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次は、パート3の病状悪化時に入ります。 
 
  



堀合研二郎さん

統合失調症を発症し、
入院前に幻覚妄想に
よって母親に暴力
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病状悪化時の幻覚妄想による暴力とは？
パート３ 病状悪化時

 

 

まず、病状悪化時の幻覚妄想による暴力を経験した当事者の方の話を聴いてみます。 
--- 
僕が薬を止めて、断薬をしてですね、再入院をする直前の時期です。陽性症状が激しく出

ていて、おかしなこと妄言というやつですかね。妄想とか、妄言とか、奇抜な行動とかです

かね、そういうのが家の中でずっと１週間くらい出ていて、もう親としてはどうしようもなかっ

たんでしょうね。紐で、ビニール紐で僕の体を縛ろうとしまして、その時に僕が抵抗して母親

の頭を殴ろうとした。運よくというか、当たらなかったんですね。母親が僕のパンチをよける

のがとても上手でした。当たらなくてよかったと心から思いますけれども。ただ、その時僕は、

母親を本当の実の母親だというふうにも思えてなくて、陽性症状が激しく出ていたときです

から、母親の姿になりかわった宇宙人みたいな、そんなふうに本当にそういうふうに思って、

これは紐で縛られそうになっているわけですから、身の危険を感じた。自分の身を守らなけ

ればいけないというふうに思って殴ろうとした。そういう体験ですね。これは薬を止めた自分

自身が悪いので。紐で縛られて結果的には病院に車で、マイカーで両親に連れられて運ば

れて、無事に医療保護入院となりましたけれども。入院に行くまでの過程にそういうことが

ありました。その瞬間での自分の行動というのは、制御できないですからね。理性がぶっ飛

んだ状態になってたんで。それは仕方ないと思いますけれども。原因となった断薬というの

は自分がやったことですから、そこは自分に責任があると、そういう風に思いますね。 
 

 

 

 

 



他にも、
●スイッチを切ってあるテレビから突然
電波が飛び出したので、テレビを倒した
●「殴れ」と聞こえてきたから殴った
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幻聴の指示に従っているなど、暴力には
本人なりの理由がある

病状悪化時の幻覚妄想による暴力とは？
パート３ 病状悪化時

 

 

他にも、 
●スイッチを切ってあるテレビから突然電波が飛び出したので、テレビを倒した 
●「殴れ」と聞こえてきたから殴った 
幻聴の指示に従っているなど、暴力には本人なりの理由があります。 
 
 

幻覚妄想に左右された暴力
状況をよく理解できていない
結果の行為としては暴力
その本質は混乱からくる

幻覚妄想が活発な状態での暴力は10％以下*という報告あり。
服薬をしても「どうしても幻聴の世界に巻き込まれる」
と幻聴に苦しんでいる当事者もいる

暴発

*モナハン他著，安藤他訳：暴力のリスクアセスメント－精神障害と暴力に関するマッカーサー研究から．星和書店,2011 4

病状悪化時の幻覚妄想による暴力とは？
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病状悪化時に出る暴力は、本人もよく状況を理解できていない状態でおきています。 
行為としては暴力ですが、その本質は混乱からくる「暴発」と言えるでしょう。 
服薬を自己判断で中止した場合に現れやすくなります。 
 



●予防が大事
●病気の認識
医師から病名や病気の説明を受ける

●薬の飲み続けることを支援
服薬カレンダーなど

●孤立しない
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病状悪化時の幻覚妄想による暴力への対処
パート３ 病状悪化時

 

 

まず予防が大切です。 
薬を自分の判断で飲まなかったり、減らしたりすることで、幻覚妄想がでてくる場合は、病

気を理解し、薬を飲む必要性を納得できるようになることが大切です。 
薬を飲み続けることは簡単なことではないので、飲む工夫をすることも有効でしょう。 
また、薬を飲んでいても幻覚妄想が消えない方もいます。孤立せず、気持ちが安定してい

ると幻覚妄想が少なくなったという方もいます。 
 

 

  



堀合悠一郎さん

統合失調症を発症して、
ひきこもっている時期、
母の言動ひとつひとつ
が気に障り、怒りに
なった。 6

認知の歪みがひどくなり、親子関係が悪化
パート３ 病状悪化時

 

 

また、病状悪化時は、認知機能障害からコミュニケーションがうまくいかずに暴力につなが

ることもあります。経験した当事者の方の話を聴いてみましょう。 
 
統合失調症の認知機能障害なんですが、僕は病状がよくない時に家にいて母親から言わ

れる些細なことをどうもうまく意味とかとれなくて、変に勘違いして受け取ってしまったりして、

母親からしてみたらどうしてこんなことに対して怒るのかなというふうに言われたりしたこと

があります。具体的には、僕はあまり洗濯しなくても服を何日も着ていたりとか平気なんで

すけれども、その服をそろそろ選択したらいいんじゃないかと言われたときに、「そんなこと

まで僕のことコントロールするの」というふうにとってしまって。このことは自覚は結構ありま

す。病状がよくなるにつれてだんだんと。最初は、何が自分の取り方がおかしい、具体的に

何がおかしいかわかんないというレベルから、段々とこういうところがおかしいというふうに

はっきりとしてきて、それに対してどうしたらよいのか、どのように受け取って返したらうまく

人間関係、母親との関係がいくのかとか、わかってくるんですけれども。ただ、これ最初わ

かってきた段階では、僕の場合ですが、わかっているのですが、認知のゆがんだ反応がで

てしまうというのが続きました。これは結構つらいですね。わかっているのにやめられないと

いうところで、自分の下手な、歪んだ返しに対して、母親から更にかえってきて辛い思いを

するというのと、それに加えて、こうすればいいとわかっているのにできないという、二重の

つらさがあります。そこもわかってもらいたいなというふうに、家族からわかってもらえたら少

し統合失調症の、僕と同じような悩みを持っている人の助けになるのではないかなと思いま

す。 
 

 

  



認知の歪みがひどくなり、親子関係が悪化

調子が悪ければ悪いほど、周りの
相手が悪いと思ってしまう。

うちの息子は、理屈抜きに、
すごい怒りに駆られて、
暴力も何回もあり、
とても憎まれました。
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パート３ 病状悪化時

 

他のご家庭でも、「うちの息子は、理屈抜きに、すごい怒りに駆られて、暴力も何回もあり、

とても憎まれました」という方がいました。 
当事者からすると、それは、「調子が悪ければ悪いほど、周りの、相手が悪いっていうふう

に思ってしまう。僕が自分の体験で考えていくと、パターンとしてある」そうです。 
 
 

親を責めたり、辛い話を延々とされたら
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パート３ 病状悪化時

●間違っていても、「ああ、そう」と
まずは聞いてほしい。

●「そんなに辛かったの？」と共感して
ほしい。そうすると、次に話しやすい。

●こんなに辛くなるまで気づいてあげられ
なくてごめんね、と言ってもいい。
●明日ゆっくり話すね。

 

親は、当事者から辛い時のことで責められたり、辛いときの話を延々とされることということ

があると思います。 
どう対応してほしいかを当事者にきくと、 
●間違っていても、「ああ、そう」と 
 まずは聞いてほしい。 
●「そんなに辛かったの」と共感してほしい。そうすると、次に話しやすい。 
●こんなに辛くなるまで気づいてあげられ なくてごめんね、と言ってもいい。 
●長くなって疲れたら、明日ゆっくり話すね、などとと切り上げてもいい。と言います。 



肯定も否定もせず聞いてほしい

調子が悪い時に周りのせいにしたら、
「いろんな考えがあるね」など受け
流して否定も肯定もしないで。
間違った自分の考えを否定や肯定を
されるとそれにしがみついてしまう。
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パート３ 病状悪化時

 

 

また、調子が悪い時に周りのせいにしたら、「いろんな考えがあるね」など受け流して否定も

肯定もしないでほしいと言う方もいます。間違った自分の考えを否定や肯定をされるとそれ

にしがみついてしまうそうです。 
 
 
 

病状悪化時の暴発にどう対応すればよいか？

逃げて！
親を傷つけたくてして
いるのではない
親が傷ついたら、後で
自分を責める

10

パート３ 病状悪化時

まず安全を確保しましょう
 

 

では、病状悪化時の暴発にどう対応すればよいのでしょうか？ 
 
当事者は、「逃げて！親を傷つけたくてしているのではない。 
親が傷ついたら、後で自分を責めてしまう」と言います。 
まずは安全を確保しましょう 



なぜ暴力を受けない方がよいのか？

暴力を親にふるった後、
顔を腫らした親の映像が
脳裏に焼き付き、
PTSDのようにフラッシュ
バックする当事者がいる

パート３ 病状悪化時

 

 

 
暴力は受けた人だけでなく、振るった人もPTSD（心的外傷後ストレス障害）になり得ます。 
親の傷を負った顔が脳裏に焼き付いているという当事者もいます。 
 
 

暴発への対応：まず逃げる
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待ち合わせして
一緒に戻る

あなたのことは大切だけど、
暴力には耐えられない。
落ち着くまで離れるよ！

パート３ 病状悪化時

落ち着くまで離れ
ることにした

 

 

暴力がおきたらまず逃げましょう。 
外に出てから、「落ち着くまで離れることにした」とメッセージを入れたりして、見捨てたわけ

ではないことを伝えるようにする方もいます。 
家に戻るときは、他の家族と待ち合わせして一緒に帰るなどの工夫をしている人もいます。 
落ち着いたときに、本人にも「あなたのことは大切だけど、暴力には耐えられない。落ち着く

まで離れるよ！」と、次に暴力があったら逃げるということを伝えておくとよいでしょう。 



暴発への対応：刺激しない
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逃げられないときは、
視界から外れて刺激を

避ける

毛布など

あれこれ言わず
しばらく

そっとしておく

パート３ 病状悪化時

 

 

刺激しないことも大切です。 
「あれこれ言わずにしばらくそっとしておく」という方法、 
また、家から離れることができない場合は、刺激を避けるために視界から外れるように、布

団に隠れるなどの方法を取る人もいます。 
 

 

暴発への対応：気づかせる
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えっ、痛いの？痛い！痛い！
と大げさに言う

パート３ 病状悪化時

 

 

暴力をふるっている人に気づいてもらうことも大切です。 
暴力をうけている時に、わざと「痛い、痛い」と大げさに言うようにしている人もいます。 
そうすると、ふるっている本人は「えっ、痛いの？」と気づく場合があります。 
 



暴発への対応：気づかせる
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えっ、痛いの？ 私は暴力を
受けて痛
かった

パート３ 病状悪化時

 

 

また落ち着いたときに、「私は暴力を受けて痛かった」と伝える人もいます。 
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近くにいる家族や
支援者に連絡して
来てもらう

暴発への対応：助けを呼ぶ
警察が来て、はっとした。

自分の人生が
ダメになると思った

パート３ 病状悪化時

 

 

暴力が激しいときは、助けを呼びましょう。 
近くにいる家族や支援者に連絡してきてもらったり、 
警察が来て、はっとした、自分の人生がダメになると思った、と気づく人もいます。 
 
 
 



強制的に医療につなげて更に暴力が悪化
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小山美枝子さん

強制的な入院を
繰り返す

パート３ 病状悪化時

 

 

子どもの病状悪化時に親が悩むことに、どうすれば医療につなげられるかということがあり

ます。小山さんのお話を聴いてみましょう。 
--- 
一番はじめは暴力が始まったんですけれども、６年７年の長い間に、私自体が相当疲弊し

て、平静さを全く失っていた時期だったんだなという風に思います。 
やっとの思いで20歳のときに、病院につなげるわけですけれども、つなげ方がとても強引で、

民間の移送業者に頼んで拉致状態のようにして病院につなげるわけです。そうしますと、今

までの暴力と違って、今度は病院に強引につなげた母親ということで、憎しみがもっと増す

わけですね。そこから今度は精神病院につなげた憎い母親ということで、暴力がまた違った

意味で、強硬になりました。 
 

 

  



精神医療や地域支援の至らなさから家族への暴力へ

入院中心の精神医療
強制入院、隔離拘束

地域での訪問、危機
介入サービスの不足

医療不信

家族関係
悪化

当事者
心の傷

家族への暴力

18蔭山正子：精神障がい者の家族への暴力というSOS，明石書店,2016.
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家族への暴力は、サービスの仕組みや不足と関係していると考えられます。 
地域での訪問や危機介入のサービスの不足しており、 
そのため、病状がかなり悪くなってから無理な入院になりやすいため、強制入院が治療の

スタートになることが少なくありません。 
強制入院になり、隔離拘束されると 
当事者の心に深い傷を負わせてしまいます 
当事者は、医療不信になり、「なんで入院させたんだ」と家族関係が悪化します 
そして、医療中断や家族関係の悪化から、次の家族への暴力がおきる 
また入院する 
という悪循環が起きていると考えられます。 
家庭の中で起きる暴力は、支援やサービスの至らなさから起きている側面があるでしょう。 
 
 

 

  



無理に医療につなげること

19

無理やり病院に連れていかれると、どうし
て病院に入れられたかわからない。だから、
親を恨むことになるかもしれない。
しかし、仕方がない状態もある。

入院が必要かどうかを判断するのは医師な
ので、医師から当事者が納得のいくように、
伝えることが重要。

パート３ 病状悪化時

 

当事者からすると、「無理やり病院に連れていかれると、どうして病院に入れられたかわか

らないので、親を恨むことになるかもしれません。」と言う人もいます。ただ、本人が医療を

拒否していても、自分で判断できない状態でどうしても医療が必要な場合は入院も仕方が

ないでしょう。 
入院が必要かどうかを判断するのは医師なので、医師から当事者が納得のいくように、伝

えることが重要でしょう。 
 

恨まれた時、どう対処したらよいか？

あなたが心配だったの。
あなたの病状が悪い姿を見ているのが
辛かったの。良くなってほしかったの。
お母さん一人じゃ、どうしようもなかった。
お母さんだって無我夢中だったの。
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正しいか正しくないではなく、
親の弱みも見せる

パート３ 病状悪化時

 

当事者から恨まれた時、親はどう対処すればよいのでしょうか。 
 
ある母親は、「あなたが心配だったの。あなたの病状が悪い姿を見ているのが 
辛かったの。良くなってほしかったの。お母さん一人じゃ、どうしようもなかった。お母さんだ

って無我夢中だったの。」と繰り返し言ってきました。最近、病気を認めてやっと恨み言を言

わなくなったそうです。「正しい、正しくない」ではなく、親も悩んでいたと、弱みを見せてほし

かったと言う当事者もいます。 



どうすれば医療につなげられるのか？
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堀合悠一郎さん

父親の言葉が心にしみ
て、しばらくして医療
につながろうと思えた

パート３ 病状悪化時

 

 

どのようにして医療につながったのか、当事者の体験を聞いてみましょう。 
 
統合失調症の症状がでてから医療につながるまで、時間がかかっていて、半年はかかって

います。その間、自分でもつらくて、両親や弟にも相当心配をかけています。具体的には昼

夜逆転の生活して、昼間ずっと寝ていて、夜、突然起きだして、当時兵庫に住んでいたんで

すけれど、電車に乗って京都に行って、京都のまちを地図もないし、土地勘もないのにひた

すら歩き回って、終電で帰ってきたりとか、そういうことを、ちょっと大変なんじゃないのとい

うことだったんですが、そういう中であるときテーブルの上にケチャップで、英語の、自分で

はすごい的を得ているというようなメッセージを父に向けて書いて、父が帰ってくると、これ

を見てくれという感じだったりとか、いろいろあったんですね。そういう僕の大変な症状とか

いろいろ、当然僕自身も悩んでいて辛かったです。ある時父が、僕が辛そうにしているのを

見て、こういってくれました。「おまえの辛さは半分くらいわかるよ」。僕はそのときはどういう

風にとっていいかわからなかったんだけれども、なぜか受け入れられたように思って嬉しか

ったんですけれども、あとから考えてみると、半分わかるよっていうのは、ある意味両親が

いて、母と父のパートナーシップで僕と弟を育てるという父の責任は半分引き受けると、お

前は俺の息子なんだから辛い時は俺に言ってくれたらいいんだということと、あとは、父か

ら半分の遺伝子を受け継いでいるから、僕の辛さも父から受け継いだ遺伝子が関係してい

るかもしれないから、遺伝子の半分はわかるよという、そういう言い方だったと思います。そ

ういったこともあって自分の辛さをなんとかするのに、医療にかかるのも一つの手段なのか

なと思うことができました。 
 

 

  



 

パート1
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家族への暴力に関する研究
パート2 疾患と治療
パート3 病状悪化時
パート4 平常時
パート5 解決策とリカバリー

パート6 親と子のメッセージ
パート7 相談窓口

振り返りタイム

振り返りタイム

パート3が終わりました。次はパート4です。

 

 

パート３が終わりました。次はパート４です。 
 

 

 


