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第 13回  当事者研究全国交流集会 

はみだせ！弱さの万国博覧会 in Osaka 開催に際してのご挨拶  

 

本日、この大阪にて、第 13 回当事者研究全国交流集会が行われます。ご存じ、北海道浦河

「べてるの家」発祥の「当事者研究」の全国交流集会。大阪での開催はこれが初めてです。  

関西でも何年も前から当事者研究の種があちこちで発芽して、研究に取り組むなかまの樹が

林に森にと育ってきました。そうしたみんなの研究の積み重ねが今回の大阪での開催につなが

ったと思います。 

大会イメージキャラクターの「なかまの樹」は、1970 年に大阪で行われた万国博覧会と、

幻聴さんをモチーフに作成されました。葉っぱが緑一色でないのは多様性を表し、幻聴さんの

顔の国旗はわたしたちひとりひとりが、地球上に暮らすなかまとしてつながっていることを象

徴しています。  

今大会のキャッチコピーは、芸術家の岡本太郎さんにちなんで「研究はなかまと爆発だ!!」

としました。当事者研究には“自分自身で共に”という理念がありますが、研究を特になかま

と行うことで、自分自身の中に、また、なかまとの間に爆発（化学反応）が起こり、それが発

見や驚き、笑いや感動を巻き起こすのでしょう。 

粉モンの街、大阪。笑いの街、大阪。独特の文化を持つ関西の空気とべてるの家との組み合

わせから、どんな化学反応が起こるのか？この化学反応を肥やしにして、関西でも当事者研究

の森がさらに豊かに育つよう、当事者研究の交流集会や研究会も続けてゆきたいと思います。  

今大会は交流集会の原点に戻って、ひとつひとつの研究をみんなで共有することを大事にし

ました。加えてベてるの家の向谷地生良さん司会によるライブ当事者研究や、ポスター発表、

当事者研究すごろくや、向谷地生良さんと医学書院の白石正明さん、大阪大学の村上靖彦さん

によるトークイベントなど盛りだくさんの内容でお送りします。  

何分、慣れない手作り運営のため、至らぬところも多々あるかと存じますが、ご海容いただ

けましたら幸いです。今日という日を迎えるにあたって、多くの人にご尽力いただきました。

この場をお借りてお礼申し上げます。  

2016年 10月 9日 

大阪大会運営委員一同 
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当事者研究交流集会 部屋割表 
 

 ２F １F ２F 会館外 大学外 
 

部屋名 
 

講 堂 
 

アセンブリーホール 
 

セミナー室１ 
 

食 堂 
 

石橋商店街 
 

9：00 

↓ 

10：00 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

休 

 

 

憩 

 

 

室 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

物 

 

販 

 

1０：00 

↓ 

1１：00 

 
オープニング 

 

 

 

 

1１：00 

↓ 

12：00 

 
発 表 

 

 

 

 

 

 

 

展 示 

 
なかまの小屋 

 

ポスター 

 

ギャラリー 

 

 

 

 

 

 

12：00 

 

↓ 

 

14：00 

 

 

 

 

 

  
ランチタイム 

イベント① 

 
ポスター展示 Q&A 

 

発達障害体験 
 

なかまの小屋＆ 

幻聴さん占い 
 

ライブ当事者研究① 
 

ライブ当事者研究② 
 

当事者研究すごろく 

 

 

 

 

 

お食事処 

 

 

 

14：00 

↓ 

16：00 

 
発 表 

  

 
 

10分休憩  
 

16：10 

↓ 

17：00 

 

エンディング 

 

 
 

17：00 

↓ 

18：00 

    

 

18：00 

↓ 

20：00 

    

懇親会 

 

 

・ゴミは各自持ち帰るようにお願いいたします。（受付でお渡しした手提げ袋の中に、ゴミ袋が入っております） 

・飲食はアセンブリーホール、食堂でのみ可能です。 

・館内に喫煙場所はありません。会館外にある喫煙場所をご利用ください。（8 ページの案内図をご参照ください） 

・気分の悪くなった方は、お近くのスタッフにご相談ください。 

・２Fに、休憩室（ねころび部屋／引きこもりスペース）があります。適時ご利用ください。 

・また、何かご用のある方は遠慮なくお近くのスタッフにお伝えください。 

ランチタイム 

イベント② 

「トークイベント」 

白石正明 

向谷地生良 

村上靖彦 
 

 

13：15～ 
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平成２８年１０月９日（日） 

 

開会 10：00   

オープニング 10：00 ～ 11：00 会場：講堂（３F）  

    

「はじまりの挨拶」 山本正弘・吉田百合子（なかまの家） 

早坂潔 （浦河べてるの家） 

 

「べてるが大阪にやってきた！ヤァ！ヤァ！ヤァ！」  コーディネーター：向谷地生良 氏  

    

発表（午前の部） 11：00 ～ 12：00 会場：講堂（３F） 

コーディネーター：向谷地生良氏 

 

    

てっせん （アスパラガスの会）  P11 

    

藤岡千恵 （NPO法人大阪スタタリングプロジェクト） P12 

    

加藤木祥子 （浦河ひがし町診療所）  P13 

    

中村創 （医療法人資生会 千歳病院 当事者研究外来 こころの扉） P14 

   

山本正弘・和美 （阪本病院デイ・ナイト・ケア「なかまの家」） P15 

    

    

ランチタイム 1２：00   

お昼ご飯は、できるだけ食堂にてお取りください 

（館内はアセンブリーホールを除き、飲食禁止となっております） 

ランチタイム 

イベント① 

12：00 ～ 14：00 会場： 

アセンブリーホール（２F） 
 

 

   

「当事者研究 ポスター展示」 各発表者  

     「なかまの小屋 ワークショップ」  鈴木ひとみ（なかまの家）  

「当事者研究すごろく」 陸奥賢（当事者研究すごろく実行委員会）  

「発達障害体験ブース」 松村りか（アスパラガスの会）  

「ライブ当事者研究①」 なかまの家  

「ライブ当事者研究②」 ＮＰＯそーね  
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ランチタイム 

イベント② 

13：15 ～ 13：55 会場：講堂（3F） 

 

 

「トークイベント」 ゲスト：白石正明 （医学書院） 

    向谷地生良（浦河べてるの家） 

    村上靖彦 （大阪大学） 

 

 

再開 14：00   

発表（午後の部） 14：00 ～ 16：00 会場：講堂（３F） 

コーディネーター：向谷地宣明氏 

 

    

生田定敏 （かるべの郷 ドリームワークス） P16 

   

廣田力 （フリースペース ひまわり） P17 

    

坂 雅則 （浦河べてるの家）  P18 

    

吉田典子・中村創 （医療法人資生会 千歳病院 当事者研究外来 こころの扉） P19 

  

猶原美名子 （Rこころのクリニック 地域活動支援センター なっつ） P20 

    

浅野智彦 （浦河べてるの家）  P21 

    

児島千晴 （華厳寺クリニック・デイケア・ファーブラ） P22 

    

川本浩 （札幌なかまの杜クリニック）  P23 

    

多田啓崇・中田あかり （居宅介護事業所 ピリカポッケ）（職員全員の共同研究） P24 

    

古川真美子 （札幌なかまの杜クリニック）  P25 

    

    

エンディング 16：10 ～ 17：00 会場：講堂（３F）  

    

「べてるとなかまのあわせだし！」 浦河べてるの家 ＆ 関西大会運営委員  

「おしまいの挨拶」  山本正弘・吉田百合子 （なかまの家） 

早坂潔 （浦河べてるの家） 
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 ポスター発表   

展示 10：00 ～ 1７：00 会場：アセンブリーホール

（２F） 

 

    

白木明人 （十勝当事者研究サークル・帯広当事者研究会） P26 

   

エックス （長岡病院） P27 

    

守屋好香   P28 

    

中村創・伊東健太郎 （医療法人資生会千歳病院 当事者研究外来 こころの扉） P29 

  

陸奥賢 （当事者研究すごろく実行委員会） P30 

    

村岡聡 （華厳寺クリニック・デイケア・ファーブラ） P31 

    

桑田淳一 （阪本病院デイ・ナイト・ケア「なかまの家」） P32 

    

細川直子 （阪本病院デイ・ナイト・ケア「なかまの家」） P33 

    

鈴木ひとみ （阪本病院デイ・ナイト・ケア「なかまの家」） P34 

    

今井貴行 （札幌なかまの杜クリニック） P35 

    

粟屋めぐみ （札幌なかまの杜クリニック） P36 

    

つちやだい （札幌なかまの杜クリニック） P37 

    

藤居裕昭とこころの仲間たち （チーム妄想族） P38 

    

南部紀子 （ウレシパの会、当事者研究ちたの会、共存共生共依存の会） P39 

  P40 
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 ポスター発表   

展示 10：00 ～ 1７：00 会場：アセンブリーホール

（２F） 

 

    

松村りか （アスパラガスの会） P41 

   

拭石忠司 （阪本病院デイ・ナイト・ケア「なかまの家」） P42 

    

近藤卯月 （フリースペース てんまる） P43 

    

佐藤太一 （浦河べてるの家） P44 
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第 13回当事者研究全国交流集会大阪大会 口頭発表(午前の部) 

(ふりがな)  

名 前  藤岡 千恵         所属 NPO法人大阪スタタリングプロジェクト 

○発表者のプロフィール(苦労のプロフィール) 

幼少の頃から、どもり始める。小学校でクラスメイトとの話し方の違いに劣等感を持ち、小学校高学年では、

どもりを隠すようになった。（具体的には、どもりそうな言葉を徹底的に避けて喋る）。家族や友人にも吃音を

隠し続けた。21歳の時に仕事で行き詰まり、どもる大人のセルフヘルプグループ『大阪吃音教室』に出会った

が、自分自身のどもりを認めることができず、グループから離れた。その後、精神科の通院を始めたが、薬を

止めるために吃音と向き合うことが必要だと思い、29歳で再び『大阪吃音教室』を訪れた。その後、家族や友

人にもどもることを伝え、今はどもりながら現在も活動を続けている。 

○ 研究の動機・目的 

29歳の時点ですでに 8年ほど服用していた精神科の薬をやめたいと思ったのがきっかけ。「いつまでも気分が

晴れず、精神的に安定しないのは、自分の悩みの核心である吃音から目をそらし続けているからだろう」と考

えた。薬をやめて人生を取り戻すために再び大阪吃音教室を訪れた。（私にとっての当事者研究とは、大阪吃音

教室に通い、自分を見つめてきたこと。仲間と体験をわかち合う中で自分が変化してきたことだと考える。） 

○研究の方法 

大阪吃音教室に通う。（毎週金曜日に開催）。論理療法、交流分析、アサーション、認知行動療法、アドラー心

理学、表現力を磨く（話す、聞く、書く）、コミュニケーションスキルを高める、などの年間プログラムを通し

て学ぶ。仲間と体験をわかち合い、語り、学ぶ。 

○研究の経過と内容 

参加し始めた当初の私は、吃音へのとらわれを軽くするアプローチを重視していたが、大阪吃音教室での年間

を通してのプログラムは、必然的に自分への理解を深め、どもりを持つ自分ともうまくつき合うプログラムと

なっているため、どもりへのとらわれから解放されるのと同時に、生き方も次第に変化していった。具体的に

は、強い思い込みを修正し、より現実的な考え方になり、あきらめることができた。生き方や人とのコミュニ

ケーションのあり方を見つめ直し、自分を発揮して生きられるようになった。 

○考察(わかったこと、課題) 

わかったこと…セルフヘルプグループに参加することで、回復に必要な 3つの要素「他者信頼、他者貢献、自

己肯定」の全てを常に循環しながら経験することができた。自己肯定に一番大きな影響を与えたのは、仲間か

らのフィードバックを長年、シャワーのように浴びていたことだった。仲間の変化も自分にとって強いフィー

ドバック、糧になる。自分にとって大きな課題であればあるほど、一人で解決することは困難だが、同じ課題

を持ち、学び続ける仲間に恵まれたことが幸運だった。 

○まとめ、感想(研究して良かったこと、苦労したこと、更に良くする点等) 

グループに出会うまでは、どもる自分を否定し、どもりを隠して生きていた。どもりを大きなハンディととら

えていたが、仲間との 11年の経験の中で、今はどもりに感謝している。どもりがなければ今の自分は存在しな

い。今の私にとってどもりは、多少不便なこともあるけれど、悩むことはない。むしろ人生を色濃くしてくれ

た存在。生活の場に戻ると悩んだり苦労することも多いが、毎週開催されるグループの例会は私にとってマラ

ソンの給水所のような存在だ。どもりへのとらわれから解放された今、今後はどもる子どもの未来のため、ど

もりに悩む大人のためにも、どもりの持つ豊かな世界を発信していきたい。 
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第 13回当事者研究全国交流集会大阪大会 口頭発表（午前の部） 

(ふりがな)  かとうぎしょうこ    ますだかなこ  いずみゆうじ 

名 前  加藤木祥子（応援 増田香奈子 泉祐志）  所属 浦河ひがし町診療所 

○発表者のプロフィール(苦労のプロフィール) 

自己病名 ハイパーアンテナ・ギリギリガール 

 機能不全家族で生まれ育つ。小学生までは自分の殻・自分の世界に引きこもる事で現実逃避。

中学生になると忙しすぎて現実逃避する時間が全く持てず。14歳活字拒否で不登校になると、

実際の引きこもり。あらゆる自分いじめ、恋愛プロセスによる現実逃避も多用。究極の現実逃

避が自殺行為。近年は思考停止・活動停止の引きこもりがメイン。 

○研究の動機・目的 

自分の生きづらさを言語化し整理してまとめることで、生活の助けにしたい。またそれを周

囲の人に伝え、理解を得ることで生活の助けにしたい。そして、持続可能な社会生活様式を模

索したい。 

○研究の方法 

 長年の身をもった苦労の経験の蓄積。仲間・専門家との苦労の経験の分かち合い、相談・練

習・実験の蓄積。それらを整理した。 

○研究の経過と内容   「感じすぎと消耗と現実逃避の研究」 

私の苦労のパターンとして、あらゆることを感じすぎてしまい（ハイパーアンテナ）すべて

をやろうとがんばることでエネルギーを全て消耗してしまう苦労がある。エネルギーの回復手

段として、自宅へひきこもり人間社会の現実から逃避しエネルギーの充填している。現在の研

究では、低燃費なエネルギーの使い方の研究とハイパーアンテナの付き合い方を研究している 

○考察(わかったこと、課題) 

 今回の研究を通して、今までなぜここまで消耗するのか具体的にわからなかったが、実は様々

なことが自分に起きていたことが分かった。これらのことに細かく対処していくことが大切で

ある。現在、研究・実験・練習中である。 

○まとめ、感想(研究して良かったこと、苦労したこと、更に良くする点等) 

 現実逃避することによって何とか人間社会での生活を維持してきた私にとって、現実逃避は

これからも必要不可欠な大切なこと。もっと自分にやさしい現実逃避の仕方、それを含めた持

続可能な社会生活様式を模索し、そしてそれを広く社会に伝えていきたい。 
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第 13回当事者研究全国交流集会大阪大会 口頭発表（午前の部） 

(ふりがな)  なかむら はじめ 

名 前   中村 創   所属 医療法人資生会 千歳病院 当事者研究外来 こころの扉 

○タイトル 
 詰所アレルギーの研究 

○発表者のプロフィール(苦労のプロフィール) 
 自己病名：カンゴシ症候群 A（C）タイプ 
 看護師として働く前からカンゴシ症候群が付きまとっていた。いい支援者であろうとする、
いい支援者に自分を見せようとする「支援者かぶれ」がその症状である。この支援者かぶれの
最大の犠牲者は患者さんである。当事者研究に出会い自分が当事者だと気が付いたときから患
者さんとの関係が豊かになっていった。そして詰所（職場）との人間関係が貧弱になっていっ
た。自分には「詰所（職場）アレルギー」があることが今回の研究で判明した。 

○研究の動機・目的 
研究に出会い、病気仲間、研究仲間が徐々にではあるが増えていく一方、自分が詰所（職場）

に対し「どうせわかってもらえるわけがない。」と研究を伝えることができないでいる。そうい
ったアレルゲンを抱えながら詰所にいることが段々苦しくなってきたので、今回徹底的に詰所
アレルギーを研究しようという思いに行きついた。 

○研究の方法 

 「実家アレルギー」がある、という研究仲間とノート交換しながら自分の「詰所（職場）ア

レルギーを眺めた。 

○研究の経過と内容 

カンゴシ症候群には患者に対して「フナカメ上ヨ」（不安な時、流される時、考えない時、面

倒くさい時、上から目線の時、余裕がない時）の時、患者に対して「ツリザオ」（強い態度、理

不尽・理屈っぽい態度、雑な態度、押しつけがましい・恩着せがましい態度）を振り回すとい

う症状がある。看護師であること自体が病気である可能性があること、自分にもこの症状があ

ることを院内の勉強会で周知した。意外に「それ、自分にもあるかも。」と同僚の看護師から賛

同を得られた。しかし、一向に自分のアレルギーが軽減しない。自分がカンゴシ症候群という

病気だ、と公表しても自身のアレルギーが軽減しないことが判明した。 

○考察(わかったこと、課題) 

自分が研究していることで、周囲の看護師に対して優越感をもたらしていた可能性がある。

患者に対して上から目線だから「降りよう」としていたはずなのに、今度は詰所の同僚に対し

て、「自分も病気なのにそれを自覚していないかわいそうな人達」と上から目線でいた自分に気

が付いた。「降りていく働き方」を模索するためにカンゴシ症候群の研究を始めたはずなのに、

研究を進めるごとに、今度は同僚の看護師の上に立とうと、上っている自分がいることに気が

付いた。その「上にいたい」という思いがアレルゲンだったのではないかと考えた。上がって

いる自分は同僚に対して「アホカ」（愛想笑いをする、本心を言わない、壁を作る）と思い、そ

のように振る舞っている可能性がある。 

○まとめ、感想(研究して良かったこと、苦労したこと、更に良くする点等) 

 上にいたいという自意識が研究を進めると明らかになってきた。恐らくは自分に対して自信

がないので、心の中で優位に立つことで自分を保とうとしていたのかもしれない。と、自覚す

ることで、きっと同僚の姿が変わって見えてくる気がしている。 
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第 13 回当事者研究全国交流集会大阪大会 口頭発表（午前の部） 

(ふりがな)やまもとまさひろ・かずみ  

名 前 山本正弘・和美         所属 阪本病院デイ･ナイト･ケア｢なかまの家｣  

○発表者のプロフィール(苦労のプロフィール) 

私たちは結婚して 18 年で、今年息子は高校生になり、アルバイトをしながら学生生活を謳歌し

ています。私たち 2 人は統合失調症と双極性障がいでお互いの病気の事を理解できず、起きて

もいないことに誤作動を起こし、爆発しあったり、離婚騒動になったりしています。 

自己病名： 

正弘『優しさに導かれ病と闘って 40 年悪くないのがだんだん解って来た症候群』 

     和美『ストレス発散アルコール依存山型突発性誇大妄想＆被害妄想タイプ』 

○研究の動機・目的 

2 人で過ごす時間が多く、当事者研究を 2 人で行うと、お互いの事を理解する前に誤作動を起

こして衝突したり、苦労が貯まっていったりするので、理解し合うことで少しでも生きやすく

してゆきたい。 

○研究の方法 

夫婦一緒になかまの家で当事者研究を行う 

○研究の経過と内容 

二人で当事者研究をやっていてもお互いの理解が深まらなかったので、思い切って夫婦で当事

者研究に参加しました。初回は夫である私が、結婚してからの苦労のエピソードをなかまに伝

えました。2 回目は妻が自分のアルコールを飲み過ぎたり、うつになる苦労をなかまに伝えま

した。第 13 回当事者研究全国交流集会大阪大会当日までも継続研究をしてゆきます。 

○考察(わかったこと、課題) 

妻はお酒を飲むとうつになると想っていましたが、お酒は友達であることが解ったので許せる

ようになりました。妻も夫の幻聴や妄想が出ても実際に何か起きるのではないかと心配するの

ではなく、先ず話を聞くことが大切だと気づくことができました。 

○まとめ、感想(研究して良かったこと、苦労したこと、更に良くする点等) 

ひとり一人で研究したり、二人だけで研究するだけでは理解しあえないことが、夫婦でなかま

と共に研究を行うことで新たな気づきがあった。これからは研究で得た気づきを生活に生かし

てゆき、さらに研究結果を報告しながら当事者研究を続けてゆきたい。  

 



 

 

16 

 

第 13回当事者研究全国交流集会大阪大会 口頭発表（午後の部） 

(ふりがな) いくた さだとし 

名 前 生田 定敏             所属 かるべの郷ドリームワークス 

○発表者のプロフィール(苦労のプロフィール) 

「岩石岩男との闘いと僕の着ている鎧について」と「自分史」 

○研究の動機・目的 

毎日の息苦しさと辛さから 

○研究の方法 

 過去を振り返ると共にそれを文字にして客観視する 

○研究の経過と内容 

「自分史」を作り上げ、「なぜ毎日がこんなにも生きにくいのか？」を考察する。 

○考察(わかったこと、課題) 

結局は「自分に自信がなかった。」これにつきる。 

○まとめ、感想(研究して良かったこと、苦労したこと、更に良くする点等) 

 やはり人間とは、「過去に規定されるのだ」ということと、「自信こそが、何より必要なの  

だ」ということが分かった。 
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第 13回当事者研究全国交流集会大阪大会 口頭発表（午後の部） 

(ふりがな)  さか まさのり 

名 前   坂 雅則             所属 浦河べてるの家  

○発表者のプロフィール(苦労のプロフィール) 

 私の自己病名は「統合“質”調症 スケジュール混乱 金欠タイプ」です。長年にわたる金欠の苦労で何軒もの

質屋と取引をしていました。金欠の苦労以外にもあいまいなことに対して不安を覚える苦労がありました。 

○研究の動機・目的 

入院中も確認行動が多かったため、退院後べてるで就労を開始するにあたりまず曜日ごとの 1日のスケジュール

を立てることにしました。わからないことへの不安衣対する自己対処のはずの確認行為が相手に対する攻撃になっ

てしまうので、苦労のメカニズムを解明しながら結果として確認の負担が減ってコミュニケーションをとれるよう

にするために研究を重ねました。 

○研究の方法 

日々の実験の中から生まれた新たな対処の方法を実際に試すことで、自分の変化やべてるでの日中の過ごし方の

変化を検証し、さらに良くする点を探り、仲間にも「今日のこれからの自分のスケジュール」を紹介するなどしな

がら研究しました。 

○研究の経過と内容 

★「現金を持たないまとめ買い方式の実験」 

お金の使い方がわからない苦労があり、現金を持つと「誰かにとられてしまう」という不安から「早く使おう」

という気になってすぐなくなってしまいました。そのため、現金は一切持たず、週に１回、自分に本当に必要な物

をスタッフと一緒に買い、ストックしておいて普段はそれを食べたり消費するという方法をとりました。 

★「スケジュールパッド」 

べてるでの１日の生活の中で計画していたスケジュールの細かな違いに対応できず、何をしたらいいのかわから

ないという苦労に対処するために「スケジュールパッド」を手作りしました。 

○考察(わかったこと、課題) 

「現金を持たないまとめ買い方式の実験」では、「今週のお菓子はなににしようかな？」と商品を選ぶ楽しみが生

まれました。また、この方式では、時計のタイマーを使って毎週決まった時間に買い出しに行くので安心できま

す。 

「スケジュールパッド」は、段ボールの手作りのボードに時間割の枠を作って今日１日の予定を張り付けていく

ものです。スタッフと一緒に１日の予定をやりくりすることで約束事をつくることができ、スケジュールについて

安心することができます。 

○まとめ、感想(研究して良かったこと、苦労したこと、更に良くする点等) 

 スケジュールパッドのおかげでそのときの状況に合わせて確認でき、忘れてしまった内容も見ればわかるので安

心できるようになりました。また、今までもあった、自分がはき違えていた内容も確認できるのがよいです。１日

の予定がはっきり書いてあるのでまるっきり自由だと悩んで迷ってしまう自分にはとても合っていると思います。 
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第 13回当事者研究全国交流集会大阪大会 口頭発表（午後の部） 

(ふりがな)   よしだのりこ  なかむら はじめ 

名 前  ○吉田典子   中村 創    
所属 医療法人資生会 千歳病院 当事者研究外来 こころの扉 

○タイトル 
 旅立ちと見送りの研究 –統合失調症と肺癌と病んだカンゴシとの付き合い方- 

○発表者のプロフィール(苦労のプロフィール) 
・自己病名 
吉田：統合失調症英国貴族ジバニャンタイプ・肺癌、中村：カンゴシ症候群 A（C）タイ

プ 
・苦労のプロフィール 
 今年の 2月、吉田が肺癌（手が付けられない）であることが分かった。吉田の受け持ち
看護師であった中村は当初、家族の要望などから病名を伝えるべきかどうか悩んでいた。
伝えることで吉田の統合失調症の病状が不安定になると思ったからである。しかし悩んだ
末に病名を伝えることを決意した。病名を伝えると意外なほどあっけなく「あ、そう。」と
返事が返ってきた。中村はあっけにとられた。 

○研究の動機・目的 
・研究動機 
 病名（肺癌）を告知した際、吉田は既に人生における全てを受け入れる準備ができてい
る（かもしれない？）ことを中村は知った。そうであるなら、これから起こること全て研
究できるのではとの考えに至った。ここから旅立ちと見送りの準備が始まった。 
・研究目的 
旅立ちと見送り、それぞれの立場にある当事者同士が一つの目的地に向かう過程で何が

起こるのかを明らかにする。 

○研究の方法 
 患者・看護師双方の立場を（極力）一旦置いて、旅立つ者・見送る者、それぞれの当事
者として研究する。中村が勤務の日（週 5日）は二人で研究し合う。1回 20分程度の面談
研究。 

○研究の経過と内容 
カンゴシは何かと患者のことを考え援助しようとする。症状が不安定にならない配慮も

その中に含まれる。しかし、そうしようとするあまり当事者が人生を送る上で必要な情報
さえも伝えない（近親者の死、患者自身の余命、等など）。伝えないというより握りしめる。
それは患者の人生を握りしめることでもあり、患者に人生を渡さないことになりかねない。
今研究が始まる前の状態がそうであったが、主治医が変わったことによりすべての告知が
実施された。告知がなされたことで毎日旅立ちへの準備の話ができると思った中村は「こ
の先どうする。」という未来の質問ばかりを吉田に投げかけるが、吉田は「今日何を食べよ
うか。」と今のことに関心を示している。カンゴシは未来を見たくて仕方ない。しかし旅立
つ当事者は今を生きていることが面談を繰り返す中で明らかになってきた。 

○考察(わかったこと、課題) 
旅立ちの準備とは、「先々の心配をなくしていくことである。」と思い込んでいるカンゴ

シはなにかと先の準備をしたがる。しかし、旅立とうとする当事者は今を生きている。象
徴的だったのが、「どういう風な声がけをしてほしいか。」との中村の神妙な質問に対して
吉田が「ばいなら〜、でいいよ。」と冗談で返した場面である。そこには「送る側は真剣で
なければならない。」と錯覚する中村と、「今を生きているのに先の心配はそれほどしなく
ていい。」という吉田の間で明らかにズレが存在していた。そのズレを修正しなければ当事
者が望む見送りには至らないのではないかということ、できれば、真剣すぎるカンゴシと
は見送りの際付き合いたくないものだということが同時に明らかになってきた。 

○まとめ、感想(研究して良かったこと、苦労したこと、更に良くする点等) 
 研究はいつでも、どこでも、誰とでも、であると確認できた。旅立ちに際してすらも研
究できることが明らかになった。吉田が大阪で発表できるか現時点ではわからない。けれ
ど研究すること、発表することを心待ち位にしている吉田にとって大阪での発表は生きる
糧の一つになっていると思われる。その機会となったことが研究して良かったことである。 
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第 13回当事者研究全国交流集会大阪大会 口頭発表（午後の部） 

(ふりがな) あさの ともひこ 

名 前 浅野 智彦             所属 浦河べてるの家 

○発表者のプロフィール(苦労のプロフィール) 

 ２００７年に浦河に来てべてると繋がった。北海道内の講演会に出たりしながら３年

間を浦河で過ごし、札幌医科大学医学部を受験する為に札幌に引っ越して予備校生活を

２年送ったが合格しなかった。２０１３年５月から浦河教会に住み、浦河べてるの家の

人達と繋がって生活している。 

○研究の動機・目的 

べてると繋がって１０年目になる。節目としてこれまでの生活を振り返る。 

○研究の方法 

 ニューべてるで来客者の方から圧迫が来たり、出張先で圧迫が来た時にメモをとりま

す。孤独になると調子を崩すので、仲間と交流する為に毎日べてるの家で御飯を食べて

います。 

○研究の経過と内容 

主治医とソーシャルワーカーに勧められてデイケアに行くと明るい所だった。「３カ

月だけ生きてみよう」と思ったりして交流会に出てみると、豪華な料理と精神医学系の

仕事をされている様々な方々が参加されていた。「じゃあ、４カ月」と思ったりして生

きてみた。 

○考察(わかったこと、課題) 

「自分の助け方を研究する事」は多くの人にとって大切なテーマである。物を大切に

する戦後の高度経済成長の時代から、今は繋がりを大切にする時代への過渡期である。

どれが効いているか分からない薬を大量に飲んで精神病院に入院しているのを、少しで

も地域に出る様に力を付ける。妄想が直らなくても飛行機に乗って出張に行けた。統合

失調症の事をもっと知りたくなった。 

○まとめ、感想(研究して良かったこと、苦労したこと、更に良くする点等) 

 「孤立」から「連帯」へ。生きる上で当然しなければならない苦労を取り戻す。言葉

を取り戻す。言葉を代える。困難に直面した時に研究するという態度を取ると困難を外

在化し客観視出来る様になるので少し楽になる。 

            「今だ、研究してみよう！」 
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第 13回当事者研究全国交流集会大阪大会 口頭発表（午後の部） 

(ふりがな)                                                            ただ ひろたか なかた 

名 前 居宅介護事業所 ピリカポッケ（職員全員の共同研究）発表者 多田 啓崇、中田 あ

かり 

○発表者のプロフィール(苦労のプロフィール) 

ピリカポッケは、家事援助、通院介助、移動支援を行うピアヘルパーステーションである。精

神障がいのある当事者（ピアヘルパー）が精神障がいのある利用者へサービスを届けている。 

事業所内で行った中田あかりさんの『人とつながりたいけど怖くてつながれない研究』の中で、

中田さんはみんなに“頼りたいけれど頼れない苦労”の持ち主であることがわかった。研究を進

める中で、この苦労は、中田さんだけでなくピリカポッケの職員の多くが持っていることがわか

り、ピリカポッケの職員全員による共同研究として研究を進めることとなった。 

○研究の動機・目的 

研究タイトル：『Ｔポイントの研究』Ｔポイントとは“頼るポイント”の略で、同僚である仲

間に頼ることによってポイントが貯まるという仕組みである。仕事や自分の生活において同僚の

力を借りた方がうまくいくことがあるが、そう思いながらもなかなか頼れない苦労が職員それぞ

れにある。“頼りたいけど頼れない苦労”のメカニズムを明らかにし、仲間に頼るための仕組み

を皆で作っていく（皆でＴポイントを貯めていく）ことが、皆が安心して働ける職場づくりにつ

ながると考え、研究を行うこととした。 

○研究の方法 

ミーティングで、苦労のメカニズムを確認。頼るための仕掛けを実験として行う。 

実験①毎週末のミーティングで頼った事を発表。頼ることができたことについても評価。 

実験②自分が皆に頼りたいことと、皆に力を貸せることを公表する。 

○研究の経過と内容 

 “Ｔポイント”が合言葉となる。頼ることをためらっている仲間に「Ｔポイントため時だよー」

と声をかける場面が多い。「Ｔポイント」と口にすると笑いも起こるという発見もあった。 

○考察(わかったこと、課題) 

頼ることが文化として根付き始めた。安心して頼れることが安心して働くことにもつながっ

ている。一方でやはり頼れない時もあり、頼れないことに×をつけるのではなく、自分と仲間の

その思いも大事にしていくことを確認した。負担をかけたくないなど、仲間のことを大切に思う

からこそ頼らない場面もある。 

○まとめ、感想(研究して良かったこと、苦労したこと、更に良くする点等) 

頼るという行為の価値を上げることができた。皆の苦労や良いところを改めて知れたことで

助け合いやすくなったとともに、どのような事業所にしたいかを全員で考える機会となった。 
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第 13回当事者研究全国交流集会大阪大会 口頭発表（午後の部） 

(ふりがな)  

名 前 古川 真美子  所属 札幌なかまの杜クリニック デイケアメンバー 

○発表者のプロフィール(苦労のプロフィール) 

1. 生きづらいと感じることも出来なかった幼少期～高校『生れ育った帯広でのお話し』 

2. 伝承されてきた苦労『札幌市へ旅立つが…』 

3. 一人分以上の苦労に取り組み、苦労は終わるのか！？『帰省から母の他界、そして現在』 

○研究の動機・目的 

苦労を 20数年…。帯広という地方都市での支援に馴染めずに札幌へ…。そこでの『真の当事

者研究との出会い』があり、苦労と向き合い始めることができた…。その軌跡の中から、支援者

との関わり（どうやって支援者を活用したか…）をまとめようと思いました。 

○研究の方法 

 帯広と札幌を汽車で往復 7時間…。通いに通い話しあいながら研究をしました。 

○研究の経過と内容 

北海道東部、帯広市に長女として生を受け、幼稚園と小学校で虐めの標的に…。自宅は風呂無し、

一回／月の銭湯、不潔だと虐めＵＰ。中学生から台所の湯沸かし機がシャワーに…。高校は進学

校へ、「今は修行の時」と言い聞かせていた。高校卒業後、札幌市での一人暮らしが大きな安心

感をもたらした。しかし、就職して半年、父が寝たきりになりに、母は心労からいつも怒鳴って

いた。私は、感情のコントロールを失い精神科通院、休養を要した。札幌での鬱の闘病生活（昼

夜逆転・引きこもりの日々・インターネット依存）。二年後、地元に戻るが…。父と祖父が他界、

母は統合失調症に…。自分の治療を続けながら『本家の長女』『娘としての役割』重くのしかか

る。その頃、SSTと当事者研究に出会う。その明快さと問題解決能力の高さに驚き、最後のチャ

ンスだと思い遠距離通院を決めた。二年間必死に泊まりがけで通い続けたところ、次の展開が見

えて希望に満ちて帰宅した夜、母がベッドの横で倒れていました。死後二日経っていました。 

○考察(わかったこと、課題) 

そして、各種手続きや葬儀など『本家の長女』の役割を全う。しかし、来るはずの解放感が来

ない。来るのはネガティブな思考ばかり…。頼れるのは支援者だけ…。あの手この手で話しを聞

いてもらい、慰めてもらい、支援を受けようと…。しかし、当事者研究中の一言「話しを聞いて

くれる支援者には気をつけて…。苦労を離せなくなるよ」「ハッ」して、我に返る…。 

○まとめ、感想(研究して良かったこと、苦労したこと、更に良くする点等) 

 寂しさや辛さを、聞いてもらう為のスキルと支援を受けるためのスキルを実践していました。

しかし、うまくいかなくなると、古い対処が出てきて、全てを壊そうとする…。当事者研究も大

詰め！！それらのスキルと古い対処の解消方法…。是非とも聞いてください。 
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第 13回当事者研究全国交流集会大阪大会 ポスター発表 

(ふりがな)  

名 前  エックス          所属 長岡病院 

○発表者のプロフィール(苦労のプロフィール) 

14年前の春に、突然、とてつもなく激しい妄想に襲われる。 

それ以来、精神科の施設でリハビリを続け、回復途上にある。 

現在は、空想が多くて、やる気が出にくい症状に悩まされている。 

○研究の動機・目的 

自分の生活を豊かにし、社会参加するために、やる気を向上させること。 

○研究の方法 

自分の経験を他者の前で話し、文章にまとめて、考察する。 

○研究の経過と内容 

徐々にではあるが、空想の多さややる気の出にくさから回復しつつあるので、その理由を他者

の前で話しながら考えていった。 

さらに回復した理由を膨らませて、応用的に実践できないかを試してみた。 

○考察(わかったこと、課題) 

自分の心の中に、やる気の源である精神的エネルギーを溜める器を仮定し、その器を強固にす

る方法や、エネルギーを溜める方法を考えていくと、上手くやる気が引き出せることがわかっ

た。空想が多いことと、どう向き合うかが課題。 

○まとめ、感想(研究して良かったこと、苦労したこと、更に良くする点等) 

自分の心を客観的に眺めることが出来た。エネルギーと器のモデルを閃くまでに、時間がかか

った。研究した方法でも、やる気を引き出せない時、どうするかを考えられると、更に良くな

ると思う。 
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第 13 回当事者研究全国交流集会大阪大会 ポスター発表 

(ふりがな)   もりや このか   

 名 前  守屋 好香            

○発表者のプロフィール(苦労のプロフィール) 

おおらかなド田舎でおおらかな人々に支えられ、プチ不登校や癇癪（他にも：家のドアにヒビを入れたり、急に学校か

ら帰宅したり、授業中に先生に話しかけ続けたり・・・よく許されていたと思います）、正体の分からない「居心地の

悪さ」に翻弄されながらもそれなりに面白おかしく生きていたところ、22歳にて発達障害（自閉症スペクトラム）と診

断される。 

○研究の動機・目的 

動機：診断後、発達障害の書籍やウェブを読み漁り、自分の頭の中や体のしくみを明らかにし、自分で自分を生きやす

く療育・工夫することに面白さを感じているため。また、「”症状”をよくして、ラクに生きる」ことに加えて、自分

の、ひいては発達障害のことを知ることによって、この社会や世界のなりたちに（発達障害を知ることは、発達障害で

ない人を知ることであって、全ての学びは、「よのなか」にほんのすこし触れる、このよのなかっていったいなんなん

だろう、ということをわかるためなのではないだろうか）、ほんの少し、象を撫でるようにであっても、触れることが

できる喜びが非常に大きいため。目的：①発達障害者がよりラクに生きる具体的・実践的な方法を発見すること②内側

から発達障害を研究することで、行動レベルの発達障害研究ではなく、ひとつの人間のありかたとして、それを肯定す

ること。 

○研究の方法    書籍およびカウンセリング、思考、絵 

○研究の経過と内容 

各種特性について、エピソードがあるごとに思考し、ノートやウェブ上に書き記している。「UNIQUELY HUMAN」（書籍）

を読んでいる。 

○考察(わかったこと、課題) 

発達障害者が困っていることとして、よく「コミュニケーション能力」が挙げられ、確かにそういった自覚もあるが、

それは「表面に出てくる状態」のひとつにすぎず、根っこの問題や、自閉症の核（のようなもの）は、別のものである

のではないかと考える。精神世界はひとつのありようとしてある程度肯定し、すりあわせ、身体的なエラーに関して改

善することが、発達障害者が生きやすくなる方法ではないか。 

○まとめ、感想(研究して良かったこと、苦労したこと、更に良くする点等) 

良かったこと：自分の「変」は本当にいけないことなのか？本当にコミュニケーション能力がないのか？といったこと

が少しわかり、自分を肯定することに少し納得が持てたことがよかった。また、発達障害を知ることで、そうでない人々

の行動についても研究することになり、以前よりも「普通の人々」とうまく接し、またある程度距離感を保つことで、

互いに穏やかでいられるようになった。苦労したこと：当事者研究は「証拠」がなく、感覚的なものになりやすい、そ

のため、発表するには向かないことに非常に悩んだ。今も悩んでいる。 

更に良くする点：自閉症研究が行動レベルのもの中心になったのは最近のことであるそうだ。それまでは、精神世界の

部分の研究も現在より多かったらしい。自閉症発見の歴史と研究の歴史を調査し、行動レベルにおける研究への転換点

およびそれ以前の研究を知り、当事者研究と専門家の研究を合わせて説得力のあるものにしたい。 
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第 13回当事者研究全国交流集会大阪大会 ポスター発表 

(ふりがな)   なかむら はじめ      いとう けんたろう 

名 前   ※中村 創     ※※伊東 健太郎 

所属 ※医療法人資生会 千歳病院 当事者研究外来 こころの扉 
   ※※日本赤十字北海道看護大学 看護学部 

○タイトル 

 面倒な友人との付き合い方の研究 

○発表者のプロフィール(苦労のプロフィール) 

 自己病名：カンゴシ症候群 A（C）タイプ 

○研究の動機・目的 

・研究動機 
中村は伊東の 4歳年下である。二人の出会いは、17年前に遡る。はっきり言って腐れ縁

である。伊東は当時から年上であったこともあり、やや強引に中村を誘っては深夜のドラ
イブ（北見―旭川、釧路、稚内など：片道 150～300km）を繰り返して連れまわしていた。
そんなあまりよい印象を与えない出会いから 17年、そんな二人であるが今でも友人として
の付き合いが切れない。面倒くさいと感じつつも切れない交友関係とはなんなのかを研究
しようと考えた。 
・研究目的 
 面倒くさい友人関係が切れない要因を明らかにする。 

○研究の方法 
 これまでの二人の関係について振り返り、すり合わせをした。 

○研究の経過と内容 
中村は双極性感情障害の躁状態に近い状態になりやすく、等身大の自分を知らない。結

果、誇大妄想に操られながら様々な人と出会い、時にその出会いの中で、世間に知っても
らうといった良い思いもしてきた。そんな中村を伊東は妬ましい気持ちで見ていた場面も
あった。伊東はそれを表には出さないが、陰で何もできなくなるほどのダメージを受けて
いた。ここまでで二人が一緒にいられる要因はないことが分かった。それどころか普通だ
ったら交友関係が続かない状態であることも分かった。 
学生時代が終わり、期せずして就職先も同じ職場になる。その後、中村が引っ越し、一

時、伊東との交友は途絶えるが、ひょんなことから再会を果たす。最近の伊東は大学の教
員ということもあり、やたらと業績を気にする。なにか学会があると「一緒に発表して」
と中村に迫る。興味のない学会で発表することに意義を感じないので、中村はそれが正直
面倒くさい。そんな二人であるのに、まぜか交友関係は、いつも一緒にいた学生時代より
も強固な物になっていた。 

○考察(わかったこと、課題) 
相手に対して互いにどこか「面倒くさい」と思っていることがわかった。中村は伊東に

対して「仕事をよこせよこせ」と人の手をいつも煩わせるところをうるさく感じ、伊東は
中村に対し、「いつも目立ちやがって」と人目をはばからず活動しまくりなところを妬んで
いるのだが、なぜかウマが合ってしまう。お互い「大好き」では、もしかすると長続きし
ないのかもしれない。交友関係はむしろ、お互いが「面倒くさい」と思い、「嫉妬しあう」
者同士が長続きするのかもしれない。そういえばお互いの長所はわかっていて、しかもそ
れが自分にないものだということをお互いが理解し合い、尊重し合っている。表面では嫌
悪に近い感情を持ちつつも、心の奥底では互いに認め合っている、不可思議な関係である
と言える。 

○まとめ、感想(研究して良かったこと、苦労したこと、更に良くする点等) 
 面倒と感じたり、妬む心情の裏には、相手を認めている状態があることが分かった。面
倒くさい友人ぐらいが長続きする秘訣なのかもしれない。今後ともこの面倒くさい関係を
続けて研究していければと思う。来年もこの関係がしぶとく続いていたなら、また発表し
たい。 
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第 13回当事者研究全国交流集会大阪大会 ポスター発表 

(ふりがな) むつ さとし           とうじしゃけんきゅうすごろくじっこういいんかい 

名 前 陸奥 賢           所属 当事者研究スゴロク実行委員会 

○発表者のプロフィール(苦労のプロフィール) 

当事者研究にインスパイアされて「人生って、苦労って、ビョーキって、大変やけど、

ある意味、スゴイし、オモロイよね…とみんなで笑える人生スゴロク」を作りました。

中卒。バツイチ。学校、会社、組織、家庭とか、なにかのコミュニティに縛られるのが

ダメで、すぐドロップアウトしていまいます。社会不適合者の遊び人でフラフラしてる

38歳です。 

○研究の動機・目的 

当事者研究は、人生の苦労や失敗や挫折を「ネタ」や「笑い」に転換しようとする大阪

人の生き様、大阪人的コミュニケーションと通じるものがあるのではないか？というこ

とで、当事者研究スゴロクの発想に至りました。 

○研究の方法 

当事者研究スゴロクをみんなで作って遊ぶ。 

○研究の経過と内容 

いろんな失敗、苦労、挫折のスゴロクコマを採集している段階です。どういった傾向の

コマが集まるのか？その分類、分析などができればまとめたいな・・・と思っています。 

○考察(わかったこと、課題) 

ぼくひとりでは、忙しく、なかなか研究が進みません。仲間を増やしたいなぁと思って

ます。「実行委員会」形式にして、いろんな方にやってもらいたいです。 

○まとめ、感想(研究して良かったこと、苦労したこと、更に良くする点等) 

当事者のみではなくて、当事者性の高い人々に「当事者研究」について PR、その考え

方をアプローチするのに、とても有効的だと思ってます。ただ、ガッツリ当事者の場合、

苦労話、失敗話がまとまらず、コマにできない・・・ということもありました。 
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第 13 回当事者研究全国交流集会大阪大会 ポスター発表 

(ふりがな)  くわたじゅんいち 

名 前   桑田淳一         所属 阪本病院デイ・ナイト･ケア「なかまの家」 

○発表者のプロフィール(苦労のプロフィール) 

当事者研究との出会いは 5 年前になる。その後 2013 年からは「なかまの家」で週に 2 回当

事者研究を行っている。当事者研究の理念にある『自分自身で共に！』を日々感じながら、苦

労を共有しながら、当事者研究活動を行っている。 

 自己病名「アルコール依存症もうすぐ認知症かも被害妄想型怒りん坊忘れん坊症候群」 

○研究の動機・目的 

2015 年の浦河大会でもポスター発表を行ったが、今回は 2013 年、2014 年、2015 年度の 3

年間の当事者研究の振り返りを行い、なかまの家での当事者研究の特徴と今後の課題を明確に

していきたいと考えた。 

○研究の方法 

ホワイトボードに書かれた当事者研究の内容を研究データとして帰納的に分析を行った。 

○研究の経過と内容 （前が 2013 年度／中央が 2014 年度／後が 2015 年度です） 

研究の回数(178／187／186 回)、参加者数(2580／2636／2240 人)、発表者数(33／41／40 人)、

研究テーマ・病気(38／53／29)、仕事(21／18／21)、対人関係(20／54／38)、依存(15／0／9)、

自己(14／12／36)、恋愛(14／1／6)家族(13／3／9)、お金(12／9／11)、睡眠(11／7／3)、体調

(8／6／4)、ダイエット(7／0／1)、生活(5／16／14)デイケア(0／8／5)、苦労の内容・自分の苦

労(869／1194／966)、他人からの苦労(39／83・226)、他人への苦労(68／102／301)、希望(124

／154／193)、迷い(18／193／169)、なかまの意見・アドバイス(770／716／753)、共感(378

／506／612)、問いかけ(93／592／429) 、否定(90／68／135)、そのまま(77／29／32)、ほめ

る(43／95／92)、勇気付け(18／239／249)であった。また特徴的なテーマは(ぐるぐる不安の研

究・自己への気づきの研究・パチンコをやめたいから楽しむ研究／仕事に関する研究・デイケ

アに通うことの研究・そのままでいいことの研究などであった。さらに、事例をいくつか挙げ

ながら、なかまの家の当事者研究の特徴と課題を考えてゆくこととした。 

○考察(わかったこと、課題) 

3 年間の当事者研究を通して、開催回数や参加者数、発表者数はほぼ横ばいであった。研究

の内容では他人が絡む内容が増加し、なかまの意見では共感の内容が増加した。事例の特徴と

しては、苦労をなかまに話すことによって、楽になったと話す反面、病気はなかなか治らない、

治ってほしくないのかもといったものがあった。 

○まとめ、感想(研究して良かったこと、苦労したこと、更に良くする点等) 

3 年間の当事者研究の内容を振り返ってみて、わいわいがやがやと自由に言いたいことを言

える場が育って来た。その場があることによって、初参加の人たちも自分の苦労を共に考える

ことができた。これから、なかまの家の当事者研究は、新しいなかまもともに研究ができるよ

うな活動を続けてゆき、さらに開かれた場を作ってゆきたい。 
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第 13回当事者研究全国交流集会大阪大会 ポスター発表 

(ふりがな)  ほそかわなおこ 

名 前   細川 直子        所属 阪本病院デイナイトケア「なかまの家」 

○発表者のプロフィール(苦労のプロフィール) 

①働く準備をする就労支援センターへの取り組みをしようとすると、風邪を引いてしまい

幻聴があらわれて休んでしまうのでそういった取り組みができなくなる。 

②無理すると心身のバランスを崩すと嫌だなと思い休んでしまう。 

  自己病名「kokoroの病における生活疾患」 

○研究の動機・目的 

デイに通所して遅れず休まずに取り組む。そしてバランスのいい生活を意識する。 

○研究の方法 

①パソコンでスライドを作成しながら 1人で研究する。 

②つまづくとグループ研究をする。 

③意見を参考にまとめ振り返り考察してゆく。 

○研究の経過と内容 

①数個の研究を並行してすることにより研究をするだけではなく生活に取り入れていくこ

とが大事と思います。さらにとり入れたことをさらに良くする点を探し、生活のなかで実

践してゆくことも大切と思われます。 

②自分を振り返り分析することで答えのない研究と思うとバランスのいい生活と自分の弱

さに負けず遅れて休んだ時の対応策も大切と思います。 

○考察(わかったこと、課題) 

①みんなと仲良くしてゆくことが大切。 

②金銭の管理をしっかりとしてゆきたい。 

③心と体調の健康の管理をきちんとするのが大切。私にとってこの３つのことが課題です。 

○まとめ、感想(研究して良かったこと、苦労したこと、更に良くする点等) 

自分の弱点がよくわかると共にどうしようもないと思うことも多々ありますが、自分に負

けず目標を設定してそれにむかって努力して前にある事にしっかりと取り組んで行きたい

とおもいます。 
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第 13回当事者研究全国交流集会大阪大会 ポスター発表 

(ふりがな)  

名 前 鈴木 ひとみ             所属 阪本病院デイナイトケアなかまの家 

○発表者のプロフィール(苦労のプロフィール) 

統合失調症感情障害 13年目にして幻聴がおさまる。 

感情の起伏が激しく本当の自分が分らない。 

自分の中のもう一人の人格が苦手 

自己病名「エエかっこしいのもう一人の自分と自由奔放やる気空回りの私」 

○研究の動機・目的 

ええかっこしいのもう一人と私の間で幻聴がひっきりなしに聞こえる。 

○研究の方法 

なかまの家でケアされ、バイトに行き美術活動をし行き詰っては当事者研究をし自分を保つ 

○研究の経過と内容 

私が逃げ腰になるとええかっこしいのもう一人と幻聴が現れる。 

もう一人はある意味バリアーなのかもしれません。 

○考察(わかったこと、課題) 

人格は時により多少の変化はあるが、出来るだけ自分の意見を行っていく。 

私でいるためには、私でいる事を諦めない。自分自身と向き合い少しづつ出来る事を増やし 

自信をつけたい 

○まとめ、感想(研究して良かったこと、苦労したこと、更に良くする点等) 

人間の脳と心はまだまだ医学では解明されていない未知の領域があると思う。 

考え方のスイッチを入れ替え心をしっかり構えれば、病気の事や色々な現実と向き合い生きて

いける力がつく気がします。一人ではできない事はなかまと実現していきたいです。 
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第 13回当事者研究全国交流集会大阪大会 ポスター発表 

(ふりがな) ふじいひろあきとこころのなかまたち     ちーむもうそうぞく 

名 前 藤居裕昭とこころの仲間たち         所属 チーム妄想族 

○発表者のプロフィール(苦労のプロフィール) 

「空のリュックサック病」、これが自分の自己病名だった。空のリュックサックをいつも持っ 

て歩き、いつも目的があって何かをしていたり、どこかに出かけていくかのように見せかけ

る。 

そしてこのような見せかけは、実際にはカモフラージュだった。自分の心の病気を隠すためだ 

ったり、人から頼まれごとをされないようにするためだったり。つまりは、普通である自分と 

いう見せかけを作り、自分のプライドを維持するためだった。しかしそれはそれで辛い。本当 

の自分を知っているのは自分だけだという孤独感がある。しかしもっと辛いのは、実際にこう 

やって自分が病気を隠そうとすることで、病気への偏見が自分の中にも備わっていることにあ 

らためて気づいたことだった。 

○研究の動機・目的 

見せかけやカモフラージュをすることなく、安心して道を歩き、安心して職場で過ごしたい 

○研究の方法 

なぜ自分が空のリュックサックを持って歩かなければいけないのか、その苦労についてこれ 

を自分とは切り離し、そのメカニズムの解明を目指して当事者研究会の仲間と研究を行った。 

また、この研究を通じて提案された対応方法のなかで、自分の病気を職場でカミングアウトす 

るという方法を、やはり普段の自分とは切り離しながら「実験」として実生活において試した。 

○研究の経過と内容 

仲間との研究の結果、自分の病気を職場でカミングアウトするという実験を行うことになっ 

た。実験は次のように行った。研究を行った勢いでその翌日、職場のミーティングにおいて同 

僚の 20 人にこう話し掛けた。「障害者手帳って見たことないでしょう」。同僚たちは珍しいもの 

を見るように寄ってきた。病状について説明した。「エネルギーがない、体力がない、気力がな 

い、暇だけはたっぷりあります」。すると「分かった」との声が聞こえてきた。救われるような 

気持ちになった。 

○考察(わかったこと、課題) 

カミングアウトによって、ようやく病気への偏見とプライドの地獄から解放されることがで 

きた。ようやく空のリュックサックを降ろし、職場でも正々堂々と休めるようになった。 

○まとめ、感想(研究して良かったこと、苦労したこと、更に良くする点等) 

苦労のもっとも苦労する部分は、その苦労を一人で抱えなければならないことにあるように 

思う。したがって、そうした苦労について、やはり同じように苦労を抱えている仲間とともに、 

語りあい、一緒に研究する必要がある。しかしそうしたところで、理解しあえるということは 

期待できない。ただ、そのなかで、仲間と同様の立場から、自分の苦労を眺めることができる 

ように思う。同様に、生活のなかのさまざまな試行錯誤を「実験」という仕方で捉えることに 

より、この試行錯誤を少し距離を取りながら眺め、考えることができると思う。 
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第 13回当事者研究全国交流集会大阪大会 ポスター発表 

(ふりがな)    なんぶ のりこ           ウレシパの会 当事者研究 ちたの会 

名 前    南部 紀子    所属  共存共生共依存の会 

○発表者のプロフィール(苦労のプロフィール) 

専門分野『自分との付き合いの苦労』『家族の苦労』『娘との共依存の共同研究』  

自己病名『全力疾走イライラ誤作動型口爆発タイプ』 

普段から軽躁状態でいろいろな事を頑張ることが止められず全力疾走。 

所属するよさこいチーム『あじゅら』がにっぽんど真ん中まつりで無事に踊れるようにとひと

りで全力疾走し巻き起こった苦労を当事者研究した。 

研究題名・・・ 

『どまつり行き詰まりの研究』ひとり頑張りから仲間との希望志向の実験報告 

○研究の動機・目的  

昨年『にっぽんど真ん中祭り』で踊るときに、チームのために勝手に一人で頑張るという全力

疾走に乗っ取られた。「様々な障碍を生きる仲間と楽しく踊りたいという願い」がいつの間にか

「チームの為にわたしがしっかりしなければ」と変換スイッチが入り、祭りが終わった時に「こ

んなはずじゃなかった」と号泣しながら当事者研究ちたの会へ駆け込む結果となった。 

自分に何が起きているのかを研究し、あじゅらの仲間と安心して踊りを楽しみたい。 

○研究の方法 

当事者研究ちたの会、共存共生共依存の会で仲間に相談、あじゅらの仲間に情報公開、 

娘に相談(研究相談と発表協力) 

愛知県当事者研究交流集会で発表、８月に開催されたにっぽんど真ん中まつりにて実験、仲間

に報告 

○研究の経過と内容 

「あじゅら」は様々な障碍を持つ人達や家族や支援者、ボランティアなどで構成されたよさこ

いチームである。娘が車いすで参加して以来、私は７年程踊っている。「あじゅら」にはたくさ

んの苦労があって、以前時間に間に合わずに踊れなかったことがあった。 

昨年のどまつりの日に、頼りないタイムキーパーに変わりこっそりと『裏タイムキーパー』を

つとめイライラ誤作動がオンになるも、平気な顔をして祭りの一日を過ごした。高所恐怖症に

もかかわらず地方車（音響トラック）に上って踊るという暴挙に出てしまい心身ともに行き詰

った。 

当事者研究仲間に相談する中で、『希望』をたやすく『期待』にすり替えてしまうメカニズムが

あることがわかった。そのことを愛知県当事者研究交流集会で発表したところ、向谷地生良さ

んから『希望の条件として、壁の前でウロウロする事。できれば一人勝ちのウロウロから仲間

と一緒のウロウロがなお良い』というコメントを頂いた。 

そこで今年のどまつりの時に実験してみる事にした。 
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大事にしたい事（実験内容） 

① 今年の願い（のびのびと笑いながら踊る、声を出す） 

② まかせる（『レッツゴーまかせるということ』を何度も読み返しておく） 

③ 『期待スイッチ』は入るものと心得る。ちゃんとキャッチしていく 

④ 壁の前でウロウロの場面をキャッチする 

○考察(わかったこと、課題) 

『期待思考』は自動式であるが、周りに「ちょっと心配なんだけど」と相談し、自分に向かっ

て「心配なんだね、任せておいて大丈夫だよ」とおもてなしすると酷く暴走はしないようだ。

（確認行為がやめられない自分は許す） 

『壁の前でウロウロの場面がやってきた』 

 メインステージ演舞の際アクシデントが発生した。演舞準備が整ったのち２分に及んでMC

が始まらなかったのだ。（演舞時間は４分以内と決められている）じりじりと時間が過ぎていく

中舞台上で不安になるあじゅらの仲間たち、お客さんたちも凍り付いていた。 

まさしく『壁の前でオロオロ、みんなでオロオロ』だった。 

そんな時に、会場から「あじゅら、頑張れよ」と声が飛んできた。思わず「ありがとう」と返

事をした。 

MC用の段差を車椅子ユーザーのあじゅらＭＣは上がれず、さらにワイヤレスマイクが準備さ

れていなかったようだ。「演舞が始まるまで今しばらくお待ちください」の場内放送も入った。 

どうなる事か、あじゅらの仲間も会場のお客さんもみんなで心配した。 

『壁の前でオロオロバージョン』だ。 

わずか２分の時間だったが、会場にいたすべての人たちがいろんなことを感じ考えただろう。 

それこそがまさに、「希望」だったのではないか。 

○まとめ、感想(研究して良かったこと、苦労したこと、更に良くする点等) 

研究の目的としては自分のコントロール不全の対処法を研究して楽しく祭りに参加したいとい

うものであったが、今回のどまつり実験を通して『壁の前でオロオロする』意味を体感した気

がする。 

社会全体に行き詰まり感があり排除的に他者に対する事件も起きてきている。 

そんな時代にあじゅらの立ちすくむ２分の間に会場から聞こえたのは「おまえら何やっとるん

だ」などの非難ではなく「あじゅら、頑張れよ」の応援の声、「ありがとう」の返事だった。 

あじゅらと会場のお客さんで行き詰る社会に柔らかい方法でホッとした空気を作り出した。 

問題解決思考の全力疾走の中では決してもたらされることのない柔らかな社会変革だと自負す

る。 

ちなみにユーチューブに upされていたあじゅらの演舞時間は６分３０秒に及んでいた。 

（４分に納まらないと演舞途中で打ち切られると思っていたのだが） 

 

 



 

41 

 

 第 13回当事者研究全国交流集会大阪大会 ポスター発表 

(ふりがな)  まつむら りか 

名 前   松村 りか         所属 アスパラガスの会 

○発表者のプロフィール(苦労のプロフィール) 

子どもの頃から周囲との違和感を感じながら過ごしてきて 40歳すぎてから自閉症スペクトラム（アスペ

ルガー症候群）とわかる。 

主に段取りが苦手なので主婦になってからは家事育児と悪戦苦闘。 

鬱になったり PTSDになったりしつつも適当になおったりと紆余曲折を経ながら、家中自閉症スペクト

ラムの環境でなんとか生きている。 

 

○研究の動機・目的 

中学生くらいのころから、全くながら勉強ができない、BGMが苦手なことに気づき、自分は音に弱いと

いう自覚はあったが、ここ２年ほど、ツールその他のおかげ劇的に楽になったことがきっかけ。 

○研究の方法 

自分の聞こえ方と場所、ツールや体調などの関係を調べる。 

○研究の経過と内容 

今の家に引っ越して以来、換気扇の音をはじめ空調音に苦しんできた。気がついた時には身体もだる

くなってしまっている感じ。だが、2年前、ある人からデジタル耳せんというツールの存在を教えてもら

い、それを使用するようにしたらかなり楽になった。そこで様々な場所でデジタル耳せんのスイッチのオ

ン・オフをしてみることに。 

すると今まであまり意識していなかった自分の脳みそに影響する騒音が特定できるようになった。また、

身体の緊張がとれているときには音に対する耐性が高くなることがわかった。 

○考察(わかったこと、課題) 

地下街、スーパーやコンビニの店内は一年中換気や空調や冷蔵機の音が大きいので要注意ポイン

ト。スーパーの店内放送が嫌だったが、それは実はスーパーの冷蔵機の音の負荷が高いために起こっ

ていたようで、デジタル耳栓を装着していると店内放送はたいして気にならなくなるということがわかっ

た。 

電車の疲れはモーターの無い車両（パンタグラフのない車両）にのると静かなのでかなり違う。 

また、夏場に調子が悪くなるのはほぼ冷房機器の多用のせいだろうということがわかった。 

○まとめ、感想(研究して良かったこと、苦労したこと、更に良くする点等) 

音によつ疲れを少なくする方法がだいぶ整理できてきた。 

今後は簡易騒音計アプリや周波数分析アプリなどをつかって、もうちょっと定量的に調べてみたい。 
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第 13回当事者研究全国交流集会大阪大会 ポスター発表 

(ふりがな)  ぬぐいしただし 

名 前  拭石 忠司        所属 阪本病院デイナイトケア「なかまの家」 

○発表者のプロフィール(苦労のプロフィール) 

30年ほど前に発病し、少しなかまからはしつこいなどと言われることはありますが、現在は入

院する事も無く、デイケア「なかまの家」に毎日のように通所して過ごしています。 

昼間のプログラムでは、そんなに感じる事はないのですが、ナイトのプログラムで、普段話す

なかまがいないときは、寂しさを感じます。特に日曜日などは寂しさがピークになります。 

自己病名「寂しさを抱えて 30年、女性友達がほしい病」 

○研究の動機・目的 

30年友人がいなく、寂しさを感じていたのと、女性友達が欲しいのでなかまに当事者研究で

相談した。 

○研究の方法 

 自分の大好きな鉄道旅行を一緒に行く女性友達を探すために、旅行記の紹介をする。 

○研究の経過と内容 

なかまの家の当事者研究で、寂しさを相談したところ、鉄道旅行記を活かして、一緒に鉄道

旅行をしてくれる友人を募集してはどうかと提案され、思い切って当事者研究全国交流集会で

発表しようと考えた。当日は、私の鉄道旅行記を紹介しながら、鉄道に興味のある人となかま

作りをしてゆきたいと思っていますので、みなさんポスターを見に来て下さいね。 

○考察(わかったこと、課題) 

なかまの家の当事者研究で、初めて自分の寂しさの苦労を相談したところ、なかまから鉄道

旅行の趣味を活かして、サークルのようなものを作ったらどうかというアドバイスをもらった。

本当にこんなことができるかどうか、不安に思ったり、当事者研究の事もよく分ってないとこ

ろもありますが、なかまの有り難さが分かったので、チャレンジしてみたい。 

○まとめ、感想(研究して良かったこと、苦労したこと、更に良くする点等) 

いままで、僕には女性友達を作るなんて無理とあきらめていたところもありましたが、勇気を

もって当事者研究をして、なかまからいろんなアドバイスをもらったので、全国交流集会では

自分が行った日帰りの鉄道旅行記を紹介しますので、興味のある方は是非ポスターを見に来て

下さいね。一緒に鉄道の良さを楽しみましょう。  
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第 13回当事者研究全国交流集会大阪大会 ポスター発表 
(ふりがな) こんどう  うづき 

名 前  近藤  卯月                          所属 フリースペースてんまる 

○発表者のプロフィール(苦労のプロフィール) 

程度の差こそあれ、なかなかエンジンのかかりづらい苦労をともに抱えた私たち。 

それぞれに違う苦労を抱えながらも、ともに助け合い支えあってきた私たちが知恵を 

出し合って考えた、心地よい暮らしのヒントを、ぜひ皆様ご覧ください。 

○研究の動機・目的 

テーマ 

「自宅という居場所を遊べる・くつろげる・安心できる場所にするために何ができるか。」 

卯月が、友人と自宅の汚さ・日常生活の息苦しさについて話しているうちに、 

当事者研究みたいになったことに気付き、まとめてみようと思いました。 

また、生活と生活空間の質の向上についてのアイデアを、苦労を抱えた者の視点で 

研究することを目指しました。 

○研究の方法 

 友人たちと、「居場所として息苦しくないようにするために、何ができるか」 

についてアイデアを出し合った。 

○研究の経過と内容 

 フリースペースで当事者研究してみた。 

 また、遠方で集まれないメンバーからも、あの手この手でアイデアを募った。 

詳細はポスター発表を、ぜひご覧ください。 

○考察(わかったこと、課題) 

 「風通しを良くする」これは物理的にも関係性の上でも重要であることが判明。 

 (入ってきた虫に刺されないことが課題。) 

○まとめ、感想(研究して良かったこと、苦労したこと、更に良くする点等) 

 毎日を快適に過ごしたい気持ち、仲間が元気であってほしいと願う気持ち。 

アイデアの一つ一つが、仲間の愛情そのものでした。 

みんなでしあわせになれる当事者研究を、今後も目指してゆきたいです。 
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第 13回当事者研究全国交流集会大阪大会 ポスター発表 

(ふりがな)  さとう たいち 

名 前  佐藤  太一             所属 浦河べてるの家  

○発表者のプロフィール(苦労のプロフィール) 

 自己病名は「統合失調症 無人島漂流型 多飲水」です。北海道で 1,2を争う進学校に通い、大学進学を目指していましたが受験

に失敗。高校卒業後は家業である農家をしていました。「自分はいったい何者なのか」と自分の正体がわからなくなってだんだんと

ひきこもりがちになり、24 歳の時に浦河日赤病院に受診、「統合失調症」と診断されました。療養中、タバコに依存がちでしたが、

水を飲むと安心するようになり、大量に飲んでしまい体調が崩れることに苦労しています。 

○研究の動機・目的 

「多飲水」の研究をしています。いま、浦河には精神科病棟が休棟中のため、入院ができません。そのため、入院せず過ごせるよ

うに当事者研究をしています。 

○研究の方法 

毎週月曜日にべてるで開かれる「当事者研究」で、１週間の良かったことや苦労を振り返り、仲間にアドバイスをもらっていま

す。また、毎日仕事が終わった後に１日の振返りと、朝昼夕にバイタルチェックをして記録しています。 

○研究の経過と内容 

その日によって調子の波があり苦労しています。最初は仲間のアドバイスを受けていましたが、なかなか水飲みが止まりませんで

した。その結果、電解質バランスが崩れて入院したり、自分に起きている現象が仲間に伝わらず、「プール付の家に住んだ方がいん

じゃないか」「海の近くの家に住んだらどうか」と言われショックを受けました。いまは多飲水の解決策を深刻に考え、何度も当事

者研究で仲間に相談し、解決策を模索中です。 

○考察(わかったこと、課題) 

水とタバコが関係して、タバコを吸った後にのどが渇いて水を飲んでしまうと思っていましたが、それは関係ないことがわかりま

した。飲水防止のためアメをくちに入れておく実験をしましたが、すぐガリガリとかじってしまうので意味がありませんでした。 

ポケモンに出てくる「ピカチュー」のような見た目で身長 176センチの幻聴「ウラチュー１号」と「ウラチュー２号」がいるこ

とを発見しました。「ウラチュー１号」は「水飲め～」「トイレいってこ～い」とマイナス的な言葉をかけてきます。「ウラチュー2

号」は１号とは逆に、僕をほめてくれることがわかりました。孤独でいると１号が自分を支配して水飲みが多くなりますが、べてる

で仲間と仕事を始めてコミュニケーションが取れると２号がパワーアップして自分をほめてくれます。 

しかし、飲水に関して具体的な解決策を見つけられていないので、日々研究中です。 

○まとめ、感想(研究して良かったこと、苦労したこと、更に良くする点等) 

 研究して良かったことは、「自分はいったい何者なのか」と悩むと同時に「幻聴さんの正体」もわかりませんでしたが、研究する

ことによって解明され、だんだんと現実を生きているかんじがしてきました。漢方や精神薬を大事に飲めるようになりました。１日

もはやく多飲水とうまく付き合いながら生活リズムを取り戻し、作業に集中したいです。また、仲間からアドバイスをもらって、こ

れからも入院せずに暮らしたいです。 
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