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謹賀新年
NEW YEAR

2014

新年のご挨拶
旧年中は大変お世話になりました。本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。
サークルエコーは昨年末、設立 15 周年を迎えました。長きにわたるご支援に感謝いたします。
この間、2001 年より高次脳機能障害支援モデル事業が実施され、2006 年からは、高次脳機能障害支
援普及事業が全国展開。2010 年には各都道府県に支援拠点も設置されました。
しかしながら、当会が訴えている重度の高次脳機能障害者とその家族の問題に関する社会の理解と支援
体制の整備は決して広まっているとは言えません。さらに、最近 AED の普及に伴って、救命はされたも
のの、低酸素脳症に陥った結果として、重度の高次脳機能障害が残ったという方々のご家族からの相談電
話が増えております。また、年月を経ての課題も見えてきました。
そこで、一年遅れとなりますが、2014 年 10 月 19 日（日）
、東京都内の調布市文化会館「たづくり」
に於いて、15 周年事業として公開シンポジウムを開催し、改めて重度の高次脳機能障害者とその家族の
現状に関する問題提起を行いたいと思っております。
詳細は後日お知らせいたします。ご参加いただけると幸いです。
最後に、皆様のご多幸をお祈り申し上げます。
サークルエコー共同代表●田辺和子・山﨑光弘

涙で始まりました
新年は、いきなり私の涙から始まってしまいました。年末より、二人の時間が長くなり主人のイライラ
が募って、不機嫌になってしまいました。
何をしても怒る主人に限界が来た私は、怒って泣いてしまいました。
「どうすればよいのか ?」
「どうし
てほしいのか ?」と泣き叫んでしまいました。
一時間くらい涙が止まりませんでした。
ですが、主人は、相変わらず泣いてる私を責めるだけ…。
皆さんにお会いできるとうれしいので、ぜひぜひお会いしたいですが、まだ主人が遠出できるかが不安
です。
三重県● N・S
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主人と二人で演奏会。

ゆっくり回復してきています
今年の冬は日本でもアメリカでも寒さが例年より厳しいようです。私達は昨年も４回旅行に出かけ、日
本では 3 週間の短い滞在でしたが多くの友人と会い良い思い出をたくさん作ることができました。
日本滞在中に主人が親戚の人たちと昔のことを思い出して病気になる前と同じように会話しているのを
聞き、その快復振りを実感しました。横浜での京大オケ同窓会で自己紹介をした時に、主人が “ 自分が病
気になって一部記憶を失ったらしい ” と話したときは皆驚きました。主人の “ 病識の欠如（自分が高次機
能障害であることを認めない）” で苦労していた私は、気長に病気のことを説明してきたことの成果に大
喜びしました。
主人はゆっくりですが確実に良くなってきており、その後も我慢強くなったりといろいろな面で快復し
てきています。これも皆様のご支援のお陰と心より感謝しています。
アメリカ・ノースカロライナ●山下

昨シーズンを振り返ってのわが家
昨年に関しては目まぐるしい一年でした。エコーの重責を担うはずの自分にとってある異変が生じたの
でしたやること成すことが思い通りに進まず、認知か！アルツハイマーか！の境を行ったり来たりで、自
分との闘いに終始の日々を過ごさざるを得ませんでした。
「どうしてそうなるの ?」といった類のものな
のです。
医師に尋ねると、しばらくの間、
「人との交流を避けて自分の周囲の中での行動に努めなさい」の主旨
を言われました。単純明快な答えでしたが、老化現象は拭えず息子（45 歳）との家庭生活、私自身の日々
の行動を考えると、これ以上行動範囲を広めるには無理があると判断しました。エコーのスタッフの方々
に多大なご迷惑ですが、今後の運営面をよろしくお願いいたします。
一方、息子に関しては訓練施設での工程を抱えながら、家では主に料理方法を覚える方向性は変わりま
せん。年々少しずつ上達して来てはいるので、日々繰り返し積み重ねをしていく事が大切だと感じていま
す。ただし、まだ満足な過程に至ってません。焦らずにじっくり進めて行こうと思います。
神奈川県横浜市●今仲

2014年2月号［新年号］
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大きくなりました
「井上皓貴です。今はラグビーでフォワードのロック、4 番をやっています。この前の試合は負けてし
まいました」
。
中学に入って、息子はずいぶん大きくなりました。今は空手はやめて、学校の部活でラグビーをやって
います。リハビリになればと思っていたのですが、顧問の先生が良い方で、毎日のように練習に参加し、
泥だらけで帰ってきます。今年はトライを一回でも決めてもらえれば良いなと思います。また、塾にも通
い始め、自宅での学習も出来るようになりました。
東京都調布市●井上

目指せ、トライゲッター！

子供たちだけでお出かけ
「竹田恵一朗です。学校では陸上部とサッカー部をやっています。陸上部では 1,500 ｍを走っています。
父ちゃんは僕や伯父さんと同じでモモクロが好き。性格に裏表がありません。おとなしい性格や食事の好
みは父ちゃんに似たのだと思います」
。
お久しぶりです。今年もよろしくお願いします。昨年は学校の友達 3 人に誘われて子供たちだけで電
車で石神井公園に出かけました。石神井公園には一回の乗り換えで行けるのですが、どこに行ってしまう
か分からない、迷ってしまわないかと心配で父親が尾行することに。集まっているのに 30 分くらい改札
通らない。ホームに降りても 30 分くらい電車にのらない。そして、公園では鬼ごっこや缶けりをするだ
けだったようで非常に不思議だったようです。しかも、途中で尾行がばれてしまい、2 回くらいまかれた
ようで、帰ってきたときはお父さんの方が疲れてしまっていました。去年の印象的な出来事です。
東京都練馬区●竹田

お父さんのこと、よく見ています。
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少しずつ
昨年、息子に三か所しかかけられない携帯電話をプレゼントしました。登録先は全部、私（母親）の電
話番号です。たまに「おきているよ」
、
「次はいつ来る」と連絡が来ます。会いに行く日時を伝えると、そ
の時間には玄関まで迎えに来てくれるようにもなりました。また、10 月からプールにも行っています。

30 分ほどですし、言葉で自分の意志を伝えることは難しいのですが、
「またプールくる」と言うので気に
入ってくれているようです。
小学校や中学校時代の友達がよく来てくれて、誕生日も祝ってくれました。家族の様に接してくれるの
をとてもありがたくと思っています。
神奈川県横浜市●吉田

なんど失敗しても
京浜工業地帯を造った、浅野総一郎は、浅野損一郎といわれる程、多くの事業に失敗した。しかし「九
転十起」と起きあがった。埋め立てから 100 年。
今年はそんな年！！
良い年にしろ！！
輝け！！
神奈川県川崎市●福島（午年生まれ）

オラガウマドシダ。

2014年2月号［新年号］
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グループホームで暮らす 大阪グループホーム［第二弾］
高次脳機能障害の
人たちとの出会い
柴本礼 Shibamoto Rei●イラストレーター

サークルエコー会報 vol.52 で土本亜理子さん

いこと。また、
エコー会報 vol.52 にあったフリー

からご寄稿いただいた大阪のグループホームの記

ライターの土本亜理子さんによる詳しい記事に接

事には各方面から大きな反響がありました。柴本

し、私の関心は益々高まり是非この目で現場を見

礼さんは土本さんの記事に関心を持ち、
「らしん

てきたいと思ったからです。

ばんの家」と「ホームおおみの 65」を訪問しま

15 年以上前から各地で家族会を立ち上げられ

した。今回、柴本さんには、土本さんが取材した

た方々は、今や 60 ～ 70 歳代になられました。

時にはみることができなかった利用者さんの暮ら

そうした家族会の障害当事者はお子さんである場

しの様子を中心にご寄稿いただきました。

合が多く、彼（彼女）らの今後に思いを馳せられ

どちらのグループホームも認知障害が重い高次

た時、グループホーム暮らしや１人暮らしに焦点

脳機能障害者を受け入れています。また、来年度

が当たるのは自然なことです。しかしそれは、現

よりグループホームとケアホームが一元化され、

在 52 歳の夫より 50 歳の私が長生きするという

サテライト型グループホームが設けられるなど、
暮らしを支える制度も変わります。発足以降、当
会は「重度者」の暮らしと求められる支援のあり
方を考えてきました。制度も変わっていく中で、
両グループホームにおける当事者がどのように暮
らし、支援者がどう暮らしを支えていくのかは非
常に興味深いもので、今後とも注目していきたい
と思います。

［山﨑光弘］

将来の暮らしを考えるために
前日入りしてグループホーム「らしんばんの家」
と「ホームおおみの 65」の 2 つを見学してきま
した。というのも、最近の高次脳機能障害関連の
講習会等で取り上げられることが多いテーマに、
介護者（家族）なきあとの当事者の暮らしがあ
り、特にこの２か所については注目度が非常に高
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や つと着きました。

昨年 11 月に堺市から講演に招かれた時、私は

イラスト●Rei Shibamoto ©主婦の友社
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家庭菜園もできそう。

保障はどこにもないという点で、妻の立場である
私にとっても共通の問題です。
「らしんばんの家」が豊中市、
「ホームおおみの
65」が堺市にあるため、東京を朝出発する私に、
その日の夕方までの限られた時間内でこの２つを
訪問できるのかが、最大の問題でした。けれど体
力的に少々きついながらも絶対不可能というわけ
ではないと判断すると、早速その２つにコンタク
トを取り、私が代表を務める家族会「高次脳機能
障害コウジ村」＊ 1 の会員３名とともに伺うことを
了承して頂きました。そのうちの１名は、当事者
であるご主人が実際「らしんばんの家」に入所さ
れながら工房「羅針盤」に通所されていらっしゃ
る K さんですので、利用者家族からの生の声と

イラスト●Rei Shibamoto ©主婦の友社

いうものを聞くことができるいい機会でもありま
した。
「らしんばんの家」や「ホームおおみの 65」

店舗型工房や、さらにはクループホームだけでな

の概要については、土本さんの綿密な取材に基づ

く、家族が冠婚葬祭や急用、休養の時等に使える

く文章がありますから、ここでは私が実際に拝見

ショートステイ事業も考えておいででした。静か

した感想を述べさせて頂こうと思います。

な物腰、温かなお人柄の中に、障害者とその家族
の幸せを真剣に考えて下さっている情熱が熱く感

安全な暮らしの場と
日中活動の場があれば

じられる方でした。
そこから山河さんが運転する車に甘えて乗せ
てもらい、
「らしんばんの家」へ。５分程で着い

まず先に見学した作業所の工房「羅針盤」は大

たそこはごく普通の住宅地で、
「らしんばんの家」

変広く、通所者は高次脳機能障害者が 40 名ほど、

自体もごく普通のお宅です。中は明るく、広いリ

その他の障害者が 25 名ほど ( 訪問当時 ) です。

ビングには大きなテレビや長いソファー、ダイニ

１階では業者から委託されたタオルを畳む作業を

ングテーブルが。またさんさんと陽が注ぎ込む大

されている方々（K さんのご主人も、スタッフと
にこやかに談笑されながら畳まれていました）が
いらして、２階の広いスペースでは、端切れを編

美味しそう……。

んだマット作り、アロマキャンドル作り、ガラス
細工、ミサンガ作り等に取り組まれている方々が
大勢いらっしゃいました。そして玄関を別にした
建物では、
ケーキやクッキーも作られていました。
施設長の山河さんは、増え続ける利用者に対応
するため、今ある第２工房に加え新たに第３工房
も作られたいそうですし、工房の製品を販売する

イラスト●Rei Shibamoto ©主婦の友社

2014年2月号［新年号］
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きめ細やかなサポート
もう１つのグループホームである堺市の「ホー
ムおおみの 65」は、北野田駅から落ち着いた
邸宅街を少し歩いて行ったところにありました。
元々はご子息が交通事故からの高次脳機能障害当
イラスト●Rei Shibamoto ©主婦の友社

事者である、精神科医の納谷敦夫先生のご自宅で
したから、やはり「らしんばんの家」のように普
通の住宅地にある普通のお宅です（といっても

きな窓の外には、
野菜作りができそうな広い庭も。

どちらも我が家よりずっと広いですが）
。 広い

なんて快適な空間！入所されている高次脳機能障

リビングと日当たりのいい家の中、お庭、部屋の

害の方々はここで思い思いに過ごされ、食事され

数の多さと居心地の良さは「らしんばんの家」と

ます。また、障害当事者の方が入所者の食事を作

同じようで、定員の５名の方が入所されていまし

りに来られたり、当事者の方がホームの非常勤ス

た。入浴や歯磨きの方法ひとつとっても、きめ細

タッフになられていたり、入所者ながら工房では

かいお世話が徹底していたことに感銘を受けまし

美容師として働かれている方がいたり。自立した

た。訪問した時はちょうど夕食時で、スタッフの

生活に極めて近いところにいる障害者の方々の姿

女性がダイニングテーブルへ次々とおいしそうな

を、私は目の当たりにしたわけです。羅針盤さん

料理を運んでこられました。一緒に見ていたコウ

が提供しているようなサポート、つまり安全に居

ジ村会員の O さんが、
「夫が入所している自立セ

住する場と日中活動できる仕事場があれば、当事

ンターの食事よりずっといい！センターの食事は

者でも１人で生活することは可能だと思いまし

病院食みたい。
」とぶつぶつ言われたので、そこ

た。

にいた皆で吹き出しました。

７名の入所者の方々には皆、自分の部屋があり

対応して下さった副施設長の増渕さんのお話で

ます。そのうちの１つ、K さんのご主人の部屋を

は、ホームの運営をしている社会福祉法人「ここ

覗かせてもらいますと、十分な広さのある居心地

ろの窓」は、現在堺市内に６つのグループホーム

良さそうな部屋の壁に K さん手書きのメモが貼っ

を持っているそうです。大体が知的障害者のため

てありました。いつ結婚し、いつくも膜下出血を

のホームですが、
「ホームおおみの 65」には高

起こし、いつ会社を辞め・・・といった事実を列

次脳機能障害者が２名、発達障害者が３名とのこ

挙したメモです。ご自分が結婚していることすら

と。その方々も、
日中は作業所へ出かけられます。

覚えておらず、固執も強い重い高次脳機能障害を

それは「こころの窓」が運営する定員 70 名の「青

お持ちのご主人と正社員で働く K さんにとって、

い鳥」であったり、
ほかの作業所であったり。
「こ

この「らしんばんの家」と工房の存在は大きいで

ころの窓」は今後７年間でホーム利用者を倍増し

す。社会復帰を目指しつつ今は集団の中で他者と

たり、ショートステイ事業や高齢者施設を作られ

交流しながら、かつ見守られながら笑顔で仕事を

たいそうです。

しているご主人を見て「安心した！」と喜んでい

夕食に間に合うように、スタッフの付き添いで

た K さんが、ご主人の部屋に入った途端、雑貨

外出されていた高次脳機能障害者のお１人が戻っ

や布団を慌ててかいがいしく片付けていらしたの

てこられたところで、私達はおいとましました。

が微笑ましかったです。
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大急ぎで２か所をまわって思ったことは、ホー
ムを作るのにまず必要なことは、入所者が何かト
ラブルを起こしたり巻き込まれたりした際への対
処がスムーズにできるために、地域と密な関係を

情熱 つてたくましい。

暮らしを支えるのは「情熱」

構築しておくことでしょうか。そして、世話をす
るスタッフの方々にとってはやはり骨の折れる仕
事だと拝見していてわかりましたので、障害者へ
の温かな理解は言うまでもなく、一番必要なのは
「情熱」だ、というのが私の結論です。当たり
前の結論のように思えるかもしれませんが、山河
さんや増渕さんのような熱い方が運営に関わられ
たホームであるなら、安心して障害当事者である
家族を委ねられますし、そのようなホームが増え
ることを願ってやみません。

イラスト●Rei Shibamoto ©主婦の友社

また入所者の日中の活動場所が必要で、そこも
高次脳機能障害への理解があり、少しでも本人の
回復や自立を手助けし導く所であってほしいで

柴本礼関連情報

す。そこで働くスタッフへの「高次脳機能障害と
は何ぞや？」という研修も必要になってきます。
さらに、日中活動場所で問題が起きた時に対応で
きる体制を整えておくことも大事ですし、入所者
の健康管理や金銭管理まで責任があります。
最後になりますが、業務中のお忙しい中、私達
４名の訪問と矢継ぎ早に出される数々の質問に快
く対応下さいました山河さんと増渕さんに心より

▼著作
『日々コウジ中――高次脳機能障害の夫と暮らす
日常コミック』主婦の友社、2010
『続・日々コウジ中――高次脳機能障害の夫と暮
らす日常コミック』主婦の友社、2011
▼ブログ
「日々コウジ中」

感謝しつつ、簡単ではありますが私のご報告と致

http://blog.shufunotomo.co.jp/hibikoujichu/

します。

▼講演会
八王子東京パイロットクラブ・チャリティーコン
サートと講演のつどい
「高次脳機能障害の夫とともに」
日時……2 月 22 日（土）13:30 〜

＊1…… 柴本氏のブログ「日々コウジ中」に参加、閲覧
している人たちが直接会って相談したり、情報交換をす

場所……八王子市芸術文化会館［いちょうホール
（大ホール）
］

ることを目的に作られた会。2013 年 3 月設立。もとも

チケット……2,500 円（全席自由）

とは「リアルコウジ村」と呼ばれていた。現在は高次脳

※中学生以下のお子様の入場はご遠慮くださいと

機能障害者の妻たちを中心に活動している。

のこと

2014年2月号［新年号］
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末娘
結婚
歳になること番外編
東京都武蔵野市 ●高橋俊夫

のうち 人は結婚していますが︑私と妻の兄弟が一堂に集まって祝う機会が

を合わせ︑お祝いをする機会がありました︒一方で︑私たちの４人の子ども

甥や姪は一応﹁式﹂を挙げています︒私の兄弟とはその都度︑式の席で顔

級生︒

昨年 月︑末っ子の次女が﹁結婚式﹂を挙げました︒相手は小・中学の同

65

ありませんでした︒そこで︑娘には﹁式﹂を挙げるようにと前々から伝えて
いたので︑結婚式ができて良かったと思っています︒
式の日のかなり前から︑妻の﹁服装は﹂
﹁髪型は﹂
﹁履物は﹂と会員の方に
色々アドバイスをもらったり︑デイのスタッフに相談したり︑お店を何回も
覗いたり⁝︒思い浮かべるだけでも大変でしたが︑嬉しい気持ちで満たされ
た時でもありました︒
妻が発症した時︑末娘は高校生︒母親に障害があるので﹁将来どう生きて
いくのか﹂
﹁結婚に至らないのでは﹂
﹁母親が元気であれば一杯相談も出来た
ろうに﹂と︑父親として一応は心配してきたので︑ここまで来られて一安心
です︒
そして式の日は表情からしか伺えないのですが︑妻はにこやかな顔をした
り︑花束贈呈では涙したりして状況は良く解かっているようでした︒ところ
が︑出来上がった写真を見せると腑に落ちない顔︵娘の成長が解かっていな
いような︑式があったこと忘れているような顔︶をしているのです︒
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三重県● N・S

……………………寝たきりと言われたけれど

ローする方法などの指導を受けました。これらす

主人が平成 24 年 11 月に急性大動脈解離で救

べてのことに気を取られていましたし、何より主

急搬送されました。搬送の途中で心肺停止になり

人が帰って来ることが嬉しくて障害のことなど深

蘇生しながらの手術で帰って来ました。
その時に、

く頭にありませんでした。そのため、リフォーム

低酸素脳症と脳梗塞を発症。1 月までは救急病院

も無事に終え、ベッドや車いす、手すりなど、必

で治療をして頂き、ギリギリでリハビリ病院へ転

要な物もレンタルし、
「準備はヨシ！」と浮かれ

院することが出来ました。

ていたのです。この時は高次脳機能障害の大変さ

手術の時、担当の先生からは、
「寝たきりにな

なんて全く想像もしていませんでした。

ります」と言われ、その後「リハビリ病院は受け

そして、4 月に退院。帰り道、買い物へ寄った

入れてくれない可能性があります」とも言われま

時のことです。寒いからと車で待つという主人を

した。それでも先生にお願いし、紹介状を書いて

残してスーパーへ。そしたら、クラックションを

頂き、リハビリ病院に直接面談にいきお願いをし
ました。
そこでも、厳しいという話でしたが、主人の力
に賭けてみようと決断し転院をしました。色々な
事がありましたが主人が頑張ってくれて、尿の管
が取れ気管切開を塞ぎ、口から食事が出来るよう
になり、装具と杖で歩くようになりました。そば
で見ていた私は、ひとつずつ良くなる主人を見て
いて、涙がでました。寝たきりと言われていたの
に、歩いているってとても嬉しかったです。

……………………………………闘いの始まり

3 月に入り退院に向けての話が出ました。
「ど
うされますか ?」と先生に問いかけられ、無知な
私は只々、
「家に連れて帰ります」と答えました。
他に方法がある事を知らなかったのです。
それから、自宅で暮らすに当たってのリフォー
ムの話があり、自宅で不自由になった身体をフォ

2014年2月号［新年号］
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何度も何度も鳴らして私を呼ぶのです。びっくり
しました。そして、ここから高次脳機能障害との
闘いが始まりました。

家に帰ってから、訪問リハビリを週に一日一時
間だけの日々が続いていました。
そして、私は毎日二人きりで主人の相手をする
ことに疲れていました。デイサービスの話も何度

……………………孤独な苦しみをもたらすもの
他県から嫁ぎ地域に打ち解けていなかった私

もしましたが、主人は絶対に嫌だと言い、通うこ
とはありませんでした。

は、頼りにする人が周りに居なくて途方に暮れ

私にも少し違和感があったので、その気持ちは

只々泣いていました。そんな時、柴本さんの本

分かってはいたのです。なぜなら、デイサービス

「日々コウジ中」に出会いました。それが、サー

へ実習に行った事があり、その時の雰囲気の中へ

クルエコーの田辺さんとの出会いに繋がり、主人

行くと高次脳機能障害が余計に進むような気がし

の状態、どう対応したらよいのか、どこへ行けば
リハビリを受けられるのか、いろいろ相談させて
いただきました。
主人の状態は、ひとりにすると暴れる。常に不
機嫌で、ご飯やお風呂を忘れて何度も要求する。
日にち、時間を何度も聞く。暴力を振るう。寝て
ばかりで何もしない。病院へ行くと、待たされる
ことに腹を立て、叫ぶ幻覚を見て怒っている。夜
中のトイレの回数が異常。
突然のことで何が何だか全くわかりませんでし
た。ただ、わがままな子供になってしまった…そ
ういう感覚でした。主人にはよく「子ども扱いし
てバカにしている！アホ扱いするな！」と言われ
ていました。
この時、担当の先生は手や足のリハビリ、言葉
のリハビリをしてくれましたが、それだけだった
ので、私は高次脳機能障害の理解は出来ませんで
した。なぜ担当の先生は説明してくれなかったの
かなと思いました。ほぼ毎日傍に居たのに…。説
明が欲しかったですし、障害者センターなどの紹
介も欲しかったです。
障害者センターは、柴本さんに教えて頂きまし

ていたからです。
…でも、このままだと自分がダメになりそう
だったのも事実です。この障害は、自分のことで
精一杯で全く周りのことは視界に入らないのか、

た。手帳申請、年金申請などは、田辺さんに地元

主人は自分のことばかりで、忙しい時や電話して

の家族会の代表の方をご紹介いただきました。

いる時にも簡単な用事で呼びます。
「ちょっと待っ

こうして、私は運よく、色々なご縁で一人での
苦しみから抜け出すことが出来たのです。

て！用事が終わってからね」って言うとキレて暴
れました。
「眼鏡とって」
「ティッシュとって」
「髭
剃りとって…」
、自分で出来るのに…。
「自分でし

………本人に合った日中の居場所を見つける
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れるのが嫌なのでやってあげていましたが、神経

たわけではありません。でも、今では、二人で居

が持ちそうにありませんでした。

る時よりもイライラが減りました。そして、自分

そんな時、障害者福祉センターの方から、高次

の時間が少し増えたことで楽になりました。

脳機能障害の先生を受診するように言われ、相談
できる機会がありました。すると、
「最近はリハ

………悲しみや苦しみを半分に、喜びを2倍に

ビリを終えた人たちが行くようなデイケアが増え

今は、回復への道がこれで良いのか悩んでいま

ているので、ケアマネさんに相談し探してもらい

す。高次脳機能障害を見てくださる先生は薬を処

なさい」とアドバイスをいただけたのです。そし

方されますが、道筋を教えて、状況は違ったので

て、これをケアマネさんに伝えたところ、送迎は

しょうか。

自分でするという条件で、隣の市のデイケアに行

少し早いですが、主人は元気な時にはよく働い
て来たので、これからは私が働いて主人は休めば
良いと初めは考えていました。でも、だんだん毎
日自宅でひとりの留守番は可哀想だと思うように
なっています。それに、主人は障害者センターへ
の明らかに間違っているところ以外、取捨選択、
お任せします。入所は嫌だと言っていますので、
これから、復職へ向けて、デイの方やリハの先生
などに相談してみようと思います。
昔の主人は、現場でバリバリ働いている人でし
た。責任感も強く、自分にも人にも厳しい人でし
た。そんな主人にすべてを頼っていた私は、主人
の状態を受け入れられずに苦しみました。あまり
の変わりように失望しかありませんでした。そし
て、これからこの人と生きていけるのか悩みまし
た。
介護は確かに大変です。でも、同じ障害をもつ
方から話を聞いたり、本人の様子を見て、本人が
一番、苦しみや悲しみと闘っているのが分かりま

けることになり、訪問リハの回数も増やして頂く
ことが出来ました。

した。
元気な時、主人は私にいっぱい幸せをくれまし

ケアマネさんも親身になってくださる方で良

た。主人は本当に大切な人、失いたくない人なの

かったです。また、訪問リハの先生もとても優し

で、
「死にたい」とか言われたら悲しい気持ちに

い方で助かっています。それぞれ、私のことも心

なります。代わってあげられないけれど、悲しみ

配してくださり、お話も聞いてくださいます。主

や苦しみを半分に出来たら、喜びを 2 倍に出来

人が怒るのは相変わらずですが、暴力はなくなり

たら、と思っています。だから、これからも傍で

ました。自分で堪えているようです。そして、何

一緒にがんばりたい、そして主人が一日でも早く

より笑顔が増えました。

復職出来るようにと強く感じています。

まだまだ、私自身の怒りやイライラが無くなっ

2014年2月号［新年号］
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行事 & 会合
11/24 相談窓口受付関連の対応
国立：多摩障害者スポーツセンター 田辺
11/29 JD 意思疎通支援 WG 調査
山﨑
11/30 えこーたいむ・会報 54 号印刷・発送 武蔵境：武蔵野プレイス
田辺 2、西田 2、高橋 2、田川 3、山崎、
作業
高橋（マ）、大島 2、仲栄眞
12/02 会報編集会議
登戸
尾崎、田辺、山﨑
12/02 中島八十一氏、深津玲子氏、今橋久 所沢：国リハ学院
田辺、山﨑
美子氏との面談

12/06 武蔵野市高次脳機能障害促進事業 講 武蔵野：スイングホール

高橋 2

12/06
12/07
12/07
12/08
12/09
12/13
12/14
12/15
12/16

田辺、K4
山﨑
田辺、高橋、西田 2、谷口、土本
田辺、高橋 2、山崎
山崎
田辺
田辺
田川、愛
山﨑

01/13
01/13

演会・柴本氏
TKK 高次脳機能障害相談・支援室 狛江：慈恵第三
JD 精神障害者政策についての学習会 御茶ノ水：連合会館
吉岡康太氏通夜
調布 : セレモニアル調布
TKK アプローチ講習会
港区：慈恵医大
JD 意思疎通支援 WG 調査
TKK 高次脳機能障害相談・支援室 狛江：慈恵第三
高次脳機能障害者のつどい
稲城：稲城福祉センター
マリン横須賀
久里浜：ゆんるり
第 4 回 練馬区高次脳機能障害者支援 中村橋：中村橋ケアセンター
連絡会
第 17 回難病当事者による難病当事者 白金台：明治学院大学
のための勉強会
JD 意思疎通支援 WG 調査報告提出
JD 政策委員会
新宿：新宿区立障害者福祉センター
東京ボランティア・市民活動センター 飯田橋：セントラルプラザ
エコー・クリスマス会
武蔵境：高橋宅
TKK 医療及び家族相談交流会
狛江：慈恵第三
調布市市民プラザ「あくろす」の下 田辺、山﨑
見
第 2 回北多摩南部医療圏高次脳機能 国領：慈恵第三
障害地域支援研修会
調布市文化会館「たづくり」の下見・ 調布：たづくり
予約
会報編集会議
登戸：カフェ・オークラ
調布市障害福祉課で面談（田中氏、調布：調布市役所
小野氏、小熊氏）
調布市文化会館「たづくり」利用申 調布：たづくり
し込み
相談窓口打ち合わせ、返却会報関連、稲城：田辺宅
会計等
訪問インタビュー（埼玉大、鎌田・ 稲城：田辺宅
藤森・野崎）活動＆体験について
15 周年打ち合わせ
銀座：ノアカフェ
エコー・新年会
銀座：カスケード

01/14
01/16
01/17
01/19

TKK 高次脳機能障害相談・支援室 狛江：慈恵第三
第 8 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
TKK 高次脳機能障害相談・支援室 狛江：慈恵第三
講演会「高次脳 / 症状と地域での取組」稲城市地域振興プラザ

12/16
12/16
12/19
12/20
12/21
12/22
12/23
12/23
12/23
12/27
12/27
12/27
12/29
01/11

（講師・和田敏子氏）

山﨑
山﨑
山﨑
田辺、山﨑
田辺 2、高橋 2、西田 2、山﨑
高橋
田辺、山﨑
田辺、西田 2、山﨑
田辺、西田 2、山﨑
尾崎、田辺、山﨑
田辺、山﨑
田辺、山﨑
田辺、西田 2
田辺
赤塚先生、田辺、山崎
赤塚先生、田辺、高橋 2、西田 3、今
仲 2、井上 2、竹田 3、吉田、廖、高
橋（マ）、大島 2、山﨑
高橋
山﨑
田辺
田辺、西田 2

01/19 マリン横須賀
久里浜：ゆんるり
01/20 第 5 回社会福祉法人の在り方等に関 赤坂：赤坂ツインタワー

田川、愛
山﨑

01/21 第 2 回社会福祉法人の社会貢献活動 浦和：埼玉県県民健康センター

山﨑

する検討会

に関するセミナー
01/21 JD 政策委員会
新宿：新宿区障害者福祉センター
01/26 第 18 回難病当事者による難病当事者 白金台：明治学院大学
のための勉強会
01/28 TKK 高次脳機能障害相談・支援室 狛江：慈恵第三

山﨑
山﨑
高橋
サークルエコー関係者敬称略
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お知らせ

TOPICS

2014 年度
高次脳機能障害実践的アプローチ講習会

国の動き

主催● NPO 法人東京高次脳機能障害協議会（TKK）

◆平成 25 年 11 月 11 日…………

会場●東京慈恵会医科大学西新橋校大学１号館

第 8 回内閣府障害者政策委員会において、
「第

受講料●１回 5,000 円［3 回分一括先行申込み
（15,000 円）は 3/1 ～ 3/31 まで］

三次障害者基本計画」の中に高次脳機能障害は

日時

講師

第1回

5 月 18 日（日）
10:45 ～

中島八十一氏
種村純氏
山口加代子氏
古田兼裕氏

第２回

８月 24 日（日）
10:45 ～

渡邊修氏
加藤元一郎氏
山舘圭子氏
櫻田修久氏

12 月７日（日）
10:45 ～

橋本圭司氏
納谷敦夫氏
西脇圭子氏
生方克之氏

第３回

器質性精神障害として位置付けられていると記
載されることが明らかとなる。
◆平成 25 年 12 月４日…………
「障害者国際権利条約」への批准が第 185 回臨
時国会（参議院）で可決。
◆平成 26 年 1 月 20 日…………
「障害者国際権利条約」を批准、EU を含めた
場合、141 か国目の批准国となる。国内発行
は 2 月 19 日。

詳細、申込方法、受講料の振込先などの詳細
http://www.brain-tkk.com

活動予定

ご支援ありがとう
ございました。
2013 年 11 月～ 2014 年 1 月までにご寄付、

えこーたいむ

２/15、３/15、4/19、5/17

賛助会員費をお寄せくださった方々です。

運営会議

随時

伊藤尚之 矢次真智子 新川より子 神山悦子

他の日にイベントなどがある場合、えこーたいむの活
動日を変更することがあります。

山館圭子 馬場真弓 門脇弘子 岡崎由紀子
熊谷博子 （順不同、敬称略）

入会のご案内
正会員……入会金 1,000 円●年会費 3,000 円
賛助会員……年会費 1 口 2,000 円
振込口座……郵便振替 00180-0-546112 サークルエコー

2014年2月号［新年号］
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サークルエコー
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。

発行
サークルエコー
〒206-0824 東京都稲城市若葉台3-1-1 C-405 田辺方

TEL&FAX042-350-3292
kako.m.d.t.1201@nifty.com
ブログ http://circleecho.blog.fc2.com/
ホームページ http://www.circle-echo.com/
［ニュースレターがカラーで見られます］

編集人……東京都稲城市若葉台 3-1-1 C-405 田辺方●脳損傷・高次脳機能障害 サークルエコー
発行人……東京都世田谷区砧 6-26-21 ●特定非営利活動法人障害者団体定期刊行物協会
定価……100 円（定価は会費に含まれる）

企画& 記事編集●サークルエコー会報編集部 デザイン●尾崎純郎

