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サークルエコーは・・・・・              

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。 

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) 
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合宿＝語ろう会 それぞれの「日常」を語り合う中で 
 

今年の合宿は 10月 13日・14日、昨年と同じ横浜あゆみ荘で行いました。語ろう会のテーマは「こ

れからの暮らしを考えよう」です。昨年までは今後の生活に対する思いや不安を話し合ってきましたが、 

今年は当事者の日常生活の場面をスライドで紹介しながら、今の課題や今後の生活に向けて実際に取り

組んでいる事等の意見交換を行いました。 

当事者も「語ろう会」にただ参加するだけではなく、各々が得意とするもの、経験してきたことを生

かして、会場準備を一緒にしたり、初めて参加した方々へのおもてなしもしました。 

そして、まじめな話のあとは交流会です。カラオケをしたり、近況報告をしたりとそれぞれが親睦を

深めました。後日、当事者に感想を聞いた時には「覚えていないですね」となる場合もありますが、充

実した時間を過ごせたのではないかと思います。この合宿の様子を参加されたライターの土本さんから

お寄せいただいたので以下掲載いたします。 

 

◯「大いに語ろう会」 

秋晴れの日の横浜あゆみ荘。一階研修室で懐かしいお顔を見

つけ、また新たな出会いもできました。昨年に引き続き、エコ

ーの田辺さんのご近所（？）という間柄で、合宿に参加させて

いただきました。本業がライターなので、少しだけ２日間の様

子と、そこから感じたことを書かせてください。 

当日の参加は、会員８家族２０名。その他に、低酸素脳症の

臨床や研究をされている医師、会員が入所する施設のスタッフ

の方々、やはり会員が通う作業所の所長さんやスタッフの方、修士や博士論文に取り組む学生さん、そ

して会員のサポーターも含め、総勢３０名のにぎやかで和やかな集まりでした。 

１日目（１３日）のメインは「大いに語ろう会」。現在取り組んでいることや、これからしようとして

いることなどを、東大博士課程を満期退学し、エコー会員でもある山崎光弘さんの司会によって、それ

ぞれの「日常」が話されました。 

事前に、会員に向けてアンケート調査が行われ、それぞれの方の通っている所や、日々行なっている

事が１枚に紹介され、写真も寄せられていたそうです。準備が良く、まず活字で暮らしを追え、会場に

写し出された写真で、雰囲気をつかむことができました。その上でのご本人そしてご家族のお話です。 

 

◯リハビリ、施設、大事な支え手 

実は冒頭３０分ほど遅刻してしまい、もしかすると貴重なお話

を聞き逃してしまったのかもしれませんが、着席してすぐに聞い

たのは、脳腫瘍を患い１３年目になるというＭさん（２７歳・男

性）のリハビリについて。足の筋力が落ちて、リハビリに通った

ものの費用が高く、効果がわからず、これなら家で…と、Ｍさん

とお母さんが一緒に入浴後にストレッチとダンベル体操を。これ

はお母さんの持病対策にもなっているそうで、「家でやれることは

やろう」と実践。外国語を学ぶことと、絵を描くことが好きだと

いうＭさんの近作がスクリーンに。淡い色で濃淡がつけられ、心に取り込んだ自然がのびのびと描かれ

ていると感じましたが、Ｍさんにとってはこうしたことに力を注げる暮らしが大事だとか。既存のリハ

メニューや施設通所ではない、自分らしさをご本人、ご家族が大事にされている様子が見えました。 
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これもわが城（施設の自室） 

施設からスタッフも参加 

 

喘息による低酸素脳症を抱えるＡさん（３７歳、女性）は、それは見事なジグソーパズルの大作２点

を見せてくれて、その他、習字やオセロなど施設に通っての日々の楽しみをお母さんが紹介されました。

そこでのリハビリで、立ち上がり方、座り方がうまくなったとか。専門家や他人と交われることが大切

だと、お母さん。ご自身の体調が悪い時に、この先何年この子をみてあげられるのか…と、つらい胸の

うちも話されました。だからこその施設や訪問介護やボランティアの人との関わりを必要とし、また大

事にしていると報告されました。 

私が個人的に感動したのは、Ｍさんが受傷し、在宅生活を始めてもっとも困難だった時から関わって

いたヘルパーさんが、いつもこのエコーの合宿に同行されている、ということでした。「そちらは生みの

親、私は育ての親？」と楽しく自己紹介されていましたが、Ａさんがまだ全く言葉が出ない、本当に厳

しい時期からお母さんと二人三脚。低酸素脳症を患って６年目に、初めて言葉が出て、話ができるよう

になったことを話されたのですが、その喜びを家族だけでなく分かち合う支え手がいる、そのことの幸

せを目の前で見せてもらいました。 

私自身ヘルパー経験がありますが、事業所の対応次第とはいえ、一人の利用者に長期間通い続けるの

は困難中の困難。まして深い人間関係を築けるのは特別なこと。その関係が、できるだけ長く続くこと

を願う気持ちで聞いていました。 

 

◯施設への思い、施設からの思い 

Ｙさん（３４歳、男性）は交通事故で受障。はじめは立つこともできなかったそうですが、リハビリ

を続け、現在は作業所でリサイクル仕事に携わり、フィットネスや障害者用の自転車漕ぎなどにも取り

組んでいるそうです。 

ただ、病院では退院後に、高次脳にどのような支援があるのか、そうした支援への橋渡しがまったく

なく、ある記事でエコーを知り、ようやく出会えて、どれほど救われたかと話されていました。患者家

族が自力で支援者や家族会と出会うことがまだまだ難しい。その状況が生の声から切実に伝わってきま

す。 

さらに、Ｙさんは残念なことに施設で転んで骨折し、病院へ。職員に「見てもらっているようで、見

てもらえていなかった」結果の事故で、子どもを施設に預ける親の苦しい思いが伝わって来ました。 

一方、会場には会員のＴさん（４１歳、男性）が入所されて

いる施設のスタッフが何人か参加されていて、日頃のＴさんの

様子、明るいムードメーカーで楽しい雰囲気を作って盛り上げ

てくれるなど、Ｔさんの素顔を報告。 

施設利用者の本音や心のうちを、別の施設のスタッフが聞く、

そういう機会の貴重さを感じました。このあたりがエコーのス

ゴ技（！）かもしれません。 

ところで、スタッフが来てくれた

この施設は、私が住む町にあり、

しかも我が家から徒歩数分のところ。知

的障がいを抱える人のための施設ですが、

約１０年前の建設当時、住民から建設反対の声があがり、もめたことをこ

の日初めて知りました。 

しかしそれも昨今施設側の努力もあるのだと思いますが、ずいぶん変わ

ってきたとか。町の夏祭りに施設の参加が欠かせないものとなり、ともに

地域づくりを担っているのだとか。そうしたことも、聞いて初めて知る始

末、住民の知らない取り決めで、同じ町に暮らす人たちが不自由だったり、
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つらい思いをする。あまりに身近な例に、「知らないことの問題」を教えられたようです。 

 

◯地域に開いていく力 

休憩タイムにお茶を運んでくださったのは、当事者会員のＩさん（39歳、男性）。お父さんと一緒の

参加です。７年前、くも膜下出血で倒れたＩさんは元ホテルマンで、旅行添乗員もされていたと聞きま

した。どうりでお茶を机に置いてくださる時のさりげない丁寧さ、そして何か不足がないかと見回って

歩く時の背筋のぴんとした張り…。仕事で身につけた仕草はその人の宝物のようです。 

そうしたお茶タイムをはさんで「語ろう会」の後半、トップバッターは田辺さんでした。先の施設の

スタッフが参加されたのも、また建設当時の話を聞くことができたのも、この田辺さんの行動やお話か

らでした。 

田辺さんが私と同じ団地に越してくるまで、団地内に高齢者の会があり、そこでさまざまな地域活動

が行われていることを、ほとんど知りませんでした。田辺さんは息子さんと新しいこの町で、この住ま

いでどう生きるか。とくに施設から団地に戻る際に、団地の敷地内にうまく入れない時がある息子さん

のために、積極的に地域の人の支援を受けるべく、会に飛び込んで行かれました。 

田辺さんから聞く話のどれもこれもが、先ほどの施設の話と同様、知らないことばかりで、田辺さん

が開ける扉を、後ろから見せてもらっている感じです。 

厳しい現実もあるのだと思いますが、そこをしなやかに楽しそうにつなぐ行動に脱帽。この日の話の

中でも繋がること、そのために「地域に開いていく力」を強く感じました。 

 

◯家族が重ねていく時間 

次にマイクを受け取ったのはＴさん（６５歳、男性）。心室細動

による低酸素脳症を患い、高次脳機能障害を抱えるＴさんですが、

テニスが大好きだというお話で、スクリーンにはテニス場の一枚

が大写しに。この日は娘さんと奥様も参加され、奥様と２人での

発表でした。運動不足にならないように、外出がないときには買

い物をＩさんに頼んでいるそうですが、Ｉさんの好物はバナナだ

とか。それが買い物メニューに入っていると「ＯＫ！」というふ

うに出かけてくださるそうです。 

お子さんたちが１０代の時に父親が倒れ、お祖母様のケアも抱えたご家族の暮らしの一端を、昨年の

合宿の時に少しうかがったことを思い出しました。 

かつて私が親のことで大変だった時に、神様は抱えられるものしか与えないと、聖書の一節を話して

くれた友人がいました。ぺしゃんこになりそうだと、恨めしくその一節を思ったものですが、振り返る

と確かに至言だったと思います。カメラ係に徹して動きまわる娘さんに、その言葉を送りたい気持ちで

した。 

それぞれの「日常」が語られる中で、リハビリのこと、施設のこと、地域での支援や活動のことなど、

高次脳機能障害を抱えて暮らしていく上で大事なことが浮き彫りになる形で浮き出てきたのは、司会の

山崎さんのナビゲートの的確さだったと思います。ご自身も大病され、障がいをもつ山崎さんの当事者

性と、それとは別の研究者の視点が、語りの引き出し手として本領発揮されたのではないでしょうか。 

 

◯楽しい「歌おう会」と「呑もう会」に居合わせて 

夜からの参加者も得て、食事のあとは美酒がまわり、参加者みんなでのおしゃべり宴会。１時間ほど

カラオケもあったのですが、私にとっては驚きタイム。これまで何度かお会いしているＴさん（６４歳、

女性）。やはり低酸素脳症で、いつもじっと目をつむって黙っておられる、そうした姿ばかりお見かけし
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「語ろう会」も終わって全員集合 

 

ていたのですが、この日、コロンビアローズの「東京のバスガール」を歌われ

ました。初めてお声を聞きました。しかも夫のＴさんがやさしく介添えされ、

それはホット！ 初参加のＹさんも、尾崎豊の名曲をしみじみ聞かせ、Ａさん

も中森明菜のヒット曲を。こういうひとときが、なんともいいものだと思いま

した。 

深夜１２時をまわるまで続いた宿泊会場ロビーでの団欒の二次会。日頃合わ

ない会員同士や、サポーターも一緒になって、本音も弱音もいっぱい。先行き

の不安、最近の困ったことなども語られていました。 

その横で、疲れていい感じのいびきをかいて寝ているのはＮさん（３８歳）

です。ご両親と参加されたＮさんは、エコーの最初からのメンバーと聞きました。喘息による呼吸停止

で受障したＮさんは、この日、特技の似顔絵描きで大活躍。それもあってか、（こんな深夜まで起きてい

るのはとてもムリ！）といった感じでＺＺＺ〜。微笑ましい寝顔でした。 

合宿のメインはこうした親睦タイムですね。とっぷりと暮れた夜はそれにふさわしい。この時を楽し

みにはるばるという方もおられるだろうと思います。 

私ごとですが、大病し、昨年の合宿では出たご馳走の半分も食べられませんでしたが、今年はいささ

か回復し３分の２はいただけました。参加者の方々もそれぞれに、１年の変化があったようで、心身の

変化についても話題は尽きません。              

翌朝は、その皆さんでのラジオ体操で

１日が始まりました。 

食後は低酸素脳症を研究されているド

クターから、田辺さんや山崎さんがレク

チャーを受け、他の人たちは近くへお散

歩に。それぞれの朝でした。 

昨年は田辺さんの高校時代の同級生で

サポーターのＲさんが、気功法を伝授してくださいましたが、今年は腰痛のため、気功はお休み。それ

でも、えこーたいむや合宿のサポートを続けているＲさん。友情を越えて、一つの信念を見た思いです。 

たぶんこうして大勢で会えるのは、来年の秋でしょうか。 

それぞれの場で、もしかしたら時には大変な日々を抱えられるのかもしれません。それを越えてまた再

会できる、そういう機会は、居合わせたすべての人にとっての大切な時間。ご縁あって参加させていた

だき、ありがとうございました。来年、またお会いできたらうれしいです。                   

ノンフィクションライター※土本 亜理子                                                           

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※主な著書 

「純粋失読」三輪書店 

『「花の谷」の人びと－海辺の町のホスピス

のある診療所から』シービーアール 

「生きるための緩和医療」医学書院 

「東京へこの国へリハの風を」シービーア

ール 

「物語としての痴呆ケア」三輪書店 

「在宅ケア 小規模多機能」岩波書店 
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ぞれぞれが役割を分担しました 
 

               

 

 

 

 

              

お花を生けました 

看板も書きました 

 

 

              掲示物担当です 

お茶を入れました 

合宿風景いろいろ 
 

 

 

 

 

 

 

                         

                                        似顔絵を描きました 

                                            

映像で日常生活を紹介  

 

 

 

 

 

 

              都筑ハーベストの所長も駆けつけて    ドクターからレクチャー    カラオケもありました        

 

 

 

 

 

 

   

 

 

楽しい夕食                                  交流は夜遅くまで             



1998年 10月 9日 第三種郵便物認可 （毎月３回８の日発行） 

2012年 12月 3日 発行 ＳＳＫＵ     増刊通巻第 4346号 

7 

 

中学生の家族と懇談 
 

8月 19日、稲城市で、中学 1年生の少年とその家族 2組（1家族は新入会）を囲むつどいを行いま

した。京王線調布駅など３駅が地下に切り替えられる日で、電車の運行がストップ。暑い中、それぞれ

苦労して集まりました。アドバイザーとして、福島誠さん(元フリースペース運営)、土本亜理子さん(医

療/福祉分野のライター)、藤後悦子さん（東京未来大学）にも参加していただきました。 

話し合いが始まったとき、初対面の少年 2人は、続きの和室で端と端に離れて座り、ゲームや本に目

を注いでいましたが、1時間後のお茶タイム、和室に声をかけると、二人は寄り添って小さな画面をの

ぞいていました。その後は、日差しの強い屋外で、支援者の福島誠さんと遊びました。初対面でもちょ

っとしたきっかけですぐに仲良くなれる。これは子供たちが潜在的に持っている力なのかもしれません。 

後日、会員の山崎さんが、地域の相談機関へ橋渡し。1回目の相談を終えた竹田さんからお礼とご報

告がありました。 

 

「６日、相談所長の Iさんと面談、今まで不安に思っていたことを聞いて頂き、全く知らなかった情

報なども教えて頂きました。サークルエコーに初参加させて頂いてから一ヶ月も経たないのに世界が一

気に開け感謝しています。少し内容を報告させて頂きますと、 

＝＝＝障害があっても幸せに暮らしている人は沢山いる。障害の生きにくさを支援するのが福祉の役割。

いろいろな支援をうけながら自立した生活を送ることは可能。K君は、忘れてしまうという特徴がはっ

きりしているから支援の工夫もしやすい。いろんな経験をさせてあげられるし、世界が広がる可能性が

ある。嫌なことを忘れてしまうというのは強みにもなる。良いことを忘れたときは周りの人が思い出さ

せてあげればよいこと。学校の先生にも分かってもらえるよい機会。何もさせなかったら問題点すらわ

からない。出来ないことは出来ないと理解した上で形をかえて参加できるようにしてあげては＝＝＝ 

等々。 

半分人生相談みたいになってしまい、何度か涙がでてし

まいました。困った子という気持ちから、いい子をもって

良かったという気持ちにさせていただきました。中学の先

生からも「課題は多いですが、精いっぱい頑張ります」と

コメントをいただいています。」 

 

似たような悩みを抱える仲間と出会えるか、理解しよう

と歩み寄り、時に問題が起こってもそれを糧とし共に歩も

うとしてくれる援助者に出会えるかは、時代を超えたテーマですね。                 

(田辺）

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012年９月～11月  活動予定 

えこーたいむ・・・・・・・12/22、1/26、2/23  

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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Column 

  

新しい暮らし （4）                    東京都稲城市 田辺和子 

 

 稲城に移って初めての夏は、息子と共に、近くの小学校のラジオ体操や地域の夏祭りに参加しました。

マンションの防犯パトロールの仲間からの声かけです。 

息子には、懐かしい友人の訪問もありました。高校時代、共にブラジルに留学し、この数年、かの地

に赴任していた友が帰国し、久し振りに訪ねてくれました。ポルトガル語で語りかけてくれると、手を

とってソファに案内しました。終始、おだやかな笑み。親しさ、懐かしさが甦ったのでしょうか、私の

心にも灯がともりました。 

11月、ニュータウンは美しい紅葉です。引っ越したばかりの昨年はゆっくり鑑賞の余裕がありません

でした。その初日、朝日新聞朝刊に我が家のことが掲載されました。 
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ブログ「えこーぷれいす」を開設 
 

この度、エコーは活動の様子や会員の日常生活での出来事を皆さんに知ってもらうため、ホームペ 

ージ(www.circle-echo.com)に加えて、ブログ「えこーぷれいす」を開設いたしました。 

アドレスは http://circleecho.blog.fc2.comです。 

または、グーグルで「えこーぷれいす」「ブログ」「サークルエコー」というキーワードで検索する

と見つかります。ここでは記事の一部を紹介します。内容はこれからも充実させていく予定ですので、

皆様ぜひ一度ご覧いただき、感想等を寄せていただけると幸いです。また、ホームページも引き続き更

新してまいりますので、よろしくお願いします。 

 
******************************************** 

2012.10.20 幻は幻で終わるか ～「おさむしのささやき」より～  

珍しい光景を目にしました。決してヤラセではありません。今日

の夕飯時に、母がリンゴ、ニンジン、キャベツをジューサーにかけ、

愛情たっぷりジュースを作っていました。するとｺﾞｺﾞｺﾞｺﾞーと壊れ

た様な変な音がしまして、急遽おさむしが手伝いに台所へ。すると、

そばで揚げ物用の鍋にカツが揚がっているではありませんか！おさ

むしは普段一切、台所で手伝うこともなく、出てきたものを旨いも不味いも文句も言わず

食べる人であります。 

今日のおさむしは、揚げ物に目が行き、『おい、焦げるよぉー』と手伝い始めました。いや〜とても新

鮮な光景だなぁ〜と感動し、シャッターをきりました。菜箸を持って立っている姿も悪くないですね〜！

ひっくり返したり、お皿にのっけたり、なかなかやりますなぁ〜  そして今日の夕飯メニューはご飯、

豚汁にカツ、お稲荷さん、たくあん巻き、サラダ、蓮根の煮たものなどなどです。おさむし専用のマイ

皿にてんこ盛りにのせて美味しそうです。明日の体重計が怖いぞぉ〜 

 

 

❀❀❀ エコーの皆様 ❀❀❀ 
年に一度の合宿、夏から楽しみにしておりました。夏から秋にかけてイベントが続いており、ひとつひとつこなして１

３日に備えてきました。急に事情ができ、どうしても参加が無理になりました。この土壇場になってのキャンセル、本当

に申し訳ありません。自分なりに、この１４年を振り返ってみました。 

1998年 12月に、田辺さん、川崎さん、谷口の当事者３家族で結成しました。3人に共通していたことは、 

〇若いということ、事故・病気で脳に後遺症が残ったこと、 

〇自分で自分の意見をつたえることが困難になってしまったこと。 

その当時、制度の狭間といわれ、制度は不十分、私自身は今と違い（笑）、孤立感、喪失感の真っただ中、働きかける

すべも分からず、結構、涙することもありました（笑）毎日のように、田辺さん、川崎さんと電話で話し合い、赤塚先生

のご紹介で、神宮前作業所をエコー拠点として母体をつくっていきました。どのように制度を手繰り寄せるのか？離れた

地域で神宮前作業所を拠点とした仲間づくりをどのように行っていくのか？東京、千葉、埼玉を行ったり来たり試行錯誤

の日々もありました。 

ハイリハ東京の立ち上げ、TKK立ち上げなどに関わり、様々な人たちと出会い、交歓しつつ、共有し、話し合いを行

ってまいりました。その活動の中で、エコーとして、田辺さんが一貫して言い続けてきたことは、重度問題を訴えること

でした。就労も厳しい、人との関わりがなければ生きることさえ難しい。他団体では声をあげることのない、リハビリと

いう枠の中からさえ、はみ出てしまう息子たち、そしてその部分のさらなる施策のなさでした。私も全く同じ思い、同じ

方向を共有してきました。モデル事業が始まるとき、田辺さんと共に、国リハに出向き、重度問題が除かれることのない

よう、訴えました。大きな流れの中では、エコーの根幹である部分は一度もぶれることなく、私なりに当時、関わってき

た思いはあります。     

「住まい」の問題についても、ここまで、皆さまと共有し、問題点を話し合ったりできたことは幸せなことだと思って

おります。田辺さんと年中、意見を戦わせてこられたのも幸せなことです。今、私は埼玉で、地域にこだわり、枠をこえ

た活動につなげられるよう、12年、動き続けています。時おり、ドンキホーテのような不毛の戦いではないかと思う時

もありますが。少しずつでも、歩みを止めることなく歩き続けています。14年前から、一貫して言い続けてきた、重度

問題の火が消えることのないよう、今回も、少しでも、どこか忘れず、話題にのせていただければ嬉しく思います。 

今回、参加できず、申し訳ありません。どこかで皆様とつながっていたいと思います。  

埼玉県三郷市 谷口真知子 
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動 向  

 
～ 国の動き ～ 
●平成 23年８月５日  
障害者基本法の一部を改正する法律（改正障害者基本法）が施行。 
…障害の有無にかかわらず共生社会を実現するための個々の障害者等への支援・地域社会での共生や
社会的障壁の除去を始めとする基本原則、及び、障害者基本計画(2013年度から 5年間の計画)を
策定するための障害者政策委員会の設置等を定める。 

●平成 24年 4月〜 
 厚生労働省科学研究費補助金(障害者対策総合研究経費)により「高次脳機能障害者の社会参加支援の
推進に関する研究」が始まる(〜平成 26年)。 

●平成 24年 4月 27日  
国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律（障害者優先調達推進法）が
公布（平成 25年 4月 1日施行）。 

●平成 24年 6月 27日  
地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関す
る法律が公布。 
…平成 25年 4月 1日から「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援
するための法律（障害者総合支援法）」とし、一部を除いて施行されることが決定。 

●平成 24年 7月 23日  
2013年度からの 5年間の障害者基本計画を策定するための障害者政策委員会が始まる。 

●平成 24年 10月１日  
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律（障害者虐待防止法）が施行。 

●平成 24年 11月 7日 
「障害年金の認定（高次脳機能障害等）に関する専門家会合(第１回）」が開催される。    

～ 東京の動き ～ 
●平成２４年３月５日 
 地域ネットワーク連絡会の具体化として東京高次脳機能障害者実践ネットワーク発足 
 (首都大学東京秋葉原サテライトキャンパス) 
●平成 24年 4月〜 
 ・東京都高次脳機能障害支援普及事業における区市町村高次脳機能障害支援促進事業 

27区市町に圏域を拡大（23年度：23区市町） 
 ・専門的リハビリテーションの充実事業 
  22年度からの区西南部（日産厚生会玉川病院）、西多摩（大久野病院）に加え、24年度は、区東部
（東京都リハビリテーション病院）、北多摩南部（慈恵医大第三病院）が事業を開始。（関連 p.12） 

 
～ ＮＰＯ法人東京高次脳機能障害協会（TKK）の動き ～ 
●平成 24年 9月〜10月 
都政党予算要望書に関するヒアリング（公明、生活者ネット、民主、自民） 

●平成 24年 10月 10日 
 TKK予算要望書に関し、東京都福祉保健局・教育庁・産業労働局によるヒアリング 

（参照：TKKホームページ http://www.brain-tkk.com ） 

●平成 24年 10月 20日 
NPO法人東京高次脳機能障害協議会（TKK）10周年記念事業 

 

 

NPO法人東京高次脳機能障害協議会（ＴＫＫ）が 10周年記念事業を開催 
ＴＫＫは去る 10月 20日、発足 10周年、NPO法人設立 5周年を記念し、＜高次脳機能障害者のた

めの自立と安心をめざして in東京＞と題し講演会およびシンポジウムを開催しました。 

講演の①は〜当事者の立場になって〜私の脳梗塞―当事者となった高次脳機能障害専門家の経験―と

題し、先の会報 38・39号でも寄稿をお願いした関 啓子氏（神戸大学医学部客員教授・医学博士）。      
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3年前・発症当時の高次脳機能障害の内容と、急性期、回復期、復職期のリハの内容、その時に発見

したこと、感じたこと、改善・復帰の要因はなんであったか、医師から見た患者としての発見、今後こ

の経験を生かしていきたいなど話されました。 

講演の②はハイリハ東京の当事者・小宮紀子さんと支援スタッフ・西脇恵子氏が「当事者と支援者の

あゆみ〜ゆっくりと確かに〜」と題し、16年間のリハビリ、回復への道のりを対談形式で語った。「16

年間書き続けた日誌が 68冊になった」は「あきらめないことが大切」を正に地で語っています。 

シンポジウムは最初にプレゼンテーションで渡辺修氏（東京慈恵会医科大学第三病院）が「急性期か

ら回復期への支援の在り方」、長谷川幹氏（三軒茶屋リハビリテーションクリニック院長）が「地域医療

とあきらめない支援」、安藤純子氏（東京都心身障害者福祉センター地域支援課長）が「東京都の高次脳

機能障害者支援：この 10年これからの 10年」についてそれぞれが講演し、その後ディスカッションと

いう形ですすみました。講演とシンポジウムの間の２回の休憩時間には当事者によるヴィオラ演奏、23

にもなった加盟団体の紹介が映像と朗読によって行なわれました。そして展示コーナーもありで、盛り

沢山の記念行事だったと思います。                           （高橋） 

 

 
 
サークルエコー行事&会合報告 
 

8/25 えこーたいむ・・・武蔵野プレイス（西田 2、高橋 2、田川３、今仲２、山崎、高橋マ） 

8/26 TKK港区高次脳機能障害理解促進事業・講演会及び医療＆相談交流会・・・高輪区民センター（高橋２） 

8/27 NPOあすなろ「さんさん」訪問/懇談・・・狛江市（田辺） 

8/27 継続の相談支援・Ｍさんご夫妻・・・狛江市（田辺） 

8/27 「尊厳死の法制化を認めない市民の会」発足集会・・・グランドヒル市ヶ谷（田辺、土本） 

8/3１ 高次脳機能障害について・教育関係者への情報提供（内藤氏,佐久間氏）・・・稲城市（田辺） 

9/01 合宿打合せ・・・稲城/田辺宅（田辺、西田２、高橋２、山崎） 

9/02 TKK高次脳機能障害のための医療及び家族相談交流会・・・狛江市・慈恵大第三病院（田辺、高橋） 

9/05 「障害者虐待防止フォーラム」〜障害者虐待を防ぐために〜(赤塚先生)・北沢タウンホール（田辺） 

9/11 TKK都政党予算要望書ヒアリング（公明、生活者ネット、民主）・・・都庁（田辺） 

9/15 JD作業部会・・・ 戸山・障害者福祉会館（田辺、山崎） 

9/16 マリン横須賀・・・ゆんるり（田川） 

9/22 えこーたいむ・・・横浜ラポール(田辺２、西田 2、高橋 2、田川３、今仲２、山崎) 

9/24 「小児期発症(受傷)の高次脳機能障害児・者の支援について」・・茗荷谷 都研修センター（田辺、井上） 

9/29 原田正純氏（水俣学）の追悼会・・・有楽町朝日ホール（田辺、土本） 

10/06 ＪＤ・障害のある人の生活の場についての意見交換会・・・四谷・弘済会館（田辺）. 

10/07 パイロットウォーク&合宿打合せ ・・新宿御苑（田辺 5、西田 3、高橋 2、田川 2、今仲 2、山崎、高橋マ、

大島） 

10/10 TKK都要望書ヒアリング・・・都庁（田辺） 

10/13~14 合宿=語ろう会・・・横浜あゆみ荘（参加者 30名） 

10/20 TKK記念事業・・・戸山サンライズ（田辺、西田２、高橋） 

10/21 マリン横須賀・・・ゆんるり（田川） 

10/24 映画「だんらんにっぽん」・岩城先生/小池監督/森拓治氏/増村幸子氏・・・立川（田辺、西田 2） 

10/27 「医す者として。映像と証言で綴る農村医療」・・・シネマート六本木（田辺、土本） 

10/28 セミナー「認知症の人に学び、ともにあゆむ」 （ｸﾘｽﾃｨｰﾝ･ﾌﾞﾗｲｱﾝ）・・江東区 TFTホール(田辺、土本) 

10/29 丸山さんと共に（サークルエコー・難病 PIDの会）・・・稲城・田辺宅（田辺、西田２、丸山） 

10/31 コア会議（国リハ懇談、合宿反省、会報打合せ・田辺宅（田辺２、西田２、高橋２、田川２、山崎） 

11/03 TKK港区 高次脳機能障害理解促進事業・講演会及び医療＆相談交流会・・・港区リーブラ（田辺、高橋） 

11/04 高次脳相談/支援室設置についての打ち合わせ(TKKと渡邉 DR)・・狛江/慈恵大第三病院（田辺） 

11/11 TKK理事会・・・渋谷カンファレンスセンター（高橋２） 

11/15 東京都区市町村 高次脳機能障害支援促進事業・講演会 渡辺 修氏・・・武蔵野市役所（高橋２） 

11/18 マリン横須賀・・・ゆんるり（田川） 

11/18 ＪＤ政策委員会 高齢と障害ＷＧ・・・巣鴨ファーストビル(山崎) 

11/21 高次脳相談/賛助会員・・・稲城市（田辺） 
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郵便振替 口座記号番号 00180‐0‐546112 サークルエコー 

 

 

 

 

NPO法人東京高次脳機能障害協議会（ＴＫＫ）からのお知らせ 

●東京慈恵会医科大学附属第三病院内に高次脳機能障害相談･支援室が設置されるのに伴いTKKはそ

の運営事業を受託。 

・責任者：渡邉 修氏（東京慈恵会医科大学附属第三病院リハビリテーション科診療部長） 

・開室：平成24年12月より、毎週火曜日と金曜日、いずれも午前１０時から午後２時まで 
 
●高次脳機能障害者のための医療及び家族相談交流会 

1月 20日（日）会場：東京慈恵会医科大学附属第三病院     (東京都 狛江市)  

2月 10日（日）会場：千住ミルディス１番館 10階シアター1010（足立区） 

3月 10日（日）会場：東京慈恵会医科大学附属第三病院     (東京都 狛江市) 

 

 

ご支援ありがとうございました。 

 

2012年９月～11月までにご寄付、賛助会員費をお寄せくださった方々です。（順不同、敬称略） 

國井 邦子  神山 悦子  中島 香   吉田 実   熊谷 博子   高橋 八代江  中島 明子 

吉野 庸子  松岡 育子  藪下 誠子  井上 美保子  佐野 章子  西川 安子 

 

 

 

 

 

  

 

訂正：VOL.49 P.7 動向欄に誤りがありました。最初の 5行を下記に訂正いたします。 

★6月２７日、平成 24年度 第 1回「高次脳障害支援普及全国連絡協議会」が埼玉県所沢市の国立障害者リハビリテー

ションセンター（以下国リハ）で開催された。 

厚労省からは、高次脳機能障害支援普及事業として、国リハの予算は、14百万円 （昨年 26百万）、

主として情報提供機能の充実、都道府県では、地域支援事業費 450億円（同 445億円）の中で、支

援拠点機関の充実、人材育成等、地域における支援の充実が図られるなどの説明があった。その後・・・ 

 

編集後記 

この秋は親戚の結婚式が二つありました。一つは単に親戚としての出席、もう一つは子 

どもの従姉妹の結婚式で、自分達の親以外は呼ばず、従兄弟、友人、会社同僚など若い仲 

間での式だったようです。前者は久しぶりに年をとった兄弟が顔を合わせ無事を確かめ合 

え、後者は若い従姉妹同士が久しぶりに顔を合わせ喜ぶ。昨今、式を挙げなかったりいろ  

いろな形があるようですが、式を挙げることは、本人たちがこれから生活していくうえで 

社会に責任を持つという意識を改めて持つ良い機会になると思うのですが。T.Takahashi 

 

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      Tel/Fax: 0561-82-1498 
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◎ 入会のご案内 

「正会員」 

入会金 1,000円  

年会費 3,000円 

 

◎ 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 2,000円 

 

 


