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おさらい版動画５本目のテーマは、「子のリカバリー」です。 
当事者５名、 
●根本俊史さん（当事者） 
●堀合研二郎さん（当事者） 
●岡崎洋一さん（当事者） 
●山田潤さん（当事者） 
●藤井哲也さん（当事者） 
のリカバリーストーリーと、 
子どものリカバリーを親として支援した経験について 
小山美枝子さんが語ってくれます。 
 
 

 

  



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。 
 
薬を飲んだこと 
病気を受容したこと 
親子関係がよくなった 
離れて暮らした、などがあります 



リカバリー

根本俊史さん
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根本さんのリカバリーストーリーです 
 
みなさん、こんにちは。根本俊史といいます。私は１９７５年の４月に生まれました。１９９３

年の３月に国士舘大学文学部文学科国語国文学専攻を卒業しました。でも、決して頭がい

いという訳ではありません。４１歳のときですが、IQのテストを受けたときに、学習障がいの

傾向があると診断されました。ちなみに数字でいうと、総合のIQが８０で、言語理解が８５、

知覚統合が７８、作動記憶が７２、処理速度が６３と、すべて１００以下で、普通とはあまり言

えないような数字でした。卒業後はフリーターから始まり、サンデーサンというファミリーレス

トランで契約社員、正社員と順調にあがっていきましたが、２００２年９月に解雇になりまし

た。自分では終身雇用がまだある世の中だと考えていたので、自分は社会人を卒業したと

思い込み、その後は家でのんびりしていました。そうしたら、２００４年２月に統合失調症に

かかりました。最初に感じたことは、自分が次は死ぬ番だと思ったことです。時間が流れる

につれ、日々が流れるにつれ、自分はまだ死んでいない、生きていていいんだと感じました。

そのあと、障がいと何だろうと考えた時に、これはセルフ・スティグマだと思うのですが、障

がいとは働かないことの社会の理由付けだと思いました。どこも悪くない人が働かない、若

者の教育にならない、ということにつながり、とりあえず働かない人は障がい者だというレッ

テルを貼って、働かないことの理由付けをしていたと、勝手に考えていました。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。 
 今の私ですが、仕事はいろいろやりましたが、全部やめて、今は「ひきこもりSOS」というひ

きこもりの支援の仕事と、ピア電話相談という神奈川県の施設でやっている統合失調症を



対象とした話し相手と、ピアカウンセリングという、ある精神科クリニックでやっている仕事と、

就労継続B型事業所のシャローム港南というところに在籍しています。 
 将来の夢ですが、子育てをしたいということで、今自分の子どもではなく、将来保育士をと

って子育てをしたいと思っています。小説もまた書いてみたいと思っています。趣味も充実

させたくて、今ゲームソフトを300本くらい持っているのですが、それをすべてクリアすること

と、読書です。家に400冊くらいあるのですが、まだ100冊読んでないのでそれを読むことと、

ワインセラーを買ってもらったので、ワインを楽しむことをしたいと思っています。 
 
 
 

リカバリー

堀合研二郎さん

5
 

堀合研二郎さんのリカバリーストーリーです。 
 
僕は２２歳のときに統合失調症を発症しまして、入院をしたんですけれども、割とすぐに退

院して、後は全然やる気がなくて、無為自閉な生活を送りました。それが２年間くらい続い

たんですけれども、ある時ふとしたきっかけで、体調が上向きまして。食事を玄米に変えた

だけなんですけれども、ググっと調子が良くなってきて、だけど、そのまますぐに仕事をする

というふうには思わなくて、ブラブラしていました。好きなことをして、パン屋巡りをしたり、漫

画を読んだり、アニメを観たり、そんなことを何年間かしていました。薬を止めちゃったりして、

飲むのが嫌だったんですね。再入院をして。デイケアに４年くらい通っていますね。また、デ

イケアに通っている最中に薬が足りなかったのか、入院をしちゃったんですけれども、その

時に、自分にすぐにできることは何だろうなという風に考えて、作業所に入ることを決めたん

ですね。それまでは、僕は薬を飲むのが嫌だったんで、そういう人結構多いかと思うんです

が、薬を断ってゼロにして、それから社会復帰をするだみたいなことを考えていて、色々本

を読んで調べ物をしたりとか、断薬の方法を色々調べて実行して、試して、うまくいかなくて、

また入院しちゃったりとか、そういうことを何年も繰り返しやっていたんですけれども、４回目

の入院の時に家族への感謝みたいなものが唐突になのか芽生えてきまして、しかも、自分

は病気で仕事もせずにフラフラしてたんだけれども、プレッシャーをかけることは一切なかっ

たんですね。働きなさいよとか。全く言われたことがなくて、そのことをすごく感謝しているし、

入院を何回もしましたけれども、毎回本当に面倒をよく看てくれて、見放さずに面会にもよく

来てくれたりだとか、ちょっと過保護だなと思ったりはするんですけれども、それも自分にと



ってはすごく有難いことで、薬を飲むということも開き直れたんですよね。薬をどんな量を飲

んでいてもちゃんと働けるんだということが作業所に入って実際に働いてみてわかりました。

今は、逆に薬を止めて、もし再発しちゃったら、仕事を休まなきゃいけない。穴を開けるのは

すごく嫌なんですね。作業所に入ってから、自慢じゃないですけれど、皆勤と言いますか、

休まずに働き続けられていまして、仕事をすることが僕にとってのリカバリーなのかなと思っ

たりしますね。 
 
 
 

リカバリー

岡崎洋一さん

 

岡崎洋一さんのリカバリーストーリーです。 
 
 僕は状態が悪い時、親が嫌いでひとり暮らしをしていました。その時それで本当に良かっ

たと思います。なぜならその時、親が目の前にいたら危害を加えていたでしょうから。そして、

その時、アパートの家賃も払えなくなり、実家に戻るしかないのですが、親が嫌いで戻りたく

ない。そんなある夜、歩いていたら誰も乗っていないエンジンのかかった車があり、それに

乗って逃げれば嫌な現実から逃れられると思い、盗んでしまいます。そして、留置場へ行く

ことになり、その後、精神病院に連れていかれ強制入院。そして、入退院を繰り返す中、世

間体を気にする親と何度も衝突。窓ガラスや玄関や車を壊したりしました。それは自分の辛

さをなんとか親に伝えたくても、伝わらないイライラがたまってのことだったと思います。親さ

えも味方に思えず一人ぼっちでただ辛かった日々もありました。テレビゲームだけしていた

時期もありましたが、それはそれで癒しだったのかもしれません。リカバリーに重要だった

出来事は、薬を飲むようになったことと、時間とともに自分が自分のことを少しずつ受け入

れていったことだと思います。やはりまずは一人でいいので、今はいなくても、そのうち理解

者が出てきます。それも大きいです。僕の場合は親友でした。最悪の時は味方もゼロ。元

気もない。目標もない。ただ食べて寝るだけの辛い生活。そこから入退院を繰り返しながら、

ゲームをするようになったり、デイケアに行くようになったり、作業所に行くようになったりす

る中で、だんだん元気も出てきて、目標も出てきて、今はやりたいことが山ほどあって時間

がいくらあっても足りません。 



 あと、最後の入院は自殺未遂だったので周囲の人は当事者の様子がなにかいつもと違う

なということをキャッチして頂ければと思います。 
 あと、調子の悪い時は周りのせいにしますが、難しいとは思いますが、否定しないで、な

おかつ、肯定せず「色んな考えがあるね」等、うまく受け流して頂ければと思います。調子の

悪い当事者にとって、間違った自分や自分の考えを否定や肯定をされたらそれにしがみつ

いてしまうんです。でも、産んで育ててくれた親に感謝です。なぜなら今だいぶ幸せですし、

終わりよければすべてよしだと思いますから。 
 最後に、本に書いてあった言葉でいいなと思ったものがあります。 
・どんな悪いことをしても許される 
・自分を救うのは自分しかいない 
・自分で自分を受け入れることが一番大切 
 
 
 

リカバリー

山田潤さん
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山田潤さんです。 
 
 皆さん、こんにちは。中小企業診断士 精神保健福祉士 電気工事士の山田潤です。２０

１０年、私が中小企業診断士に合格した年に高機能広汎性発達障害と診断され、以来、

「自閉症の中小企業診断士」という屋号を使って個人的な営業活動で受注できたスポット的

な仕事を細々とこなしています。その他、数か月前から、町の電気屋さんにてパートタイム

の仕事をこなしています。 
 私が自閉症の自覚症状は既に４歳からあり、今の診断に繋がる形で精神科の門戸を叩

いたのは43歳のときです。しかし、私の家族は当時はもちろんのこと今も「良い学校から良

い会社へ」というのがすべて、という人生観をおよそ捨てていません。ですから、私から見る

と、家族会のような組織の中でノウハウを共有しながら支援してくれる家族のいる当事者の

方というのは、とても恵まれた存在というイメージがあります。ここまでくれば私のような二

次障害に悩まされることもないでしょう。 
 その一方で、かつては頭が良かったはずの私の長男がおよそ身の回りのことを身につけ



ず、生活のニート化が日増しにひどくなっている現状に、誰も手を打てなくなっています。チ

キンゲームがつづくわが家は、家庭不和が収束しないので、今回登壇している共同執筆者

のようなリカバリーの実感を持てておらず、リカバリーについて語ってくれと言われても大変

苦労します。ただ、かつては精神科医やカウンセラーにまで剣もほろろ「何を言いたいのか

分からない」で片づけられてしまった私が、こうして多くの方を前に自信を持ってお話をする

機会が増えてきたことは、リカバリーの一つかと言えるのかも知れません。 
 私には「仕事をするにはどうすれば良いの？」と悩みながら取得していった資格が大分増

えてきました。43歳のとき受診したIQ算出に使用されるWAIS-3や職業適性検査の結果を踏

まえて取り組む前と後とで、その学習効率の違いを強く感じています。実際、精神保健福祉

士や電気工事士は、私が中小企業診断士に合格した後にチャレンジを決意した資格です。

ともあれ、資格取得等を通して習得したこと、そして現実に障害を抱えながら理解されない

生活をしてきた永い年月の経験から、皆様が「どう支えたら共に居心地よく生きていけるか」

について考えてみました。 
 まず、何と言っても一次予防までで済めばそれにこしたことは無いでしょう。さて、ここで、

皆様の身近な方で新たに症状が出てきてしまった場合ですが、既に精神障がい者に関連

した知見を多少なりとも備えておられる家族会の皆様でしたら、それがどんな疾病なのか

概ね察しがつくのではないでしょうか。私も「二次予防」等という用語は精神保健福祉士の

勉強をするまで知らなかったのですが、発見に至ったら、現状を早期に受け容れ治療に向

けた体制を整えていくことが、私自身を含めて使命ではないかと思います。私は昨年末、80
歳の親が50歳の子どもを支え続けるという、８０５０問題の件で蔭山先生のプレゼンのお供

をさせて頂きましたが、その後私がパートで実際に冷蔵庫を搬入した先には、それらしい問

題を抱えている思われる家庭がありました。 
 そして、障がいの存在を受け入れてからのことですが、改めて自活するようアプローチを

続けて欲しいと思っています。自画自賛するつもりはありませんが、このピアスタッフ協会に

は、本当に「障がいを抱えながらも立ち上がろう」という意欲ある人が揃っています。支援さ

れるまでで満足してしまうことで生活能力がそがれてしまわないよう、我々と切磋琢磨して

頂くことを、折に願っています。 
就労ですが、意欲や能力がありながら応募したい求人が見つからないようでしたら起業も

選択肢の一つだと思います。私には長期にわれる失業生活やフランチャイズ起業の経験も

ある一方、中小企業診断士の資格も持っています。このため、事業を起こす勇気をお持ち

でしたら、喜んで支援させて頂きたいと思います。 
 以上、ご清聴ありがとうございました。 
 
 

 

  



感謝

藤井哲也さん
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藤井哲也さんです。 
 
私は人生を振り返り思います。今の今まで多くの方々との出会い、あるいは、別れを通して、

育まれてきた自分が今こうして話をさえていただいている。そして多くの方々の叱咤激励に

よって私が生きながらえていることを思う時、まずは感謝の気持ちであります。その私の人

生は、一般社会の人びととは一線から外れた人生だと思っています。それは、精神疾患、

精神障がいという友の存在が心の中にあったからです。だからこそ思います。特別に与え

られた人生であることを。それが私の最高の幸せであります。これからはそれを踏まえて、

より人間らしく伸び伸びと人生道を歩んでいければと思います。 
 

仲間へ

藤井哲也さん
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最後に、再び藤井哲也さんです。 
 
 今心の病で悩んでいる当事者のみなさん、自分の罹っている精神疾患、精神障がいをネ

ガティブに考えているのでしょうか。私はそういう皆さんを見る時、まさにそれが当たり前だ

と思いますよ。そして、皆さんの悩んでいる姿こそ人間の実に美しい人生像だと思います。

だからこそ、自己の存在を決して否定しないでください。悩んでいるあなたは今人生の長い

長いトンネルの中を歩いているのです。しかし、トンネルの先に必ず出口はあります。その

希望の光を諦めずにマイペースで歩んでください。私は、そのマイペースで歩んでいる皆さ

んの姿を見て、私も生きていける希望を抱いていければと思います。ともに生きよう、お互

いの人生を、人間らしく。 
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障がい者ではなく、
一人の人間として

小山美枝子さん（親）

 

 

親の立場から、子のリカバリーを支援した経験を小山さんが語ってくれます。 
--- 
息子が20代も終わろうとしている頃、私が気づいたことは、精神障がい者って、自分が目指

す人生は何なんだろう、精神障がい者って、薬と病院と自宅と、生きる場所がそれだけなの

かって、私はすごく疑問を感じました。強引に社会に引っ張り出しました。なんとか息子をひ

とりの人間として見ていこうと、人間として扱おうと。私はそれまでは精神障がい者だからこ

んな症状がある、だからあんな歩き方をする、だからあんな物の言い方をする、すべてが障

がい者として息子を見ていましたけれども、そうじゃなくて一人の人間として、障がいをもっ

ている部分があるんだ、それは一部分なんだということに気づきまして、私はそこから一人

の人間として、一般の社会人として扱うということを心に決めました。それから少しずつ息子

は、一人の人間として、たどたどしかったんですけれども、社会に少しずつなじんでいった

のかなという気がします。私が息子をそうやって扱うことで、そこから息子の人生が本当に

再スタートしたのかなという気がします。一つずつなんですけれども、まず歯医者に行って、

歯槽膿漏を治すとか、ATMに行ってお金をおろす方法を覚えるとか、自分の携帯を買って

その扱い方を覚えるとか、私から見たら浦島太郎のような生き方だなと思ったんですけれど

も、そこからスタートして、自分のやりたいこと、高校中退でしたので、そこから大学に行くと

か、再構築をして現在に至っているんですけれども。 
そんな息子を見ていて、やはり、自分の育て方ももちろん決して良くはなかったし、価値観

そのものが人間として自分自身が未熟だったなと、今も思っていますし、これから子育てを

する皆さんも価値観は押し付けないでねとすごく思います。虐待がニュースで報道されます

けれども、虐待はしなかったけれども、価値観を押し付けるということも一つの虐待だったな

って、そんな風に思ってまして、今現在就労している息子を後ろから見ているんですけれど

も、自分の人生と息子の人生は全く違うもの。それに気づくのがあまりにも遅かったなとそ

んな気がいたします。以上です。 
 
 

 



YPSラップ
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荒木雅也さん

 
 

「YPSラップ」、荒木雅也さんが歌います。  
 
横浜ピアスタッフ協会   USAじゃなくYPS 
横浜にピアスタッフが 
生まれやすい街にしようと当事者中心に 作ったぜ 
今まで、精神科病棟訪問 
看護学校訪問、通じて   自分の体験、リカバリーを伝えてきた。 
ピアスタッフを養成していこうと 
ピアマスターも作った。 
様々な事業者への実習通じて 
事業者一つとっても 
人みたいに価値観が違うって知れるんだ。 
 
様々な人と出会い、様々な出会い通じて 
人を呼び、学び、共有してきた。 
難しいことばかりやってないぜ 
恋愛、サッカー、ピア祭りと 
当事者同士、支援者同士 
縦の繋がりだけじゃないない 
横の繋がり、斜めの繋がり 
色々な繋がりで増えていく 
 
新たな発想、思想 
とにかく楽しいこと、分かち合うべきこと 
やり続けてきたし、やり続けたい！ 
見方を変えると味方も増えるし、 
ピアスタッフとして誇りを持って仕事を 
する当事者が増えていく。 



そうすることで 
働く概念   そのものの多様性が  増えて、促進 
色々な分野での 
人の才能、個性が発揮されていく。 
笑顔が増えた方が絶対いいに決まってる 
マイナスだけじゃないって 
言える人が多い方がいいに決まってる 
俺らはこれからも楽しく、明るく 
前をむいて、ピアとしての意義を伝えていくぜ！ 
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