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平成21年度 西条市心のサポーター養成講座 

家族のうつ病ケアについて 

同和問題について 

 

日時：平成２１年９月６日（日）９:００～１２：１１ 

場所：西条市総合福祉センター 研修室 

講師：東雲女子大学人文科学部 講師 高田晃治 「家族のうつ病ケアについて」 

   愛媛大学法文学部 非常勤講師 秋本良次 「同和問題について」 

概要： 

 9：01～10：29 講演「家族のうつ病ケアについて」 東雲女子大学人文科学部 講師 高田晃治  

○講師 高田晃治 

・広島育ち、大学も広島、広島へ就職。 

・大学院時代に、精神科へ勤務し、患者や家族の方ともお会いした。 

・脳卒中になられた方の、リハビリテーションのスタートのトレーニングに

関わった。 

・突然の病気、身体が動かないことへのご本人のショック。働き盛りの夫や

元気だった親が突然の病気で家族もショック。 

・身体のリハビリだけでなく、心のリハビリ、ケアとして臨床心理士として勤務。 

・平成19年から松山で勤務。 

・昨年ＮＰＯ法人「こころ塾 http://www.kokorojuku.net/」が立ち上がった。うつ病の当事者の方

がしんどい時期を乗り越え、社会復帰を考えている本人や家族が気軽に話せるところを作ろうと。

ロープウェイ街で活動中。 

・昨年度、そこで何度か話をすることがあり、今回の西条での講演となったかな。 

 

○家族のうつ病ケア 

・「心の風邪」と呼ぶことがあるが、「こじれた風邪」である。２～３日休んで治るものではない。し

かし、ゆっくり静養すれば、確実に治していける。 

・本人の気持ちを理解し、支えてあげて欲しい。 「申し訳ない」「じれったい」との思い 

・家族も、落ち込んで、辛い 家族が共倒れしてはいけない → 家族の心のサポート 

 

○「家族のうつ病ケア」とは？ 

・家族は「治療者」ではない。専門的知識もないし、カウンセラーとして話を聞けるわけでもない。 

・家族は、これまでも、いまこのときも、これからも、楽しい時も、苦しい時も、共に存在している。

家族は、「うつ病」から回復しても、あとの人生もずっと共にいる。治療医は、回復すればいなく

なる。 

・家族は誰よりも「理解者」になれる。本人を支える存在になれる。 



 - 2 -

 

○「理解」のポイント 

・「うつ病」について理解する：これまでの対応ではダメ、うつ病にも様々な段階(入口、どん底、回

復の段階)がある 

・本人の状態を理解する：落ち込んでいる、イライラ、落ち着かない、何もする気がない、申し訳な

い、死ぬしかない・・・ 

・本人の気持ち、思いを理解する:「家族のために、自分は居ない方が良い」「こんなにしんどいのに、

なぜ分かってくれないのか、くやしい」「バカにしやがって」・・・ 

 

○「うつ病」について 

・特別な病気ではない 心の弱い人がなる病気ではない。本来、十分な能力、力のある人もうつ病に

なる。誰でも、無理がかかり、頑張りすぎるとうつ病になりうる。 

・病気であり、気分、考え方、身体、行動に影響が出る。普段の状態とは違う。 

気分：気分が落ち込む、自分はダメ人間だ・・・ 

身体：睡眠障害、倦怠感、便秘、下痢・・・ 

行動：うごきがおそくなる、決断できなくなる、イライラする・・・ 

・専門医を受診すること 専門内科、精神内科、精神科に行くことに躊躇しないように。遅れること

で、本人、家族にとって良いことはない。 

・家族が付き添うことの意義 家族の協力のもと、治療、ケアしていく。本人が受診を嫌がるなら、

まずは家族が専門医に相談、受診につなげる。 

・まずは休息を → 安心して休める環境を整える 

うつ病の人は「ドーンと休める」ような気持ちになりにくい。 

「迷惑をかける」「俺が○○をしなければ」と。 

職場にも協力いただいて、休める環境を整える。 

あせらしたりしない。 

 

○うつ病の診断記述（ＩＣＤ－１０） 

・大項目のうち２症状と、小項目のうち２症状が必２週間以上続く → うつ病 

  （大項目） 

・抑うつ気分 

・興味と喜びの喪失 

・易疲労感の増大と活動性の減少 

  （小項目） 

・集中力、注意力の減退  仕事の失敗 → 自信のなさ → 悪循環 

・自己評価と自信のなさ  自分はダメ、死ぬしかない・・・ 

・罪責感と無価値観    申し訳ない、自分なんて居ない方が良い・・・ 
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・将来に対する希望のない悲観的な見方 

・自傷または自殺の観念や行為  死ぬしかない 

・睡眠障害 寝付けない、寝てもすぐに目が覚める、朝起きてもボーッとしている、15～

16時間寝てしまう・・・ 

・食欲不振 

 

○「うつ病」の症状 

・うつ病の症状には、精神症状と身体症状がある。 

・うつ病の中には、精神症状よりも、身体症状（倦怠感、頭重圧、肩こり、めまい、食欲不振など）

が前面に出てくるものもある（仮面うつ病） → 見逃さないように注意 身体がメッセージを出

している。 

 

○「うつ病」の症状：感情障害の例 

・気分の低下（憂うつ、気が重い） 

・寂しくて、理由もなく悲しくなる 

・テレビを見ていても面白くない 

・罪悪感 

・悪い結果ばかり心配する 

・イライラして、じっとしていられない 

 

○「うつ病」の症状：思考障害の例 

・考えがまとまらない 

・相手の話が頭に入らない 

・物忘れがひどい              病気だと思えると、自分を責めることを弱められる 

・決断が出来ない 

・判断力や決断力、集中力の低下を訴える 

 

○「うつ病」の症状：意欲・行動障害の例 

・根気がない 

・何をするのもおっくう 

・人と話をするのが面倒くさい  ごちゃごちゃするし、しんどい 

・動作が鈍い 

・自殺念慮  強く死ぬしかないと考える 

・上記のような症状が午前中に強く、夕方から夜に改善する傾向 ← うつ病のタイプにより違いは

ある。 

・自分を責めるより、しんどいことを避けていく ← 新しいタイプのうつ病が増えている。30代～
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40代 

・うつ病も時代、世代により変わってきている。 「うつ病」をひとくくりでは話できない。 

 

○「うつ病」の症状：身体的障害の例 

・睡眠障害（早朝覚醒、入眠困難など） 

・全身倦怠感、身体がだるい 

・食欲低下、食べ物の味を感じない 

・肩こり、手足のしびれ 

・めまい、耳鳴り 

・吐き気、悪心 

・腹痛、便秘、下痢 

・性欲減退 

 

○治療に向けての家族の協力 

・本人に「うつ病」の認識を持ってもらう。 

病気だと認識しても、「自分が弱いから」と自分を追い込んでしまう。 

今生じている苦痛、悩みは、うつ病の影響であることを伝える 

「普段のあなたなら出来ていただろうに、今はいつもと違う、病院に行きましょう」 

専門医の診断前に、家族が「うつ」の言葉を使うのは要注意。 

・本人－主治医の橋渡し。 普段との変化、表情、言動などを主治医に家族が伝える。 

・服薬についての理解、協力。 薬も進んでいるので副作用も減っている。睡眠障害や気持ちの改善

につながる。その患者さんにあった薬を見きわめてもらう。医者や薬を疑ったり不安がある時には

主治医に相談を。 

 

○本人の状態を理解する 

・励ますよりも、休める環境づくり 「頑張れ」「気持ちの問題よ」 

                   ↓ 

                 「これまでこんなに頑張ってきたのに、これ以上頑張れないよ」 

職場への連絡・説明、家事を引き受ける、予定（旅行、冠婚葬祭など）の延期など。 

家で休めない場合には、入院することも休める環境づくりになる。 

・重大な決断はしないで、棚上げ、先延ばしにする 

退職、転職、退学よりも、休職、休学。 

本人の離婚、別居の発言も、「うつ病」がそう言わせていることを理解する。 

「私と別れて下さい。もうこれ以上迷惑をかけるわけにはいかない。一人にして下さい」 

・「気分転換」を無理に勧めない。 

「寝てばかりじゃあなく、外出してみたら、変えてみたら」と言ってしまうと、かえって疲れ
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させてしまう。本人の回復のペースを崩してしまうことがある。 

本人から自発的に出てくることがある。本人のペースに合わせる。 

 

○快復しつつあるときの理解 

・一直線によくなるのではなく、浮いたり沈んだり波がある。 

本人は、「やっぱりダメだなぁ」と落ち込む。一喜一憂せずに気長に待つ。 → 自然な波な

んだ、晴れも、曇りも、雨もある、少しずつ良くなっている。 

・あせりや責任感からの言動に注意。 

休職期間が終わりに近づいている、元気になってきたので働かなきゃと思い込んでしまう。 

・少しずつ本人から関心事が出てきたら付き合う。 

本人から湧いてくることもある。「映画を見に行ってみようか」「公園へ行ってみようか」 

付き合ってみる。後追いしし過ぎない。 

ネットで旅行先を調べることは出来るが、買いには行けない。そこは家族が手助けしてあげれ

ばいい。しんどかったら、「今はここまで」と追い込まない。 

昔プラモデルを作った、昔ギターを弾いた、昔花を活けた。 

昔やっていたことが湧いてくる。              意味ある反応 

ゆとりが出てくることがある。 

 

 

○自殺を防ぐ：一般に高リスクとされる場合 気をつけるべき点は自殺を防ぐこと 

・半年で17，000人が自殺。過去2番目に多いペース。何らかの精神疾患がある。その一つに「うつ

病」。 

・焦燥、不安が強いとき  怒りを爆発させる人は注意 

・治療によって症状がよくなりかけたとき  自殺するエネルギーが出始めている「回復期」 

・以前自殺企図があった人が再発した場合  再発してしまったと、失望感にさいなまれる 

３～６ヶ月 
1年 

３ヶ月 

１～２ヶ月 

落ち込み期 

回復期 

底期 

傾斜変換点

リハビリ期 
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・不眠を強く悩む場合 

・近親者、親しい人が亡くなったと知ったとき 「あの人も亡くなったんだ、じゃあ死のう」 

・高齢者のうつ病 

・冷静に考えたら「死ぬしかない」なんて選択肢とはならないのが、うつ病では・・・。 

・家族がそばにいることを、あなたは自分にとって大切な人であることのメッセージを伝える。 

 

○「うつ病」本人の気持ち（１） 

・「迷惑をかけている」「申し訳ない」「自分がいない方がいいのではないか」「もう死ぬしかない」等 

・柔軟な考え方が出来ない、選択肢を選ぶことが出来ない、自分自身を追い込み、苦しい状態。 

「これしかない」「死ぬしかない」・・・ 

・「前向きに考えよう」「プラス思考で」と言っても、それが出来ない本人は苦しい。 

「やっぱり、自分はダメ」 

・本人の発言をそのまま受けとめても共倒れ。 

本人のつらさ、思いを認めてあげることが大事。ねじ伏せようとしてはいけない。 

うつ病の症状としての気分、発言であって、必ず快復すると考える。 → 知る、認識する 

 

○「うつ病」本人の気持ち（２） （アムステルダム大学臨床精神科カイパー教授 彼もうつ病だった） 

・うつ病患者はあらゆる接触を遠ざけようとする。はじめから接触を放棄すれば患者は見放されたと

感じてしまう・・・・私は、精神病の最も暗い時期のことを鮮明に覚えている。あの時でさえ、妻、

娘、友人、看護者は本当の思いやりを示してくれた。そしてそのとき・・・・ここは地獄ではない

のかもしれないと思いが頭をよぎったのだ。 

 

○家族自身のケアについて 

・本人のそばにいる 本人の話を否定することなく聴くことは本人のケアとして、とても大切である

と共に、エネルギーを使うこと。 

・家族の方も、自分自身の時間や、休める時間を持つ。 家族が自分を責めると共倒れになる。 

・ケアをする家族の頑張りを理解してくれる人、家族が一休みをする時に、本人と家族を支えてくれ

る人の存在も大切。 

 

○家族の意義 

・病気自体は苦しいこと。しかし、これまでの生活のあり方や、考え方の癖などを変えてみては？ と

いうメッセージかもしれない → 「自分を大事に」のメッセージかもしれない 

うつ病以前の状態に戻るのでは、また、うつ病になるかもしれない。 

うつ病以前の状態から、生き方を変えようという「機会」 

・毎日の生活の中で、より自然な生き方を見つけ、年月をかけながら一緒に作っていくことは、家族

だからこそ出来る 
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・苦しい時でも ～ だからこそ ～ 家族も自分の時間、自分の楽しみを忘れないように 

 

 

 10：40～12：11 講演「同和問題について」 愛媛大学法文学部 非常勤講師 秋本良次  

○講師 秋本良次 

・経理の専門学校講師から、同和問題に取り組みたいと教育委員会へ。 

・県内外で講演活動。 

・介護事業にも、取り組まれている。 

 

○「知識」でなく「実践」 

・支えあい、理解しあえる温かい人権文化のまちづくりを進めていくための西条市の取り組み、「心

のサポーター養成講座」。 

・勉強する、知識を詰め込む講座は腐るほどある。しかし、実際、問題解決にどう手を差し伸べてあ

げられるか、実践力を身につけるための勉強、これは少ない。 

 

○一番心に刻み込まれている相談事例 

・あるスーパーマーケット。レジや総菜など、様々な業種があり一斉に持ち場を離れられないので、

交代制で10名程度ずつ、従業員休憩室を使って1時間ずつ、同和問題について講話をした。 

・「部落差別なんて、こんなに愚かな話。差別のタネを摘んで下さい」と締めくくり終わった。 

・みんなが退室しているところ、一人の50代の女性から「相談があります」と。 

・私には娘がいる。娘がつき合っている彼がいる。同和地区出身の青年だ。 

・私の娘は「どうせ、お母ちゃんは彼との結婚に反対するに決まっている。お母ちゃん

に結婚を許すとか認めてもらおうとは思わん。折を見て彼のところに行って結婚して

暮らす」と言う。 

・なんとか穏便にこの話を壊したい。今の時代、表だって部落出身を理由に反対なんて

出来ん。 

・だから、同和問題の表も裏も知っている先生を見込んで、相談しとるんです。 

・そこまで見込まれたら相談にのりましょう。こうしてこの女性との関わりが始まった。 

・その後のやり取りは・・・  講演の最後に。 

 

○インターネット 同和問題の相談サイト 

・ある事例から http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1262510.html 

・結婚を考えている人がいる。彼が同和地区出の人かもしれない。 

・私は、同和について知識がないので、気にしていない。が、彼の両親が「同和地区の人は、同和地

区の人と結婚しろ」と考えている。 

・私は、小学校の同和教育しか受けていないので、両親のことが理解出来ない。 
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・私の両親に何気なく「私が同和の人と結婚したいといったらどうする？」と聞いたところ、「どう

してもというのなら、私たちと縁を切って嫁にいけ」と言われた。 

・意外な言葉にショックを受け、改めてこの差別について考えている。 

・同和問題というのは今でも根強く残っているのでしょうか？ どうして差別・逆差別によって結婚

を反対されなければならないのでしょう。１人で考えても堂々巡りでただ辛い日々です。 

・どなたか何かご意見・体験をお聞かせください。 

 

○あなたらどうするか、どう答えるか？ 

・11：03～11：15 レポート用紙に自分の意見をメモ 

・11：15～11：29 受講生同士で意見交換 

 

○「この人の意見が最も役に立った」と評価した回答 

・私は関東近郊在住の20歳後半の女。状況がとても似ていて、驚きました。 

・私も今まさに結婚を考えている彼が同和地区出身かもしれないということで悩んでいます。 

・彼はどうも同和地区云々ということを知らないようで、彼のご両親の反対は今のところ耳にしては

いません。が、うちの親には「彼と結婚したら、お前は死んだものと思う」「お前をそこに嫁に出

したら、自分たちも死ぬ」とまで言われました。 

・両親の出身が関西で、近くに活動盛んな同和地区があり、幼い頃の「同和はこわい」という刷り込

みもあったのだと思います。 

・その世代の価値観について、どうこう言っても、長い間で身についてしまったものは仕方のないも

のかもしれません。 

・ただ、それ以降、両親も、そして恥ずかしながら同和地区についてまったく知らなかった私も、色々

なことを一緒に学びました。同和とは何なのか、どんな問題なのか、現状はどうなのか。 

・そしてその中で私も「彼とは別れなきゃいけないのかもしれない」という思いと「でも愛している

し、別れられない」という思いの中で散々悩みました。 

・そんな私を見て、両親も思うところあったのか今では「どうやったらその問題を乗り越えられるか、

考えよう。そして、（私が）乗り越えられると結論を出せたら、応援する」という態度にまで軟化

しました。 

・相手（この場合は親子）の考えを理解すること、そして一緒に考え、悩み、話すこと。それをあき

らめないで欲しいです。 

・私はまだ「こうしたらいいよ」ということを言うレベルにまで問題を消化し切れていないのですが、

最近ではこう思います。 
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・社会、差別をするかもしれない社会はとても大きくてそんなものに立ち向かおうなん

て到底思えない。でも社会とは実体は法律の文面でも、政治家の面々でもなく、それ

を構成する人ひとりひとりなんですよね。 

・それこそ昔々は、差別をする人＝赤、しない人＝青、だとすると、赤の方が多くて、

赤紫のような社会だったかもしれない。 

・今は、青の方が多くなって、青紫のような社会かも。 

・そして、今自分は赤になるか青になるかの選択を迫られているのかな、と。 

・奇麗事や壮大なことを言うわけではありませんが、社会がいつか青になってくれるこ

とを願うだけではダメなんだと思うんです。まずは自分が青にならなきゃ。そうした

ら大きな社会が、１％に満たないくらいの割合であっても青に近づくんじゃないかな

ーと。 

・正直、こんな問題知らなきゃよかった、と思うこともあります。なんで私だけー！とかんしゃくを

起こしたこともあります。 

・でも今は、一歩一歩ゆっくり進んでいって、いつか彼の口からそれを聞くことがあったとしても「そ

れがどうかしたの？」と朗らかに笑える自分になることが、私の理想です。 

・なんだか自分の話ばかりになってしまいましたが、同じように悩む人間もいるんだと伝えたいと思

いました。○○さん、一緒に頑張りましょう！ 

 

○相談者からのコメント 

・読んでいて救われる気持ちがしました。 

・私とよく似た状況でも、前向きに生きて行動している△△さんをとても心強く思います。 

・自分がこの先戦う相手が「社会」だと思うと足がすくんでしまっていたのですが、△△さんのよう

に「社会」というものを捉えればもう少し落ち着いて頑張れそうです。 

・私という人間、一個人が何か大きなことを出来るなんて思っていません。ただ、まず自分が青にな

ること、それが大事なんですよね。 

・そこまでいくのに随分悩まれ、苦しまれたことだと思います。 

・生きたアドバイスをありがとうございました。△△さんのお気持ち、とても嬉しかったです。ぜひ

ぜひ、一緒に頑張りましょう！ 

 

○どうすれば「差別」を無くせる 

・「友達付き合いならいいけど、結婚はダメ」と考えることが差別だとは分かっているが、社会が偏

見を持って差別する、自分や子や孫が差別されることを恐れている。 

・「差別」がダメと言うことを言い続けても解決しない。30～40 年前はこれでも効果があったが、今

は違う。 

・これを打ち破っていくものがなければ、「差別」は無くならない。 
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○二者択一ではない 

・「親」をとるか「彼」をとるかではない。 

・みんなで幸せになる、みんなで幸せな人間にある、みんなで幸せな人生にする。 

・「親」をとると 

彼を差別したことになる 

自分も親も差別したとの思いを持ち続けて一生生きなければならない 

・「彼」をとると                             みんな不幸になる 

親は不幸になる 

彼も自分の生い立ちゆえに、この娘に親を捨てさせたとの思い 

・親も認めて 

 結婚も出来て   順番は逆でも、これを選択するしか、みんなが幸せになる方法がない 

 

○「人権相談」と「人生相談」 

・人権相談：答えはある。みんなの人権を守る、方向は決まっている。人権侵害をするような方向に

導いてはいけない。 

・人生相談：答えがない、一つに定まらない。 

× 親になんとか分かってもらおう 

○ 親も、幸せにしてあげる → 世間に、社会におびえている親を救い出してあげること 

・みんなが幸せにならんと意味がない！！ 

・知らないままでは、差別意識を持ったまま、不幸な人生を過ごしてしまう。 

 

○スーパーマーケットの相談者とのやり取り 

・「そこまで見込んでくれたんだから、最後までつき合います」と、1ヶ月おつき合いした。 

・「何を相談しよるんじゃろう」と勘ぐられないよう、その日は終わりにし、日を改めた。 

・私は「こうしろ、ああしろ」とは言わない。自分の知り合いの話を伝えます。それを聞いて、あな

たがどうするか、自分で決めて下さい。 

・２回会い、「結婚差別を受け、生まれて来る孫が被差別部落出身者になると、結婚式にも披露宴に

誰も出席してくれなかった。最後は、同和地区に入って、問題解決の運動をするまでに至った」。

その事実のみを話した。私に出来ることはここまでです。 

・あなたの娘さんに言いたいことがあるので手紙を持ってきました。手紙は封をしていないので、あ

なたが読んで、渡したくなければ破り捨て、渡しても良いと思えば渡して下さい。破るのも渡すの

もあなたしだいです。 

・結婚を応援する。孫が将来差別されるかもしれん。その時は先頭切って運動しちゃる。 

・差別や分かりきったことを説教するのではなく、心の葛藤、問題を乗り越えてきた人の情報提供を

しただけ。これが一番力になった。 

－ 以上 － 


