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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。 
ブログ    http://circleecho.blog.fc2.com/        

ホームページ http://www.circle-echo.com/  

          (会報がカラーで見られます) 
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2013年 10月 15日～16日、三浦海岸で

エコー合宿が開かれました。昨年までは「大

いに語ろう会」を通して、参加した皆さん

と近況報告や情報交換をして、これからの

暮らしについて一緒に考えてきました。し

かし、来年度開催予定のサークルエコー15

周年記念の企画や打ち合わせ等もあるので、

今年の合宿は慰労会をメインに企画。一日

目は海岸を散歩したり、二日目は油壺マリ

ンパークに行く計画でした。 

しかし、合宿当日に台風 26号が伊豆大島

を直撃、残念ながら参加できなくなった方

もいました。二日目は台風も過ぎ去りまし

たが、強風のため電車は運休、マリンパー

クも休園。結局、宿泊先のマホロバ・マイ

ンズ三浦の部屋の中で「近況報告(ミニ語ろ

う会)」や「らしんばんの家 DVD鑑賞会」

が開かれました。 

イベントという意味では残念な結果にな 

りましたが、台風の中での運転を心配した

秋永さんのお父さんが合宿に初めて参加。

淑子さんが退院して自宅療養になるとき、

普段はしない日曜大工をして家に手すりを

つけたり、リハビリ用の道具をつくったり

と、男性ならではの関わり方を伺うことが

できました。また、車で来られる距離にお

住いのご家族も初参加。この方は受傷して

間もなく、息子さんも幼いこともあり、ご

本人とご家族は様々な不安を抱えてながら

の生活を送っておられます。 

台風で参加できなかった方や台風だった

からこそ参加してくれた方、嵐のなか家族

の介護の合間に差し入れを届けに来て下さ

った方、ちょっとしたハプニングがあった

りと、今年の合宿は記憶に残るものになり

そうです。以下では、合宿の様子と感想を

紹介します。         （山﨑） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

一年に一回の集いで台風と共にみなさんに会いま

した。やっぱり懐かしい顔ぶれでした。この頃の淑

子さんの近況報告です。 

分かるようなはっきりした声で話すようになりま

した。そのぶん、口ごたえもし、笑わせてもくれま

す。一週間に一度のプールリハビリでも、水中歩き

一周、ヒザ曲げ一周、バタ足一周、もぐり 20 秒２

回と頑張ります。 
 

終わると少し疲れるのか、足がもつれたように歩

き、両足の指が曲がり丸くなり転びやすくなりま

す。それでも嫌な顔せずやり遂げます。大人になり

ました。褒めると嬉しそうに笑います。 
 

そんな毎日のほんの一部です。なんだか親バカみた

いですね!!こういうことが少しでも長く続くように

願っています。 

静岡県沼津市 目黒 滝子 

エントランスで再会 

映像に見入るダイさん。いつもは関心を示さない 
自分の映像もみんなと一緒に熱心にみていました 
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合宿では大変お世話になりありがとうございま

した。天候には恵まれませんでしたが、お陰さま

で楽しく有意義な時を過ごさせて頂き心より感

謝いたします。 

のんびりゆったりとして、皆さんの(もちろん私も

です！) 笑顔と笑い声が印象的な合宿でした。準

備したくれた皆さんの温かいお心配りが隅々ま

で行き届いているのを見たり感じたりしながら

私も嬉しく感じていました。 
 

これからもエコーのひとりの仲間として一緒に

考え、行動しながら歩んでいければ幸いです。 
 

よろしくお願いしますm(_ _)m 

千葉県印西市 高橋 まり子 

 

朝日がまぶしい中、室内リビングから見える海

は高波。 

残念なような、しかし、少しうれしいような…。 

参加できなかった方がいらしたことが最大の残

念。 

でも台風なので心配だからと初めて来て下さっ

たお父さんがいらしたことは、きっとエコーの

皆さんにとって、とてもうれしいことだったの

ではないでしょうか？ 

毎年のエコー合宿が、それぞれのご家族にとっ

ての大事な旅、イベントなのだということを改

めて知った気がします。 

初参加のご一家もまずここに来るまでは大きな

勇気を必要としたのではないでしょうか？皆さ

んと会って、話して、笑って、泣いて…。 
 

きっと何かを持ち帰られたのだと思います。 
 

昨年の写真やミニストーリー（事前準備）＆当

日発表は今でもとても印象的ですが、今年のな

んか皆さんゆる～い感じもよかったですね。 
 

大浴場であったまったあと、田辺さんの発案で 

秋永さんのお部屋を私も一緒に訪ねました。 

そのとき、秋永お母さんとヘルパーの目黒さん、

おふたりが缶チューハイをちょっとあけ、リラ

ックスした晩を過ごしている感じがひとめでわ

かり、さらに娘と一緒に外出できる、それだけ

でうれしい…とおっしゃっていて、「合宿＝ハナ

マル！」と感じました。 
 

エコーの合宿そのものが一つの大きな家族の再

会と憩いのひと時、そこに私はただ居てシアワ

セだなと感じました。サークルエコーの存在意

義はいろいろあるのだと思いますが、こういう

ひとときが大切ですね、きっと。 
  

風はまだ強いけれど、空は清々。三浦海岸とも

うしばらく一緒にエコーの朝を楽しみます。 
 

参加させていただき、ありがとうございました。 

東京都稲城市 土本 亜理子 

二日目の朝、抜けるような青空 

ツネヨさん 
少しお疲れでしたね 

田川(マ)さん 
お仕事の後、台風のなか

駆けつけてくれました
一人遅い夕食です 



1998年 10月 9日 第三種郵便物認可（毎月３回 8の日発行） 

2013年 12月 4日 発行 ＳＳＫＵ 増刊通巻第 4674号 

 

4 

 

 

 

年に一回の集いで皆様も元気な様子、又お会

い出来て良かったです。今日は台風のために

大変でしたね！ 
 

今年の合宿は私たちにとっても思い出深いも

のでした。淑子の父親が参加してくれたこと

は思いかけないものだったからです。台風の

ために大気が悪く風も強いため、私の運転が

心配だったようで、急に前日に決まったので

した。 
 

いつもの合宿と違い講義とかはありませんで

したが、逆に皆様と懇談でき近況を話し合い、

私たちは遠方のため普段はなかなかお会いで

きないので、久しぶりに自分達のこともお話

しできました。 
 

皆様のお話を聞いていて、娘が発症してから 

18 年たち本当に長かったのに自分たちだけ

が苦しんできたのではなかったのだとつくづ

く思いましたが、今になって思えば子供にこ

んなに必死になって一生懸命やれたこと、子

どもをこんなに思ってやれたこと、思わせて

くれたことを娘に感謝です。障害をもったこ

とで家族がまとまり、きずなが深まり、今は

家の中も明るく幸せを感じています。一年に

一回でも皆さんにお会いできると励みにもな

り、もっと頑張らねばと思います。 
 

いつもは私一人で介護をしていますが、出か

ける事は大変なのでヘルパーさんに助けても

らっています。昨年からですが、今回も沼津

市の宿泊を伴う重度介護サービス＊1を利用し

て、目黒さん(ヘルパーさん)に来てもらいま

した。そのためには一か月くらい前に障害福

祉課に書類を提出しなければなりません。合

宿の目的、内容、人数、場所等について目黒

さんの会社の方から提出してもらいました。

この様なサービスが利用でき、本当にありが

たいと思っています。 
 

淑子も心肺停止になってから、18年経ちまし

た。いろいろ良くなってきた反面、身体的に

は手や足の硬直がおきはじめています。ボト

ックス注射などやってみていますが、心配ご

とは尽きません。 
 

私たちは淑子にとって良いと思うことは今で

も何でもやってやろうと思っています。淑子

のおかげで家族は一つになれているのですか

ら。 

静岡県沼津市 秋永 明子 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊1 正式には重度訪問介護における宿泊を伴う外出。2011年 10月から始まった同行援護の Q&A

のなかで外泊を伴う外出に関して厚生労働省の考え方が示され、「2012 年度障害福祉サービ

ス等報酬改定に関するＱ＆Ａ」における(３)重度訪問介護 問 30：重度訪問介護における宿

泊を伴う外出で「支給決定時間の範囲内であり、社会通念上適当であると市町村が認めた場

合、報酬の算定対象として差し支えない。…」と明記されました。また、移動支援でも外泊

を伴う外出を認めている市区町村もあります。                  (山﨑) 

初参加してくれた秋永さんのお父さんを囲んで ヨシコさん、ご機嫌でした 
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今回の合宿は、三浦海岸にある見晴らしの良い「マ

ホロバマインズ三浦」というホテルでの合宿でし

た。 
 

あいにく台風と重なり、次の日の観光は出来ません

でしたが、初めて参加された方々と、自己紹介から

始まり、お部屋でゆっくり、お話し出来たことは良

かったかな～と思いました。 
 

また代表から来年の 15周年に向けてのお話しもあ

り、エコーのこれからの役割は～など、ちょっと難

しいお話しにもなりましたが、これから皆で具体的

なことを話し合って行きたいと思います。 
 

今回の合宿、帰りの電車が止まってしまうなど、パ

プニングがありましたが、皆さん無事に帰宅出来て

ホッとしました。 

 神奈川県横浜市 西田 宏美 

２日目の朝、別館から食堂のある本館へ移動する

とき、ダイは、違う方向に向かってしまいました。

強風の中、海の方向へ向かったらどうしようと、

田川さんと必死で軌道修正をさせようとしました

が、いったん、スイッチが入ってしまうと、それ

はなかなか難しい。 

高橋さんと土本さんが車で迎えに来てくれました

が、車も無視。あの手この手で、やっと車に乗せ

てホテルに戻ると、いつもの穏やかなダイに。 

こんなとき、存在感を見せつけてくれなくていい

のに。       

東京都稲城市 田辺 和子 

 

2日目に残った参加者で 

福島さんとオサムさん 

思い出話で盛り上がっ
ています 

廖さん、田辺さん、 
土本さん 

2日目の朝食はバイキングでした 
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東京都大田区 Y・K 
 

主人が突然会社で心室細動を起こし倒れてから、

４年余りたちます。低体温療法で一命を取り留め

ることができましたが、高次脳機能障害が残って

しまいました。 

意識が戻ると、記憶の混乱からか時空をさ迷っ

ているような話をしたり、点滴や心電図用の医療

機器を外してしまう。さらに、歩けるようになる

と徘徊も始まる等、倒れる前の主人とは全くの別

人になってしまいました。主人や今後の生活への

心配や不安ばかりが募る時、サークルエコーがあ

ることを知り、悩んでいるのは自分だけではない

と励まされました。 

その後、ICD（体内自動除細動器）植え込み手

術を経て、転院先のリハビリテーション病院(以下、

リハビリ病院と略)で本格的にリハビリを開始。急

性期病院、ICD の植え込み手術をして下さった病

院、リハビリ病院の医療スタッフには大変お世話

になり、自分の実年齢や、息子や私の存在もちゃ

んとわかるようになってきました。 

そこで退院の準備が始まり、後に自宅療養とな

ったのですが、家での生活は思いもよらなかった

ことの連続でした。しかし、近所の方たちの理解、

専門職の方たちの継続的な支援、復職を決意させ

た息子の存在、こうした様々な関わりのおかげで

徐々に回復。以前の主人と全く同じというわけに

はいきませんが、今では復職も出来ました。重度

の高次脳機能障害をおった本人と家族が、光を見

失わないためにも多くの方の理解と支援が必要な

のです。 

 

■ 

リハビリ病院に戻ってから２週間ほどたった頃、

そろそろ外泊して家で過ごすことを提案されまし

た。家族にとっては不安の中での、倒れてから初

めての主人の帰宅となりましたが、自宅（集合住

宅）の建物を見ると、色々と思い出した様子でし

た。また、自宅に戻ったという安心感もあったの

か、家では、動き回るというより、じっと横にな

って過ごす時間が長くなりました。それから退院

までの約一月半、土日は外泊して自宅で過ごすと

いう感じになりました。 

食事の仕方は、もう大丈夫かと思っていました

が、そうは問屋が卸してくれませんでした。家で

の昼食に、うどんの入った丼の横に、デザートの

つもりで、お皿に載せたチョコレートケーキ（前

日が息子の誕生日だったもので、ホールのチョコ

レートケーキで祝った残りがまだあったので）を

置いたのですが、そのケーキを丼の中に入れてし

まいました。傍にあったから、薬味として入れる

ものと思ったそうです。 

その翌週の外泊時には、夜中に「キンコン」と

いう音で目覚めると、寝ているはずの主人が、集

合玄関のモニターに映っていました。慌てて開錠

して家に入ったところで訊いてみると「高校生く

らいの男の人が、もう病院に帰る時間ですよ、と

迎えに来たから、駅まで行ったけど、いなくなっ

たから帰って来た。家を間違えたかと思って２往

復もしてしまったよ。」という事でした。 

また、幻覚幻聴に、つき動かされたのだろうなと

思いました。時間的に考えると終電だと思います

が、電車が１本通るのを見送ったそうです。 

「よく無事に帰って来られたね。」駅への道は通勤

で通った道なので覚えていたようです。「よく戸番

号覚えていたね。」間違って他のお宅の番号を押し、

「違いますよ。」と言われたそうです。集合ポスト

に苗字と戸番号が書いてあると思い出し、集合玄

関脇まで行って戸番号を見て、改めて自宅の呼び
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鈴を押したそうです。とにかく無事に帰って来ら

れて良かったですが、同時に不安と心配も増し、

自宅の玄関に、内側からも開けにくい鍵を付け足

しました。 

真夜中に、呼び鈴で起こされたお宅にはさぞご

迷惑だったことでしょう。後日、管理人さんに、

かくかくしかじかで、どこのお宅かわからないけ

れど、夜中に主人が呼び鈴を押してしまったので、

もし苦情がきたら、うちですから、教えてくださ

い、とお願いすると、「酔っ払って帰った人が、夜

中に間違えて押すことだって、結構あるんだから、

そんなの全然気にしなくて大丈夫だよ。」と言って

くださいました。本当にそんなことが結構あるの

かわかりませんが、気にしなくて大丈夫だよ、と

言っていただいて嬉しかったです。 

そんなこんなで、そろそろ退院という時期が近

付いても、本当に迎えられるかどうか不安でした

が、先生が、患者にとっては病院よりも自宅の方

が、回復に良い場合が多いとおっしゃいました。

その時期が来ているということでしょうか。 

退院する時、何かの作業をするので、主人がじっ

としていられる時間は、２０分という事でした。

社会復帰ができるかというと、それは、遠い遠い

ものだと思わざるを得ませんでした。 

 

■ 

 

退院後は家にいる時は、殆どの時間テレビをつ

けっ放しにして、横になって過ごしていました。

最初のうちは、しょっちゅう起き上がって玄関の

方に行くこともありました。夜間は、「外に出ては

いけません」と赤マジックで書いた A４の用紙を、

玄関の 2つの鍵を隠すようにセロテープで貼って

おきました。夜中に玄関まで行き、その紙を見て、

「出てはいけないんだな。」と思いとどまったこと

もあったようです。 

そのうちにあまり起き上がらなくなってきまし

た。どうも起き上がる時に腕が痛み、起き上がる

のが辛くなったようでした。この痛みは、じっと

していれば痛まないけれど、コートを、はおる時

なども痛むようでした 

リハビリ病院の先生に伺ったところ、本当は痛

くないのだけれど、脳が痛さを感じてしまうケー

スもある、ということで、断定はできないが、そ

ういう可能性もあるかもしれないとのことでした。 

痛みはしばらく続いたようですが、始まった時と

同じように、いつの間にか治ったみたいです。痛

みが治まっても、動き回ることが復活することは

ありませんでした。朝になるとはがし、夜になる

と貼っていた「外出禁止」の紙は、角が丸まって

破れてきた頃、役目を果たし終えました。 

自宅療養が始まった頃のリハビリは週 1回、リ

ハビリ病院に通院して、引き続き、OT,ST、心理

のリハビリを受けました。また、最初は無理かな

と思われていた、グループリハビリにも隔週で参

加させていただきました。リハビリの先生方は、

主人の苦手なものが回復できるように、色々工夫

して熱心に訓練してくださいました。和やかな雰

囲気の中、革細工で息子や私の小物を作ったり、

書くことが苦手な主人が少しでも多く字を書ける

ように根気よく書く訓練をしてくださったり、リ

ハビリ中に、すぐ疲れる主人に、皆さんそうです

から、大丈夫ですよ、と温かくおっしゃり、安心

感を与えてくださったり…。グループリハビリも、

最初はついていけるかな、と思いましたが、自分

で病気の経過を発表する等のプログラムも組まれ

ていて、主人にとって良い刺激になったと思いま

す。私にとっても付添いの家族の方とお話するこ

とができて、ここでも、皆さん大変な中、頑張っ

ていらっしゃるんだという思いを新たにすること

ができました。 

家で過ごす時は、私が何も言わなければテレビ

をつけっ放しで、殆どの時間横になっているので、

天気が悪くなければ、なるべく 1日に 1回は、運

動をかねて散歩に出るようにしました。退院して

一月ほどたった頃、散歩の途中で信号待ちをして

いる時に、主人が、ぼそぼそと何かつぶやくので、

聞き返したら「この頃、自分の頭の中で考えてい

ることが、現実のことなのか、そうじゃないのか、

わからなくなる時がある。」と言いました。もしか
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したら、幻覚や幻聴から抜け出しつつあるのかも

しれない、と希望が見えてきた気がしました。 

この頃でしたか、リハビリ病院の主治医の先生

が、「（飲んでいる）薬を減らしてみましょう。」と

おっしゃいました。減らすにも、リスクは伴うよ

うでしたが、先生の指示通りに減らした結果、「頭

がすっきりしてきた気がする。」と主人が言うよう

になりました。 

リハビリ病院の退院が決まった頃に、退院後、

リハビリできる回数も増やした方がいいというこ

とで、リハビリ病院のソーシャルワーカーの方か

ら、住まいの近くの社会福祉センターに連絡して、

ピアカウンセラーの方に、地域でリハビリを受け

入れてくださる施設を尋ねてみるといい、とアド

バイスをいただきました。相談に応じてくださっ

たピアカウンセラーの方は、高次脳機能障害に関

わられていた方ではないとのことでしたが、調べ

てくださり、ここに連絡してみるといいかもしれ

ません、と 2 か所提示してくださり、そのうちの

1 つに連絡し、状況をお伝えしたところ、ぜひ来

てみてくださいと言っていただき、見学に行きま

した。 

そして、退院４か月後には、週１のリハビリ病

院への通院に加えて、週 3回、区の障害者福祉会

館に通えることになり、そちらの先生から、個人

で、パソコンを使って高次脳機能障害のリハビリ

をしてくださっている先生を紹介していただき、

通わせていただくことができ、月から金まで、外

出してリハビリを受けられるようになりました。

この病気の特徴か、自分から自発的に何かに取り

組むというのは、なかなか難しいので、このよう

に毎日、リハビリに通うという機会を与えていた

だけたのは、本当に有難いことでした。 

障害者福祉会館は、バスで送り迎えをして下さ

ったので、私は付き添わずに、主人を送り出しま

した。こちらでは、何人かのグループで、PT、OT、

心理の先生方のリハビリを受けていました。昼に

は帰って来ていたのですが、しばらくたった頃、

心理の先生が、バスで降りる場所を自宅より一つ

先の駅にして、駅前のマックなどで、一人で注文

して支払し、食事をして、その後近くの図書館に

行って過ごし、歩いて帰宅してみたらどうかとア

ドバイスしてくださいました。そのようにする初

日は気になって、私も駅でバスを待ち、主人が一

人でできるか、ついて行ったのですが、大丈夫そ

うだったので、次回からは主人一人に任せました。

私自身も、主人が帰って来るまでの時間が延びて、

心に少しゆとりができた気がしました。 

パソコンでのリハビリの先生は、主人のレベル

に合うように、独自のプログラムを作ってくださ

り、主人がギブアップせず、無理なくパソコン入

力ができるようにしてくださいました。途中でお

茶を出してくださり、私の悩みというか、愚痴も

聞いて下さいました。 

 

■ 

 

このように、過ごしていく中で、主人に、「復職

とか、この先、どうなるんだろうね。」などと話し

かけると、「定年退職の歳までは働かないと。（息

子に）自分が働いている姿をみせたいんだよ。」と

答えが返ってきた時は、叶うかどうかはまだわか

りませんでしたが、主人からそのような言葉を聞

ける日がくるとは思っていなかったので、嬉しか

ったです。 

そのような主人の気持ちを先生方に伝えると、

いよいよ復職に向けて、リハビリ病院の先生方や

ソーシャルワーカーさん、障害者福祉会館の先生

方や看護師さん、パソコン塾の先生が皆さん、そ

の方向で取り組んでくださり、また、障害者職業

センターでの職業準備支援も受けられるように配

慮していただきました。ここでは、メモに書かれ

た物品を揃えるなどの訓練を受けました。 

そしてリハビリ病院での、会社の方においでい

ただいてのカンファレンスには、主治医の先生や

リハビリの先生方、ソーシャルワーカーさん、福

祉会館の看護師さん、障害者職業センターの担当

者の方々が、それぞれ皆さんお忙しい中、加わっ

てくださり、今の主人にできること、できないこ

とを解説して、復職に対しての説明をしてくださ
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り、また聴いていただきました。その後、ソーシ

ャルワーカーさんが会社と連絡を取ってくださり、

産業医の先生の許可もいただき、倒れて以来 1 年

8 か月後に会社に復職できることになりました。

復職の日には、職業センターの担当の方もついて

来てくださいました。 

主人の復職への道は、こんな感じでした。以前

の職場に戻ることができたので、主人にとっては、

知っている方々に囲まれ、会社への行き方も覚え

ている。仕事も、思い出せないことも沢山あった

と思いますが、おおまかな業務の内容はわかって

いると思うので、まるきり初めての職場で初めて

の仕事をするより断然安心感があったと思います。 

ただ、倒れる以前の状態に戻れるか、といえば、

やはり難しい後遺症だと思います。超すに超せな

い壁がある。今でも、疲れるらしく、休日は、テ

レビをつけっ放しで殆どの時間、横になっていま

すし、新しいこと、特に、サラリとした記憶は残

りにくいようで、1 日に何回も同じことを聞かれ

ることもあります。自分で何かをしようという気

持ちがわきにくく、話が複雑になってくると、前

の話を忘れてしまう、ということもあるのか、ぼ

ぉとしてしまい、「よくわからないよ」となってし

まいます。 

主人にできる仕事は限られてくるので、会社の

皆さまのご理解やご支援なくしては、復職も成り

立たないことだと思います。その上で、復職後、

何かの折々に、以前より回復してきたなと思える

瞬間があるのは、大変有難いことです。 

 

■ 

命を助けていただいたことから始まって、主人

がお世話になったそれぞれの病院のお医者さん、

看護師さん、リハビリの先生、ソーシャルワーカ

ーさん、そして、退院後にお世話になった、地域

の障害者福祉会館、福祉センター、障害者職業セ

ンター、会社の方はじめ、多くの関わってくださ

った皆さんのご理解とご支援があって初めて社会

復帰も可能になったのだと、感謝の気持ちでいっ

ぱいです。 

先の見えない不安の中で、「この先、主人はどの

ようになるのでしょうか？」と質問した時、「回復

の度合いについては、はっきりとはわからないけ

れど、このようにしたらいいのではないでしょう

か。」と何人もの方に道筋をアドバイスしていただ

いて、見えてきた明かりを辿りながらここまで来

られた気がします。 

 高次脳機能障害は、病気だけでなく事故などの

外傷でも負ってしまう事があります。誰にでも起

こりうる可能性のある後遺症です。もちろん、な

らないに越したことはありませんが、もし、患っ

てしまった時に、本人や支える家族が途方に暮れ、

心身ともに疲れ果て、追い詰められることなく、

治療や介護に臨めるように、更に理解が広がって

いくといいと思います。 

 

高次脳機能障害講演会＆一ノ瀬たけしコンサート(相模原市) 
 

2013年 11月 17日、相模原市と社会福祉法人 

かわせみ会が主催する「高次脳機能障害講演会＆

一ノ瀬たけしコンサート」にエコー関係者 14名が

参加しました。 

初めは神奈川リハの瀧澤さんと瀧澤さんが関わ

ってきた当事者の講演。当事者の方は日記を用い

て、経過、その時々の思い、家庭や復職での問題

を思い返し、自分の苦手なことに関する原因を自

己分析して、どのように対応してきたかという気

づきの過程と対応の実践について語られました。 

そして、コンサート。一ノ瀬さん一家は前日ま

で東北をまわってきたそうです。お父さんが「息

子と一緒にいるとケンカになってしまうんです」

と言うと、たけしさんは、「父とは犬猿の中で、自

分は犬」と冗談交じりに切り返す。こう言い合え

るほどに信頼しあえる関係をお二人が築いてきた

のだと思います。感動と共感につつまれたコンサ

ートでした。 

 

 

一ノ瀬親子の掛け合い話。 
タケシさんの突っ込みも洗練されています。 
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パイロットウォークに参加
 

10月 6日、毎年ご寄付をいただいている東京パ

イロットクラブ様が企画するパイロットウォーク

に参加しました。今年の開催地は皇居外苑、集合

場所は北の丸公園の四阿(しあ)。四阿って何て読

むの、どういう意味なのと開催前から盛り上がっ

ていました。ちなみに、四阿とは「庭園などに眺

望、休憩などの目的で設置される簡素な建屋」な

のだそうです。 

当日の参加者は 400名（エコーから 22名）。

晴天と心地よい緑に恵まれたこともあって、ダイ

さんは主催者席の前でパフォーマンス。ランチの

時間になってもエコー一行の場所に移動すること

ができない、という場面もありましたが、スタッ

フの皆様の細やかな配慮のおかげで、快適に時間

を過ごすことができました。ありがとうございま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

『Journal
ジ ャ ー ナ ル

 of
オブ

 Clinical
ク リ ニ カ ル

 Rehabilitation
リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン

』で低酸素脳症特集 
 

昨年、エコー合宿に東京福祉大学社会福祉学部 

先崎章氏がご参加くださった際、医歯薬出版社

『Journal of Clinical Rehabilitation(以下、JCR)』

で企画している「特集 低酸素脳症者へのリハビリ

テーション」への原稿執筆頼がありました。11月

号に「低酸素脳症者と家族の生活実態と求められ

る対応」が掲載されましたのでお知らせいたしま

す。ここでは田辺さんが修士論文等で明らかにし

た低酸素脳症の特性、およびエコーの会員の皆様

から寄せられた手記等を用いながら、低酸素脳症

により高次脳機能障害を負った本人と家族が、24

時間の生活の中でどのような問題に直面し、どの

ような対応をしてきたのかという専門職の方たち

では把握が困難な生活実態を紹介しました。 

先崎氏によるこの企画は、エコーの問題意識と

明らかにしてきた現状に共通しています。これま

で低酸素脳症者を中心とする「重度の高次脳機能

障害者」の症状の特性と社会的問題はあまり着目

されてこなかったので、JCR の特集はエコーの活

動にとっても重要なものとなると思います。以下

では、この特集に関する情報を記載いたしますの

で、低酸素脳症による高次脳機能障害に関する地

域での理解促進のためにご活用下さい。（山﨑） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『JCR』 

特集：低酸素脳症者へのリハビリテーション 

浦上裕子「１．疫学・病理・症状・予後」,『JCR』, 

22巻６号, 2013年６月. 

浦上裕子「２．医学的リハビリテーションの役割」,

『JCR』, 22巻７号, 2013年７月.  

大賀優 「3．救急医療機関における低酸素脳症の

現状－院外心肺機能停止搬送症例」 ,

『JCR』, 22巻８号, 2013年 8月.  

栗原まな「4．小児の低酸素脳症」,『JCR』, 22巻

９号, 2013年 9月. 

先崎章 「５．回復期を過ぎた一酸化炭素中毒症 

のリハビリテーション―社会参加と就労

に向けて，リハビリテーションの先達に学

ぶ」,『JCR』, 22 巻 10 号, 2013 年 10

月号. 

山崎光弘，田辺和子 

「６．低酸素脳症者と家族の生活実態と求

められる対応―サークルエコーの活動か

ら」,『JCR』, 22巻 11号, 2013年 11

月. 

青木重陽「７．まとめと今後の課題」,『JCR』, 22

巻 12号, 2013年 12月. 

 

パイロットクラブのメッセージ 
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09/28 練馬区中村橋の中途障害者通所事業開所記念講演・・・練馬：中村橋ケアセンター（山﨑） 
09/28 えこーたいむ・会報 53号印刷発送作業・・武蔵野プレイス（田辺２、西田 2、高橋 2、田川 3、山﨑） 
09/30 第３回 練馬区高次脳機能障害者支援連絡会・・・練馬：中村橋ケアセンター（山﨑） 
09/30 第 14回 難病当事者による難病当事者のための勉強会・・・白金台：明治学院大学（田辺、山崎） 
10/06 パイロットウオーク・・・千代田区：北の丸公園（田辺２、西田２、高橋２、田川３、廖、高橋マ、

大島２、栗原２、田辺ァ２、他５） 
10/08 TKK高次脳機能障害相談・支援室・・・狛江：慈恵第三（田辺、高橋） 
10/09 TKK予算要望書東京都ヒアリング・・・新宿：東京都庁（田辺） 
10/11 認知症サポーター養成講座＜地域包括センター向陽台主催＞・・・稲城：稲木市立 iプラザ（田辺） 
10/11 JD 意思疎通支援WG 調査説明会・・・新宿：戸山サンライズ（山﨑） 
10/11 第４回 社会福祉事業のあり方検討会・・・新宿：日本障害者センター（山﨑） 
10/14 南多摩高次脳機能障害支援セミナー・・・多摩市：京王プラザホテル多摩（田辺） 
10/15 合宿・・・三浦市：マホロバ・マインズ三浦（田辺２、西田２、高橋２、田川３、秋永３、目黒、 

~16                      山崎、大木、廖、高橋マ、愛４、福島、土本）                     
10/19 全国老人福祉問題研究会編『ゆたかなくらし』に原稿提出・・・（山﨑） 
10/20 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：慈恵第三（高橋２） 
10/20 マリン横須賀・・・久里浜：ゆんるり（田川） 
10/21 第 15回 難病当事者による難病当事者のための勉強会・・・白金台：明治学院大学（山崎） 
10/22 TKK高次脳機能障害相談・支援室・・・狛江：慈恵第三（田辺） 
10/24 JD政策委員会・・・新宿：新宿区障害者福祉センター（山﨑） 
10/27 見えない障害とともに生きる-高次脳機能障害をもつ青少年とその家族の心理的支援のために 

・・・本郷：東京大学（田辺）  
10/27 厚生労働省主催「難病患者に関する意見交換会」・・・高輪：全国社会保険協会連合会研修センター 

（山﨑） 
10/28 難病当事者による難病当事者のための勉強会 第二回WT・・・白金台：明治学院大学（山﨑） 
10/29 第５回 社会福祉事業のあり方検討会・・・新宿：日本障害者センター（山﨑） 
11/01 TKK理事会・・・狛江：慈恵第三・森田療法センター会議室（田辺） 
11/01「高次脳機能障害者の会における活動について」学習会・講師・・府中グリーンプラザ 6F  (田辺) 
11/07 第６回 社会福祉事業のあり方検討会・・・新宿：日本障害者センター（山﨑） 
11/08 TKK高次脳機能障害相談・支援室・・・狛江：慈恵第三（田辺） 
11/09 2013年度・障害者施策セミナー「障害者総合支援法の再評価と介護保険のあり方を問う」 
   ・・・水道橋：全水道会館（山﨑） 
11/10 マリン横須賀・・・久里浜：ゆんるり（田川） 
11/11 第 16回 難病当事者による難病当事者のための勉強会・・・白金台：明治学院大学（山崎） 
11/12 TKK高次脳機能障害相談・支援室・・・狛江：慈恵第三（高橋） 
11/15 TKK高次脳機能障害相談・支援室・・・狛江：慈恵第三（田辺） 
11/17 えこーたいむ・・・相模原：あじさい会館（田辺２、西田２、高橋２、田川２、吉田、山崎） 
11/17 高次脳機能障害講演会＆一ノ瀬たけしコンサート・・・相模原：あじさい会館（田辺２、西田２、    

高橋２、田川２、吉田、山崎、高橋マ、愛） 
11/17 高次脳機能障害者のご家族からの相談・・・相模原：あじさい会館（田辺、山﨑） 
11/17 コア会議・・・稲城：田辺宅 （田辺２、高橋２、山崎、西田２） 
11/19 JD政策委員会・・・新宿：戸山サンライズ（山﨑） 
11/21 TKK港区高次脳機能障害理解と支援 研修会・・・港区：高輪区民センター（高橋） 
11/26 TKK高次脳機能障害相談・支援室・・・狛江：慈恵第三（高橋） 
11/26 第７回 社会福祉事業のあり方検討会・・・新宿：日本障害者センター（山﨑） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014 年 1 月～3 月 活動予定 
 
えこーたいむ・・・・１／18、２／15、３／15 

          (他の日にイベントなどがある場合は活動日を変更します。)  

多摩エコー ・・・・随時 

地域で共に生きるナノ≪三郷市≫・・・・随時 

サークルフレンズ≪瀬戸市≫  ・・・・毎週、月曜、水曜、金曜、土曜 
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～ 国の動き ～  
● 平成 25年 6月 13日 

「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案」が成立(平成 28 年 4 月 施行、平成 30
年 4月 精神障害者の雇用義務化)。 

「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律案」が成立。 
● 平成 25年 6月 19日 
  「障害者差別解消法案(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律案)」が成立(平成 28年 4月 施

行)。 
● 平成 25年 8月６日 

「社会保障制度改革国民会議報告書～確かな社会保障を将来世代に伝えるための道筋～」が公表。 
● 平成 25年 11月 19日 
  「持続可能な社会保障制度の確立をはかるための改革の推進に関する法律案（社会保障制度改革プログラ

ム法案）」が衆議院で可決。 
「障害者国際権利条約」への批准が第 185回臨時国会（衆議院）で可決。 

 
   
       
2013 年 10 月～2013 年 12 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） 

樋口 豊子  石川 孝子 川口 京子  中内 福成 吉野 庸子 佐藤 節子 
   西永 充明  坊傳 登美子 井上 美保子   

  
斎藤プロダクション様より 5万円のご寄付を頂きました。 

   

 

 

 

編集後記 
 

 

編集後記  

この秋、練りものタイプの七輪が格安で売っていたので購

入しました。今はおがくずを使った炭（おが炭）もあるの

で、木炭と組み合わせて使うと火おこしも簡単で、ベラン

ダで手軽にバーベキューなどを楽しむことができます。気

分の問題もあるかもしれませんが、七輪で焼いた秋刀魚は

美味しいですね。しかし、最近はすっかり冬。七輪も冬眠

に入りました。 

今年の冷え込みは特に厳しいようですので、皆様、風邪などには十分注意して、素敵

なクリスマス、そして良いお年をお迎えください。 

                          Yamazaki 

 

 

ｚ 

◎ 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 

 

郵便振替 口座記号番号 00180‐0‐546112 サークルエコー 

 

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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