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次は、パート５ 解決策とリカバリーです。 
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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。 



解決策：家庭に風を入れる①
家族が家族会などにつながる
まず親が外とつながる
●親のリカバリーは
子のリカバリーに先立つ

●孤立せず家族会に参加
話せる、泣ける場
内なる偏見が取り除かれる

●家族だけでも相談を続ける 3
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解決策として、大切なことは、家庭に風を入れることです。 
まず親が外とつながるといいでしょう。 
●子は、親が自分のために人生を楽しめていないと申し訳なく感じてしまうため、親がリカ

バリーすることで子もリカバリーに進める、親のリカバリーは子のリカバリーに先立つと言っ

た当事者がいます 
●孤立せず家族会などに参加しましょう。誰にも言えなかったことを話して受け止めてもら

える、思わず泣いてしまう、そのような場につながるだけで家族はしなやかになれると言い

ます。内なる偏見が取り除かれると、他の人に相談する勇気もでてくるでしょう 
●事態はすぐに改善することは難しいと思いますが、あきらめずに、相談を続けていくこと

が大切でしょう。何か変わってくる、動き出すことがあります。 
 

解決策：家庭に風を入れる②
第三者に家庭に入ってもらう

外に出られない状態なら、
訪問看護など、第三者に訪問してもらう
●子の話を聴いてくれる
●子の興味のあることを支援してくれる
●子に会えなくても
家族だけへの訪問も可

●子と親の橋渡しをしてくれる
●主治医に相談を
●２４時間対応の訪問看護ステーション有 4

子親 親

訪問看護など

 

子どもが外に出られない場合は、訪問看護など第三者に家に訪問しもらうとよいでしょう。 
子どもの話を聴いてくれ、興味のあることを支援してくれるでしょう。 
子どもが会いたがらない場合、家族の支援だけで訪問してくれる場合もあります。 
また、子どもからの話と、親からの話を聴き、誤解を解くなど橋渡しをしてくれるでしょう。 
主治医に相談してみてください。 
２４時間対応の訪問看護ステーションもあります。 



解決策：家庭に風を入れる③

ひきこもりへのアプローチ
●自室は聖域、家は安全地帯
●人を求めている
●訪問よりも出かける方がいい場合もある
●ひきこもりの方を対象としたプログラム
など保健所等に問い合わせてみましょう
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しかし、ひきこもっている方にとっては、自分の部屋が聖域、家は安全地帯と言います。 
人を求めている気持ちもあるのですが、第三者に来てもらうより、外でかけて第三者とつな

がる方がいい場合もあります。ひきこもりの方を対象としたプログラムがあるかどうか、保健

所などに訊いてみましょう 
 
 
 
 

 

  



堀合悠一郎さん

対処法：デイケア
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ここで、デイケアにつながった当事者の体験を聴いてみます。 
 
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。 
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。 
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。 
 



解決策：家庭に風を入れる④
子が第三者につながる

家族会などでの口コミ
病名を伝えてくれる医師など
家族も医師まかせにせず、言いましょう
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信頼できる支援者が大切
主治医は恋人探しと同じ、相性が大切

 
子が支援者につながることは大切です。 
また、主治医は恋人探しと同じ、相性が大切と言います。 
 
家族会などで口コミで得た情報も有効でしょう 
病名を伝えてくれる医師、家族の話を聞いてくれる医師、 
入院が必要なときにつないでくれる医師は信頼できる医師かもしれません。 
他の方の経験も聴いてみてはどうでしょうか 
 
そして、ご家族も医師任せにせず、言いたいことを言える、聞きたいことを聞ける関係にな

るといいですね。 

解決策：家庭に風を入れる⑤
子が第三者につながる

デイケア、地域活動支援センターなど
精神障がい当事者が利用できる場の活用
その人なりのタイミングを見つける
相談を続ける、情報を得る、
子への声かけを続けるなどの準備
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デイケア、地域活動支援センターなど 
精神障がい当事者が利用できる場を活用できるとよいでしょう 
 
と言いましても、なかなか支援者につながらない子も多いとお困りの方は多くいます。 
子どもなりのタイミングがあり、そのタイミングを見つけてチャンスを逃さないように支援をし

ているという支援者もいます。ただ、待つのではなく、あきらめず相談したり、情報を得る、

子どもへの声かけを行うなど、畑を耕すように準備をしておくことでチャンスにつながりやす

くなるのではないでしょうか。 



解決策：家庭に風を入れる⑥

•子がピア（仲間）につながる
わかりあえる仲間の存在は大きい
ピアの存在が心の支えになる

•子が他の人とつながる
支援という括りだけではない「つながり」、
社会の中で生きる
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また、仲間とつながることは当事者にとって孤立から解放されるとても重要なことだと言い

ます。 
支援という括りだけではない「つながり」も大切で、社会の中で生きていくことがリカバリーに

つながるでしょう。 
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子は親に話し
てくれない

解決策：溜め込まない、開かれた親子関係

親に言ってほしかったこと
・なんでもいいからとにかく思って
いることを言ってごらん
・自分の趣味のことなどに関心を
もって質問してくれる
子の好きな音楽を聴くなど
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親子の認識のずれが拡大してしまったわけですが、それを解決するためには、日頃から溜

め込まず、開かれた親子関係であると理想的です。そうは言われても、親は、子どもが話を

してくれないので困っている方も多いでしょう。 
 
子としては、 
・なんでもいいからとにかく思っていることを言ってごらん、と言って欲しかった 
・子の好きな音楽を聴くなど、自分の趣味のことなどに関心をもってくれて、質問してもらっ

たら嬉しいと思う、と言います。 
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解決策：溜め込まない、開かれた親子関係
親に言ってほしかったこと
・同じ目線で話してほしい
「お前の考えは？」
「お前はどうしたいんだ？」

親にしてもらって嬉しかったこと
・変化に気づいて心配してくれた
「何かあったのか？」
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 「お前の考えは？」 「お前はどうしたいんだ？」など、同じ目線で話してほしいと言う方も

います。また、「何かあったのか？」など少し体調がわるいときなどに、気づいて心配してく

れたのが嬉しかったという当事者もいます。 
 

 

  



阿部憲一郎さん

対処法：エネルギーの行き場など
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ここで、対処法について当事者の体験を聴いてみます。 
 
僕も昔は暴力的になったこともありました。やり場のないエネルギーを何かにぶつけたくて

仕方ありませんでした。両親に暴力をふるうことはありませんでしたが、それでも物に当たり

散らしたりしました。僕は皆さんに言いたい。エネルギーの行き場所を見つけましょう。僕の

場合は音楽でした。行き場のないエネルギーはギターを弾き鳴らし、また、叫ぶように歌う

ことで発散させました。 
また、僕には二人の友達がいます。どうしようもなく苦しく、辛い時、その友達にメールしたり、

直接会ったりして、今の自分の気持ちを吐き出します。友達はそれを受け止めてくれます。

自分の気持ちを吐き出せるだけでも随分と楽になります。そういった友達の存在はとても重

要だと考えます。 
あと、親子って関係が近すぎるから、いろいろなことが伝わりづらかったりしますよね。みな

さんも感じてらっしゃるのではないでしょうか。訪問看護師さんやボランティアさんなど第三

者が親と子の間に入って、うまくいったという話を聞いたことがあります。ただこの場合、当

事者さんが信頼できる人であるということが必須条件になるかと思います。 
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解決策：溜め込まない、開かれた親子関係

●日頃からストレスを発散させる
スポーツ、音楽、ゲームなど

●それぞれが思いを吐き出す場
親は家族会、子は当事者会など

●適度な距離を保つ
親と顔を合わせない、家以外に居場所

パート５ 解決策とリカバリー

 

 

解決策としては、 
●日頃からストレスを発散させる方法を見つけるとよいそうです。 
スポーツ、音楽、ゲームなどいくつかあるとよいでしょう。 
●親も子も、それぞれが思いを吐き出す場、家族会や当事者会などをみつけたり、 
親とは●同じ家に住んでいてもあまり顔を合わせないようにしたり、居場所をみつけて家に

あまり帰らないようにするなど、適度な距離を保つようにしている当事者もいます。 
 

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

パート５ 解決策とリカバリー

 

 

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。 



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」
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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。 
 
 

 

  



藤井哲也さん

暴力がピタッと
止まった日

暴力が止まらない時の対処法
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ここで、暴力が止まらなかった当事者の話を聴きます。ある日を境に暴力はピタッと止まり

ました。 
--- 
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。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、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。 
 
 
 

 

  



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
同居していると自分がダメになると思った
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 17
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親と子が別にくらす、当事者が一人暮らしをすることも親子関係を変えることに有効です。 
 
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。 
 同居していると自分がダメになると思った 
 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。 
 
色々な事情で別居できない場合は、どこかに通所するなどして親子で煮詰まらないように、

家庭に風を入れて、距離をとるようにするとよいそうです。 
 

 

  



爆発の意味
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●爆発は「生き延び行動」
親に当たることでなんとか生きていける
親のせいにしないと自分を保てない

●爆発は生きる力を失った状態から
生きる力を取り戻していく過程
生きる衝動を確認する
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爆発には、次のような意味もあります。 
 
●爆発は「生き延び行動」でもあります 
 親に当てることでなんとか生きていける、親のせいにしないと自分を保てないから暴力を

向けるという意味もあるようです。 
●また、爆発は生きる力を失った状態から生きる力を取り戻していく過程であり、生きる衝

動を確認する意味もあるようです。 

爆発の意味
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●爆発には行き詰った現状を変える力がある
不安や恐怖の解決としての爆発
いい子の鎧を脱げた

●爆発した過去があるから成長できた
親に当たった埋め合わせは仕事をすること
病気を抱えても生きている
親孝行につながる

いつかリカバリーにつながる日がくる
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●爆発には、行き詰った現状を変える力もあると言います。 
 不安や恐怖の解決としての爆発や、いい子の鎧を脱げた証でもあります。 
 
そして、●爆発した過去があるから、努力して、成長できた、と語る当事者もいます。 
親に当たった埋め合わせは仕事をすること、病気を抱えても生きている、それが親孝行に

つながると考える人もいます。 
今暴力が続いていても、いつかリカバリーにつながる日がくると当事者は言います。 



精神疾患を持つ人のリカバリーとは
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たとえ疾患による限界があっても満足の
いく、希望のある、そして貢献する人生
の生き方であり、精神疾患という衝撃的
な影響を乗り越えて、新しい人生の意味
や目的を見出す、そのプロセス
（アンソニー, 1993）

 

精神疾患を持つ人のリカバリーとは、「たとえ疾患による限界があっても満足のいく、希望

のある、そして貢献する人生の生き方であり、精神疾患という衝撃的な影響を乗り越えて、

新しい人生の意味や目的を見出す、そのプロセス」です。 

リカバリー 当事者編
医療
主治医、薬、
疾患理解

社会参加
デイケア
作業所
仕事

楽しみ
友達
趣味
恋愛

生活・家庭
お金
ひとり暮らし
結婚・家族
子育て・介護
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リカバリーの方法は、人それぞれです。 
 
相性のよい主治医に巡り合ったこと、薬を飲んだこと 
友達ができたこと、 
親と別居したこと、結婚したことなどがあります。 
デイケアや作業所に通ったことがリカバリーのきっかけになることがあります。他の当事者

の方と病気のことが自然に話せたり、他の人を見ることで気づきを得たりすることが大切な

ようです。 
 
自分なりに病気のことを納得したときにリカバリーが始まったという方もいます。 
当事者にリカバリーについて話してもらいます。 



根本俊史さん
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一人目根本俊史さんです。 
 
私には働く能力がないんだということで、生き続けることをみなさんに許してもらうように、い

つも願っていました。２００５年１月にデイケアに通うことになりました。安定していた自分は

将来のこととして結婚したい、子どもを育てたいという思いになりました。最初は障がい者で

お金もなく、どうやって結婚できるのかと考えました。やはり、結婚するにはお金が必要、就

職しなくてはいけないと思いいたりまして、その後就職しました。しかし、なかなか恋愛事情

はうまくいかず日々が経ちました。２０１１年７月に仕事を辞めました。次の目標が小説家と

いうことになったからです。そこで就労の支援をしてくれた人が人を集めてくれて、「めんち

ゃれ」という当事者グループをつくりました。そこは恋愛や結婚を意識した婚活のイベントを

行う当事者活動です。そこで私はある女性と出会い、２０１２年６月に結婚することができま

した。 
 
 

 

  



堀合研二郎さん
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パート５ 解決策とリカバリー

 

 

堀合研二郎さんです。 
 
僕にとってのリカバリーとは10年がかりのものなんですけれども、だからと言ってみなさん

に10年かけて回復しましょうと言う気はないんですけれども、ただ、病気というのは自分自

身のものですから、回復するもしないも本人次第というか、あんまり回復しなきゃって考えな

い方がいいんじゃないかと思っていて、とにかく病気どうこうよりも好きなことをして生きて欲

しいんですね。それが僕がみなさんに言いたいことです。ご家族もそうだし、当事者の方も

そうなんですけれども、折角生まれてきたんだから、好きなことしようよ、それだけですね。 
 

 

  



リカバリー 親編

学習
疾患や対応
を学ぶ

楽しみ
友達
趣味
恋愛

仲間
家族会
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パート５ 解決策とリカバリー

 

親のリカバリーについて２名の方に語ってもらいます。リカバリーストーリーを聞くと、成功

物語のように感じるかもしれませんが、みなさんと同じように絶望を経験されて、今がありま

す。 
 

25

倉澤政江さん

パート５ 解決策とリカバリー

 

倉澤政江さんです。 
 
現在２９歳の息子が１４歳で病気になったときに、親としてとても責任を感じました。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。家族が抱え

込むと親子どもども苦しくなります。家族は同じ悩みを持つ仲間と出会い、語り合うことです。

私はたくさん話を聴いてもらい、楽になり、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。 
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井汲悦子さん

パート５ 解決策とリカバリー

 

 

二人目、井汲悦子さんです。 
 
息子が具合が悪いとわかったときに最初は一人で困りました。仕事を辞めてから家族会に

入りました。家族会には仲間ができました。いろいろなこと何でも話せて大分元気がでまし

た。それから病気のことも色々学びました。だんだん学んでいくうちに自分がしてきた経験

を他の方たちにお話しすると喜んでもらえるということもわかって、ますます元気になってき

ました。そうこうするうちに、だんだん自分の内なる偏見が薄れていくような気がして、心も

身体もふっと軽くなりました。最近では当事者の方たちと多く出会う機会があって、また新た

な考え方、息子に対する見方がもてるようになりました。これからも色々な方面に出て行っ

て、自分で苦しまないように楽しんでいきたいと思っています。 
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家族への暴力に関する研究
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振り返りタイム

パート５が終わりました。次はパート６です。

 

 

パート５が終わりました。次はパート６です。 
 

 


