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おさらい版動画２本目のテーマは、「爆発」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。 
認知機能障害について、 堀合悠一郎さん（当事者） 
爆発の体験について、 相沢隆司さん（当事者）、 堀合悠一郎さん（当事者）、荒木雅也さ

ん（当事者） 
爆発への対処について、白内美和子さん（親）が話してくれます。 
 

統合失調症の症状とは？
陽性症状 幻覚妄想、誰かに支配されている など
陰性症状
・やる気がでない ・感情が感じられない
・人と関わりたくない ・会話が少ない
認知機能障害
・覚えられない ・考えがまとまらない
・思ったように話せない
・認知の歪み
極端に他人のせいにする
他人が自分と違う信念をもつことを理解できない
少ない情報で確信をもつ など

参考：池淵恵美他：精神神経学雑誌，2012
日本神経精神薬理学会：統合失調症薬物治療ガイドー患者さん・ご家族・支援者のために, 2018

約半数の方にみられます
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統合失調症では、認知機能障害が約半数の方にみられると言われています。覚えられな

い ・考えがまとまらない・思ったように話せない 、極端に他人のせいにする・他人が自分

と違う信念をもつことを理解できない・少ない情報で確信をもつ などで、コミュニケーション

や仕事に支障をきたしやすいと言われています。 



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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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。 
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認知機能障害

堀合悠一郎さん

 

 

認知機能障害の体験について堀合悠一郎さんが語ってくれました。 
--- 
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、そのこともどうかなと思うかもしれないんですけれども、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、本当は僕は清潔な服を着ることによって健康な生活を、それに清

潔な服を着ていたほうが外出もできるだろうと、そういうことを気遣ってくれているんだけど、

どうもそうとれない。変に歪んで取ってしまうということがありました。そ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レベルから、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、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、認知のゆがむ反応がでてしまう。これは

結構つらいです。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、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した。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。 
 

 

  



子の認識 親の認識

病院につな
がって薬も飲
んでいるのに、
暴れる！理由
がわからない。

突然ではない。
我慢している。

平常時に突然暴れるのはなぜ？
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親子の認識のずれ

 

 

平常時に突然暴れることについて 
 
親は、「病院につながって薬も飲んでいるのに、暴れる！理由がわからない。」と思っていま

すが、 
子どもからすると、「突然ではない。我慢している。」といいます。 
このことからも、親子の間にいつの間にか認識のずれが生じていることがわかります。 
 
 

うっ憤

突然暴れているわけではなかった
暴力の正体は、爆発 だった
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突然暴れているわけではなかったのです。そのため、暴力の正体は、爆発 と捉えることが

できます。 
子は、我慢して、マグマが溜まって、あるきっかけで噴火していたというわけです。 



爆発

相沢隆司さん（仮名）
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では、相沢隆司さんに爆発の経験を語ってもらいます。 
--- 
なんで僕が暴れてしまったかというと、実は毎日毎日嫌なことが重なって本当に頭にきて。

だけど、自分の心の中で整理がつきませんでした。それで暴れてしまいました。お父さん、

お母さんにとっては突然な事だったと思います。だけど僕にとっては日々辛い思いをして、

それがとうとう爆発してしまったのです。 
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爆発からの
リカバリー

堀合悠一郎さん

 

 

堀合悠一郎さんの爆発の経験とリカバリーストーリーです 
 
こんにちは。堀合悠一郎といいます。僕の病気の体験とリカバリーストーリーをお話しした

いと思います。 
１０代のどこかの時点で、統合失調症を患った僕は、治療を始めるまでに少なくとも半年以

上の時間がかかり、回復はゆっくりでした。治療を始めた前後、１８歳１９歳のころは、病気

の症状が一番辛かった時期です。進学を諦めて治療に専念しなければならない自分を呪



い、自分に対して感じる不甲斐なさからくる怒りが両親にも向かいました。家具を壊したり、

家の壁に穴を開けたことも一度となくあります。やった後で後悔することはわかっているつも

りでも、怒りからくるエネルギーが爆発するかのような、一時の衝動を抑えきれない、そんな

ことが続きました。 
僕の暴力に辛そうにしている両親。それを見て、自分のしたことを後悔している自分。そん

な光景が繰り返され、僕は自問します。この衝動はどこからくるのか。一つ思い浮かんだ答

えがありました。僕は苦しむべきだという自分の意識です。僕は親に守られて、のうのうと人

生を生きてきた、もっと世界に溢れている苦しみを知らなくてはいけない。この世界を知るこ

とへの欲求が苦しみを渇望する想いにつながったのだと今になって思います。 
ある時、父はそんな僕に対し、「おまえの辛さは半分くらいわかるよ」と言ってくれました。僕

は父から半分の遺伝子を受け継いでいるから、半分なんですね。理系の父らしい言葉でし

た。心にとてもしみました。父は僕にとって最初のピアサポーターだったのかもしれないと思

います。両親に理解されているという意識がかすかに出てくるにしたがい、病状も落ち着き、

苦しみを求める気持ちも少しずつ薄れていきましたが、本当にゆっくりでした。 
その頃の僕の世界がぐっと広がったきっかけのひとつが精神科デイケアの利用を始めたこ

とです。今から１４年前の話でした。そこで僕は高校時代以来の社会生活を体験することに

なります。本当にいろいろな人たちがそのデイケアには通ってきていました。大多数の利用

者は、一日中のんびりしたり、職員に相談を聴いてもらって、まったりと過ごしている。その

一方で、就職活動系や創作活動系のプログラムに本格的に取り組みたければ、職員はとこ

とんサポートしてくれる。そんな個性を尊重した空気がそこにはありました。その場で少しず

つ、楽しみも人生の大切な要素だという考えを受け入れられるようになったのだと思います。

デイケアの先輩はある時、うまい物を腹いっぱい食いたいとか、魅力的な異性を見ると嬉し

いとか、人間として自然な想いや反応を受け入れることも大事だよというようなアドバイスを

くれました。この先輩は他にも、折に触れて有益な助言をくれています。とても感謝していま

す。 
そうして学んだことを家に持ち帰り、自分の行動を見つめなおしてみると、どうでしょうか。苦

しみだけではなく、楽しいことにも目が向いていきます。親のやり方を尊重したり、共通の趣

味や話題をみつけたり、昔の自分にとって想像できなかったほど、楽しむことは簡単で、な

おかつ、得るものは多いということに気づきました。３０歳を過ぎて僕はやっと、あくせくして

がむしゃらに努力するだけが人生じゃない、もっと他の生き方もある、という考えを受け入れ

られたんです。のんびり生きるのもよし、ガツガツするのもよし、そんな多様な生き方を受け

入れる、心の余裕ができました。 
思えばそれは僕の中学生時代以来、発病前の僕に対して親が言ってくれていたことでした。

僕が小さい頃の母の勉強第一主義から考えると、手のひらを返したようで、当時はとても受

け入れられず、裏切られたと感じていました。しかし、あれから２０年経った後に、その言葉

を自分に必要なこととして、受け入れることになりました。あの頃素直に聞き入れていれば、

という思いもありますが、遠回りの末、自分の言葉にして受け入れられたことには意味があ

ると思っています。 
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怒りや爆発
そして
リカバリー

荒木雅也さん

 

荒木雅也さんのリカバリートークです 
 
自分は荒木雅也といいます。２４歳です。私の体験を話そうと思います。 
私は幼少期からお母さんがとても好きな子で、お母さんのことを一番に思って。小学校でお

年玉をもらったんですけれど、１万円の指輪をあげたりして、お母さんが泣いて喜んでくれ

て。そういう時もありました。でも、お母さんとお父さんの仲がかなり悪くなって、離婚みたい

な形にもなっています。あと、小学校でいじめられた経験もあったりして、自分の中で「なん

で俺ばっかりこんな目に合わなきゃいけないんだろう」とか、「なんで自分ばっかりこんなつ

らい目に合わなきゃいけないんだろう」という、そういった感情に支配されていくようになって。

実際に大学時代に、私は１９歳くらいに発病するんですけれども、最初は精神科医に行って、

その時、うつ症状と言われました。うつで薬を飲んでいたんだけど、どんどん怒りの感情。

部屋にひとり。その時、一人暮らしをしていたんですけど、大学にも行けなくて。ひとり暮らし

になると、どんどん自分だけの考えに支配されちゃうようになっちゃって。「俺だけがこんな

苦しまなきゃいけないんだ」という気持ちが、例えば、母との電話とか、父との電話の中で、

かなり爆発して、父のところにも行ったりしてたんですけど、夜中に音がわかる（聞こえる）よ

うに、壁を足で蹴ってですね、発散するように（していました）。でも、身体に直接傷つけない

ように、でも自分の辛い気持ちをわからせるために、そういう行為をしていました。 
そこから入院経験をはさみまして。入院した時にPTSD（心的外傷後ストレス障害）とか診断

されたんですけど、入院中にセルフヘルプ・グループ（自助グループ）で辛い気持ちを思い

っきり吐き出せる場所に出会えて、そこからデイケア、作業所につながって、今は作業所で

も普通に働けるようになるまで回復しました。 
やっぱ人付き合いの中で、かなり人に対して、考えすぎてしまったりとか、こう思われてんじ

ゃないかとか、人の顔色伺う癖とかもでてるんだけど、何か自分のなかで、やっぱ自分はこ

う思っているんだとか、自分はこう感じてるんだよと伝えることが親との関係の中でもできな

かったし、言えなかったし、分かち合うことができなかったなと感じています。それが今も今

後の課題で、親なんてこうだとか、人なんでこうだとか、決めつけないで、ちゃんと自分はこ

う感じているんだと伝えていくことがリカバリーの秘訣だと今は感じています。これで終わり

ます。ありがとうございました。 



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

 

 

親への暴力は、親子の認識のずれを拡大していた要因がよくなるに従い、解決に向かって

いました。 
当事者の病状は、治療により症状が改善に向かい、 
親への反発心は、親も完璧ではないことを受容し、感謝の気持ちへと変わっていきます 
親の精神的な不安定さは、家族会につながることなどで元気を取り戻していきます 
当事者の辛さは、他の人との関わりが増えることで、視野が広がったり、過去を捉え直した

り、人生を挫折したと感じた絶望から、希望を見つけることができるようになっていました 
これらが重なりあって、暴力は消失へと向かっていっていました。 
 

 

  



爆発に向き合って

白内美和子さん
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親は子どもの爆発にどのように対処しているのか、白内さんのお話を聴いてみましょう 
--- 
私の息子は、今37歳なんですけれども、私は埼玉県に住んでいますけれども、息子は東京

の病院の近くでアパートで暮らして、デイケアに通っています。小さい頃から神経質な息子

だったので、気をつかいながら、彼の意思を尊重しながら育ててきたんですけれども、中学

のときにほとんど学校に行かなくなりました。「まあ二十歳までなんとかなればいいじゃない」

ということで「休みなさいよ」と休ませていたんですけれども、ちょっとイライラがあって、物を

壊したりする時期もあったんですけれど、いよいよダメなんでお医者さんに連れて行って、

そうしたら17歳のときに統合失調症という宣告を受けました。とにかくなんとかしなきゃとい

う気持ちが強かったので、できるだけ子どもの気持ちを尊重しながら、つきあってきたわけ

なんですけれども。こんなに一生懸命やってきたのになぜというくらい、突然暴力がでて、

何度も何度も物を壊したり、私に向かうのは最初のときで終わったんですけれども、随分と

暴力が続きました。暴力について前の暴力とどこが違うんだろう、ちょっとここがよくなって

いるね、我慢するようになっているねみたいなことを自分なりに一生懸命観察したり、本人

にも言ったり、そうすると時々暴力して壊した後に後片付けをしたりとか、少しずつ少しずつ

ですけれども、よくはなってきた。でも治まらない。やっぱりすごく怖いんですよね。家族にし

てみれば。寝ているときに下で音がするとまた始まったという怯えみたいなものがあるし、

それから、起きてきて突然というのがすごく多かった。食事の支度をした後テーブルをひっく

り返すみたいなそんなことがあるので、とても怖くておびえながらいたなという感じ。それで

も長いんで、17歳くらいから本格的な暴力がでて、20歳すぎには随分治まってはきたんで

すけれども、神経質さは変わらなくて、パニック症、過呼吸の症状が出て、自分で入院する

と言い出したものですから、それは良かったと思って３年半入院しました。そのあと退院して、

今８年になるんですけれども、もう37ですからね。デイケアに通っています。３年半の入院の

中では結構お友達ができたといいますか。お話はできないけれどとても慕って、友達とお付



き合いができるようになったなという感じが出て。本当に薄い薄い皮をはぎながら、よくなっ

ていっているなと、病気がよくなっているという感じはしないんですが、人とやれるようになっ

てきたかなということを思っています。息子の経過を通して私自身も薄皮をはぐように楽に

なっていったのではないかと思っているんですけれども、とにかく病気とわかったときには、

とてもほっとしました。対処の仕方があるんだねということでほっとしました。家族だけでひと

りではとにかく対処できないんだろうから、家族会に入ろうと思って保健所の紹介ですぐ家

族会に入りました。そのときも暴力のことを言いましたけれども、それ以外あまり家族会で

訴えなかったんですよ。訴えることができなかったと言いますかね。しゃべれなかった。でも、

みなさんのお話をいっぱい聴いて、それがある意味私の訴えの別の形といいますか、代弁

してくださったような感じでしょうか。一生懸命聴いて、「ああ、そうだ。もっと大変な人がいる

んだね」と、少しずつですけれど、暴力は続いていたけれど、おびえも少なくなったし、暴力

も少なくなっていったみたいな、そんな感じで過ごしてきたかなと思っています。結局、「この

ほうがいいよ」とか先回りしていろんなことを言うことも少しずつ減ってきて自分でも良かっ

たと思っているんですけれども。そういうことって結局自分の問題なんですね。自分が不安

だから「こうしたほうがいいんじゃない」「このほうがうまくいくよ」みたいな形で言いたくなっち

ゃう。そういうことに気づけたのも、この一大事と言いますかね、暴力があったからというか、

それを通して少しずつ自分がそういうことが見えてきたのかな、と思っています。と同時に怖

いものですからね。決して悪い言い方をしない。マイナスの言い方をしない。プラスの言い

方をしようと一生懸命工夫するわけですよね。そうすると違う角度から見ることができるとい

う感じは、すごく暴力問題、暴力があっていいとは思いませんけれど、突きつけられた問題

でそういう見方ができるようになったんじゃないかなっていう風に自分なりに思っています。

人に対して、「あの方こうしたほうがいいのに」と思うことが少なくなりましたね。「ああ、それ

もありか」と優しくなって。ずいぶん昔は傲慢だったんだななんて。そんな感じでやってきま

して。家族会の仲間はすごくいいですね。うれしいなって思います。今、息子は危なっかしい

んです、まだ。出そうな感じがあるんですけれども、落ち着いてきて。「私たち苦労したよね」

とよく二人で苦労話をして、「あの時乱暴しっちゃったもんね」みたいな話ができるようになっ

た。これからもあるだろうという覚悟はいつもしているんですけれども、それに向き合えるよ

うにお互いになったなということで、なんとかやっていけると信じています。以上です。 
 

 

  



クラッシャー
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ひさし

 
ひさしさんが太鼓のラップを披露してくれます 「クラッシャー」 
いきなりじゃないんだけど  
突然じゃないんだけど 
親子共々でお怒り爆発だ 
あそこでケンカしてる 太郎とその母は 
外まで怒鳴り声聞こえるよ 
割れる音がした 
あれはきっとテレビだ 
恐ろしい世の中だ 

ピアイデア

13

ひさし

 
ひさしさんが太鼓のラップを披露してくれます 「ピアイデア」 
僕は統合失調症で苦しんでいる身でね 
両親共々大変にまいっています 
家族中の方々も玄界灘じゃなくて限界だな 
そろそろギブアップかなぁ 
ちょっと休憩タイム その辺ルックルック 
ショボンとしてる辛気臭い僕も 
思えばピアピアが居ましたな良かったよ 
そのピアピアたちに頼っても良いんだな 
これで一人でもうまくやっていけそうだぜ 
困ったらピアピアに頼る良い考え 
ピアとナイスアイデアでピアアイデア 
ルンルンルンルンなんちゃってね 



おしまい

14By Hisashi
 

 

 

 

 

 

 

相互理解学習プログラム【そうかい】作成メンバー
研究チーム
・蔭山正子／大阪大学大学院／准教授／保健師（研究責任者）
・横山恵子／埼玉県立大学／教授／精神科看護師
・堀合悠一郎／YPS横浜ピアスタッフ協会／精神障がい当事者
研究協力団体
・YPS横浜ピアスタッフ協会（精神障がい当事者）
・横浜市精神障害者家族連合会（精神障がい当事者の親）
・埼玉県精神障害者家族会連合会（精神障がい当事者の親）

 

 

 

 


