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サークルエコーは
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事故や病気によって脳に損傷を受けると、
新しいことが覚えにくくなったり、意欲が低下
したり、感情のコントロールが難しくなるなど
のため、社会生活の様々な場面で問題が生じる
ことがあります。このような後遺症を高次脳機
能障害といいます。
目に見えにくい障害のため、社会の理解を
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得にくいこと、したがって現行の福祉制度を利
用することが難しい点が大きな問題となってい
ます。

・発行：サークルエコー

サークルエコーは、高次脳機能障害をとり
まく問題の中で、特に、日常生活にも援助が必
要な人たちの問題に取り組んでいます。
ホームページ

http://www.circle-echo.com/
(会報はカラーで見られます)

・〒206-0824 稲城市若葉台 3-1-1
ワルツの杜Ｃ-405

田辺方

・電話：042-350-3292
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ミイラになったミイラ取り
～当事者となった高次脳機能障害専門家の物語～

その１

神戸大学大学院保健学研究科客員教授
関 啓子
私は言語聴覚士（以後 ST と略）として，失語症や半側空間無視をはじめとした高次脳機能障害のリハ
ビリテーション（以後リハビリ、リハと略）の臨床と研究を 30 年近く続けてきました。昨年退職した
神戸大学では OT 専攻（学部）
・リハビリテーション科学領域（大学院）に所属し、家族のいる東京を離
れ神戸に単身で生活をしながらリハ専門家の育成に情熱を注いできましたが，単身赴任 11 年目の 2009
年 7 月，脳梗塞を発症し，一瞬にして左片麻痺と自分の専門領域である高次脳機能障害を抱える身にな
りました。幸い、私の脳損傷は発話の障害・半側空間無視（以後無視と略）
・注意障害・情動コントロー
ルの障害を引き起こしはしたものの、記憶や思考を始めとする脳の全般的な認知機能の低下はもたらし
ませんでした。以来，私は当事者となった ST として、復職を目指し、リハビリに励む生活をしてきま
した。慣れ親しんだ「病院」という環境の中でリハビリを受ける側にまわったこの経験は，専門家の目
を持ったまま脳損傷者の内側からこれまでおこなってきた自分の臨床を見直す貴重な機会であったと思
います。発症からの全経過は，OT ジャーナル本年 4 月号に掲載された表に示す通りです(表１P.４)。
時系列で記載していますので、全貌はこれを参照していただくことにして，本稿では高次脳機能障害専
門家である私が一人の患者として脳卒中のリハビリ過程で経験したこと、気づいたこと、感じたことを
まとめて述べたいと思います。
１．発症当日の出来事
私は 2009 年 7 月，勤務地神戸の繁華街三宮の映画館に映画を見に行く途上で，左足が突然、力が
抜けたようになって歩けなくなりました。多くの脳卒中患者さんは意識消失することが多いのですが、
私は発症時のことをほぼすべて覚えています。私の周囲には人垣ができ「どうしたんですか！？大丈夫
ですか！？」という問いかけに答えようにも声が出ませんでした。両眼が右を向いてしまう「右共同偏
視」の状態になった私は非常に静かで平安な気持ちになり、視線の動きにつれて広がる右側の世界を眺
め、まるで映画のワンシーンのようだと思ったことを覚えています。人通りの多い繁華街での日中の出
来事でしたので，目撃した人が救急通報してくれて，私は近くの大きな病院に搬送されました。救急車
のなかで、
「脳卒中を強く疑う患者さんが・・」と入院打診するらしい救急隊員の声を聞いて、私はそれ
までのことを考えあわせ「ああ、私は脳卒中になったのだ」と納得しました。私はまだ自分の手の麻痺
に気づいていませんでしたが、突然の足の脱力や右共同偏視が出現したことを考え、専門家として何が
起きたのか理解できたのです。私は、脳卒中だとしたら、右半球損傷ではないかとすら考えたのでした。
救急搬送先の病院では、MRI で大脳右半球を流れている大きな 3 本の動脈のうち 2 つの血管が詰まっ
ていることがわかり，心房細動の既往があることから心原性脳塞栓症と診断されました。幸い，発症 3
時間以内だったので，血栓溶解療法（r-tPA といいます）という治療がおこなわれました。これは最近
注目されている脳梗塞治療の最良の選択肢である反面、血管から大出血するおそれがあり、設備の整っ
た病院で経験を積んだ医師によって行なわれる必要がありました。幸いなことに、治療の結果は心配さ
れた大出血もなく、血管に詰まっていた心臓から遊離した血栓も溶けて動脈は再開通し、直後に声が出
ました。なお，心房細動はその 3 年前に指摘され，その後かかりつけ医と相談して血栓予防作用のある
ワーファリンの服用を中止していたのが，今回の発症に際して最大の後悔した点でした。
２．その頃の私の生活
私は大学でピーク時 20 人という大勢の大学院生が所属する研究室を運営しており、そのしばらく前
から研究科や大学内の重要な役職にも就いていました。したがって私の毎日は自分で「セブンイレブン」
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と言うほど、極めて多忙でストレスの多い生活でした。私の大学院生は全員リハビリの領域の国家資格
を持っている社会人で、研究指導は彼らの出勤前か終業後の時間帯に限られ、日中も授業や会議で予定
がぎっしり埋まっていました。
発症前夜も月末の国際学会で発表する大学院生の英文指導で極度に疲労し、足をひきずるようにして
帰宅したほどです。おまけに、多忙のため食生活も不規則で、早朝から深夜に及ぶ業務遂行のためマイ
カー通勤せざるを得ず、結果的に運動不足の状態が持続するという有様で、脳卒中のような「生活習慣
病」を発症させる典型的な危険因子を持っていました。今から思うと、過労・ストレス・心房細動・
「生
活習慣病」の原因となる生活スタイルが災いしたのだろうと思います。
重要なことは、私が自分自身の身体が発する危険信号に気づいていない状態だったことです。普通の
人は疲れやストレスに気づいて受診や気分転換などをして早めに対処できます。一方、私はスポーツに
没頭して青春時代を過ごし、過去にこれといった大病をしていなかったこともあり、自分の健康を過信
していたのだと思います。
３．急性期のリハビリ
みょう だに

私の同僚や院生たちもハビリは専門家で、後に私が大学の所在地にちなんで命名した「チーム 名 谷」
のメンバーが一丸となって急性期の私を支援してくれました。近年、脳卒中急性期リハの重要性が指摘
されていますが、専門家に囲まれて専門的なアプローチをしてもらった私はとてもラッキーだったと言
えます。足の麻痺に関しては、発症後数日でどうやら歩行可能になったものの、手は相変わらず思い通
り動いてくれませんでした。脳損傷の場所が運動・感覚の中枢を直撃したのですから、当然のことでし
た。おまけに、麻痺した側の左手が私の利き手（書字や箸は右手への矯正歴あり）だったものですから、
当初は日常生活のあらゆる動作を右手でしなければならず、右手が不器用な私は大変な苦労をしました。
４．発話の障害
私は発症当初から人の言うことは理解できたものの、自分で適切な文章を作り,言いたいことを自由に
表現することができませんでした。当初、専門用語で「反響言語」と言われるオウム返しをしたのも、
自分がうまく文章を作れないことに気づいていたので話し相手の言った文章を自分の発話に上手に取り
込んでいたのではないかと思います。また、助詞が抜けて「ワタシ、マヒアリマス」のような、まるで
外国人のような話し方になっていました。
この発話の障害の原因は利き手と言語機能の関係（＝左半球への言語機能の側性化）にあると思いま
す。一般的に、右手利きのほとんど１００％の人の左半球に言語機能が偏在することが知られています。
一方、左手利きの人の７，８割は左半球に言語機能があり、残り２，３割の人の言語機能は右半球ある
いは両半球にあるとされています。すでに述べたとおり私は生来利き手が左で、右半球損傷後に発話の
障害が出現したことは、私の右半球にある程度発話の機能があったことを示唆していると解釈できます。
また、顔の左半分の麻痺（左顔面神経麻痺）のため、舌や唇が以前
のように上手に動かせず、発音も不明瞭（構音障害）になっていま
した。私は ST としての長い臨床経験から、
「この障害はきっと治る、
私が治してみせる！」と考え、せっせと構音器官の自主練習（いわ
ば「筋トレ」）の自主練習を行い、併せて鏡を使って自分の構音器官
の動きをチェックする「ミラーフィードバック」を行いました。こ
の自主練習が功を奏し、構音障害およびこれに合併することが多い
嚥下障害は次第に軽減しました。

写真１：経鼻胃管の私
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５．嚥下障害
また、私は小さな氷片を飲み込むにもムセが見られ、嚥下障害がみられました。高齢者の嚥下障害は
誤嚥性肺炎になる可能性があり、生命の危険にさらされるかねない重大な問題です。私は鼻から管を入
れられ（管が鼻にこすれて不快かつ痛い）、口から食事をすることができない状態（食物を舌と鼻で楽し
めないのが辛い）が暫く続きました（写真１）。これは、専門家として嚥下障害者の辛さを実感できた経
験です。
６．半側空間無視（無視）
私は机上の無視検査１１種類中６検査に無視を示し、さらに日常生活上も無視が観察されました。私は、
右半球損傷であることを知った時から無視の出現を予測していました。私は無視専門家として、自分の
状態を認識し、常に左を意識するよう再検査までの１週間の間、気をつけて過ごしたので、再検査では
異常所見は見られなくなりました。
その２では、これらの症状を抱えつつ東京の回復期病院に転院後の私の思いをまとめます。
表-１

発症からの経過概略

第Ⅰ期：急性期（発症日2009年7月11日〜転院日同年8月5日までの25日間）
●MRI にて右前大脳動脈（ACA）・中大脳動脈（MCA）領域の広範な脳梗塞を確認．
●救急搬送先の病院にてr-tPA 施行．治療後，MCAは再開通．
●神経学的症状は左上下肢の麻痺（上肢のBr-stage はⅠ〜Ⅱレベル，下肢はⅡ〜Ⅲレベル），左上下肢の感覚障害（上
下肢の表在・深部感覚とも重度鈍麻〜脱失），左顔面神経麻痺，右共同偏視以下の3項目は嚥下障害，構音障害，声量・
発話速度の低下：最初の3 項目は自主練習にて症状は消失．
●神経心理学的症状はプロソディ障害，文の構成に関する障害（助詞の欠落，意図する内容を文章の形で表現できない，
文を適切な形で終えられない），左半側空間無視（11種類の無視検査中6検査に無視を認め，机上検査・日常生活上の
観察から重度と推測されたが，1週間にわたる自主訓練の結果，検査上の失点は消失），汎性注意障害（聴覚視覚刺激
によりたやすく注意が転導），半側身体失認（起き上がり時，左手を体の下に敷き込む），意思決定困難（多肢選択式
の質問に対する意思決定困難），情動失禁（状況に適切な誘因で容易に泣く・笑う現象が出現し，情動のコントロール
が困難）：ほとんどの症状は自主練習の結果，消失あるいは軽減．
第Ⅱ期：回復期（転院日2009年8月5日〜退院日同年11月21日までの約3.5カ月）
●転院時下肢の運動麻痺は速やかに回復したが，上肢の回復は遅れた（上肢・手指のBr-stage はともにⅡレベル，下肢
はⅣレベル）．
●上肢の関節可動域（ROM）は，肩関節屈曲90度，外転70度程度．
●上肢の感覚障害は表在・深部ともに軽〜中等度鈍麻，下肢の表在感覚は軽度鈍麻，深部感覚は中等度鈍麻．
●歩行は病棟内自立から院内自立を経て，付き添いがあれば病院周辺地域を散歩できる程度までに改善．
●安定度を示すFunctional Balance Scale（FBS）の得点も，44／56，51／56，51／56，56／56（満点）と，日を追うご
とに上昇．
●入院終盤には上肢の痙性が亢進し，むくみや反射が出現．
●入院終盤には毎週末自宅に外泊．
第Ⅲ期：復職準備時期（退院日2009年11月21日〜復職日2010年5月4日までの155日間）
●退院時下肢の運動麻痺は回復し歩行はほぼ自立したが，上肢の回復は遅れた（上肢・手指のBr-stage はともにⅡ〜Ⅲ
レベル，下肢はⅣレベル）
●上肢のリハに対する治療法として認知運動療法を選択（外来リハは週1 回，1 月から週2回）
●感覚障害は左顔面（特に頭頂部の違和感・ザワザワ感，眼瞼・耳朶・小鼻・頬部の痒み），肩部〜腰部周辺の違和感・
ザワザワ感に代表される感覚が亢進した異常感覚ともみなされる状態が出現．上肢・手指の感覚障害は持続（表在・深
部とも）．下肢にも左足底部の表在感覚障害が残存．
第Ⅳ期：復職期（2010年5月7日〜2011年3月31日退職までの329日間）
●復職時，下肢の運動麻痺は消失したが，上肢の麻痺は依然回復せず（上肢・手指のBr-stage はともにⅢレベル，下肢
はⅥレベル）．
●単身生活を継続するために使わざるを得なくなった右肩に肩関節周囲炎発症．同時に左足親指が巻き爪になり歩行時激
痛出現．
●左顔面の異常感覚・左足底部の表在感覚障害が残存．
●認知運動療法を継続（外来リハは週2 回）
●後期に講演や授業を通して「右半球損傷後のコミュニケーション障害」を実感し，自主練習．
出典：『作業療法ジャーナル４６：４、Ｐ401，2012
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「ともに」という言葉に思うこと
東京都武蔵野市

高橋俊夫

妻の発症から、高次脳機能障害に関わって 1４年余。そしてエコーに入会することによっていろいろ
なことを学ばせてもらった。モデル事業、自立支援法、また講演会やシンポジウム等で浅く、広くです
がそれまでは到底知りえなかったであろう知識を得ることができました。また、NPO 法人東京高次脳機
能障害協議会（ＴＫＫ）との関わり等いろいろな活動の場面を与えられてきました。そうした経過の中
でいつも頭にあるのは健康管理は当然ですが、妻を日々どう過ごさせるかでした。そして最近「ともに
生きる」
「ともに進む」といった「ともに」という言葉を多く聞きます。生活の場で世間の人達と障害者
が隔たりを持たず、いかに過ごすかということではないかと思います。症状の重い妻（重度者）が世間
の人とかかわりあえる「居場所」につながるのではないかと思い、私自身が日頃生活の場で接したこと
を通してこの言葉は「こんなことではないか」と書いてみました。
●身近な例・・日常の生活を通して
妻は、自ら動く、声を出すということはめったありません。幸い誘導すれ
ば、ゆっくりですが歩くことはでき、片言しゃべることができます。運動不
足解消を第一に考え、毎日、散歩（ウォーキングと言いたいとこですが）を
心がけています。ただ健常の時は絶対にありえなかった腕を組んでというか、
からませて一緒に歩くという方法で。そうしないと早く歩かず運動にならな
いからです。当初は私自身、人の目を気にして躊躇していましたが何時かは
慣れる、当たり前になると思い、そのスタイルは変えていません。そうして
いるうちに「ああ、いつもの夫婦」といった目に周りは変わってきたようで
す。また散歩の中で少しでも刺激をと思い、すれ違いの近所の人には挨拶をするよう促しています。ス
ーパーでの買い物も散歩の中に入れていますが、毎日のように行っているとレジの方も意識的に挨拶を
してくれるようになってきました。また「それをかごに入れて」など作業の役割を増やすようにもして。
さらに進めたいと思うのはご近所の方との「お付き合い」＝「お茶飲み会」のようなことができないか
です。そうすることによって高次脳機能障害を知ってもらえ、ＮＨＫの番組にも有った「ご近所の底力」
のような、災害時には気にかけてくれる近隣がいることで命が助かることにもつながるかもしれないか
らです。
●ある学校の設立で
３月初めの毎日新聞のコラムに、障害を持つ子供の学級「特別支援学校」と通常の学級を同じ敷地に
建設したとあった。そのくだりに、ともに過ごす時間を作るべく、昼食は支援学校の教室で一緒に摂る
ことにした。
当初は教室でそれぞれが離れて食べていたが、食べさせて上げたり、会話をしたり互いの関わりが次
第に増えていった。そして校長がある生徒に「君は食べさせ方がうまくなったね」といったのに対し、
その生徒は「あの子の食べ方がうまくなったのです」と答えたという。このことに対し校長はこの生徒
が自分の側から見たことでなく、相手側から見た形で答えが返ったことに対し、その生徒に内面の成長
というか、思いやりの心の成長を喜んだとういう記事があった。上手く言えませんが、こうして学んだ
生徒は後々障害者に対しても、自然に優しい視線で対応できるだろうし、その時必要なことも躊躇なく
行動できるだろうし、これもともに生きるということに繋がると思う。
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●乙武洋匡氏の著書から
氏の書かれた「五体不満足」の本は私がこうした境遇になったころ読む機会があり感銘した本です。
本のタイトルもですが、その副題に「障害は不便です。だけど不幸ではありません」とあったためかも
しれません。アメリカ旅行記が書かれていますが全米で最も車椅子で生活しやすい街と言われるのはバ
ークレーというところのようですが「人込みに揉まれながら、何かがおかしいと感じていた。気付いた
ことは誰も僕を見ていない。日本では程度差こそあれ、人からじろじろ見られる。こちらでは車椅子に
乗っているだけでは注目に値しない。障害者の存在が日常化している。バークレーだけでなくアメリカ
に来てから通りですれ違う人と目が合う回数が圧倒的に少ない気がする。これがあるべき姿なのだと感
じた」というようなことが書かれています。このことはアメリカという国が、障害者も健常者も分ける
ことなく自然の状態で「ともに生きる」ということが社会全体に浸透しているからだと思う。
●妻の通所するデイセンターでは
週 2 日のペースでデイセンターに通所していますが、その方針の一つに「様々なコミュニケーション
を支援」ということで「地域交流」というプログラムがあります。その具体的な活動として「コミュ二
ティセンター（コミセン）訪問があります。コミセンではその近隣の市民が音楽や卓球、詩吟などグル
ープで集まり楽しまれています。そこへの訪問です。
逆に詩吟の愛好家がデイセンターを訪問し、聞かせてくれ、この方たちの活躍の場も増えました。
互いの交流が生まれ楽しい時間を持つことになります。私の市にはコミセンは分室を含め 20 個所あ
ることを最近知りました。これだけあると障害者とコミセンの結び付きを考えたくなります。今後の私
の課題です。
●エコーやＴＫＫの活動を通して
エコーに入会して 14 年の経過ですが、ふと思うのは「もし入会していなかったらどんな生活になっ
ていただろう」ということです。会員を通して、障害者福祉のこと、地域でどんな生活をし、どんな資
源を使用されているか等、多くのことを知ることができ、自分の生活、介護者としての生活に大いに参
考になっています。
それは「仲間がいる」ということであり、心の支えになってきたと思います。また対外的にはＴＫＫ
の活動にも参加していますが、6 団体から発足し 20 団体になろうとしています。その会にはそれぞれ
の個性があり、その面でも参考になることが多々あります。また、ＴＫＫが主催するいろいろな事業の
中に「家族相談交流会」が定例事業としてあります。相談に来られる方は比較的発症間もない方が多い
ためか、われわれの経験から得たことを話すことが「とても参考になる」という感想を毎回いただきま
す。参加された方達との新たな繋がりができていきます。

（TKK 相談会 p11）

このように会や団体での活動は「ともに生きていくのだ」ということを思うのです。
高次脳機能障害者でも就労や就学に向かえる方は目標があり、行く場所があり充実した日を送れる機
会があります。そこまでに行かない症状の重い方は誰かの支援のもとに、家族の負担を少しでも軽減す
る居場所が必要です。また「ともに」は健常者も交えてです。それによってその人たちに理解していた
だき、その人たちを通してさらに理解者を増やしていく。皆が理解することによってこの難しい後遺症
＝高次脳機能障害を未然に防ぐことに繋げることも出来ます。障害は重いがその症状はまちまちですが、
場があれば、手段があれば、その人なりに自分らしい生き方、「自律」ができると思います。
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「だんらんにっぽん」と岩城弘子先生
サークルエコーが、渋谷の神宮前作業所で「えこーたいむ」を開いていた頃、
「サポーターのひとりと
して」と言いながら、たびたび参加して下さった岩城弘子先生から、ドキュメンタリー映画「だんらん
にっぽん～愛知・南医療生協の奇跡（小池征人監督）」のご案内がありました。インターネットでも検索
して、「こりゃ、大変だー」と花束を持ってポレポレ東中野（中野区）に 7 名が駆けつけました。
スクリーンに広がるセピア色の写真。その写真に私たちはくぎ付けになりました。5000 人が犠牲に
なった伊勢湾台風で、崩壊状態の名古屋市南区にスタートした小さな診療所で子どもたちに囲まれて微
笑む若い女医さん、50 年前の岩城先生の姿でした。
星崎診療所から始まった南医療生協は、組合員の笑顔と圧倒的な行動
力で人と人を結び、地域に次々と支援の場を作りあげていきました。現
在、南医療生協は、2 つの病院、40 か所の施設や事業所、６万 3 千人の
組合員を擁しているそうです。
一方、岩城先生は、85 才の現在も丸山ワクチンの臨床や研究、HIV
の患者さんたちの支援など、多くの方々を励まし続けておられます。
岩城先生との幸せな出会いから、私たちは多くのことを教わりました。
（田辺）

動 向

トークショーの岩城先生と小池監督

脳損傷・高次脳機能障害

★高次脳機能障害支援普及全国連絡協議会及び公開シンポジウムの開催
２月２４日、新宿区の戸山サンライズにおいて 23 年度第２回高次脳機能障害支援普及全国連絡協議
会及び公開シンポジウムが開催された。厚労省からは高次脳機能障害支援の事業の経緯、運営方針の説
明があり、国立障害者リハビリテーションセンター（国リハ）からは今年度の計画として、高次脳機能
障害情報・支援センターは４月から本格的運用を開始する・小から高校までの年齢層での就学の問題を
課題として取り上げ、教育機関と連携、研究を進める・一般就労を見込めない当該障害者の居場所を含
めた就労場所確保について調査、充実を図るなど発表があった。全国１０か所のブロックからは支援の
実施状況、問題点などが報告された。
（問題点としては地域格差、高齢者との棲み分け、人事異動で積み
上げが出来ない、医療機関が少ない、コーディネーターの多忙、就労のフォロー体制、教育機関の理解
などがあがっていました）
午後の公開シンポジウムでは「障害学生の支援」というテーマで①「日本学生支援機構」の田中邦彦
氏から「障害のある学生の修学支援状況について」の発表があった。高次脳機能障害者の学生の修学支
援の状況については把握されていないとのこと。②「日本福祉大学の藤井克己氏からは高次脳機能障害
学生支援の２つの事例でその具体的な取り組み方と障害学生支援の基本姿勢など話された。後半は「当
事者の家族の立場から」というテーマで近畿「小児脳腫瘍の家族会・経験者グループ」と「日本脳外傷
友の会-コロポックル」から子供の高次脳機能障害について発表があった。実態が把握されていない子供
という人生経験の無さから判断の迷い、兄弟との関係等高次脳機能障害者との違いを訴えるものだった。
（高橋）
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★「東京高次脳機能障害者実践ネットワーク」が発足
3 月 5 日夜、首都大学東京秋葉原サテライトキャンパス会議室で、
「東京高次脳機能障害者実践ネット
ワーク」の初会合が開かれ、呼びかけ人の長谷川幹氏、渡邊修氏らの他、高次脳機能障害者支援に関わ
る方々、当事者団体などの団体代表ら 29 名がテーブルを囲みました。TKK からは、正副理事長と元都
心障職員の田中さんが参加しました。
長谷川氏より、「90 年代半ば頃より、高次脳機能障害の患者さんに関わる中で、急性期をすぎ、1
年を経ても患者さんが回復していくことを知った。その後、
「ふらっと」にかかわるようになり、さらに
時間をかけて回復していく人の姿を目のあたりにした。以来、病院の中だけではなく、地域で、ネット
ワークを構築しての支援が必要と思ってきたことから、今回の呼びかけとなった」という趣旨の説明が
ありました。
つづいて、それぞれの立場と高次脳機能障害者との関わりについての自己（団体）紹介を行ったあと、
今後の方向について話し合いました。7 月８日に 2 回目の会合が開催される予定で、まずは事例検討会
のようなことから始め、ネットワークを強固なものにして、地域での支援体制を作り上げていこうとい
うことになりました。代表には、渡邊修氏（慈恵大第三病院）が就任、事務局は、三軒茶屋リハビリテ
ーションクリニックに置かれます。
＜TKK 以外の参加者＞

医師４名（精神科/リハ科）、東京都心障センター、全国失語症友の会、東京都看護

協会、東京都医療社会事業協会、東京都理学療法士会、東京都作業療法士会、万葉の里（国分寺）、ふらっと
（世田谷）、オブリガード（杉並）、あしすと（足立）、玉川病院、大久野病院、永生病院

（田辺）

★オーストラリア脳損傷協会「シナプス」が来日講演
３月、オーストラリアのクィーンズランド脳損傷協会「シナプス」の最高経営責任者のジェニファー・
カレン氏、実務/支援担当のグレン・ファーロー氏、クレア・ハンフリー氏が来日、横浜、大阪で講演会、
名古屋、京都、仙台等で関連団体の視察、懇談等をされました。
関東では、3 月 10 日、「高次脳機能障害者の支援プログラム開発に向けて」（シナプス講演会実行委
員会主催、TKK などが後援）が横浜社会福祉センターホールで開催されました。
プログラム最初の納谷敦夫氏（堺市/なやクリニック）の講演では、2012 年度、大阪府は高次脳機能
障害に特化した４ヶ所のグループホームを整備することが決まっていると語られ、会場では「ホウッ」
と声があがりました。
シナプス勢は、地域支援プログラムの開発、実践例などを、豊富な分析データを交えて話されました。
「ビーニー（ニット帽）をかぶろう）」という全国的な資金調達プロジェクトは、ニット帽の販売、それ
を被ることを通して、
「啓発」
「理解」
「資金集め」をするというユニークなもので、大きな成果を収めた
ので、次年度もさらに継続するということでした。
同協会と日本の関係者/団体とは、これまで数々のプロジェクトを協働してきました。
私も 2006 年にサポート研の一員として現地に行き、また、2007 年には、TKK が、
前 CEO（当時の組織名は BIAQ）のディッキンソン氏講演会を開催し、それを契機に、
一挙に NPO 化に向かったという大きな出来事もありました。
TKK は、12 日は、シナプス一行の東京案内を担当し、三軒茶屋の路地、皇居、官
庁街を案内し、六本木ヒルズの夜景などを楽しんでいただきました。

（田辺）
ビ―二―帽
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遼平さんの水彩画が入選
具象画で再挑戦
僕は４月４日、東京、六本木の国立新美術館で開催された「第７
１回水彩連盟展」に入選。
（5 年前の初出品初入選から「次は入賞だ！」
と思いながら出し続け、今年５度目の入選。賞は逃しましたが僕的
には獲得（？）思い出した（？）モノがありました。それは、前回
まで、できなくなったと思って抽象画にしていた画風を脳腫瘍発病
以前のような具象画（風景画）も描いてみようという意欲です。
（村田遼平）

作品をバックに

フレンズ便り
開設 10 周年記念行事で昨年九月には講演会を行いましたが、2 月はシンポジウムを開催しまし
た。記念行事のテーマは東日本大震災を教訓に「ともに生きる」です。シンポジウムでは、始めに
NHK 福祉ネットワーク「いきかたを自分で決める（３）
」～障害を持つ女性がサポータの支援を受
けながら自分の生き方を決めていく～

の DVD を鑑賞しました。

その後のシンポジウムは、吉川雅博：愛知県立大学准教授のコーデイネートで進められ、①地域
で生きていくためには隙間をつなぐ人が必要、②一般の人に障害者と接してもらう、③障害特性を
オープンにして伝える努力が必要であるなど、活発な意見発表がありました。

ナノ便り
3 月 17 日、中央ろうきん社会貢献基金から助成を得てシンポジウム＝『地域で共に』～年をと
っても、障害があっても、豊かに暮らせる「わ」をつくる～を開催しました。
今後、新たな視点で会（ラーニング・コミュニティ）を進めていくためには何が必要かを少し大
きな視点から捉え直してみることにしました。
〇基調講演「尊厳を支えるケアネットワーク」の仕組みづくり
講師

丹

直秀氏（公益財団法人さわやか福祉財団）

〇シンポジウム
の構成で行いました。

エコーからも参加
久しぶりの 3 人衆
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サークルエコー行事&会合報告
2/24

高次脳機能障害普及事業全国連絡協議会・・・戸山サンライズ（高橋）

2/25

えこーたいむ（会報 印刷発送作業）・・武蔵野プレイス（田辺、西田 3、高橋 2、田川３、廖、高橋ﾏ、高島さん

2/25

映画「だんらんにっぽん」（岩城先生応援）・・・ポレポレ東中野（田辺、谷口、西田２、山崎、福島、高橋ﾏ）

2/26

今仲家葬儀・告別式・・・新横浜（田辺、西田 2、高橋、田川、廖、高橋ﾏ、大島２）

3/4

家族会設立記念講演会～もしも高次脳機能障害といわれたら～・・・日野市（西田２）

3/5

「東京高次脳機能障害者実践ネットワーク」第一回会合・・・首都大学・秋葉原（田辺）

3/10

オーストラリア「シナプス」講演会「高次脳機能障害者の支援プログラム開発に向けて」
・・・横浜（田辺、田川）

3/11

「被災者支援を考える～私たちにできること」いなぎ社会福祉士会・稲城地域振興プラザ（田辺）

3/18

マリン横須賀・・・ゆんるり（田川）

3/12

オーストラリア・シナプス役員

3/17

ナノ主催シンポジウム「地域で共に」・・・八潮市（田辺、谷口３、西田２、山崎、土本さん）

3/24

えこーたいむ・・・横浜ラポール（西田３、高橋２、田川２、今仲２）

3/31

シンポジウム「いのちが最優先される社会へ」・・・四谷・主婦会館（岩城先生、西田２、高橋ﾏ、大島２）

4/4

水彩連盟展へ・・・国立新美術館・六本木（西田２、田川３）

4/8

水彩連盟展へ・・・国立新美術館・六本木（高橋 2、村田３、井上２）

4/14

会報 48 号編集打合せ・・・高橋宅・武蔵野（田辺２、西田２、高橋２）

4/15

マリン横須賀・・・ ゆんるり（田川）

4/21

DVD 視聴会「高次脳機能障害の理解のために」
・・・稲城市・ワルツの杜（田辺）

4/25

TKK 都心障と懇談・・・都心障・新宿（田辺）

4/25

TKK 定例会・・・大久保地域センター・新宿（田辺、高橋）

4/28

えこーたいむ・・・高橋宅（田辺、西田 3、高橋 2、今仲）

4/28

渡邊 dr.と TKK、協働事業の打ち合わせ・・・慈恵大第 3 病院・狛江市（田辺、高橋２）

5/5

ブログ学習会・・・高橋宅（高橋２、山崎）

5/6

ＪＤワーキングＧ（障害と高齢）に参加・・・全国腎臓病協議会、豊島区（山崎）

5/13

障定協総会・・・戸山サンライズ（高橋２）

5/19

講演会（地域生活を支える相談支援の役割と課題展望）・・・調布市・電通大（田辺、西田２、高橋２）

5/20

講演会（本人支援と家族支援のための成年後見制度）
・・・神田（田辺、高橋）

5/20

マリン横須賀・・・ゆんるり（田川）

会報発送作業 於：武蔵野プレイス

都内案内・・・（田辺 他）

水彩連盟展の見学を終えて（4/4）
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Column
新しい暮らし（２）

東京都稲城市

田 辺 和 子

昨秋、多摩ニュータウンの一角、稲城市の 850 世帯の大型マンションに引っ越しました。入居してすぐ、
玄関脇の掲示板のチラシで「5000 歩の会」という活動が連日行われていることを知り、問い合わせました。
土地不案内の新参者にとって、先住者とあちこち歩けるのは願ってもない企画だと思ったのでした。
しかし、それは早とちり。この会は、自治会のシルバー世代のグループが、自身の健康と近隣の小学生の
下校の見守り、地域の防犯を兼ねて、ウィークデイの３時から決まったコースを歩くというもの。それがち
ょうど 5000 歩、１時間くらいのウォークになるのだそうです。
早速、一緒に歩いてみました。
「防犯パトロール」のたすきをかけ、下校中の小中学生、犬と散歩する方々
とあいさつを交わしながらのウォーキングは、地域住民としてお墨付きをいただいたような感じでもありま
す。
終点は、マンション内のサービス棟。ここには喫茶コーナーがあり、100 円で入れたてのコーヒーを飲み
ながらいろんな話をします。そういう席に、認知症の方や介護の家族が加わることもあります。私は、高次
脳機能障害の息子が近くの入所施設にいることや、その息子が外泊する際、好きな車が見られる通りからマ
ンション敷地内へ向かわせる切り替えが難しいことなどを話しました。
すると早速、4 月の定例会で 20 名ほどの方々に、高次脳機能障害についての DVD をお見せし、解説をす
るという機会をいただきました。
私は、
「5 年前の都の調査で、この障害をもつ人が都内に５万人ほどと発表されました。そこから推定する
と、3000 人ほどの団地に、10 人くらい、この障害の方がいらしてもおかしくないのでは」と話しました。
世話役の方は、
「息子さんがマンションにはいるのに難儀をしているような時は、協力してください」と呼び
かけてくださいました。
前の住居には、私にも息子にも（息子の）受傷前からの知己があり、受傷後 20 年の間には、障害を理解し
てくれる新しい友人も増え、息子には地域での活動や日常生活がありました。しかし、昨秋、この地に転居
したとき、私は単身生活者、息子は施設で暮らす、ことばもない重度の障害者でした。その息子に、家庭や
地域での暮らしもと願っても、新しい土地でどうすればよいのか、少なからず頭を悩ませていました。決ま
ったコースを歩く会に、もうひとつの道へも案内してもらえたという気がしています。
（つづく）
高次脳機能障害者のための

医療及び家族相談交流会のご案内
6 月 17 日（日）会場：東京慈恵会医科大学附属第三病院(東京都
７月 15 日（日）会場：東京都心身障害者福祉センター （東京都

狛江市)
新宿区）

９月 ２日（日）会場：東京慈恵会医科大学附属第三病院
詳細は http://www.brain-tkk.com/index/index.php
＜平成 24 年度 TKK 高次脳機能障害相談支援事業＞

2012 年６月～2012 年９月

活動予定

えこーたいむ・・・・・・・６/２３、７/２８、８/２５
多摩エコー・・・・・・・・随時
ナノ≪三郷市≫・・・・・・ 随時
フレンズ≪瀬戸市≫・・ 毎週、月曜、水曜、金曜、土曜
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≪定期総会報告≫
４月２８日、定期総会が開催されました。
会計担当から右記、決算報告書の説明があり、
承認されました。
尚、役員については任期途中に付き、改選は
ありません。
右記の通り相違ありません。
監査

村田淑子

ご支援ありがとうございました。
2012 年３月～2012 年 5 月までにご寄付、賛助会員費をお寄せ下さった方々です。 （順不同、敬称略）

入江 多津子

綿森 淑子

岩澤 克恵

山田 純子

矢田 光江

斎藤 紀久男

柴田 玲子

中田 文枝

佐藤 佳枝

吉田 笄子

広井 瑠璃子

岡田 美枝子

岩城 弘子

平野 よう子

谷田部 良子

澤田 真知子

谷田 伸枝

藤田 進

七五三 いよ子

五味田 美恵子

笠原 由紀子

柴崎 美穂

中條 共子

西田 均

粉川 靖子

平野 美香

吉川 ひろみ

ワークセンターひかわ

中島 久美子

加賀谷 一

◎ 入会のご案内

◎

「正会員」
1,000 円

年会費

3,000 円

発
行
人

今年度も賛助会費のご協力よろしくお願いいたします。

年会費（4 月～3 月）1 口

入会金

今仲 芳昭

郵便振替

口座記号番号

2,000 円

00180‐0‐546112

サークルエコー

編集後記
ついに東京スカイツリーが営業を開始しました。高さでは世界２位の建築物で、タワー
では１位だそうです。やはり人は高いもの、大きなものには希望や、幸せ感を抱くのでし
ょうか、大変な人気のようです。３月 11 日は、高さはほぼ完成時に近くなっていました
が、けが人も出なかったようです。大きな震災のあとに、人々に楽しみを与えるものがで
きる、不思議な感じがします。
T.Takahashi

特
定
非
営
利
活
動
法
人
障
害
者
団
体
定
期
刊
行
物
協
会
定
価

サークルエコー連絡先
田辺 和子

〒206-0824 東京都稲城市若葉台 3-1-1 C-405

Tel/Fax:042-350-3292

谷口 眞知子（ナノ）

〒341-0044 埼玉県三郷市戸ヶ崎 2193-1

Tel/Fax:048-956-2224

豊田 幸子（フレンズ） 〒489-0987 愛知県瀬戸市西山町 1-60-20
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Tel/Fax: 0561-82-1498

百
円

東
京
都
世
田
谷
区
砧

編
集
人

脳東
損京
傷都
・稲
高城
次市
脳若
機葉
能台
六障三
―害―
一
二
六サ―
―ー一
二ク
一 ルＣ
「エ―
定コ四
価ー〇
は
五
会
費
に
含
ま
れ
る
」

