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今号は、当院２代の院長対談です。ともに、若き日に当院で医員として勤務
し、東京大学医学部精神医学教室においては教授・講師として務め、その
のち、第１６代と第１８代の院長となりました。信頼と尊敬に満ちた対談は、貴
重な資料である紙カルテをめぐるお話です。

松沢カルテいまむかし
～カルテを通して浮かびあがる松沢病院の精神医療～

140年のカルテをめぐって
齋藤　松下先生がいま手がけてくださっている、松沢
病院のカルテの整理について、すこしお話をうかがえ
たらと思います。
松下　現在まで140年にわたる、癲狂院・巣鴨病院時
代からのカルテが残っています。もちろん全部のカル
テが残っているわけではありません。松沢病院は、カ
ルテは永久保存という基本的な原則がありますが、カ
ルテをきちっと整理する担当者はいなくて、倉庫の中
に入れて保存するというやり方でしたから。カルテの

年たって、精神障碍をもつ人への看護師の気持ちがず
いぶん変わったのだと思います。

松沢病院と日本の精神医療のこれから
松下　昭和30年ごろから精神科でも薬を使いだしたで
しょ。薬で興奮がおさまるとか、幻覚妄想がとれると
か、薬に頼るようになった。昔は薬がなくて、明治、
大正、戦前はね、そうすると患者さんを回復させるに
はどうすれば一番いいかを考えると、やっぱり散歩に
連れ出すとか、一緒にレクリエーションをするとか、
生活を変えることしかないわけ。薬はもちろん、科学
の進歩で悪いことではない。けれど、精神医療全般に
は弊害ももたらしているんじゃないかと。あまり薬に
頼るなという話はしています。
齋藤　ぼくもまったく同感です。症状を薬で治せる病
気が、身体科にはあります。ぼく自身にもそういう傾
向はありますが、いまの若い精神科医には身体科のお
医者さんに感じる劣等感、コンプレックスがあります。
もうすこし居直って、治せないんだよ、精神科は、っ
て思ってしまえば、治せないけれど、生きていく応援
はできるんだと、プライドをもって挑戦してくれる若
い先生が増えれば、病院の将来、精神医療の将来もい
いのではないかと思います。
松下　それから、ちょっと正常からはずれた行動を病
気扱いする、というのが、いま社会の中の問題点であっ
て、医療サイドにいるわれわれは、正常からはずれた

保存の意味がよく理解されていませんでしたね。齋藤
先生が来られてから、140年のカルテを大事にしよう
ということになって、それはとてもすばらしいことで
ね、現在、専従の人にカルテの整理をしてもらってい
るところです。
　昔は、カルテは和紙に墨書きでした。墨書きは保存
がよくできますが、ただ、和紙の欠点は水をかぶると
だめになることで、戦災や火災で水をかぶったカルテ
がたくさんあって、だんごみたいに張り付いちゃって
ね、それをはがすのは、至難の業です。古文書を専門
としている人たちは、和紙の復元には慣れているんだ

行動は病気じゃなくて、正常な範囲なんだという判断
をしなくてはならない。たとえば認知症。ぼくは基本
的に、90歳でいくら認知症があってもね、多少の異常
行動があっても、薬は出さない。出したら弱っちゃう
よ、と言ったら、家族はたいてい納得する。90歳越え
れば、認知症があるのが当たり前でね、認知症がなく
て、しゃきっとしていたらそっちがちょっと異常だか
ら、連れてきてと言います。
齋藤　昔はおじいちゃんが、多少もの忘れがあっても
なんとかなっていたのに、とても生きにくい時代になっ
たのかもしれません。そういうときだからこそ、精神
科医がふつうの医学と違うアプローチで社会に対して
いく必要があります。若い先生にはぜひがんばっても
らいたいと思います。
　本日はどうもありがとうございました。

松下正明
（東京大学名誉教授
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京王線「八幡山」駅から西門まで徒歩1分
小田急線「経堂」駅から京王バス「八幡山駅」下車　
西門まで徒歩１分
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◆松沢病院では、初診予約制を導入しています。
事前に予約センターで予約をお願いいたします。
緊急の診察・入院が必要な場合は、予約電話で
ご相談ください。

予約センター 03-3303-8379
予約受付時間 月～金曜日　8時30分～17時15分
 土曜日　　　8時30分～12時45分
※予約なしで来院された場合でも、予約枠に 
　空きがある場合は、当日受診が可能です。

◆「もの忘れ外来」、「青年期」（15～25歳程度）の
方の受診につきましては、社会復帰支援室まで
ご相談下さい。

社会復帰支援室（患者支援センター） 
もの忘れ外来担当・青年期担当　まで

松沢病院代表　03-3303-7211

初めて診療を希望される方

初回にご持参いただくもの

窓 口

●紹介状　●健康保険証　●各種医療券　
●診察券(松沢病院の診察券をお持ちの場合)
●レントゲンフィルム・検査結果等(必要な場合のみ)

・精神科　・内科（一般・専門）　・外科
・整形外科　・形成外科　・脳神経外科
・リハビリテーション科  ・麻酔科  ・眼科

かつて診察を受けると医師
が紙カルテにドイツ語など
を書くのを覚えているかた
もいるでしょう。長く通院
していると1人分が何枚に
もわたる紙カルテ。当院で
は1879年の開院以来、カ
ルテは永久保存の方針を
とっています。1987年以
降の紙カルテはID番号によ
る管理をし、2012年から
は電子カルテを導入しまし
た。それ以前の1879年か
ら1987年までの紙カルテ
1万5千件以上の整理・保
管作業は、2014年から松
下先生率いるチームが担っ
ています。その事業は今後、
齋藤先生が引き継ぎます。

（当院の新型コロナウイルス感染症対策にのっとり、対談は十分な距離を取った上でアクリル板を置いて行いました）



た。病院が松沢へ移転して100年といいますがそのう
ち、半分近く松沢に関わってきました。ずっといたわ
けじゃないけれど。
齋藤　ずっと老人というか、神経病理に関した病棟を
もっていらしたんですか？
松下　いや、そんなことはありません。慢性病棟など
いろいろな病棟を受けもって仕事をしてきました。
　そういえば、私が1966年にここにきたときは、大正
時代に巣鴨から移ってきたときの病棟がそのまま残っ
ていました。それが老朽化して新しい病棟をつくるこ
とになったのが昭和30年代の後半から40年代にかけ
てでした。そのときに、医局で大問題になったのは、
病棟を平屋か、せいぜい２階建てにするか、あるいは
高層にするか。大議論が起きてね。つまり平屋うんぬ
んというのは、精神病院というのは、世の中の荒波に
耐えきれず入院してくる人を保護するところだから、
患者さんを一生保護してあげなければいけない。終の
棲家として精神医療を考える。終の棲家として考える
のなら、毎日、土に触れるような生活が大事、という
のがひとつの考え。それと対立した考えは、高層にし
てもっと空間を広く、まわりの自然の環境を整備して
広々と過ごすという考え。基本的に考え方が違うんで
す。ぼくはどちらかというと終の棲家派でした。終の
棲家にするというのは、入院した人と職員も含めて、
われわれファミリーなんだと、そういう認識で過ごす。
いまは医療の進歩で、入院したらすぐに退院する。も
うファミリーではなくお客様という扱いに変わりまし
たね。

院長としてみた松沢病院
齋藤　先生は、院長として松沢に戻られたとき、どう
感じられましたか。
松下　松沢から精神医学研究所へいって、東大で過ご
して、2001年に院長となってこちらにきたとき、古い
雰囲気はちょっとだけ残っていた。その雰囲気が好き
で、盆踊りや運動会や合唱祭はまだやっていましたね。
齋藤　運動会は職員もけっこうまじめにやっていまし
たね。
松下　古い時代と現在と、中間期くらいの段階ですね。
過渡期というのか。
齋藤　舵を切らなければいけない時期ですね。
松下　私が院長になって考えたことは、これからの日
本の精神医療は入院中心主義から外来中心主義に代わっ
ていく、松沢病院もその方向に向かっていく、そうで
あれば、まず、数年から十年にわたって長期入院して

いる患者さんを可能であればできるだけ早く社会に退
院させることが必要であり、さらに、長い間マンモス
化してきた病院の規模を縮小、スモールサイズ化して
いく必要があるということでした。また、新しい建物
を改築する方針があり、その基本的な構想を練るのが
私のつとめでした。私の代で基本設計がつくられ、次
の岡崎院長の代で建物が竣工され、齋藤院長になって、
新築された病院のもとで、新たな精神医療が展開され
ることになってのが最近の歴史でもあります。
　ところで、院長としての先生のすばらしいのは、自
分の思いをきちっと貫いているでしょ。それはえらい
と思っていて、ぼくなんかだめで、妥協してしまう。
妥協しないのは大事なことで、リーダーとして、すば
らしいなと思っています。
齋藤　ぼくが在任中に恵まれたのは、院長としてきた
ときに看護部長が代わったことです。黒田美喜子さん、
定年前なので異動なしで５年いてくれました。その人
が看護部を動かせたんです。
　呉先生と比べては大変失礼だということを承知で申
しあげますと、呉先生はどちらかというと、命令に従
わなきゃ拘束帯を焼くぞ、というやり方ですが、ぼく
は、ちらっと言ってみたら、黒田さんがいろいろやっ
てくれて、病院が動いたんです。それはたぶん、時代
が100年たって、人を縛るのはおかしいと感じる若い
スタッフがいたんだと思います、潜在的には。だけど、
それができなかった。縛らなくて逃げたらどうするの、
怪我したらどうするのと看護部長に言われたら何もで
きないけれど、黒田さんは大変有能な人でした。回診
しているときに、拘束されている人は全員、身体を診
ることにしたんですけれど、そうすると回診が長い、
ぼくと看護部長が保護室へはいって、拘束されている
人のそばで話しかけたりするから長くなる、それがうっ
とうしいから、拘束を減らすようになって、そうして
いるうちに、大丈夫じゃん、ということになった。100

ろうけれど、そこまでは松沢ではできません。
齋藤　1988年か89年に、段ボールに入っているカル
テがごそっと出てきて、それを書架に並べるという作
業を、ぼくと分島先生と坂口先生とでやったんです。
それからぼくは、東大にうつって、20年ぶりに帰って
きましたが、その間、そのカルテはずっと並んだまま
誰も手をつけていませんでした。2012年に、新しい病
院になったとき、その置き場が決まって、先生にいろ
いろご指導をいただいているということです。
松下　カルテは残っていることもさることながら、誰
がどういうことを書いてあるのかが非常に大事です。
非常に詳しく書いてあって、この人のカルテを読むと
患者さんの姿や行動が目に見えてきます。このような
人の書いたカルテを読みながら精神医療を勉強すると
いいなと思います。立津政順先生、臺弘先生、それか
ら、東邦大学へいった新井尚賢先生、江副勉先生のカ
ルテは味があってすばらしい。昭和10年代、ちょうど
戦争に入った時代で、精神科の若手で活躍していた方
たちのカルテが充実しているように思いました。もし
かしたら、戦争に召集されることが頭の片隅にありな
がら、きちっと自分の仕事をしようという思いがあっ
たのかもしれない。
齋藤　先生は昭和48年のカルテまでご覧いただいたの
ですか。
松下　いま昭和46年が終わって、来週から47年だけ
れども。
齋藤　そのお話をうかがってちょっとほっとしたのは、
ぼくのカルテは出てこない。ぼくは昭和57年からです
ので。
松下　いまカルテを見てなんとなくつらいのは、4、50
年の昔、一緒に診療に携わった仲間たち、私と年齢が
ちがわない仲間たちのかなり多くが亡くなっているん
です。この人がもう死んじゃったのか、と思いながら
カルテを見ていると、なんとなく切ない。そして、自

分が書いたカルテがでてきますが、字が下手で読めな
い。読めたりしてもつまらんこと書いていて。本当に
自己嫌悪に陥りますね。
齋藤　紙のカルテには、いまの電子カルテにはない、
そういう感情がこもりますね。長いカルテの中にいろ
んなものがはさんであって、患者さんが書いた手紙と
か、家族が来た記録とか、家族からの手紙とか、それ
なりにその人の歴史が詰まっていたのに、2012年にス
パンと切れてしまって、１枚のサマリーになってしま
うと、その人の歴史がA4１枚になってしまったかと思
うようなことがあります。電子カルテはたしかに便利
ですけれど、古いカルテを読むことの意義は、今の若
い先生たちにもわかってもらいたい。
松下　若い人にカルテの書き方、見方、それをきちっ
と指導することが大事。ぼくらのときは、立津先生の
カルテを読みなさいとか、新井尚賢先生のカルテを読
みなさいといわれたわけではないけれど、自分で判断
して、先人のカルテを読みながら学んでいって、こう
いう観点で患者さんを理解すればいいし、観察して彼
らの表情や言動を記録すればいいと理解していました。
齋藤　いまはカルテの書き方がシステマティックになっ
てきていて、本人がなんといった、どのように観察さ
れた、それをどう評価して、これからどうするか、と
いうマニュアルにしたがって書いている。そうすると、
観察と評価に力点をおいてしまって、本人が何をいっ
ているとか、どういう表情か、とか、書く以前に観察
が足りないと思います。
松下　患者さんを診ながら、会話をして、患者さんが
しゃべることは記述可能だけれど、ではどういう表情
でしゃべって、どういう口調か、声の調子はどうか、
そういう観察、客観的な観察を中に入れながら記述し
ないと、記録が生きてこないところがあるけれど、若
い医師にはそれがちょっと欠けているのかもしれない。
ところで、電子カルテは永遠に残る？
齋藤　残ります。ただ、電子媒体で残るということは、
バーチャルリアリティみたいなもので、パソコンには
管理されますが、目の前に松下先生の筆跡があり、ぼ
くの筆跡があり、〇〇先生の筆跡があって残っている
紙のカルテの歴史とは意味が違う、質が違う。カルテ
の問題だけではなくて、文化の変容だと思います。

若き日の松沢病院は
齋藤　先生が、松沢病院に医員としていらしたのは
……。
松下　私は1966年。だから、今から50年以上前でし


