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まえがき  

 

昼めしで、アジの干ものの頭を残した。私がもう頭を食べないとわかった瞬間、患者たち

の間で奪い合いが始まった。東京のある精神病院。私はアル中患者として２月初旬に入院し

た。３週間は居るつもりだった。が、１２日目に精根つき果てた。 

 退院の日、背中に突き刺さった患者たちのまなざしを忘れることができない。彼らは、留

置場、刑務所以下の生活を強いられ、いつ出られるとも知れない身だった。最新刊(昭和４５

年１月)の日本精神神経学会の機関誌『精神神経学雑誌』によれば、「患者を虐待する精神病

院が多い」という。私の入院先もその例外ではなかった。 

友人と妻に抱えられ、その朝、私は精神病院の門をくぐった。かなり酔っていた。零細な

印刷屋の長男、飲むとからみ、妻をなぐる、仕事もサボる、幻聴もあるらしい……こんな経

歴のニセ・アル中だった。専門家が診断すれば、いっぺんにバレるのではないか。そんな不

安もあった。院長は、私の目玉の中をのぞいた。 

「ほー、こりゃ飲んでる。入院だ、入院だ」 

 １分たらずの診断でニセ患者は、入院を必要とする重症患者に変わった。 

 保護室に入れられた。広さは約３畳、べっこう色に変色した畳に、フケだらけのせんべい

ぶとん、コンクリート・ブロックの壁、北側の壁に、鉄格子入りの天窓、部屋のすみに便所

の穴が見える。絶えず、便所の土管から臭気が吹き上げてくる。駅の公衆便所に寝るに等し

い。暖房はない。水洗のしぶきが床をぬらす。水が凍った朝もあった。 

 保護室と隣り合って、不潔部屋というのがあった。廊下とは鉄の柵で仕切られている。動

物園の檻に似て、もっと薄暗い。「不潔部屋」の表札は、病院側の手で掲げられていた。 

そこに失禁の老人など１０人ほどが寝ていた。部屋のすみには、例の便所の穴。柵の外に

手を出して栓を押せば、穴の底を水洗の水が流れる。世話をする人もなく、外へ出られない
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老人たちは、この便所の水で顔を洗い、それを飲む。廊下には、汚物にまみれた下着やおむ

つが山と積まれ、異臭を放っている。 

 入院６日目、保護室から大部屋に移された。食堂、作業場を兼ねた４５畳。患者２５人。

独房から出た身には広く感じたが、牢獄の雰囲気に変わりはない。火の気なく、窓にはさび

た鉄格子、玄関に向かう通路に、ぶ厚い鉄製の扉がある。 

 大部屋生活の初日、友人から弁当箱で、炊き込みごはんの差し入れが届いた。連日の冷え

と運動不足で食欲がない。「だれか食べませんか」といったとたん、３人ばかりがワッと寄っ

てきた。２０秒ほどで平らげた。「あーあ、シャバめしはうめえなあ」。「シャバ」という言葉

を一日に何回聞いたことか。 

 日本医師会の武見太郎会長は、「精神病院の経営者は牧畜業者と同じである」と、かつて

述べた。 

 病む心と医師がふれ合う所が病院であって、ここは「病院」の名をかたる「人間の捨て場

所」であった。医師との接触はほとんどなく、入院したが最後、病状も退院時期もわからな

い、いわば不定期刑なのだ。もし……、もし逃げても失敗すれば恐るべきリンチが待ってい

る。 

★ 

 これは、１９７０年３月５日から『朝日新聞』夕刊社会面に連載された「ルポ・精神病棟」

の第１回目。ルポは計７回連載された。 

 

入院者の痛みは、入院者になってみなければ、わからない。だから、私は患者として入院

した。ルポが新聞に出て３年ちかくたった。精神医療にまったくのしろうとだった私も、そ

の後、取材を通して貴重な知識を積んだ。その蓄積を踏まえて、改めて「ルポ・精神病棟」

を書こうと思い立った。 
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招かれざる客  

 

 

１９７０年 2 月 5 日 目が覚めた。物音ひとつしない。真夜中のようだ。寒い。パンツの

下から、小さなメモ用紙と手帳用の豆えんぴつを取り出す。シャツの下に隠しておいたら、

着替えの時バレるところであった。きょう一日のことを思い出しながら書く。 

 

朝８時に目を覚ました。まくら元に用意しておいた日本酒の４合びんを飲みほした。緊張

のせいか、思うように酔えない。酒に強いのもこういうときは困る。ウイスキーをグイとラ

ッパ飲みした。 

９時。予約のタクシーが来る。妻と乗り込む。 

酒ヤケもしていないのに、はたして入れてくれるだろうか。もっと周到に、アル中のしぐ

さを勉強すべきではなかったか……。あれこれ考えると、とても笑顔なんてできない。車に

ゆられたら急に酔いが回ってきた。吐いた。運転手の迷惑そうな目。酒を飲んで吐くような

弱々しいアル中なんて……。あやしまれないだろうか。 

途中で社会部の佐藤国雄先輩を拾う。佐藤氏と妻に両脇を抱えられて病院の玄関をはいっ

た。看護婦が「男の人来てくださーい」と叫ぶ。すぐに診療室へ通される。医師が懐中電灯

で私の目の玉を照らし、中をのぞいた。 

「こりゃー飲んでる。入院だ、入院だ」 
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《あとで、この医師は院長であることを知った》 

 

 １分たらずの診察の結果、白衣を着た屈強な男に抱えられて奥へ連れていかれた。妻が私

のあとを追おうとしたら、金切り声が飛んだ。 

「ここから先は、家族の方はご遠慮くださいっ」 

 重そうな鉄の扉が開けられると、そこは薄暗い病棟の廊下だった。たむろしていた１０数

人の患者の、ドロンとした力のない視線が、私に集中した。朦朧とした頭の中で「こわい」

と感じた。 

 

《大変恥ずかしいことだが、当時、私は精神障害者はこわい、という偏見を捨て切れていな

かった。しかし、この入院生活を経たいま、その認識がいかに間違っていたことか。反省》 

 

 廊下のゆき止まりにある独房（保護室と呼ばれる）に入れられる。車中で吐いて衣服をよ

ごしたため、パンツ１枚にされる。ネルの、膝小僧が出るようなつんつるてんの寝間着を着

せてもらう。 

 ガーン。さびた鉄の扉が荒々しく締められた。錠がかけられた。覚悟の上とはいえ、その

瞬間から私がわめこうが、どうしようが、その声は絶対に外に届かない。密室の中の密室で

ある。不審死があっても、うやむやに片付けられてしまうのが、保護室だ、と聞かされてい

た。 

 もし身分がバレたら、どうなるだろう。間違って注射でもされて、「事故死」で……妻が

退院を願い出ても「そんな人はいない」といわれたら……あれこれ思いめぐらすと、心細く

もなる。 

 昼ごろだろうか。だれかがアルミの盆をガチャーンと乱暴に置いたので目が覚めた。昼め

しだった。酒と緊張で食欲がない。放ったらかして、さらに眠った。こんどは看護婦にゆり
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起こされた。 

「あなたはご飯を食べないから、ブドウ糖の注射をしましょう」 

 でかい注射が左腕に刺さった。 

 また眠る。白衣の男性に起こされる。顔写真をとられた。患者が多すぎて、写真でも張り

出しておかないと顔を覚えられないのだろうか。それとも、脱走した時の手配写真？ 

 夕食が運ばれてきた。 

油揚げ、千六本に切った大根とニンジンの煮つけ、たくあん３切れ。冷えたみそ汁の具は

ジャガイモと白菜。冷たい麦めし。手をつけなかった。 

 看護夫さんが白い粉ぐすりを口に入れてくれた。「これを飲むと、よく寝れるからね」。思

いのほかやさしい声だった。 

 アル中でもないのに、アル中と偽って病院にはいった。人を 騙
だま

すのは、気分のいいもので

はない。とくに、夕方、くすりを口に入れてくれた看護夫さんのように、やさしい声をかけ

られると、「申し訳ない」と思う。 

 だが、精神病院の密室性を 暴
あば

くには、これしか方法はあるまい。 

「アルバイト職員として雇われた方が、罪が軽かったのではないか」「いや、患者として入院

し、患者の視点でないと、問題を見誤る。これでいいのだ」等々、きょう一日の出来事をめ

ぐって、際限なく自問自答を繰り返す。ますます目がさえてくる。 

 昭和４３年暮れに大阪の栗岡病院で院長や看護人が患者をバットでなぐり殺した事件を思

い出す。院長は「病死」として処理した。だが、患者が石をくるんだメモを外へ投げて、事

件は発覚した。そんな幸運でもなければ、患者の声は世の中に届かなかった。それが、精神

病院だ。 

 それにしても、あっけない入院だった。これでは、家族がその気になればいくらでも精神

病院にやっかい払いできるではないか。 
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便所の穴とともに 

 

 

2 月 6 日 寒くて目が覚めた。窓の外が白んでいるから六時ごろか。この部屋の水洗便所

は出来が悪い。水を流すと、しぶきが飛んで床をぬらす。その水が今朝は薄く凍っている。

吐く息も一段と白い。 

改めて見回すと、鳥肌のたつような部屋だ。広さ約３畳。四方はコンクリートブロックと

鉄の扉。床はコンクリートで畳が２枚。高い天井に点けっ放しの４０ワットほどの電球。廊

下に画した壁の、胸の高さほどのところにのぞき穴が。反対側には鉄格子のはまった天窓。

そのガラスが４分の１ほど破れていて段ボールが当ててある。そこから、北風が、もろに吹

き込んでくる。 

畳表はすり切れて、中のわらがのぞいている。薄べったい敷ぶとん。シーツなし。ねずみ

色の毛布、薄い掛けぶとん各１枚。きのうは気づかなかったのだが、敷ぶとんをよく見ると、

一面に白い粉が散っている。フケだ。どうやら、前の住人が長いことここに寝ていて、私が

入院したので、急ぎ追い出されたらしい。 

この部屋の左奥のすみに便所がある。白い陶器も何もない。縦５０センチ、横３０センチ、深さ３０

センチほどの単純な長方形の穴がコンクリートの床にあいている。だれかに廊下の栓を踏んでもらうと、

底を水が流れる。一応、水洗式だが、全体を洗う仕組みになっていないから、耐えがたい猛臭を発散さ

せている。よく見ると、土管から臭気が吹き上げてくるようでもある。 
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悪臭にがまんしきれなくなって、毛布を頭からかぶってみた。これがまたムッときた。日本酒をし

たたかに飲んだ翌朝、自分の小便の臭いにへきえきするが、あの 熟柿
じゅくし

の臭いが毛布にしみ込

んでいる。壁の落書きのように「自由、自由、神様お許しください」とさけびたくもなる。 

この保護室の殺伐さとは対照的に、病院の玄関はしゃれていた。壁には色とりどりの陶製

のタイルのようなものが張ってあった。くすりをもらいにくる患者や家族がすわるものだろ

う、その椅子は、赤とクリーム色。事務室や薬局のドアは赤や黄色。 

 

《あとで妻に聞いたのだが、家族が通される応接室には童人 形が飾られ、レンガ色の 絨 毯
じゅうたん



 

Ⅰ ここを病院だと思ってはいけない 13 
 

の上にグリーンのソファ。壁には、感謝状。「麻薬中毒者対策に多大な貢献をされ……関東信

越地区麻薬取締事務所長……」》 

 

 あんな明るい玄関を見て、だれが、この保護室の臭いを、ふとんのよごれを想像できるだ

ろう。 

 午前７時。精神薄弱らしい少年が、アルミの盆で朝食を運んできた。たくあん２切れに、

昆布のつくだ煮がひとつまみ。それに前夜と同じ冷え切ったみそ汁と麦めし。番茶。麦めし

は前夜から盛り付けて放置してあったのではないか。冷蔵庫から出したように、ボロボロ、

生の米のような舌ざわり。とてものどを通らない。食器はデコボコのアルマイト。洗剤で洗

わないのだろう、ベタベタしている。それに、もう何度使ったかわからない、水でふやけき

った割りバシ。 

「血液検査をします」と看護婦が注射器で血をとっていった。 

 １０時ごろか。「回診があるので寝床の上にすわっているように」との声で目が覚めた。看

護婦とケースワーカーを従えた気の弱そうな医師が、スリッパのまま、たたみの上にあがっ

てきた。「どうです具合は」「調子いいです」「きのうのこと覚えてますか」「さあ」。それだけ

のことだった。 

 昼ごろ。今度は看護者詰め所に呼び出された。ここで先ほどの医師から過去の行状を聞か

れた。「もう出して下さい。いつまで、こんな所に入れとくんですか」とたずねたら、「まあ、

数カ月は、はいらないとね」 

 独房に戻ると昼食。ひやめしに生卵がちょっぴり（半個か３分の１個分？）かけてあり、

別の大皿に納豆が３０粒ほど。それに薄いブタ汁。空腹なのだが……納豆をめしの上にのせ、

卵のかかった部分だけ５分の１ほどをのみ込んだ。 

 くすりのせいか、よく眠っていたら、また医師が来た。血圧を計ったあと、胃のあたりを

手で押しながら「肝臓が少しハレてますね」。「あそこのガラスが破れて寒いんですよ」と訴
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えたが、それには答えないで出て行った。 

 夕方、看護婦が１人の少年を連れてはいってきた。 

「この人と相部屋でもいいですか」 

 おかしなことをいう病院である。ここは木賃宿じゃない。保護室だ。僕はアル中で禁断症

状が出てあばれるかもしれない。大部屋にいたら他人に迷惑をかける恐れがある。自殺の危

険がある。そんな患者のために、その名も「保護室」という独房が、どこの精神病院にもあ

るのだ。そこへ２人いれるとは、デタラメな話ではないか。もし私が少年に危害を加えたら、

病院はどう責任をとるつもりなのだろう。よく見ると、６つの保護室のうち、４つが相部屋

だ。だれを保護するつもりなのだろう。 

 夕方４時。食事は、遠海ものらしい白身の魚のゆでたもの。タマネギのサラダがちょっぴ

り。イカと油揚げとジャガイモの煮つけ。薄いみそ汁。どれも冷たい。それに小さな紅玉リ

ンゴ４半分。 

 すじ向かいの青パジャマのおじさんに「こんなもの、食えねえな」といったら、「食わなき

ゃ死んじまうよ。もっとも、俺もこのめしになれるのに１カ月かかったがね」。 

 食事そのものもひどいが、それ以上に胃に拒絶反応を起こさせるのは、寒さと例の便所の

猛臭と食器のきたなさだ。めしはどうしてものどを通らない。リンゴだけがうまかった。 

 この保護室生活は、全く何もすることがない。だから、時間をもてあますはずなのだが、

うまくできたもので実によく眠れる。くすりのためだ。ともすると、取材意欲さえ減退しそ

うになる。メモをとるのも億劫だ。これが、俗にいう「くすり漬け」か。隣の少年も、スヤ

スヤと寝息をたてている。 
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十五歳の捨て子  

 

 

 2 月 7 日 相部屋の彼、幸正君が、朝から布団の上に正座して、便所の穴をじっとみつめ

ながら、大粒の涙をボロボロこぼしている。 

「ぼくはいつまでこんなところにいるんでしょうか」とたずねられても、なんとも返事に困

ってしまう。１５歳だという。色白で目がやさしい。言葉はハキハキして、ていねいだ。き

のう保護室へはいってきたとき、「幸正です。よろしく」と頭をさげた。知恵遅れとも思えな

い。こんな少年がなんではいってきたのか気になる。身の上話を聞いた。 

 ６人兄弟の末っ子。小学校３年以後学校へはゆかず、家にこもりっきり。そんな彼が、最

近、バイクを買ってもらった。無免許で運転したら、警察につかまった。そのことで、父と

大喧嘩になった。テレビのアンテナを投げてあばれた。父は１１０番を呼んだ。警察官がか

けつけた。こわいのでナイフをみせた。とりおさえられ、手錠をかけられた。 

「手錠かけられたとき、あばれないからはずしてくれって頼んだのに、聞いてくれなかった

んですよ」といって、彼はパジャマの袖で涙をぬぐった。この病院に連れてこられたとき、

医師から「もし逃げられる状態だったら、お母さんのところに帰る？」と聞かれた。「帰りま

す」と答えたら保護室にいれられたのだという。こんなところから逃げたいと思わない方が

おかしい。 

 彼は私を「お兄さん」と呼び、人なつこく話しかけてきた。差し入れのチョコレートを半

分わけてくれた。「一度学校を休むと、はずかしくっていきたくなくなっちゃうんです」とも

いった。家には年老いた両親しかおらず、話し相手がいないさびしさも訴えた。「お兄さん、

きっと家に遊びに来てくださいね」と住所と名前を教えてくれた。 

 彼の心が求めているのは、臭い保護室や、眠り薬ではない。うちとけて話し合える友達で

ある。 
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《私は退院後、彼の両親をたずねた。寒く、臭い部屋のこと、めしのまずいことを話した。 

「そうですか……。初めての面会のとき、あいつは『部屋を替えるよう頼んでくれ』と小声

でいっていました。『寒いんか』って聞くと、何度もコックリうなずくんです。面会室では、

看護人がそばにいるので、いいたいこともいえない様子でした。わたしらも病院を信じてま

すからねえ、黙って帰ってきたんです。見違えるほど痩せて、変だとは思ったんだが……」 

 父は、こういって目をしばたいた。母は、あかぎれの手でしきりに目をこするのだが、涙

がとまらない。 

 彼は、小学校２年生の時交通事故にあって、数週間休んだ。その後、休みぐせがついてし

まった。その彼が、最近、欲しいものがあると、ものを投げてあばれるようになった。手を

焼いた両親が「やっぱり、あの交通事故で頭でも……」と心配し、福祉事務所に相談して、

この病院を紹介された》 

 

 幸正君の人生が、どうしてここまで脱線してしまったのか、を解明するのは容易ではある

まい。交通事故、その後の、家族の彼への接し方、学校教育のあり方……少年時代という重

要な人格形成期に、いろいろな問題点があっただろう。また、これから彼の人生を軌道修正

するにしても、彼をまかせられる教育施設など、この日本にはおそらくあるまい。 

 しかし、義務教育終了年齢にも達していない彼が、このくさい保護室に入れられてどうな

るというのだろう。病院の関係者たちは、この鉄格子の病棟の、またさらに鉄の扉の中に閉

じ込めておいて、小学校の教科書をつきつけ、「勉強しなさい」という。こんな場所で本当に

教育効果を信じている人が、いるのだろうか。だいいち、彼はくすりがよくきいて、食事が

すむとすぐ寝息をたててしまう。ここは病院じゃない。 

 幸正君は「性格異常」という、判断基準のきわめてあいまいな病名がつけられているらし

い。この病院もそうなのだが、精神病院には「性格異常」とか「精神病質」と呼ばれる病人
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がいる。おおかたの精神科医は自分の力ではどうしようもないと知っている。病名をつける

にあたっての判断基準があいまいなこともよく知っている。なのに収容している。社会の治

安上の要請で、あるいは、儲けのために。 

 午後、風呂にはいれることになった。隊列を組み、渡り廊下をゾロゾロ歩く。白タイルの

浴場は一見きれいだった。しかし、目を近づけてみると……タイルにも桶にも垢がこびりつ

いている。この浴場は、洗剤で磨いたことがないらしい。 

 湯は温泉の、例の硫黄の花が浮いているように見えるが、違った。明らかに垢だ。体の自

由がろくにきかない老人がヨロヨロはいってくる。「早くしろ！」と若い患者がどなる。体の

不自由な患者たちの着物は、糞、小便がしみついていて臭い。脱衣場は複雑なにおいがたち

こめている。「刑務所の風呂の水はきれいだった。垢なんか浮いていないよ」と府中刑務所を

出た人に聞かされたことがある。それにひきかえ、ここは……。 

 しかし、うるわしいことに、そんな老人たちの体を洗うのも若い患者だ。実は、病院側か

らの命令でやらされている、と後で知ったのだが。 

 よごれきった湯船にはいったものかどうか。失禁患者もいるし、脳梅毒の患者もいるし…

…しかし冷えた体を温めたい一心で、飛び込んでしまった。 

 渡り廊下の下は、医師の住宅に通じる階段になっていた。そのコンクリート打ちの工事は、

患者の使役で行われたことを、部屋に戻る途中で聞いた。 

 

朝食 牛乳（おそらく１合分）。食パン２枚と銀紙に包まれたマーガリンひとかけら。１枚食

べる。 

昼食 小アジの干もの１尾。スパゲティ少々。みそ汁。麦めし。おかずだけ食べたが、ボロ

ボロのめしは、どうしてものどを通らない。 

夕食 コロッケ１個。ニンジンと白菜のゴマあえ。たくあん２切れ。ごていねいにたくあん

にまでソースがかかっている。麦めしは入院して初めて、少しばかり温かみが残って
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いた。さすがに飢えてきたとみえて胃がキリキリする。おかず全部と、めし４分の１

ほどを食べる。 

 

運動しないで寝てばかりいると、体が衰弱していくのがよくわかる。風呂はえらく疲れた。

幸正君と話すのも大儀。眠い。 

 

 

檻  

 

 

２月８日 目が覚めた。まだ外は暗い。いつもふとんを頭からかぶり、冬眠のカエルのよう

にぢじこまって寝ているせいか、腰やひざの関節が痛い。上はシャツ２枚、下はパンツと 股引
ももひき

、その上にネルの寝間着。これでも寒くて足などを伸ばす気にはなれない。大の字になって

寝たいなあ、とつくづく思う。神経痛や痔持ちの人だったら、症状悪化うけあいである。私

は丈夫でよかった。 

 保護室の生活でただひとつの救いは、３度の食事どきの１０分間ほど（その時の担当看護

者によって、多少、時間に長短がある）、鉄の扉から解放されて廊下に出られること。この時

間、看護者詰め所前にある小さなストーブに薪がくべられる。ほんの５分ほどだが、体を温

めることができる。このストーブは、保護室と４つの大部屋を含めた、わが第３病棟約百人

の入院者にとって、たったひとつの暖房器具である。 

 看護者詰め所の隣に、保護室とも違う檻のような部屋が３つあった。朝食後、どさくさに

まぎれて観察してみた。 

 そこは部屋と廊下が鉄の柵で仕切られていた。１部屋が８畳間くらいで、そこに畳が６枚。

それに、例の便所。ここでは長方形ではなく楕円形だった。そこに６人の生ける屍があった。
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仰向けに寝て、ジッと天井の一点を見つめながらパンをもぐもぐ食べる。不自由な手で箸を

とり、みそ汁を飲むのだが、具のタマネギがうまく口にはいらず、鼻の下にひっかかった。

それを、必死に口へ入れようともがく。幼児のこんなかっこうは可愛らしくもあるが、老人

のそれは鬼気せまる。別の１人は、水洗便所の水をアルミのコップですくって飲んだ。便意

を催したのか、もう１人がその穴の上にしゃがんだ。それも、着物のすそをパッとまくる、

というわけにはいかない、床に引きずって……。もう喜怒哀楽など、すっかりすり切れてし

まったのだろうか。どの老人の顔にも、なんの表情もない。 

 食事が終って、１人がアルマイトのおわんを重ねて持とうとしたが、手つきがあぶなっか

しい。と思ったらガチャーンとぶちまけ、そのひとつは、柵の外にまでころがり出てきた。

それを拾おうとして、廊下へはって出てくる。大部屋の若い患者が飛んでくる。 

「ほれーっ、ちゃんとはいってろ、この野郎」 

 そして部屋へ追い込むと、バターンと格子戸をしめて、太い角材の 閂
かんぬき

をかけた。 

 ここの便所は、柵から手を出して、自分で水栓を押せるようになっている。先ほど一人が

用をたしたその便所で、べつのじいさんが顔を洗いだした。私は、今食べたものを吐きそう

になった。 

 驚いたことに、この部屋の入り口に「不潔部屋」と書いた木の札が掲げられている。落書

きではない。病院側の手でかけられた、レッキとした表札である。 

 ストーブにあたりながら、若い患者にそれとなく老人たちのことを聞く。 

 

 たまに家族が面会に来る。こんなとき、元気な患者がヒゲをそってあげて、汚物まみれの

着物を着替えさせ、おぶって面会所へ出ていく。面会に立ち会う看護婦は、家族に「ごはん

は余るほどだし、ストーブには近いし」などと説明するという。 

 聞くところによると、老人の多くは、昔から精神病だったわけではない。年をとって脳軟

化症になり、ボケたのだ。家庭の厄介者として、息子、娘、孫たちから見捨てられ、入院し



 

Ⅰ ここを病院だと思ってはいけない 20 
 

た人たちである。しかし、人生の終着駅がこの不潔部屋とは……。 

 

朝食 コッペパン１個。ポリエチレンの小袋にはいったジャム。タマネギのみそ汁。全部平

らげる。 

昼食 冷たい豆腐（半丁か３分の１丁か）の上に、ひき肉、もやし、ニンジンのあんかけ。

ホウレンソウのおひたし。フキのつくだ煮。麦めし。寒さで身ぶるいしながらも、半

分ほど食べる。 

夕食 目玉焼き。たくあん２切れ。麦めし。かなりの飢餓状態になったので、めし半分を残

して全部食べた。 

 

 夜８時ごろ、隣の保護室の筋骨隆々たるアル中氏が看護婦たちを呼んでいる。「風邪引いた

んですけど、風邪ぐすりもらえないでしょうか」 

「あしたにしなさい。あしたに」  

 こんなに寒い部屋だから風邪もひくだろうに、つれない返事。隣のアル中氏は口で要求

できるだけいい。あの、昼間みた不潔部屋の老人たちは、そんな要求の声すらあげられず

に、ジワジワ死期がくるのを待っている。  

 寝床についたものの、老人たちのことを考えると、寝付けない。  

 おそらくあの老人の家族たちはいうだろう。「自分のおしりの始末もできないおじいさんを

かかえては、一家が食べていけない。こんな老人を引き取る養老院もありませんので」と。

病院はいうだろう。「家族の苦労を思って引き取ってあげた。国がなにもやらないから、私た

ちがお引き受けしている」と。職員たちはいうだろう。「私たちは、一生懸命やっている。し

かし、いまの世の中ではここまでしかやってあげられない」と。 

 ヒトラー支配下のドイツでは、２０万人以上の精神病者が「安楽死計画」の名のもとに焼

却炉へ送られたという。あのナチズム社会の障害者観と、精神病院を使って「社会的な死」
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を量産する日本の障害者観と、どこが違うだろうか。 

 

 

焼けたピンセット 

 

 

２月９日 とびきり寒い朝だ。腰が痛くて目が覚めた。寝返りをうつ気力もない。 

 昼食後、わが主治医がやって来た。 

「どうですか」 

「いや、どうですかも、こうですかもありません。とにかく寒いので、冬眠してます」 

「そうですか。じゃ、そろそろあっちへ移りましょう」 

 何が「じゃ、そろそろ……」だ、といいたいところだが、保護室から出られるのはうれし

い。人間なんてたあいないものだ。大幅に自由を奪われてしまうと、ちょっとしたことにも、

ひどくウキウキしてしまう。こんなひどい病棟生活にも喜びが見いだせるとは、われながら

驚きである。医師の言葉に、思わず飛び起きて正座してしまった。 

 

 今日で保護室におさらばするに当たって、この５日間で書き残したことを拾ってみる。 

  〔お仕置き〕 

 精神病院には男の看護者が大勢いる。つまり、看護夫さん（有資格者は看護士、資格のな

い人は無資格看護者と呼ばれる）の世界だ。ひとによって患者と接する態度はさまざまだ。

つとめて威圧的な態度はみせまいと努力している人と、あまり気にとめないで働いている人、

ごく一部だが、露骨に権力をふるう人。この後者の例……- 

 ７日のこと。朝食が食パンだったので、扉があけ放たれると、急いでストーブの元へかけ

つけ、パンを焼いた。同じようなことをする患者も何人かいた。香ばしい匂いに、みんな目



 

Ⅰ ここを病院だと思ってはいけない 22 
 

をかがやかせた。そのとき、「こらー」と低いが、スゴミのきいた声。ふりむくと、オールバ

ックの眉の太い大男がこわい顔して立っていた。みんな自分のパンを持って、散った。もた

もたしていた幸正君は、頭をこづかれた。この看護者の勤務日は、なんの要求もしないでじ

っと自重しているのが身のためだ、と他の患者から教わった。去年、事件を起こしているの

に、その後もちっとも態度が変わらないのだという。その事件――。 

 知恵遅れと精神分裂病がダブっているといわれる悦夫君は、２０歳を過ぎたのに寝小便を

する。昭和４４年８月２３日の夜、この看護者は寝小便に腹を立てて、悦夫君を詰め所に呼

んだ。彼は手に、先だけを焼いたピンセットを持っていた。これを体の数１０ヵ所に押し当

てる、お仕置きをした。両腕や腹にやけどの跡が残った。 

 

《見かねた一職員の通報で、８月３１日、警察が調べ、証拠写真をとったことを退院後に知

った。しかし、病院側は、家族と示談することで片付け、事件は落着した》 

 

 悦夫君の寝小便は、なおっていない。 

〔くすり〕 

 私がもらっているくすりには、ビタミン剤などのほかに、確かに精神安定剤がかなり含ま

れている。飲むと、どうにも眠くなって頭の回転が鈍る。これでは今後の取材も思いやられ

るので、一昨日から飲み方を工夫してみた。食事が終ると、各自、アルミのコップに水を入

れて、廊下で看護婦さんの前に一列にならぶ。くすりは小さな袋にパックされていて、それ

ぞれに名前が書いてある。看護婦さんの見ている前で、これを口に入れて水をゴクリとやる。

精神病院では、くすりを頑強にきらう患者がいるので、職員が、必ず飲んだかどうかを確認

するのだという。 

 私は、粉ぐすりを飲むとき、舌の上ではなしに舌の下側へ入れてみた。これで水を飲んで

も、胃袋にはいる量はかなり減る。その後、口の中に残ったやつは便所へ行って吐き出した。 
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 〔退院〕 

 食後、ストーブを囲んでの患者の話題といえば、退院のことだけ。 

「おとといの回診で、いい話あったか」 

「来週は、なんかいわれるから、気おとすなよ」 

「お前はこれから７年は出られねえぞ」と患者仲間からおどされた幸正君。みるみる顔がゆ

がんで涙がこぼれ落ちた。 

 〔食器〕 

 食後、自分の食器は看護者詰め所わきの棚に置きにゆく。この棚とならんで、大きなポリ

バケツがあり、そこに失禁患者のよごれたおむつや着物が、山ほど積まれている。 

 病棟中の食器は、当番の患者が廊下の洗面所と便所の中の手洗い場を使って洗う。そのわ

きには、便器やしびんがおいてある。洗剤は使わない。道理で洗い終わった食器もなんとな

くベタベタしているわけである。赤痢が発生しない方が不思議だ。 

 

朝食 生卵１個。たくあん２切れ。白菜のみそ汁。麦めし。歯の根が合わさらないほどふる

えてしまう。しかし腹は減った。卵をかけて全部食べた。ついに、わが胃袋もこの劣

悪な病院食に順応し始めた。 

昼食 カキフライらしい揚げ物が２個。サトイモのみそ汁。たくあん２切れ。麦めし。 

夕食 ジャガイモ、肉、ニンジン、イカのごった煮。麦めし。小さなミカン半個。 

 

今晩は風が強い。便所の土管から、猛臭が逆流して吹き上げてくる。めしを食いながら、

吐き気を催すほどだ。 
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牢名主  

 

 

２月 10 日  朝食のとき、向かいのアル中のおやじさんが「パンがないぞーっ」と騒ぐ。配る

のを忘れたか、かすめとられたか。やっと看護婦が来たら、「今ごろいったって、だめじゃな

いのさあ」と逆に叱られた。配膳を患者にまかせるから、こんなことになったのに。 

 斜め向かいの保護室は、水洗便所がこわれているらしい。使用後、いちいちバケツで水を

運んできて流さなければならない。中の住民は、「バケツの水をくださーい」とどなる。する

と、保護室付近の掃除を担当している患者がやり返す。 

「てめえのこいた糞の臭いぐらい、てめえでかいでろ」 

 幸正君は、昨日からトランジスタラジオを聞いてもいい、との許可がおりた。ラジオのデ

ィスクジョッキーはいまアメリカではやっている「便秘のブルース」を流す。 

 私自身どうも便秘になったようだ。他の連中もしきりに不調を訴えている。幸正君は入院

以来、一度も出ないで苦しんでいる。 

「看護婦さん。便が出ないんだけど、どうしたらいいんですか。何かくすりをくれませんか」 

「便秘はね、自分でなおそうと思わなくちゃだめ。朝起きたら水を飲んで、出ても出なくて

も必ずお便所にしゃがみなさい」 

 どう考えても、一番の原因は運動不足だ。３畳間の生活では運動もできないし、水の１杯

も自由にならない。それに相部屋ときている。他人の目の前で平気でしゃがめるようになる

には、時間もかかろう。 

 保護室の目的のひとつに「自殺防止」があるはずだ。 鬱 病
うつびょう

患者などは大部屋のようなとこ

ろに置いておくと、目が届かないから保護室に保護するのだそうだが、考えてみると、この

３畳間で死ぬのはわけないことだ。衣服などをさいて紐をつくり、天窓の鉄格子にひっかけ

れば簡単に首をつれる。それに、死んだって半日は気づかないだろう。どうぞ死になさい、
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ということか。 

ここへ入院する前、保護室のことも知っておかねば、と思って、ある有名な精神科医に聞

いたところ、こういわれた。 

「興奮している患者に鎮静効果を期待するのが保護室です。静かな森で騒ぎたくなる者は

いません。平静にさせるには、つとめて快適でなければいけません」 

私のはいっているこの保護室では、ストレスがふえるばかりで、とても精神の鎮静効果は

望めそうにない。だが、こことも間もなくお別れだ。 

 

昼食前、大部屋に移される。鎖につながれていた犬が庭に放たれてうれしそうにかけ回る、

あの気持ち、といおうか。 

この第３病棟には、私の入れられた４５畳の部屋のほかに３５畳ほどのが３部屋。私の部

屋には、２５人の患者がいる。東の壁には各人のふとんが腰紐などでくくられて、積み上げ

られている。西の壁は段ボールの私物箱が重ねられている。南、北は、鉄格子のはまった窓。

日当たり、風通しは良好。町の柔道の道場のようである。 

この部屋（というより、この病棟）のボスは、すぐわかった。 
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「おい。水くんでこい」「いま何時か見てこい」 「足をもめ」 

命令口調で、患者たちを自在にこき使っている。年は三十前後。小柄だが腕っぷしは強そ

うだ。 

まずは、この牢名主に仁義をきらねばなるまい、と考えて、お近づきの挨拶。当方もアル

中で入院したことを話すと、こう教えられた。 

「ここじゃ、俺たちアル中が一番頭がいいんだ。酒飲まなきゃ、看護人たちより上なんだか
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らな。幻覚を見るのは敏感な証拠だってよ」 

こういって頭を指差した。 

本人の話では、元ヤクザ仲間にいて傷害事件を起こし、茨城県の刑務所にぶちこまれたこ

ともあるとか。「おれがムショにいたときは……」という言葉が、彼との会話には何度も出て

くる。盛り場で 流し
、 、

をやっていたそうで、年がら年中、流行歌をうたっている。その歌は決

まって、 

   汽車の窓さえ 凍てつくような……。 

部屋では、アル中は私を含めて５人。少数民族だが、この狭い精神病棟の中では腕力的に

も知的にも圧倒的な力で制圧している。よく観察すると、他の部屋にもムショ帰りのアル中

氏か麻薬中毒氏がいて、うちの部屋のボスと親密な関係を結んで威張っている。 

このボス連中、看護者たちに取り入るのがすごくうまいのには感心する。ちょっと廊下で

見かけたりすると、「○○さん、風邪はなおりましたか」などと落語に出てくる 幇 間
たいこもち

のよう

な調子で声をかけ、詰め所へお茶を飲みにいったりする。看護婦さんに呼ばれた時の返事の

いいこと。ただし、この牢名主のオニイさんはすぐカッとなる悪癖もあるが、患者が病院側

から虐待されるのを見ると、その家族あてに危機を訴える手紙を書くなど、一本気なところ

もみせる。 

病院は、彼のようなニラミのきく男がいると助かる。配膳口にかまえていれば、パンのと

りすぎなど、ごまかしは起こらない。看護者の目が届かなくても規律は守れる。 

口のきき方は、ちょっとしたものだ。「貴様、近ごろチンコロ（グレン隊仲間の隠語で、密

告のこと）してるっていうじゃねえか。ええ。ちゃんとわかってんだぞ。気をつけろよ。シ

ャバだったら生かしちゃおかねえぞぉ、この野郎」という具合だ。 

手も早い。すぐ投げとばしたり、蹴ったりする。並みの修行じゃ、あの目つきはできない。

喧嘩百戦錬磨を思わせる。 

それにしても、ムショ帰りの連中ときたら、コロシの現場を見たの、少年院でリンチした
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のと、どうしてこんな話題ばかりなのだろう。これをはたで聞いただけで、分裂病の人たち

などはふるえあがってしまう。こんなことが治療的にいいわけない。 

この部屋には新聞が１部はいるのだが、それはまず、うやうやしく牢名主様に献上された。 

病棟には古い型のテレビが１台ある。画面がチラチラゆれて、見ていると目が疲れてしま

う代物だが、これが病棟約１００人の患者の夜の唯一の楽しみになっている。午後４時の夕

食が終ると、夜９時の消灯までわが病室はテレビ鑑賞室になる。チャンネル権はもちろん牢

名主のオニイさん。南側の窓に頭を向けてふとんを敷くと、テレビを自分の方に向けて寝な

がら見る。お気に入りは歌謡曲、時代劇……。 

この大部屋には分裂病の高田君という病院側から任命された部屋長（名前はものものしい

が、なんの権限もない。ただ号令をかける役）がいた。彼は関西の国立大学に通っているう

ちに発病したのだという。牢名主は影の部屋長だそうだ。 

 

朝食 食パン２枚。マーガリン。牛乳。 

昼食 カレーライス。 

夕食 小アジのからあげ２尾。白菜のみそ汁。大根おろし少々。麦めし。 

 

きょう、大部屋に出ると、友人から差し入れが届いていた。弁当箱には炊き込みごはんが

詰められていた。連日の冷えと運動不足で全く食欲がわかない。「だれか食べませんか」とい

ったら、ワッと３人ほどが寄ってきた。みな手づかみで２０秒ほどで平らげてしまった。入

院１１年目だというおじさんは、指についためし粒を食べながら感に耐えない調子でいった。 

「あー、シャバめしはうめえなあ」 

 この部屋では、食事は折りたたみ式の机を出して、そこで一斉に食べるのだが、配膳のと

きから自分のものは確保していおかないと、失敗する。夕食で、さて食べようと思ったら、

私の箸がない。配膳口まで取りにいって戻ってみたらみそ汁が消えている。ここでは食事が
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最大の楽しみになっているのだろう。いや、楽しみという表現は当たらない、もっと真剣な

行事だ。私のように残す可能性のある者は、関心の的だ。自分のめしをかき込みながら、視

線はこちらを向いている。そういえば、保護室にいたときの残飯も、私が食器を戻すと、す

ぐ誰かがかき込んで、おかずの皿までペロペロなめていた。 

 不思議なことに、食事時の１０分前ごろから、大半の患者たちは配膳口に行列をつくる。

１人で２人前は持てるから、大勢ならぶ必要もないと思うのだが……部屋へ運ぶ途中で、分

量の多い方を見きわめて確保しようという考えなのだ。 

 朝食が７時、昼食が正午で、夕食が４時。この午後４時の食事は早すぎる。病院職員が５

時までに仕事を終えて帰宅できるよう、すなわち病院の経営上の都合からこんなに早くなる

のだろう。おかげで、消灯の９時ごろにはみんな腹ペコになってしまう。だから、朝食がパ

ンの時は半分を夜食用として残しておく者が多い。 

 ところが、牢名主は、と見ると、自分の食事はちゃんと私物入れの箱の上によけておく。

夕方６時過ぎになると、寝床の上でテレビを見ながら１人ゆうゆうと食べている。もちろん、

あとで他人に食器を洗わせる。人間の生理からいって、この食事時間の方が正しいのは明ら

かなのだが、こうして看護者の目を盗んで食えるのも、一部のアル中族だけだ。 

 夜９時就寝。みんな壁に頭をつけてふとんを敷くから、部屋の真ん中が広くあいている。

私はそこへ自分のを敷いた。暖房はないが、大勢いるだけに保護室ほど寒さは厳しくない。

とはいえ、やはり寒い。下着を着られるだけ着て、布団にもぐる。 

 大部屋に移ると、メモがとりにくくなった。みんな寝静まった後、廊下からもれる薄明り

を頼りに、細かい字で走り書きするのは、私が字がへたなだけにむずかしい。 
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ノックは不要  

 

 

２月１１日 日曜、祝日は、トバクの開帳日のようである。一番はやっているのは、花札に

よる「コイコイ」「オイチョカブ」。病棟内では現金は持てないから、「コイコイ」は一勝負に

５０円分の菓子が賭けられる。 

 この病院では、１週間に１００円分の菓子を買うことが許される。羊羹１００円、ロール

カステラ５０円、甘納豆５０円、せんべい５０円……といったメニューができており、部屋

の幹事が各人のリクエストをまとめ、病院側が買ってくる。自由になる金が月わずか４００

円といえば、一勝負５０円分の菓子の価値が世間の人にも想像できるだろう。トバクに負け

て、３週間先のおやつまで差し押さえれた気の毒な者もいる。 

 病棟には、マージャンのパイもある。「内職」と病院内で呼ばれている作業で出た残りもの

だろう、小さな長方形をしたボール紙を７枚重ねて張り合わせて、ちょうど普通のパイほど

の大きさになっている。分裂病の諸君がつくったという。絵もうまく描いてある。退屈な病

棟生活ならではの、芸術品。ガサツなアル中族にはこれは出来まい。 

 タバコは毎食後、それに午前１０時、午後３時、夕６時の計６回、「しんせい」を１本吸う

ことが許される。 

 時間がくると、アルミの洗面器が畳の上に７つほどほうり出される。灰皿である。そこへ

看護者がタバコとマッチを持ってやってくる。みな１列に並ぶ。看護者がマッチを擦って差

し出す。患者にはマッチを持たせないのだ。 

このあと、６人の名前が呼びあげられた。彼らには、ちびたシケモク（吸いがら）がひと

つ与えられる。 

 入院者は生活保護を受けている者が大半だ。生保なら国から日用品費が出るから、タバコ

代に不自由することはない。ところが、国民健康保険、会社の健康保険や自費で入院してい
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て家族から１銭の差し入れもない者は、タバコを買う金がない。それが、名を呼ばれた６人

だった。その特別に無料で配給されるシケモクは、病院職員、面会者、来客が捨てたものだ

という。病院側の唯一のサービスらしいサービスである。 

 タバコは最貴重品だ。だから、ほぼ全員がホールダーを持っている。中には、１本のタバ

コの半分をとっておいて、夜中に便所でこっそり吸う者もいる。そういう連中は、どこから

手にいれるのか、マッチの軸のアタマの部分と、小さな紙ヤスリをズボンの折り返しなどに

隠し持っている。 

ここでは、吸い殻は残らない。洗面器は見事に灰だけであった。 

 便所には男子小便用がない。しゃがむ型式のものが左側に４つ右側に３つ並んでいる。戸

がないから、ノックの必要もない。右側と左側は向かい合っているから、お互いにまる見え

である。この種のものに出合うのは生まれて初めてなので、戸惑う。人前で尻を丸出しにし

て何とも思わないのは、軍隊や刑務所でシゴかれて羞恥心を捨てさせられたごく一部の人ぐ

らいだろう。大半の入院者は抵抗を感じている。せめて腰の高さぐらいの戸をつけることは、

管理上も問題ないはずだが。 

病院は、精神障害者から恥ずかしがる権利を奪っている。 

 

朝食 食パン２枚。マーガリン。白菜のみそ汁。 

昼食 煮魚と大根おろし。キャベツともやしのいためもの。麦めし。 

夕食 酢ブタ（みたいなもの）。シソの葉でみそを巻いたもの。麦めし。 

 

私が保護室にいたころ、向かい側のアル中氏に対して「てめえのこいた糞の臭いぐらい、

てめえでかいでろ」と廊下から大声でどなったのは、分裂病の神岡君であることを知って驚

いた。彼は体が大きいのに、大部屋では小柄な牢名主にいいように使われている。自己主張

したのを一度も見たことがない。おどおどした態度で、借りてきた猫のような毎日を送って
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いる。病院内での日々での圧迫にちぢみあがっていた彼は、保護室の中にやっと、いけにえ

のヤギをみつけたのだ。あの廊下の大声は、圧迫の中で彼が生きていくための踏ん張りみた

いなものだったに違いない。 

 私が知ってる、ほとんどの精神科のお医者さんは「アル中はしたたかものが多くてゴメン

だが、分裂病の患者さんは可愛い」といっていた。医師や職員から見ると、何かと反抗的な、

ときに要領のいいアル中に比べて、神岡君のような分裂病者は実におとなしくて扱いやすい

に違いない。しかし、「可愛い」といういい方は、「なぜ彼が卑屈な態度をとるのか」を問お

うとする姿勢がないところから出てくるのではないか。分裂病の人たちと本当にかかわろう

としたら可愛いなどとは口に出ないはずだ。 

 神岡君は気の毒なことに、家族から日用品費を差し入れてもらえない。だからタバコの配

給もない。お情けにちびた吸い殻を１つ看護者からもらうのだが、もちろん足りない。 

 私は生まれてから１度もタバコを吸ったことがなかったのだが、配給は受けた。これを欲

しい人にあげた。おかげで同室者の何人かと早く親しくなれた。 

福岡君は私のタバコほしさに、いつもにじり寄ってきて、頼みもしないのに肩を揉んでく

れる。お追従ひとついうわけでもなく、真顔で、だ。本人は私にゴマをすっているつもりの

ようでもあるのだが、態度が硬いので、シラけるのだ。 

 タバコ１本で他人の心の中までズカズカはいり込んでしまう私の要領のよさと、彼の絶望

的な無骨さ。彼は、この無骨さゆえに、鉄格子の外の競争社会からはじき出されたのかもし

れない。これは、他の分裂病の人にも共通していることだと思う。こんな神岡君を見ている

と、可愛いなんていってられない。 
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ふり出しに戻る  

 

 

２月１２日 山田君は、毎日、差し入れのバナナやカステラをうまそうにモグモグやってい

る。他の患者の 垂涎
すいぜん

の的である。病棟ただ１人の、良家のお坊っちゃんらしい。彼はひどく

知能が低い。何かヘマをやるたびに皆からなぐられるのだが、それでも性こりもなく繰り返

す。今朝も部屋の掃除当番だった彼は、相棒が掃くのをボサッとながめていた。たちまち牢

名主にどなりつけられた。「この野郎、サボりやがって」。ボカ、ボカ、ボカッ。まるでボク

シング練習用のサンドバックのようにぶんなぐられた。そこへ、これまたアル中の宮下君が

割ってはいった。 

 「こいつはバカで、しようがないんだ。やるんなら、おれを相手に相撲でもやるか！」 

宮下君の気勢に押されて、牢名主は引いた。私は宮下君の思いがけない義侠心に感心した。

彼は「アル中」で「性格異常」という、お医者さんから最も嫌われる人種だ。おそらく医師

たちは、彼にあんなやさしさがあろうとは想像もできまい。 

 宮下君の話を聞いて驚いた。彼は先月退院しているはずなのに、それがちょっと副院長の

機嫌を損ねたばっかりに、院内につなぎとめられているのだった。 

 彼は４４年９月、「アルコールと縁を切りたい」と相談にいった都立精神衛生センター梅ヶ

丘分室で、この病院を紹介されてやってきた。退院させてやるといわれた先月、外出許可を

得て神奈川県下のある精神病院へ「働かせてくれ」と頼みにいった。このように、入院経験

者が病院で働くケースは珍しくない。彼の場合は断られたのだが、これが副院長の耳にはい

った。報告しなかった罰に「院内作業（彼はそれまで洗濯係だった）中止」をいい渡された。

「そんなもの、もともとやりたくなかった」といい返したのがまずかった。口答えの罰は退

院取り消しのうえ、保護室への禁固１７日。彼が入れられた保護室には「食事時も外に出し

てはならない」という張り紙がしてあったという。彼は、私と相前後して、大部屋へ開放さ
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れた。 

 保護室～閉鎖病棟の大部屋～開放病棟～退院。これが多くの患者の歩むコースである。宮

下君のように身寄りがないと、入院保護義務者は形式的に市長や区長がなる。こんなケース

は精神病院には多いのだが、これだとつまり、退院をいつにするかは全く医師の一存で決ま

ってしまう。宮下君は、あっけなくふり出しに戻されたのである。宮下君は報告すべきこと

を隠して、副院長の感情を損ねたのたかもしれない。だからといって、副院長が宮下君を懲

罰的に拘禁したり入院期間を延長したりする権利など、あろうはずがない。 

 

 毎日午前、午後各１時間半ほどやらされる「内職」のバカバカしさ。正式には作業療法と

いうのだそうだが、「内職」という呼び名がふさわしい。病室は作業場に変わり、学童雑誌の

付録つくりが始まる。その作業だが、 

 機械で型がうたれているボール紙を指で押して、時計の針をつくる。これを二またの 鋲
びょう

で文字盤に取りつける。できたものをポリ袋につめる。ホッチキスでとめる。 

 この幼稚園の工作みたいな仕事が、どう、社会復帰の足がかりになるのか。入院者は手も

ちぶさただからといって、労務に従事させることが、治療といえるのだろうか。どの顔を見

ても、仕方なさそうにダラダラとやっている。 

 そもそも「療法」というならば、専門の職員が立ち会って、患者ひとりひとりについての

観察や指導があってしかるべきだろう。ここではまったくの患者まかせで、作業中は職員の

姿がみえない。もっとも、この閉鎖病棟の中で、このうえ職員に監視されたのでは、強制労

働になってしまうから、現状では立ち会わない方がいい。 

 この労働の報酬が明確でないのも、おかしい。患者たちは、「レクリエーション費になって

るらしい」とはいうものの、その明細についてはだれもが首をかしげる。報酬のはっきりし

ない労働、目的のはっきりしない労働が、いかに張り合いのないものかは、だれでも想像で

きるだろう。「バカバカしくて働く気にはなれない」と考える方が健全で、こんな仕事をせっ
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せとやるようでは、逆に社会復帰はむずかしいのではないか。 

 作業をしながら、「１文の得にもならないのに、みんなよくやるねえ」と聞いたら、入院１

１年の大先輩が軽蔑したような口ぶりでいった。 

「この作業でブツブツいってるようじゃ、まだ、この病院の住民になりきってないってこっ

たよ」 

 

朝食 食パン２枚。マーガリン。牛乳。 

昼食 ちくわ、ジャガイモ、ニンジン、卵のごった煮。麦めし。 

夕食 焼き魚（カツオぶしみたいに硬い）。タマネギのスープ。麦めし。 

 

 

ご回診  

 

 

２月１３日 朝からみんな、なんとなくソワソワしている。予定なら、きょうはこの病院を

取りしきっている副院長の回診日である。 

 回診は、普通１０日に１度だ。みんな「回診はあるのだろうか」とそればかり口にしてい

る。センセイと接するほぼ唯一のチャンス。自分の退院の話が聞きたいのだ。期待は裏切ら

れるとわかっていても、そこに関心が向いてしまう。こんないじらしい患者の気持ちを、医

師はわかっちゃくれない。 

「かいしーん」という看護者の声。 

 大部屋の患者たちは、壁を背に正座して待つ。足がしびれ始めたころ、副院長は、非常勤

医師、看護婦ら５人を従えて、重々しく登場した。退院の決定から、電気ショックの懲罰ま

で、いわば患者のすべてをあずかる絶対者である。部屋長の号令で一斉に、「おはようござい



 

Ⅰ ここを病院だと思ってはいけない 36 
 

まーす」。 

 １人ひとりの顔を見ていくのだが、「どうですか、調子は」と一言いう間に、４、５人は通

過ぎてしまう。もし、足を止めて声をかけられたら、大変な光栄だ。こう、おごそかに 睥睨
へいげい

されると、「今度こそ退院のメドを聞いてみよう」と思っていた患者も、コチコチに緊張して、

何もいえなくなる。 

 癲
てん

癇
かん

症の光二君。 

「どうだね」 

「はーい。風邪もひきません。癲癇も起きませーん。くすりもよく飲んでいまーす」 

 白髪のアル中氏。 

「あなたは、こういう病院、もう何回目ですか」 

「８回目です」 

「何が悪いんでしょうねえ」 

「意志が弱いのだと思います」 

「だれかに意志でも借りてきますか。ファッファッファ」 

 入院３年目の分裂病の高田君。頭を３べんも畳にすりつけ、泣きそうな声で「お願いしま

す」を繰り返した。回診前、彼は「ひと言でいいから、退院の匂いをかぎたい」と話してい

た。両手をついて、先生を見上げた彼の顔に「まだまだ。バラバラ（人間としてまとまって

いないという意味？）でだめだよ」と、ぶっきら棒な答えが落ちてきた。 

 いつもは患者たちをふるえあがらせている牢名主君。やはりアガって、もみ手などをして

いる。 

「あんたの弟を口説いて、引き取ってもらうことにしたよ」 

「ありがとうございます。弟がそうおっしゃってましたか」 

「お前は気にムラがあっていかん。それを気をつけないとね」 

「それで、弟にお手紙をお出ししたらいいんですね」 
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「お出ししたら、は、ないだろう。ファッファッファ」 

次は私。 

「どうですか」 

「もう、こんな生活、堪能しました」 

「なーにを、ベテランみたいなこといって」 

 重苦しい回診は１０分ほどで終わった。牢名主君は、「いい話があった」とはしゃぐ。高田

君は涙ぐみ、頭をかかえて部屋のすみに横になっている。身寄りがなくて入院１１年の分裂

病のおじさんが悟ったようなことをいう。「ここに入れば、もうあちらまかせよ。シャバに出

るまでは、本当に自分の先は見えねえよ」 

 あのふてぶてしい牢名主君が、体が硬直して舌がもつれるほど、副院長はこわい。でも、

たとえ、もっとやさしい声をかけてくれたとしても、そのこわさは変わらないだろう。なぜ

なら、それは、患者たちが奴隷のような 囚
とら

われの身だからである。 

 自由を奪われることほど、恐ろしいことはない。私も保護室にいれられただけで、何もさ

れないのに、心の安らぎを失った。精神的にひどく疲れた。患者たちのいうシャバだったら、

私たちは、何か災難が身にふりかかったとしても、心の底では、「だれか味方はいるだろうし、

なんとかなる」とタカをくくっている。鉄格子の中では、肉体的にも精神的にも逃げ場がな

い。そんなところへ、ただの１度でも（たとえば焼きピンセット事件のような）強迫的な行

為が起こったら……。患者たちが、医師や看護婦の顔色をうかがったり、ビクビクしたりし

ない方がおかしい。 

 午後、妻が面会に来た。面会室は暖かかった。クッションのきいたソファがあった。彫刻

なども飾ってある。不潔部屋の地獄絵など、面会人は想像もできまい。さぞ家族も安心する

ことだろう。面会には看護婦が付き添ってきた。妻が聞いた。 

「病室は、見せていただけるのですか」 

「いいえ、お見せできないことになっています。規則ですから」 
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「暖房はあるんでしょうか」 

「私どもの口からは何も申し上げられません。火をたくとあぶないものですからね。やって

いないのです。でも、中はとっても庶民的でいいっていう人も多いんですよ。これからの人

生のためにも、良い経験になりますよ」 

 禅道場でもあるまい。修行で入院してる人はいない。治療を求めているのではないか。 

 

 この寒さ 身にしみるとも何のその またも来るぞや 春夏秋の次 

     （廊下に張り出されていた患者の歌） 

 

朝食 ふりかけ。たくあん２切れ。タマネギのみそ汁。麦めし。 

昼食 サバの味噌煮。白菜ともやしのおひたし。豆腐のみそ汁、麦めし。 

夕食 メンチカツ。おから。麦めし。 

 

 

都議選異聞  

 

 

 ２月１４日 アル中の小森氏は病院日記をつけている。有名私大を中退したとかで、文章

も達者だ。 

 病棟では、だしぬけの私物検査がある。「全員廊下に出ろ！」という声で持ち物がひっくり

返される。小森氏が日記をつけていることは、職員も知っていた。だから、彼は２通りの日

記を持っていた。ひとつは病院向け。もうひとつが次に紹介する本物。これを病室の古新聞

の間にたくみに隠していた。  

 昭和４４年の都議選に副院長が立候補した。「内職」が、ポスター作りやハガキのあて名書



 

Ⅰ ここを病院だと思ってはいけない 39 
 

きに変わった。投票の記名の仕方まで手ほどきされ、大勢の患者がマイクロバスで投票所へ

運ばれた。日記には、その当時の院内の臨戦態勢が、よく描写されていた。 

 《事実関係は、あとで職員に確かめた》 

 

 ６月×日 民社党の機関紙２万枚ほどを折る作業。病棟中の総力をあげても、午前中いっ

ぱいを要した。機関紙には、都議会選挙の近づいたことが書かれている。 

 ６月１８日 ケースワーカーのＳが、ぶ厚い名簿とハガキ６千枚を持って、病室へとやっ

てくる。 

 「これ、急ぐんだ。明日投函したいので、きょう中によろしく頼んます。いいですね」 

 矛盾はだれだって感じているが、われわれは断れる立場にない。字のうまい者１０数人が

狩りだされる。昼すぎから夜の８時半までかかる。手首が痛い。ハガキは「投票日もせまっ

ているので、よろしく」との文面であった。 

 ６月１９日 午後３時から８時まで、封書のあて名書き。１０人ぐらいで、何千枚書かさ

れたことか。ろくに運動もさせてもらえない体には、全くこたえる。こんなに使われてタバ

コ１本では間尺に合わない。 

 ６月２３日 またもや封書ぜめ。午前中から夕方６時まで１０人で書いた。６千枚はあっ

たであろうか。自分たちは後援会員でもなんでもない。ただ、この体を拘束されている患者

にすぎないのに。自分がみじめになる。 

 他の者たちはポスター張りをさせられた。病室に汚いシートを広げて、その上で、ベニヤ

板に張りつける作業を黙々とやっている。たぶん、ベニヤ板も患者が切らされたものであろ

う。ポスターの副院長がにっこり笑いかけている。畜生。 

 ６月２５日 「医は政なり」とつくづく思う。ポスター３百枚、午前中にとせかされる。

大忙し。こんなに患者を動員するのでは、金もかかるまい。昼食時、Ｋさんが「俺たち、こ

んなにこき使われてるんだから、当選したらうまいめしでも食わせてくれるかな」といって
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笑わせた。最近、まためしの質が落ちてきたと評判。 

 ６月２９日 日曜だというのに、遊ぶことも許されなかった。ポスター５百枚。職員は「急

ぐんだ。急ぐんだ」とまるでムチで打つようにせっついてくる。これでは病室は工場である。

ああ、なんたることぞ。大勢の選挙民に見せたいものである。 

 ７月１１日 今日も主任看護婦と看護者が、詰め所前に投票者を呼びだしていた。 

「だれに入れるの」 

「××先生が立候補しているのを知ってる？」 

 こんなことをいいながら、××という記名の仕方をマジックインキで予行演習させていた。

落選を祈るしかない。 

 ７月１３日 都議選投票日。投票者は廊下にならばされた。病棟約９０人のうち２０人ぐ

らいだろうか。日ごろの乞食みたいな服装は、全部きれいに着替えさせられて、人が変わっ

たようだ。いつもは人間として扱ってくれないくせに、こんなときだけ利用するとは、どう

考えても許せない。主任看護婦がひとりひとりにきびしくいう。 

「あんた書けるね。いいね」 

「××って書くのよ。漢字ではなくてもいいのだから。かなで書きなさい」 

 要領得ないやつには、さらに「書けるね」と念を押し、手のひらに指で××と書かせて確

認する。 

 今どきこんな投票が許されるのであろうか。選挙公報も見せず、××のポスターだけ毎日

拝まされては、判断のしようがないではないか。考えれば考えるほど気が高ぶって眠れない。 

 ７月１４日 都議選開票日。副院長は小差で落選。ご苦労さま。 

 

この年の暮の衆院選には、ほとんど、投票者がいなかったという。そのゲンキンなこと。 

 午後、風呂にはいる。みんなぐったり疲れて、ゴロゴロ寝転んでいる。運動不足なのか、

くすりなのか。風呂そのものは気持ちいいのだが、体にはこたえてるらしい。午後２時の内
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職の時間が来たが、だれも起きようとしない。部屋長の高田君は「きょうは、みんなくたび

れとるから、内職はやめや」といった。一同、同感といった顔つき。 

 詰め所から主任看護婦が飛んできた。「どうしたの。この作業は急ぐのよ。ね。みんな、ど

うしたの。さ、やりましょ」 

「みんな、疲れてるからやめたんです」と高田君。 

 病院側にさからって、いい目にあったためしがないことも、みんなよく知っている。そこ

は牢名主君、抜け目がない。 

「いや、眠ってて知らなかったもので、すいません」 

 主任にピョコンと頭をさげると、「おい、始めるぞ」とどなった。みんな、しぶしぶ動き出

した。高田君は、看護婦の説得も聞かず、ついにボイコットした。 

 

《この翌日、彼は保護室に入れられた。彼は、その一両日、とくにくすりを飲みたがらなか

ったという。確かに荒れぎみでもあった。しかし、保護室の治療効果はともかくとして、彼

の保護室行きが、大勢の患者たちには「内職をサボったみせしめ」と映ったことは確かであ

る》 

 

朝食 コッペパン。小さな袋にはいったハチミツ。牛乳。 

昼食 クジラのステーキ。サラダ。麦めし。 

夕食 サトイモと油揚げの煮付け。タマネギのみそ汁。目玉焼き。麦めし。 
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私刑  

 

 

２月１４日（続き） 女子病棟で、今朝、大騒ぎがあったとの噂が広がる。なんでも、脱走

しようとして看護婦の首をしめ、その罰に電気ショックをかけられたというのだ。 

 電気ショック療法を患者たちは「電パチ」と呼ぶ。この電パチの恐怖が、患者の心にいか

に強烈に焼きついていることか。私自身も、この病院に生活していてただ一つ、「電パチ」の

洗礼だけは心の準備ができていなかった。「いつ、なんで、やられるかわからない」という精

神的負担は、食事のまずさ、便所の臭さ、寒さの比ではなかった。 

 

《電気ショック療法は電撃療法という。精神医学の専門書によれば、患者のこめかみに電極

を当て８０～１１０ボルトの交流を２、３秒間脳に通電すると、 癲
てん

癇
かん

発作のような 痙攣
けいれん

を

引き起こす治療法である。通電すると、患者は失神し、全身に 強 直
ごうちょく

痙攣を引き起こす。これ

で強い興奮もおさまる。これに恐怖感をもつ患者には、麻酔剤、睡眠剤で前もって眠らせて

から行われるらしい。何度もかけられると、ボケる》 

 

 体験者の谷本君は、こめかみの上のところにやけどの跡に似た傷があった。「電パチ焼けだ」

と彼はいった。それをかけられたときのショック。 

「 百雷
、 、

が一度に落ちたような、なんていう人もいるが、とても口では表現できない。やられ

る前にものすごい恐怖が体を走り、アッと思った瞬間、なにもわからなくなる。そんなもん

ですよ」 

 同じく体験者の秋山君。「あれをかけられた前後の１ヵ月ほど、いまだに記憶がよみがえら

ないんだ。電パチの話をするのもこわい」 

 彼は、電気のコードを見ただけで、ふるえがくる。 
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 電気ショック療法の本来の対象者は、鬱病と分裂症だと聞いていた。それも、 向
こう

精神薬が

出現してからは大幅に減ってきた。昔は健康保険がきかないからと睡眠剤を使わなかったの

だが、今は眠らせてから行うのが当たり前らしい。ところが、ここの病院では精神医学の教

科書にないような使われ方をしていた。 

 シンナー売人の石橋氏は、去年（４４年）１１月のある日、電車の中でシンナーで酔いつ

ぶれ、駅から警察へ。警察から病院へ。入院数日後の雨の日、風呂場へ引率されていく途中

で逃げた。車の追跡を振り切って、川に飛び込み、鉄条網をくぐり抜けた。しかし４０分後、

職員につかまった。それまで、彼は名前も身元も隠していた。副院長は彼を保護室の畳にす

わらせた。 

「いわないのなら、しょうがない」 

 電極がほおにふれた。石橋氏はびっくりして名前と身元をしゃべった。ほおに電極を当て

ても、脳に電流が流れるわけではないから、もちろん、痙攣も起きない。そんな使い方は治

療法にない。しかし、やられた本人の心には電撃的なショックを与えるだろう。効果は満点。 

 警察官や検察官に取り調べられる被疑者は、「黙秘権」が法律的に認められている。しかし、

ここの精神病院では黙秘権も行使できないように、拷問が認められている、ということか。 

 

《１４日の女子病棟でのできごとを、退院後に職員から取材した。 

 女子病棟保護室。副院長は電気ショック療法器具の２つの電極を握っていた。 

「なぜ脱走した」 

「だれが計画したんだ？」 

 問い詰めながら、電極で花子のほおをなでた。ビリビリッ。約１００ボルトの電流で感電

させられるたびに、花子は身をよじった。反抗的な顔が、一転して恐怖でひきつった。説教

は続く。 

「こんなことやられて気持ちがいいかい」 
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「悪いことやったと思わないの」 

 その場には、主任看護婦をはじめ、職員５、６人がいた。 

 関西の事業家の娘、花子は睡眠薬中毒である。くすりでふらふらしているところを警察に

保護された。病院から車が迎えにきて、入院させられた。入院後数日たった１３日夜１０時

すぎ、脱走（離院）を図った。分裂病の雪子といっしょに。 

 この日は、妊娠５カ月の無資格看護婦が当直についていた。まず雪子が「歯が痛い」とい

って詰め所にはいる。花子が「熱が出た」といいながら続いて詰め所へ。看護婦が雪子の口

をのぞく。その瞬間、花子は看護婦の首をしめる。雪子は、持っていたタオルでさるぐつわ

をかませようとする。腹をける。看護婦の悲鳴。隣室から患者がかけつけ、看護婦は助かっ

た。２人は保護室へぶち込まれた。雪子も花子と同じように電パチの洗礼をうけた》 

 

 

拝啓 私は浅沼さんと同じ病棟にいる者です。浅沼さんは、入院したときから内臓の調子が

悪く、食欲がないと訴えていました。そのため、先生に、何度も診察をたのんだのですがだ

めです。それどころか、みんなの前で叱られ、独房にぶち込まれて電パチを２度もかけられ

ました。お願いです。すぐ退院させてやってください。もし、この手紙のことが知れたら、

私は浅沼さん以上の罰を受けます。私は覚悟していますが、とにかく浅沼さんがかわいそう

です。すぐ助けに来てください。 

                           ３月１日 

 

 白髪のアル中、浅沼氏の危機を浅沼氏の親族に訴えたこの手紙は、牢名主君が書き、３月

４日に退院した患者に託された。それは、下着の下に隠して持ちだされた。 

 浅沼氏はどういう目にあったか。 

 患者たちの話だと、２月２７日の回診で「家に連絡を取りたい」と申し出たが、副院長は
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とりあわなかった。「内臓の検査をしてください」といったが、それもだめ。さらに「病院だ

から、みるのが当り前じゃないですか」とくいさがると、副院長は激怒した。「保護室へ。電

気を！」となった。 

 私が入院する数日前に入院した浅沼氏は、この病院の実態を知らなすぎたようだ。 

 

 《私が新聞に「電パチ」と書いたら、「朝日新聞が変な言葉をつくるので病院は迷惑してい

る」と多くの医師から文句をいただいた。しかし、これは、レッキとした患者言葉。お医者

さんが知らないのはむしろ不思議だ》 

 

ついでに、患者の間で使われている言葉。 

 ボウズ ……マッチの軸のアタマの部分、２センチぐらいのもの。これをカミソリの刃で上

手に縦に４半分にし、４回に分けて使う。保護室などにいれられているとき、天窓によじの

ぼって外の患者に向かって頭をポンポンとたたいたら、「ボウズを入れてくれ」のサイン。 

 スリッパ……マッチの軸をこするための小さな紙やすり。「スリッパないか」といえば、看

護婦の前でも平気。 

 ヤッパ……カミソリの刃。 

 スイカ割り ……ロボトミー手術のこと。ひと昔前の精神科ではやった手術。頭蓋骨に穴を

あけて、脳にヘラで切れ目をいれる。人間がボケておとなしくなるのだが、死んだり、後遺

症で廃人になったりする人も多かった。患者の最も恐れる手術だが、いまは、ごくごく一部

の限られた病院でひそかに行われている。 
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搾取  

 

 

 ２月１５日 不潔部屋にいた脳軟化症の万作じいさんが死んだ。見送る中で、だれかがつ

ぶやいた。 

「この部屋の寒さじゃなぁ」 

 昨日の早朝、見かけた万作じいさんはひどく弱っていた。夜の寒さで、すっかり体がこご

えてしまったのだろう。大部屋の患者の手を借りて、ストーブのそばへヨロヨロ寄ってきた。

まず前面を温め、次いで体を裏返して、背中をあぶった。着物のすそがはだけ、くの字にひ

ざの曲がった足がみえた。肉が落ちて、シワシワにしなびていた。股引もはいていなかった。 

 からだに血の気が戻ってきたのか、水を飲みたい、といった。若者がアルミのコップに水

をくんできた。コップにかじりつくようにして、うまそうに一気に飲みほした。部屋に戻っ

たら、今度は小便をしたいという。部屋のすみの穴をまたいだが、うまく穴にははいらず、

足元をぬらした。そして、小便くさい寝床についた。もう流動食ものどを通らなかった。 

 今日、万作じいさんのいなくなったあとには、ふとん１枚分の大きさの 簀
す

の 子
こ

が残ってい

て、次の入室者を待っていた。その隣に、もう１人、老人が身を横たえていた。 

 万作さんは、誰かに看取られただけでも運がよかったのかもしれない。この病院では、絶

命したあとで発見されるのが普通であった。 

 さる正月４日に死んだ勝三じいさんは、看護者が見つけた時、カッと天井をにらみすえて

こと切れていたという。去年１２月１日の清造じいさんの死は、昼めしを運んでいった患者

がみつけた。 

 精神病院というのは、世の中の寝たきり老人の 姥
うば

捨て山でもあるらしい。公平じいさんは、

内科病院にいたのを「手がかかりすぎる」ということで移されてきた。泰助じいさんは、奥

さんが働いていて、面倒を見切れないというので、いれられたという。こんな老人が、不潔



 

Ⅰ ここを病院だと思ってはいけない 47 
 

部屋に７、８人、大部屋で不潔部屋入りを待つ人が１０人。 

 

《聞くところでは、４百人の患者に対して有資格看護者が１５～２０人（出入りが激しいの

で、一定しない）無資格者が約２０人。この病院は「基準看護」をとっているので、患者６

人に対して看護者は１人以上いなければならない。しかも正看、準看、無資格の比率は５対

３対２または４対３対３でなければならない。だからこの病院の看護能力は、量も質も規定

通りではない、つまり違反ということになる》 

 

 手のかかる老人にまで目の届く看護など、夢の話。ここでは、老人たちの世話は患者たち

の仕事だ。 

 院内を連日、よく観察するとニセ看護者だけではない。診察以外のあらゆる仕事に、正規

の職員の何倍もの患者が働いている。これでは、患者が病院を運営している、といっても過

言ではない。 

 私が調べた、ニセ職員の数は次の通りだった。（カッコ内は正規の職員）。 

 

タマネギやイモの皮をむいたり、配膳したりの給食係＝１０（４）人 

ボイラーマン=１（０）人 

建物の修理や土木工事、マキ割りなどの営繕係＝５（０）人 

玄関、事務室などの清掃係＝１０（１）人 

シーツ、布団、毛布、枕のカバー各４百枚、患者の下着の洗濯係＝１０（１）人 

作業療法という名の内職を手配したり、帳簿をつけたりする係＝７（１）人 

 

 これら病院経営の中枢的な労役を、１軍としよう。２軍には、その病棟内での使役があっ

た。失禁患者の世話、汚物洗濯、病室清掃、食器洗い、便所掃除……これらは、当番制の者、
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職員から白羽の矢を立てられての者などだ。そして３軍といえば、あの内職グループである。

「不定期刑」の囚人の身になってみれば、運動不足だから少しでも体を動かしたい、職員と

接触したい、認められたい。そのいじらしい気持ちを利用して働かせる。うまくできている。 

 確かに、働くことが全く無意味だとは思わない。だが、それなら、労働者として認めてく

れなければ、おかしいではないか。当然、労働報酬を出すべきであるし、自主性も尊重され

なければならない。 

 一方、治療の一環として働かせるのであれば、「病院にとって重宝だから」といった経営上

のご都合主義は、きっぱりやめなければスジは通るまい。 

 この病院の入院案内にはこう書いてある。「当病院は入院中のあらゆる機会を治療的に取り

扱い、入院生活即治療の建前で、病気の克服並みにアフタケアを行っております」 

 

朝食 コッペパン。マーガリン。みそ汁。 

昼食 アジの干もの。ホウレンソウのおひたし。みそ汁。麦めし。 

夕食 シチュー。コウナゴつくだに。たくあん２切れ。麦めし。 

 

午後、妻が面会に来た。 

疲れたことを訴え、かねて決めてある退院の合図（ウインク３回）を送った。この合図が

あれば、妻は病院に「金がないから退院させてくれ」と強引に申し出ることになっている。 

 

《妻は、わが主治医である、あの気の弱そうな先生をたずね、退院を申し出たついでに、ア

ル中の扱い方についても、質問してみた。その時のメモから…… 

「本人も後悔して、もう飲まないといっておりますので、退院させたいと思いまが……」 

「まだ、１１日ですからねえ。どうも。それにアル中の方だけでなく、肝臓もまだ治ってい

ませんし」 
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普通の家族は、ここで「そうですか。ではよろしくお願いします」ということになってし

まう。しかし肝臓は悪くない、アル中でもない、とわかっている。妻は病院に退院させるよ

う頼んだ。 

「経済的にもつらくなってきてまして……」 

「そうですね。まあ今度が初めてですから、いいでしょう」 

 これで先生、仕事はすんだ、とばかり立ち上がりそうになる。 

「あの、退院後は、家族はどのような心がまえをもったら、よろしゅうございましょうか」 

 先生、一生懸命考えこんでから、口頭試問につまった生徒のようにおどおどと、 

「そうですねえ、飲むなとあまりいうのも、かえって反発のもとになりますし……むずかし

いですねえ……」 

 また考え込む。 

「新聞で断酒会というのも読んだことがあるのですが」 

 ホッとした風情で、 

「そうです。そうです。そういう会にはいるのも一つの方法です」 

 また無言。 

「お酒が嫌いになるくすりっていうのが、あるそうですね」 

「ええ、あるにはありますが……うーん……えーと……まあ今回は使わずにやってみてくだ

さい。くすりをあげても、酒を飲みたければ、くすりはこっそりサボりますし……」》 

 

 この精神病院は、アル中がかなりいるのに、なんの指導もない。「飼い殺し商法」とでもい

おうか。 

 さる１１日の夜、酒の匂いをプンプンさせた見かけないアル中氏が帰ってきた。１２日に

退院とかで、就職先に話をつけにいってきたのだという。それが退院前夜に、１杯ならず、

かなり飲んできて、みんなに得意気に話している。ここはアル中さんがタダで骨休めをする



 

Ⅰ ここを病院だと思ってはいけない 50 
 

木賃宿になっている。 

 

 

置き去り  

 

 

２月１６日 昼過ぎ、看護婦が退院を告げた。 

１２日間の私の入院費は２０１２０円也。他にこづかい銭１６００円。 

 

 次の表は、入院中に教わったある患者の日用品代（こづかい銭）１カ月分の内訳である。 

 

 歯みがき粉  １２０円  

 洗顔石鹸  １２０円  

 洗濯石鹸  １２０円  

 トイレ紙  １５０円  

 洗濯代  ９３０円  

 外ばき  １８０円  

 新聞・雑誌  ２７０円  

 理髪料  ５４０円  

 お茶代  １８０円  

 筆具用紙代  １２０円  

 補修費  ２４０円  

 その他  ３３０円  

 計  ３３００円  
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 この一覧表のいかにも、もっともらしい数字のかげになにが隠されているのか。 

 理髪料は都心の理髪店でさっぱりできる値段だが、実は病室で患者同士が備えつけのハサ

ミでチョコチョコやるだけ。１０００円近い洗濯代は、実は患者の無料奉仕である。歯みが

き粉はくすりの空き罐にいれてあり、みんながブラシに水をつけて突っ込むからドロドロ。

新聞は２５人部屋に一部だけ。５、６部は入れてくれないと計算があわない。お茶代という

のは、毎食時にだけ出てくる色だけの茶の代金であり、食事代とは別に書き出すしろもので

はない。トイレの紙１５０円は、長さにして３００メートルはあるだろう。毎日１０メート

ルは使う計算だが、病棟の患者たちはほとんど使わない。なぜなら、ここでは便秘がとても

多いのだ。 

 生活保護を受けている患者に対しては、この日用品代が月２０００百円に設定されている。

国からの日用品のための扶助は月３０００円弱。日用品代と一日６本のしんせい代を差し引

くと、こづかいは月４００円ほどだろう。これが、トバク開帳のときの流通貨幣である菓子

代に当てられる。 

 患者たちはこのカラクリを知らない。院長が乗る黒いベンツが病室の窓から見えても、な

にも思わない。 

「法規通りに運営したら、絶対に儲かるはずがない」というのは精神病院についての医療界

の通念であり、そして、儲かっている精神病院が多いというのも、同じく医者の仲間内の通

念である。 

 

 さて、私の退院を知って、部屋の仲間たちは「よかったな」「しっかりやれよ」と肩をたた

いてくれた。だが、彼らの顔はこわばり、ゆがんで、笑顔になりきれない。「俺の家族に連絡

をとってみてくれ」と走り書きの電話番号をそっと手渡す者。「検閲されないように持ちだし

てくれ」と手紙を渡す者。「今からハガキを書くから、５分待ってくれ」という者。 
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あとがき  

 

 

ジャーナリストは、ペンという武器をもった凶悪犯だとつくづく思います。問題はだれに

とって凶悪か、ですが。 

「たとえば、ある新聞の精神病院攻撃である。書くほうは、精神病院をやっつければ、病院

が向上すると考えている。ところが事実が逆なことは、スタンフォード大学の社会心理学者

レオン・フェスティンガー教授の指摘しているとおりなのである。教授によれば、新聞が精

神病院のいいところをとりあげ、報道すると、病院の内容は３２パーセント、レベルアップ

するという」 

 これは精神病院長であり日本精神病院協会常務理事を勤める斎藤茂太氏の著書『精神公害』

の一節です。ある新聞の精神病院攻撃とは、どうやら私の「ルポ・精神病棟」のことをさし

ているらしく、同氏は日本のヒステリー化現象の症状のひとつとしてあげています。 

 これを読んで、はじめ、なぜこうも被害妄想的にものを捕らえるのかと悲しく思い、また、

新聞が病院をほめると患者が３発なぐられていたところを２発でかんべんしてもらえるのか、

と苦笑もしました。しかし、いろいろ考えさせられる点もあって、「あとがき」に拝借させて

いただきました。 

 本書の第２章で紹介したように、私は「精神病質」と診断され、いままた「ヒステリー」

の病名をもらいました。さいわい、私を精神疾患だと信じる人は世の中に少ないので、日々

の生活に何の支障も感じません。だが、もし、これが精神科医のレッテル張りによって大勢

の人から「あいつはオカシイ」といわれたら、もういけません。わが人生は一巻の終わりで

す。 

 私が今まで、なぜ多くの人から「オカシイ」と断定されなかったのかといえば、多くの入

院者たちと違って私には朝日新聞記者という肩書があり、また、人々を説得させ得る表現技

術を多少とも持ち合わせていたからでしょう。でも、私が病気であろうがなかろうが、そん

なことはどうでもいいことです。それより、精神病質とヒステリーの合併症の私が、ある種
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の人々を悩ませるとしたら、それはどこに問題があるかを考えてみたいのです。 

 確かにいえるのは、この真っ暗闇の精神医療の現実がなかったら、私は患者にされなかっ

たということです。とすれば、病根は私の脳細胞の中に、ではなくて、乱脈な精神医療を生

み出した社会の中にあるといえましょう。 

 私の「病気」が治るとすれば、こんな社会ではなくなるときです。 

 １９７３年元旦      著者 
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文庫版あとがき  

 

 

「ルポ・精神病棟」が『朝日新聞』に連載されて１１年、同名の拙著つまり、この本の初版

が出て８年の歳月が流れました。この間に、本書に登場する宮下さん（＝仮名）も大田四郎

さんも亡くなりました。共に、孤独の中の寂しい最期でした。大田さんの民事裁判は、５１

年９月和解となり、何１０万円かを手に、「おかげさまで、病院側の不当さについて裁判官も

認めてくださいまして……」と声をはずませて報告にみえたのを、昨日のことのように思い

出します。また、烏山病院の野村医師解雇をめぐる裁判も、昨年、解決金を病院側が野村さ

んに支払うことで和解が成立しました。 

 １０年も前といえば、日本の精神医療を震撼させる大波が押し寄せ始めた時代でした。 

 それまでのわが国の精神医療を一言でいえば、少数の例外を除いて「治療なき収容所」で

した。こんな実態に対して、堰を切って批判が噴出したのが、まさに１０年前。この「ルポ・

精神病棟」もその噴出口の１つでした。 

 ではそれ以降、今日までの１０年間に何が起きたのでしょうか。 

 収 容 所業 に 精を 出 す病 院経 営 者を 批 判し 、 患者 の側 に 立っ た 精神 医 療を 本気 で 模索 す る

人々が、かなり輩出したことは事実です。そして、いまも、幾つかの病院が「夜明け」を求

めて涙ぐましい奮闘を重ねています。しかし、このような改革を志す人々は、日本に千何百

かある精神科施設の中で、まだ「点」にすぎません。 

 では、その「点」以外はどうなのか。たしかに改善の跡があるにはあります。それもピン

からキリまでですが。全般的には、たとえば、電話を自由にかけられるとか、小遣い銭を本

人の意思で使えるようにするとか、男女一緒の病棟にするとか、とにかく病院内での行動の

規制が緩む方向に動きました。それに、経済成長とも関係があるのでしょうが、老朽病棟が
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改築される傾向にもあります。 

 ではありますが、仮に私自身に入院の必要が生じたとして、１０年前同様、とても入院す

る気にはなれない類がほとんどです。 

 個々の病院がどうのとは申しませんが、日本全体でどんな具合かを見る目安はあります。

我が国の精神病院入院者の平均在院日数は、５００日を超えています。しかも、これは昔か

ら上昇ないし横ばい傾向にあって、けっして下降しません。在院日数と治療効果が比例する

ならば問題はありませんが、どうも医学的にみて、比例関係は不成立、というのが世界の趨

勢だと聞いております。私の知る限り、入院者の治療や社会復帰に熱心な病院の在院日数は、

この平均よりはるかに低いものです。 

 入院者を院内に長く留めておくもっともらしい理由は、いくらでもこじつけれるでしょう

が、いずれにせよ経営上の都合から、あるいは治療意欲の欠如から、「収容」「拘禁」に精を

出す病院はいまだに少なくありません。また、入院者を鉄格子の奥に閉じ込めたがる傾向も、

あまり変わっていません。そのバロメータである開放率は昔も今も２、３０パーセント台に

低迷しております。これも日本の精神病院の後進性を雄弁に語っています。どうも、私の１

０年前のルポは、不幸にして、さほど風化してはいないようです。 

 なお、文庫版の厚さに制限があるため、まことに残念ながら「病院長の告白」の項を割愛

させていただきました。福井、佐々木、直江、３先生に割愛の非礼、深くおわび申し上げま

す。 

              １９８１年６月     

                  大熊一夫 
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あらためて４０年前の拙文を読み返してみると、病棟でのいくつもの屈辱的場面が、脳裏

に蘇ります。病棟は人間の捨て場。私も含めて、病棟のほぼ全員が、野犬狩りで檻に囚われ

た、あの犬たちのように、いじけていました。 

 

精神病院には、入院者の心身を奴隷化させる怖い力があります。この怖い力は精神保健福

祉法という法律によって与えられます。この力があれば、人間に自傷他害の疑いをかけて、

有無を言わせず鉄格子のあちら側へぶち込んだりベッドに縛り付けたりできるのです。業界

内で「悪徳精神病院」とさげすまれる病院が、この力をフルに活用して患者を痛めつけたの

は、本書でお読みいただいた通りです。 

 

あれから４０年経って、さすがに、入院者を殴り殺すような暴力は減りました。しかし、

不祥事件が根絶やしされたわけではない。拉致されるがごとく閉鎖病棟へ幽閉されたり、い

つ出られるとも知れない不安感にとらわれたり、暴力をふるわれたり、院内労働を強いられ

たり、薬漬けにあったり、縛られたり、電気ショックをやられたり、といった悲劇は、今も

跡を絶ちません。 

とりわけ認知症の入院増は、深刻です。「精神病の永久下宿化」が下火になってきたら、そ

の空きベッドを埋めるように「認知症の永久下宿化」が活発化した。認知症を精神病院に入

れることは国際的には過去の出来事になっているにもかかわらず、です。 

認知症の高齢者を精神病院に入れる現象は、４０年前にもありました。私のルポに出てく

る「不潔部屋」はまさに、その光景でした。この現象が以前より悪化し、日常化したのです

から、もう、ため息がでます。 



 

電子書籍版あとがき 195 
 

精神病院に与えられた怖い力は、悪徳派から善良派まで程度の差はあれ等しく備えている、

業みたいなもの。その力が、近年は、世の多くの高齢者の足元にも忍び寄ってきた。こんな

幽閉生活で一生を終えるなんて、私は、ごめんです。 

 

隔離収容所は、根絶するべきです。「そんなこと言っても、あれはなければ困るのだよ」と

いう声があちこちから聞こえてきそうですが、しかし、隔離収容なしの精神保健を志してい

る国が、現実にあります。たとえばイタリアです。 

イタリア精神保健改革の顛末は、拙著「精神病院を捨てたイタリア 捨てない日本」（岩波

書店）に詳しく書きました。本書電子版の読者の皆さんにも、その一端をおすそ分けしなけ

れば、と思いついたのがフランコ・ロテッリ日本講演録です。いわばルポ・精神病棟の解決

編です。 

 

ロテッリさんは、イタリア改革の父である故・フランコ・バザーリアの直系愛弟子の精神

科医。１９８６年に私が初めてトリエステを訪問した時には、トリエステ精神保健の最高責

任者でした。現在は、トリエステ県のあるフリウリ＝ヴェネツィア・ジュリア州の州議会議

員です。 

トリエステ初訪問以来の僕は、「トリエステの中心人物を日本に呼んで、精神病院に依存し

切った人々にショックを与えよう」という妄想にとりつかれました。朝日新聞社厚生文化事

業団とアリタリア航空日本支社を口説きました。私も少なからぬ私財をはたきました。そし

て１９９０年、ついに講演会を実現させました。 

 

「精神病院はいらない！」と題した講演録は、朝日ジャーナル１９９０年５月４日号を飾

りました。本書電子版では、朝日新聞社の許可を得て、そのコピーを「ルポ・精神病棟解決

編」のつもりで、巻末に載せました。 
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なお本書では、ボケ、アル中、精神薄弱、看護婦、看護夫、分裂病、など今の私なら使わ

ない言葉が登場します。これを直すべきか迷いましたが、４０年前の時代を映す鏡の意味も

ありますので、そのままとさせていただきました。 

お気に障りました節は、私の非才をお笑いください。 

 

２０１３年８月１５日 

暑さ知らずの長野県八ヶ岳山麓にて 

大熊一夫 
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