
●親子密着の体験
藤井哲也さん（当事者）
阿部憲一郎さん（当事者）

●家族の対処
倉澤政江さん（親）

1©2019蔭山正子 all rights reserved. すべての無断転載を禁じます

相互理解学習プログラム【そうかい】
おさらい版動画③ 親子密着

歌 紀野はりを

 

おさらい版動画３本目のテーマは、「親子密着」です。詳しい説明は、本編をご覧ください。

ここでは体験談を中心に聴いていただきます。 
親子密着の体験について、 藤井哲也さん（当事者）、阿部憲一郎さん（当事者） 
家族の対処について、倉澤政江さん（親）が話してくれます。 

 

孤立家庭の増加

訪問診療など
訪問によるサービスが不足

偏見
家族に依存

 
親子密着になりやすい、孤立家庭は、社会や仕組みからもたらされている側面がありま

す。 
日本の精神保健医療福祉の特徴を３つあげます 
 
1つは、入院中心できた長い歴史から、訪問診療など訪問によるサービスが不足していま

す。 
２つ目に、家族に依存した施策があります。 
３つ目に、偏見の強いことがあります。そして、相談できず息をひそめて生活していると、 
結果的に、孤立家庭が増加してしまいます。 



子親

環境
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不安や甘え

病気の子どもが心配

親子密着になりやすい

やめられなくなる依存症の側面

病気のため
陥りやすい

 

 

ただし、病気のある子どもとその親では、 
親は病気の子どもを当然心配します 
子どもは不安があり、親に甘えがちです 
そのため、親子密着になりやすい側面があります。 
 
 

親子の関係性悪化が強化する要因

子親 親

環境
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親子密着

社会から孤立
他の情報が
入らない

悪循環
固着

 

 

親子が密着すると、社会からの孤立が進み、他からの情報も入りづらくなり、より一層親子

が密着していきます。このような悪循環によって関係性が固着していくと考えられます。 
 
 

 



やめられなくなる依存症の側面
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●母親は受け入れてくれる存在
次第に親との依存関係で暴力を止められなくなる

●致命的にならない程度に計算して暴力

環境

暴力には、一瞬で気分を変えられる魔力がある
「スカッとした」「毒が出た」

パート５ 解決策とリカバリー

 

 

暴力には、一瞬で気分を変えられる魔力があります 
 「スカッとした」「毒が出た」などと表現しています。 
 
「母親は受け入れてくれる存在、親との依存関係で暴力が止まらない」 
「親には当たりやすい、親には致命的にならない程度に計算して暴力をしている」 
 
というように、親子密着の関係の中で、依存関係に陥り、暴力がエスカレートする危険性も

あります。 
 
 

 

  



解決策：親と子が別に暮らす
• ひとり暮らしをすると責任がでる、成長する
親と子は別の人生
親と子は別のレールがある、親は子とは別に幸せに
親と離れて成長する
生きていくことの責任を知る

• 親は子をなかなか手放せない
親がいなくなれば暮らせる
同居しているのが楽
本気で出ていくように親が子に言えない
爆発をきっかけに別居を提案する、チャンス
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パート５ 解決策とリカバリー

 

 

親子密着がなかなか崩れないときは、親と子が別にくらす、当事者が一人暮らしをすること

が有効な場合が多いです。 
 
当事者は、ひとり暮らしをすると責任がでるし、成長すると言います。 
 親と子は別の人生で、 
 親と子は別のレールがある、親は子とは別に幸せになるのがいい、 
 親と離れて成長した、 
 生きていくことの責任を知った、と言います。 
 
親は、障がいをもった子を心配して、なかなか手放すことができません。 
親がいなくなれば、子どもは自分で暮らせるだろうと薄々わかっていても、 
長年の生活を変えることには勇気が必要であり、同居している方が楽です。 
本気で出ていくように子どもに言えない人も多いでしょう。 
爆発した時、それをきっかけに別居を提案したという親もいます。爆発したときは、親子関

係を見直すチャンスでもあります。 
 
 

 

  



親と離れてリカバリーへ
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親と離れたことが転機となった、お二人のリカバリーストーリーを聴いてください。 
 
 
 

親と離れた

藤井哲也さん
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まず、藤井哲也さんです 
 
みなさん、こんにちは。YPS横浜ピアスタッフ協会、精神疾患・精神障がい当事者の藤井哲

也と申します。どうぞよろしくお願い致します。 
さて、今回皆さんに大変恐縮ながら、私の病気発症から今の今までのリカバリーに至った

自分を振り返りながら、暴力という手段を行使するに至った理由とそこから始まった家庭内

暴力の連鎖とその悪夢からの脱却までを現在の私の病状寛解状態の中、私なりに自己診

断してみようと思い、この場を借りてお話をさせていただきます。 
まず病気発症当時、精神的疲労感から登校拒否、行く先にあったのがひきこもるという現

実社会からの逃避行動でした。そして、近所が寝静まったある真夜中に悪夢の連鎖劇がス

タートしたのです。自宅でささいなことで母と口論になり、その憤怒を晴らすべく、私は窓を



開けて大声を張り上げたのです。そして、その次に母が「哲也、そんな大声をあげたら、お

母さんもおまえもこの家にいられなくなるよ」と言われ、その言葉に対する私のとっさの行動

が暴力という手段でした。その時、私としてはまず世間体よりも私を優先して、私に少なか

らぬ同情の言葉が欲しかった。例えば、「朝までおまえの気持ちが晴れるまで大声を出しな

さい。だけど、そのかわり、朝が来たらここを出て行かなければならないよ」という言葉が欲

しかった。つまりは、親への甘えなんですね。それをお互い理解できなかった親子。健常の

親と精神疾患の息子のギャップだったのだと思います。そして、今までためにためてきた、

怒りの全てを私の力こぶしが母の顔面へとぶちこまれました。それが私の家庭内暴力のス

タートでした。ちなみに、その後、母は鼻血を出し、私に対して「そのうち哲也に殺される」と

ショッキングな言葉が返ってきました。その時私が思ったことは、親への執拗な殺意でした。

そして、都度都度、自分のモヤモヤ感を晴らすターゲットが母への暴行による、ストレス発

散による、ひきこもり行動以上の私の現実社会からの逃避行動に次ぐ、新しい解決策だっ

たのです。 
さて、それではどういう手段によって家庭内暴力が解消してきたのでしょうか。 
時は熟せり。その日は訪れたのです。その日を境に今の今まで一度も母への暴力はありま

せん。その転機は、私が親元を離れ、独り立ちした時です。両親が親心ながらも、私の独立

に不安を感じつつ、私を無理やり突き放したことが今の私の精神疾患・精神障がいを乗り

越えてきた、私なりのリカバリーです。そして、今は一般企業で勤務のかたわら、ピアサポ

ーターとして精神保健福祉啓発活動に毎日毎夜、精を出しています。 
私の父は３０年ほど前に他界。母は現在、８０代半ば。私とは別のところで余生を送ってい

ます。月に一度ほど顔を見せに行きますが、今は、あの当時の話などまったくなく、今思え

ば、昔あんな珍事があったんだなと、ふと笑いたくなるような気もしてきます。 
最後にひとこと。わたくしごとですが、先日ある私の旧友と一杯飲む機会があり、帰り際、そ

の相棒が私に質問を投げかけてきました。「藤井、おまえ、自分が病気を抱えたこと、今どう

思っている？要するに健常で生きるか、精神疾患・精神障がいで生きるか、どっちが良かっ

た？精神障がい者になったことを悔やんでいないか？」と問いかけてきたのです。さて、皆

さん、私はどう返答したと思いますか。答えは一つです。少なくてもこの答は、私の心の中

の真実です。答えは、精神疾患・精神障がいを抱えたことが私の人生最大最良の幸福であ

ります。そして、私を産んでくれた両親に感謝の気持ちを表したいです。父さん、母さん、あ

りがとう。また、ただいまこの場をこのようなつたないスピーチを披露させていただいている

今が私の人生の幸せのマックスです。そして、その実感を通して、生きながらえている自分

という存在こそが私の人生の最高のリカバリーです。ご清聴ありがとうございました。 
 
 
 

 

  



親と離れた

阿部憲一郎さん
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阿部憲一郎さんです。 
 
リカバリーについて僕の回答は自分らしく生きるです。僕は、若い頃、他の人と違ってはい

けない、他の健常者の友達と同じように働いて生きねばと、自分に無理をさせてきました。

その結果、病状を悪化させてしまいました。また、僕は僕の病気を完治しないものと思って

います。ならば、障がいを引きずって生きていくしかない。まずは、自分の病気を受け入れ

ることからだと思います。 
 僕の個人的な考え方ですが、健常者も含めて完全に立方体の人間なんていないと思うの

です。凹んでいる部分もあれば、出っ張っている部分もあって、それでひとりの人間だと思う

のです。僕は、障がいを持っている分、人の前で話すことや歌ったりすることが得意なので

す。他にも絵を描くことが得意だったり、文章を書くことが得意だったり、細かい作業が得意

だったり、たくさんの才能を持っている人がたくさんいます。ただ、それで食べていけるかと

言うと、話が違ってきてしまいます。でも、障がい者であっても自分らしくいきるのはできる

のではないでしょうか。働くことができず、生活保護や障害年金を受けてでも、堂々と自分ら

しく生きる。そんな生き方だって僕は素敵な人生だと思うのです。 
 僕には健常者の友人がいます。僕はどうしようもなく、自分をコントロールできなくて暴れ

てしまう時があります。そんな時、友達に苦しい、死にたいとメールします。そうすると友達

から励ましや癒しのメールが返ってきます。そういう友達の存在は生きていく上で必要だと

思います。そういう意味では僕はとても恵まれているなと思うのです。頼れる友や恋人をつ

くる。これも上手に病気と付き合い、自分らしく生きていく上で必要だと思います。ただ、そ

のためには自分が何か魅力的である部分も必要だと思うのです。人への、社会への、また

は、自分自身への恨み、妬み、怒りなどのエネルギーは、自分を正しい方向へと導いてくれ

ないと思うのです。喜びや感謝、時には笑う、といったエネルギーのほうが人に魅力的に映

り、人が自分の周りに集まってきて、幸せな人生を送れると僕は思っています。そして、魅

力的であることが自分らしく生きることにつながると思うのです。 
 家族に望む接し方は、特に人それぞれだと思うので、あくまで僕の個人的な意見ですが、



僕は干渉しないで欲しかったというのが本音です。僕の両親はもう二人とも他界しています

が、僕はもっと早い段階から一人暮らしをすべきだったと反省しています。つまりは、両親

の呪縛から逃げたかったのです。それでもできなかったのは、家の諸事情があったからな

のですが、その理由はここでは割愛します。僕の病気の発症の原因の一つが、母親の過

干渉です。僕の生き方から、働く会社、着る洋服、聴く音楽、髪型まで注意が及びました。

僕は自由を渇望していたのです。ただ、今は自由を得た分、自分のすべてにおいて、自分

が自分の行動や言動に責任を負っているわけですが、ちょっと話は変わりますが、テレビ

のコメンテーターが一時間子どもを叱る親はいても、一時間子どもを褒める親はいないと話

していました。親子は関係が近すぎるから、声が届きにくい。皆さんも感じているのではな

いでしょうか。当事者が信頼する第三者に入っていただければ、良いと思うのですけれどな

かなかそういう機会って難しいですよね。訪問看護師さんや傾聴ボランティアさんが入って、

うまくいったという話は聞いたことがあります。僕の知り合いの当事者にいつまで経っても親

離れできない当事者に愛想をつかし、親の方が家を出て行ってしまったというケースがあり

ます。最初は「もう駄目だ」「親にも見捨てられた、死ぬ」って言ってたんですけれど、そこか

ら自分を取り戻し、一人暮らしをしている人がいます。だからと言って、干渉せず放り出せと

言っているつもりはありませんが、あまり干渉しすぎることはよくない結果になりがちだと思

うのです。過度にお子さんに期待したり、突然世間に放り出したりしないでください。そして、

少しでもよいので褒めてあげてください。 
 
 

当事者
の病状

当事者
の辛さ
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親の
精神的
不安定

親への
反発心

なぜ暴力は無くなったのか

治療により
病状が改善

完璧でない
親を受容
感謝へ

他者との関わり
が増え視野が広
がる。過去の捉
えなおし

希望の再発見

家族会に
つながり、
元気に

 

 

お二人のリカバリーストーリーはいかがでしたか。お二人とも親に反発心がありましたが、

自分の現状を受け入れられないとき、特に親に当たってしまうということもあると思います。

親への反発心は、親も完璧ではないことを受容することで、次第に、感謝の気持ちへと変

わっていっていました。 
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家族の対処

倉澤政江さん

 

 

家族の対処について、倉澤政江さんです。 
 
子どもが１４歳で病気になった時、親として責任を感じて、私がなんとかしなくては、子ども

の病気を治さなくちゃ、という思いにとらわれました。私がなんとかしようと頑張れば頑張る

ほど、うまくいかず、子どもとの関係も悪くなりました。今思うと、私自身が子どもの回復を焦

るあまりに息子を追い詰めていたんだと思っています。 
 いろいろ悩む中で、病気の当事者は私ではない、親は子どもの病気に対して無力なんだ

と気づきました。病気のことは本人に任せよう、本人が持っている力を信じよう、と思った時、

私にかけた呪いが解けたのか、肩の力が抜け、楽になっていきました。すると、それまでひ

きこもりがちの子ともがだんだん外に向かうようになっていきました。症状に隠れてわかりに

くいけれども、病気でも自分なりの人生を歩む力をもっているのだとわかりました。家族が

抱え込むと親子ともども苦しくなります。家族は同じ悩みをもつ仲間と出会い、語り合うこと

です。わたしはたくさん話を聴いてもらい、元気を取り戻しました。そして、支援者に助けて

もらうことも大切だと今までの経験の中で学びました。今は長いトンネルの中にいるようだと

思っていても、必ず出口はあります。家族がご自身の健康を保ち、自分の人生を大切にし

てください。 
 
 

 

  



きいてよ
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紀野はりを

 
 
 
次は、紀野はりをさんの「きいてよ」 
 
【１番】 
精神病を語るときに何だか戸惑ってしまうよね 
何をするかもわからない 
人を害すかもわからない 
そう思っている人は多い 
本当に本当に知ってますか 
誰もがなり得る心だと 
坂道重いおもり持ち 
登らざるをえぬ哀しみを 
同じ命ならわかってよ 
わがままなんじゃない 苦しんだ 
怠けてるんじゃない 動けない 
憎んでるんじゃない 不安だよ 
やりきれないのは 人一倍 
信じて欲しい 僕らにも天使が住んでいること 
 
【２番】 
昔のことに苦しんだり 身動きとれない今が辛い 
それよりなにより辛いのは 
明日の明かりが見えないよ 
僕らを崖から落とすなよ 
頭のことか、心なのか、ことばは絶対決めれない 
一言言わせてくれるかい 
病気で決めつけないでくれ 



ひとりひとりの命を見て 
たるんでるんじゃない いっぱいなんだ 
冷たいんじゃない 寒いんだ 
わからないんじゃない 時が欲しい 
死んでるんじゃない 生きてるんだ 
僕はあなたで あなたは僕 
信じて欲しい 僕らにも天使が住んでいること 
 
【３番】 
人間だから罪も犯す その上思いきり下手くそに 
求めているのは 大空と 
泉のような温かさ 
僕らは絶対零度だよ 
心を素直に伝えられず 己を裏切って騙してた 
誰にもうちあけられなくて 
何にも信じられなくなる 
歯車ボロボロ崩れてく 
消えてるんじゃない 火はあるよ 
失ったんじゃない 忘れてる 
愛せないんじゃない 探してる 
やめたんじゃない 人間だ 
傍にいるだけでわかるはず 
信じて欲しい 僕らにも 
天使がすんでること 
信じて欲しい 僕らにも 
天使がすんでること 
 
 

 

  



おしまい
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