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この度、ピアサポートグループ「そよかぜの会 in茂原」から広報紙の第三号を発

行させていただくことになりました。 

ちなみに、「そよかぜの会 in 茂原」とは、精神的な病や障害を持つ当事者の人達

同士が集まって一緒に様々な活動をすることで、お互いのリカバリー（回復あるい

は恢復）を前進させていこうとするグループの一つです。活動拠点を、千葉県茂原

市本納にある「スペースぴあ」という作業所内に置かせていただいていることから、

会の名称の中に「in 茂原」という文字が入っています。 

 今回のこの広報紙のテーマは、「障害の受容」です。このテーマで、「そよかぜの

会 in茂原」に参加されている皆様から原稿をお寄せいただきました。 
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■心ひとつ、あるがまま 

                                   （Ｎ.Ｏ．） 

統合失調症に罹患して、27年の月日が過ぎた。 

発病したのは 15歳の頃である。当初、診断名は神経症だった。 

今思うと、私は間違いなく統合失調症であった。未だに思い出すとつらくなる急

性期の症状は、言葉にできない。今はとても言え

ないのである。 

でも、私はその時その時で、自分のことをある

がままに受容しようとしていた。家族や友人、恩

師、病院のスタッフなどにも助けられた。 

私は何度もくじけそうになったが、病気と対峙

してきた。 

時に病気から目を逸らしたくなる時もあった
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が、働けるうちはバイトをこなし、家事をこなし、趣味を満喫していた。「中庸」と

いう言葉を体得したかったのである。 

一病息災でいいじゃないかと思う。 

障害を受容するまでに何十年もかかったが、「私は私」と考えている。 

もちろんこの先、様々な出会いや出来事があると思うが、その時は自分の気持ち

に素直になって受け入れていきたい。 
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■障害者と病いの受容 

石津仁 

まず初めに誰だって危病神からとおざかりたいし、まして長年精神的におかしくは

なりたくないはず。 

私もはじめは精神科があるのを知らず、自分の心と体が病んでいたとは受容できて

はいなかった。 

今私が何を認知して受け入れれば良いのか？ 

まず申せることは自分優先だろうか？自分の両手両足で出来ることを受け入れ後は

気持ちのいいことをするのみ。頭を時にはカラッポにして、また START。心得とし

ては、心・技・体を持ってから受容していく、初めては疑わずにしてなれあいを断

つ。これが私の生き方だろうか？只一つ申せるのが悩み多きウェイテルの多いこと。 

以上。 
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■障害のじゅよう 

太郎 

江戸時代の 300 年間の間に大名と皇族が婚姻を繰り返していました。 

徳川幕府は力が大きい大名を遠くに、力が弱い大名を近くに。 

参勤交代で散財するようにしました。 

明治の時に 廃藩し県にしました。最初の国会議員は大名で公務員は侍です。あれ

ほど大きい大名を恥かしいと思い。潰す。 

本当に皇族の血が入っていたのに。こんなのがいたら皇族、天皇が 危ない 勝手
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に決めつけ 潰す。地方の方が、血が濃い。 

日本の精神の学問がことごとく遅れたのはただ潰す。それだけで 何も考えない 

患者と面談中に念が出たら薬で潰す。血を広く薄くしようと言う判断で 念がある

だけでは入院できない様に。 

京都に住んでいる天皇が東に住まいを移したから東京、理にかなっている。 
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■障害の受容について 

水島 

統合失調症に罹ってからもう 10年以上経ってしまいました。自分のこれまでや、自

分の人生を語る上で、統合失調症への罹患は無視することは出来ません。統合失調

症は、自分のこれまでの全てではありませ

んが、自分のこれまでの一部分と分かち難

く結びついています。これからも、この病

気を抱えたまま、また、この病気の影響を

受け形作られてきた人生の成り行きを抱え

たまま、生きていくしかないと思っていま

す。そして、その道行の中で、統合失調症

のことをより多く知り、また、その病気を

抱えた自分自身のこともよりよく知ってい

ければと思います。 
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■障害の受容 

佐々木健人 

「受容……受け入れて取り込むこと」と、辞書にはある。 

 自分の障害を、受け入れてはいると思っているが、取り込んで自分のものにする

という高みにはまだ達していないのが現状だ。 

 私は統合失調症になり、障害者になってしまった以上は、それは仕方のないこと

だと思っているが、薬を飲んでいても出てくる症状を放置する気になれず、どうに
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かして治そうとしているし、それだけではなく、薬で押さえている症状も根本的に

治してしまいたい。 

 人は妄想というだろうが、私は自分が自分の障害を治していけると信じていて、

症状があると治す作業をしている。その作業をすると、症状が治まったり、もう起

こらなくなったりする。といってももちろん、未だ障害が完治しているわけではな

く、いくつもある症状のうちの一つが起こらなくなるだけで、ある種モグラたたき

ゲームのような状況になっている。もうモグラが出てこなくなる穴があるという意

味では、少し違うのだが。つまり根っこから一気にすべて治すというようなことは

まだできていないというわけだ。 

 この治す作業というのが、また人には妄想と言われるような代物である。説明を

すると、まず、実は人間には自らを少しずつ変えていけるような能力が備わってい

る、と思っている。これにより自分を障害を治せるような存在に変えていって、そ

して変わり終わったら治す、というものである。実際はこんな三行で書けるような

簡単なことではなく、大変な時間と労力がかかっているが、それを詳細に書くと話

がずれるのでやめておく。 

 このように、治している実感はあるが、しょせん主観に過ぎず、証明のあるもの

ではない。だから、人にそれを妄想だの錯覚だの言われるのも仕方がないと思って

いる。私としては、いつの日か証明してみせて、周囲の鼻を明かしてやりたいのだ

が、それには科学の基礎的な知識から勉強していかないといけない。障害のせいで

勉強の能率も落ちたので、遠い道のりだ。 

 治らないものを治そうとするとそれだけで疲れてしまったりしてよくない、とい

う言説もあるが、私は私の好きなようにしたい。妄想だの錯覚だの徒労だのと言わ

れるにしても、言ってくる人たちは私の人生の責任などとってはくれないのだ。そ

れに、仮にとろうとしてもとれないであろう。ならば私は私の責任で自分の障害を

おさめたり、治そうと思う。繰り返しになるが、この行動について文句を言ってく

る人たちは、善意であるにしても、その発言の影響の結果に対して責任などとれな

い。無責任だ。正直、相手にしたくない。 

 ひょっとすると、この作業の先に、障害

を自分のものにする状態があるのかもしれ

ない。いつの日か障害をもし治せたらそれ

はそれで自分のものにしているだろうし、

そうではなく、単に障害に順応しているだ

けだったとしてもそれが完全にできたら自

分のものにしていると言っていいのではな

いだろうか。 
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■障害の受容 

長谷川信 

長谷川と申します。今回『障害の受容』という題で文章を依頼されました。これは

人それぞれ考えが違うので、自分の経験から一般に言えることを書こうと思いまし

たが、私の独特の経験と考えを１意見として述べていろんな人の意見と比べる方が

いいかな？と思い、それを書くことにしました 

 

私は幼い頃から家庭が崩壊していて、また学生時代、激しいいじめがあり、社会に

出るのが恐く、20 くらいで自殺を考えていました。13歳で障害者になり、正直ホッ

としました。これで学校にも社会にも出なくていいと 

 

しかし 20歳の時、一生入院を告げられ、自分の人生をこのままでなるものか、と奮

起し、こう考えました。これから社会経験をして、障害の原因を突き止め、克服し、

そのデータを残し、一生を閉じるのが自分の使命だと。 

 

そこで私は高校中退なので、大検を受け、専門学校に行き、就職しました。しかし

長続きせず、今度は病院の職業訓練を使い、9 年間、守られながら仕事をしました。

そこへふと新聞の織り込みに派遣社員の応募があったので、面接を受けたら受かり、

働きました。しかしやはり長続きせず、仕事を諦める人生を選びました 

 

その後は引きこもり、自分を見つめ、依存症の解決、うつや気分の動揺の解決方法、

仕事の苦痛を和らげる考え方の整理など、反省の時期を持ちました。体当たり人生

から足元をかためる人生への転換です。実験が終わりデータを整理する作業に入っ

たとも言えます 

 

私の場合は障害者になりたくなかった、が初めでなく障害者になって良かったが初

めです。理由は厳しい社会から逃れるためです。そしてその後、障害者ゆえその克

服方法の研究という目標ができ、障害に生かされた人生です 

 

おそらく大体の人は障害者になるのは嫌

な事、健康であったらいいから始まり障害

をどう受容するかと考えるのでしょう。私

は障害を使い人生を組み立てることで障

害を受容し生き抜いてきました 

 

言い方を変えると自分をモルモットにし

て人の役に立とうから初めて、無我夢中で
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目の前の課題をこなし、その結果いろんな出会いを経験し、生かされて生きるとい

うまともな人生に終結してきた、そんな障害との関わりの人生です 

 

皆さんが私の人生から、共感する部分、参考になる部分を見つけ自分なりの人生を

見つけられることを願います 
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■障害の受容について 

田畑浩介 

私は今、五十五歳なのですが、三十才ぐらいの時に、当時通っていた千葉大医学

部の医師に「あなたは統合失調症ですよ」と告げられ、それが分裂病の一歩手前で

あることも告げられました。そうは言っても分裂病が何のことであるかも全くわか

らないありさまだったので、とくにどうのこうのということはありませんでした。

それよりも当時患っていた神経症が改善することがその時の私の最大の関心事であ

り、その病気のことは特に関心がありませんでした。 

 僕の統合失調症の症状は次の通りです。 

１ 

怒りが突然爆発し、それがひどいときには何時間も続く。怒りの理由は確かにあり、

それついての意見を述べることは全く問題ないと思うのだが、そのやり方に大きな

問題があった。その多くは誰がどう見ても脅迫まがいのものであり、相手を全く尊

重しないとてつもないものだった。その多くの場合、警察が入ることになり、警察

署に任意同行を促されたこともあった。 

２ 

プラスの感情、つまり嬉しさとか喜びを表現するときは全く問題ないのだが、マイ

ナスの感情、怒り、悲しさ、やるせなさ、寂しさ、憤りというものをうまく表現す

ることができなかった。つまり感情のコントロールをすることが全くできなかった。 

３ 

あることが嫌になるとそれを行うことができなかった。それは自分の趣味とかなど

だけではなく、高校や大学における任務や社会一般の仕事にまで及んだ。そのため

にそれまで進んでいた仕事や取組みが進まなくなるという困った事態が起きた。 

４ 

物事に対する義務や責任といった概念が全くなかった。自分さえよければそれでよ

かった。 

５ 
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世の中の全ての事柄は自分中心に動いているものであると真剣に思っていた。 

６ 

体調が悪化すると家のことも、仕事も、猫の世話も全て投げ出して、寝ているだけ。

そういう時は他になす術がなく、仕方がないのである。 

７ 

５と関連するが、自分の思い通りにならないと、よく怒っていた。 

８ 

自分に益がない人間は敵で、少しでも自分のことを考えてくれる人は味方だと思っ

ていた。大抵の人はそのどちらでもないのだということがわからなかった。 

 さて私は高校一年の時から精神科にかかっていたのですが、それは統合失調症な

どの精神病のためではなく、神経症のためだったので、統合失調症のためではあり

ませんでした。またそれが判明した３０歳のときも特に特別な治療はしませんでし

た。それにそのときの医師の最大の関心事は私の薬を減らすことでした。なので、

２００１年の段階でそれまで一回に７錠もあった私の薬は１錠に減ることになりま

した。その最後の１錠はデパケンという薬でそれを服用しないと精神的な安定が保

てないというやっかいな薬でした。それを飲むと精神的に安定はするのですが、そ

れが切れた状態になるといらいらして嫌でした。なので、私はその年にある決断を

することにしました。それは次のことだったのです。 

 その頃、私は千葉大の精神科に通っていました。そこは医師が足りなくていつも

待合室が混雑して、八時半の予約なのに診察はお昼頃になるというとんでもない病

院でした。私はそれがとても嫌でした。なので、その年の七月から私はその病院に

行かないことにしました。精神科と決別したのです。 

 その後は、仕事にもついていなかったし、いい機会だと思って薬を抜くことにし

ました。それはすぐにはうまくいきませんでしたが、一年も経つと薬がないのが普

通になりました。私は高校の頃から通っていた精神科と別れることができて幸せで

した。 

 ２０００年の五月にたった一人の肉親だった母が癌でなくなりました。私はたっ

たひとりで社会の中に放り出されました。母の遺産があったので、お金に困ること

はなかったのですが、どうやって生きていけばいいのか全くわかりませんでした。

私は一匹の猫と寂しい生活を送ることになりました。 

 その後遺産がつきて、仕事もしていなかった私は、家を何回か売って、そして２

００５年の秋に稲毛区のあやめ台団地に引っ越しました。環境がとてもよく、３Ｋ

とまあまあな広さだったので、すぐに契約しました。猫も新しい家にすぐに慣れて

くれました。私は英会話教室、小説教室、ダンス教室に通って楽しい日々を送って

いました。 

 ２００７年の夏に猫がなくなりました。十九才と十か月でした。そのせいで私は

暫くの間、生きる気力がなかったのですが、その後なんとか持ち直すことができま

した。それは猫を多数飼っていたある女性と知り合ったからです。結局その年の暮
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れに訳あって、その女性の猫５匹を預かることになりました。嬉しいやら悲しいや

らとても不思議な感じでした。 

 でもそのことがきっかけとなって団地内でいろいろな問題が起きてきました。そ

れは匂いのことでした。翌年の初めごろには私の家の中は猫達のウンチやおしっこ

の匂いでとんでもないことになっていました。彼らが来る前はそれまでいた猫はこ

ちらが教えたトイレできちんと用を足してくれたのですが、彼らはそんなことはし

てくれませんでした。もう、好き勝手に、そこがお風呂であろうと玄関であろうと

おかまいなしに、用を足していたのでした。その結果家中にウンチやおしっこをし、

その匂いが家中に充満することになったのです。 

 それでその匂いが玄関の扉を通り越して、団地中に充満することになりました。

それで私の家の前の老夫婦が先頭になって、ＵＲ都市機構に私の退去を訴えたので

す。その結果ＵＲは２００８年の１２月の初めに私に退去を求めて、千葉地方裁判

所に民事で訴えてきました。そしてクリスマス前にその裁判がありました。 

 その裁判では弁護士を立てることは費用的にできなかったので、私は訴状をよく

見た上で私を訴えることの不当性をとことん述べ立てました。でも証拠がある訴え

ではなかったので、私の訴えは全て却下されました。その後東京高裁に場を移すこ

ともできたのですが、そんなお金はなく、２月の初めに判決が出ました。強制執行

が決定したのです。 

 その後裁判所の執行官室から郵便があり、７月の初めに執行があるとの知らせが

ありました。来るべきものが来た。私はそう思いました。 

 それ以後、私はアパート探しに奔走しました。当たるべき不動産屋は全て当たり

ました。でも猫が多いというと、不動産屋はよくても貸主のほうで渋ってきました。

７月までにアパートを、猫と暮らすことのできるアパートを探し、引っ越しをしな

くてはならなかったのですが、それはとうとう実現しませんでした。 

 あとは裁判所に執行を止めてほしいとのお願いに何度も行きました。でもそれは

いつもお願いではなく、向こう側の不当性を述べ立てるだけの攻撃的なものであっ

て、裁判所の人はいつも嫌な顔をしていました。 

 私の口調は普通ではありませんでした。とても攻撃的なものでした。精神状態も

普通ではなかったし、それは仕方がないと思っています。 

 それでアパートがダメなら精神病院にでも入院させてもらおうと思って、何件か

の病院を当たり、相談したのですが、病人でもない者を入れる訳にはいかないと言

われ、それも実現しませんでした。退去後の私の居場所はどこにもありませんでし

た。猫の行先も決まっていませんでした。泣き叫んでは、暴れる日々が続きました。 

 執行は７月ではなく、８月に伸びましたが、それがなくなる訳ではありませんで

した。 

その瞬間から私は自分の家に入る資格を失いました。私はホームレスになったので

す。稲毛、西千葉、千葉。その界隈を私は歩き回り、コンビニやファミレスやラブ

ホにいたりしました。横になって寝ることができませんでした。落ち着いて休むと
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ころはどこにもありませんでした。それでもいつかはこの事態は改善できるはずだ。

それがいつかはわからないけど、いつかは良くなるはずだ。私はそう思って街を歩

き続けました。でもいつになってもその状態は改善しませんでした。それに一週間

を過ぎた頃から私はこう思いはじめました。何か罪を犯せばいい。痴漢でも窃盗で

も何でもいい。そうして刑務所に入るのだ。そうすれば生活できるし、事態は少し

はよくなるはずだ。私は本気でそう思いました。 

 でも結局そんな卑劣なことはできませんでした。それよりもいい知らせが一週間

を過ぎた頃から入ってきました。鎌取の下総精神医療センターに入院できるかもし

れないというのです。そのとき在籍していた教会の牧師からの伝言でした。牧師は

猫を五匹全て預かってくれて、ご飯まで与えてくれていたのですが、私の面倒もみ

てくれたのです。それはとても嬉しいことでした。 

 千葉大で紹介書を書いて頂き、ホームレスになってからちょうど二週間目の月曜

日、それはちょうど私の誕生日の翌日だったのですが、朝の九時に牧師の車で下総

精神医療センターに全ての荷物を持って行きました。 

 担当の医師はそこの院長先生で、五十代の半ばぐらいの感じがいい人でした。お

会いしてすぐに入院が決まりました。初めに入ったのは閉鎖病棟でしたが、ベッド

も食事も保障されていて、その時の私にはまるで夢のような生活でした。お年寄り

の病棟に三日程いたのですが、みなさんと仲良く食事をして、仲良く高校野球を見

ていた記憶があります。その後一般の閉鎖病棟に移されました。 

そこでは何故だかわからないのですが、女性の方ばかりと親しくなり、中でも二

十代の痩せていて髪の長い可愛い子とほぼ同年齢の女性と一日中まるで兄弟のよう

にして過ごしていたことを覚えています。なので、十月になり開放病棟に移るとき、

若い子が僕と別れなくてはならないと知り、大泣きしてしまい困ってしまった記憶

があります。みんな本当にいい人ばかりで執行のことを考えなくてすみました。開

放病棟では不思議と男性ばかりと親しく交流することができました。楽しく毎日を

過ごすことができました。 

この頃私は新たな住居となるアパートを探していました。でもそれはなかなか見

つからなかったのですが、十月の二十日頃に蘇我から徒歩で三十分のアパートが見

つかり、そこを契約して再スタートを切ることになりました。そしてその月の３１

日に下総精神医療センターを退院し、地域での新たな生活がスタートしました。布

団もなく部屋はごたごたとしていて、多難なスタートでしたが、それでもその時の

私の心はどこか高揚していました。 

その頃私はリスパダールという精神薬を注射で投与されていました。それはすぐ

に決まったことではなく、閉鎖病棟にいた時に臨床心理士の先生に徹底的にカウン

セリングをしてもらったり、心理テストをやってもらったりして、その結果私に最

適な薬を選んだのでした。でもその後それはその薬の副作用だと思うのですが、体

がだるくなったり、便秘気味になったりして、かなり苦しむことになりました。 

その後アパートでの生活を楽しんでいたのですが、何故だかわからないのですが、
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病院が恋しくなってしまって、十二月の始めに再度下総精神医療センターに入院す

ることになりました。 

その後六月に退院したのですが、たった一週間でまた入院し、十二月に退院した

のですが、今度は二週間で入院し、担当のワーカーと相談してアパートを引き払っ

てグループホームに移る計画で今後のことを考えて行くことになりました。 

その後は翌年の六月に茂原市本納のスペースぴあに行き、理事長の木村さんとい

ろんな話をして、その月の月末に体験入所をしました。その後は七月と八月、それ

に九月に体験入所をし、十月に部屋を見に行って、十一月の八日に退院し、スペー

スぴあでの生活がスタートしました。２０１１年の秋のことでした。 

朝はちゃんと起きて、きちんと朝食を取り、午前と午後はぴあの作業に参加し、

昼食は出されたものを食べて、夜は慣れない手で夕食を作り、その後はテレビを見

て静かな生活を送りました。もう誰も私のことを責める人はいないんだ。猫のおし

っこの匂いが臭いと言って文句を言ってくる人もいないんだ。警察が来て、ドアを

一時間もノックすることもないんだ。私がいない間に部屋を汚そうとして入ってく

る変な女もいないんだ。安心して生活することができるんだ。そう思うととても嬉

しくなりました。 

以上が私の病気の全てです。長くなりましたが、ここまで書く必要がありました。

それをぴあにきて、素直に受け入れることができるようになりました。それは仲間

がいたからです。病気を抱えながも日々労働に従事し、笑いが絶えない温かい場が

あったからです。その日から今日で約七年もの月日が経過しましたが、その間入院

もすることなく、この場で静かな生活を送ってきたのはやはり多くの仲間のおかげ

だと思っています。 

最後に２０１３年からぴあのある女性と付き合っていて、その後結婚の約束をし、

彼女のおかげで楽しく日々を送れています。彼女には本当に感謝しています。 

本当に最後にひとことだけ書いて

終わりにしたいと思います。 

統合失調症はひどい病気だと思い

ます。なので、それにかかるとすぐに

回復することは難しいと思います。で

も他者と関わる中で何らかの仕事に

従事して日々頑張っていれば、それは

徐々によくなるような気がします。な

ので、状態が悪いからと言って人生を

投げ出すようなことはやめて欲しい

と私は思います。いつかきっとよくな

るはずだ。そう思って頑張って下さい。 


