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　横須賀に通勤していた頃、朝起きたら雪

だったことがある。横浜あたりではかなり

降っていたが、湘南病院の辺りまで来たら雨

に変わった。日産自動車追浜工場の隣にある

夏島の由来は、島に雪が積もらないことから

だといわれる。本当かもしれない、三浦半島

は暖かく住みやすい所だ。

　湘南病院１に遊びに行ったら、大滝院長が

快く迎えて、隅々まで案内してくれた。（図

１−湘南病院）創立は1946年（昭和21年）４

月１日、病棟を新しくするたびに、鷹取山の

方に伸びていった。２回建て直し、三層構造

になっている。驚いたことには、それが年代

別の精神科病棟博物館のようになっている。

　外来として今でも使っている最初の病棟

が、追浜駅のすぐ上にある。（図２−湘南病

院の構造−ホームページより）使っていない

病棟は倉庫になっている。

　三浦半島は陸、海軍の施設が多く、戦争中

はここに海軍の宿舎があったらしい。湘南病

院は精神科が大変充実している総合病院だ。

駅の真ん前にある精神科病棟など、日本で一

番古い公立病院、松沢病院以外聞いたことが

ない。

　一番古い病棟まで、大滝先生が案内してく

れたことは大変嬉しかった。『創立五十周年

記念文集』が束になってくくってあるのを見

つけたからだ。事務室に一冊しかないので、

コピーしてあげるといっていた物だ。名前が

『文集』となっているのは、過去に勤めてい

た人を含めた、多数の職員からの原稿集に

なっているかららしい。

　病院の記念誌を集めるのが趣味なので、倉

庫は本がうず高く積まれまさにお宝の山だっ

た。目の色を変えている私に大滝院長が笑顔

で、持っていっていいよと言ってくれた。家

には記念誌が山積みになっていて、死ぬまで

の間に読むものには困らない。

　それは周囲の病院に無料で配るので、一つ

の病院に多数ある。問題は一つ、どこも上質

紙を使うので重いのだ。実はこの日もリュッ

クサックを背負っていった。何というよくば

りだろう、童話「舌きり雀」に出てくる欲張

りじいさんのように、詰め込んだが入りきれ

ずに病院が紙袋をくれた。

湘南病院（上）、パラダイス夏島、野島、湘南病院

昭和大学精神神経学教室・関東労災病院　金川　英雄

三 浦 半 島 の 医 療 の 歴 史 ○

図１−湘南病院 図２−湘南病院構造−ホームページより
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　二つ目、現在の病棟に行くに従って、広く

明るくなって、その素晴らしさがよくわかる。

湘南病院の発展を、そのまま見ることができ

る。病棟内でも独自の工夫があり、例えば上

下のナースステーションをつなぐ内階段が

あった。精神科病院は全体にカギがかかる閉

鎖病棟が多いので、上と下を行ったり来たり

するのに、病棟の扉の鍵を二回開け閉めしな

ければならない。私も内階段のある精神科病

院に勤めたことがあるが、意外と便利なのだ。

　50周年記念誌は1996年（平成８年）８月発

行とある。病院の沿革をみると、1946年３月

医療社会事業団体、湘南国際病院創立（70床）

とある。1955年組織変更し、湘南病院と改称

した。今年は創立72年目にあたる。

　1951年（昭和26年）、高松宮様をお迎えし

ての記念集合写真があるが、看護師のユニ

フォームが粋なのだ。グレー（白黒写真なの

で色は不明）で、カトリックのシスターの服

装にも似ているのだが、時代を経ると白衣に

なる。1958年（昭和33年）４月精神科病棟を

設置した。

　湘南病院に遊びに行く前に、付近の野島を

歩いた。昔は湾が深く入り込んで、沖合に島

がいくつか浮かび古くから人が住んでいた。

海の魚も豊富で、何より安全だったのだろう。

向う側に夏島が見えた。夏島、野島両方に縄

文時代の遺跡が発見されているが、夏島の方

が有名だ。

　今では埋め立てられ野島は小高い丘のよう

になって、頂上まで広い道路が通っている。

野島には太平洋戦争中、海軍飛行艇のシェル

ターが作られたが、使用されずに現在は埋め

込まれた。野島貝塚は防空砲台工事で貝層が

露出し発見された。そこからの東京湾の眺め

は素晴らしく、砲台にはうってつけの場所

だった。

　夏島にも遺跡があるのだが、行く時間がな

かった。横浜市のホームページによると、縄

文時代早期の貝塚で、夏島式土器や石のやじ

りや石おのなどの石器類が出土したとある。

夏島式土器を科学的に測定したところ、今か

ら約9,500年前のものと分かり、わが国で最

も古い貝塚の一つであると分かった。

　大正に入ると横須賀海軍航空隊の基地とな

り、1941年の人類学雑誌に、採集物が紹介さ

れるほど注目されていたが、厳密な調査はさ

れなかった。そのために遺跡が保存されてい

たから、物事はどう転ぶか分からない。

　夏島は終戦後にアメリカ軍に接収される

が、軍の将校が明治大学の後藤守一教授らと

学習会を行っていた縁から1950、1955年に明

治大学が調査した。

　発掘された物は、御茶ノ水駅そばの明治大

学博物館２に陳列してある。大学建物の地下

１階と２階に広くとってあり、考古学と刑罰

史の展示が充実している。刑罰史は法学部関

係だろう、江戸時代の取り調べの様子やギロ

チンの複製までおいてある。

　１階には2011年10月28日にオープンした明

治大学卒業生、作詞家の阿久悠３記念館もあ

る。日本レコード大賞だけ記載しておく。作

詞家として最多の５曲で、1976〜1978年は３

年連続だった。

　1971年「また逢う日まで」尾崎紀世彦、

1976年「北の宿から」都はるみ、1977年「勝

手にしやがれ」沢田研二、1978年「UFO」

ピンク・レディー、1980年「雨の慕情」八代

亜紀。

　都心の交通便利な場所なので、三浦半島の

お宝をぜひ見て欲しい。（図３−明治大学博

物館地図）土日もやっていて無料、正月の他

はお盆が休みなだけだ。私も考古学はそれほ

ど熱心ではないが、遠望した夏島の斜面にこ

れが埋もれていたかと思うと感激した。

　調査風景だが、米軍関係者が軍服姿で写っ

ている。（図４−発掘風景）現在のベースと

同じで、当時、日本人は自由に入れなかった。

夏島第一貝塚は、三つの貝の層があり、それ

ぞれから縄文時代早期の土器が出土した。
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　特に最下層は、厚いところで15cm、長さ

約２mほどのヤマトシジミやマガキを主体と

した貝の層があり、夏島式土器が出てきた。

それは一言でいうと底の尖った「Ｖ」の字型

をした、非常にシンプルな土器だ。そういえ

ば写真で見るいろいろな土器は、模様や飾り

が付いている。なるほど単純な分だけ、これ

は古そうだ。（図５−夏島式土器−明治大学

博物館）

　1959年にはミシガン大学で年代測定が行わ

れ、当時日本最古の土器として注目され、そ

れまでの考えより縄文時代の開始年代が

5,000年近くさかのぼり大きな論争になった。

1945年まで日本書紀が幅を効かせて、神国日

本の縄文時代研究は進んでいなかった。

　発掘からは小型の骨製U字型釣り針やマグ

ロやカツオなど外洋性の魚類も見られ、丸木

舟を使い沖合で活動していたと考えられた。

ドングリやクルミを砕く石皿や磨石などの石

器やシカやイノシシなどの動物の骨も出てい

て、三浦半島人は豊かな生活を送っていたと

わかる。

　夏島周辺は1972年に返還され、工業地とし

て整備され、日産自動車追浜工場や住友重機

械工業横須賀製造所ができた。今でも海岸は

潮干狩りの名所である。

１  湘南病院：〒237−0067 神奈川県横須賀市

鷹取１丁目１−１。2018年３月31日訪問。
２  明治大学博物館：〒101−8301 東京都千代

田区神田駿河台１−１　アカデミーコモン

地階。2018年６月10日訪問。
３  阿久悠：あくゆう、1937年２月７日から

2007年８月１日。

図５−夏島式土器−明治大学博物館

図３−明治大学博物館地図−ホームページより

図４−夏島発掘風景
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　湘南病院に遊びに行く途中、付近を歩き

回っていたら、「（大日本帝国）憲法草創の処」

の碑（図１−憲法草創の碑）が建っていた。

大日本帝国憲法は、1889年（明治22年）２月

11日に公布、1890年（明治23年）11月29日に

施行された１。

　大日本帝国憲法の起草は、前回書いた夏島

にあった伊藤博文の別荘を本拠に、1887年（明

治20年）６月４日ごろから行われた。当初は

近くの料理旅館の「東屋２」（図２−碑の説明）

でやっていた。1887年８月６日、泥棒に草案

の入ったかばんが盗まれたので、以後は別荘

で作業が進められた。

　最初は政治的な陰謀かと思われたが、見つ

かったカバンからは金品だけがなくなってい

た。海の見える景勝地の東屋跡地も埋め立て

で、今は住宅街の真ん中だ。そこに近い憲法

草創の碑は道端だ。

　湘南病院の大きな特徴は、120床の精神神

経科病棟を持っている総合病院だということ

だ。

　「精神科鷹取病棟３の２階は閉鎖病棟であ

り、精神症状の重い方でも入院できます。１

階は精神療養病棟であり、日中の時間帯は病

棟の出入り口を開放」

　病院ホームページによると、病棟全体に鍵

のかかる閉鎖病棟と鍵のかからない開放病棟

の二つを併設している。横須賀に初めて来た

ときに、こんな病院が駅前にあるのかと驚い

た。

　精神科デイケアも併設して社会復帰に力を

入れ、一日平均約130名の患者が来ていると

いう。患者、また地域の先生方にとって、こ

のような病院があることは大変恵まれてい

る。精神病の方も癌、白血病や脳腫瘍そして

骨折、糖尿病などあらゆる病気にかかる。精

神状態が安定していれば、問題はないのだが、

ちょっとおかしなことをいうと一般病院では

敬遠される傾向がある。

　一番困るのは精神科の薬を中断して精神、

湘南病院（下）、大日本帝国憲法起草地、旧伊藤博文金沢別邸

昭和大学精神神経学教室・国立行政法人埼玉病院　金川　英雄

三 浦 半 島 の 医 療 の 歴 史 ○

図２−碑の説明
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図１−憲法草創の碑
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身体症状ともに悪化する場合だ。例えば一般

病院で意外と多いのが、統合失調症の昏迷状

態である。一言でいうと、精神病で心がしば

られ、動けなくなるのである。そのため褥瘡

（じょくそう）ができたり、脱水、衰弱で見

つかったりして救急車だ。

　精神科病院に最近は内科、外科医が嘱託で

来てくれるようになったが、昔は精神科医が

内科疾患から傷の縫合までなんでもやった。

だが総合病院に精神科病棟があれば、精神病

患者にとっても、横須賀の先生方にとっても

病院探しの手間がはぶけてこんなありがたい

ことはない。放置しておけば大騒ぎになるこ

とを、未然に防いでいることが、評価される

のはむずかしい。

　だが一般病棟と精神科病棟とが混在する病

院には、運営上大きな困難を伴うことも事実

だ。これから書くことは、湘南病院に取材し

たことではなく、一般論であることをお断り

しておく。

　医療者の間でもなかなか知られていない

が、一般病院と精神科病院では縛る法律が異

なる。医療法と精神保健福祉法（精神科病院）

だ。例えば、一般病院、老人病院、施設でも

隔離、拘束が行われている。だが精神科病院

には、罰則があるため厳格に施行されている。

　例をあげると精神科病棟入院中の患者で

も、夜間新たに保護室入室などの隔離処置、

拘束をするときは、精神保健指定医の承認が

必要なのだ。刑事罰もあるので、資格をもっ

ていない若い医師が当直するときには、精神

保健指定が管理当直する。一言でいうと「歩

く署名捺印」係が常に必要だ。

　精神保健指定は医師免許とならぶ国家資格

なので、厚生労働省は2016年10月に、指定医

と指導医、合計101人の不正を認定し、資格

取り消し処分にした。医師法に基づく医業停

止などの行政処分もあった。この制裁の恐ろ

しいところは、都道府県から大学名、姓名ま

で公表されたことだ。

　学会認定医などとは大きく異なり、ニュア

ンスとしては、医師免許の試験に症例レポー

トがあると仮定して、他人のを書き写して添

付して罰を受けたというイメージだ。

　別の苦労としては同じ病院内であっても、

一般病棟と精神科病棟を患者が行き来する場

合は、あたかも転院のような手続き書類が必

要だということだ。精神科病棟は入院手続き

が複雑だ。そのため精神科閉鎖病棟に入院中

の患者が、身体症状で一般病棟に行き、また

精神科病棟に戻るときは、そのたびごとに入

院手続きを、しなおさなければならないのだ。

私が20年務めた700床の精神科病院は、12病

棟のうちの１つが内科外科病棟だった。精神

症状も重く、天涯孤独な人もかなりいた。長

期入院で高齢化すると内科合併症を併発す

る。前記のような例では、精神科に戻す時に

10年、20年音信が途絶えている遠い親戚に、

入院手続きのお願いをしなければならない。

相手は怒るというより、びっくりするのだろ

う。

　「いないことになっている」

　「なんで今頃俺が」

　大きい声をあげる親戚家族もいた。

　どんなことも法律によって日本は回ってい

る。ある時に民間救急について、若い頃刑事

に聞いたことがある。民間救急とは、何年も

家に閉じこもっている精神病の人を、２，30

万の報酬をもらって、精神科病院に連れて行

く仕事だ。

　今考えると頭の良い人で、明快な答えだっ

た。

　「家族の要請で、自宅から精神科病院に連

れて行くのは多少強引でも、罰則がないので

すよ。罰則がないものを警察は取り締まらな

いのです」

　罰則がないということは、つまり法律違反

ではない。常識で危ないなと思っても、グレー

ゾーンだということだ。そういえばIT関係

のニュース、ビットコインなどで、まだ取り
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締まる法律がないというフレーズは良く聞

く。

　大日本帝国憲法ができたことによって、日

本は近代国家となった。起草の中心となった

伊藤博文４（ひろぶみ）は、幕末は武士だっ

たが、明治時代は政治家となった。長州藩の

私塾である松下村塾に学び、吉田松陰５門下

で初代、第５代、第７代、第10代の内閣総理

大臣を務めた。

　明治初期に江戸時代からの観光名所であっ

た金沢八景周辺は、海浜別荘地として注目さ

れ、政治家や日本画の川合玉堂６（ぎょくどう）

などが別荘を設けた。その後、大磯や葉山な

どが別荘地となり、金沢はその役割を終えた。

　現在横浜市の指定有形文化財として、旧伊

藤博文金沢別邸が再現されたが（図３−旧伊

藤博文金沢別邸）素晴らしいところだ。みご

とな庭の目の前は海で入園も無料、ボタン園

になっている。見学時７は沖からくる春風が

何とも気持ちよく、遠浅の海には潮干狩りの

人が多数いた。（図４−潮干狩りの人）写真

の背後は八景島シーパラダイスだ。

　見学最後に湘南病院花見バーベキュー大会

にも出させてもらった。大滝紀宏院長とビー

ル、お肉を食べていたらスタッフがよってき

て、ふだん言えないことを相談していた。院

長は、にこにこしながら聞いていた。（図５−

湘南病院の桜）

　20年勤め内科の佐野光一先生といっしょ

に、今年度から副院長に就任した精神科の中

野浩志先生は、病棟でカルテをけんめいに書

いていて、ついに姿を見せなかった。

１�施行された：現在の憲法は1947年（昭和22年）

５月３日に施行された日本の最初の憲法。
２�東屋：1955年（昭和30年）廃業。1897年（明

治30年）頃から1939年（昭和14年）まで神

奈川県鵠沼海岸にあった同名の旅館とは異

なる。
３鷹取病棟：地名が鷹取。
４�伊藤博文：1841年10月16日（天保12年９月

２日）から1909年（明治42年）10月26日
５�吉田松陰：長州藩の思想家、教育者。安政

の大獄に連座し、伝馬町牢屋敷にて斬首刑。
６�川合玉堂：1873年（明治６年）11月24日か

ら1957年（昭和32年）６月30日
７見学時：2018年３月31日。

図３−旧伊藤博文金沢別邸

図４−潮干狩りの人

図５−湘南病院の桜




