの声にぜんぜん耳を傾けないふりをしなが
ら裏では神経を張りつめて、
「子の人たちは信頼してもよい奴らか否か」判断しようと必死になって
いるのである。注射を打つときまで必死に抵抗するものもいるが、殆んどの子は「注射をうたんで
も行きますよ」とついてくる。詳しいことは後述するが、これらの例のうち約 2 割が閉鎖病棟を利
用する。2～7 日で開放へ移すと、家へ帰って以前にまして荒れる少年もいる。被害が拡大しないう
ちになるべく素早く往診にかけつけ再収容することが私たちの仕事になるが、それをくりかえすう
ちに彼と私達治療スタッフとの間に信頼の絆が生れてくる。
彼らの自由意志を束縛する閉鎖の構造はある種の暴力と言える。しかしそれは頑な殻に閉じこも
ったある群の子供たちの心を開くためには、避けることのできない道程であるように見える。少な
くともそうしたことで治療を始める糸口がつかめるし、彼の心に与えたそのショックの傷害は、治
療をすすめるための大きな障碍となるものではないようである。むしろそうしてもらってよかった

7

と、後で述べるようになる。

ロ）職員構成および連係
医 師

3人

心理療法士

5人

ケースワーカー

2人

看護婦および看護士

15 人

以上が思春期病棟に直接かかわっている職員である。症状の悪い時期には成人病棟へ転棟するこ
とがあるので、男子病棟（5 階 6 階病棟）の看護スタッフ 15 人もその数に準入して数えておこう。
医師 2 人は共に 40 歳になる。医師水野は都城出身、鹿児島大学卒業。医師歴 15 年になる。医師
中江は東京出身（その母方は宮崎）
、北海道大学卒業。医師歴 11 年であるがそのブランクは大学時
代の荒野彷徨。二人共、大学卒業後、医局講座制といわれる大学教授を頂点とする医局（封建的な
ファミリー）の中に籍をおかず、大学をとび出して精神化患者の中に素手で入り込んで行っている
ということは特筆しておこう。
心理療法士水野松子は 37 歳。鹿児島大学卒業。経験 14 年。4 児の母親。医師水野の妻。曽原義
景は 33 歳。関西学院卒業。経験 3 年。独身。いろんな職業を経験してきている。
岡本好子、25 歳。九州大学卒。石川久美子、24 歳。鹿児島大学卒。金丸慣美、24 歳。広島大学
卒。の 3 人は大学卒後 2 年目である。
以上の 7 人がいわば治療のリーダーシップをとるわけであるが、入院患者数は 10 名から 15 名な
ので 1 人の心理療法士は 2 名から 4 名の患者を担当することになる。意思はそれぞれ半分ずつ分担
する。このようにして担当治療者を一応きめた上で全体の運営を考える。治療者チームの意見交換
は随時医局で行われるが毎週火曜日の全症例検討会がかなり有意義に活動している。毎週午後 7 時
から始めるのであるが延々と 11 時をすぎることも頻々である。この検討会では担当心理療法士が
自分の受持患者の一週間の病状経過を報告する。
それに対して医師、
担当外の心理療法士から質問、
反論、提言がなげかけられる。
ケースワーカー、看護スタッフとの連係も大切である。これは毎朝、毎夕の申し送りの時間（看
護スタッフは三交代で 24 時間の勤務をしているわけであるが、そのひきつぎの連絡会を申し送り
とよんでいる。
）で日々行われるが、さらに突っこんだ検討は毎週水曜日に行われる。昼食後の休み
時間を犠牲にして午後 1 時より 2 時半まで。これは勉強会とよんでいるが、男女成人病棟、思春期
病棟からそれぞれ問題の症例をもち出して検討する。看護スタッフはどうしても管理的になりがち
であり、心理療法士の方は受容的になりがちである。その間の意見の調整がここで行われ お互い
に理解を深めていく。

ハ）患者構成
この病棟の大半は登校拒否症・家庭内暴力の子供達である。
ごく少例であるが非行も入院する。症状発生的には、後に思春期自己確立葛藤症として述べるよ

8

うに登校拒否の子供たちと同根である。しかし登校拒否・家庭内暴力の子供達は、家庭外では良い
子であり家では悪い子である。非行の子供達は往々にしてその逆である。前者内向的であり後者は
外交的である。そのため病棟運営はうまく行かず、病棟規則を守らないことを理由に一般病棟に移
したり退院させたりすることになることが多い。
精神分裂病あるいは境界域の子供達は比較的多い。中学高校時代がこの病気の好発期であり、初
期は登校拒否症とまちがわれやすい。精神分裂病は薬物療法が治療の基礎をなすのであるが、その
上で心理療法を積極的に企てていくことが不可欠である。薬物療法と心理療法を併用していくとか
なり早期に症状の改善が見られる。むしろ幻覚や妄想が改善されると、登校拒否や家庭内暴力等の
性格障碍郡に比べて健全にすら見える。
全てに引っ込み思案なこの子達より積極的にふるまうので、
よく分裂症群はグループワーク、行軍などでリーダーシップをとって、ともすれば沈滞しがちなム
ードを明るい方へひっぱって行ってくれる。15 人の少年達の中に 2～3 人のこの群が混在している
のであるが「薬を飲まなければならない人」
「自分たちは体験したことのない幻覚や妄想を話してく
れる人」としてちょっと不思議な人たちと見られはするが、さほどに違和感はもたれず、むしろ人
気者、頼れる人として慕われたりする。
知能低格者の単純な不適応も時々入院する。興奮がおさまるまでの短期間であとは学校や家庭の
指導でうまく行く。1 カ月内外の入院であるが、多弁、おせっかいが多いなどの症状がない限り、
むしろ病棟全体に和をかもし出してくれる。
Ｓ55 年以後の症状実数は第Ⅱ部の 7「症状別経過表」を参照されたい。

3 病棟運営あるいは治療の方法
「親と子の生活の場を切り離すことで、お互いに反応しあい互いに傷つくという悪循環の輪を断ち
きる。そこで子が親を客観視できるように成長するのを待つ。
」――これが思春期病棟の基本理念で
あると先に述べた。入院が長びいて治療者との関係がうまくいかない時期には、私達は子供達に対
して、家よりも過ごしやすい生活の場を提供しているだけの下宿屋さんにしか過ぎないように思え
ることがある。しかし私はそれでもよいのだと考える。大家族の多かった 20～30 年以前までは親
子の関係が極限状態を越して悪いとき、子供を預けるうちはどこそこにあった。祖父の家、叔父の
家、ちょっとした知人のうち等々。そして結構よい成果をあげていたのだろうと思う。しかし居住
家が狭くなり、少数家族化して行く中でそういう余裕は狭められてきている。
生活のし易い下宿屋にどのような色付けをしているか。
（イ）病棟規則 （ロ）グループワーク （ハ）個人カウンセリング
（ニ）行事

（ホ）心理劇

（ヘ）会食

の順に述べる。

イ）病棟規則
一つの生活共同体の中にはどうしても規則は必要である。しかし厳格すぎる規則の適用は治療上
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望ましくない。57 年 6 月にグループワークの中で職員、患者を交えて討議して作った規則は以下の
ごとくである。
（1）起床 7 時半まで。就床 12 時。
（2）夜 10 時以後の他室訪問禁止。
（3）行軍、グループワーク、会食は必ず参加。
（4）女子の居室でのゲーム等は禁ずる。
（5）午前 9 時～11 時の間は勉強、読書、卓球、ピアノは可。トランプ、ＴＶ等の遊びは禁止する。
しかし、朝食の時間にも起きてこない子も多い。夜も 2 時 3 時まで深夜放送をきいたりしている
時期もある。グループワークにも出ない。行軍にも出ない。個人のカウンセリングも拒否する。そ
ういう時私達は軽い声かけだけして、規則を守るように強制することはしない。家族にはそれが甘
やかしに見え、
自分達の期待に応える努力をしてくれていない病院に思えることがあるようである。
しかし私達は彼が動いてくれるまでじっと待つ。動きやすいように準備しておくだけである。
ただし分裂病、境界域、非行の子供達の場合は別である。かなり強引な誘導をするし、それも不
可能の場合には思春期病棟から 6 階の閉鎖病棟へ一時的に転棟させることもある。しかし暴力や罰
則の類はもちろん使わない。

ロ）グループワーク
これは集団心理療法の一つである。週に一回一時間程集会室に全員が集まりいろいろの話し合い
をする。病棟内での諸々のトラブル──掃除が不充分であるとか、夜遅くまでラジオを聴いていて
うるさいとか──の解決のための討議になったり、七夕祭りとかクリスマスパーティとかの催物の
準備のための話し合いになったり、自己の症状の分析あるいは今後への心構えなどをうち明けたり
などの場となる。
自由で許容的な雰囲気の中で行われるのであるが、心理スタッフはなるべく指示的な形にならな
いようにその中に参加する。時に意見を求められる。話題からずれそうになる……あるいは雰囲気
が険悪になる、沈滞する……その度に軌道の修正をする程度の参加である。必要がある時には精神
科医、ケースワーカー、看護スタッフも参加する。
おおよそそのグループワークのすすめ方は以上であるが行軍等と同じようにその運営はかなりギ
クシャクとしたものである。まず参加させること自体が困難であるし参加しても閉じた貝の集団の
ように各自が散在しグループワークとしての活動が始まらないことが度々である。そのためにこの
3 年近くの間に休会したり中断することが幾度かあった。治療スタッフの技量の不足も一因である
かもしれない。しかし単に経験の不足といった方がよいのであろう。自己防衛が強すぎて集団化へ
抵抗する──集団への所属の欲求をもちながらそうできない自分を腹立たしく思う──ということ
が正にこの子供達の中心症状であるわけであるからグループワークがスムーズに行かないのはむし
ろ当然のことであるはずである。だからグループワークがうまく進められないからといって技量が
不足していると自己嫌悪に陥り中断したりする必要はないのかもしれない。グループワークが沈滞
し活動が停止すると何かがおこる。3 月 3 日、5 月 5 日、7 月 7 日、12 月 24 日といったお祭り日
も活性化させてくれる。
（これは思春期病棟に限らない。こんな祭日がなければ一般社会も無味乾燥
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なわけで暦の上の旗日はまさに生活の知恵といえるであろう。
）あるいは新入患者。飲酒、喫煙など
の規則違反者。暴力事件。病棟中を騒がすような事件はいやがおうでもグループワークを動かさざ
るをえない。そこから動きが始まるのである。そういう経験をかさねて行くうちに私達はたとえ参
加者が一人になってもグループワークは中断しないこと。持続することに意味があるのだという教
訓を得た。
行軍も同じように集団参加への抵抗ということから参加者は少なくなることがある。しかしグル
ープワークと比較すると言語による発言を要求されているという緊張は薄い。ただ黙々と登ればよ
いという安心感がある。皆んなが飲むための水筒をもって登っているという充足感を言語を交じわ
すことなく満たすことができる。頂上に登りついたという満足の中から心の開放がはかられ思いが
けずも他のもう一人の心との交流が始る。
グループワークにおいては円座をかいて全員が対面し発言を求められるという緊張の中におかれ
るのであるからむしろ活発に活動し始めたとしたら全員がすでに症状の峠を越しているのだと判断
してよいのであろう。この円座の中に座らせられるということへの抵抗、特定の子供の一方的で押
しつけがましい発言への嫌悪、うまのあわない特定の子供への過剰な意識等々。この集団の中で揺
さぶられ、傷つき、苦悩することを通して子供たちは自分という人間を知ってそうした自分への改
革に取り組むことになるのであろう。
先にも述べたようにこの病棟は思春期自己確立葛藤症の子供達だけの均一集団ではなく分裂病域
の子供も混在した集団である。
そのためにグループワークが混乱させられるということも度々ある。
例えば多弁、妄想思考などのある時期の分裂病者など。しかし前にも述べたように薬物療法等で症
状のおちついた分裂病者はむしろ積極的に発言しグループワークの牽引車の役割をよく果してくれ
る。情動興奮、妄想性思考、幻覚の消失した分裂病者はむしろ神経症領域の子供達よりも活動的で
あり社交的であり生産的である。

（ＣＰ曽原）

ハ）個人カウンセリング
入院治療の中で最も時間をとるのが個人カウンセリングである。患者達はよく「面接をお願いし
ます」と自ら求めてくるが具体的には後述の症例の中で詳しく知っていただくことにして、ここで
は概要を述べる事にする。
クランケ

思春期病棟 10 数名の患者を 2 人のＤr，5 人のＣＰで担当する。ＣＰ1 人に対し患者（以下Ｋr
と略す）2～4 名の割合である。各Ｋr の面接は週 1 回、1 時間から 1 時間半をかけて行う。Ｄr も
ＣＰとは別に週 1 回の面接を定期的に行う。しかしＫr によっては毎日のように面接を希望する者
もいたり、また、1 回に 2～3 時間かけてでないとうまく表現できない者もいて一様ではない。その
様子は後述の症例を読んでいただければ充分感じとってもらえることと思う。
この個人カウンセリングの目的は、各々のＫr の抱えている問題を明確化し、共に考え、Ｋr の成
長を支えていくことである。彼らの問題は、親子の関係や学校での不適応が主であるが、彼ら自身、
自分の抱えている問題を意識せず、明確に把握してないことが多い。私達治療者は、彼らの訴えに
耳を傾けながら彼らをできる限り受け入れ、信頼関係をつくってゆく。その上で彼らを問題に直面
させ、自分の症状や行動が何に根ざしているかを認識させる。その後彼らが自分自身で問題解決に
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むかって思考、葛藤をくりかえしながら心理的に安定してゆき、それに伴い行動も修正してゆく過
程に、私達は歩調をあわせてすすむ。その中から彼らは私達の支えなしで自分達の生活の場に自立
して行く道を見つけていくことになるのである。
しかし、実際にはここに述べるように順調にはすすまず、脱線したり、後退したり、また同じ場
所で足踏みをくりかえすことが度々で、まさに試行錯誤のくりかえしである。
受け入れること、自立の方向を信頼すること、そして何回失敗しても待つことの三原則がまず基
本姿勢ということであろう。

（ＣＰ岡本）

ニ）行軍
毎週火曜日の昼に青島まで出かける。冬は山登り、夏は海水浴か川遊びであるが、これを行軍と
呼んでいる。56 年の 10 下旬が始まりである。青島の子どもの国を流れている智福川の上流“加江
田自然休養林”の山神山（標高 255ｍ）を治療場に使い始めたのは、家族連れで遊んでいて発見し
た偶然の思いつきからである。急角度の斜面を登っていくと杉山の奥に日向灘が見えてくる。波状
岩と青島。白浜の灯台。さらに七合目まで登ると北面眼下に宮崎市内が一望できて、奥にはうっす
らと尾鈴の山脈がうかがえる。この展望台まででずい分とこたえるのだが、これからさらに急傾斜
──私は心臓破りの坂とよんでいる──が続いて、55 段の踏み段をのぼると頂上につく。ここから
は堀切峠の切枝から内海まで見渡すことができる。トンビが悠然と海と空と杉山を背景に舞う。モ
ズがけたたましく叫びまわる。ウグイスがやさしくさえずる。移り変る季節の中で野の花々、木の
実の色ずき、落葉・新緑を楽しむ。
6 月以後は暑いので青島で海水浴ということになる。私は合歓の花が見たいので「今度までは山
にしよう」とねばるのだが、子供達が「もう海にしましょう」と責めたてるので負けてしまう。そ
のため今年はとうとう合歓の花は楽しめずにおわってしまった。8 月に入ると海にはクラゲが出没
し始めるので川に行こうということになる。奥に入るとけっこう深い渓谷があって、魚を追っかけ
たりとび込んだりすることができる。昨夏は 30 年ぶりに発見したダクマ（車エビのような淡水エ
ビ。河川が汚濁したりコンクリート堤に変って殆んど見られなくなった。
）に私は大喜びした。
以上、時間は 11 時半より 2 時間である。26 人乗のマイクロバスで病院を 11 時に出発する。青
島着 11 時半。登山に半時間、食事と休けいで半時間。下山半時間。そして 1 時半に病院着という
行程。小雨くらいは決行する。参加者が例え 4～5 人に減っても続ける。
この行軍はグループワークと同じく集団心理療法としての意味あいを持っている。しかし運動の
ための時間、レクレーションの時間と考えてもよい。
バスで山の下までつくと、まず輪を描いてラジオ体操を始める。そこで外来通院の新しい参加者
の紹介をしたりする。初対面で声をかけるのに緊張する子も、一緒に山に登るという行動を共にす
ることによって緊張がとけて会話が始まる。
山頂について汗をふき弁当をひらくと、思いもかけず開放された心が出来上って、病棟内ではで
きなかった子供達同士の自己分析の会話が始まったりする。
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（Ｄr．水野）

ホ）心理劇
現在思春期病棟においては週 1 回、心理劇のプログラムを組んでいる。
Ｊ．Ｌ．モレノによって考案された心理劇は、脚本のない演劇の中で参加者が即興で演技してい
くことにより、適応性、創造性、即興力等を含めた意味での“自発性”をのばしていくことを目的
としている。
思春期病棟で心理劇を行うにあたっては、学校や家庭で不適応を起こし、なかなか心を開きたが
らないＫr たちであるから、本来の目的である“自発性”の開発ということよりも、心理劇の中で、
日常見られないＫr の側面に出会い、彼ら自身が表現することによってカタルシスを得ることがで
きれば、という願いをもって始めた。
形態としては、1 人のＣＰが監督を、もう 1 人のＣＰが補助自我を務め、参加したＫr たちが演
者や観客役になる。監督がおおよそのプログラムを組んで進行係をするが、できるだけＫr の緊張
を取り除き、
「その時間、その場所では何をしても受け入れられる」という共感的雰囲気を作ってい
くように心がける。
よく行われるプログラムを紹介すると、まず柔軟体操やゲームなどで体を動かし、心身のリラッ
クスをはかる。次に自己紹介をするが、互いに質問し合ったり未来の自分になったり、親になって
自分のことを紹介したり、様々な形態をとっている。自己紹介が終わると、1 対 1 のやりとりの練
習をする。役割を設定したり、場面や場所を設定して、相手に話しかけられた者が応答する形式で
ある。その後、1 対 1 のやりとりから発展して劇を作っていく。補助自我は演者が演じやすい様に
脇から助ける役割を演ずる。
内容はさまざまであるが、できるだけＫr たちに身近なテーマを取り扱うようにしている。例え
ば、あるＫr の提案で、自分が過去に経験した登校拒否をしている場面を設定し、当人になったり、
母親を演じたり、担任の先生を演じたりして、Ｋr たちの感じたままに展開していく。そして、あ
る程度で場を区切り、劇の中で何を感じたか、また他のＫr の演技をどう思うか、など感想や批評
を言い合う場を設ける。
このような方法ですすめているが、現実には参加者が少なく、十分な配役ができないため満足に
進められないことが多い。参加者が少ない理由としては、心理劇というイメージに対する抵抗や、
人前で何かをやることに対する不安や緊張が強いためと思われる。
こうして思春期病棟における心理劇は、まだまだ始ったばかりで試行錯誤の段階であるが、参加
者が少なくても必ず毎週実施するようにし、また個人的に必要性を説明しながらアプローチするこ
とによって継続させたいと願っている。

（ＣＰ石川）

ヘ）昼食会
思春期病棟でのＫr 達の生活は、昼近くまで寝ていて、朝食も摂らなかったり、ラジオ体操の放
送が流れても他人事の様に参加しなかったり、めり張りのないものになりがちである。そんな一日
の流れの中で 1 つの区切り（けじめ）となるものが必要なのでは、孤立しがちなＫr 達が 1 日のう
ちに 1 度ぐらい顔を合わせる機会を作ったら、と始められたのが昼食会である。
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月、水、木、金の週 4 回（火曜は行軍で一緒に食事を摂るので省く）行い、ＣＰ1 人が付く形を
とる。場所は病棟内の集会室で、彼らは 11 時半になると一階の食堂から自分達の御膳を一つずつ
持って集まってくる。しかし、全員が来るわけではなく、固定メンバーの集まりとなっているのが
現状だ。参加しない理由を聞くと、
「四階までお膳を持ってくるのがだるい」とか「みんなで食べる
の、あんまり好きじゃないから」と答える。平均して、顔ぶれの変わらない 4 人～5 人で、約 1 時
間近くを過ごすわけである。時には、話題にことかかず、和気あいあいの雰囲気の中で終わること
もあれば、ただ食べるだけで終わる様な時もある。しかし、この会をくりかえしていく中で、なか
なか集団に交われない子が少しずつ交わっていったり、また面接場面では見られないような言動や
表情を見せたり、Ｋr を把握する上で又一つの照射面となり治療への場を作り出して行ける。
行軍と違うところは毎日繰返されるということである。そして摂食という生活の絶対必要行為を
利用するということであろう。思春期の集会室で食べずに一般食堂で食べるということで逃げ出す
こともできる。逃げ道を閉ざすことはまずい手段であろうがカレーライスとか鍋ものなど思春期の
子供たちの食べものは食堂で配膳せずに大鍋のまま集合室へもっていって配膳するなど逃げ道のな
い日を作るなどの試みもなすことができる。

（ＣＰ岡本）

4 思春期自己確立葛藤症──症状形成および治療への理念、
家庭と学校
イ）症状は抗議の意思表示
思春期は性ホルモンの発動という生理現象によって明確に子供と大人を境する。陰毛、腋毛、月
経、射精、すべて自分が今まで体験したことのないものである。女性の体は丸みを帯び人の視線を
気にし始める。男性の体はいかつくなり闘争的になる。今まで見上げるだけであった大人が肩をな
らべはじめやがて見下すことができるようになる。大人げの批判が始まる。親が与えてくれた居住
屋の中からの脱皮が始まるのである。今までは批判することなく従うだけであった。あるいは親の
いうことにまちがいがあるはずがないと思っていた。ところがこれからは自分の頭で考え納得がい
かなければ反抗し対立することになる。しかし自身に満ちあふれて主張するかと思えば急激な絶望
と落胆、無力感に陥るなどまだまだ大人への依存の中にある。いわば思春期は行きつもどりつの子
供から大人への脱皮の過程であると言うことができるであろう。
多かれ少なかれすべての人間にとって思春期の病的課程は避けることのできないものであるが、
しかし健康であれば必ず自ら解決することもできるはずのものである。その過程を通して彼の人格
が形作られて行く。ところが私が自己確立葛藤症と呼ぶ群は、葛藤の悪循環のウズの中に巻き込ま
れて自ら解決するだけの余裕を失った状況におかれているのである。彼等は人々（親、先生、友達、
一般社会）から顰蹙をかうような行動（不登校、暴力、非行）をなさなければならない自分自身を
はがゆく思っている。しかしそれらの行動は、彼らの精神構造がバランスを崩さないためには避け
られない道程なのである。
そこまで彼等をたどりつかせたものは、
生れてこの方の彼らの周辺の人々
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である。なかでも家族がその大半の決定要因と考えてよい。ほぼ 3～4 歳頃までに、思春期に発芽
する症状の殆んどの趣旨は出来上っているといってよいであろう。学校教育ができるのはその発芽
を防ぐこと、あるいは出たものを早めに刈りとることくらいなのかもしれない。しかし報償懲罰的
な発想の教育ではそれはむしろ悪い方向へ追いやられるだけである。
症状をぶつけることで彼等は、
彼等をここまで追いやった周辺の人々（特に両親）に対して抗議をしている。こんな人達が自分の
親だと思いたくないので、
「アンタ」
「オバサン」
「親の一方の方」などと表現したりする。彼等は自
分の青春はつまらない親のために潰されてしまった──俺の一生をどうしてくれるのだ──と抗議
する。
しかしそれは、
親はどうにかしてくれるのではないかという依存心の反映でもあるのである。
殻から抜け出ようともがいている。しかしその中の安楽さから出て行くのもこわい。親はよかれと
したことで子供から攻撃されるのが理解できないでいる。──だから彼等はますますぶつかって行
く。

ロ）親の存在
思春期自己確立葛藤症の種子は 3～4 歳までにできあがるのではないか、と記述した。種子を植
えつけるのは親であるが、葛藤の悪循環のウズと表現したものも親と子の間に投げ返される力をエ
ネルギーとしている。親が子供に与える影響についてここでもっと詳細に記述しておこう。
人間にとって親の存在は絶大に大きいものである。動物の子供は生れた時から自分の力で哺乳し
歩くことができる。ところが「ヒト」の子は、母親の手に抱れて乳首まで口をもっていってもらわ
ないと自らの命を保つことができない。歩くに至ってはほぼ 1 年かかるのである。この時期の母親
の心理状態の信号は乳児の心の受容器に続々とぶち込まれて行く。泣けば遅からず乳房をふくませ
てくれる母親、そうしてはくれるが心のこもっていない母親、泣いても泣いても放っとかれること
の度重なる母親。その中から信頼─不信、安心─不安、満足─不満、柔和─粗雑などの心理ができ
て行く。
やがて乳児の目はものを識別し始め、口もとには痙笑が始まる。口腔内を真空にして母親の乳首
から乳汁を吸いとるという行動は反射運動である（これぞ「ヒト」が親から教わらずしてもってい
る動物としての本能である）
。指を口に入れても、ハシを口に入れても、同じ行動が見られる。反射
運動が乳汁を吸うためにそうするのだという意思運動に変るのは、知能がもっと発達してからであ
る。痙笑が本物の笑いに変化していくこととこの事象とは並行して発達するのであろうが、そもそ
も「ヒト」という動物が人間に変化して行くのはまさにこのことなのだと思う。
「ヒト」の筋肉群の
うち一番活発に動き始める筋群が哺乳のための筋群であるわけであるが、活発に働いた筋肉は満腹
してすやすやとねむった乳児の口の周りでピクピクと軽い痙れんを起こす。
（運動の選手がよくおこ
すコムラガエリは筋肉の痙れんなのであるが、疲れた筋肉は痙れんをおこすという性質をもってい
るのである。
）その痙れんはいかにも笑っているように見えるので痙笑と表現される。この痙笑を見
て親はほほえみを返す。いかにも笑いを返すように見えると、
「ホラ、本当に笑った」と父親もさら
に笑みをたたみかける。目で対象を認知する、耳で声を認知する──という機能が出来上がらない
と、自分に笑いかける親の行為を認知できないはずであるが、それら一連の機能は、親と子のくり
かえす混沌としたやりとりの積重ねのうちに出来上がってくるのであろう。ここで一番大きなエネ
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ルギーを吸収する窓口は痙笑なのだろうと思う。この通路から「ニンゲン」の心が吹き込まれてい
く。子供が生れたことをいかによろこんでいるか──いかに夫婦が愛しあっているか──いかに親
の心が歪んでいないか。全てが伝わっていく。そして彼等が親と子だけの関係の世界から兄弟、従
兄弟、近所の友達、学校の先生と拡がっていく人間関係の中でどう相手を受け入れていくか、とい
う心の原型ができあがるのである。

ハ）器の成長
兄弟関係の問題も大きい。複数の兄弟が共に葛藤症に陥ることもあるが、むしろ逆のケースが多
い。内向的で引込み思案のお兄ちゃんの妹が全く逆に活動的で快活であることが多い。それはお兄
ちゃんが反面教師になるということが大きいのであろうが、両親から痙笑の窓口を通して刺戟を受
け入れる心の感光紙の素質に、いくらかの個体差があると想定することも自然であろう。体型・顔
貌・知能等の染色体に基づく伝達は、父母双方からの 2 種類ずつの遺伝子の組合せによって決定さ
れることがわかっている。心が肉体から投影される影であることをおもえば、まさに心の感光紙の
個体差は顔貌の個体差そのものだと言ってよいのであろう。子供が 1～2 歳をこすとかなり大きな
兄弟間の力動が働いてくる。それは自分を攻撃し自分から親を奪うものである。親と子の間に第三
者が入ってくるわけで、社会の原型ができるのであるが、となりの友達とちがうところは、自分の
親の所有をめぐって争わねばならないということである。となりの友達とはケンカをすれば遊びに
行かなければよい。ところが兄弟ではどちらかが勝つか負けるか最後まで決着をつけなければなら
ない。そして諦念するということを学習して行く。あるいは他の事象では勝つんだぞという形で代
償するものを求めて行く。そこで根性の強さ・弱さ、素直さ・意地っ張り、楽天性・悲観性、など
が明確化されて行く。
叔父・叔母、近所の友達も子供が成長して行く過程でいろんな影響を与えてくれるであろう。し
かし兄弟関係の影響と同じように、それらは両親から開発された認知能力を通して吸収されていく
体験でしかないといえる。学校教育もしかりである。焼物に例えて言うと、3～4 歳までに粘土はこ
ねられ大体の器の質と形は出来上がる。その器の中にいろいろの体験という液体が注がれ吐き出さ
れながら器は成長して行く。しかし器は思春期まではやや硬く両親がこねて作ったままの形を保っ
ていて、体験は器の表面に色として触質として跡を刻むだけである。ところが性ホルモンの発動に
より器は軟化を始める。両親が与えた形の窮屈さを打破しようともがき苦しみ始める。私はこの時
期の体験は色調や触質の変革だけではなくて、
形や質の変化までなし得るのではないかと想定する。
もちろんそれは微々たるものであるにしても。一方現実適応できない素質や突き出た部分はチョン
切られて行く。その痛みが思春期自己確立葛藤症なのである。やがて器は硬化して可能性を失い大
人になって行く。いわば葛藤症の叫びは再調整のための最後のチャンスの叫びなのだと思う。

ニ）学校の持つ意味
この時期に学校の果す役割は実に重大である。子供達にとって学校こそが社会である。子供達は
学校に行くことが義務であるから登校するわけではない。そこに行ったら友達がいるから、友達の
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同じように読み書き、計算ができるようになるから行くだけのことなのである。人が集まれば競争
はつきものである。学力、体力、容貌、人気、全てが比較競争させられる。自分の家庭の中では思
いもしなかったことを知り体験していく。友情が生れる。敵愾心が生まれる。体格の成長と平行し
て体験が積重ねられ精神の発育が進むのであるがその殆んどは幼稚園で学習し獲得した彼の収穫が
思春期における彼の脱皮のエネルギーとなる。
先に「3～4 歳頃までに思春期に発芽する症状の殆んどの種子は出来上がる。学校教育ができるの
はその発芽を防ぐこと、あるいは発芽した芽を早めに刈りとることくらいなのかもしれない」と書
いた。それが可能でなければ人類に文化の積重ねはないということであろう。渋柿が甘柿に改良さ
れるように。
学校とは何かという問は国家とは何かというと問と重畳する。学校は何か役に立つものを教える
場所である。技芸学校、自動車学校、進学予備校などその原形といってもよいであろう。小学から
中学、高校、大学とつづく教育課程は、明治政府の富国強兵という政策の一環として構築されてき
た。根本的目的は国家の役に立つ人間を作ろうということであったわけである。国家が健全であれ
ば全てそのままでうまくいく。ところが国家が一塊の軍国主義あるいは共産主義のごとき独善思想
政党に支配されてしまうと、国家は国民と対立し始める。国民への弾圧、圧制が始まる。国家に対
して反対を唱える国民の声は抹殺されてしまうのである。そういう状況下で、国家の役に立つ人間
を作るための義務教育過程はおぞましき姿を呈することになる──ということは想像していただけ
るであろう。
国家は、人間が生存のために共同の作業を始めた時に誕生し始めたと言ってよい。治水工事、道
路・橋などの新設・維持、田畑の潅漑、疫病・火災・犯罪等の防止、外的の防衛等々の必要性から
国家は自然に生まれて来た。現国家はおおらかなものであったろうが、規模が大きくなるにつれて
国家権力者が国民から遊離して行く。
そして国民を支配し始めて封建国家、
君主国家ができて行く。
国民から出てくるごく自然な要求も制圧されていく。その手段として国民を見張る警察軍隊が育成
されていく。政治の変革の歴史を見ると、軍隊は外国との戦争よりかむしろ国民の方に銃口を向け
ていたのだと言ってよい。国民はしかし国家権力と闘って来た。圧制が強まることで国民のエネル
ギーはますます蓄積されて行き、敗北をくりかえしながらも国民は国家の構造を変えてきた。そし
て議会制民主主義が確立されて来たわけである。まだ世界の各地で戦争がおこり、飢饉があり、ク
ーデターがおこっている。いずれの日にか世界連邦の誕生が可能かもしれないがまだまだ国家体制
の維持は必要である。時々衆愚政治に墜する危険があるにしても、議会制民主主義が最善の体制な
のであろう。しかし私は、教育と医療の二つは、可能な限り国家から独立したものであるべきだと
考える。議会における多数決でもって再軍備教育をするかどうかを決定するとか、老人医療の切り
つめを決定するとか、絶対あってはならないことと思う。それはヒットラーのユダヤ人対策の決定
と軌を一にすると言っても言い過ぎではないであろう──国家の維持のために両親を犠牲にすると
いう意味において。
医療は厚生省の官僚統制が着々と進行中であるが、まさに国家が国民の命綱を握ることになるわ
けである。医師会が利害を離れて厚生省と対決しないといけないのであるが、アメとムチの政策に
翻弄されて赤ん坊のようにひねられている始末である。
それはさておき、教育の国家からの支配はどうであろう。私は、教育への文部省統制をはねのけ
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るには、教育委員の公選制に立ち返るしかないと思う。それで全ては解決ではないが、そこへ立ち
返らないと初まりもないと思う。昭和 31 年の公選廃止を契機に、教育行政は文部省直轄への道を
歩き始めたのである。日教組が教育二法改悪阻止と叫んでいた頃私はまだ中学生であったが、戦後
の農地改革を始めとする民主化運動の息吹の中で、その闘争は実現可能な勢いを感じさせていたと
思う。ところが、日教組もその後負け続けに負けて、今や国民の支持を得るには遠いところへ行っ
てしまった感がある。ここで日教組論を始める気はないが、現在の結果は日教組の運動が政治的偏
向の中にあまりに深入りしてしまったことに基因すると言ってよいであろう。都市部の学校の日教
組組織率は 30％を割っているという。残り 70％の人達が新しい教育運動を始めてくれるのであれ
ばそれでもよい。ところが警察官や兵隊さんのように、上司からの命令を待っているだけの先生達
が増えているようである。
教育委員の公選制を廃止して任命制にするという成果をかちとって以来勤務評定、
主任制度等々、
文部省の目論見は着々と実現されてきたのだと言ってよいのだろう。文部省は国家に役立つ人間を
作る場として学校を規定している。ところが、住民の側からしてみれば、学校は、①近所の遊び友
達も行くから行く場所であり、②文字をおぼえたり買い物の計算ができるようになりたいから行く
場所であり、③歌ったり走ったり楽しいところだから行く場所であり、④就職に有利だから行く場
所なのである。いわば伸々伸々とした社会人に成長するまでそこに学校があるから行くところと定
義してよいであろう。そうであれば学校の運営に関してはその地域住民が決定すべきだと思うので
ある。国民は決して国家が健在であることの有難さを忘れてはならない。法律に従い納税を始めと
する国家の諸々の要求には応じなければならない。しかし国家はいかなる国民にも一つの考え方を
押しつけてはならないはずである。川の見える丘の上の一軒の農家の一家族を考えてみればよい。
あるいは都会のスラムの中の生活保護を受けて生活している一家族でもよい。税金を納めたり、福
祉事務所の窓口にお金をもらいに行ったりする以外に、国家のことを考えることは殆んどない。生
れ、生活の知恵が発達し、友達ができる。恋愛し、子供ができ、働いて行くうちに、やがて子供は
自分と同じように恋愛し子供を作って行く。そして自分が父母を葬ったように自分も又子供達に見
とられて土に返っていく……それは野に咲く花のごとしといってよいであろう。国家は可能な限り
国民一人一人の生活の自由を侵さないということを原則とすべきであろう。そのためには教育、医
療といった生きることの根幹にあたるものは地域住民の裁量にまかせるべきである。
東京都中野区の教育委員が準公選になったのは 56 年だったろうか。この運動が全国に拡がるこ
とを期待したのであるが、殆んどその動きを耳にしない。私は日教組が今一度生き返るためには「教
育委員の公選制再現」
という課題を第一にかかげて、
運動を教育の問題にしぼることであると思う。
そして政党レベルを越えた運動にしなければならない。

ホ）ある実例
学校が今如何に堕落しているか、宮崎市内での具体的な体験を記述しておこう。少年をＡ君、少
女をＢ子、学校をＣ中学とよんでおこう。
往診から帰ってみると、ＣＷ（ケースワーカー）とＣＰ（心理療法士）が児童相談所の批判をし
ている。問うと、今日シンナー中毒の中学 3 年生が入院した。今春Ｏ中学から転校してきた女子中
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学生で、4 月以来殆んど登校していない。家出を 4～5 回くりかえしているらしい。父母は離婚。双
方共県外で再婚していて、Ｂ子は父方祖母に育てられている。祖母は再婚し一男をもうけたのであ
るが、Ｂ子にとって祖父違いの叔父に当るこの人は罪を犯して服役中である。この叔父も離婚して
いて、3 歳の男児はＢ子と共に祖母と祖父に育てられている。Ｂ子の家族を整理すると祖母、血の
継っていない祖父、3 歳の男児の 4 人である。祖母は青線地帯で居酒屋を経営していて、祖父がＢ
子と 3 歳の男児の世話をしている。祖父とＢ子は血は継っていないが、殆んどＢ子の言いなりにな
るくらい祖父はＢ子に甘い。むしろ血が継っているからこそ祖母はＢ子につらく当るのであろう。
Ｂ子は家出、不順異性交遊が理由で児童相談所に保護されていた。今までも大分、福岡などで保護
されて迎えに行った祖母の目を盗んでは逃げ出していたのだが、今回も逃亡した。喫茶店でシンナ
ーをしているところを発見され当院へ連れてこられた。児童相談所のＣＷは、Ｂ子は教護院に送致
する──それまで病院で逃げ出さないように収容しておいてほしいということであったらしい。当
院のＣＷとＣＰは、児童相談所のＣＷのＢ子に対する言動を見てびっくりしたらしい。本人を目の
前にして今までの非行をＣＰにそのまま伝える。
「この子はこんな子ですからね。どうしようのない
子ですよ」といった具合に。Ｂ子にはＡ君という恋人がいるのであるが、Ａ君からの手紙をちらつ
かせながら「この手紙をよんでいろいろわかった。君には見せるわけにはいかない」とも言ったと
いう。そしてＡがくると思うが逢わせないように、とＣＰに言渡して帰ったという。
後からわかったのであるが、児童相談所のＣＷは、Ｃ中学からの「教護院に送致して欲しい」と
いう意向をそのまま受けていたらしい。私はその後学校に出向いて学校側にも同じ質問をしたが児
童相談所のＣＷと全く同じ返事をした。質問は「あなたたちは子供の家を訪問したことがあります
か。おばあちゃんと逢いましたか」
。答えは「何回か行ったが逢えなかった。しかしあんな商売をし
ている人だからどんな人かは想像がつきますよ。行く必要はありません」というものであった。家
族の訪問をしていないのみか、本人とも心を割った話はしていないということがわかった。そこで
私とＣＰでまず祖母の店を訪ねてみることになった。汚れっぽい天井、壁。やすっぽい朱色のスタ
ンド。その裏に 4 畳敷の部屋があって私達はそこに通された。雑誌やティシューの箱の間に避妊具
も積重ねられている。二人の不健康そうな女性も、おばあちゃんから前もって伝えられていたらし
く、私達を客として迎えてくれた。おばあちゃんは堰を切ったように、自分の生い立ちから再婚ま
で、そしてＢ子にどれだけ心を痛めているか話してくれた。じいちゃんはかわいがって甘やかすだ
け。あれじゃいかんと思って私がつらくあたる。だから反抗して家出をする。──私達は祖母の話
を聞いて児童相談所側に推断がありすぎるのがわかった。例えば、Ｂ子が祖母に反抗し家出をする
理由として、
「そんなに学校がきらいで男と遊んでばっかりいるのなら店で働けといったから」と述
べると、祖母がこともあろうに孫娘に売春を強要したと判断する。事実は祖母は店を三軒もってい
ていそがしいので電話番をしなさい、と言ったことがあるというだけである。Ｂ子も柔和なやさし
さをもっていた。同室の精薄で癇癪を合併している子供の面倒をよく見てくれたりする姿を見て、
この子は可能性があると判断した。父母に放置され祖父母に育てられた人格構造の脆い面を支えて
行けば、Ｂ子の成長を促がし立直らせることができると判断した。そのために私達の接触可能な唯
一の血縁者である祖母は、決して愛情の足りない人ではないことがわかった。それとＡ君がＢ子の
心の中で大きな比重を占めていることがわかった。Ｂ子にとってＡ君は父親に代わる者であった。
入院させられた翌日、Ａ君はＤ県に児童相談所の手で送りかえされることになっていた。この日が

19

Ｂ子にとってはＡ君に逢える最後の日と思えたのであろう。Ｂ子は 6 階の便所の窓から抜け出して
非常階段を伝っており、2 階の屋上から飛び降りて骨折するという事故をおこしてしまった。追い
たい一心から死をも覚悟して飛び降りたのであろう。大事に至らずによかったが、この事件からＢ
子の治療のためにＡ君を切離すことができないことを知った。私達はＡ君と祖母を軸にしてカウン
セリングを行いながら治療をしていく計画を立てた。ところが児童相談所側は頑なに自己の主張を
通し、教護院へ送致する方向を変えようとしなかった。
「決定権は児童相談所がもっているのですか
らね」などと言われると、役人嫌いの私は猛烈に闘志がわいてきた。そこで児童相談所の上部機関
である家庭裁判所とかけあって、処遇を児童相談所から当院の方へ変更してもらうことになった。
治療の初期には私達の前ではいい子のＢ子は、義祖父が来ると早く退院したいと泣きついたりし
た。それにＡ君との面会を許可している当院の処置がいけないと思ったらしい。義祖父にとってみ
ればＢ子が悪くなったのはＡ君のせいだとしか思えなかったのであろう。そこで何回か退院させる
と申し出てきた。
「本児の甘えを許してはいけない」
「Ａ君との交際は大切なことなのだ」と理解さ
せるのに相当の労力を要した。Ａ君との接触が許容されていることはＢ子の心をなごませる一番大
きな要因であったと思われる。行軍（青島の自然体養林の登山）にＡ君を同伴させたこともある。
思春期病棟の中に 2 人、職員の中に 1 人Ｃ中学の先輩がいることを知ってえらくはしゃぐなど、明
るく中学生らしくなっていった。
そして 10 月下旬の月曜日より登校させることになった。ところが学校側はＢ子の登校に対して
全く不歓迎であった。投稿はしばらく待ってくれとの連絡があって、3 日経過しても何の連絡もな
い。入院以来補導担当がＢ子本人に面会した以外に、唯の一回も主治医への相談もない。そこで土
曜日、私は学校に月曜日より登校させる旨電話で申し入れた。学校側はそれではこまる。せっかく
学校側はおちつきかけているところだ。それにＢ子の学籍は児童相談所にあるのであってここには
ないという。私は「形式を言うのはやめなさい」と言った。教護院に行っても原籍はＣ中学に残り、
卒業証書はＣ中学卒となることを私は知っている。しかし自分達の教育責任を放棄して児童相談所
──教護院と言う形式の中に逃げて行こうとする狡さに、私の怒りは頂点に達した。
Ｂ子に状況を話すと、そんなことになるだろうと思ったという。しかし登校したい。皆んなと一
緒に卒業したいという。そこで私達は強引に登校させることになった。心理療法士全員と私がＢ子
の教室まで護衛する。門の入口で校長以下数人の教師が待ち伏せするようであれば数で負けないよ
うにというわけである。トラブルが予想されたので親しくしていた某新聞記者も連れて行くことに
した。荒廃した学校の現場を記者とわかられずに取材させてみたいという考慮も含めて。
玄関に入るとさっそく教頭と補導係が出迎えてくれて、校長室に通された。自己紹介から始まっ
たのだが新聞記者君は「僕は今若草病院で勉強をしている○○といいます」と、虚偽ではない優等
生型答弁をしてその場を切り抜けてくれた。そして意見の交換が始まったが、もとより学校側は受
け入れ拒否。こちらは押し切ろうという姿勢なのでついつい語気は荒くどなり合いになって行く。
最後は、ともかくＢ子にとって一番よい方法をとろうということでは意見は一致しているというこ
とで、児童相談所、学校、病院、教育委員会、の四者で話し合いをもとうということになった。そ
れもＢ子を犠牲にするわけには行かないので早急に開こうと、強硬に要求した。咽喉が痛くならん
ばかりに怒鳴りちらしたあと、Ｂ子を皆んなの前によんで、これから頑張って登校しますのでよろ
しくお願いします」と言わせて、私達は学校を離れたのであるが、車の中でＢ子からきいたことで
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再び怒りがこみあげてきた。
私達が校長室に入って行ったあとＢ子だけ別室によばれたのであるが、
そこで担任から学校には出てくるなという意味のことを言われていたのだという。4 月からずっと
出てこなかったのにどうして 10 月にもなって出てくるのか。今出てきても卒業はできんぞ。2 年生
には入れることになるかもしれん。それでもくるのか。先生はお前一人よりかずっと 4 月からつき
あっている子供達の方がずっとかわいい……等々と言われたという。実は私は校長達と怒鳴り合い
をしながらそのことを予想したのだ。そして「あなた達は卑怯だ。もしかしたらＢ子を別室で学校
に来るなといっているのじゃないでしょうね」とそのものズバリの質問をしていたのだ。その時の
学校側のウス笑いとズ太い否定の言葉を思い出すと我慢が出来ずに、病院に帰ってから又電話で怒
鳴りちらしてしまった。しかしこれを契機にともかくＢ子はＣ中学へ通学することになった。私達
は全面的にＢ子の要求を学校側へ押し通すことになったのであるが、このことは宮崎市教育委員会
へ私達の要求をつきつけるためのよい道を開拓してくれた。この道を通してＡ君とＢ子を切離すこ
とで一時のがれをしようと考えていた児童相談所とＣ中学は、再び仰天することになるのだが、こ
の経緯もしるしておこう。
Ａ君は土木工事従業員夫婦の一人息子である。姉が二人いるが二人共サービス業に従事していて
別居している。上の姉は私生児を作って母に預けてだらしのない生活をしている。しかし下の姉は
比較的努力家である。父親はＤ県の工事現場に 2 年間の長期出張にでかけていて、母親は長姉の私
生児の世話と老人性痴呆の祖母の看病で疲れきってしまった。そこへＡ君の非行が加わり、一時期
神経衰弱状態で入院した。退院と同時にＡ君の非行の治療も兼ねて、4 月よりＤ県某市に転居した。
ところがＤ県の中学へは適応できなかった。まずこの地方独特の方言が全く理解できなかったとい
う。それも一つの理由ではあったのであろうが、やはりＢ子との関係を中心とした宮崎での友人関
係の引力の方が強かったということであろう。夏休み以後Ａ君は家出をして宮崎へ帰り町中を徘徊
していた。触法成人との接触もあったようである。児童相談所はＡ君を幾度かＤ県児童相談所を通
して送り返したようである。この処置にも児童相談所の誤りがある。
「保護義務者の居住するところ
へ送致するのが当然ではないか」と反論されたが、それは、非行少年を自分達の業務の中へ抱え込
んでしまうことになるのをどうにかして避けようという、役人一流の責任逃れのよりどころとして
利用されただけにすぎない。私達はＡ君が宮崎へ帰ってはＤ県へ送りかえされ、又宮崎へ帰ってく
るというくりかえしの中に、日々15 歳の大切な月日が流れてしまっていることを、Ａ君のために罪
なことと考えた。
児童相談所はＡ君の心の中を開く努力をしていない。
家族の調査も不十分である。
そして形式を押しつけるだけであり、それはまさしく児童相談所という組織の犯罪であると思われ
た。
Ｂ子の登校が決ったのを伝えると、Ａ君も宮崎の中学へ登校したいという。Ｃ中はおそらくだめ
だろうと思うからＭ中でもよいという。長姉の家を住居とするとＭ中であるが、Ａ君は次姉の方を
慕っていた。そこで私達は次姉と話しあってＣ中へ通学させることに決めた。型のごとくのお役所
仕事で、姉だけ行くと門前払い。そこで私が出て、Ｂ子の時のヤリ道で市教委と学校側を押しきり、
Ａ君も数週遅れてＣ中学へ登校することになった。
一寸長くなるが、学校がいかに堕落しているかを如実に伝えるのは、Ａ君、Ｂ子の卒業をめぐっ
ての学校の処置である。Ａ君、Ｂ子は通学は始めたものの 1 カ月もしないうちに再び崩れ始めた。
Ｂ子は病院から通学していたのであるが、Ａ君の家に立寄ってはそこで時間をずるずるとすごす。
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注意すると 2～3 日はよいが又くりかえす。Ａ君に学校に行かない理由をきくと、
「どうしても許せ
ない奴がいる。学校へ行くと殴ってしまいそうだ。殴ると先生達に悪いから」という。Ｂ子はそん
なＡ君の周りで温めあっていたいという心境のようであった。私達は学校も何回か訪問した。補導
担当の先生が初日にあった時よりも随分と理解を新たにして下さっているのを知ってよろこんだり
もした。しかし「Ａ君、Ｂ子はもし通ってくるなら受け入れよう。しかし積極的に受け入れる努力
をする余裕はありません」と学校全体が語っていた。そこで私達は無理に登校誘導することを止め
ていた。
ところが、3 月の 10 日前後であったろうか、Ｃ中の校長が始めて病院を訪れてきた。そしてあの
二人は卒業できませんですなあ。という。私は合計一ヶ月も登校していないのだからそれは無理で
しょう。しかし登校するという努力をさせてみた──あの時にはああいう体験をしてみた──とい
う記憶を残してやることだけでも意味があったと思うんですよ。と答えておいた。何かの権利を与
えられると猿も王様になった気分になる。食堂や旅館に営業許可証を発行する保健所の職員、ピス
トルを腰に警棒を右手でふりまわしながら道行く警察官、──卒業証書を与えるか否かは校長の裁
量一つのようであるが、まさにこのＣ中校長の来訪はその姿であったのである。しかし卒業式の前
日来訪した前記の新聞記者によると、
Ａ君とＢ子は卒業生名簿に出ているという。
それはおかしい。
充分な教育も施さなかったのに卒業させてしまうというのは教育の放棄ではないか──新聞で書け
書けとけしかけることになった。新聞が動き始めたのを察知してからか否か明らかでないが、卒業
式のあと二人に 3 日間の補講を行って学校は形式をしめくくったのである。
非行はますます拡がりつつある。中学生までの非行は、児童相談所を通して児童福祉法の下に処
遇がなされる。高校生以上になると少年法の下で少年鑑別所、保護観察所、少年院といった法務省
のいわゆる矯正施設の体系の中で処遇される。私は犯罪人も心理療法を中心とした治療施設で対処
されるべきであると基本的には考えているのであるが、少年法下の各施設すら表向には治療という
看板を掲げながら実体は刑罰の体系でしかない。そして少年達は非行者としての歪んだ人格形態の
まま空しくコンクリートの壁の中に閉じこめられて残り少ない可塑性のある期間（せいぜい 21 歳
くらいまで）
を失っていく。
いわば法体系によって彼等は歪みをそのまま焼込まれていくのである。
中学生までの少年達の心の粘度はもっともっと軟らかい。中学がもっと質のよい先生を蓄え、児童
相談所が本当の指導機関としての機能を果せるようになれば、救われる少年達は多いはずである。
ところが現実は逆である。養護学校の義務化をめぐってなされた隔離教育、能力主義教育は正に、
文部省の国家に役立つ人間を作ろうという考え方の表われであるが、
勤務評定、
主任制度といった、
学校長が軍隊のように命令系統でもって学校全体を支配するという制度を積重ねて作ってきたこと
の成果であるといってよい。学校の中は兵隊やお巡さんやヤクザの子分のように命令を待つばかり
の先生が増えてしまったようである。児童相談所もまるでお役所の上からの業務命令を果すだけの
機関になりさがっている。Ｂ子、Ａ君の処遇をめぐってはむしろ少年鑑別所よりも質が低いといっ
てよいであろう.

ヘ）教育者の役割
もう一度整理しておくと、一人の子供の歪みはその親から受けついだものである。しかしそれ
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は子供の成長過程の中でいろんな形に変形されて行くが、体験が積重ねられ身体が成長し性ホル
モンが大量に分泌される時期──異性を求め始める時に、最後のそして最大の変容の契機を迎え
る。4～5 歳までに原形ができあがる。そして思春期まではほぼ粗焼の硬さであると思えばよい。
無理に変形しようとすればボロボロと崩れてしまう。ところが人間という焼物は、最後の本焼に
入る前にもう一度、かなりの変形が可能になるくらい可塑性をとりもどす期間があるのだと思う。
親を離れ異性と結ばれるという力動の中で、彼は親との間に又彼自身との間に火花を散らす。歪み
が大きくなければ大抵の場合はお互いに安定できる位置関係を自ら作ることができる。ところが歪
みが大きすぎると彼はいつまでも安定した場を作ることができず、不安定な場を拡げて行く。そし
て登校拒否、家庭内暴力、非行等ができてくる。思春期を過ぎてもこの状況が続けば彼の歪みは治
療し難いといえるであろう。いわば登校拒否、家庭内暴力、非行等の葛藤症候は、
「早く治療してく
れ」という意識しない心の奥からの叫びの信号なのである。
歪みが訂正されずに大人になった親は、再び子供に歪みを伝えることになる。教育はいわばその
循環を絶つ機能をもっていくのである。社会をよりよくして行く事が教育の根本理念でなければな
らない。決して社会に適応できる人間を作ることで満足してはならないのである。街にはエロ・グ
ロが氾濫している。トルコ風呂などは明らかな売春防止法違反であるが、私達が税金を出して成立
っている保健所は知らぬふりして浴場としての許可証を毎年出しているのである。田中角栄や黒木
博はどこにでもいる。むしろ彼等を告発した人達の方がもっと悪質のはずなのに、いかにも他には
知らないとでもいわんばかりである。そういう社会を改革して行こうという意識を持たずに、社会
に適応するだけの人間作りを目ざすのであれば、彼は教育者ではなくむしろ犯罪人とよばれるべき
であろう。

5 家族および教師はどう対処すればよいのか
思春期自己確立葛藤症は親が作る。しかしその芽を刈り歪んだ枝を正して行くのは学校の役目で
ある。ところが現在の学校はむしろ歪んだものは排除しようという発想の方がつよくて歪を強化し
てしまう結果になっている。
（登校拒否は退学してもらう。非行は法体系下でという具合に。
）そし
て学校は当然の結果としてますます荒れることになっているのであるがこのような状況下で家族お
よび学校の教師一人一人はどう対処すればよいかについて具体的に述べておきたい。
イ）子供の心をきくこと──権威的でなく。
ロ）登校への誘導はしないこと。
ハ）
「自転車を買ってくれれば」
「ステレオを買ってくれれば」にはおうじないこと。
──留年することを恐れない。
ニ）専門医、心理療法士への治療依頼
ホ）治療期間が 2～3 年は要することを覚悟すること──弟妹への影響を心配しすぎないこと。
ヘ）教師と家族との連絡。
ト）卒業証書がもらえるという条件で養護学校、教護院の施設へ児童相談所および学校管理者は指
導するが拒否すること。
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チ）問題の生徒の存在を学校の中を活性化させるものとしてとらえること。
リ）すぐ安定剤を処方する医者を拒否すること。以上について順をおって記す。
イ）子供の心をきくこと──権威的でなく
「どうして学校に行かないんだ？」
「どうしてお母さんをなぐったんだ」と聞いても答えはまずかえ
らない。それまでの親子関係の積重ねの中に答えはあり言語的伝達ができない心の憤りを「学校に
行かない」
「なぐる」という行為で表現しているのであるから。家族は口をつぐんだ子供に答えの返
らない質問をなげかけながら表情から、所作から、あるいは友達、仲のよい兄弟などにもらす数少
い言葉から彼の心を推測するしかない。その役割を教師がすることができれば一番理想的である。
親が我慢づよく聞く姿勢をもちつづければ、そして話せば親が理解してくれるという期待をもたせ
ることができれば彼は話しはじめるはずである。しかし親は自分が今までに子供に対処してきたこ
との誤りに気づいていないので「何故？どうして？」という表情を消すことができない。そして子
供との距離はますますひらいてしまう。
（──自分は大学を出ていなくて苦労した。自分の子共に立
派な大学を出るように指導してきたことにまちがいのあろうはずがない。
）
（子供に根性をしこんで
きた。その成果があって剣道も初段がとれた。登校拒否なんてざまでどうするのか！）そういう自
分の現在の生活観の根元的なものを捨て去って子供の心に耳傾けるということは不可能に近いこと
なのかもしれない。しかし子供は親がそうできるようになるまで症状を進行させる。家族旅行を企
画するなどの試みもまず奏効しない。行きつくとこまで行きついて初めて親は「学校はどうでもよ
い。この子がまともに生活できる人間になってくれさえすれば」と諦念する。その顔を見てやっと
子供は親に心を開き始めるのである。
ロ）投稿への誘導はしないこと。
いろんな形での登校誘導がされている。学校の門のそばまでお父さんが車で送って行く。学校の
先生が毎朝家まで迎えに行く。近所から通ってくる同級生を登校に誘うために寄らせる。登校のた
めにある条件をつける（試験を受けなくてよいとか。頭が痛くなったら帰ってよいとか）
。……これ
らは全部無駄な結果に終る。
「学校へ出てきなさい」という働きかけは、
「学校へ行きたくない」と
いう心理を逆に強めてしまうのである。
ハ）
「自転車を買ってくれれば」
「ステレオを買ってくれれば」には応じないこと。
依存心の強い甘えん坊タイプによく見られる。応じても要求は拡大しているばかりである。親が
学校へ行ってくれと要求している──その報酬がもらえるから親の要求を満たしてやろうという図
式であるが実のところは親との心の繋りを確認する要求なのであろう。同年齢の集団に入って行け
なくて孤立して行く──その不安が親との繋りの確認を求めることになる。きわめて幼稚な買い物
欲求であるがそれらは母親の胸に抱かれていた頃への回帰の要求の形を変えたものと見てよいであ
ろう。
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ロ）
、ハ）共に「このまま不登校が続いたら進級できない。そしたらこの子の性格としてますます
学校へ行かなくなってしまうだろう。一学年下の子供と通学できるなんてとうてい考えられない。
だから何が何んでも学校へひっぱりだすんだ。
」という親のあせりに基ずく。留年を心配せずにじっ
くり待つんですと指導してもあまり効果はない場合が多い。
ニ）専門医、心理療法士への治療依頼
やはり全ての病と同じく早ければ早い程よいといえる。第 2 部─7─（ｇ）で表にしているよう
に外来通院だけで治療し得るケースも多いのである。しかし症状がかなり進行するまで治療場へ向
かって足は動かないようである。歪んでしまった親と子の歯車は一つ屋根の下にあっていやがおう
でも動かないといけない。歯車は空回りしては時にはずれお互の肉を傷つける。早いうちであれば
擦傷ですむであろうに手遅れになると治すのに 2 年も 3 年も要することになる。治療が遅れる理由
は、①治療する場所場少ないということ。②気楽に相談に行くという習慣が乏しいということ。③
家族の恥を外部にさらしたくないので内々で解決したいということ。……などであろう。
ホ）治療期間が 2～3 年は要するということを覚悟すること。
誰でも早く治療して欲しい。留年は覚悟したとしても不登校、暴力、非行等の弟妹への影響を考
えると一日も早くこの暗いトンネルを抜け出る道はないのだろうかとあせってしまう。しかしそう
いう道はどこにもない。有名大学、有名病院等をめぐっては当院へ帰ってくるケースの親は子供の
症状に関して自分に責任があるということを理解していない。子供が立ち直るためには親自身も変
わらなければならないということを理解しようとしない。
「この子の病気を治して欲しい」としか考
えていないのである。
症状が長びく──一家全体がその事実を頭上に支えながら 2 年ないし 3 年を過ごさなければなら
ない。正にそのことが一家全体を変えて行くことになりそれは必要不可欠の要件なのである。裏返
して言うと症状をもった兄姉の存在はむしろ弟妹をよい方向に導くことになると言ってもよい。
ヘ）教師と家族との連絡
先に思春期自己確立葛藤症の種子を播くのは親である。しかしその芽を早く刈取り歪を正して行
くのは学校の役割であると書いた。親兄弟との距離に次いで近い関係は教師および級友である。い
わば親子関係の歪を最初に気付くのは教師であるわけだ。学校教育が知識の詰込みや技能の向上だ
けを目ざすのではなく人間としての豊かさを作ることを中心に運営されるべきだと考える教師であ
ればよく家族の中に目を向けてくれるはずである。
親も積極的に教師の中に入って行くべきである。
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ト）卒業証書が授与されますよという条件で養護学校、教護院等の施設へ児童相談所、および学校
管理者は指導するが拒否すること。
留年を恐れない、治療に 2～3 年は要するということを覚悟せよと書いてきたことと同じことで
あるが卒業証書をもらったところで子供の心の治療が進まない以上何の意味もないことなのである。
それより養護学校、教護院等の施設へ入れられたことが如何に彼の心を傷つけることか。この傷は
癒し難く成人した後々まで大きな病痕を残すことになる。お役人は義務教育という法律の運用の方
が頭の中心にあるようである。登校せずに街中を徘徊しているものを放置しておけば法律を運用さ
せるべき責任を問われるであろう。養護学校であれ教護院であれその道の学識経験者が討論を重ね
て設立された法律の補償する施設なのであるからそこに収容するように指導することが悪いはずが
ない。少なくともそれで自分達の責任は果たしたことになると発想するのである。卒業証書は又そ
の運用を円滑にするための象徴的なエサなのである。ここ数年の間に養護学校から当院に入院させ
る普通校に転校させた例が一例ある。家庭内暴力、不登校を主症状にした中学 2 年生で最初当院で
治療していた。しかし登校は始らず時々病院を抜け出して帰宅しては暴力に及ぶという状態が家族
には我慢できず児童相談書の指導もあって養護学校に転校させられることになってしまった。これ
は第 1 部─1 あゆみと展望の章でカモシカ少年のいた施設として描記したルピナス学園が情緒障碍
児のために児湯養護学校と改名したものである。改名され施設は整備されてモニターテレビなど高
価で無要の長物がそなえられたりしているが少年達が生活を送る病棟はカモシカ少年のいた頃と全
く変わらない小児病棟である。当然のことながら少年はこの病院を拒否することになった。
「もう逃
げて帰ったりしないから若草病院へかえしてくれ。あそこから近所の中学へ通う。
」ということで再
び普通中へ転校させようということになった。県の教育委員会（養護学校は県立なので）
、宮崎市の
教育委員会、少年の出身町の教育委員会との間で例のごとく砂をかむようなやりとりが行われるこ
とになったが、少年を養護学校に編入させることになった最大の根拠は医者の診断書であったので
比較的簡単に事ははこべた。医者の方が当院へ転院させ普通中に通学させる方が望ましいと説を変
更してくれたため県側は対抗する根拠がなくなってしまったのである。しかしこの少年を普通中に
転校させるにあたり、中学校長より「あなたたちはこの中学へ際限なく問題児を送り込むつもりで
はないでしょうね」と一釘打ち込まれることになってしまった。それをきかされたＣＰは小さくな
って帰ってきたがこの言葉は正に養護学校が普通学校にとってやっかいな子供を送り込む場として
利用されがちだということを如実に物語っているといえるであろう。
逆に当院に入院させ約 1 ヶ月後に親の希望で養護学校へ転校させそこを卒業した少年が一例ある。
現在彼は私立高校に通学しているが時々当院思春期病棟を訪れているようである。一言も口をきか
ずにベッドにねそべり空な目をして日月昼夜の変化も私には関係ありませんといった日々を送って
いた彼を私達は三度往診して抵抗する腕に注射をうって入院させた。初めから開放病棟に入院させ
たが瀕死の魚が泳ぎ始めるときのように同室の少年との間に交流が始りやがて活発に行軍等にも参
加するようになっていった。彼は転校させてくれれば登校するという。私達は転校させてもうまく
行かないことを知っている。しかし転校しても結局登校できないということを彼に体験させること
もよかろうということで実行してみた。案の定登校は 3 日と続かなかったがこの時点で養護学校へ
の転校が家族より申出られた。その理由は①学校側の指導②留年させたくない（この時点で中学 3
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年の 2 学期 10 月）③費用がかからない。などであった。私は強硬に反対した。費用も出世払でよ
ろしいと申出た。しかし両親の意志は固かった。結局彼は両親と行政とによって 4 ヶ月間を閉鎖病
棟に閉じこめられて過ごすのであるが、
さ程長期でなかったことがせめてもの幸といえようか。
時々
この思春期病棟を訪れ数時間をすごして帰って行く──そういう場を提供できているということだ
けでも彼の両親を説得できなかったことへの償といえようか。
チ）問題の生徒の存在を学校の中を活性化させるものとしてとらえること。
授業を進めて行くとか学級行事をすすめて行く上では均質集団の方が能率的であろう。学級の全
員が性格は明朗活発、積極的、能力も高く若々しい向学心にもえている──といった優等生ばかり
であればいかにも能率はあがるであろう。ところが現実の学級は千差万別の家族の背景を反映した
個性の集団である。家族の中の兄弟関係と同じように生徒の一人一人の間に競争、反撥、協調、調
和、憎悪等の力動関係ができあがる。そういう関係の中で登校拒否、非行等は象徴的な意味を表わ
す。これらをクラス全体の問題としてとりあつかうことによって個々の個性をさらに伸ばすことが
できるはずである。
リ）すぐ安定剤を処方する医者を拒否すること。
心理療法院が方々に増えてくればよいのだが殆んど無いに等しい。中学生までは児童相談所が相
談に応じるのであるが中に熱心な心理療法士が何人かいるにしてもそこは治療機関というよりか行
政機関である。そこで家族は困り果てて何の予備知識もなく精神科へ相談に行くことになる。国家
試験に合格した医者が言うのだからとか、公立病院の医者が言うのだからとかあやふやな信頼しか
もてずに不安に思う人のための簡単な判断基準として安易に安定剤を投与しないか否かということ
をあげておきたい。私の知る限りではかなり多くの割の医者（90％といえようか）が薬を使うよう
である。不安、興奮は確かに薬物で抑えられる。それで登校が続けられ家庭が平和に過ごされれば
それでよいのではないかと極論する人もいる。しかし実のところは不安興奮の心理的背景をさぐる
べき心理療法的接近を企てる時間的余裕がないからというのが本音のようである。
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第 2 部
1
□

家族関係の中で神経症をひきおこし、高校退学後自立の
道を見つけていく少年

〔はじめに〕
晩春の頃、Ｄは当院を訪れた。筋肉質のひきしまった、弾力のあるからだつきの若者である。し
かし、どこか生気がない。彼よりは生気があるけれども、しかし皺が数多く額に刻まれ、どこかひ
とと違った人生を送り、その疲労が溜まっているという印象を受ける父親、そして、同じく勤勉そ
うだが、疲れて虚ろなまなざしの、白髪が目立つ母親とに伴われて、4 階詰所前を会釈して通り過
ぎた。人なつっこい笑みを見せたこの時のＤの顔は、今も私の脳裡にはっきり残っている。彼はＣ
Ｐ水野に案内されて思春期病棟の方に向かっていった。
カルテによれば、高校 1 年を 1 年間休学、神経衰弱状態と記載してある。主訴は、無気力、イラ
イラ、落ちつかない、集中力がない、身体がだるい、易疲労、等の主観的症状である。出会いの時
の、人なつっこい笑顔と一致しなかった。心理の仕事に就いて 2 ヶ月目だった私には、まだ彼の笑
顔が彼の精一杯の他人の前での自分を保つ姿であるとは見抜けなかった。
ケース・ワーカーの依頼を受けて私は母親から病歴を聴取した。それを聴きながら、主訴のひと
つひとつが肯けた。Ｄは、私が担当することになった。その現病歴、生育歴を簡単に記してみよう。

〔現病歴・生育歴〕
県北の城下町の旧家に生まれ育ったＤは、入院当時、16 歳。前年の春、県立高校普通科の入学試
験に合格したが、1 日も登校せず今日に至っている。その理由としてＤは「調子が悪い。やる気が
起きない。からだがだるい」を訴えている。中学 2 年の秋からこういう状態が始まった。
家族は共働きの両親と男の子ばかりの 3 人兄弟で、Ｄは末子である。2 人の兄との間には、6 才、
9 才の年齢差がある。
長兄は、幼少期より癲癇様の発作があり、母親の自由な時間は、殆んどその看護に差し向けられ
た。長兄は、高校 2 年で退学し、その後、入院や通院で治療を続けている。彼は長ずるにつれて、
母親に対して、
「何故、自分を病気にした！」と責めるようになり、いわゆるできのいい次男への
嫉妬も加わって、弟たちに暴力をふるって当り散らすようになった。
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やがて次兄が体力的に長兄に劣らないようになると、この次兄がＤを庇護する役割を果たし、2
人して長兄の暴力に対処していった。父親は、仕事が極めて多忙であり、過程のことに関与するに
は“時間”を社会にとられ過ぎていた。
Ｄが中学 1 年生になった年から、次兄は関西の予備校で勉強するため、家を離れた。以来、家庭
内での攻撃的な長兄に対して、
親が帰宅するまでＤは 1 人で立ち向かわなくてはならなくなり、
又、
兄の暴力から、母親も自分が守らなくてはならないと、母親の安全への配慮もあり、こうして神経
を擦り減らして生活するようになった。やがて、中学 2 年生の秋頃から、Ｄは体の疲れと無気力感
や、学校で自分だけが見られているという注察念慮等を訴え始めた。そして、それまでやっていた
スポーツクラブも退部し、下校してからは自室に鍵をして閉じ込もるようになっていった。
長兄の暴力自体は、Ｄの中学 2 年生の終わり頃からなくなり、就職も一時はするようになった。
しかし、平素は無気力なＤが、おとなしくなった長兄に対して荒々しい態度をとり始めた事に、母
親は気付いた。こうした状況下で集中力や思考力を失っていくＤは、必死の思いで勉強をして高校
入試に合格したが、既にエネルギーは使い果たされていた。
1 年間の休学期間中、当初は自宅で勉強したり、学校カウンセラーの訪問指導を受けていたが長
続きせず、又、転校を勧められても話に応じることもなかった。
「学校には、今のだるい状態では行
けない」と彼は説明した。55 年 4 月と 56 年 3 月に精神科受診歴があるが、治療が受けずにいた。
Ｄは幼少期より神経質な子であったとのことである。小学校低学年の頃は、新学期になると決ま
って急激にやせるということがあったり、眼瞼開閉のチックがあったりしていた。しかし、学校に
慣れると、級友を笑わせたりして愉快な面を持つ子供でもあった。リーダーシップを発揮し、小さ
い子や弱い立場の子供たちに親切だった。

〔治療〕
入院当初の 1 週間、マイナー・トランキライザーが、そして時折り、メイジャー・トランキライ
ザーが用いられた。その後は、支持的精神療法を主治医と担当心理士が行った。
Ｄは、入院早々にして、飲酒を重ねた。それはイライラや、対人緊張・不安等を免れようとして、
或いは、柔げようとしての切迫した思いからのことであった。主治医は、彼の心の中に溜まってい
る不満を聞いてやり、それを支持することが必要と判断した。病歴から得た事情からも、当面はそ
うした関わり方が先行されるべきと思われた。次に述べる治療第 1 期は、そうした見地からのコン
タクトをもち、ラポールの形成と進化の期間であったと言えよう。
〔治療第 1 期〕
（入院～3 ヶ月）
Ｄは、元気がなくなったことの背景について、そして、現在いかに自分がひとより苦しい状態に
あるかということについて、語った。長兄への怒りや憎しみと、異常を訴えるのにそれを聞き容れ
救ってくれなかった両親への非難を、時には連綿と、時には爆発的に、そして時にはうちひしがれ
て語る時期が約 3 ヶ月続いた。同時に、自分を長兄から守り、理不尽な長兄をたしなめ、両親に対
して、自分の立場に立って意見する次兄のことを誇らしげに述べるのであった。次兄は、信頼でき
る心の拠り所であった。
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グループ・ワークやレクレーションは、他患が自分よりも良く見えて、そのことで辛くなると言
って参加しなかった。そして、院内をウロウロと徘徊する姿が目立ち、でなければ、蓑虫のように、
蒲団の中にいて、頭だけ出して天井をみつめ、音楽を聞いて過ごすことが多かった。
面接では、
「中 3 の秋からおかしかった。中 2 の秋からおかしかったけれど、あの程度は我慢で
きた。僕が悪くなって、両親に異常を訴えたけれど、母は、兄さんが良くなったら、今度はあんた
ね、もうどうかなりそう、と言って訴えを聞き容れてくれなかった。構ってくれなかった。息子の
ことなのだから、親が苦しむのは仕方ないのに、うちの親は、外の仕事ばかりに気をとられて家庭
を考えなかった。遠縁の人に小さい頃、育てられた。本当におかしくなった時、そこのかあちゃん
に助けを求めれば良かったけれど、ぶざまな自分が恥ずかしくて、何も言えなかった。
」
そして、
「長兄の声が気に障って、部屋に閉じこもったのがいけなかった。わかった、これから目
を外に向けんといかん。散歩なんかをしないと……。朝も走ったりして……。もともと、活動的だ
ったのだから。
」と冷静に考えるかと思うと、頭が混乱して寝つかれないと訴えたり、他患を羨望視
するのであった。
自分を幾分とりもどすと、
「家のことをよくしないといけない。両親も普通の精神状態ではない。
兄がじわっじわっとのしかかってきている。僕のことは後回しでいい。まず両親が元気をとり戻さ
なくては。そうしたら、僕も元気になるよな気がする」と言い、両親への気遣いを示す。
「兄が自立
して、家を出て行けばいいのだ」と訴えるため、父親に来院して貰い、家族調整を提言すると、既
に長兄の病気への心配を抱きながらも、その方向で動いていることがわかった。Ｄはそのことを知
って、幾分、安心した様子だった。しかし、なかなか兄の就職口が見つからず、それに伴ってＤは
焦りを露骨に示し、両親の名前を呼び捨てにしてこきおろす。かと思うと両親それぞれへの尊敬を
示し、アンビバレントな気持ちの中でＤは両親を受けいれきれない様子だった。
やがて兄の就職が決まり、他県へ移っていったあと、Ｄは初めての外泊をした。
「やっぱり、家は
いい。水も歯に滲みるし、冷たかった。空気もうまかった。兄は、狭い部屋で生活しているらしい。
可哀そうだ。しかし、兄が家に居なかったけれど、落ちつかなかった」と外泊の感想を述べた。
その後、父親が刺される夢を見た、と言う。長兄とＤが言い争っていて、
「その仲裁にはいった父
を兄が忍ばせていたナイフで刺した。怖かった……」おそらく、兄弟の争いを制止する父ではある
が、最後には刺されて、力を発揮できない父親、というＤの心の中の頼りきれない父親像の表れで
あろう。
この時期の終わりに主治医は、自分の病気が家族の責任から、自分の問題として考えられるよう
になれば、病気は治ってくるだろう、と助言する。
〔治療第 2 期〕
（4 ヶ月目～6 ヶ月目）
入院 3 ヶ月目の終わり頃からＤは、
「考えてみれば、両親は最善の処置をしたと思う。兄とのこ
とで精神が正常だったり、しっかりしていれば自分みたいにおかしくなり、一方苦しくなって感情
を外に出してしまう母はある意味で弱くて、その弱さを外に出してしまうことで兄との関係に耐え
られたと思う。父はしっかりしていて、それで大丈夫だったのだと思う。兄を診察させたり、職を
みつけてやったり、僕をここに入院させたりして、最善の処置をしている」と分析的な理解を示し、
現実を受けいれるかのような発言をする。同時にＤは、活気を呈し始め、レクレーションのソフト

30

ボールに積極的に参加するようになっていった。時には、市内のバッティング・センターに出かけ
ることもあった。更に 5 ヶ月目には、女性患者の一人と真剣な対話をすることができ、そこから得
た自信をバネに徐々に対話の相手を増やしていった。
話すのが恥ずかしいと躊躇を示しながらも、おぞましい過去の兄の暴力の場面を語り、今までと
違って、自分を救ってくれなかった両親への恨みの気持ちを、涙を流しながら述べるのであった。
それは、大きな感情を伴って、心の中のトゲを引き抜くかのような印象を与えた。
こうしたことを契機に、Ｄは自分を理解し、庇護してくれた次兄への思慕を募らせ、次兄にゆか
りのある音楽を聞いては泣き、面接においても、次兄のことを話しては泣くということがたび重な
った。
やがて、
「本が読めるようになりました」と嬉しそうに報告に来て、
「僕は、やる気を出さないと
いけない。もうその時期ですよ」と自ら語るのであった。反面、街に買い物に出ては被害感や注察
念慮を抱いて帰院してくるということが続いた。そして頭が混乱すると訴えるのであった。
主治医は、そうしたＤに対し、支持的精神療法を採用し、
「沈黙」の訓練をＤに課した。するとＤ
は、
「沈黙することで頭が混乱するということ、即ち、考えや気持ちがエスカレートすることがなく
なると思う。それは、自分自身をうるさいと感じなくなるからで、そうすれば周りもうるさく感じ
なくなり、自分以外の人間の存在や動きも気にならなくなり、ひいては、長兄も気にならなくなる」
と述べて、沈黙することによって、自分をコントロールできることに気付いた。
しかしながら、このような過程で、苦しさのあまり、この時期Ｄは 2 回、手首を切った。それは、
浅い切り傷で済んだが、私は強いショックを味わった。治療者の無能力と治療の無力さを思い知ら
されたのだった。
そのような行動化を経ながら、ますます、次兄への思慕が高まり、次兄との接触と強く求めるよ
うになる。それは、治療者には求められない、肉親によるＤへの理解と受容であり、それを求める
気持ちからのことであったのだろう。Ｄはそれを具体的に行動に移し始め、まず両親と次兄に対し
て手紙を書き送るようになった。やがて、肉親からＤの気持ちを汲みとった返事が届くと、彼はそ
れを何回も、何日も繰り返し読んだ。そうして、自分にとって大切な人々への恋しさを募らせてい
くのであった。
時期を同じくして、Ｄは「羨しく思っていた他の患者さん達を自分が超えたような感じがする。
自分自身の苦しさは、まだまだ続くけれど……」と劣等感が薄らいでいき、自発的にジョギングを
したり、他患を誘って小さなグループ・ワークを開くようになった。
〔第 3 期〕
（7 ヶ月目～14 ヶ月目）
家族に理解され、受容され、支持されることを強く求めながら、それが充たされないことからく
る不満や怒り、こうしたアンビバレントな気持ちは、Ｄを平静さと安心感の世界に憧れさせた。憧
れつつ、その毎日は、落ちつかず、苦しく耐え難いものとして続いた。そして、とうとう、自ら動
くことを決心した。
「次兄の所へ行って、元気づけて貰います。今まで僕は甘えることがなかった。母は、長兄の世
話ばかりして、僕を構ってくれなかった。母に構われる長兄に僕は嫉妬心を抱いたんです。僕は、
愛情に乏しいと思う。父は厳し過ぎるんです。そして今は、疲れ弱っている父です。たえられませ
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ん。だから、今は次兄に甘えたい。まだまだ感情を徹底的に出していないんです。いきつく所まで
いって、すっきりしてはいない。本当は、両親に構ってほしい、甘えたいのに……僕は。
」Ｄは入院
以来、初めて“甘えたい”という言葉を口にした。自分は、両親が期待する程には強くはない、兄
の暴力に我慢を強いられ、構ってほしい気持ちも抑制しなければならない生活の重さや不自由さは
自分には荷が重すぎる。Ｄは、こうしたものを返上し、ただただ安心して家族に甘え、元気が出る
ように構ってほしい、そうすれば、自分は救われると思っていた。
医療事務の関係で、Ｄは退院という形で次兄の住む関西へ出発した。約 1 ヶ月の滞在中、次兄と
の対話、次兄の恋人の優しい心遣いに触れて、彼は出発前に比べ、明るくなって帰宮した。その後、
3 ヶ月を自宅で過ごす。次兄の仲立ちで、恐怖と憎悪の対象であった長兄と対面し、思いのほか容
易にＤの心は長兄を受け入れることとなり、その結果、長兄との間のわだかまりはこれを契機に一
気に解消した。
「会うまで、ドキドキしていた。しかし、会って話をした結果、想像だけの怖さだったとわかった。
長兄への怖さは無くなった。兄も仲良くやっていこうと言ってくれて、嬉しかった。
」
次兄と共に来院して、Ｄは対面の時の事を語ったが、それでも彼の心は安らぎと充足を得られな
かった。結局、Ｄの欲求不満（フラストレーション）は両親へ収剣していくのであった。両親は、
そうしたＤの欲求に“つき合う”ことを決心した。対話の時間を設けたり、一緒に遠出したりして
Ｄの甘えを受容しようと努力する姿は、あたかも、不安に脅えて寝つかれない幼子に添い寝する父
親と母親の姿に通じるものがあった。
このような状態のＤであったが、時は確実に刻まれていき、休学 3 年目の岐路に立たされたＤは
復学を決意し、登校の準備にとりかかった。しかし、不安と緊張が強くなり、遂に自ら求めて思春
期病棟に戻ってきた。
“入学式”の日、私と女性心理士が付き添って式に臨み、その後も病院から片
道約 1 時間の汽車通学をつづけるＤだった。授業中、近くの席の生徒の視線を気にし、列車内でも
落ちつかないと訴えた。朝は看護婦に見送られ、寝坊した時は、パンを口に喰わえて看護婦と玄関
までバタバタと走っていって、開錠してもらうこともあった。帰院すると、安心するのか、死んだ
ように眠っていることもあった。勉強の方は、集中力に欠け、頭にはいらない様子で、5 月に入っ
てから登校しなくなった。
「何もしないでいるのも辛いので、院内作業をさせてほしい」と要望した
のでそれを叶えさせたが、長続きしなかった。この頃から、Ｄの行動に変化があった。Ｄは、両親
によっては充たされない気持ちを、若い看護婦や女性患者に向け始めた。慣れ慣れしく看護婦に接
近し、甘えた。Ｄは語った。
「今、こうして両親に甘えたいと願っても、長年の心労から疲れて僕を
構うゆとりがない。もろに甘えを出すと喧嘩になる。それで、甘えたくても甘えられないんです。
両親に嫌われることや、構ってもらえないこと、そして、つき放されることを恐れているんです。
恐怖感があるんです。だから本当の気持ち通りに動けず、不自由なのです。いい子振るのです」と
甘えたくても甘えられない心のカラクリを話し、いわゆる理想自己のレベルで自分が生きてきたこ
とを語るのだった。
学校の問題については、ついていくのが困難であると判断し、Ｄは退学を決心した。彼はその後、
そう日も経たないうちに再び自ら動き出した。就職の動きと、免許をとったバイクの購入契約とを
親も病院も知らないところで行った。これは、いい子振るのをやめたかのような行動であった。両
親は、自分達の手もとにおいて治していきたい、物事のけじめをつけさせ、逃げることなく現実に
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関わらせていきたいと、Ｄのひきとりを申し出に来院された。家の経済事情を考慮して、入院をや
めようと考えていたＤはこの両親の対応をみて、心身の回復をもう少し計りたいから、入院を続け
させてほしいと両親に甘えた。この甘えを受けいれられて後、Ｄは新聞配達を開始した。順調に責
任のある仕事を果たせることで自信を得た彼は、
「普通の人たちの中にはいって、
働きたい」
と言い、
職業安定所に行き、仕事をみつけてきた。両親は「本人の生きようとする気持を大切にして働くこ
とに同意したい」と電話してきた。Ｄは「今、気持ちが楽。いい気持ち」と表現した。
その後、病院から仕事に通ったり、会社の寮で生活したりして、仕事に慣れた頃を見計らって、
Ｄは会社の寮生活に移るべく、退院していった。初回入院から数えて、1 年 2 ヶ月が経過していた。
しかし、症状の完全治療は果たし得ないままだった。
〔終結期〕
退院後、しばしば外来の面接に来院し、職場での人間関係の不満や愚痴を語った。そして、寂し
い、きつい、仕事を辞めたいと漏らしながら仕事を続けるＤだったが両親への不満や怒りや甘えた
い気持ちを口にしなくなった事が特筆される。
「やはり、父母に求めすぎているのか、希望を抱いて
いるのかと思う。中学の時は、父母を求めても、長兄の事があったから構ってもらえず、寂しかっ
た。希望といっても、具体的には何もないとわかった。やっぱり、自分がなんとかかんとかやって
いくしかない」とかれは声音を低くして語った。
こうした推移の中で、Ｄは寂しい気持ちからだったのだろう、入院中の少女を無断で夜間、映画
に連れ出し、明け方帰院させるという行為があったため、私が厳しく注意したところ、彼は以後、
私を、そして病院を避けるようになった。
その後、音沙汰の無い 1 ヶ月が過ぎ、母親が来院され、
「なんとか元気に仕事を続けている。自
宅に帰っても以前のように対話が出来ない程に両親を非難することもなくなった。来年高校に行け
るかどうかわからないが、あの子のやりたいように、自発性を尊重していきたい」との報告があっ
た。
更にそれから半年が過ぎた夏のある日、
突然Ｄから電話があった。
大人びた落ちついた声音での、
無沙汰を詫びる丁寧な挨拶に始まり、
「お会いしたいです。僕の方は、元気で働いています。社長が
僕を指導してくれるんです。先生の方は、いかがお過ごしですか？」と全く”普通“の調子の電話
だった。しかし、この“普通”になりたいとＤはどれ程思ったことか。彼は 19 歳を迎えていた。

2
□

成績優秀に成長し、高校 3 年で不登校を発症。大学受験
に失敗したあと強迫神経症状を呈した少女

高校を卒業して予備校に入るまでと、受験失敗後の 2 つに分けて報告する。

Ⅰ

33

初診はＳ・56・7・13。人の前に行くとボォーとなる。自分が何しているかわからなくなるとい
う主訴であった。不登校は 6 月 15 日より生じた。なお高校 1 年の始め頃も不登校であったが、某
公立病院で投薬を受け 2～3 日の服用で乗り越えている。
（私達は薬物の効果よりも病院のお世話に
なったという心理的効果だったのだと思う。
）
初診のカルテによると、
（家族）5～6 年前より同居した祖父と両親、中 3 の弟の 5 人である。父は小企業の課長で几帳面、
厳格。母は話下手でとちるのを見るとイライラするということでＫr は毛嫌いしているという。
（生活史）小、中ともトップで過ごし役員などもこなしていた。中学時代は運動部（バレーボール）
で活躍した。交友関係も朗らかで友人も多かった。小 3 頃より勉強にも意欲を持ちはじめ、高校入
学後も一時的に成績のことで悩んだ後は常にトップクラスにいた。高 3 の 6 月頃から現症状「人が
怖い」といいはじめるが、3 年になっての成績が落ちたことが絡んでいるのではないかと父親は述
べる。
（心理検査）
ロールシャハテスト；Ｒ．58。 Ｍ7,5 ＦＭ13 Ｐ5 と反応数も多く形態水準良好で知的水準は
高い。情緒不安定な面があり自己統制の欠けた状態では衝動的な行為に出る傾向が窺える。自己評
価の能力を持つも劣等感を抱きやすい。
Ｓ．Ｃ．Ｔ；精神的分化は高い。理想がかなり高く自己評価を高くする。反面自己否定も激しい。
現実の対人関係にはかなり不満を持っており情緒面でも不安定が窺える。
その後通院によるＤr の精神療法を 3 回受けているがその抜粋は次のようである。
（第 1 回）
見方が狭くなっているから広めたいと思う。成績にこだわりすぎるから人は人と割りきろうと。
しかし割りきれない。家に帰ったとたんに変わってしまう。
（第 2 回）
家にいると甘えが出てダラダラしてしまう。このままだと本当にダメになる。学校へ行ってピシ
ッとしないといけないと思う。父が甘えだしたらとことん甘えるからここらで打ち切らないと、Ｄr
のもう大丈夫だからと言いなさいと言う。でもどんなにしたら楽に死ねるかと考える。ダメだと卑
下したり立ち直ったりグルグル変わる。それが不思議。なんかないものねだりが昔からあったけれ
どそれがひどくなったみたい。父は小学校しか出ておらず今のうちに勉強して後悔のないようにと
言って冗談もとばさない人。父について母親に聞くと同じように考えており子供のことを考えすぎ
るんじゃないかと思う。
（第 3 回）
週前半（月～金）混乱して家をとび出して親戚中に迷惑かけ、一日も早く入院したいと思ったけ
ど木曜日には落ちついた。登校しても 2 時限には吐き気がするほとガンガン頭が痛くなる。このた
め家庭から切り離してみようと翌日の 7 月 29 日より入院になる。
＜入院経過＞
翌日より 1 週間は図書館に行って日中は勉強する。入院後 9 日目に外泊希望で帰宅するが外泊 2
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日目には落ち着かず死にたいと言うため家族が連れてくる。8 月の中ごろ父親と生理的に合わない。
母とは生理的にとは言えないが合わない。自分は同じ年代の人に比べて遅れているというかどうし
ようもない。自分の動作がノロイ。人は話すのもテンポが早い。自分はノロマで話していても気疲
れすると欠点を訴えてくる。ＣＰが訪室すると 1 時間～1 時間半は離さずに話しかけてくる。ひと
とおり話すと落ち着くという感じであった。
やがて精神科Ｋr や思春期Ｋr と交流が始まる。父親について聞いたり森田療法のテープを借りた
り同級生からゲームウォッチを借りて遊ぶなど、院内で落ち着いて生活するようになった。しかし
ときおり将来また悪くなるんじゃないかと不安をみせる。中学の頃から普通の成績で普通の子にな
りたいと思っていたと語る。
8 月 14 日から夏休み後期の課外が始まり登校するという。前期の課外には参加していないので入
院後初めての登校であった。その日は自宅へ帰り父が帰った時に「わっ！」とびっくりさせたりし
て調子良かった様子であった。しかしこの登校も 2 日しか続かず、3 日目は制服は着ているも登校
できなかったが、それ程沈みこみはしない。その翌日再度登校するが、その様子を「隣の男子が優
しかった。女子とはうまくいかない。自分の弱みを見せたくないというつっぱった感じになるのか
な。
」と述べる。この日から約 1 ヶ月間は登校できなかった。夏休み終り近くなって「今やりたい
ことはいろんな物をつくってみたい。ピアノも弾きたい。しかしやっぱり気になる（学校のこと）
考えてみると 2 年まではやっているし、一応基礎はできているだろうからこうなったのが 3 年で良
かった。場所が変われば勉強できるかなと外泊してみたけど同じだった。
」と少し落胆したように言
うは仕方ないというところもみられた。8 月下旬再度 3 日間の外泊を試みる。母親は外泊はよかっ
たと報告するがＫr は「2 日間、混乱しそうだったけどまた帰れなくなると思い、ようやく気を取り
直した。
」と言う。この外泊中に試験があったが、これを受けなかったことに対して「落ちこぼれ」
というのを痛感する。
二学期も迫ったある日家人を驚かす暴言のＴＥＬをかける。Ｋr はこれを我侭ほうだいの甘えを
言ったという。このため翌日母親面接をＤr がする。
「父親は 1 ミリでも違うと気がすすまない几帳
面な性格。最近は前のようには言わないが言いだしたら止まらない。昨年 8 月から今年 3 月まで失
職し 8 月～9 月がひどく、食事中はくどくどと特に母に小言を言った。さもなければ自慢話。
」とほ
ぼＫr が言うことと一致するものであった。この間父親はＫr と話して叱る場面があったらしい。夕
方遅く病院を無断で出てボォーとした表情でバス停に立っていた。問うと義務教育じゃないから辞
めろと言われすぐ辞めてやるという気になったと泣く。翌日の 9 月 1 日の登校にＣＰが泊まりこむ
が、朝になると行きたくないなあ、掃除がある、厭な人と顔を合わせんといかん、とグズグズ言っ
て準備しない。
「明日から行こうと思う。自分は行こうと思えば行けるし最後までいようと思えばい
れる。
」と元気がる。しかし夜になると「すっかり逃げになった。行く気も勉強する気もない。
」と
沈みこむ。さらにＣＰやＤr と話してもなかなか本質的なところまで話すに至らず、最近は空論ば
かりしているとあせる。学校は文化祭後から行くと 9 月 5 日から 2 日間外泊する。家では楽しく過
ごせたと喜ぶ。父が、以前はものを言えない雰囲気だったのに、そうかそうかと聞いてくれた。温
和になって気が長くなって弱きになっていた。急にああなるとかわいそうかなあと思う。明日から
登校したいとＣＰに言うが、すぐにＤr には、
「学校の先生がだらしない人間とみるのではないか。
」
「授業が解からないのではないか」と不安をみせ、やはり登校には移せない。
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以後も明日からはといいながらもピアノを弾いたり編物をやったりの日が続く。このため 1 週間
学校のことを考えず自分のしたいように過ごすという目的で、9 月中旬に外泊を試みる。父親が優
しくその愛情を素直に感じられたと帰院する。外泊中に級友がＫr の誕生プレゼントを届けてくれ
たのを見て、
「今まで休んで学校が遠いものと感じていたが急に近いものに感じた。明日は行けそ
う。
」と言う。この翌日の 9 月 21 日より 3 日間カウンセラー室までではあったが登校する。しかし
その後はまた不登校が続きなかなか進展していかない。今までは、外泊を重ねる度に良かったので
あるが、9 月下旬のそれは元の戻るものであった。両親の口論を見てイライラし爆発する。こんど
はその事で自己嫌悪に陥り、このままでは良くならないと悲観的になり退院希望をする。帰院させ
て話しを聞くとわりと落ち着いており、自分について「劣等感に打ちのめされやすい。先日もＫR．
Ｋと話していて劣等感を感じ沈んでしまった。それで学校に行けなかった。
」と言う。この翌日登校
するが、夕方、家に、友達との話しになじめなかったとくどくどした電話をかけていた。
こういう状態であったが、症状の転換を計るためたまたま入院してきた中学生をＫr の室に入れ
ることにした。すると即座に反発し両親への反感を感情こめてぶちまける。いつもケンカしていて
こんな親が育てるんだから片輪な人間ができる。あの親爺はけっして許さない、死んでしまえばい
い。私の性格はもう変らないんだから死んでもいい。一匹のブタなんか死んでも誰れにも迷惑かけ
ないわ！どうせＣＰも他人だ。私のことなんかわかりませんよ。アー学校でも言おうかな、こんな
にして。と言うＫr に自分の気持を表現しなさいと促し、室の件は元どおり個室にすることを伝え
ておく。しかし興奮はおさまらず、とうとう院長が甘えるのもいいかげんにしろという強い態度で
Ｋr を一発撲った。これですっきりしたのか、ＣＰにさっきは荒れてごめんなさい。私のこの足先
はお父さんに似たのよね。北国の人だから色が白いし髪も黒くて細いと、父親への親愛の情を伝え
てくる。この日以後身体コンプレックスが表面化する。外泊中にもお客が自分をみてスタイルが悪
いと思っているように感じては落ちこむ。病院では整理箱を足で蹴っとばしたり廊下に寝る。家に
は電話で「なんで普通の女の子みたいに生まなかったか。Ｓさんみたいにきれいならこんなに苦し
まなくてすんだのに。こんなブタは生きていてもしょうがない。
」とごねる。
こういう日が 4 日間程続き、その後は他Ｋr に数学を教えたりやりかけの編物を完成させて次第
に登校体制を整えていった。学校カウンセラーとＫr と話し合い、参加しやすい体育競技の授業を
選び 10 月 13 日から出席する。
そして 10 月 16 日には教室での授業も 2 時間受けることができた。
この日再度、2 人部屋にする了解をとると「何事も経験だからいいですよ」と落ちついて返事する。
前回のパニックをＣＰが言うと
「私はパアッと出す方なんですね。
あの頃から良くなった。
」
と言う。
学校は時々遅刻したり体育、英語と得意科目に 2～4 時間出席で他はカウンセラー室で自習という
状態だが、身体コンプレックスはほとんど感じないで友達と交わることができるようになる。10 月
24 日に外泊し自宅から登校できたので、11 月 7 日から 1 週間自宅からの登校を試みる。結果は前
半登校するも後半不登校であったがそれほど落胆はしていない。
ちょうど登校しなかった 11 月 17 日思春期行軍にＣＰと参加すると山の頂上むけて元気あふれる
足どりで跳ねるように登っていく。粘り強い気力で一度も休まず頂上にたどり着く。
「入院した頃は
すぐに落ちこんで暗い気持になってたけど、今はすぐ元気になれるようになった。少しは希望がも
てるような……。さあ！明日からは……。
」と言うのでＣＰが「学校に行くか？」と問うと「うん。
」
と力強い返事がある。次の日の 11 月 18 日、学校から出席日数ギリギリと通告されるとＮs 達に「も
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う一日も休めない。ぜったい頑張るから。
」と元気よく言い、父親の誕生日にも調子くずすといけな
いと帰らない。共通一次も受けてみると意欲をみせ、毎日登校し 11 月 25 日には、
「もうずい分も
との自分に戻ったようです。
」
「家から通いたい。お母さんの弁当が恋しくなった。でも休みの翌日
は良くないなあ。
」と少し不安も残しているがかなり自信をつけてくる。苦手にしていた友達ともど
ういうわけか話せるようになったと対人関係の改善も進んでいった。この段階で週の半分ずつを家
と病院で経過をみる。いづれも安定して登校できたので、今後は 1 週間に 1 度の外来カウンセリン
グを約束し 12 月 1 日退院になる。
＜外来通院経過＞
12 月は 1 週に 1～2 回来院する。受験前でもあり教室全体が張りつめているのも影響してかなり
学校場面できつそうであった。家で親に当たりちらすこともあったが翌日来院し面接することでの
りきっていく。
1 月も 1 週に 1～2 回来院する。親に当たったり休んだりするが一人で立ち直っていく。共通一次
を受け「めちゃめちゃだった。
」と言うもにこやかな表情をしている。
その後も落ちこみはあるが卒業までこぎつけ、父兄の前で泣き出す一幕もあったが、卒業の感想
を述べ全員の拍手を受けた。この経験で「その場になれば腹が座ってできるんだな。
」と自信を持っ
たようだ。
大学は二次試験は受けず浪人を覚悟する。
母校の補習科ではなく予備校を自分で選んで行ったが、
これをＫr は「今までの高校から離れ、気分一新のために新しい環境の予備校にした。
」と言う。こ
れを最後に来なくなったが、今後何ごともなく成長するか否かと時々思い出していた。

Ⅱ
予備校に行ってからはＫr からも家族からもなんの連絡もなく順調のようであった。
共通一次の間近に迫ったある日Ｋr は病院に顔を出し、Ｄr やＣＰのいる医局で元気に挨拶する。
予備校生活はとても充実していて友達に対しても調子がいい。私強くなったでしょう？変わったで
しょう？大学はＫ大の医学部を狙うとはしゃいだ態度であった。共通一次の後再び訪れ、安全を考
えてＴ大に変えた。このごろ尊敬し互いに励まし合っていた友人が自分の目の前で他の人と親しく
することで少し悩んでいる。と不安定なところをみせるが、話し合える別の友人もいるようで元気
に帰って行く。入試の結果は安全を期して志望大学を変えたにもかかわらず失敗してしまう。発表
後私達はＫr の反応を心配していたが、2～3 日語Ｋr が受験失敗のＴＥＬをかけてきた。電話の声
は思ったより明るく「また頑張ります。
」ということに安心したのであったが、これを契機に混乱し
ていった。
発表からほぼ 10 日後の 3 月 27 日夜に外来を受診する。受験失敗していろいろ考える。腹が立っ
てどんどん自分を縮めていく。一人で墓穴をほって死ぬしかないと思うほど落ちこむと訴える。そ
の日はセルシン 5 ミリを投薬。翌日ＣＰが面接する。受験直前の対人関係のもつれを綿々と訴え絶
対許せない。共通一次までは張りつめていたけれど二次試験の時はボォーとしていた。99％大丈夫
と言われていたのにこんなことあるでしょうか。みんなあの人達のせいだ。と興奮する。次の日は
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ＣＰに電話をかけて「どうして落ちたんでしょうか。素直な気持でやればいいと一生懸命やってき
たのに。
」と泣いてもうダメだと言う。このためＣＰは自宅まで訪問して面接をする。自宅は周囲が
畑や田んぼという所でこじんまりした家。Ｋr は北側の 4.5 畳位の室にいる。タンスが 2 つ、本棚、
机があり、ＣＰと 2 人座ると一杯になる。本棚には文庫本、新刊書、映画雑誌、参考書がぎっしり
並び外国のスターの写真も貼ってある。Ｋr が去年勉強したノートを見せるが、きっちりと整理さ
れており相当勉強していた事が窺える。朝自宅を出て夜 8 時に帰宅するまで予備校と図書館での生
活だったらしい。ＣＰと話していると落ち着いているが、家にいたら甘えるでしょうねと言うため
入院を勧めておく。家ではどうにも手におえないと翌日両親と共に入院となった。
＜一回目入院＞
入院直後からＣＰをつかまえ面接を希望する。当院の他の 4 名のＣＰに対しても同様であった。
薬物はセルシン 5 ミリを使用したが本人が「大丈夫です。
」という時には服用させなかった。
「調子
の良い時は良い方に良い方に考えていけるが悪い時はだめ。過ぎた事考えてもしょうがない事を、
あれさえなければ通っていたのにって考えてしまう。
」と言う。こういう中でも予備校特待生の試験
を受ける元気を持っており回復力を有しているのが窺えた。入院患者の中に中学時代の同級生をみ
つけ「私は大学落ちたのよ。
」と声をかけ、ずい分乗りこえている様子であった。いろんなＣＰと話
したからずい分楽になった。
でもまだふっ切れないところもある。
浪人をして役に立つと思います？
とＣＰに幾度も質問し不安感をみせている。この反面「いろんな事を去年経験したんですよね。男
女関係も勉強の面も。
」と自分を肯定する態度をみせて「今年は苦手な科目をもっとやっていきま
す。
」と述べて退院を希望する。ＣＰは今回の入院は立ち直りのきっかけをつかむ程度でよかろうと
判断し、4 月 2 日、約 1 週間の入院で退院させた。
（甘かったのであったが……）
退院後数日すると、また過去の事をくどくどと考えはじめ家にこもりきりになる。ＣＰに 4 月 6
日ＴＥＬしてくる。
「この私の固執性はどうにもならない。もう人と競争するのは嫌。今までありが
とうございました。
」と泣いて言う。父によると昨日は予備校にも行って「頑張るわー。
」と調子良
かったとのこと。この後も荒れて物を投げちらかしたり自分の不運を全て人のせいにすることが続
き、父親もたまりかねて撲った事もあったらしい。このため再度 4 月 8 日入院となる。
＜第二回入院＞
今回の入院は予備校に通うなり受験勉強を開始するまでを目標においた。前回入院時は人のせい
で落ちたとか裏切られた事を中心に訴えていたが、今回はそれをいつまでも忘れない自分について
探っていく。朝起きると父親を恨む。小さい頃から完全にやるようにされてきた。私とよく似てる
んですよ。かわいそうだという気持はあるんだけど今はこうだからどうしても恨む。3 ヶ月位は本
でも読んでそれから勉強しようかと思うけど朝になるとアーッとなる。自分の目標としている仕事
に合うだろうかと度々聞いたり、ＣＰの一日の仕事を聞くなど不安定な日を送る。しかし安定剤は
もういらないと自ら言うほどにはなっていた。入院 1 週間後に予備校に行き、その帰りに問題の友
人と会って普通に話すことができたと喜ぶ。そして家を離れたかった。病院で他のＣＰ達と話すの
が楽しい。家ではそういう雰囲気がない。ここに下宿したいと腰を下ろす様子だった。しかし予備
校へは気分の浮き沈みで思うように通えず中断してしまう。この頃から日記を書きはじめる。正確
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の長所短所を書いてＣＰに見せるが、それぞれ大学ノート 1 ページずつを埋める程ぎっしり表現さ
れていた。母親は外で働ける人ではない。女らしさに欠ける。自分はああなりたくない。父はあわ
れさを感じると記している。日記を他のＣＰにも見せるため、問うと自分を理解してほしいからと
言う。つくづく生き方が下手だなあと思う。ＣＰ（下手なのも自分だと受けとめるように。
）えっ？
でもどうすればいいんですか？ＣＰ（人と比べてばかりいないで自分というものを早くつかむよう
に）と言っておく。が人と比較していく態度はその後も続いていった。
4 月下旬になると日記を書きはじめてあまり話すことがない感じと、ＣＰにはもっぱら日記の感
想を求めていた。時折ＣＰが訪室する程度でＮs と話したり読書などをして安定して生活していた。
ところが 5 月の連休の時ちょっとしたアクシデントが生じた。すると再び自分の不運を嘆きはじめ
不安定になる。以前ＣＰに人と比較するなと言われたけどどうしようもない。大学受験やめようか
とも思うけど大学以外では自分の道はないような気がする。今病院にいてきつい。帰ると荒れると
思うけどと言い乍ら 5 月 10 日初めての外泊をする。1 日目は良かったが、2 日目は母と 2 人になる
と包丁を机につき刺したりして荒れた。帰院して言うには父親の粘着質が自分にもある。ここにも
いたたまれず荒れるのはわかって帰ってしまった。生まれる時頼んだんじゃないから死ぬ時は死ぬ
権利があると思う。今自分でもおかしいと思う。何でも当たっていると興奮する。ＣＰは聞くだけ
という態度でＫr の肩に手をかけると、我慢していたかのように涙を流して泣くがしだいに落着い
ていく。次の日、親からの規制、枠を打ち破る努力をすること、考えるだけでなく行動はじめるこ
とを提示しておく。このことでとりたてて目新しい動きは表わさないが、5 月 17 日「自殺とよく言
うけど私は助けてほしいからなんでしょうね。今までバカにしていたけど母はあれだけの人と思
う。
」と距離をおいて自分や母について述べる。5 月 24 日から 4 日間外泊すると父はあまり話さな
かったけどわりと頑張った。家に帰った時母が「私はあんたを信じているよ。時間がたったら自分
でさっさとやれる子だ。
」と言った。すごくうれしかった。やっぱり病院より家のほうが落ち着く。
そろそろ動きだしたいと意欲をみせる。さらに大学に入りたいのはプライドではなくやっぱり勉強
したいから。神経症の研究がしたいとさっぱりした表情で言う。
（家の人はなんて？）この時を待っ
ていたよと言いました。
病院から登校するところまでをめやすとしていたが、Ｋr は母親と外泊より帰り明るい表情で退
院を希望する。昨日は学校にも行ってきたと言うため 5 月 31 日退院にもっていく。
この後 7 月 10 日まで音沙汰がなく順調にやっているのかと思われた。7 月 10 日外来受診し 3 回
の面接を経て森田療法を施行することになるのであるが、その推移は以下のようであった。
（7 月 10 日）
2 日登校するが試験は自信がなく休んだ。その後くずれ、気分がコロコロ変わる。学校に行くと
人疲れする。人前で見られている感じがしてぎこちなくなると症状を訴える。父は現在でも自分の
思うとおりにならないと最後までしつこく押さえこもうとする。
（7 月 16 日）
月曜から水曜まで登校。その後くずれる。やはり人疲れする。
（7 月 25 日）
やはり波がある。イライラ感も出現しうまくいかないと訴える。
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以上、外来 3 回の面接はＤr のみだったが 7 月 20 日ＣＰに 2 回ＴＥＬがある。Ｄr にこの対人緊
張はずっと続くと言われた。たまらない。と以前と同様の死ぬしかないという事をくりかえす。ま
た家の人が私をどこかに訓練に生かせた方がいいと言っている。私みたいなのを立ち直らせる所あ
りますかと尋ねる。ＣＰとしては森田療法がいいと以前Ｄr と話していた事を思い出しその事を伝
えると、ぜひ教えてくれと積極的姿勢をみせる。このため適当な施設を探そうと思い中江Ｄr と相
談していると、院長から当院でやってみてはどうかと勧められた。森田療法の経験はないが、適当
な室もあるし以前から中江Ｄr もＣＰも森田療法へ関心をもっていた。森田療法の専門病院が近県
にないということ、さらにＫr もこれに導入する機が熟しているということで当院でやることにし
た。Ｋr はいつからやるんですかと期待したり、何をしてもダメですよと悲観的になったりしたが、
8 月 3 日より開始すると告げ来院するように伝える。
＜森田療法＞ 第四回入院
第 1 週 絶対臥褥
日記記帳とＤr 訪室のみ。しかし当方の説明不足で洗濯をしたり外の景色をながめたりあるいは
何枚も日記を書く等があった。これらはわかった時点で訂正していった。臥褥 5 日目に「もう退屈
で死にそう！！」と日記に表現する。日記には両親への非難、評価、自分の欠点、感情について切
り刻むような分析がされるがそれでくずれるところはない。
第 2 週 軽作業許可
・思春期廊下掃除
・刺し子（フキン）
・木彫（スリッパ立て）4 日目より
最初かなり開放感を味わう。作業がぎこちないと表現する。しかし実際の作業量はかなりの速度
でこなしていく。思春期廊下を朝から毎日掃除し「おはよう。
」
「ごくろうさん。
」の言葉に励まされ
元気づく。日記ではこうなった原因をほじくったり自分の事しか考えられない感情を怖がっている
面がある。しかし肩を張らずに生きよう。やるべき事をきちんとやろうという心構えも出てくる。
「もうこれ以上自分は──。自分は──。と考えるのがいやになっちゃった。
」
「何か役に立つこと
勉強などしたい。
」と言うが掃除、木彫のみの限定を続ける。刺し子は 3 日間で 2 枚を完成させ集
中力、持久力も高い。
第 3 週 読書許可
あまり考える必要のない伝記物をということで山岡宗八著「徳川家康」を与える。読書の許可が
あると非常に喜び読書に集中する。自分の分析は続いているが入院当初と比べると元気が出たと自
覚する。死にたいとも思わなくなったと言う。しかし作業や読書だけで「やるべき事をやり自分を
受けいれよ。
」というのみの治療者に対して不安、不満を持ち具体的な治療法を教えてほしいを日記
に表わす。一方ではどんな感情の時でも彫刻、読書、清掃とやるべき事をやるというのは良いと感
じはじめる。この週も自己嫌悪に陥り苦しむが自分の感情が抑えられなくなり「えい!!」と読書を
始めたらいつの間にか忘れたという。この経験を通して物事をやっていく中で雑念は消えそして別
の感情が現われるというのは本当だと感じる。がむろんまだ身についたものではない。この週は掃
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除は毎日やっているが読書に片よりがちで木彫の作業が鈍った。このため木彫もきちんとやるよう
に指導する。
第 4 週 勉強許可
受験生であるＫr の当面の仕事「勉強」に入る。今までも何回か勉強に取りかかっていたがその
度に感情に流されて持続されなかった。今回はとにかくやるべき事をやる。そしたら道が開けると
念じ勉強を始める。その結果すんなりと熱中でき生活のリズムは整っていく。やるべき事をマイペ
ースでこなす事が一番大切だと体得はじめる。
毎日勉強を 6～8 時間やり気分が悪くてもやるべき事としてやっていきそのことで気分を充実さ
せていく。
第 5 週 外出許可（会話は禁止）
まだＫr の言う「自分を切り刻む」ところがあるが「今はしょうがない。それを無くそうとする
とかえって混乱しちゃうから。
」と思考のからくりにきずきはじめる。今は構えてもしようがない。
自分なりに生きていくしかないという諦めのような悟りが芽生えたと日記に表現する。しかし落ち
こみは毎日あり悪戦苦闘している文章が続くがやるべき事をやっていく態度をますます身につけて
いく。
第 6 週 他人との会話許可と自宅への外出
去年からの友人と久しぶりに会って喜びあう。落ちこみは続くが以前よりすんなりと落ち着くよ
うになる。だんだん元気がでてきたし昨年の良い時の自分に戻りつつあると自覚する。入院以来初
めて自宅で 8 時間すごす。久しぶりの家庭に戸惑ったようだが日記を書きながら「何だかんだ言っ
ても愛情に飢えているんだ!!」と落ち着く。面接を 2 日しないその間に落ち込みが激しかったがと
ことんいくと不思議と浮上し勉強もできるという経験をする。
第 7 週 外泊許可
問題の友人Ｂ君が病院にＫr を訪ねてきた事をＤr より伝えられ喜ぶ。Ｂ君はＫr の手助けがした
いと来たが今は必要ないとＤr が断っていた。これにも励まされ勉強 6～8 時間は続けられる。思春
期の高校生Ｋr とのつき合いも深まり自分の体験を話して励ましていく。父への陰性感情はまだあ
り当分家には帰れないと言うが 1 泊の外泊をさせる。家では互いに照れながら思いやりのある言葉
が交わされ父の良いところを素直に感じる。そしてこの外泊で素直に生きていくしかないという気
持を強くする。
第 8 週 外泊
一人でいる時の楽しさも味わえるし友達と話したりする楽しさも味わえるようになった。峠は越
えたみたいだからこれから楽になるだろうと感じる。父母に対しても注文はあるが尊敬できほっと
する面もあると受け入れる。外泊を 1 日やり家族ともうまくいき勉強も着実にこなしている。
第9週
外泊を 1 日するが父親と口論してしまう。家に帰ったらうまくいかないと感じ図書館に行って生
活のリズムをつける決心をする。院内では思春期の高校生と一緒に勉強したりお喋り等して、自然
にふるまえるようになる。そういう自分に気づいて喜びこの練習を重ねていけば外に出ても対人関
係がスムーズにいくのではと希望を持つ。
第 10 周
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受験の願書を提出して自宅に帰り落ち着いて過ごす。
「自分で考える自分は当てにならない。人は
その行動をみてその人なりに感じるのだからもう考えないことにした。
」
「性格的なことは今まであ
がいてきてどうしようもなかったので疲れた。それにあまり気にもならなくなった。
」と言う。2 日
間の外泊も弟と冗談も言え手伝いもやれた。院内での規則正しい生活のおかげだと感じる。森田療
法の体験談を読んで共感し今自分はかなり自分を自由に動かせるし生き生きしている。対人関係は
その人の生活そのものだ。小手先の会話の仕方を学ぶより内面を磨いていこう。一朝一夕にはでき
るものではない。やるべき事をこなしながら事にふれて心に留めていこう。と「あるがままにやる
べきことをやる。
」心構えがしっかりしてくる。
第 11 週
自分のペースで勉強し対人関係もうまく保て死にたいとも感じない。8 月 3 日の入院からすると
すごい進歩と自分を評価する。図書館に行って疲れると気分転換に思春期Ｋr とお喋りするなど自
分で 1 日を有効に使っている。3 日間の外泊が調子良いため 1 週間に延ばして様子をみた。その外
泊中に予備校での模試も受けることができる。試験後少しボォーとなるが病院に来て面接を受けて
立ち直っていった。これからは図書館で自分のペースで受験準備をする。何年遅くれようが行きた
いところへ行く。
「このつまずきは私にとってとても大切な事だった。
」と自分を受け入れる。
この 1 週間の状態および今までの経過をみて自分をあるがままに受け入れやるべき事をやってい
く態度が身についたと判断し外泊帰院後 10 月 29 日退院となった。退院後は 1 週間 1 回の面接をＤ
r がセットした。現在 1 ヵ月半になるが自宅で 7～8 時間の勉強をやりうまく適応している。

Ⅲ＜考察＞
本ケースは知的に高く言語表現も豊かで当方は非常に勉強させられた。Ｋr は、学歴はないが非
常に勤勉で向上心に富む父親と、優しく子供思いの母親に育てられ、幼少期より優秀な子として成
長していった。進学校に入っても完璧なまで勉学に励みトップクラスに位置していたが、3 年にな
ってこれがくずれ不登校を生じた。家庭から隔離し心理療法で接していく中で今まで自分より上の
人しか見ていなかった。心が狭くゆとりがなかった。むしろこうなったのはいい事だと安定してい
く。しかし今一歩がふみ出せないＫr に対しＣＰ側は個室から 2 人部屋にと操作すると、貯めてい
たものを一気に吐き出すかのように反応する。すかさずここで受容と厳しさの両面で接することに
よりその一歩をふみ出して行ったのであった。
一歩をふみ出してからは本来の向上心と粘り強さに支えられて不登校を脱していったものである。
またこの例では学校カウンセラーの役割が大きく、Ｋr を支えるものの一つであった。
大学受験後のつまずきは予想されるものであった。最初は対人関係の訴えに始まり、続いていつ
までも忘れず執念深い自分への自己嫌悪とそういう自分を育てた父への攻撃へと移っていく。第 1
回目の入院をＣＰが甘い判断で短期にしてしまったことが長引かせた一因と反省している。この時
点でＫr の性格を充分考慮すべきであったのにと悔やまれる。しかし反面 2 回の入院を経てもなお
立ち直れなかったため第 4 回入院の森田療法が効果あったとも考えられる。この時Ｋr はもうこれ
しかないという気持と本当にこれで直るのかという気持だったろうと推測される。森田療法でいう
「半信半疑の状態」が治療効果を高めたと思われる。現在は自己認識もかなり進み両親へのこだわ
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りからも解放されているが、まだまだ紆余曲折もあろうかと思われる。

3
□

心理分析があまり進展しないまま、2 回の入院をくりかえ
して通学が可能となった少年

＜初回入院まで＞
Ｙ君は学業成績は良く、几帳面で真面目な性格だが、中学 3 年の時以来、休み明けなど不定期に
1 週間位ずつ欠席するようになった。中学 3 年は年間 30～40 日程欠席した。高校に入学してから
は、1 年生の 3 学期冬休み明けに登校しなくなった。それまでも時々欠席していたため、1 月末に
母親が進級のための出席日数が限界であることを本人に告げると、その翌日から登校しはじめ、そ
のまま通学を続けた。この時には不眠の訴えがあり、公立某病院へ行き投薬を受けたが、頭がぼう
っとするという理由で、間もなく服薬はやめたと言う。2 年生になってからは 1 日も欠席せず、学
校行事にも意欲的に取り組んでいた。ところが、2 学期の終業式の日に風邪で欠席して以来、再び
冬休みが明けても登校しないということで、1 月 25 日に母親から相談があった。
家庭では非常に無口で、家族から何か問われれば答えるという程度。この頃、午後は比較的すっ
きりした表情をしているが朝起きられない、外に出ようとしないということだった。
父親は銀行勤務、母親はお花の先生、同胞は、3 歳上の姉と、2 歳下の弟がいる。
1 月 28 日、Ｙ君の来院は望めそうもないので、Ｄr と共に往診した。応接間に招く方法では無理
と思われたので、いきなり彼の勉強部屋へ入っていく方法をとったのだが、本人は机に向かってい
たらしく、Ｄr、ＣＰの 2 人で入室すると、あまり抵抗なく、しかし、やや硬い表情で畳の上に胡
坐をかいて座る。ほとんど無表情で、指を組みながら終始うつむいている。担任の名や年齢、中学
時代のクラブの話などに関するＤr の問いに短く、低い声で、顔を上げて答える。不登校の理由に
ついて、どう考えているか等の問いには無言。話題がその件に近づくと表情硬くうつむいたまま。
暫く返答を待つと、途中何か言いたげな表情を見せたがＤr が促しても言葉は聞かれなかった。
1 月 31 日、Ｄr と共に再び往診する。前回とは違い、終始柔らかな表情を見せる。始めはＣＰと
視線があうと目をそらしていたが、後からはそらさず笑顔を見せるようになった。本人の心境を問
うような問いかけには、表情が一変して固くなり、口を噤んでうつむくだけだった。
しかし、行軍の誘いには応じ、次の火曜日には弁当持参で来院した。この時、母親が風邪気味と
いうことで、診察のため共に来院され、マイクロバスの出発を見送られた。行軍中は表情も良く、
特に問題はなかった。
これ以後も、ＣＰからＹ君に電話や訪問をし、来談を進めるが、応じず、困惑しきった両親の希
望もあって、2 月 23 日入院となった。収容時、少なくとも外見的には強い抵抗は見られなかった。
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＜初回入院の経過＞
思春期病棟での適応はほとんど問題はなかった。初日から、他患とトランプを楽しむなど交流が
見られ、グループワークにも参加した。表情も明るく、ＣＰに親しげに話しかけたり、院内の一室
にあるピアノを弾いたりしていた。私は、入院中少なくとも日に 1 回は、Ｙ君の部屋を訪れること
にした。同室の他の子供を交えて雑談することもあれば、Ｙ君が持って来ている雑誌を一緒に読ん
だり、音楽を聴くこともあったが、多くの場合、Ｙ君は機嫌良く、話の内容には豊かさや言葉を選
ぶ慎重さ、人当たりの柔らかさが感じられた。
日常的な接触の他に週に 1～2 回、面接室で約 1 時間のカウンセリングを行なった。
3 月 2 日の面接で、口数少ないＹ君に、小さい頃からの思い出、特にＹ君の幼児期から小学校時
代にかけて、Ｙ君の世話をしていたというお手伝いさん達（連日同じ人ではなく曜日ごとに交代す
ることが多かった）について尋ねると“あんまり記憶にない“と言葉少なに答えた。家族に対する
話題では、こちらの問いかけに答えるだけで、不快な表情こそ見せないが、特に話すことはないと
いった調子であった。しかし、学校の担任の先生の話題になると、急に活気づいて、その指導のや
り方の強引さを具体的に挙げようとする。愚痴とも批判ともとれる言葉を吐きながら、表情は明る
いのが印象的だった。
3 月中旬、学級担任の面会があり、新学年（3 学年）のクラス編成についての本人の希望を問わ
れた。本人はうつむき加減で、ポツリポツリと受け答えしていたが、結局、普通クラスか特別クラ
スかの返事はしなかったらしい。
その後、その担任の先生から伺った話によれば、本人は成績は良く、友人もあり、人望もあって
学校のことが原因とはとても思われないとの事で、母親の過保護ぶりを指摘された。
両親の過干渉ということに関しては、前述した、行軍の際の母親の見送りに始まって、入院して
から 2 日をあけず、母親や父親（一緒に或いは別々に）の来院ないし電話があって、こちらから断
った程であった。しかも、一方だけが来院された時に、こちらが会って話した内容が、後にもう一
方の親が来院された時に話してみると全く伝わっていないことが一度ならずあった。母親に、家庭
でＹ君について両親間で話しあうことはあるのかと尋ねると、父親は無口で、家庭での会話は非常
に少ないとのことだった。
Ｙ君とつきあっているうちに、彼が不意に表情を固くし、口を噤むのは、学校や家庭の話題に対
してということではなく、彼の内面を問うような質問をされた時であることがわかってきた。学校
へ行けない日の朝、起きれなくて床に横になっている状態の説明にしても比較的すんなり詳述して
くれる。しかし、
（そんな時ってどんな気持ちなんだろう？）と尋ねたらもう口を閉ざしてしまう。
（苦しいのね）と受けても口は開かない。表情さえ変えない。話題を変えない限り、何十分でも沈
黙が続く。そのかわり（先刻はトランプしてたの？）と話をそらすと“うん”ともう笑顔で話に乗
ってくる。そんな面接が何回も繰り返された。
病棟内では、相変わらず他の子供達ともうまくやっていた。クラス編成の方は担任の数回の問い
合わせにも、本人は全く返事をしないか、首をひねって“どうでもいい“と言うだけで、結局、担
任の配慮で普通クラスに決った。
3 月 29 日、3 学年で使う教科書を自分で買って来たと言う。
（学校へ行くつもり?）と問うと“わ
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からん”という返事。
4 月 1 日、
（退院するの？）と問うと“どうでもいいけど……”
“宿題があるわー病院じゃできん
こともないけど、せんから……“。宿題やテスト、授業の話をＹ君の方から次々に話す。内容は「不
満」だが、表情は明るい。
“春休みの間に退院しようか……“と言いつつ決めかねている表情だった。
この頃、Ｙ君は春休み中にたまった宿題と、休み明けに行なわれるテストのことが相当気になって
いたようである。積極的に退院したいとは言わないものの、病院から通学する気にはならないらし
かった。
4 月 5 日、
“7 日の夜、退院しようか？”
（始業式から出るつもり？）
“うん、それで毎日遊びに来
たりしてね……“と笑顔を見せる。
（とても訊きたいことがあるんだけど訊いてもいいかな？）首を
かしげて“訊かん方がいいっちゃない”
（どうして？）
“答えるのがだるい”
（じゃあ、何て訊きたい
のかわかっているの？）
“わからんけど……”
（あなたの中でケリがついたわけね？）首をかしげて
“ついたっちゃない”
。治療者側にも、おそらくはＹ君自身にも、不安を残しながら、4 月 7 日に退
院となった。

＜再入院まで＞
退院した翌日、母親より電話があった。登校していないと言う。母親によれば、始業式前夜、自
分のクラスがわからないというので慌てて学校に問い合わせたりした上、宿題をしていないのが気
になったのではないかと言うことだった。以後、数回往診するが、Ｙ君の態度は前回入院前後のそ
れと殆んど変わりがなかった。
5 月 2 日、往診。
“今日学校はクラスマッチだ”と言う。
（いかなかったの？）と問うと“よだき
い”と答えた。相変わらず雑談のときは明るく応答するが、少し元気なく見受けた。登校の話にな
ると黙ってうつむいている。
（問題を表現してくれることで、こちらで幾らかでも助力できると考え
るが……）等話すが返答は聞かれなかった。不本意ではあるが、本人のために必要と判断されれば、
強制的入院もあり得ると話しておいた。
5 月 6 日に登校した母親より連絡があった。しかし、その後はまた不登校の様子だったので、5
月 9 日往診した。
（どうして金曜日行ったの？）と訊くＣＰに彼は笑って“わからん”と答えた。
授業内容を問うと笑顔で説明する。大学受験資格の検定試験を受けるためには、5 月中に高校を退
学しなければならない。それと留年とではどちらを選ぶかと尋ねてみると、首をかしげるだけだっ
た。
この頃、朝、母親が本人に起床を促すと、布団をすっぽり被り、声をかければかける程もぐりこ
んでしまう。イライラした声で“うるさい”と怒鳴ったりしていた。

＜再入院＞（5 月 14 日～9 月 17 日）
5 月 16 日面接。
（かなり苦しいと思うんだけど、あなたは誰にも打ち明けずに 1 人で頑張ってい
るでしょう。相当強い人ね）
“強いんじゃあない。気が小さい。人前で話できんわー。
“
（そう？、そ
れともあんまり深刻に悩んではいないのかな？）と少々意地悪く問いかけると、反発するように、
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“そう見える？”
（見えるよ、表に出さないだけかな。表現するの苦手だものね）
“うん、すごく苦
手”
（苦手でいいから思いつくまま言ってくれていいのよ。
）と促すと首をひねる。
（どうして言えな
いのかな？）
“意地……”
（そう意地を張ってるわけ？）
“そうじゃない“
（何に対して？）
”何て……
言わんて決めたから……
“
（言っちゃったら、
あなた全体がこわれてしまうような気がするのかな？）
“わからん”
5 月 19 日、訪室すると、ベッドに寝ころんでいた。Ｙ君が家から持って来た雑誌を眺めているＣ
Ｐのそばへ寄って来る。
（検定試験を勧められてるみたいだけど……）
“でもねえ、試験 8 月やろ、
今から一生懸命やらんといかんわ。間にあわんちゃない“
（本当はそれより学校へ行きたいんじゃな
い？）
”うん“
（高校生活で得られるのは単位だけではないからね）
“うん”
（来年まで頑張ってみて
だめだったら、来年検定受ける？）
“そうねぇ、いいよねぇ”
5 月 23 日、面接。比較的はっきり、留年には抵抗があるという話をした。
“今からすぐ行ければ
大丈夫やわねー“”とにかく卒業すれば後はねぇ“
（どうすることが一番いいかしら？）
“とにかく
教科書やら制服やら取って来るわ。いつでも行けるように。検定試験を今年受けんなら、いま退学
せんでもいいっちゃわねー“この日、登校に必要な物を自宅へ取りに帰ったが、翌日は登校しなか
った。25 日朝、訪室すると目覚めてはいるが就床している。
“目覚ましかけて、一旦起きたけど、
またダウンした“暫く沈黙の後、
（今から行くなら送って行くよ）と声をかけると、
“いくだけ行っ
てみようか”と言う。
（自転車で行く？）
“行ってもいいっちゃけど、途中で帰ってきそうな……“と
自信無げに言うため、学校まで車で送った。この日は 6 時限まで授業を受けて帰って来た。学校ど
うだったという問いに笑顔で“まあまあ”と答えている。
“机はないやろうか？学校行くとしたら、
やっぱ勉強せんとね“と言うＹ君の部屋に、机を運び入れた。翌日から 2 日間登校したが、3 日目
から行けなかった。訪室しても表情固く、食欲も無いようだった。
5 月 31 日朝、制服を着たまま就床しており、いま一つ踏み切れない表情の本人をＤr が、学校ま
で送り、翌日から自分で登校しはじめた。朝 6 時半頃、看護婦さんに起こしてもらい、自転車で登
校、
夕方疲れた表情で帰院する。
夏休み中の課外授業を 1 日だけ欠席したのを除けば毎日登校した。
7 月 23 日には、
（学校の調子はどう？勉強以外で）との問いに笑顔で“順調。眠たい以外は“と
答えている。再入院初、Ｙ君が「言わないと決めて意地を張っている」と言った内容には、もう敢
えて問うことはしなかった。Ｙ君はいつも弁当も持たずに登校し、昼はパンを買って食べている。
級友とラーメンを食べに出ることもあるという。ある日、お昼を食べ損ねたＹ君に、友達の一人が
パンをくれたと言う。
“親切な人がおってね”と笑顔を見せる。級友達との関係もうまくいっている
ようだった。
9 月 8 日、笑顔で文化祭の話をしてくれる。初めて出逢った時に較べると、ずっと表情豊かなＹ
君だった。
（退院したい？）
“うん”
（いつしようか）
“土曜日“
（大丈夫という気がする？）
”うん“
（前
回の退院の時と気分が違う？）
“違うっちゃない”
（今回の方が軽い？）
“うん”
夏休み明けも問題なく登校したため、9 月 10 日より 1 週間外泊させた。自宅からの登校も順調の
ため、17 日退院となった。
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＜考察＞
Ｙ君が退院してひと月程経った頃、憔悴した声で母親より電話がはいった。このひと月登校し、
表情もよかったが、今日は朝起きられず登校していないとのことであった。母親にあまり動揺しな
いようアドバイスし、暫く様子を見ることにした。数日不安定な状態が続いたが、その後は順調に
登校しているようである。
5 ヶ月あまりの入院期間、Ｙ君に対して私達は一体何ができたのか。何故、学校へ行けなかった
のか、どうして行けるようになったのか、Ｙ君は結局話してはくれなかった。こちらがそれに触れ
ようとした時の、手の平を返すとしか言いようのないＹ君の表情の変化は、言うまいとする自分の
決心を揺るがされるのに対する必死の抵抗であったのかもしれない。
Ｙ君自身が言ったように、無口な性質は父親譲りでもあっただろう。幼少期、曜日ごとに交代す
るお手伝いさんに世話をしてもらっていたこと、母親の知的で、理詰めで物を言う性格も自分の内
面を表現することに非常な抵抗を示すＹ君の傾向に無縁ではないと思う。その傾向は、やはり、症
状形成の重要な部分だと思われる。しかし、人は多くの場合、自分の抱える悩みは自分自身で解決
してゆくものである。Ｙ君の場合、それに充分な知的能力も自我の強さも持ち合わせていたのだと
言えるだろう。
私達がやってきた事は、一人悪戦苦闘している彼を過干渉気味の家族から切り離し、彼と似た悩
みを抱えている思春期の子供達の中へ放り込んだことだけである。第一回の入院時にはＹ君とよく
似たタイプのＩ君が前後して入院していた。Ｉ君も同じく進学校高校生で成績はＹ君に劣らず優秀
であった。
「お前は九大くらいで満足してもらってはこまる。京大・東大を目指せる力を持っている
のだから」とせきたてられることで朝の腹痛・吐気を発症していた。知的能力は高くＹ君と同じく
温和な性格でユーモアに富む子供だった。Ｉ君とこの病棟の中で出逢えたことはＹ君にとってかな
りの収穫をもたらしたと言ってよいであろう。一緒にトランプをする。山に登る。ピアノに合わせ
てギターを弾く。原因はそれぞれに違っていても、学校へ行きたくとも行けないというジレンマに
苦しむ子供達同志の日常的な交流、これを可能にする病棟そのものが、集団的な心理治療の場で
あると考える。
但し、子供達同志の接触を私達治療者は常に、完全に把握し、方向づけることは不可能である。
集団のもつ影響力が、
常に治療上プラスの方向へ働くとは限らない。
充分な配慮が必要と思われる。
私達が試みた、学校まで送って行くというやり方は問題がないとは言えない。安易に行えば、却
って逆効果を招くことになるだろう。しかし、この症例においては、登校のため、ギリギリの努力
をしながら、なお一歩踏み出せないでいる彼の背中を、ポンと押し出すような効果があったのでは
ないだろうか
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4
□

妄想思考を伴い登校拒否、家庭内暴力をくりかえす少年

〔生活歴及び家庭〕
父親は 41 歳、国家公務員で、転勤が多い。母親は 40 歳、無職。妹は中学 1 年。4 人家族である。
Ｋr は福岡で出生し、5 歳までそこで暮らした。その後、父親の転勤のため 3、4 年ごとに転校し
た。宮崎へは中学 1 年の春にやって来ている。
子供の頃は、外でどろんこになって遊ぶような活発な子供だった。あまり甘えない子だったが、
祖父母や親戚からとてもかわいがられていた。友だちも多い方だったが、転勤のたびにやっと仲よ
くなれた友だちと別れねばならず、Ｋr にとってはそれがつらかったらしく、宮崎へ来る際も「お
父さんだけ行って」と頼んだようである。
宮崎へ来てからのＫr は転校生ということでなかなか友人ができなかった。新しい環境に慣れる
に従い、数人の友人ができたものの、一方でクラスメートや担任の先生とのトラブルも起こり、中
学 3 年になると 5 月頃より約 40 日間の欠席をした。Ｋr は、思い出せばいらだつことばかりの中学
時代をすごした、と言う。その後、高校に入学したが、入学式に登校したきりで、4 月頃より家庭
内暴力がひどくなり、5 月 24 日当院に入院。2 学期始めに休学届を提出した。

〔発症状況及び受診までの経過〕
上記のような生活歴をもつＫr の言動に家族や担任の先生が不信を抱き始めたのは中学 2 年の夏
頃からである。Ｋr は確かに転校生ということで目立ち、また女の子から好かれるタイプでよくう
わさされていたらしいが、中学 2 年の夏頃から「みんながオレのことを言っている」と言い始めた。
中学 2 年の夏休みには同じ部の先輩に殴られてケガをさせられている。クラスの中で委員長を務
めたこともあるＫr は、不良で成績のあまりよくなかったＡ君に勉強を教えたりして面倒をみてい
た。しかし、そのＡ君から中学 3 年の体育祭の日、Ｋr にとっては納得のいかないささいな理由で
なぐられてしまった。同じ頃、仲のよかった友人がＫr の気に入っていた女の子の更衣をのぞき見
したことで、その友人らと反目し合う仲になっている。
中学 3 年の 3 学期には、
「不良からねらわれている。街でガンとつけられる」等と言い、バスの
運転手の態度に腹を立て、バスのテールランプを棒でたたきこわして補導された。Ｋr は担任の先
生にも、
「自分をわかってくれない」という不満を持っていたが、高校受験の数日前にＡ君のことで
反抗的態度を取った彼は、先生になぐられている。このことで担任は 3 日間の謹慎処分を受けてい
るが、この事件は担任教師にも非があるようである。
家庭では次第に怒りっぽくなり、ささいなことにカーッとして食卓をひっくり返したり、ものを
壊したりした。こづかいを要求することも多くなって、母親がすぐに応じないと柱や壁に傷をつけ
る。また母親のサイフから勝手にお金を持ち出す、預金通帳を持ち出すなど症状は進展した。
中学を卒業し、高校の入学式に出たＫr は、同じ高校に入学しているものと思っていた友人らが
誰一人出席していないことを知って、ショックを受ける。
「父兄らがボクのことを知っているような
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気がする」
「校長も変な目でボクを見ている。
」と言っていたが、その入学以後、全く登校していな
い。
登校せずに家に閉じこもっていたＫr は、夜中起きて昼間寝ている、という昼夜逆転の生活にな
り、外出は人目につかぬ夜中に自転車に乗ってブラブラし、まれに昼間外出する時は黒いサングラ
スをかけて出かけた。両親とのケンカが絶えず、家庭内暴力もエスカレートしたため、5 月 10 日母
親が来院した。

〔入院までの経過〕
5 月 10 日来院した母親によると、
「お母さんがごはんの中に何か入れている」
「ボクのことを宮崎
中の人が知っている」
「盗聴器が仕掛けてあるんじゃないか」等の言動があるという。まず分裂病を
疑って、その夜にＤr、ＣＰの 2 人で往診したが、Ｋr は人なつこく照れたような表情で落ちついて
「最近、両親が変だ。急に気が変わったり、母はよく料理をこがしたりする。料理の味も変で、何
か入っているような気がする」
「中学の時、人の目がこわくなっていた。いじめられることもあった
し」等とあまり抵抗なくすらすらと話した。Ｄr、ＣＰはこの子が大声を出して暴力をふるうような
ことがあるのだろうか、という印象を受けた。
病院に一度来るようすすめたが、
「しばらくほっといてもたって一人でやってみる」と拒否する。
その日、Ｄr とＣＰが帰った後、Ｋr は病院に連絡できないように電話線を切り、父親と取っ組み
合いのケンカをしたらしい。
5 月 21 日母親より前回往診日のことで連絡あり。再び往診してＫr と病院へ誘うと素直について
くる。
「中学 1 年の頃から、悩みがうっ積していた。注目されて堅苦しいかんじ、みんなにきらわ
れているかんじがした」と言い、
「生きているのが苦痛」
「これといった夢もない」等話す。Ｋr は
嫌がったが、週 1 回の通院を約束し、もし今度、親に無理な要求をしたり、家で暴れるようなこと
があれば、家庭がうまくいくようになるまで入院することを約束する。
5 月 24 日 Ｋr の趣味であるラジコンを母親が壊した、と言ってその代償として一万円出せ、と
おどし、母親の首をしめるようなまねをする。
「お父さんに相談する」と言って電話をかけに出た母
親を追いかけてきて、自転車でつっかかる。母親の連絡で往診し、Ｋr を説得して思春期病棟へ入
院させる。

〔入院後、最初の退院まで〕
入院後、Ｋr は趣味のラジコンをいじったり、油絵を描いたりして毎日をすごし、2～3 日に一度
は家へ必要な物を取りに帰ったりしていた。面接内容を中心に経過を記す。
6 月 1 日 「お母さんは家族なのに他人のような態度をする」
「お父さんはすぐ怒る」等、親に対
する不満を話す。
6 月 11 日 「友達のことや自分の過去の話などしていると、相手の態度がかわってしまう」
「自
分の考えが中学の時から抑圧されているかんじがする」等と言う。また「一人言を言うことがある。
自分と違う自分が、自分の中に入り込んできているかんじ」になると言い、絵を描いている時も「も
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う一人の自分が描いているようなかんじで、絵を描き終わった後は正気に返ったようなかんじ」が
する、と作為体験のようなものがあることを明らかにした。
6 月 14 日 「ボクは中学の時いじめられた」と言い、どんな風にいじめられたのか問うと「それ
がわかれば苦労せん」と答え、中学時代の体験が、全て関連して自分をいじめるために起こったも
のと解釈しているようである。
また、
「催眠をかけてボクをここにつれてきて、どこかからカメラで見ているか、かくしマイクで
聞いている」等と一気にしゃべりまくり、感じていることを「話してスッキリした」と言う。
6 月 21 日 「街へ出てもみんなが変わっている」
「友達と話しても催眠かけられているようだ」
と話すＫr にそんな感じ方は自分だけの感じ方だと思わないかと、問うと、
「話していればわかる。
目つきやしゃべり方で」と答え、
「とにかく感じるのだ」と言う。
6 月 22 日 「他の人の、
昔自分と対立していた友達を連想させるような態度、
言葉にぶつかると、
その人が誰かに言い含められて、そのような態度をして、自分を孤立させ昔にひきずり込もうして
いると思ってしまう」と説明する。
（宮崎中の人が自分を知っている、というのは）
「街を歩いていて人が自分から目をそらすのだと思
い腹が立ってくる」のだと言う。
こうしてＫr は、妄想思考があることを明らかにしていき、それによっていいら立つことがわか
ってきたため、6 月 23 日から投薬することになった。
6 月 25 日 母親から連絡があり、帰って来て、
「家族の顔を見るとイライラしてくるから明日か
ら博多に行ってこい」等と無謀な要求をいくつか出し、ノコギリで柱に切りつける等したという。
Ｋr は外出が自由なため、腹の立つことがあると、すぐ家へ帰り母親にぶつけているらしい。
7 月 1 日 夜間、他の患者に自分の過去を興奮していろいろしゃべると、何者かが自分の中に入
ってくるようなかんじになり、二重、三重人格になったようなかんじになる。睡眠をかけられてい
るようなかんじ……」と言う。
7 月 4 日 「小さい頃から転校ばっかりで、友だちができたと思ったら転校になって、ボクばっ
かりこんな所に押し込んで、親はのうのうと家でくらして、ボクが親なら 1 人 1 人の人格を大事に
して話す時間を作る」
、
「自分の体面ばかり気にして」等、親に対する不満を言う。
「親も催眠術をか
けられているよう。お母さんが新聞読んでいる時、ジーッと一点をのぞき込んで、すごい目をして
いた。まるで悪魔が何かがもりうつったように」と、親も敵に回る。友だちもみんないなくなり、
一人ぼっちになったと言ってボロボロ涙を流す彼を見ていると過去の体験と妄想思考によって孤独
に追いやられた彼の悲しみがひしひしと伝わってくる。
7 月 14 日 中学時代の担任の先生に対する不満をイライラした口調で話す。妄想思考から中学時
代のことを思い出し、腹を立てることが多い。
7 月 18 日 自分が警察と不良からねらわれていると言い、なぜねらわれているかを彼なりに数々
の過去の体験と結びつけて細かく説明する。そして「催眠を使っているかもしれない。催眠は自分
でも気づかないうちにかけられるから先生も気をつけた方がいいよ」と言う。また「テレビから音
波でかけてくるかもしれない」と。この頃より「博多へ行きたい。博多へ行けば故郷だから必ず治
る」と訴え始める。
7 月 20～28 日 家へ帰っても穏やかに家族と接することが多く、
「催眠術のかんじはなくなって
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きた……、以前考えていたことがおかしかったのではないか」と話す。とても調子良い。
7 月 27 日 同年代の患者と口論し、なぐられるというトラブルが起こる。次の日になり、
「家に
いる方がいい、病院にいるとプレッシャーがかかる」と言い、退院を要求する。すぐ退院するので
なく、外泊して様子を見てからにしよう、という説得に渋々応じて、外泊となる。
その後、母親から「ボクのことを考えるならなぜ、病院に退院させて、と頼んでくれないのか」
とせがまれている、という連絡がある。
7 月 30 日 Ｋr、母親と供に来院し、
「家の方が落ちつくから、どうしても退院したい」と言い張
り、親も「これだけ言うから仕方ない」というかんじである。Ｄr やＣＰが、もう少し様子を見た
方がいい、と説得しても耳を貸そうとしない。そこでＫr の状態に不安を感じながら週一回の通院
を約束して退院を許可する。

〔再入院後の経過〕
8 月 1 日 退院して 2 日目。家で暴れている、という連絡があり、夜中収容する。
「なぜ病院なん
かに入れたんだ」とわめきながら、庭の木をノコギリで切り倒したり、家の柱に切りつけたりした
らしい。閉鎖病棟に入ったＫr は、
「ほっとけば良くなるんだから病院に出てきてほしくない、こん
な所に入れて絶対訴えてやる」等、病院への怒りを荒々しく訴える。
8 月 6 日 やっと落ち着いてくる。
「家を傷つけたのは何か家主がたくらんでいる様な気がしたか
ら。でもそれが妄想と思えるようになってきた。誰か一部の人が自分を落とし入れようとしてる気
がして」と自分の行動をふり返って話す。妄想はいつ頃から始まったと思うか、と問うと「中二の
頃からだと思う」と答える。
8 月 18 日 「宮崎にいると何か苦しい。博多へ帰りたい」と再三訴える。
8 月 20 日 両親が来院しＫr と話す。Ｋr は落ち着いていて「この前の退院の時は小鳥の声にも
腹を立てた」と退院時は状態が悪かったことを打ち明ける。妄想については「妄想じゃないかなあ
と思う時と、やっぱり誰かがやっているんじゃないかと思うときがある」と話す。父親がこんなに
落ち着いたＫr は久しぶりに見た、と言うと「こうして面と向かって話す時はいいけど、ちょっと
した態度がおかしく見えることがある」と言う。
8 月 24 日 昔感じた妄想について「テレビで自分に似た様な事が出たり、自分や家族に似た名前
が出るとテレビが自分の事を言っているような気がした」と話す。
8 月 25 日 勉強して博多の高校に入り直したい希望を話し、ＣＰと共に家へ勉強道具を取りにい
く。母親と話しながら、いらだってどなる場面がある。やはり家に帰るといらだちを母親にぶつけ
てしまうようだ。
8 月 27 日 思春期病棟へ転棟となる。家へは当分帰らない事を約束する。
8 月 29 日 朝、Ｋr の冗談に腹を立てた他の患者からなぐられる。ＣＰがいきさつを聞こうとし
ても怒って話してくれず、
「もう勉強はせん。高校へも行かん」と言う。昼頃、母親より、今帰って
来て金槌を持ち出して暴れている。という連絡がある。Ｄr、ＣＰらがすぐ行ってみると、家中のガ
ラス窓は全部たたき割られ、足の踏み場もない程に散乱しており、家の中はメチャメチャに荒らさ
れて、Ｋr は自室に閉じこもっていた。
「絶対病院へは行かない、博多へ帰ろうお母さん」と泣きわ
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めき、
「親が病院へ行け、と言うなら死んだ方がいい」
「お母さん病院へ行かんでいいと言って」と
母親に懇願した。母親が、行かせたくはないが病気が治るまで病院で過ごすよう説得すると、
「お母
さんはボクを見捨てた」と嘆いた。興奮がひどいため注射をして収容する。
Ｋr はなぐられて腹が立ったので落ち着きたくて帰ったらしいが、母親の態度が自分を受け入れ
てくれないように思えて、一層腹を立てて暴れたのだ、と言う。私たちは落ち着いていたＫr が、
開放後三日目にして同じ事を繰り返したことにひどいショックを受けた。
その後、しばらく独り言を言ったり、1 人で笑ったりする症状が見られたが、次第に冷静さを取
り戻してきている。

〔終わりに〕
現在Ｋr は昼間は院内作業に出、休日には両親と面会し、いっしょに外出したりするようになっ
た。また自分が感じる妄想についての病識も出て、
「ボクのは発作のようで、いつ変化するかわから
ない」と自分の行動をみつめることもできるようになった。しかし、日常の些細なことにカッとす
ることも良くあり、思春期病棟に移して「また家に帰ったら……」という不安があるために、今だ
に閉鎖病棟で生活している。
Ｋr は入院してから油絵を始め、まず自画像を描いた。その顔は右半分を左半分が分かれている。
右半分は黒っぽい色で描かれ、自分の暗い部分を表す。と言い、左半分は暖色系で描かれ、人に対
する明るい自分だ、と言っていた。Ｋr と見ていると、行軍にも毎週参加して思春期の他の患者た
ちのうまく交流することのできる落ち着いた彼と、妄想知覚に刺激されて家族をはじめ回りの人間
が敵に見えていらだつ時の彼は、まさに彼が絵に描いたように彼の全く相反する二つの自我状態だ
と思われる。
今後は、Ｋr の病識を深めつつ、対人関係で起こる問題をＫr と共に考え、親子関係を調整して一
日も早く彼が家族と暮らせる日がくることを願っているが、彼の言う「発作」をかかえている以上、
まだまだ前途多難である。

5
□

家出,シンナー,喫煙,不特定異性交遊を繰返す少女
──治療に手が届きそうに思われながら中断された症例──

＜入院までの経過＞
3 月 30 日、両親と共に来院。相談内容は非行であった。Ｋr は終始髪の毛に手をあてており、ど
うしたのか問うと、父親から外に出られない程短く切られたと言う、Ｋr が家を出ない様にと思っ
た父親の苦肉の策なのであろう。
Ｋr は来院時 15 歳で数日前に中学校を卒業したばかりであった。両親と姉、弟の 5 人家族で、5
歳年上の姉とは父親が違う。父親は会社員（製材業）
、母親は和裁店を経営しており、姉はそれを手
伝っている。その姉は高 1 の時に登校拒否を示しており、何らかの家庭的問題が背景にあると予想
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できる。
当院受診までの経過は次のようである。
中 2 の夏休みにプールで転倒し頭を強く打つ、その後頭痛を訴える様になり、早退や欠席が始ま
る。Ｋr は 2 年の 3 学期までテニス部に所属しており、両親の話ではテニスをやめるまで目立った
行動は見られなかったということである。中 2 の 3 学期から目立った行動をとり始め、19 万持って
家を出て遊び回ったり、暴走族の車に乗ったりして保護されることが度々であった。このため異常
だと思った両親は某病院の精神科を受診させた。診察の結果、パセドウ氏病の治療の必要もあり、
Ｋr がまだ 14 歳という事も考慮して小児科入院となる。司会、他の患児に性的な話をして悪い影響
を与えるということで退院させられ通院治療を受けることになるが、ちゃんと服薬していなかった
様子。その後も家出を繰り返すため、児童相談所の紹介で某精神病院（閉鎖）入院となる。中 3 の
1 学期から 2 学期にかけて 5 ヶ月程入院し、退院後は目立ったことなく登校するが面白くなかった
様子。そして、後輩の女の子に誘われたのがきっかけで家出。卒業を前にして困り果てた両親は棒
精神科医院（開放）に入院させた。卒業式の日を病院で迎えたＫr は式には出してくれるという約
束を守ってもらえなかったため離院し、退院となる。結局卒業式には出席せず、3 月中だけで 4 回
の家出を繰り返し、当院受診の 2 日前には都城で補導された。
（
“かつあげ”が理由）児童相談所よ
り当院を紹介された両親はＫr を連れ当院を受診することになった。
家族関係を見てみると、家族の中に母 ╾ 姉、父 ╾ 弟という組み合わせがあり、その中でＫr が
孤立していた様である。母親は姉と父親との間で気を使い姉の側につく、父親は姉に対して父親ら
しさを出せず、姉に対する不満をＫr にぶっつけ、弟ばかりを可愛がる。こういう関係の中でＫr
は随分さびしい思いをしていた様だ。
姉とＫr に対する父親の態度の違いは登校拒否時の対処の仕方にも現われている。姉が高 1 の頃
登校拒否を起こした時には父親は姉に強く言えなかった。ところがＫr が学校に行かないという様
な行動をとるとひどくあたる。
この様な家族関係は初診時両親から聞いたものでなく、面接がすすむにつれてＫr から話された
ものである。そしてＫr の非行は家族との関係、そして学校での不適応を基盤にして為されてきた
事だというのも、数ヶ月経ってやっとＫr から聞くことができたのである。

＜入院経過＞
3 月 30 日、初心当日に入院となった。
「またとび出すかもしれないので出られない部屋に」という両親の申し出もあり、様子観察という
こともあって閉鎖病室へ入院。Ｋr は「家よりずっと落ち着く。ここの方がよっぽどまし、おりこ
うさんにしとくからここにおいてよ」などと口にしている。初対面の人に対する緊張や抵抗は見ら
れない。
4 月 1 日、病室にて面接する。
この日午前中に開放予定であったが中止する。Ｎs の話によると入浴の際廊下ですれ違った男子
患者にお金を渡し煙草を買ってきて貰ったらしい。こういう行動があると開放には出せないとＫr
に伝える。目立った反抗は見せなかった。
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4 月 2 日、開放が延期となった為か口調荒く反発する様に話す。
「こんな所に居る位なら少年院の
方がまだましやわ」
（本当にそう思う？）
「……うんにゃきついわね」
この日 本人より希望があり妊娠反応検査を行う。結果は（－）
。
4月3日
窓際にて煙草を吸っているのをＮs が見つけ私物検査となる。カセットケース、ティシュの箱か
ら吸いがら、チョコレートの箱からマッチが見つかる。また、ビニール袋をマジックでぬりつぶし、
それをシンナーがわりに吸うなどの行動も見られる。
4月7日
本日より制限つきの開放許可となる。部屋は詰所前の要観察患者の部屋である。
4月9日
この頃より落ち着かないと歩き回ることが多くなる。表面的には明るいが、悲しさや、イライラ
を押さえているという感じで、自宅へ電話した後に見られる行動である。
4 月 11 日
他患と街に外出したいとの希望あり、時間の約束をし、許可する。時間を守り帰院する。約束を
守ったことを嬉しそうに CP に何度も確認する。
「帰る途中に知ってる男の車が止まって“遊びに行
こう”と誘われたけど断った」
（1 人なら乗ったんじゃない？）
「うん、そんな気持が全然ないとい
ったら嘘になる」
この日より前面開放となる。
4 月 12 日、離院
深夜 1 時、夜の繁華街を他患と一緒に歩いているのを父親が偶然見つけ病院につれてくる。この
ため、再び閉鎖病室収容となる。
4 月 13 日
前日の離院についてＫr より話してくれる。
「昼間、院内で前につながりのあった女の子と会っていろいろ思い出した。夜病室の窓から街のネ
オンを見ていたら、
『あーあの辺で遊んでいたんだなあ、
行きたいなあ』
と思って他患と誘って出た。
それにやめると約束した煙草もやめていない」
この頃より段々と深い面接ができる様になる。Ｋr は一緒に離院した患者と同室のせいか責任の
なすりあいでイライラ感が増してくる。それにつれて薬の要求も増してくるのである。
「誰も自分の
ことを信用してくれん。人が話してると自分のことを言われてる様な気がしてたまらん。どうして
自由にしてくれんと」
Ｋr はその日の深夜、窓の鉄格子を押し広げて離院する。
4 月 15 日
両親や職員とで病院周辺を探し連れ帰る。離院の動機は「屋上で一人で考えたかった」というこ
とらしい。CP やＮs に対する不満もあるらしくその辺をゆっくり話すことにしてひとまず保護室収
容となる。
先生やＮs のする事を悪い方にばかり考えてしまう。
「逃げなんなね」と言われると何を考えてい
るっちゃろと考えてしまう、たまらん。
（相手の気持ちを解りたいと思うには話してみる事だと思う
よ。こんな風に話すのはイヤ？）うんにゃイヤじゃない、落ち着いて話すとよく解る。この日より
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4 月 18 日まで閉鎖病棟ですごす、その後、女子一般病棟の閉鎖病室（老人部屋）に転室。自分の心
情をうまく言語表現できないＫr は日記を書き始める。私との面接はこの日記を通しすすめられて
いくことになるが、どんなに混乱したり不安な時でも表面上強がって見せるＫr にとって日記はＫr
自身を卒直にだせる貴重な物になって行く。Ｋr の書いた日記に対し、CP が毎日返事を書くと言う
交換日記の形式をとるわけだがこの日記を通し、CP 自身もＫr の心の中に入って行くことができた。
4 月 26 日
自宅まで外出したいとの希望があるも CP が思春期の行軍に参加していて不在のためＮs から待
つ様言われるが待ちきれず離院、自宅まで無断外出をする。
4 月 27 日
Ｋr に言わせると院内に居てもすることがなくブラブラしているだけ、だから思いたったら我慢
できなくなるということなので院内での過ごし方を一緒に考えることにする。Ｋr から自主的に持
ち出された内容は
・ 老人部屋の世話（清掃、風呂介助 etc）
・ 配膳（他 Pt がやっているのを手伝う）
・ ジョギング（他 Pt と中央公園まで）
であった。これに付けたして CP からは、とにかく病院の行事には参加して規則正しい生活のリズ
ムを作る様話しておく。
（どんな時に落ち着かないの）1 人で居られなく誰かに傍に居て欲しい時。
（家では誰がその役目を
してくれるの）誰もしてくれん。
4 月 28 日 面接より
商業高校をうけてみようかと思う。でも中学卒業した時教科書を全部捨てたから勉強しようにも
できん。
（知り合いに当たって見たら）うん。Ｋr が自分で作ったスケジュール表を見せてくれる。
日曜～土曜間での細かいものでそれでも空いてる時間をどうするか迷っている様子。あいている時
間があると考えてしまう、そして衝動的な行動に出る。
（頭じゃわかっているのにね）うん、私は言
う事は立派で行動が伴わん。
4 月 30 日、母親と姉面会のため来院
別れ際にＫr は懸命に手を振ったり、甘えたりのポーズをとるが、2 人は少しシラケた感じの対応
をしている。冷たい印象をうける。
5 月 2 日 Ｄr との面接
落ち着きたいそのために内科病棟で何か手伝いをしたい、それに勉強もしたいからその場所が欲
しいと要求がある。以前に比べ前向きで建設的という印象をうける。後者の要求に対しては、思春
期の他 Pt と共用ということで 2F 会議室を提供する。
5 月 4 日 母親、姉、弟来院
Ｋr より誘って地下へ卓球をしに行く。CP から見れば、うまくいっている家族の様に思えるが、
それはＫr がつくろってこちらに見せていたのであって、
2 週間ほど経ってやっと日記の中でその時
の家族の自分への接し方に関するショックが語られることになる。
5 月 13 日
（両親や姉弟に対する不満はある？）ない、それに言っても仕方ないし。
（言っても仕方ないからっ
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て貯めておくとあふれ出た時は人から批判される行動しかとれなくなってるよ）……（最初にした
悪いことってどんなこと？）休みの日でも 1 日家に居なくては駄目やった。出して貰えなくて、だ
から嘘ついてスケートに行ったのが最初。その時の友達の前でなぐられた。そんなことがあってと
び出した。家の手伝い（和裁教室の雑務）とかもしない。仕事場にはいれて貰えない。以前に店の
お金を持ち出した事があって、お金があわないと私のせいにされる。その後勘違いだと解っても何
も言ってくれない。
（反論しないの）言ったって仕方ない。
「信用してない」って面と向かって言う
もん。
今まで、このようなことで傷ついて来たことを解ってもらえたら良いのにねという話をする。そ
の夜、家に電話し今までの不満を話した様子。
この頃より、今まで体験してきた“さびしさ”
“苦しさ”を面接や日記の中で話してくれる様にな
ってくる。
─日記より─
さびしさから出た行動かもしれない。
でも話した所で本当に体験した人じゃないとわかんないョ、
ものすごかったもん。先生ならわかってくれるかな。……そんな事でゆっくり先生と話したいな。
5 月 18 日
今まで幸せだと思った事は一度もない、父親と母親は喧嘩ばかりしていたし、姉妹喧嘩もいっぱ
いした。私がテニスをやめたのは飲酒、喫煙がばれての強制退部。みんなからのけものにされてた
まらんかった、テニスだけが気持のはけ口やったとに。家にいるとイヤなことばっかり、それで家
出した。
家族が、Ｋr の非行がテニスをやめてから目立つ様になったといっていたのがやっとこの話で肯
けることになる。
─その日の日記より─
父と母は喧嘩ばかり、父と姉は他人同然、父と私はどっかくい違ってるし、父と弟は良い雰囲気
を持っている。母と姉もすごく良い。私と弟は他人と同じ、久しぶりに見た弟（5 月 4 日）すごく
懐かしかった。学校の事とか聞こうと思ったけど弟は私の顔を見て「知らん人」と。あの時すごく
悲しかったけどムリして笑ってた。帰った後に残った苦しみはすごかった。こんな私をいつの間に
か自分の中に作っていたんですね。学校に行っても半年の空白、友達ともうまく行かない。家でも
1 人ぼっち。それからバラバラに狂い始めた。家と苦しさから逃げだそうとして家出をくり返す、
泊る所は男の所ばっかり、心も体もボロボロになり最後にたどりついたのが精神病院だった。少し
ずつ浮きあがってきたこの苦しみから出るにはもう少し時間が必要だと思うから先生手伝って下さ
い。もっと自分を大切にし、先を考えることを身につけ自分なりに努力してみようと思う。……
5 月 22 日
最近よく勉強する。以前は夜に鉛筆を持つとか考えもせんかった。
5 月 24 日
院内での生活も落ち着いて過ごせる様になったＫr に、入院前にやった“つけ“がまわってくる。
警察より 3 月の切盗の件で来院される。Ｋr はせっかく調子良くなった自分なのに今頃と抵抗を示
す。
「みんなが自分を変な目で見るのでは」と訴えるが、自分でやったことの責任はとりなさいと事
情聴取を受ける様促す。CP に対し「先生は聞かんで、知られたくないから」
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この時警察の方は本人の中学校の制服、卒業証書、アルバムを持参される。現場近くに置いてあ
ったものらしい。その後の面接でＫr はそこに行ったのは某先生（最初に入院した精神病院の）に
卒業証書を見せたかったからと話してくれる。
6月1日
前日家へ電話した際の姉の言葉、
「あんたの部屋なんかにないよ」
「あんたなんか籍抜かれるわ」
をきっかけに落ち込んでいたが自分なりに気持ちの整理がついたのか明るい表情をしている。
先生、落ち込める様になっただけでも良いと思う。だって前は考える事がきついから考える事か
ら逃げてばっかりいたもん。
6 月 2 日 両親来院にて面接
Ｋr は自宅へ電話しては落ち着かなくなる。親子とも“売り言葉に買い言葉”で傷つけ合ってい
るのでは。じっくり話すことがどちらにも必要だと話しておく。同日夜、Ｋr、母親に電話する。面
接のせいか、親子とも落ち着いて話せたらしく、その夜、Ｋr は珍しく熟睡する。
6月7日
今まで話してないことがある。あの頃は地獄やった。その頃辛くて書いたというらくがき帳を見
せてくれる。中 3 の時に書いたものらしく、その頃には先生から妊娠してると決めてかかられた時
の悲しさや友達から裏切られた苦しさがまっかなペンで書きつづられていた。Ｋr は CP に見せた
後、一年ぶりでこの頁を破って捨てた。
6 月 18 日
外泊するということで出院するが街で昔の仲間と会い遊んでいるところを職員が見かける。その
場所はＫr が自宅まで帰るのに立ち寄る必要のない所で、ましてやＫr はそんなことは CP には話さ
ず、
「家まで帰ったけど家の都合が悪くて外泊できんかった」と嘘をつく。こちらはＫr を信用して
許可したのであって、結果として裏切られたことになる。これから信用を回復していくことを自分
自身で考えてみる様話す。
これを契機にＫr のＮs や CP へ批判、攻撃が始まる。顔を見ると「気持ち悪い、蕁麻疹がでるわ」
と言い捨てたり、詰所に来て荒い口調で安定剤を要求したりといった風である。こちらを裏切った
という罪悪感をこういう形でしか表現することができないのであろう。
6 月 21 日
依然としてＮs や CP に対する攻撃は消えない。特に担当 CP である私に対する攻撃はひどいも
のである。Ｎs や CP の顔を見たくないということで病棟替えの希望が出る。一晩だけということ
で本人の希望をうけ入れ、閉鎖病棟預りとなる。一旦、閉鎖病棟に入ったＫr は私に会わせろと要
求したらしく、面接ということで私の所へやってきた。
「どうすれば私が反省してると思うと。先生
達やＮs の考えてることがわからん。どうにかなりそうや。本当に気が狂うわ。何でこんなに考え
んといかんと。先生を押し倒して逃げようと思えばにげれるわ、でもできんとよ。あんなこともう
繰り返したくないとよ。考えるのはきつい、たまらん」Ｋr は泣き叫ぶ様に私にぶっつけた。
6 月 22 日
「一人で考えて見たい。ゆっくり落ち込める場所が欲しい」という本人の希望により試験的に思
春期病棟に移す。この日より気分が悪いと食事をとらなくなり点滴希望が始まる。攻撃として出て
いたＫr の甘えが、身体症状に対するＮs の対応を求めるという風に形を変えてくる。
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6 月 24 日
同室者よりＫr がシンナーを吸っている事が知らされる。Ｋr の方より面接希望があり、直接、昨
日と今日シンナーを吸ったことを話してくれる。
「K ちゃん（同室者）がこんなことしたらダメっ
て泣いてくれた。自分のために友達が泣いてくれたのは始めて、彼女のためにもやめようと思う」
反省のため、そしてシンナーを絶つために閉鎖病棟へ転棟となる。
6 月 26 日
（どうしてシンナーを吸ったの）きっかけは CP 達とゴタゴタしたからだけど、たまたまその時手
に入ったから。
（やめる自信は）ある。
（同室者に対してはどう思ってるのかな）今まで同じ位の年
の友達であんなに自分のことを心配して泣いてくれる子はおらんかった。本当に私の事を心配して
くれるっちゃろかと思った。嬉しかった。あの部屋に戻ったらあの子と話し合ってやって行こうと
思う。
（Ｋr にとって話し合ってやっていくという行動は進歩だと思うから頑張ってごらん）
7月1日
やはりまだＮs に対する暴言があるが、その都度反省して誤まるという行動がとれる様になる。
自分が好き嫌いが激しく、嫌いな人は絶対ダメという感じ。そのため、ちょっとした事でギャンギ
ャン言ってしまう。後になって悪い事をしたなと思う。
7月4日
成人病棟の男子患者を部屋に誘い煙草を吸っている。Ｋr としては「部屋に遊びにおいでよ」と
軽く声をかけただけのつもり。
7月5日
昨夜の件で院長より注意される。病院という場をわきまえないＫr の行動や服装（くわえ煙草で
歩いたり、肌の見える様な服を着たり）も言われる。努力が見られない、変化がない、このままな
ら退院した方がいいんじゃないかと。その後面接する。
CP も私が努力していないというんですか。
（CP は君の変化はわかる。でもそれは CP とＫr の距
離が近いからだと思う。院長の目はある意味では社会の目だと思う。変化というのは行動かしない
となかなか伝わらないものじゃないだろうか）いいわ、退院するわ。仕方ないもん、もうこんな所
に居ても。
思春期病棟では目が届かないということで一般病棟へ転室させると伝えると、もういいわ、402
に移る位なら退院するわ。家の方がましやもん。
（～より○○の方がましだから○○というのは問題
から逃げてる事になると思うけど)何で行動化してわかってもらわんといかんと……何でもそうや
わ。こんな病院で何でそんなことせんといかんと。
（病院というのはひとつの練習場所として利用で
きる所だと思うけど）もういいわ退院するわ。
─同日夜の日記より─
思春期病棟から出たくない。一般病棟にはうつりたくない!! 意地もなにもかもすてて言える本
音はこれだけです。少しずつでもみんなに自分のことをわかってもらえる様に努力したいと思うし
それを自分なりに表現していきたい。
看護婦さんに対してきらいとかすごく激しくあたるのもいやだからじゃなくて、結局本当は好き
なんだと思う。1 人でいてさみしい時にそんな事でかまってもらえるとか思ってるのかもしれない
し……
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先生たちの事も好きだと思う。院長先生から“がんばってない”っていわれてもしかたない行動
をとってるんだし。
そんなことも少しずつがんばってなおして素直に行動して“がんばってる”って思わせて、
“ああ
あの娘はがんばってる”って言われるぐらいなりたいと思う。すぐ素直には自分を表現できないと
思うけど。
翌日、402 へ転室する様促すが応じない。Ｋr の気持はわかるが病院の指示に従えないという事
は退院してもらうしかない。思春期の他 Pt との関係上Ｋr をこれ以上思春期病棟におくことはでき
ない事を告げ退院となる。それに対して目立った反発はしない。
「そうやね」と穏やかに答える。
退院後は週に何回か外来通院をするという約束をするが、家族との関係が改善されていないのに
突然家に戻ってうまく行かないのは予想のつくことである。そこで、Ｄr と検討し毎日病院に通い
内科病棟の清掃をすることを提案した。Ｋr 自身、自分がどんな生活をするか予想がついている様
であった。何もすることがない、ただぼんやりと時間をすごす。家族とぶつかるとそのことばかり
が気になっていたたまれなくなり家を出るという生活を繰り返したくないのはＫr 自身なのである。
内科病棟婦長に相談し、7 月 12 日より開始となる。1 日 2 時間程度の作業。
7 月 12、13 日は弁当持参でやって来る。遅刻もしない。入院していた頃の様なマニキュアもし
ていない。
掃除が身についてないのか、
細かい所への気配りが足りない様だが一生懸命やっている。
7 月 14 日
朝 9 時からの作業に寝坊して遅刻。来院したのは昼前であった。作業の意味とそれに対してとる
べき姿勢について、CP、作業担当のケースワーカー、そして作業の監督をする婦長とで面接する。
「やる気があるのかないのか」と意思表示を求める質問をくり返すが、その度に反抗的な表情を見
せる。
結局は作業中止となる。体がきついと訴えるため理由を聞くと、
「もういいわ、いいとよ。入院し
ようか」と話をはぐらかす。実際は家に居る時間がたまらないのか、作業が終っても夕方まで院内
ですごす。その後街をぶらつき知り合った連中とドライブに行く。家は寝るためだけに帰るという
様な状態で、時には全く寝てない日もあった様子。
「もう一度入院したい」というのが本音なのだろ
う。
Ｋr を問題から逃げないで考えさせたいという意図からＫr の申し出をつっぱねることにした。こ
んな生活をくり返すのはたまらないと思ったらしく、Ｋr は数日後、兵庫県のある美容室に住み込
みで働けるという求人広告を見つけて来院した、
“行くことに決めた”と。こうやって家族と距離を
置くことにしたのである。両親は、何かあったら連れ戻すことを条件に承諾しＫr は出発した。
突然のことであり私は少し当惑した。が、今までのＫr なら“とび出し”ていたはずである。で
も今度は自分で道を見つけ、親を説得し、出発したのだ。これもひとつの成長だと感じた。
Ｋr が最後に私にあてた手紙に、
“先生との 3 ヶ月間、無駄にせずにがんばるね。今までどうもありがとうございました“とあった。
しかし、半月も経たないある日兵庫県警よりＤr あて電話が入った。
「暴走行為をする車に乗ってい
る住所不定のＫr と保護した。家族への連絡をしようと思うが、若草病院しか教えてくれないのだ
が」ということであった。
Ｋr は、やり直すことの必要さを体で知っていた筈なのに、その機会をまた捨ててしまった様だ。
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＜考察＞
非行少年達が私達の所にやって来る場合、児童相談所、あるいは家庭からの依頼が多く、治療と
いうよりはむしろ収容の意味で入院の要請がなされる。本人の「どうにかしたい」という気持ちよ
りも、まわりの「どうにかして下さい」という要請からである。そういう彼らの治療に当って、私
達はまず、彼らに治療が必要だという事を認識させることから始めなければならない。
非行は、ある意味では、内的衝動の行動化として見ることができる。それが反社会的でなければ
他の行動と何らかわりがないのかもしれない、しかし、彼らは善悪の判断がつくにもかかわらず、
反社会的な行動を敢えてとっているわけで、その点が問題となるのである。私達は彼らの行動様式
に問題意識を持たせ、自分自身に治療が必要だということを認識させることを治療に入る出発点と
考えるのである。
入院生活を行っていく場合に病院が彼らの安易な逃げ場とならない様にしなければならない。逃
げ場としての効用は当然もたなければならないと考えるが、
「○○するよりは病院の方がましだ」と
いう風に、彼らのそれまでおくって来た様な“安易な方へと流される”行動を延長させるものであ
ってはならないと考える。
入院生活の中で彼らはわざと目立つ行動をとり、問題を起す。まあ、いわばその方法がそれまで
の彼らの自己表現の方法であるから仕方ないと言えるが、そういう衝動的行動を制止していく一方
で、彼らにその衝動的欲求を内省し、言語化するということを経験させることが重要と考える。そ
の衝動の基底にある“さびしさ“”甘え“”弱さ“に目をむけさせ、心の内を表現する場を与え、
そして吐き出させる。自分のやってきた行動の基底にある感情から逃げ出さないで目をむけるとい
うことは、表面上目立った変容はないとしても、心理的には大きな変化をもたらすのではないか。
私達は彼らに歩調を合わせ、それにつきあるのである。彼らにとっても治療者としてではあるが、
一人の人間が自分の問題とつきあってくれるということは、人とのつながりによる安心感を経験さ
せ得る様である。
面接場面での彼らは意外と素直だ。嘘をついたり、ごまかしたりということをせずに心の内をこ
ちらにそのまま話してくれる。しかし、行動はともなわない事が多く、本症例の少女だけでなく、
今まで扱った非行の症例の殆どが、病院という枠を離れると容易にくずれていった。
非行だけでなく、登校拒否をも示した B 子（1－4 の中の B 子）は、学校との調整をし、登校指
導の後登校開始となったが、学校側の B 子に対する見方にふりまわされたり、学校に行かない友達
にひきずられくずれて行った。特に B 子の場合、家庭の中に社会的なモデルとなる両親が存在して
なく、溺愛という接し方の祖父には、彼女のモデルとなること、そして治療をすすめていく上で私
達に協力することは期待できなかった。くずれ始めた B 子は、その祖父を安易な逃げ場とし、病院
から離れて行った。
しかし、両親が揃っていて治療協力が得られたからと言って、うまく行ったわけではない。両親
も問題意識を持ち、本人の面接と並行して両親の面接も行なわれた某女（16 才）の場合がそうであ
る。
両親ともに学校教師だったのであるが母親との面接の中で、
家庭内での父親不在感が口にされ、
それをもとに父親の面接がすすめられた。本人の心理的変化、家族の調整もかなり進展したのであ
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るが、それにも拘らず、病院を離れると安易に流され、またくずれていったのである。
今までいくつかの非行の症例を扱ってきて、彼らに治療が必要だということ、そしてそれを認識
させることが可能だということは実感として得ることができたと思う。しかし結果として彼らは入
院前と同じ様な生活に戻ってしまっているのである。いったい何がそうさせるのであろうか。
ひとつ明らかに言えるのは、
“耐性の欠如”ということである。
これから私達はもっと多くの非行少年の治療を要請されることであろう。それは、社会事情から
も当然予想されることである。必要に迫られ治療をすすめていく中で、面接などの心理療法だけで
なく、耐性を身につけさせるということにも主眼を置いて行く必要があると考える。
そのためには、現在の思春期病棟だけを治療の場とするには限界がある。
あゆみと展望の項で院長が述べている様な治療施設の実現がいくらかの可能性を果たしてくれる
のかもしれない。

6
□

進学高校 1 年生を 2 度試みた後退学し夜間高校への通学
を開始した少年
（この項は日付をつけてなるべく刻明に記載して実際の治療の進め方がわかる様に
つした。
）

〔入院まで〕
2 月 17 日

父親来院。

不登校。自分には口をきかないので人を中に立てて話そうとするが笑っていて話をはぐらかして
しまう──との主訴。
2月4日現在で67日休んでいる。
昨夏のお盆頃よりこういう状態で増々悪化。
4 月から登校しそうにも見えないので教育研修センターへ相談に行ったらここを紹介されたという。
食事は極度の偏食あり、肉魚は食べず、うどん、卵焼、肉なしカレーくらい。便所の中などでブツ
ブツ一人ごとを言う。注意をするとあばれる。それで刑事を 3 人よんでおさえてもらったこともあ
るが、刑事は「精神病院に入院させなければ……」と言ったとのこと。
スポーツは嫌う。友達も 3 人程いたが最近はこない。
中学時代より「月の世界」
「四次元の世界」などの本ばかり読む。父親は腹を立てて塵箱に捨てた
こともある。しかしどうしてもやめない。
以上のことより精神分裂病の可能性を想定して、午後往診することを約束した。
Ｄr はある程度の危険性を頭において一人で彼の寝ている部屋を訪れた。
（やあ T 君かい。学校に頼まれてやって来たよ。長欠らしいね）ええ＜布団を肩までかけて頭だけ
出して尊大に答えた。＞
Ｄr は部屋中を見渡したり机上の本の背中の題名を目で追ったりしていた。
（いつもこうやってラ
ジオをきいているの？）ええ。
（たいくつしない？）しませんよ。
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＜初めはやや脅えて構えていたが 10 分もすると受け入れを始めて＞今度の人はちょっと手ごわい
ぞ。いつもと違う手を考えないといけない。
質問に対して＜クックッ＞という低い笑いでごまかそうとする。独語。やや誇大的な気分など分
裂症性の印象を否定しきれないで初診をおえる。＜来院をすすめると＞気が向いたら行きますよ。
（君の今の状態はまともではないような気がする。
一週間待っても来てくれないようなら又くるよ）
ええどうぞ。
2 月 18 日

父親来院。

父親としては 4 月からの登校が気になるらしく早く治療を始めて欲しいようす。そう性急にはい
かない。治療の初めが大切だから時間を下さいと言っておく。昨夜は 2 時～3 時頃までラジオをき
いていた。その方が心が休まるという。今まで放っとけ放っとけという意見ばかりであったので、
カセットの新しいのを買ってやったりしてやってきた。早く相談に来ればよかった……。
2 月 25 日
一晩中おきてカセットをきいている。近所に迷惑だからといって電源を切っても自分でおりてき
て（2 階が彼の部屋）つける。注意をしても黙っていて返事をしないという。
学校へ問合わせ
11 月頃より欠席日がつづくようになり始めた。それまでは教室内では明るくで社交的であり異
常を感じさせるようなことはなかった。成績は 45 人中の 30 番から 40 番くらい。
午後往診するが本人不在。
2 月 28 日
夜 10 時往診。壁に穴があいたりしているが、父親が表現する程の粗暴性はありそうに見えない。
質問には答えるがすぐに途切れる。言語・表情に病的なものは感じない。心理的に了解される範囲
の拒否状態かと思われる。
（学校は行くのやめるの？）今考えてる
月曜日に来院すること。こなければ心理の先生をつれて往診すると伝えておく。
3 月 16 日
昨夜父親へ暴力。直接なぐったわけではないが手をふり払う、押しかえすといった程度。看護人
二人を連れて往診。
「今日は君が嫌がっても病院へ来てもらうことにするよ」と強引に説得して連れ
てくる。
この日 SCT とロールシャッハテストを施行したが SCT（文章完成法）の結果は以下のごとくで
ある。
S C T（文章完成法）の結果
Part Ⅰ
1 子供の頃、私

はよくしかられました。
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2 私はよく人から

自分かってだと言われます。

3 家の暮し

に不まんはありません。

4 私の失敗

は多すぎて……。

5 家の人は私を

あまりよい人間とは思っていないようです。

6 私が得意になるのは

ほめられた時よりも、自分でまんぞくでき
ることをやったときです。

7 争い

はやらないにこしたことはないと思います。

8 私が知りたいことは
9 私の父

は私をほめてくれません。

10 私がきらいなのは
11 私の服
12 死

私が知らされていないことです。
自分の考えを無視することです。

はあまり多くない。

は別におそれるほどのものではありません。

13 人々と

関係をもつことは 同時に人々にめいわくをおよぼすこ
とになりかねません。

14 私のできないことは

私がなっとくできないことです。

15 運動

をすることは 精神的にもよいことです。

16 将来

を考えたりするのは、 あまり有えきなことではありま
せん。

17 もし私の母が
18 仕事

生きていたら、よかったと思います。

をもつことは、そのせきにんをおうのと同時に、仕事をす
るという権利をも意味します。

19 私がひそかに
20 世の中

思っていることなどないと思います。

とはわかったつもりでいて、わからないことがある。不
明瞭なものです。

21 夫

とは一家のささえとなるものです。

22 時々私は

自分自身をおさえられないことがあります。

23 私が心をひかれるのは

自分よりすぐれている人物あるいは物で
す。

24 私の不平は

あることはたしかですが、くわしく説明できま
せん。

25 私の兄弟（姉妹）
26 職場では
27 私の顔
28 今までは

はいません。

個人個人の考えが無視されることが多い。
は、悪いとは思えません。
自分にすなおに生きてきましたが、これからどうなる
かは、わかりません。

29 女

は不思議な生き物です。

30 私が思いだすのは

海です。
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PartⅡ
1 家では

わりとおとなしい少年です。

2 私を不安にするのは

自分のやったことに どうも自信がもてな
いときです。

3 友だち

というものは、あ て に な る よ う で あ ま り な ら な い
もの。

4 私はよく

自分かってだと言われます。

5 もし私が

などということは、あまり考えないようにして
います。

6 私の母

についてはほとんど知りません。

7 もう一度やり直せるなら

などということは考えないようにして
います。

8 男

といえどもただの人間にすぎません。

9 私の眠り

方はあまり良い方ではありません。

10 学校では
11 恋愛

めだたない普通の生徒だったと思います。

とか愛とかはまだ考えたこともない。

12 もし私の父が
13 自殺

などということは考えたことありません。

はしないにこしたことはないと思います。

14 私が好きなのは
15 私の頭脳
16 金

は自分でもよくわかりません。

はあるにこしたことはありません。

17 私の野心
18 妻

自分よりすぐれている人物あるいは物です。

はいまのところありません。

とは夫を助けるもの夫は妻をたすけるもの。

19 私の気持

は極めて不安定です。

20 私の健康

じょうたいは今のところ安定しています。

21 私が残念なのは

自分が天才でないことです。

22 大部分の時間を

ねてすごします。

23 結婚

なんぞというものは考えたこともありません。

24 調子のよい時

悪い時は一定の割合でくるとはかぎりません。

25 どうしても私は

自分の考えをまげることができないときがあり
ます。

26 家の人は

あまり私をよく思っていないようです。

27 私が羨ましいのは
28 年をとった時

自分よりすぐれた人物あるいは物です。

などということは考えるだけでぞっとします。

29 私が努力しているのは

自分が努力したい時だけです。

30 私が忘れられないのは

今のところ 自分の名前くらいでしょう

か。ほかのことは 忘れたか あるいは忘れそうな気がします。
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ロールシャッハテストでは「総反応 18 M＝0 FM＝1 P＝1 である。反応数が年令、能力を
考えると少ない。M＝0 FM＝1 も極めて少なく対人関係の不良さが目立つ。P＝1 ということは
常識性も欠け客観性に乏しく主観的で統合力の低下した状態と判定する。
」と出ている。
検査後入院の説得を試みたが応じない。増々かたくなな砦の中にこもって行く。そこで強制入院
による荒療治を試みることにした。ホリゾン 10mg を静脈注射して閉鎖病棟へ入院させたのだが、
この入院は 3 月 16 日～3 月 29 日の短期間である。父親のとまどいから治療は中断したのだが、全
体の治療から見るとこれは必要かつやむをえぬ過程だったと思われる。

〔第 1 回入院〕
3 月 16 日

看護記録から

18：20 ホリゾン静脈注射後ストレッチャーにて入院す。
「どうして僕入院しなきゃいけないんで
すか。僕は入院するとは言っていないんです。帰らせて下さい」と父親にくってかかり身体
をふらつかせながらおき上がり、帰ると言ってきかない。
「外来で注射した時僕が入院しま
すといったんでしょうか……とにかくもう一度話をさせて下さい」
19：30 自室を徘徊。どうしても話をしたいので先生にあわせて欲しいと言う。
（おちつきません
か？）はい。入院したのがわからないんです。家に帰らせて下さい。今先生に連絡をとりま
すからしばらくお待ち下さい）おちつきませんが待ちます。
20：00 Ｄr の面接あり。
「君がなんといおうと帰さない。ここでいろんな人を見て過ごしてごらん」
血圧 146／110 脈拍 96／分 体温は 36.7C
（いくらかおちつきましたか？）そうでもないですけど仕方ないですから……僕は団体生活が
嫌いなんですよ。
（学校だって団体生活ではないですか）でも学校は気心が知れたものばか
りだからいいんです。
21：00 就床うながすとあきらめたのか素直にベッドに入る。
22：30 入眠中のようす。
3 月 17 日
0：40 覚醒中。
（ねむれませんか？）若いから大丈夫です。僕は楽天的になれないんですよ。
2：30 覚醒中。ねむくないですという。
8：00 気分がすぐれないと朝食を拒否。
9：30 自室で一人でボクシングのマネをしている。
（落着きませんか）イエ元気が有余っているん
です──と言いながら動作はやめない。Ｎs に対する態度は軟らかく言葉つきもやさしい。
肉、魚、ごはん、野菜類を殆んど食べないとのことで昨日より食事をしていないため、昼か
らパン食に切り変えると全量摂取する。爪が伸びているので切るように促すと素直に応じる。
〔cpＭとの面接記録〕
（食事をとらないの？）あまり食べたくない。
（昼から食べれるよ）どうですかね。あまり食欲
ない。＜入院に対して拒否的態度は消えている＞
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（偏食）肉、魚はダメ。おまけに野菜もですよ。
（何食べるの？）何ですかね。タンパク質は卵かな。あとメン類とか。
（入浴は？）数ヶ月入っていない。銭湯に行こうとすると眠くなるから。
（お父さんに暴力をふるうとかは？）しないですよ。そんなバカは。
（物を投げるの？）壁ですよ。壁に投げたりとか。海に石を投げるのと、あれと同じですよ。
〔同日 19：00 以後の看護記録〕
（今頃顔なんか洗ってどうしたの？）どうもしないですよ。顔洗ってるだけです。
（もう少し元
気だしたら？）こんな所に閉じ込めて元気も出ないですヨ。進級できない事はわかっているけど
もうすぐ新学期が始まるんです。勉強するんです。ここに居ては勉強も遊ぶこともできない──
と泣き出しそうに言う。
21：00 ベットに起座している為就床促す。
22：00 Ｔ君がうるさくて眠れないと訴えてくるため訪室すると、泣きながら壁を叩いている。
（ど
うしたの？）ここから出せ。時間がないんだ──と口調荒く答える。説得するが聞き入れな
いためＤr 中江に上申。訪室され話しかけられるが興奮状態にて会話にならない。
22：15 Ｄr 指示にてホリゾン 10mg を強制的に試行する。その後保護室へ移すも大声にて怒鳴っ
て泣きわめいている。
22：40 ようやく入眠の様子.。
〔Ｄr 中江の記載〕
壁をたたき泣きわめく。
「ここから出してくれ。時間がないんだ」
「こんなところに入れて神経症
にするつもりか。サギだ。院長をよんでくれ」云々
ホリゾン 10mg 静脈注射後、コントミン 50mg1A、ヒベルナ（25ｍg）
、1A 筋肉注射。その後保
護室へ移室。30 分程泣きわめいていたがその後入眠したという。
3 月 18 日の看護記録
8：00 朝食おこすも起きず。昼過ぎまでウトウトしている。目覚めてはいるようなので食事を促
すがここを出すまでは要らんという。
13：30 父親の面会あり。
「自分は 4 月から学校にも行こうと思っていたし自信もあったんだ。そ
れを勝手にこんな所にいれて」とかなり口調が荒い。
14：00 院長と父親と三人で詰所で話しあう。その結果 2～3 日自宅で経過観察をしようとのこと
になり外泊が決る。帰宅するとなると気持もおさまったようでこちらの言う事にハイハイと
素直である。
この外泊は失敗だった。泣き叫ぶ息子を見た父親の動揺を充分鎮めることができないまま外泊さ
せたのだが、本人はそのまま帰院しないことになってしまった。
3 月 23 日 帰院しないため電話を入れるも不在なのか出ない。
3 月 25 日
7：00 電話に父親が出る。本人がどうしても帰院を拒否しており拒食もある。一応明日病院に伺
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い院長と話し合ってみますとのこと。
しかし父親の来院はない。
3 月 29 日 看護記録
父親に電話連絡。
（現在どうしていますか）相変らずの状態で過しています。
（学校の方は？）今
は春休み中ですし一応留年になってますので 4 月 8 日より登校するように本人はいってますけどそ
の日にならないとわからないです。
（病院の方にくるようなことは？）とにかく入院に対して抵抗し
ます。どのような説得も聞き入れてくれないためこのまま退院させて下さい。
（又特別に悪くなれば
外来にいらして下さい。
）そうしますワ……。とのことで今日付けで退院にす。

〔二度目の入院〕
父親にしてみればもっとうまい治療の方法はないものかとあちこち調べてまわったらしい。県の
精神衛生センターへ 2 回、民間の精神科病院へ 1 ヶ所訪問している。
「失礼なことをしましたがや
はり若草病院が一番信頼がおけるということをききましたので」といって 7 月 4 日に再来。
この日の外来カルテによると、
3 月 18 日帰宅後散髪をすませ 1 週間くらいは入浴もした。ところが 3 月 25 日より入浴は全くし
なく「明日は行く（銭湯）
」
「今日は熱がある」
「気が乗らない」といって臥床している。何んでも
ないのに夜に叫び始める。朝の 3 時 4 時まで起きている。朝は 10 時頃までおきない。
時々暴力もふるう。そういう時には顔をこわばらせて「お父さん、僕はニガイ体験を 2 度とくり
返したくないからね」
「学校に行く奴は馬鹿みたいなもので……あんなバカげた事で……（入院さ
せるなんて）
」と興奮する。誇大なこと、四次元の世界のことを言う。往診してもらった O 先生は
分裂病だというんですが。
7 月 18 日
看護人、心理療法士をつれて往診するも外出して不在。
7 月 20 日
看護人、心理療法士、Ｄr の 3 人で往診。
（どうして暴力をつかうの？）いえ僕は暴力はつかいませんよ。父に暴力だけはつかいませんよ。
物にあたるだけです。
（それも暴力ではあるな）ここにはいませんよ。ここにいたことが暴力を使う理由なんですから。
（心を入れかえないといけない）僕の心はかわりませんよ──とつっぱねた言葉。
（このままでは
いけない。今日は注射をうってでも連れて行くよ。不本意だろうがこの前の入院の時も君は約束を
守らなかったのだから）注射なんかうたなくても行きますよ。
7 月 21 日 〔cp S の面接〕
（家でドアなど蹴るのは？）ムシャクシャしてそれで自分を押えきれなくなってしまって。本来は
自分の性格だから抑制する力はあるんだけど。完全に人間は感情を押えきれるもんじゃないでしょ
う。
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（学校へ行かなくなったキッカケは？）今から思うとバカみたいな。単純だったんですね。中学生
の水準でしたよ。バカですよ。友人から去年の 9 月頃深夜放送で面白いのがあるって聞いて、で聞
こうと思った矢先、僕のラジカセ壊れてしまって。父に買い換えてくれって何度も頼んだけどダメ
で……。それ以来。それとやっぱり高校ってところは中学までの勉強とちがってどんどん成績が下
がってしまって下の上か中の下までになってしまってガックリきたんですよ。欠席すればする程つ
いて行けなくなるんです。で去年の 12 月に来年からもう一度 1 年をやり直さないとこのまま欠席
が多いまま進級しても意味がないからと思って 1 月 2 月 3 月と休むことにして日を送ったんです。
そして 4 月からと思ってたらオヤジが 3 月に検査をしてもらうということで、脳波じゃなくて正確
に問題があるとかそんなことの検査が目的でここにブチ込んだんです。そのことがあったもんだか
ら何かもうやる気もなくなって今年の四月からのやり直しもしないまま家でラジオ聞いたりＴＶ
見たり何もしなかったりの生活をしてムシャクシャした気分で物に当ったりしたんです。
（お父さんのこと嫌い？）いや好きです。躾は厳しかったです。だけど高校生という歳でオヤジを
好きだからをいってニコニコとかそんなことできないですよ。ブスッとした態度取らざるを得ない
という感じで……。
（学校やり直す気は？）あります。人より遅れるけど高校だけは出るつもりでいます。知人から何
年も病気なんかで遅れたけれどちゃんと卒業した人がいるとききました。僕はやり直してみせます。
だからここを出て、外泊でもいいんです。オヤジと話をさせて下さい。なんでここに入れたのか聞
きたいんです。
（高校へ入って何が難しい科目だった？）数学。それとやっぱり英語です。
（君は大雑把に分けると自分を文系だと思う？それとも理系？）理系です。僕は筒井康隆の本読ん
で影響を受けてるんですが自分では文章書くの一寸おかしな文しか書けず……。
この日 20：00 自宅への電話要求あり。しかし父親は「私は院長に息子を頼んだのだからよろしく。
自宅への電話は禁止して下さい」とのこと。そのことを説明すると納得しないまましぶしぶ帰室す
る。
7 月 23 日 11：50
（食事どう？食べてる？）はあ？ いや食べ物の好き嫌いがあるものですから。好き嫌い治そうと
試みたことがあるんですが、学校の給食で、駄目でした。
（しかし偏食は治らないものじゃないと思うよ。その後お父さんとは？）きのうオヤジがきて会い
ました。何故ここに入れたのかときいたら僕が深夜放送を聞いて夜寝ないからだと。そういうこと
を治すためだと言うんですよ。しかし深夜放送きくくらいて……。
（あれ長くきいていると似たりよったりでワンパターンっていう感じになりはしない？ もうそろ
そろ卒業してもいいんじゃないか？）えーそろそろとは思っているんですけどね。来年 4 月からち
ゃんと学校へ戻ったら……と思って。
（じゃ学校へ復帰するための態勢の立て直しをという気持に？）まあ今年一杯かけてと思ってるん
ですがね。
（お父さんの仕事っていうのは一匹オオカミみたいなハードな人生というかきちっとした枠組を作
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って生きて行くってそんな感じだろう？）えーそうですね。きつい人生でしょうね。父は人の本質
っていうか相手の本質にズバリと突込んで行くっていう感じですよ。ところが僕は人にピッタリく
っついて行くっていうんじゃなくて観察してそれから自分の行動を選ぶタイプなんですヨ。
（距離を少し置いてという感じ？）えー。学校以外でも例えば……100 円の買物するのに 500 円持
っていないと……必要ないとわかっていても500円持っていないと心配なんです。
臆病なんですヨ。
ゆとりがあってなおかつ緊張があればいいと思っているんですよ。
高校生になってからそれまでは何かと厳しく強かったオヤジが弱く見えてきましたね。年のせい
もあるけど。
僕って優しいんですよ。弱く見えてきたオヤジを立ててあげようと思うんだけど自分の歳でオヤ
ジにヘイヘイしてるなんて出来ないでしょう。
7 月 24 日 看護記録
18：00 自宅への電話を要求。理由は父親と話あいがあるとのこと。5 日間欲望をおさえていたの
で今日位は許可をと迫る。一応許可。父親と話すうち興奮状態とない口論し受話器をおとし
てしまう。自室へもどり壁をこぶしでたたいたり泣きじゃくったりする。話しかけるが応じ
ない。僕は興奮しても人には迷惑はかけないし暴力もしないとの事。本人の希望で放置して
ようすを見る。
7 月 25 日
閉鎖病棟へ不潔感を訴え転棟の希望がある。ここでは食事は摂らないと拒食。ジュースのみ要求
する状態。甘えを受け入れて 16：30 思春期病棟への転棟を許可してみる。
離院する危険性は充分あったがその時は又強制収容を考えるという心づもりであった。しかし言
語的抵抗、不規則な生活による不服従としての抵抗を示すのみで離院はせずに済んだ。8 月 5 日ま
では。
＾

7 月 28 日 cpK の報告
昼寝していて起こしても面倒くさいと寝てしまう。夕方はおきて「睡眠不足だと躁状態になるん
ですよ」
（来年も 1 年ですよ）
「まだ勉強する気にならん。14 年間頑張ったのだから 1～2 年休んだって良い
と思う。
」
「高校に入ってから頭悪くなくなった。昔は良かったんですよ。過去の僕を懐かしむなんて老いた
なあ。
」
「言葉に出していないと考えがころころ変るんですよね。表層的だから。僕の言うことは信用しな
い方が良いですよ。
」
（全部信じますよ）そう言われると困る。
（崩したくなったら自分で崩しなさい）その時が来たら
崩れますよ。楽天的だから自尊心は高いと……。
7 月 29 日 看護日記
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7：00 （ごはん食べてる？）ウンごはんだけ。
（どうして？）病院の食事まずいや……。
（好き嫌
いしてたんじゃダメですよ。今一番成長する時期ですよ）もう小さい頃からだからなおし様がない
ですよ。
（お母さんが悪かったのかな？）いえお父さんじゃないですか。─＜と笑っている。お母
さんは不在。＞
7 月 30 日
・僕は影にもなれば陽にもなるんです。
・誤解されるのも嫌だし敵も作りたくない。嫌いなのは無視する。
・父への不満はあるようでもありないようでもあり……
・ええ、人を批判的に見て批評という名目で悪口を言っている。心の奥には不満等あるがあまり表
現しない。まあどこかでは発散していますが。
8 月 3 日 cpS の報告
（朝おきるのが遅いようだね？）はあ眠るのが 2 時頃だから。家ではまだ遅かったですよ。4 時頃
かな。
（起きてから何か生産的な事やってる訳でもないんじゃないか？）今年一杯はこのままで行くつも
りです。何かやっても駄目な時はうまくいかないんですから。
（やろうともしてないんじゃない
か？）復学して得られる情報を今集めなくてもいいと考えてますから。ゴールの見える位置に自分
をおきたくはないんです。だけど走りつづけてはいたい。
（走ってもいないじゃないか）足が折れ
てる時は走れないでしょう。
（折れてるかな。今の君の年では頭が柔軟な時なんだからやればやる
程吸収できるんだよ。精神の畑を耕すことぐらいやったらどう？君は鍬を取ろうともしてないじゃ
ないか？）鍬とってもいいと思ってはいるんですが……
8 月 4 日 看護記録
18：20 父親より電話あり。病院食がまずいのでカップラーメンを食べるからポットが欲しいとい
うけど、病院の食事を正しくとる様に指導して欲しい。深夜遅くまでおきていて朝食をとら
ないことが多いと話すと、日中は運動をする様指導して頂くこと、規則正しい生活をするた
めに入院したんだからと多少興奮ぎみに話される。
8月5日
無断外出する。同室の M 君には、散髪してそれから一日中映画を見てくる。夕方までには帰ると
言ったという。ところが 20：50 父親より電話あり。
父親が 8 時頃帰ってみると子供がいる。病院には行かないと言っている。子供に暴力をふるわれ
るかもしれないので今夜は他所の家に泊ります。又明日病院からむかえに来て下さい。
8月6日
午前中自宅訪問するが留守。家の中はキチンと整理されてあり男所帯とは見えない程。午後 3 時
父親より電話。強制的に連れ戻して欲しいと言われるので 2～3 日様子を見るつもりと答えたとこ
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ろ、しばらくして来院される。心理検査室で面接したが一方的に以下のようなことを話される。
イ） 強制収容して欲しい。
ロ） 自分のしつけに誤りはない。厳しい父であって当然。
ハ） A 高校進学後こうなったということは A 高校に進学させた中学側に責任があるのであって自
分にはない。
自分は商業高校の方がよいと言ったのに学校側が無理に進学校に入れたんですから。
ニ） 2～3 日様子を見ようということは時間の無駄。
決して自分から病院に戻るということはない。
ホ） モノを買って欲しいという要求は詐欺的なものであって納得のいくものではない。小遣もヨソ
が 3000 円ならウチは 5000 円というふうに与えているのに。
ヘ） 自分は酒、タバコもやらず女道楽もせずにやってきた。まちがった生き方をして来たとは思っ
ていない。
（何を心配なさってますか？）あの子の暴力がエスカレートして傷つけるんじゃないかということ
です。
（ヒトですか？お父さんをですか？）ひとをです。私に向ってきたら対抗しますよ。親子関係
が崩れたって仕方ないですよ。自分の身の方が大事ですからね。＜こちらから往診することを告げ
て面談をおえる＞
8 月 7 日 cpS の記録
午前 10 時自宅訪問。パジャマ姿で眼脂の付いた顔で現れる。
「どうぞ上って下さい」と扇風機を
回してくれる。
（帰る気ないの？ 病院）ないです。同じ屋根の下で終始顔をつき合わせている生
活なんて僕にはできないですよ。
（話を交せる人も出来るんじゃないか？）やっと二人。学校の小
さい頃からの奴ですけど友達ができたんです。だけど僕にはテリトリーが必要でそこは侵されたく
ない。他の人間との間に一画線を引いておきたい。他の人間と自分との間にいる人間が友人という
ことでしょう。その友人との間にも役割があってね、行動する奴、考える奴、自分は直観派。この
感性のままに生きていたいですね。これから 5 年間程は。
もう物に当るってことはしないでしょう。多分。
オヤジは僕の虚像におびえているんじゃないでしょうか。
（虚像というと？）言葉ではまだ言い
あらわせない。
（無断外出の件）散髪に行くと言って出てそのままになっちゃった感じ。
（無断で出
た以上そのあと始末くらい自分でやらなくちゃ。君が自発的に病院を訪れることを待っておくよ）
あてにしないで下さいよ。
8 月 11 日
父親より電話。
「もう 4 日になりますが病院の方へ帰ってますでしょうか。今日は 9 時に食事も
せずに出たままなんですよ」と 15 分程話される。
8 月 12 日
9：35 父親より電話。
「早急に収容して貰わないと家族の破滅ですわ。映画ばかり行ってて困って
るんで病院でどうにかして下さい」と一方的に言われる。
8 月 12 日
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11：00 自宅訪問。Ｋr と最近の生活を話している時、父親とその友人 O 氏が帰宅。強制的に病院
へ連れていくよう要請される。しかし独歩で病院へ行くよう説得を続ける。
父親の生活のリズムを妨害しないように妥協するというので、直接父親にその旨伝えるように指
導。父親と話し始める。しかし興奮のおさまらない父は「お前みたいな子は子どもと思わん。出て
行け。もう知らん。おまえとの生活はもう出来ん」と言い放つ。Ｋr は座って話をしていたがモジ
モジし始め「どうしてわかってくれんのかな。僕がこうなったのもお宅が最初に始めたのに」と語
り、父子の話に断絶がある。来年 4 月からの登校は自分のプログラムにちゃんとあるのだから、自
宅で 16 年間の疲労を癒すのだと主張して引き止めるも振り切って外出してしまう。
父親より以下のことをきく。
高校一年の 1 学期に、学校が原則として禁止している新聞配達を担任の先生の支持もあってやっ
ていた。それを父親が一方的に禁止したところＫr は、それによって入ってくるアルバイト代に相
当する小遣は父親が補償すべきじゃないかということで争いとなってそれが父子の反目のひとつと
してある。
8 月 12 日
22：30 父親の往診依頼ありで向く。Ｄr と看護人 2 人で迎えに行くと観念して従ってくる。再び
閉鎖病棟へ転棟。入棟時は表情険しく質問のも答えようとせず手を上げるだけ。
8 月 13 日 cpS の記録
（夕べ連れてこられたの？）10 時前だったかな。
（お父さんと少し離れることを勧める）もういい。
放っておいて下さい。
8 月 14 日 Ｎs N の記録
（どうして家に帰ったの？）ウン親父がね。僕のものをひっかき廻しているのじゃないかと思った
から。案の定片っ端からかきまわしてあったよ。
（何か大事なものでもあったの？）そういうわけじゃないけどやっぱり嫌だもんね。
（お父さんは？）嫌いというわけじゃないんだけどあんまり干渉が多いんじゃないかな。
（これからどうするの？）ウン、学校は中途半端になってしまったしな……。
（希望して入学した学校でしょう）イヤ……先生にすすめられてなんとなくネ。やっぱりこれが悪
かったかな。でも本当を言うと希望していた学校も友人にきくとあんまりよくない様だからこれで
よかったのかもしれないよ。
（早く 4 階へ行くよう努力しなくちゃ）ウン。家に帰っても仕様がないししばらく病院にいるか…
…
（他の患者さんとも友達にならなくては……）そう思っているけど僕は友達を作ると気をつかうか
らね。
8 月 15 日
午前中に 4 階思春期病棟へ転棟。
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8 月 17 日
眠い眠いと床に臥す。問いかけに笑みをうかべ以前よりも柔軟。
「僕は希望を減らしているんですよ。
」という。
（どんな希望？）ハッキリは分からない。小さい頃からの希望。現実にぶつかったということかな。
8 月 18 日
5 階会議室のグループワークに誘うと応じる。最初はムッツリ座っていたが次第にうちとけて他
患の話に協応して笑ったりする。
8 月 20 日 看護記録
12：00 昼食は中華めん。めんの上にゴタゴタとタレがのっているのが嫌いと言って食べない。其
の後カップラーメンと飲み物を買うので 180 円下さいと強要するため渡す。病院食をしっか
り食べるよう言いきかせるも効果なし。
17：00 腹が減ったと又お金の要求。今日はもうよいでしょう。お父さんに食事をちゃんとして無
駄使いさせないように言われていますので……と言うと、じゃオヤジに話しますと自室へ帰
る。
8 月 21 日～8 月 22 日 同じような食事状況
8 月 23 日
父親より電話がある。
「息子が小使がないと電話して来ましたがどういうことですか」と興奮して
おられる。翌日 5000 円を入金される。
8 月中は就床、マンガ、ラジオですごすことが殆んどであった。しかし月末に来院した父親は、
見回りもこぎれいになり僅かではありますが良くなったようですとの看護婦の言葉をきいてよろこ
んでいる。
9月2日
（勉強する気は？）はいもう決っているんですよ。しないと……。
（で、どうするの）ＴＶ見たり、
ごろっと眠っています。父は昔から厳しかった。あんなかんじ。けんかしていた。僕は気が長いん
ですけど、ことによるんですよ。今の関心はご飯のことだけ。午後 9 時頃からねて夜中おき、深夜
放送をきき朝方眠る生活だった。
（崩さないの？）いやなかなか崩れない。
（ＴＶが好き？）いやＴ
Ｖは好きじゃないですよ。画面が……。
（モゴモゴというのはどうも？）自分でははっきり言って
cpK

るつもり。聞きとれないのかなあ。
9月4日

この頃 5kg やせた、という。
（食べないから）家ではけっこう食べてますよ。卵料理でも。目玉
焼き、ケチャップあえとか、バリエーションをやって……。一日五食とってたからなあ。
（ここの
焼飯は？）ダメです。赤や黄色が入って……はいまたどうぞ……─＜と話しかけるのをゲームにし
ているようなかんじ。反抗をまじえて。＞
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9月8日
昼食後洗濯を開始。珍しく長ズボンをはいている。洗う服を洗濯機に放り込んで「これ、これで
いいのかな」と側にいた私に問いかける。
「いいと思うよ」と答えて TV の前で少女漫画を読んでい
るＫrK 子に「教えてあげたら」と交流を図ってみる。洗剤を丁度入れたところで K が「ああ入れ
すぎやわー。そんなに」と言うと「そう。じゃあ、もうちょっと入れよう」と 2～3 回私や K の方
に顔を向け洗剤を注ぎ入れる。
ちゃんと服を着ているので外出に誘うが「こんなみっともない服じゃあねぇ」という返事。
9月9日
中学の時は特殊な人とつきあっていた。書評を批評しあったり、解釈を批評しあったり、デザイ
ンばっかりやっている奴とか、絵をやっている奴とか。原稿も 1 日 20 枚程書いたが疲れますよ。
ＴＶ、ラジオっ子。夕方ＴＶ見て。オヤジが飯たいて、自分でおかず作って、9 時から寝て 1 時
にオールナイト日本をきいて、芸能界にうといのはＢ中で俺ぐらいだったから、こりゃいかん、と
……。
レクレーションへの参加を促しておくが汗をかくから不参加という。

cpK

9 月 10 日
≪感情を隠しているからどんな感情だかわからなくなってきたなあ。両極端だから。例えば友人に
批評されると泣きながらつっかかって行くとか。何を！と思って黒板に椅子をぶっつけたり……。
もう一方は何を言われてもキャッキャッを笑っている自分。例えばモテルモテナイじゃなく女の子
がこちらを向くとニタアと笑う。今はニコニコして中間地点に居るんです。≫≪キツネうどんとい
うのがあるのを初めて知った。知らんで学校で大恥をかくところだったぞ……≫などとペラペラ喋
っていく。
草取に誘うと、
「寝ときます」
9 月 12 日
卓球に誘う。珍しく「下手ですよ。まるで下手なんですよ」と言いながらあとをついてくる。ス
テレオ、ピアノ、卓球台などを見て「ヘェ。こんな処があったですか？」
卓球台を約 30 分。ニコニコして機嫌がいい。
同日夜
卓球室にて一人でレコード鑑賞中。ＫrK 子と CP が卓球すると「ワア俺よりうまいや」と見てい
る。そのうちに参加。笑ったりイタズラしたり、激しく打ち込んでみたり元気がよい。
「卓球初め
てなんですよ」
「僕はまだ続けられるけど体力的にそっちはどうですか」とまだ続けたい様子。
9 月 13 日
父子関係は相変らずである。午前中に父親は面会をすまして「私はもう今臨際子供とは逢いませ
ん」と興奮ぎみにＮs に伝えておられる。
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9 月 14 日
病院に徐々に馴染んでくる。自らＣＰ達に話しかけてくるようになる。
「今日は機嫌がよいんです。ゲンキンなことで。
」
（え？現金のことで？）いえ形容詞にとって下さ
いヨ。もう、話の通じない人を「民間人」と言いますョ。
cpＫにニックネームをつけてアライグマとしたとのこと。
バレーへの参加を促す。
「僕は上手にできないとわかっているものは、やらないんですよ」と言
いながら参加する。
9 月 15 日
Ｋ君と卓球。cpＫについてまわって、
「金魚のフンみたいだな。僕は狼属ですよ。お宅は猫属ですね。
」
「ホームシックかかってませんよ。
病院の方が過しやすいですよ。
」
（卓球はカットしたりひねくれてるね）僕は歪曲してますからね。
9 月 20 日
（この頃変ったんじゃないかな）そうですか。変ったというよりか周りを見る見方が変ったという
か、僕の本質は変っていないですよ。
（君の本質は変えなくていいよね）中学 1 年の頃は内面と外
面がちょうどバランスがとれていたんですよね。内面がうまく出てたけどそれから内面が多くなっ
ていったというか。あの頃なら何んでも書けてただろうけど今は内面を出すのは恥ずかしいですよ。
・今親父を普通の人のレベルにおとしたということですよ。その代わり僕のゾーンには誰れもいな
くなったけど。
・ちょうどモグラ叩きみたいなもんです。ちょっとあの人もいい人だなと思ってもすぐ下っていく
し全然思ってない人がパッと出てくるし。僕は自分が一番大事なところでその一段下して次に大
事な人という具合に。判別をしないからですね。
・中学の頃は目立とうとせずに目立ったからなあ。猿に近い連中からガンつけたとかなんとか言っ
てなぐられたりしたしなー。まあそれが 2～3 年後だったらどうなっていたことか。早く中学を
卒業できたから良かったようなもんだけどとにかく僕は 3 人いるようなもんですよ。内面的なの
と、外面的なもの、それと両方を持ったもの、言いかえれば肉と心とそれを見張っているような
霊というもんなんですよ。
9 月 21 日
僕は狼を目ざしているんですよ。＜平井和正の小説より＞（どんな男性像？）強くてきゃしゃで
ナイーブで。自立心があって仲間に優しくてタフ。自分から人を襲う事は無いけどゾーンに入って
くると攻撃する様な……。僕は羊の皮を被って羊を追いかけて遊んでいるんですよ。内面は人には
見せませんからね。僕は嫌いな人だと話したくもないし。怒ることもあるけど持続しないんですよ。
怒ったしばらく後に、ニヤッと笑っている様なんです。
僕は藤竜也のような……
多趣味というのは目指しますね。広く浅くね。知ってるふりもしたし……。友人の間では話の通
じないのを民間人を呼ぶんですよ。
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客観的に見れるところが僕の良いところだと思うなあ。
9 月 26 日
昨日より落ち込みがはじまりました。バイタリティがなくなってきた。突然。普通女性と話すと
ウキウキしてくるんだけど。
（自分で何故だかわかってるのでしょう？）イヤ、わからないんです
cpK

よ。＜他室への出入が増えたよう＞
9 月 27 日～

父親にも会いたがらない。運動会の話し合いなどにも参加しない。いくら促してもテコでも動か
ぬというかんじ。
10 月 1 日
（勉強は？）する気ありません。いや間違った。始める気ありません。
（気になってることは？）
些細な事で一つ。
（何でしょう？）当てて下さい。まあ歯が抜けかかっている事は別にして。
（家庭？）
（正確？）
（勉強？）ちがう。
売店の人（職員のＨ君）には敵意を抱いているんですよ。
（ああ病院に連れて来た人？）そうな
んですよ。グッとにらみつけているんです。ぶん殴ってやりたいくらいで……。しかしお宅（ＣＰ
のこと）が目の前をちらちらするからなんとかおさえているんですよ。
（お父さんは敵？）さあ、
親父をのことはどうしたもんでしょうね。本音を言ってるかと思えば嘘言ってるし、嘘ばっかりと
思うと本音だったりしますよ。タフでナイーブで。友人にはタフというよりナイーブとうイメージ
で受けとめられてたようだけど。
10 月 8 日
自室で泣いている。
「cpＳに叱られました。父との関係が再現した」とそのことを表現する。
「は
しゃいでいたこととＫ君との事はクラスの雰囲気が再現した」と。
義に堅い男だと豪語して来たし他人の精神に対しては加害者になりたくない。Ｋ君の加害者にな
った自分が許せない。はしゃぎすぎてた。ここんとこ調子にのって甘えすぎていたから。ショック
を受けている。
自己嫌悪だ。事件の中心に自分をおきたくはなかった。自分言うことは自分に対しては本当のこ
とだから、自分を裏切ることになる。そんなことはしたくない。例えば来年からは学校に行こうと
思ってるけれど親父に行くとは言わない。行くかも知れないとはいうけれど、自分を裏切りたくな
い。ある意味では逃げかも知れない。
迷っている。元の自分の姿に戻ろうかどうしようかと。自分一人のために生きるのは耐えられな
い。誰かの為に生きなくちゃとてもやって行けない。
親父はむちゃをやる人だと思う。周囲の人から言うとムチャ。なんとかやってゆくだろう。やり
とげる人だと思うから失敗した時にホローしようと思う。
（自己嫌悪なさい。はい上るの待っとくから）父と母に突き落されたらライオンもはい上れません
よ。
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10 月 13 日
「寒くなりましたね」と話しかけてくる。
（どうですか？）さあ何がですか？（もう病院も長いしそろそろ学校に行こうという気持かしら？）
どうでしょうかねぇ。
（迷ってるところかな？）まあそうでしょうか。
（入院前は？）そんな余裕無
かったですよ。
（かなり変化したということね？）良いことか悪いことか結果が出ないけどね。
（な
んとなく禅問答みたいだな）そうですね。＜従来みたいな否定的態度は消え、かなり親しみをこめ
た言動＞
10 月 14 日
運動会に参加。アメ食い、登りザル等に参加し生き生きした表情。その事を言うと「そうですか。
あまりいつもと変りませんよ。
」ＣＰの服を見て「僕みたいにハイセンスで決められないんですか
ねぇ。
」
（そうね。今日の服良かったね。
）いやあれ一枚しかもってないんだよね。まさか緑のＴシ
ャツ着る訳にもいくまい。
詰所でＮs、Ｋr のＮ君、ＨＫ君とお喋りしている。Ｋr Ｋと将棋をするなど交遊は拡がっている。
cpＫ
10 月 17 日
親父のことはあまり知らないんだ。多分大分の田舎で生れ旧制中学を出てその後家で畑を手伝っ
ていたんじゃないかな。
性格は頑固、他は……言いようがないなあ。会話はあんまりなかったね。小学高学年からは殆ん
ど学校の事も言わなかったし。8 時頃帰って来てたけど飯の仕上げは親父がしてたから一緒に食べ
てたね。俺はＴＶ見ながら食ってたし親父は食べることに熱中してたしね……。仕事に一生懸命な
る人だね。昔は釣とか盆栽とかいうものもあったみたいだけど。……(お母さんは？)殆んど知らな
い。小さい頃はもう居なかった。1 回近所の人に母のことを聞いたけどあまり話したがらなかった
し、聞こうとも思わない。
自分は宮崎で生れすぐ親父が大分の祖父母に預けてまた宮崎に帰っていったと思うんだけど、祖
父と祖母と 3 人暮しで叔父、叔母、親戚も結構いたけどね、なんせウチ一族で占められている小さ
な部落だった。3 つしか性がないところだから（その間お父さんは？）親父は仕事の方で一生懸命
だったんじゃないか？ 想い出はないの。暗くなるなあ。大便をちびって親父に叱られたとかね。
叱られたことばっかりだなあ＜笑い＞運動会の時も奥さん達がたいてい来るから親父は照れてこ
なかったしね。参観日は来る時もあったけど総会には出ないで早く帰ってたね。何も言わずにプリ
ントを渡してた。
知らない人とダンス踊ったのも楽しい想い出と言えるのかなあ。女の子と話す時は真剣にならな
い。どこかで女はくだらないもの……ごめんね……と思ってるのかな。
（そうかな。こわいんじゃ
ないかな……？）わからないなァ。ロマンチストなのかなァ。＜ＣＰに対して＞どこかであったこ
とのある雰囲気だなあ。
（どこで？）わからないなァ（どんなイメージ？）前にそんな人は 2～3 人
いるけど。小さくて頭が良くて（美人じゃなくて……）話が合うとそうなるのかなァ。みんな近づ
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いているね。

cpＫ

10 月 18 日 23：30 の看護記録
Ｎ君の部屋で飲酒。Ｋr Ｋがもってきたウィスキーらしい。詰所に泥酔状態でやってきてコップ
2 杯の水をのむ。フラフラして歩行は困難。
「こんなに酒に弱いとは知らなかった。部屋まで連れて
行って」という。自室で嘔吐。
10 月 19 日 2：20
水を飲んでは嘔吐をくりかえす。
「死ぬほど苦しい」という。Ｄr 指示で点滴施行。
同日 21：00
気分悪いとベットに横になっている。
「昨夜の飲酒の件は父親には言わないで下さい」と。
10 月 23 日
＜最初笑顔。笑い出して＞真面目な話にならないと…・僕は優しいんですよ。
（今、優しいと言
ったこと疑っている雰囲気だったよ）鋭い。自分のこと薄情じゃないかと一旦否定してみないと、
優しさはだせない。
（すんなりと出せない、偽善では……ということ？）偽善は嫌いですね。小学
の頃一つの赤い箱に入れると周りの箱持ってる人からじっと見られ全部入れないと悪い気持にな
ってくる。＜笑顔でふざけている面と「さぐりを入れてきたね」と構えを作る部分とあるが、部屋
を出ようとすると、
「話がのってきたから、いかないでよ……」
「愛してるなんてね。……母として
ですよ」等冗談を言う。落ち込みが軽度の時は人が笑うのを見て笑う。重症の時はプイと横をむく。
＞
10 月 23 日
内科病棟に入院中の患者の家族と偶然廊下であう。花屋の娘さんで人格のさ程に障碍されていな
い分裂病の患者さんである。小学 2～3 年生の頃父親に怒られたり殴られたりすると逃げこんでい
た花屋の娘さん。Ｄr とは 10 年来の知り合いでもある。廊下で立話をしているので応接間に入れて
Ｄr とは 3 人で話すことになった。Dr の方から「お母さんは亡くなったということだけど何の病気
だったのかな」ときくと「病気じゃありませんよ。生きわかれですよ。
」という。再婚して鹿児島に
住んでいるらしいことまできく。
〔その夜のＣＰとの面接記録〕
疑いはあったんだけど確信は無かったんだよね。今日は一度に多くのことを聞きすぎたよ。いや、
泣きはしないと思うね。
（希望がなくなった？）希望を自分で絶つこともできるけどしないと思う
ね。絶対ないとは言えないけど。
あ、いかん。落ち込みそうだよ。楽しい話題を提供してよ。high な気分になっていないと落ち込
みそうだよ。
（表現しないの？）今話してしまうと全部喋ってしまいそうだね。暗いね。話が暗く
なりそうだ、いかん……＜と会話で気を紛わしているが、度々落ち込みかけて自分で持ちこたえよ
うと努力している様子である。表情は寂しげで泣きそうな顔＞（パターンを崩したのね？）一生懸
命変えようとしている人がいるから変らざるを得ないでしょう。人の内面に無理やり入ってくるん
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だもんね。
Ｎs に「何んとなく変な気分だったけどこれですっきりした」と述べているが、夜間不眠であっ
たようす。

cpＫ

10 月 24 日
昨日は甘えちゃってごめんね。話題が暗いね……。＜と、昨日のことについて回避的＞（私とは
真面目に話せないのかな？）そうだねぇ（話せる人は？）うん誰も居ないね。男性と話すとこの野
郎、こいつだって小さい頃は悪いことしてたんだろうが……という気になるし、女性だといいもん
だなあと思ってしまう……。
（そう、真面目に話せる人と変りましょうか）いやぁ変わらないでよ
ぉ。病院にいる間つき合ってよ。
（そうね。誰なら話せそう？）うーん、ガンジーおしょう＜院長
のこと＞……＜と否定的＞
10 月 25 日
紅白ここで見ようか。＜と冗談まじりに言う＞親父と会うとドンパンになりそうだ。
（何？）口
論になるのかな。
（どちらから？）さあ……どちらからかなあ。
（飲酒について？）楽しければそれ
でいいんじゃないですか。
（本当にそう思ってるの？）さあどうかな……悪い事とは思うけど……。Ｋr Ｋ君は親を見捨て
きっていないからなあ。俺はもう親を放ってしまったから。

cpＫ

10 月 30 日
グループワークに参加。Ｋr Ⅰが呼びにくるから来たという。
「俺は何事も 1 回目は顔出しする
ことにしているんだから……。2 回目からは出ないね。
」トランプを深夜までするのを制限しようと
いう意見が出ているのに対して。
「トランプ、本音と建前があるからね。制限した方が良いと思うし……ここは病院だからね。迷
惑かけてるだろうし 3 階に響くらしいんだよね。しかしおもしろくないなあ……という気がするな
あ。まあ 10 時までというところでしょう妥協して……」
「トランプは確かに雰囲気をよくしてくれ
たけど表面的だよな」

cpＫ

11 月 3 日
小林行に誘う。
「夕べ 4 時に寝たんだよ。まだ眠いんだ。寝かしてくれよぉ」Ｎs、ＣＰ、他のＫ
r の誘いにフトンを握りしめているが顔は笑顔。
「絶対行かないと決めているんだから……」
（何
故？）さしたる理由はないが……（車酔すること？）それもあるけど……一寸考えることあって。
（何を？）どうでもよいことだけど。
（Ｋr Ｋ子、Ｋr Ｈ氏が行かないこと？）そんなんじゃな
いけど
（お父さん変わったんじゃないの？）さあ変わるかねぇ。
（あなたが変わらないといけないのか
な？）さあどうだろう＜真面目な表情になる＞
11 月 4 日
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（小さい頃は？）じいちゃんとばあちゃんだけど忘れちまったよ。
（じいちゃんは親父の父親だ
なあって感じ。
）似てるね。人の良いところなんか……（想い出なないの？）憶えてないよ。まあ
入園式のとき隣のクラスにいて自分の名前をよばれるのを待っていて隣だよと言われた。
（お父さんは？）あれだから来れなかったんじゃないの。一人だったね。
（どんな子だった？）うん……いじめられるというよりからかわれてたね。
（どうして？）最初隣のクラスに行くドジを踏んじまって、よくドジをふんでたから……。おとな
しい子だったと思うよ。言い返しはしなかったね。
（室の隅にいて？）そう室の隅にいて。反抗心
を表わしてすねて……わかるかな。
（名を呼ばれても菓子をくれると言われても横目でにらむような……？）そう。菓子なんて……と
いう感じで。だけど自分が欲しい時はさっと取るようなそんな子だったね。
（思いつくままに言ってみてよ）え、ＫｒＮ、ＫｒＭｉ、ＫｒＮｎ、ＫｒＳ、浮かんで遠ざかって
ＫｒＫａ、ＫｒＭａ、ＫｒＹｏ、ＫｒＫｏ……（何の順番？）自分の部屋から始めて向こうにとん
で帰ってきたよ……＜とふざける？＞

cpＫ

11 月 7 日
今夢の中に居る様なものだね。懐しく思うような。忘れてしまうかも知れないし……。
（夢の中
で何か教わるかもしれない？）うん実験やっているようなもんだね。新しく何かが生れるかもしれ
ないというような。
（病院にいる意味がわからないと言ったけど？）さあどうしているのかな。今家に帰ると中 3 の頃
の俺にもどるね。
（どんな子？）甘えっ子で、我儘で。自己中心的で、つっぱっていて……etc
（やさしくって？）愛情あふれる男だなんて言うと皆から愛情を要求されるからなあ。
（つっぱりは？）あっちふらこっちふら流されそうだから、そうならないように自己主張。親父に
対してもこんなところで逆らわなくてもよいと思うところで逆らったりしてね。子供の我儘という
か。それを通して親父に自分の気持をわかって欲しいというのか。
＜ＫrＫ君より、お前はＫrＫ子さんを傷つける様なことを言ってるじゃないかと言われて＞Ｋ子さ
んは本当は暗いね。つくろうから。表情見てるだけじゃわからない。失敗するわ。釘を差しとかな
きゃいけないね。本当は好意ですなんて言ったらよけい悲惨だね。ＫrＫ、お前の口の悪さは変わ
らないんだよな。あいつが言ったことだから……と思える様な仲になりたいんだけどまだそこまで
交流が深まってないんだよな。
（死にたいと思ったことある？）小 5 の頃あるね。カミソリを持っ
てこわくなってやめたね。
（何故？）忘れっちまった。
連々と続いているトランプをやめようかと思っている。他人に迷惑をかけてまでやろうと思わな
いし……。
11 月 8 日
生瀬範義油絵展へ同伴す。自分の通学していた小学校の近くなので行くのは嫌だと言っていたの
だが。
「何か企があるんじゃないの？」
「どう見ても保護者だね」と繰り返す。絵を真剣な表情で見
ている。
「帰ろうか、まだ見たい？ そちらは」
（ううん、まだ見たいの？）
「どちらでもよいけど
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帰ろうか……」という感じ。溜息をついて「夢に見そうだなあ、中にアライグマ（cpＫのニックネ
ーム）が出てきたりしてね。
」
江平付近に来て「懐しいな。変ったな、ここら辺も。ここが小学校の頃の通学路で中学校の頃は
こっち……あっ、つい習慣で足が家の方に向きそうだな。いかん、まだ家には帰りたくない」
「ま
るで参観日だね。
」
（そうぼくちゃん答えられなくて恥ずかしかったわあ）
「おばあちゃんこないで
よおう」と笑顔

cpＫ

11 月 10 日
昨日はレクへの参加をすすめるも布団をしっかり握っておきようとしなかった。今日行軍へも行
かないと一度ポーズをとるがさっさと着換える。先頭グループを登山して元気は良好。しかし車酔
して、帰ると嘔吐する。
11 月 11 日
＜心理相談室で＞話無理だね。本音を話そうとは思わない。人に本音を話したらいけない。人には
誠意を持って話さなきゃいけない。 （ダブル部分はないの？）ないね。共有する部分はあるかも
しれないけれど……。今迄も本音は喋らなかったし指導的立場にいる人にはまず話さないね。先生
とか親父とか。
（今迄ずっと抑えてきたの？）正直親父には 16 年間一言も本音を言ったことがありませんね。言
うってことは人としての誇りを失うってことですね。
（わかって欲しいとは思わないの？）興味だ
ったら厭だね。わかりたいと思ったら……興味とか救おうとかだったら厭だね。喋ると愚痴になる
からね。
（表現してみたら？）表現する意味はないね。
（必要とは思ってないのね？）必要ないね。
（本当に一人で耐えてたら病院に来てたかな？）まわりのおせっかいということもあるし必要とは
思ってないね。
（あなたとは友達のレベルでつきあえってこと？）そうは言ってない。自分の方は偽りで話したく
ない。喋る時がくれば喋ると思うし……。構えて話すのは厭だ
11 月 12 日
＜昨日父親面会あり＞（話したの？）二言三言は話したよ。話したくもなかったしね。
（それで逃げまわってたの？）あれ……逃げまわってたかなあ。
（最近ふざける相手がＮs さんから同年輩の人に変ったね？）そうですね。どういうの？ まあ妹
みたいなもんだなあ。
（兄弟が沢山できたって感じね）そうだね。
（楽しい？）別に……
（女の子をたたいていいの？）あれ冗談でやったんだよ。僕ほど紳士で律儀でやさしい男はいない
でしょう。
11 月 13 日
グループの中で自分の果たす役割は抑えるべきところは抑え増長すべきところは増長する。発動
源ではないから、変えられるかどうかは分からない。
（そう思うのなら乗らなければよいでしょ
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う？）しかし周囲の雰囲気がそうさせない。グループと顔を見るだけで安心するね。一人になると
閉鎖的になる。
（顔を見る？肌身で感じるってこと？）そうじゃない。ただ顔を見ると安心する。
閉鎖された環境の中でだけのことかもしれんしね。
（あなたは本当は人間が好きなのね？）＜無言＞わからない。連帯意識がもてないね。自分と同じ
考え持つ奴に出会ったことがない。自分の志を伝えていきたいね。
（子孫に残すってこと？ 男女
にかかわらず共感できる人を捜すってこと？）自分から捜したいとも思わんね……今の状態はいら
ない。一人でいけるんだ。今のところを出て崇高な場所に帰るのか。
（崇高っていうのは一人で生きるってこと？）そう。
（連帯意識がもてないということ？）人間にもピンからキリまであるからね。
（あなたは？）人間としては僕はキリだけど人としてはわからんね。人づきあいの下手な男だった
し。人間と人間の間ではキリだね。人としては……
（自分の人格を認めてないの？）自分の人格に自信がない。
（あなとのゾーンに人が入られると厭なのね？）そう危険は未然に防ぐ。だから相手の自信をこて
んこてんにやっつける。
（怖さの裏返しなのね？）ああ……。小さい頃犬の首をしめて殺したことがあるんだそうだ。
（ど
うして？）わかんない。
（どんな気持でその話を聞いたの？）わからない。ただ事実を聞いただけ。
歩くアヒルのおもちゃの首をかじりとったとかね……。
（女の子の頬をたたくのは何故？）僕ほどやさしい男はいないよ。女とみてないね相手が少年にな
った時だね。子供になったり。女は遠くから眺めるもんだね。こうしてないと等級をつけてしまう。
それは節操がなくなることだ。
（矛盾している様だったけどどういう意味？）自分で考えて欲しい
ね。
（等級ってどんな？）いつも接している人が一番二番という風に……
（人として見るんじゃなくて接触の度合でということ）そうだね。慣れ合いだね。子供の頃よくい
とこの姉さんをからかって遊んでいた。
（女の子の頬をたたくことと物に当っていたことと共通点
があるんじゃないの？）ないね。悪漢が銃を持っているのと警官がもっているのを比較するような
ものだ。
（そういう表現様式をとるってことに共通点があるんじゃないのかと思う）危険を避ける
ためだ…・。
（どんな？）人を傷つけないために。
（お父さんに対する？）うん、今だに許せてない。
わかるかなあ。入院前に包丁で刺しとくぐらいの………＜ボソボソ＞（何？）何でも……（包丁で
刺す？）ああ、あの時話し合おうと言ったのが間違いだった。傷つけまいという分別はあった。今
はどうなってもよいと思っている。＜困惑の表情＞話題が暗いね。愚痴ってしまった。
（流されて
いると思うけど？）流されているように見えるかもしれないけど……（流されている！）事実だね。
（できないの？）きれるけど、犠牲が要るね。
11 月 16 日夜
布団にもぐり込み、問いかけにも「何でもないんだ」と答える。食事も食べたくない。落ち込み
泣きそうな表情。
「今僕に対する働きかけが有害だったか有益だったかわからない」
（どんな働きか
け？）それを推察するのがあなたでしょう。
（無限にということに関係がある？）当りだ。思い出
してしまった。親父の話なんかするものだからね。あなたのせいだよ。
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（そうね。けれど思い出し易い状態にあるでしょう？）どうだね。
（何故泣かなかったの？）泣いてたかなあ。懐しかった。やるせない気持だった。情けなかったし
ね。
（いつが懐しかったの？誰が？）
（お父さんと共存してた頃？）親父と共存するのが理想だとは思
っていないよ。
（推察するのがあなたでしょう……ってわかって欲しかったのかな？）いや触れて欲しくなかった
のかもしれないよ。
（触れて欲しくはないけど意味をわかって欲しい？）わからないよ。暴力に関することだね。
（今
日、あなたが入院前どんなだったか入院時どんなだったかしらないんだけどその時の状況を思い出
したんだけど＜二階から看護士が強引におろそうとしたこと＞）当りだね。やはり優等生だね。
（皮肉にきこえるけれど。わからない部分が大きいからね。
）そうだね。わからぬところもあるね。
＜理性と本能のことを話す。本能に固執している話＞思春期病棟の子だったらみんな持ってるんじ
ゃないか（何故あなただけが行動化するのか？）多分まわりに女性がいなかったせいじゃないかな。
あなたが最初の女性だ。
11 月 18 日
＜思春期病棟のＫrＫ子からの非難を話題に＞
人には自分に接する権利があるし僕には平等に接する義務がある。
（個人差があるんだから逆に無視するってことは不平等になるんでは？）人には皆触れられたくな
い過去がある。
（Ｋさんの批難？）ああわかっているよ。ショックは受けたけど変えようとは思わ
ないね。人が自分が愚痴を言ったから変わったと思うのは厭でしょう。平等に接する義務があるん
だけどそれは自分に主体をおくか相手におくかの違いで僕は自分に主体をおく人間だ。
（働きかけは非常なプラスになることもあるし？）せっかく落ちついて平穏な湖に波紋を残すよう
なこともある。あなたはナイフを持っているようなものだよ。
今まで誰も信じてこなかったし今も誰も信じていない。最初に教えられるのは不信感でしょう。
（そう？信頼感は？） 最初に不信感を教えられまた信頼を覚え、不信感を持つ。
（誰に教えられ
た？） まわりの人全て。親父、先生、
、まわりの大人に……小学校の頃か。
（早い時期ね？）今も信じたくない。信じて裏切られるのは厭だ。
（信じたくないの？ こわいの
かな？）あいつだけは信じていたのにと愚痴を言いたくない。
（そう言わない人もいるだろうね。
）
……＜沈黙＞僕からこれだけのことを話させたのはあなたが初めてだ。これで一話して十わからな
いのなら最初からわからない人だと思う。こんなに苦しい時期を大人は過ぎてきたくせに忘れる。
大人にはなりたくないし、なさけない。
（あなたは忘れたふりをしている）大人は自然に忘れて行
く。僕は意識的に忘れる。
（どんなこと？）くだらないこと。
（その時はショックを受けても長い目でみればくだらないこと
だと思ってしまうの？）そうできることもある。いちいち憶えたら多すぎる。
（不信感を与えるま
わりの大人は平なところにいるの？）平なところにいる。一言も話さないうちは……だ。話すと平
じゃなくなる人もいる。
（頂点は？）ないね。
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11 月 25 日
自己嫌悪を感じるね。今、思春期病棟で話をしている自分は本物じゃないね。嫌いな奴だから一
人になりたい部分と誰ともかかわりたくない部分と両方あるね。共通する部分はあるけど、そこで
接しているのかな。一人だ。
（人の中にいる孤立感？）今はそんな構えもとってもいないが。
（今ま
での防衛の構えを崩しているの？）ああ、どこまで崩したのかはわからないが。愚痴ってるんじゃ
ないんだけど。
（中 2 の頃女性を意識し始めたのは？）その前からあったのかもしれないけれど、
友達の姉さんがきれいだなあと思って……。そのうち同級生に移ってきた。かわいいなあと思った。
全ての人に向ける敵意、がまんできる敵意だ。親父は消えてしまった。
（どこへ？）さあ……＜グ
ループワークで父について他患が語り出すと＞確かに親父に殴られたり木刀で追いかけられたり
したんだけど、こわいというより、おそろしい……何といったらよいのかなあ。こわいとは思わな
かった。父の祖父はルーズな人だったが祖母は厳しい人の道にうるさい人だった。父は兄弟の中で
も一番まじめだ。
11 月 26 日
父親面会あり。
〔父親の談〕
院長先生によくなっているときいたんだけど。あの子は高校に行くと言ってますか。ついて行け
ないんじゃないかと心配ですわ。友達が心配してくれましてね。来年 4 月商業高校に転校したらと
言ってくれたんですわ。本人に言うたけどうつむいて反応無しですわ。フスマをナイフで突き刺し
たり障子を破ったり天井をつき破ったり、それはすごかったんですわ。殺して自分も死のうとまで
思いました。今はそうせんでよかったと思ってます。こちらに預けて安心しています。あの頃
登校拒否のこと知らなかったんでねぇ。この前ＴＶ見て、ああうちの子だと思いましたわ。
〔その後本人との面接〕
（お父さんは変った印象を受けたけど）さあどうなのかなあ。
（あなたはどうしたの？）ベットにうつむいて向こう向いていた。
「うつむいているな」とか「起
きていろ」とか「友達の一人が商業に行ってこないかと言っている」と話してたみたいだよ。
（聞
いてたのね？）うん。耳には入っていたようだよ。商業は嫌だよ。まあ工業なら変ってもよいけど
ね今は羽を伸ばしているんだ……。得がたい経験をしているのかもしれないし……。自分では自制
できる方だと思っている。
11 月 28 日
（学校にはついて行けると思う？）無理すればね。
（どんな無理？）…＜無言＞（才能をけずると
かいう無理？）さあ何だろう。
11 月 30 日
人には信じるのを選ぶ人と信じないのを選ぶ人がいると思う。僕は信じないのを選んだ人間だ。
人に裏切られないですむにはあまりにも自己中心的でやさしすぎる人間だから……裏切られるよ
りも信じない。今迄ずっとそうしてきた。
（信じたいと思ったことは？）信じたいとは思ったこと
があるが、そういう人から裏切られるのは耐えられないからその前に寄せつけない。
（何をそんな
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に怖がるのかな？）さあ何だろう。生まれた時は一人。死ぬ時も一人。一人で生きて行く。
（一人
だけど周りの人と触れて生きて来たでしょう？）そうだね。
（信じたことないの？）信じたいと思
ったことはある。けれど来るのは別れだ。憎しみが残る。人を信じれる人は強いと思う。けれどそ
れが弱さでもある。
（信じない人には寂しさがつきまとうにでは？）小一の時優等生の女の子がい
てそんな子になりたいと思ったことがある。今、病棟内で他患が金魚のフンみたいにくっついてく
るのが厭。打開したい。一人で使える時間が欲しい。といっても一人になるのは困る。
12 月 1 日
＜同伴して外出、食堂にて表情が変わる。険しい＞（どうしたの？）別に…＜後から＞いやあの時、
親父が飯を作ってくれなくて近所の食堂で外食ばかりしていた頃をつい想い出してね。昔の表情に
かえったんじゃないかなあ。
（いつ頃？）学校に行かなくなってしばらくしてから。
（偏食は？）親
父と一緒になってからじゃないかな。それまでは魚とか食べていたらしいよ。
（何を意味してた
の？）さあ（反抗？）さあ、そんなもんかな＜笑い＞
12 月 2 日
＜他患とトランプ、深夜に逆立ちをして階下より苦情が出る。レクレーションに不参加などの逸脱
行動あり。しかし行軍等の小グループ活動には参加する＞
12 月 3 日
朝は起きていたが 10：30 またベットに入る。
「コーヒーものめないし」というので行こうかと誘
うと、ガバッと起き上り医局へ。4 人の職員全員に自分でコーヒーを入れてくれる。
（何を将来やり
たいのかな？）さあいろいろ変わるしね。やっぱりサービス業なんかダメだろうしエンジニアの方
かな。
（数理には自信があるのね？）まあね。でも高校でその自信はうち崩されたなあ。ああ、ま
たＴ（Ｋr）達にうらやましがられるぞ。
（来るように言えば？）うん、そうすると皆んな僕の後を
金魚のフンみたいに付いてくるからなあ。
12 月 4 日
＜表情：怒りをかみ殺した様な＞ここは特殊な環境なんだ。自分のことはその中でおこったこと。
この中での出来事は幻なのだ。
（特殊な環境というのなら幻の上に幻を重ねていくつもりなの？）
夢の中かもしれないしそう思わなければやりきれない。
（自分にとってこの環境は必要なかったん
だと言いたいのね？）そうだ……。あなたを傷つける言い方だけど……。結局自分一人だと思うし
他の人の心まで望んだら……。裏切られたら……耐える人と傷つく人といると思う。信じて裏切ら
れるよりは信じない。一人は寂しいけれど結局一人しかいないんだ。心まで望んでも……。
（裏切
られても信じたいという気持は残るんじゃないかな？）そういうものは封じ込めてしまう。
（封じ
込めたものは出たい出たいと言うでしょうね？）一人という意識もあるから。仲間意識もあるし…。
（生まれ死ぬ時は確かに一人でも一人で生まれたのではないね？）確かにそうだが、自分には裏切
られ……孤独しかない。
（あなたが一人で生きていける人だったら今ここにいる状況に迄は至らな
かったと思う。
）……もう少し元の自分に戻りたくないんだ。甘えるだけ甘えさして欲しい。ここ
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では……。
（元の自分とは？）孤独で無口でいつも一人で歩いている僕だ。……越えられないもの
は沢山あるけど今越えるものはあなただ。
（どうして距離をおかないの？）置けばあなたは心理担
当のおばさんに帰ってしまう。
（2～3 日前の面接までは距離をおき敵対していた。それを距離をおかなくなった。それは心理のお
ばさんと思いたくない逃げなのだと思うけど……？）そうしなければ、俺は親父を憎んでいると言
ってしまった。
（憎んでいるのね？）憎みきれない！ホラここまで言ってしまったじゃないか。思ってたより深い
人だった。
（あなたが深いのかもしれないよ？）自分で深いという奴はおしまいだ。自分で判断で
きるものじゃない。人の正確な目だ。おぼえている限り二度目の敗北だ。……後からどう思うか知
らないけど今は……こんな自分がふがいない。＜バタンと退室＞
（追録）
（お母さんが生きていることを知ったことについて？）良かった半分とあとの半分は訳の
わからぬ気持。今のところ会いに行こうとは思わない。今の笑っている俺が本当の姿とは限らない
……。＜この夜 cpＫは危険を感じて、夜勤のＮs に対して「面接で少し落ち込み。大丈夫とは思い
ますが気をつけて下さい。あまり触れないで下さい」と言い残して帰宅している。しかし翌日は 3
人のＫr を集め、トランプ、雑談、等々でさわいでいる。行軍にも参加＞
12 月 10 日
小さい頃は甘えていたんだろうけど憶えていない。
祖父が年2 回くらい里帰りさせてくれていた。
祖母なんかに迷惑をかけていた。おもちゃをこわしたりして「父ちゃんこれこわれたでぇ」と言っ
ていたらしい。
（一度目の敗北は？）それは教えられないね。
（高校へ行くの？）うん行く。親父は
転校したらどうかと言ったけど俺は高校へ行く。不覚をとったから今度は準備態勢を整えて挑む。
（二度目の敗北感を味わったね）うんそうだ。……俺は頭が悪いから。
（悪くないよ）良かったら
授業なんか理解できている。
（学校の授業で計れる能力とスケールが違うんじゃ？）Ａ型のやさし
さだね。
12 月 12 日
退院は早くて 2 月かな。遅くて来年。
（準備はいつするの？）2 月迄は遊んでいる。3 月に頑張れ
ば良いと思う。1 ヶ月あればなんとかなるだろう。
（入院前の姿ってどんなだったのかな？）まあ退
院して親父と一緒になれば見れるよ。
（一緒に外出して？）外の社会の厳しさを思い知らされた。
夢から覚めつつあるのかもしれない。おち込んでいる。
（お母さんには会いに行かないの？）今当
分は行かない。失うものと得るものと……。＜Ｎさんが面接中に入室。隅に座って背を向け無言で
しばらくいて突然退室＞昔の俺はあれをひどくした様なものだったね。
（どんな？）大勢いるなか
で一人だけ隅っこにいるような…小学校の頃。
（何故そうなるの？）さあ、偏食があるし、運動は
駄目だしいじめやすかったのと違うかな。虚弱児じゃないかと…平たく言えば遅かった。
（どうや
って打開したの？）知力が問題にされるようになって代るものを得た。
（高校になって又再現？）
いや高校に来る頃は人とつき合う術を身につけていた。
12 月 13 日の看護記録
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父親より電話。
「昨日、病室に行ってみたらベットの下にプラモデルの作りかけがおいてあった。
勉強もしないで、あんな高価な物を購入していたなんて。
」Ｎs が「自分で貯金されて買ったのでは
……」と言うもやや興奮ぎみ。cpＫに相談するよう勧めておく。
12 月 16 日
俺は変わらない。成長はない。落ち込んでは元に戻るか、のびてはひきもどるんだから……。側
にいると信じたようなつもりになるだけかもしれない。
（ＣＰに向けているのは？）敵意ではない。
（信じないぞという気持？）そうかもしれない。最初から得られなかった。失うんではない。今ま
でに得られなかったものを失う。
（求めて得られないものはどうするの？）諦めるさ。
（何を求めているのかな？）さあ忘れてしま
った。人は嫌いだと思った方が楽だ。
12 月 22 日
家に帰って入院前と同じ状況が起こるかもしれない。それはタイミングと自分の体調、コンディ
ションと親父の態度と状況に依るだろうと思う。自信はない。
（理性で抑えられると言ってたけど、
実際には抑えられなかったんでしょう？）そうある状況の中では抑えられないこともある。抑えき
れないくらいの中にいたのだろう。
（あなたは拒絶か受容か極端みたいだけど……？）僕のは永遠
の拒絶じゃない。拒絶しながらチャンスをうかがっている。受け入れるチャンスを。
（拒絶か受容
と極端なところや信じる信じないというのはこだわりなのかな？）そう思ってくれても良い。
（不
満そうですね？）そう思ってくれてもよい。不満はない。裏切られて、また裏切られて信じてきた。
（過去に？）そう。
（どんなこと？）忘れた。ただ悲しかったという想いが残っている。誰れに対
してかも憶えてないけれど……。悲しかった。人といる時は想い出さないけど一人の時は想い出す。
言おうとも思わない。
（そう、それでよいと思う。
）そう……＜とホッとした表情。前回よりもおだ
やか＞
12 月 24 日
父親来院＜復学について＞
・あの子は進学では又挫折するんじゃないかと思うんです。ついて行けなくて…。だから商業高校
なり転校させようと思う。同級生も 3 年になっているし馬鹿にされたら本人が傷つくんじゃない
かと心配です。又登校拒否を起した時の苦労を考えると……。ことらに預けてホッとしています
けどね……。
中学の先生が能力があるから進学校へ行けと行った時、
私は反対したんですから。
｢父
ちゃん工業高校へ行くんやで」と言ってたのが「父ちゃん大学に行くんや」と急に言いまして…
…。大学も合格せんといけないんですし……。あの子は勉強ちっともせん子ですから……。
・ハア、
「みかんありがとう」と言う様になりましたし前より話すようになったし、変わったなあと
は思うんですが、
ほめてやりたいですが母親だったらほめてやれますが父親は厳しくせんと……。
・信じて下さいと言われても、息子の荒い状態が続きましたから心配ですわ。＜Ｋr の変化を認め
る気持とまだまだという不安感がある様子。今後もうまくいく様に転校のことを考えられたらし
い。性格の問題……悪いことをするんじゃないかと心配している様子。以前より柔らかさがある
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感じ。＞
・お話をうかがってあの子の状態、気持もわかりましたし、進学校でやらせてみようと思いますわ。
＜Ｋr 自身＞高校は退学してもよいと思っている。が、今のところはそんな気持はない。進学校に
行く。
（そうね。お父さんの信用をとり戻すことが最初かな？）うん何がなんでも 2 年に進級して
やる。だから 4 月から行くように休んでいるんだ。それからはやめてもよいけど……。
（そうね。何かやりたい事を見つけたらよいかも……）今それが無い。何をやりたいのかわからな
い。
12 月 25 日
＜夢＞どんな意味なのかなあ。わからないな。複雑で不安な内容。寂しかった。
つり橋を渡って真中辺が水につかっていて落ちそうなんだけど、なんとかなるだろうと思って渡
って行くんだ。知らないとこなんだけど、生れたところかな。森の中で緑の色の家で、両隣りに 3
階のビルがあって、その間にある 2 階の家。誰か知っている人がいるんだと思う。でも居なかった
居る筈の人が居ないんだ。道を知ってるだろうと思うけどわからない。
で、橋を渡ってひき返してくるんだけどそしたら馬に乗った男の人……誰かわからない……が追
いかけて来る。白い……軍服みたいな服を着て。逃げても追ってくる。天井川みたいになっていて
そこを走りおりるんだ。どこかで見たような風景。そして次に白い犬。むく犬。大きな犬とじゃれ
てるんだか戦っているんだか……で目がさめる。
12 月 26 日
家に帰って親父とドンパンやってね。
（何で？）うん些細なこと。＜と言いにくそう＞親父に散
髪代をもらって……そのまま床屋へ行けば良かったんだけどムシャクシャしてたもんだからつい
トヤマ（おもちゃ屋）に行ってしまったんだわ。取り消したと思ってた部品が届いていてね。言わ
れたら責任感のある私様のことだから「ああそうですか」と払ってしまったんだ。家に帰って親父
に理由を話したら「父ちゃんが返すようにしてやる」やらどうやらと言う話になって口論。
「僕に
は必要なんだけどね」と言ってサッと家を出て来た。あと部屋を見て来た。変わってなかったよ。
健在。
部品代は貯めてたお金から払うことにした。学校はどうしようかな。行ったもんだろうか。くよ
くよ考えても仕方が無い。一時の快楽を……どうにかなるだろう。＜笑い？＞
12 月 31 日
どうもおち込んでいる。町に出て疲れた。丸腰で歩いているようなものだ。前はこんなじゃなか
ったのに……。一日街をふらついてもどうもなかったのに……。そんな自分が情け無い。＜ボソボ
ソと＞一からやり直しだ。＜自分一人で大丈夫と内容を語ろうとしなかった。＞欲しい。モデルガ
ンが。手に入らないと落ち込む。モデルガンに愛情というものがあるけど、構造、整備、あこがれ
る人。＜これを読めばガンとの出合がわかるよと本を差し出す＞始めは銀玉鉄砲だったし「おもち
ゃ」という感覚だったけどモデルガンを知っていつか銃という感覚になった。
（本物ではないけれど……？）本物ではないけれど本物として扱うべきもの……
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（何故モデルガンを選んだのかな？）小学校の頃からだと思うけど……周りが反対するからじゃな
いだろうか。反対されれば反抗したくなる。
。
よくスポーツをして汗を流している姿は高校生らしいと言われるけどあれはおかしいと思う。勉
強ばかりしているのが高校生とは思わないし勉強にしろ異性の問題にしろ自分のことにしろ迷い
ながら進んでいるのが高校生だと思う。汗を流しているからスカッをして高校生らしいじゃ……。
周りの大人が言えば反抗したくなる。反抗するのが自分だと思っている。夢にあこがれていた小
中学生の頃とは違う。自分の限界を見るのが高校生だと思う。
（現実に近づいたの？）そう確実に近づいた。
（ガン、自分を守るのは自分しか居ないと言いそうね）わかる？（それと周囲への反抗のところ…
…）そうだね。
（お父さんとあなたのとらえ方が違うのね。違うものへと段階的に脱皮していくか、
一つの対象で脱皮していくか）そう…（もう少し成長したら脱皮しそうね？）すると思う。＜お父
さん面会あり。ＫrＴ、ＫrＭ、ＫrＫの 3 人供年越を病院でするため帰宅しないということになった
が「お正月に帰らないなんてどんな心理かわからない。入院は厭と言っていたくせに今度は帰らん
とは変な奴だ」とプンプン。
「そんな服じゃだらしがない」等。ＣＰに向っても「あの子は大嫌いで
すよ。昔から言うことをきかん。一度言ったら馬鹿じゃないからわかるでしょう。父ちゃんぶたん
でいいやないかと言うから何度言うてもわからんからぶたんと仕様がないやろう言うてきました」
と言われる。Ｋr はＮs に向って「親父は偏見が強いからない」
「俺と同じで律儀だから」等と弁護
めいたことを言っているようす？＞
1月1日
〔この日の看護記録〕
1：30

自室で M、Ｓとトランプ。

8：00

朝食促がすも入眠中。

9：00

cpK に起床促がされるも甘え声を出しておきようとせず。

14：00

読書中。眠たそうにしている。

15：00

目ざめてトランプ。

17：20

cpK、NsZ、他 3 人の Kr の 5 人で神宮参拝へ。

20：00

参拝より帰院。しばらく詰所で雑談し帰室する。

22：30

M、K とゲームをしているので就床をうながす。

23：00～24：00 テレビを見ている。注意するも聞き入れない。
1 月 2 日は父親が面会に来院。おとし玉五千円と焼きたての餅を持って見えるも本人は映画に外出
していて不在。
1 月 5 日に至って父親と初めて対面。小声でおめでとうとあいさつ。父親は服装の事で小言を言っ
ている。
1月8日
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多分 4 月から行くと思う。
（昨年 3 月頃は？）少しは行こうと思っていたんだけど……（今との
違いは？）あの頃は絶対いかなくっちゃいけないか絶対行かないかだった。1 年くらい留年したっ
ていいやと思ってた。今は何となく行こうという気持、二つの気持が並列してあるんじゃなくて二
つが混ざってる。
（昨年はそれだけ葛藤が強かった？）うん。何もなければ 4 月には行くと思う。
（何かとは？）親
父とドンパンをやりそうだ。仲直りした様でまだ仲良くなっていない所がある。
（どうしてわかる
の？ 感？）うん何となく。表情でね。
（親父さんにあわせるつもり？）うん、あわせられるとこ
は……早寝、早起、3 食きちんと食べる。
（生活パターン？）うん。
（昨年行かなくなったのは？）
駄目だと思った。負けたんだね。学校に……。周りの雰囲気に、親父に。自分の体調も悪かったし
……三時頃寝て朝起きないでという生活が続いたり急に起きたり不規則だったから……今度はし
ばらくは休んでいいやと思っている。一学期はうけているし、家で一生懸命やればなんとかなる。
その間に周りの様子を見ていたい。
（反応？）反応を見てうまくつきあう術を身につける。心配な
のは例えばお前一年遅れてなんて言われてカッときてというような……
（コンプレックスがある？）うん、やはりひけ目を感じるね。受け入れてくれるか……2 年遅れて
いる。
（自分が落ちたんだけど追い抜かれたんだと思う？）学業では太いことは言えない。成績は 2
年目だから。どうせならトップをとりたい。
（努力でお父さんとぶつかったことは？）親父は全面
的に努力する人間だから……自分はある程度努力すれば良いと思っている。小学校の頃からかなあ。
小さい事では逆らっていたけど親父がこっちの色で塗れと言うけど自分は別の色で塗りたかった。
中学の頃こうすればと言われると反対の事をしていた。考え方が違う、親父とは。
（お父さん随分厳しかったのかな？）いやあれで甘いとこ、甘える隙もあったんだよ。叱る時も甘
えてよい時も表情が変わらないんですよ。だからいつ甘えて良いのかわからない。内心甘えて良い
んだと思っていても口に出さない。僕ももう少し色々チャレンジして見れば良かったんだけど小さ
い頃から子供らしくなかったし……。
1 月 11 日
（いつから勉強するの？）近い将来。
（というのは？）言うと縛られるから言えない。
（心の中には
あるの？）うん。
（この頃女の子を叩かないね）照れていたんじゃないかな。
（人を傷つけない為と
言ったのは？）あの頃は気が立っていた。
（イライラ？）イライラじゃないけど……。
（お父さんを
憎んでいた？）うん。今は静かに見る事ができる。親父が変わったというのではないけれど、時か
な……。
（自分が変わった？ 時が流れた？）自分が変わったんだろうと思う。
（ものの見方が？ そ
れとも……）うんものの見方が変わった。うまくやれるか自信はないけどやらなきゃならない。今
のところ条件には問題はない……。
（母が居ないこと？）ずっと父親と二人だったから。二人が自
然だったから……。父にはよく叱られていたよ。叱られる時母親が中に立って話してくれればなあ
……とか思ったことはある。帰ってきた時一人で寂しいから居て欲しいとか。ＴＶを一人で見てい
る時寂しいから居れば良いと感じたことはない。
（叱られる時、自分を守って呉れるもの？）そうかもしれないね。
（お父さんと会って？）まあま
あだったよ。
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1 月 14 日
（母さんに会いたくない？）うん、どんな人かは興味があるけれど。そうしたもんかね。会ったも
んかね。
（学校の方は行けそう？）今のところ支障はない。親父と仲良くやって行ければ……。
（仲良くいかない時は？）なんとかうまくやって行くんじゃないかな。その時は……。
（仲良くと
はどの程度？）トラブルがおきなければ……喧嘩とかトラブルとかはお互いに重荷にならなければ
大丈夫……。
（重荷とは？）わからない。
（要求するものを少し諦めたの？）そうかもしれない。
（映画良かった
ねと言ったけどどんな風に？）やらせが少なかった。
（え？）無理やり感動を呼ぼうとするところがなかったけれど……（共感したの？）共感できる程
深い人間じゃない。色々なバリエーションがあった。自分のした失敗、間違い
そう。共感する人間はいなかったけど場面があった。
（自分と重なる？）そうだね。
（あなたは高校生だなと感じたけど？）色々な高校生のタイプがあ
るんじゃない。本来の自分を見つけても、進んで行くしかない。
（自分を信じるのかな？）そう……。
ここに来て充分休んだ。
父とは考え方が違うがどこが違うかときかれても具体的には言えない。
いつも醒めた目で自分を見ているのが理想だけれど……。
1 月 19 日
（疲れている様ね？）周りの環境が違ってみえる。どうもズレるんだ。何をやってもうまくいかな
い。明日の朝死んでもよいという様な気持がない。例えば山に登る時帰りはどうなっても良いとガ
ムシャラに頑張るような自分がない。今は帰りのことまで考える。
（エネルギッシュな自分がない？）そう、無理ができなくなった。午前 4 時まで起きているような
……。
（どうして？）ＭやＨ＜分裂病境界域のＫr＞が病棟に遊びに来る様になってペースが乱れたのか
な。テンポが遅いんだよネ。Ｈは理解力があるようだけど。
（退院しても──じゃ─乱れるのかな？）そう最初は乱れるだろうね。退院も近づいたなあと不安
もあるし……。一人でやってゆくしかない。
1 月 26 日
無理……顔も洗わない、歯もみがかなくなって、朝起きがきつい。
（疲れて起きれないのとする
べきことがあるのにできなくて起きれないのとあるけど……）疲れてるのかなあ、フラストレーシ
ョンが……ＶＰ70（ガン）が手に入らないのが最大。次が学校に行ってついて行けるかなあ……高
校でもこれじゃドンジリだろうし。
（ドンジリじゃいけないの？）そんなことないけど追いつけるかなあと心配。
（物欲というか、物に固執するけどどうして？）そんなことないよ……やっぱりそうだね。どうし
てかなあ……。
（ラジオが壊れてどうの……というのは？）ああ、フラストレーションが溜ってね、
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あの頃は……それを深夜放送でごまかしていたのかな。
（ごまかすって何を！）勉強ができないことかな。だから深夜放送を聞いて話をあわせる。で、宿
題をうつさせてもらう。
（クラスメートと交りたかったの？）そうだね。ラジオがこわれてきっかけになったのかなあ……。
＜今のところ 4 月からの登校に不都合はないというが表情は暗い感じ＞
1 月 22 日
＜ＫrＴ、ＫrＭi 等とレスリングするなど親密な交流が進む＞不安だなあ。
（何が？）ＶＰ70 が
売り切れるんじゃないかなあ。
（学校のことかと思った）学校はやっていけるよ今のところ……。
（物
に固執するようね？）正月から待っている思い入れがある。
（諦めることはないの？）販売中止と
かになれば諦める。
（外的条件でしょう？内的には？）内的にはもう少し堂々と言えるようになっ
たらいいんだけど。切手マニア等は言えるけどガンなんか集めて何になるんだというのがある。
（自
分自身否定的な面があるのね？）うん否定的な面がある。
（お父さんに何故隠されたのかな？）さ
あ危険だと思ったか、時間をかけすぎたか。
（後者？）両方だね。
（時に譲ってたの？）そんなこと
はしないよ。
（ＶＰ70 とどちらが主？）今のところガン。それだけ思い入れがある。手に入れて 3
日ぐらいウキウキするだろう。それ程寒い人間でもないし。
（手に入れるか諦めるか両極端みたい
ね。人間関係もかな？）諦めてしまわないと自制できる自信がない。賢い人間ではないから……
（極端さがもう少しなくなるともっと安定した関係が持てるだろうね？）
＜頷づく＞
（自分は病気？
ときかれて答えなかったけど、というより壁にぶち当ったのかもね）＜不服そうな表情＞（今の表
情は？──＜拒否的かつ冷たい目＞）疑惑や猜疑心、色々な気持があるけれど統合するとこんな表
情になる。＜和やかな、しかしカバーするような表情になる。＞（あなたの問題がどこにあるのか
と思う時があるけど……）それは表面的にそれをカバーしているのか溝が大きすぎるのかあるいは
深くて大きなバックがあるのか。
（そうね。表面ではカバーしているんだろうけどわからないような深いものが流れているのでしょ
うね。葛藤とか……）＜頷ずいている＞……ここでのことが良かったか結果を見てみないとわから
ないけど自分では進んでいるのだろうと思う。甘えているが内面は一人だと思う。やって行くしか
ない。
（退院のことを勧める）二月の最後の週にでも……親父とうまくやって行けるか不安だけど
……。母のことで父にうらみはない。
1 月 23 日
父親来院。
・小遣の使い方が横着、散髪屋さんに金を払ってなかった。病気だからといってあまり言いません
でしたが昔から性悪ですわ。ピストルばかり執着して強盗にでもなったらと思って……。
・人が右に行けば左に行くようじゃいかん。人からはホメられる、いい子だと思われる子に育てた
い。ひねくれてますヨ。勉強のことはどうでもよいと言ってきたんですよ。
（勉強における優等生
を重荷にする登校拒否の子もいますが行動の優等生というのもあるように思いますが……）なる
程……あんまり口うるさく言うのもいかんなとは思っていたんですが……
・確かに有難うと言うし変わったなあと思うんですけど。前に行ってるとは思います。
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・こんな風に愚痴を言ってしまいますけど先生のお話を聞いて優しく接しないといけないと思うん
ですが……やろうと思っている気持を補佐するよう……。生活もあるし仕様がないんですよ。で
きるだけのことはするつもりです。
・退院は不安ですけど。四月からこちらからでもやってもらおうと言おうと思っていたんですけど
……ハイ 3 月 1 日頃を目途にしますわ。
1 月 26 日
（工業高校へ行きたいと思っていたのは？）親父の考え。自分はどちらでも良かったけどまあ、ま
だ働きたくなかったしまだ経験を積みたいというか。工業へ行く人とはタイプが違う。自分はまだ
甘ちゃんだなという感じ。あそこはスポーツが盛ん。運動クラブへ入らんといかん、厭だ！となっ
た。
（女の先生というファクターは？）一要因ではあるけど印象はあまりないなあ。メガネ、イン
テリ、仕事のこと。
（工学的な仕事をしたいというのは？）うん。人間相手の泥々とした仕事──
商業がそうだと言うんじゃないけど──自分には向いていない。機械相手のスッキリしたところの
ある仕事がよい。
（そんな風な人間関係で得られなかったものをモデルガンに求めているような気
がするけど。
）ウーン。共生でもないなあ。自分の身体の一部というか。時には目みたいな必要な
ものになるけど。いつもは髪の毛みたいな存在……ピンとこないな。
（一体感？）身体の一部。
（従
属するの？）付属するの。中学の頃適当に成績が良く掃除さぼるでもなく登校拒否するでもなく、
まあ、ひねた模範生だった。
（高校何の為にかようの？）うーん。資格だけは取っておきたいという感じかなあ。おさまらない。
（敗北感を越えたいの？）まあそんなものかなあ。
（お父さんは頭の良い人ね？）というより賢い
人という感じ……。
（頭でぶつかったことは？）あんまり接することが無かった。
（この頃お父さんの感じ変わってきたみたいね？）うん崩れてきたね。
（どうしてかな。君も変わ
ったからかな）僕が家にいないからじゃない。
（君が家にいる時は気を使っていた）そう。
（いい父
親であろうと？）そう、悪いところを見せまいとね。僕を息子でないということが意識しているこ
とだし僕も親父なんてということが意識しているということなんだろうから……。
（まだ男対男の
つき合いができないんだね？）そう。
1 月 28 日
自分に自信が無い。今迄は自信なんてもの無くてもよいと思っていたけど……自分には本当は何
も無い。外的にも内的にも……
（何もないとは思わないけど？）あるようにふるまっているだけだと思う。裏側は汚い人間だ。自
分が嫌いだ。
（自分が自分を好いてあげないで誰が好くの？）だから何も無い……。こり性の自分。
卓球ごときに攻撃心を出す自分。だから誰からも好かれない。信じられない。
（信じる信じないに
こだわるのがおかしいね）そうだけど……今はできない。賢くない。
＜Ｋ君が 7 時に起きて勉強しているの見て複雑な表情をする＞（焦ったの？）いや別に……。何で
もない。
1 月 31 日
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＜Ｎ君が壁打をすること、本を乱雑にすることについて＞勉強したくないんじゃない？ 大切なも
のは大事にするけど。大切にしなくっちゃと思っているものには当たることもある。
（大切にしな
くっちゃと思うけど思うようにならない？）そう。どうしようもないし……。
（で、ぶっつける？）そう前も僕みたいに。何かを恐れているんだろうね。
（ぶっつけないとおさ
まらない？）そう……
2月2日
（好かれてなかったの？）
うん、意識してなかったのかな。
（誰れに好かれたかったの？）うーん親父かな。
（ずうっとそうかな？）そうかもしれないね。中 1
の頃から子供としてよりも人として親父が見るようになって反抗してばかりだった。
Ｄr 面接は緊張した。うまく立ちまわろうという感じだった。
＜モデルガンが手に入らないことを話していて態度が変わる。苦しげな様子＞時間がない。思った
ように事が進んでない。駄目だ。遊んでいられない。焦りだ。こんなに焦っているなんてクソッ。
（どうしてガンにこだわるの？）頼ってるかどうか別にして頼れるものだった。
（人よりも？）そう……。これがあるから俺はやって行けるみたいな……。紛らすもの。今のやれ
るうちにやれるだけやっておかないとずっとガンへの未練を引きずりそうだ。
（身体の痙れんは？）脱力感におそわれて、力を入れようと思っても入らない。暴れちゃいけない
と抑えようと思って痙れんする。
（ガンに求めていたものを自分のうちに作ろうよ）わかっている。
（卒業は？）いつだろう。
≪夢。宇宙空間というのか……星雲の中に白い透明八面体があって外も暗闇、中も暗くて自分はそ
の八面体の中に吸い込まれる……というより落ちるという感覚。こわい……という。落ちると思
うところで自分の室に場面が変わっている不快な夢。≫
2 月 7 日の看護記録
父親より詰所にＴeｌあり──私のいない間に「窓から失礼……」と置手紙がしてあった。窓から
入っているようですと憤慨されている。本人にＴel 変わるも一言も返事しない。涙が出てるのか鼻
をグスグス言わせ目が充血している様子。横から謝るよう声かけするも無言で終る。先方よりＴe
ｌ切られたとの事。
2月9日
＜数学の宿題をする。＞ああ家みたいになってきたなあ……＜といいながら一生懸命する＞これ
で答えあってんのかなあ。不安だなあ
（お父さんから電話あったんだって？）うんまあ。
（叱られた？）うん。
（泣いてたのね？）ニャン
ニャン。ウン。何にも言えなかった。言う言葉がなかった。
（お父さんは怖い？）うんこわい。
（そ
うじゃない時も……）うん時期的にはあった。こんにゃろうという感じで反抗していた。鍵を探し
てなかったから仕様がない。冒険半分。甘え半分で家に入った。叱られないという甘え……。
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モデルガンはあとスプレーしてバレルをメッキして……完成（油絵を完成させるのに似てる
ね？）うん。そしたら卒業するのかな！（人間関係でうまく行ったらじゃないの？）そうかもしれ
ないね。
ここでは甘えるだけ甘えたい。こう意識してやるところが恐ろしいね。
2 月 10 日
＜英語の勉強。Reader が理解できない。The blue, blue sky と becoming greener and greener に
こだわっている。＞いいかげんに理解しておくと後が続かない。勘を無くしている。頭痛がする。
分かるだろうとタカをくっていたのがわからないと余計ショックだ。
2 月 13 日
父親、Ｄr、ＣＰと交えて面談。
Ｄr；お父さんへの要求、不満を言ってごらん。
Ｋr；うーん何から話していいのか……＜となかなかきりだせない。＞
まず趣味について、良い悪いは別として自分の判断でやるから小遣いの範囲でやる分について認
めて欲しい。小遣いの使い道については干渉しないで欲しい。
机、本棚について、勉強をする為に自分の身長に合ったのにして欲しい。
父；おまえに与えたものだから、どう使っても良いが＜と経済観念の話をされる。＞モデルガンか
ら脱皮して欲しい。こり堅まってしまう性格がおそろしい。せっかくここまで良くなったものを
悪くするのがこわい。病気だからしょうがないを思うが正常になったら……
Ｄr；自主性の芽をつまれた為にガンに執着するのだから……小遣いは自主性にまかせるように
父；おまえをこんなにしたのが父ちゃんやったら謝らんといかんと思う。勉強のできる人間より立
派な人間性を作ろうと思っていた……。
2 月 10 日
（ずい分表情が変わったね？）どっちが……（君が）両方でしょう。
（あの攻撃的な表情が出なかったね？）うん……疲れたあ、食事に行こう…＜甘える。＞＜40 分間
英語の勉強をする。前回より落ち着いてスラスラ進む。？＞（憶えているね？）いや高校はできる
奴らが来るから…同学年に比べ一般的知識が遅れている。例えば人は小学校の頃ＴＶのおもしろさ
も裏もわかっていた。僕は中学になって興味を持ち始めた。人は音楽に移っていた。精神発達が人
よりワンステップ遅れている。
2 月 17 日
話すことはあるんだろうけど、忙しくなったから話せなくなった。
（準備で…？）うーん。
（不安
は？）無きにしもあらず。今度駄目だったら八方塞がりだから……。
（大丈夫だと思うけど……）
うん。自分でもどう思うけれど。
（能力の点で親父さんと対立は？）ない。
（不満は？）趣味のこと
だけ……後は文句の言いようのない満点の親父だ。
（本当は言いたいこともっとあるんじゃないか
な？）
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うーん。そうかもしれない。
（何を？）わからないなあ。
（父さんが高い位置から崩れた時があるの？）確かにあるね。中……小学 5 年の頃からもうあった
のかな。
（どういうことで……？）さあ憶えていないけど……。勉強はどうにかなるだろうけど……親父と
の関係はどうしょうもない。今度うまく行かなかったら……。
2 月 20 日
親父とぶつかりあいながらでも進んでいたら良いと思う。何を言いたかったのかなあ。
（お母さんに会うのは？）迷っている。やめようかと思っている。親父への影響も考えるし母への
影響も……平穏無事に暮していれば……波風立てたくないし。そんな人かなと思うし……会って…
…どうしてこうなったんだろうと思うのも嫌だし……（こんなにって？）うん？離婚したんだろう
って。
（離婚にある不満があるのね？）うん、そうだね。イメージが崩れるというのかな。
（どんな？）
具体的には無いんだけど漠然として、こんな時にはこうして（かくある？）というようなイメージ
の統一されたの……（会って崩れる？）うん……何故親父とあわなかったんだろう。
（離婚のこと
で悪い人じゃないかと思うの？）うん、それが怖い。興味はとても強いんだけど好奇心が大半…。
（本当は違うでしょう？）うん＜照れ笑＞
（あなたと似てるのかな？）うん、そうだろうね……。＜この日父親、Ｄr、ＣＰを交えて再び面
接＞Ｋr の方が、
「学校へも行かなきゃいけないと思っている。まあ順調には行かないだろうと思う
けど 4 月を目途にして…。で、2 階の僕の部屋については干渉しないで欲しい。あまりきれいに整
いすぎていても自分の室という感じがしない。落ちつかなかった。言われなくてもわかっているか
ら勉強時間について、掃除についてなどなど言わないで欲しい。まかせて欲しい。食事は一緒にし
たいし……」
＜と述べるのに対して、父親は対立しようとしていると誤解して興奮される。途中まで見つめて
聞いていたＫr が泣き顔になりそのうち目を閉じる。そして、
「そんなことを言った憶えはない悲し
くなる。根に持って」と言い、ふいに去室。トイレで、声も立てずに泣いている。Ｄr より父親へ
過干渉を止めることを話される。説得癖をガマンすること。Ｋr には対立意識のないこと──それ
を対立ととるのは父親自信に何か問題があることを話される。父親はやや納得というところ＞
2 月 22 日
父親来院し再びＤr、ＣＰと 4 人で面接。
Ｋr；自分の身のまわりのことについては自分にまかせて欲しい。一緒に暮らす空間と自分だけの
空間が欲しい。
父；納得のいかないこともあるけどＤr も言われるんだから邪魔になるものは取り除こうと思う。
ガマンして口出しはしないことにする。
・3 月 1 日に退院したら午前中サイクリングを一緒にしよう。1 週間に 5 日
・偏食をなおすこと、先ずキャベツより挑戦してみよう
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2 月 24 日
父親とはまあ大丈夫だろうと思う。昔は確かに怖かったけど、今はない。
（お父さんにとっても離婚したことが負目になってるのかな？）うん、あるみたいだね。死んだと
いうことにしてあることが支えになってるみたいな……だからもうしばらくは切り出すまいと思
う。
（食事は？）食事は一緒にしたい……。
（クラスメートは年下でしょう、それは？）高校生になるとあんまり変わらないんじゃないかな。
話題も共通のが出てくるし。停滞するというのか。完成したというのか。
（完成したんじゃないでしょう。トンネルに入るんでしょう？）うん。だから気にならないと思う。
（精神発達は一段階遅れていると言ってたけど？）うーん趣味かな話題が一つズレているというの
かな。
（精神発達はそうじゃないでしょう）まあ。
（いつも冷静な目を持っているんだったよね？）うん、でもさっきはＵＦＯに固執してしまった。
他の人にはないと思うけど。
予定通り月末に退院。4 月より登校を開始したが 1 ヶ月も続かなかった。自ら希望して 5 月に三
度目の入院の運びとなる。今回は治療者側は殆んど傍観者となって彼の自立を待つ姿勢をとった。
高校へは退学届を出し新聞配達を始めたがやがて夜間高校を受験するという。このまま社会へ出る
のは不安だということ、高校卒業の資格がないと就職もないということがその理由である。現在彼
は夜間高校の 1 年生を続けている。

7
□

昭和 55 年 1 月以降思春期病棟スタッフで扱った患者の治
療経過表

ａ）葛藤症候群
イ）登校拒否および家庭内暴力：32 人
ロ）非行：12 人
ｂ）性格障碍が固着した群：6 人
ｃ）神経症領域にまで発展した群：10 人
ｄ）境界域：9 人
ｅ）内因性精神病群：37 人
ｆ）知能低格者の不適応：5 人
以上が思春期病棟に入院した患者の分類であるが入院の期間、入退院のくりかえし、外来通院と
の継り、現在の状態像など表にしてみた。入院させずに外来で相談を受けただけのもの、およびカ
ウンセリングを中心とした通院指導のみで対処したものを表ｇに示した。状態像などを附加える余
裕がなく員数のみで示したが通院治療で支えられる群もかなり多い。
※表の中の年齢は初診時年齢、点線が外来通院中、実線が入院中である。
○の中の数字は入院回数、
（ ）の中の数字はそのおかれた年月日時における年齢である。
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あとがき（追稿）
気楽に書いてみようと始めてみたがそう簡単には進まなかった。校正の段階で見て頂いた人々か
らいろいろの注文が来た。誤字や仮名遣などはまだしも文章のスタイルまで。しかし全てに応じて
いたら陽の目を見ないことになってしまいそうなのでいい加減のところで打切ることにした。打捨
てておけないものだけを取りあげてここで補っておこう。

イ）治療費用および思春期病棟の運営費
保険診療をしているので入院してからの日数によっていくらか異るが、約 4 万円から 6 万円が家
族が病院窓口に納付する金額である。他に洗濯、散髪、おやつ、映画、レコード等個人的な小遣に
約1 万円。
4 万円から6 万円と述べた額は健康保険で家族は負担すべき医療費全体の約3 割に当る。
そこで逆算すると病院がＫr1人の治療代として受けとる金額は12万円から18万円ということにな
る。精神科一般病棟の Kr 一人からも同額の収入があるのであるが（看護体系は基準看護をとって
おり一類看護である）
、思春期病棟においては一般病棟の職員構成の上にさらに 5 人の心理療法士
が必要である。つまりＣＰ5 人分の人件費が思春期病棟の運営費には加算されるわけであり、この
病棟のみを限って収支計算すると完全な赤字になる。つまり他の病棟の運営に便乗してこの病棟は
棲息しているといってよい。
内科病棟は特一類という基準看護体系をとっている。これはＮs（正看護婦）を Kr4 人につき一
人増やすことによって認められているのであるが、この成果で内科病棟のＫr 一人からの収入は 22
万円から 28 万円である。つまり Ns と増やすと健康保険はそれ相応の治療費を増額してくれる。と
ころがＣＰに関しては何人増やそうが増額はしてくれない仕組になっているのである。この事実も
ＣＰの社会的地位が認知されていないことを如実に物語るものといってよいであろう。それはもち
ろん国家の怠慢であるが、精神病院の怠慢、ＣＰ達の怠慢ともいえる。ともあれ現在の保険診療体
制下では思春期病棟が全国各地に作られて行くということは期待され難い。だからといって保険診
療に頼らなければＫr 家族の負担は月間 30 万円前後を要することになってしまう。

ロ）思春期自己確立葛藤症の原因を父母に帰するのは責めすぎではないか──という
問。
完全な人間は何処にもいない。心の中に誰でも未解決の何かをしょいこんで生きて行かなければ
ならない。それはいつ活動し始め自己の統制ができなくなるくらいの混乱に陥し込んでしまうかも
しれない休火山のような何ものか。哲学者も修行僧もおそらくそれを捨て去ることはできないであ
ろう。医者や心理療法士はましてをやである。書き足りなかったのかもしれないが私は親を責めて
いるのではない。否、多くの親は才能豊かであり努力家であり誠実である。しかしどこかに偏狭さ
をもっていて現実生活の中で無理をしたスタイルで適応している。子供達はそれに反応して父母と
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の間に火花をちらしているのであるが、むしろ新鮮な子供達の頭脳は父母達に無理を強いている現
実生活の諸々の困難を鋭敏にとらえているのではないかと思われる。大人達の建前の世界と本音の
世界のあまりにも大きな差違を若者は許すことができない。症状をむしろ否んだ社会への抗議だと
考えてほしい。

ハ）薬物の使用を稲村博氏は禁止していないという問。
氏は筑波大学の助教授である。
「思春期挫折症候群」なる著書を今手にしてみたが「現代の国民病」
と副題にして大上段に格えたこの本を私は受け入れることはできない。
「心の絆療法」といかにも氏
の独創のように命名された療法の中身は支持的心理療法と向精神薬療法の併用のようである。私は
第一部で著したように症状は正に彼の心の底から出た問いかけなのでありそれを水で火を消すかの
ように薬物で散らしてはならないと思う。火の中にとび込んでいって応答しなければ治療にはなら
ない。著書の帯には「臨床と研究の第一人者による本書を幼児をもつ両親に読んで頂きたい」と朝
日新聞が報じたと著してあるが、肩書や新聞にまどわされずに断固として向精神薬の投与は拒否し
てほしい。
児童相談所や学校の批判が強烈すぎるとの意見もあった。しかし中でよく働いている人達のいる
ことも知っているということを追加しておくにとどめておこう。
今年の冬は日本全国冷え込んだようだ。ここ宮崎の地にも雪が降った。秋から初冬にかけて降雨
が少なかったことも影響したのだったろうか、ことの他サザンカの花づきがおかしかった。十一月
には咲いて十二月には一斉に寒風に散るはずなのにじわじわと咲き始めて凍てつけられた花弁を未
だにさらしている。山椿も花数がきわめて少い。いつもの年の今頃は地面にボタボタと鮮かな花房
をおとして目を楽しませてくれるはずなのに。しかしどうやら春がそこまでやってきたようだ。青
島の山神山の梅も先週の「行軍」時にはほぼ二分咲となっていた。
こういう季節にようやくこの本を完成することができた。考えていたことの半分も実現できたよ
うに思えないが、私達スタッフにとっては病棟の運営をめぐってのよいひと括りとなった。ことに
昭和 50 年来の思春期患者の全カルテが整理できたのが大きな副産物であった。一症例につき一枚
の抄録を作りながら忘れかけていたなつかしい少年少女達が浮んできて後日是非追跡調査をしよう
ということになった。335 枚の抄録ができたのがこれを基礎に第二版を出せることを楽しみにして
いる。
S 59 年 2 月 25 日
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