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おさらい版動画４本目のテーマは、「様々な暴力」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。 
●爆発の体験を、前田直樹さん（当事者） 
●自分への暴力について、前田梨夏さん（当事者） 
●幻聴による暴発について、高瀬陽向さん（当事者） が語ってくれます。 
 

 

 

ご夫婦のリカバリートーク
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ご夫婦のリカバリートークです 
 



前田直樹さん
暴力きっかけ
●病人扱いされた ●もやもや
●焦り ●寂しさ、無力感
種類
●わかってもらえない暴力
●自分でもわからない暴力

3前田直樹さんの暴力は妻に向かったものですが、参考になるため使用しています
 

 

まず、前田直樹さんです。うっ憤が爆発する暴力には、自分で整理がついていない状態で、

もやもやして何だかわからない時もあるようです。当事者の体験を聞いてみましょう。 
--- 
 
２００３年のゴールデンウィークに今の妻と会いました。妻は既に精神分裂病で障害認定を

受けていましたが、私はまだ健常者で倉庫に関する仕事に就いていました。 
 
その年の妻の誕生日に妊娠したと知らされます。別れてでも産むと言われた時、離れる事

は選ばずに逆に妻の実家に住みました。 
 
知り合ってここまで5ヶ月です。この辺りで私は仕事を辞めてしまいます。 
それは仕事に行けなくなったからです。妻からは妻の通っている精神科に行かないかと言

われましたが発症しているなんて当時は知らない私。病院嫌いも重なって「何で病院？しか

も精神科に行かなきゃならないの？」と思い、当然診察には行きませんでした。仕事もしな

いといけないという焦り、新たに就職してはリタイアしました。その内、イライラし始めて怒鳴

ったりし始めます。 
いえ、暴力が始まります。 
 
私の両親からは仕事しろと言われ続けていました。妻や妻の母はそこが何故かゆるく、最

後の就職は妻の母が辞めさせてしまいます。 
 
当時の私の両親には 
「楽な事、楽しい事を優先してしまい仕事をおろそかにする」「なまけ病」 
と思われていました。 



妻からは「現在の貴方は自律神経失調症と言われた時期の私と同じ症状が起きている」と

言われました。 
 
どんな症状か。「身体が痛む」「発熱」「内科などでは原因がつかめない」 
と言うのが妻と同じだったらしいです。 
 
「そんなの知らない」「自分は病気じゃない」そんな考えでいました。 
だから病人扱いされればムカついて「うるさい！しつこい！」と怒鳴りました。 
 
あと妻に暴力をふるったのは妻が自傷行為をして妻自身が自分を殴るという行為をするの

で止めようとして止まらなくて、わかってもらえなくて殴ったり蹴ったりしてしまいました。 
 
要らないから暴力振るうんだから自分が自分殴ろうが一緒でしょなんて言われたらムカつき

ます。 
ムカつくから力づくになる→妻に妻の事を要らないと言われる→そんな事無いとわかっても

らえず殴ったり蹴ったりし始める→やっぱり要らないんじゃないかと言われ、ムカついて暴

力が続く。 
おなかの中の子が流れるなんて知識も無いし考えもしなかった。 
今考えると怖い結果になっていてもおかしくないと思います。 
それなのにも関わらず、無職で仕事も探すことなく私達は入籍しました。 
 
実はこの間に妻の診察には同行していて妻の主治医には逢っていました。 
２００４年４月２０日。私はようやく精神科を受診しました。その時から現在も当時の妻の主

治医が私の主治医です。すぐに統合失調症と診断されます。 
次の日、私は父親になりました。 
 
その頃、妻の母が別世帯になり、息子はその家で育ちます。なんだか取られた気がして怒

鳴り散らして息子を家に連れ帰ろうとした事もありました。でも妻の母とその別世帯になるき

っかけとなった再婚相手の方が保護者となる事で息子は施設に預けることなく育ち、現在

はまた同じ世帯で一緒に暮らせています。 
 
育てたなんて言いません。 
でも沐浴とかオムツ替えとかミルクあげるのって最初は怖いけど当時はやっていました。 
 
息子が別世帯の間は妻と登録制の日雇いの仕事に就きました。 
でも身体が痛んで動けなくなる事が多くなりました。 
自分は動けなくなるのが怖くてその日雇いの仕事にも行けなくなりました。 
でも妻は頑張って仕事に行く。社会からと妻に置いて行かれているという感覚がでてきて、



束縛からの暴力に切り替わります。 
 
振り返ってみると私には 
「病人扱いされたから暴力」 
「何が何だかわからないもやもやからの暴力」 
「仕事をしなきゃならない焦りからの暴力」 
「置いて行かれる寂しさ、無力感からの暴力」 
があった様に思えます。 
 
今でも「わかってもらえないからの暴力」と「自分でもわからない暴力」があります。 
落ち着くきっかけは理解者が増えた事と息子の成長でしょうか。 
息子の成長過程で私だけでなく妻も成長したのではないかと。 
自分で自分の病気を考える機会も増えました。 
 
ご清聴ありがとうございました。 
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自分への暴力

前田梨夏さん

 

 

次に、前田梨夏さんです 
--- 
皆さんは自分への暴力が想像出来るでしょうか。 
自分を刃物で切りつけるリストカット。大量服薬。これを自傷行為ーー自分で自分を傷付け

る行為と呼びます。この延長線上で自死に発展する事もあります。自分の場合は流血する

まで自分の顔を殴りました。 
 



「何故そんな事をするの？」自分が要らないから。 
「そんな事無いよ」本当にそう思う？自分は貴方の傍に居て良いの？こんな自分なのに？ 
貴方はどう答えますか？暴力を振るう子供や親に即答出来ますか？ 
「居て良いんだよ」と。「当たり前じゃないか」と。 
幾ら病気だからって暴力を振るう自分を好む人は少ないです。 
そんな自分を好んでいる人は苦しんでいません。 
  
貴方の家族は人を傷付けて苦しまない人でしたか？ 
息子さん・娘さん・親御さん・兄弟姉妹・親戚・友達の根本的な性質は病気の症状に抑え込

まれているだけで死んではいません。暴力を振るう家族をその人の本質だと思えるなら、貴

方の見て来た発症前の家族もその人なのだと忘れないで欲しいのです。落ち着いている時

は発症前の性質に戻っている事が多いと思われます。だってその時が本当のその人なん

だもの。落ち着いている時にやけに幼いなぁと思う場合はその時代に発症されているのか

もしれません。本人にはわからない部分です。この違いは近くで見ていた人にしかわからな

いかもしれません。 
  
あと自分への暴力には「人を傷付けたと言う現実」「自分への憎しみ（自責の念）」「幻聴の

与える絶望」が関わってきます。 
ただでさえ「人を傷付けた」と自責しているのに「死んじゃえよ。お前なんて居なくなったって

みんなは悲しまないで喜ぶよ。ほら、今だってお前が居なくて笑ってる」と嘲笑って来ます。 
「そうなの？」なんて直に聞けない。 
でも自分が部屋に閉じこもっていても笑い声が聞こえる。 
「ああ、今聞こえた言葉は本当なんだ」ーーこれが幻聴の与える絶望です。 
今度は「居なくて良いんだ」「ここには居たらいけないんだ」「行く宛ても無い。だったらこの世

から消え去りたい」 
これを自殺企図ーー言葉の通り自分を殺す事を企みます。 
「苦しいから助かりたい」と思った時に幻聴が笑いながら囁くんです。 
「死ねば助かるよ」「死ねば救われる」と。 
  
「死にたくなんか無い」「俺は（私は）ここに居る」 
声にならないその叫び声は絶望の空間を壊す行動に移ります。 
いきなり部屋を壊す。暴れる。その方にとってはただ真っ暗闇な空間を壊したいが為の行

為かもしれません。 
笑う幻覚が他人なら、笑う幻聴が他人なら、「嘘だ」とまだ突っぱねられる。 
でもそれが自分の好きな人なら？頼りにしている人なら？自分自身なら？ 
混乱しませんか？「何でそんな事言うの？」「何で笑いながらそんな事言うの？」と。 
幻覚が見えている時は他の方々も違う存在に見えています。認識能力が落ちているんです

ね。知らない人ばかりに見えているから逃げたくなる。知っている人でも同じ人が何人も居



たら、やっぱり逃げたくなりませんか？どれが本物かわからないから認識能力が戻りかけ

た時は混乱中。窮鼠猫を噛むの状態です。内心怯えた存在に手を差し出したら攻撃をくら

ってしまう。悪気は無いです。 
  
あと話が最初の方に戻りますが大量服薬につきましては死にたくなくても飲みます。 
これは私の例ですが、皆さんはムカついたら煙草吸ったりお酒を飲んだりするでしょう。 
一部ではその次元で薬を飲む人が居ます。特に私。ムカついたからヤケ酒ならぬ大量服

薬。 
実はこのレベル（次元）でしでかす大量服薬が自死に繋がりやすい。 
お酒を飲んで寝たいのと同じレベルで薬を沢山飲めば寝られるだろう位の考えでしでか

す。 
手元にある薬を１００錠なら軽く飲みます。親御さんとケンカしてムカついて寝逃げしたいか

ら大量服薬してそのまま２度と目覚めなかったなんて何度聞いた事か。 
  
「私達は本当は貴方と一緒に生きていきたいんだよ」 
暴力を振るう家族の方に少しでもそう思われるなら声に出さなくても良いからメモなどに文

字にしていただけませんか。大事な１文なんです。 
昔の自分に戻れないと思っている方もいるかもしれません。過去には戻れませんが未来で

過去と同じ事を出来る可能性、あると思いませんか？繰り返すと言うイメージは悪い事ば

かりかもしれないけど、悪い事ばかり繰り返せるのはおかしくないですか？良いと思えた時

の事だって繰り返しましょうよ。例えば食事やおはようの挨拶。記念日を祝うのも良いと思

います。散歩とか出かけても良いし一緒にテレビを見たって良い。家族の事がわからなくな

ったら幼い頃のように相手の事を知る事から繰り返してはいかがでしょうか。私も家族の事

ですら知らない事沢山あります。わからないなら知れば良い。知らない事見つけて調べる

のって幼い頃面白くなかったですか？ 
  
長くなりましたが以上です。 
ありがとうございました。 
 
 
 
 
 
 
 



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 5

病状悪化時の幻覚妄想による暴力とは？

 

 

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。 
実は、このような暴発タイプの暴力は、それほど多くありません。  
 
 

 



幻覚妄想と
リカバリー

高瀬陽向さん
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次に、高瀬陽向さんの幻覚妄想による暴力と、その後のリカバリーストーリーです。 
--- 
僕は、幼少期から、両親、姉兄から、日常的に暴力を受けていて、3歳の頃に、自身では記

憶が無いのですが、初めて会った父親に、「どこのおじさんですか？」と言ったらしく、父親

から全身骨折の怪我をする、暴力を受けたのが初めての、暴力だったそうです。小学生に

なり、祖母から、暴力を最初に受けた事を聞きました。何度も殺されそうになりました。 
小学生の頃は、学校行く時以外は、1つの部屋に閉じ込められていました。 
 
中学生時代から、「殺せ」「殴り殺せ」「お前なら殺せる」等の幻聴、「ビルや崖から背中押さ

れる」「人を殺す」等の幻視があって、母親を木刀などで攻撃して片腕が動かなくなる身体

障害者にしてしまって、申し訳ないとおもっています。母親に対する暴力の原因は「殺してし

まえ」と言う幻聴が原因です。でも、暴力してた時、申し訳ないと言う気持ちと、幻聴に支配

されてる、二つの気持ちがあったと思います。 
 
幻聴、幻視があった時、両親や姉兄には、暴力を受けていた恨みがあったけれど、殺した

い程ではなかったので、「殺してしまえ」とかの幻聴、僕自身が両親や姉兄などを、殺す所

の幻視は、苦しかったです。しかし、僕自身が病気だとしても、母親を身体障害者にしてし

まったのは、僕自身です。それから、母親は家に戻ってこなくなり、僕から逃げ回る生活が

続きました。 
 
母親を身体障害者にしてしまった事によって、それで、幻聴幻視があると言ったのに、少年

院に入れられた時はショックでしたが、今は、産んでくれた事に感謝しています。 
 
18歳の時に付き合っていた人に、精神科に連れて行かれました。発病は13歳の時位と聞

かされました。その時の診断名は、統合失調症です。でも、薬も飲まず、病気を僕自身が理

解できないまま、通院は長くはしませんでした。 



本格的に治療を始めたのは、36歳の時です。医師の言葉が信じられなかったりして、何度

も病院を変えました。そして、今の病院に転院して5年になります。初めから、何故なのか分

からないけれど、今の主治医の先生を信頼出来ました。主治医の先生との、信頼関係が大

切と云うのを、凄く強く感じています。 
 
僕が何度も何度も薬の、 過量服薬 をして、何度も「生きてる価値がない」と考え、3度の入

院を進められて、入院をしましたが、1人の入院生活が耐えられず、直ぐに退院してしまう入

院生活がありました。 過量服薬 の原因は「死ね」「お前なんか生きてる価値がない」と言う

幻聴が、主な理由です。 過量服薬 をする度に、主治医の先生に、本気で怒られ、何故、

薬の過料服薬をしてはいけないのか、命の危険性を説明されます。 
 
治療では、診察時間が15分以上になる事もあります。色々な種類の薬を飲んでいるので、

どの薬が効果があるかはわかりません。診察で、主治医の先生と、話すことで少し気持ち

が整理されます。症状は、始めに話した通り、幻聴幻視がおもな症状ですが、幻視も、少し

ずつ減ってきた様に思います。幻聴の話は、最後にお話しします。 
 
両親には、生きてることさえ否定されました。何度も殺されそうになりましたが、僕は、47歳
になりますが、今でも生きています。それだけで感謝です。生きてきて、一番の感謝は、人

生最大の恋愛が出来たことと、色々な人達との出会いの機会があったことです。それだけ

で、僕は、幸せです。 
 
幻聴幻覚で悩んでる方は沢山居ると思いますが、精神科を受診していれば、少しは楽にな

ると思います。今、受診していない方も、勇気を出して、受診してみて下さい。精神科は決し

て怖い所ではありません。 
 
最後に、皆さんも、今は辛いかもしれないし病気に理解がない、お父さんとお母さんが居る

かもしれません。でも、産んでくれた事に、簡単に出来るとじゃないけれど、感謝して、頂け

ると幸いです。僕も感謝する迄に47年間かかりました。時間はかかると思います。今は、母

親の事が心配です。元気で居てくれることを願います。 
 
僕がこうやって思えたのは、友達や新しく出会ったYPS（横浜ピアスタッフ協会）の方々、蔭

山先生、横山先生の色々な会話、「生きてる価値がない」と言った時、「人間は誰しも生きて

る価値がある」等の言葉で、両親や姉兄に、生きてることさえ否定された、僕自身が「生きて

てもいいんだ 」と思える様になった事、だから今は「死ね」とか、「お前なんか生きてる価値

がない」と言う幻聴も減りました。それに伴い薬の 過量服薬 をしたいとも思わなくなりまし

た。 
これが、僕なりのリカバリーです。 
 



リカバリーラップ
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荒木雅也さん

 

 

「リカバリーラップ」、当事者の荒木雅也さんが歌います。  
 
俺は20歳の時発病！          その時はうつ病と診断された 
大学在学、サークル活動、                   そこから、急に行けなくなった大学！ 
その時から頭にくる自己否定、妄想、ダルさ 
何度も自傷、起こる頭は希死念慮だった 
 
ヤバイと思って一念発起！ 
自分で電話かけた精神病院！  
そこで知ったはじめての自助グループ 
俺以外にも若い人たくさんいた！ 
 
アルコール、薬物、摂食障害 
色々な人、色々な過去を見ながら 
共通するのは、       心の中の寂しさ、孤独、疎外感 
 
分かち合うこと、繋がり合うこと 
 
始まった俺の回復 
頑張ってきたねと言ってくれた人の温かさ 
3時間も付き合ってくれた俺の先生 
 
そこから、四ヶ月半の入院 
卒院して    はじまるデイケア生活！ 



認知の歪み、過去の恨みを改めて整理！ 
あいつにくい、こいつにくい 
ばっか     思ってた過去 
だけど、俺だって人をいっぱい傷つけ、心に傷をつけてきた。 
そんな生活、続けていく中で知った      今の作業所。 
 
暗い雰囲気なんて微塵もないない 
同じ人として立場関係ないない 
意見をぶつけ合う姿に 
俺は惹かれた。 
 
今の作業所で自分のこと 
マイナスじゃなく、          プラスに表現できる力を知った 
ラップに本の作成、一発芸、 
 
自分だけの力で生きてきたと意地はってた過去 
自分だけじゃ決して辿り着けなかった今の世界 
今なら言える俺の言葉、今なら伝えられる俺の言葉 
 
ごめんなさいよりありがとう！ 
 
すみませんよりありがとう！ 
 
 

 

  



おしまい
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