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でした。
“どうしてそう成るの ?” といった類のものなので
す。医師に訪ねると、しばらくの間、
「人との交流

中学生の息子が、初めて 1,500 メートル走に出
ることになりました。コース上での迷子も心配しま

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。

したが、なかなかいい成績で通常級の何人かより早

単純明快な答えでしたが、老化現象は拭えず息子

くゴールしていました。小学生のときはびりしかと

（45 歳）との家庭生活、私自身の日々の行動を考え

れなかったのに、日々の練習の成果ですね。石神井

ると、これ以上行動範囲を広めるには無理があると

公園の尾行のあとも、何回か友達にさそってもらっ

判断しました。エコーのスタッフの方々に多大なご

て、尾行なしで出かけています。誰でも大丈夫とい

迷惑ですが、今後の運営面をよろしくお願いいたし

うわけではなく、先生や私から見て信用できそうな

ます。

友達とです。世界が広がってきてうれしいです。

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ますが、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。

遼平さんの個展と甲府市観光
山﨑［東京都武蔵野市］

6 月 28 日（土）、村田遼平さんの初の個展に、田
辺さん（2）
、高橋さん（2）
、西田さん（2）
、山崎
▲負けません。

で行ってきました。個展のタイトルは「森象風景」
。
南アルプスなど山梨の雄大な自然をテーマとした作

昨シーズンを振り返ってのわが家
今仲［神奈川県横浜市］

品が、古民家を用いた趣のある画廊に融和するかの
ように展示されていました。お昼過ぎまで、絵を見
ながら久々に会う村田さんと遼平さんと近況報告を

昨年に関しては目まぐるしい一年でした。エコー

したり、個展を開くまでの経緯の話を聞いていたの

の重責を担う筈の自分にとってある異変が生じたの

ですが、その間にも次々に見学者が来て、大盛況で

でした。やる事成すことが思い通りに進まず、認知

した。遼平さん、本当に良かったですね。頂いたさ

か！アルツハイマーか！の境を行ったり来たりで、

くらんぼやプラムも美味しかったです。

自分との闘いに終始の日々を過ごさざるを得ません
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午後は、甲府市の観光をして帰ろうということで
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▶︎
式ではしっかり決めます。

近くの鶴舞城公園（甲府城跡）に向かいました。と
ころが、障害者用の駐車場は予約しないと使えない
とのこと…。帰ろうかなどと言っていたのですが、
あちらのご厚意で利用させていただくことができま
した。
鶴舞城の名称は、鶴が舞うような姿をした城郭に
由来するそうです。公園は緑の芝生が整備され非常
にきれいでした。ただし、お城に行くには当然階段
と坂をあがらなくてはなりません。特に階段が苦手
な西田さんは途中で「下で待っているから行ってき
て」とあきらめかけていたのですが、結局一番高い
天守台まで登ってきました。当日は曇りで南アルプ
スの山々は見れませんでしたが、全員怪我をするこ
ともなく観光を終えることができました。
その後、道の駅により桃やトウモロコシなど山梨
のお土産を購入して帰宅。充実した一日でした。

言ったものの、おさむしは、どうもあげたくないよ
うな～という空気を漂わせながら、妻がいるじゃな
いの！と一喝。やっと涼しくなりました。
先日、新居に行ったところ、風呂は広いし、テレ
ビは大きいし、一人ソファーでテレビ独占してまし
た。別荘が出来て、両親も安心したかな。

スイカの栽培

豊田［愛知県瀬戸市］
私はストレス解消に畑で野菜を育てています。家
▲天守台で。みんな登り切りました。

から車で 5 分のところにある貸し農園で、この春
大玉スイカを 6 本植えました。お店でよく見かけ
る縞模様のスイカ、ラグビーボール型のスイカ、そ

結婚します

田川（マ）［神奈川県横須賀市］

れに種なしスイカです。6 月に入ってからの暑さで
いっきに育ち、黄色のかわいい花がたくさん咲き始
めました。

今年の夏は、いつもと違う夏を迎えました。夏前

スイカには雄花と雌花があり、雌花には最初から

から寂しい ? 静かになる ? 傾向でした。蝉が鳴かな

スイカの子供がついています。この雌花に雄花の花

い訳でもなく、そばにはいつもと変わりなく妻がい

粉をつけて受粉さすと美味しいスイカが育つので

るけど、
どうやらそんな事を言っている訳ではない。

す。この受粉は朝のうちに行いますが、朝の弱い私

とうとう、娘が結婚話を持ってきた！ 妻や娘は、

は大変でした。毎朝毎朝 6 時前には起きて、畑に

おさむしの反応を見たいと思い、あえて前もって話

行き受粉！「上手く受粉してよ！」とスイカに声を

しておらず。彼が挨拶に来た時は、すでにおどお

かけます。受粉が成功するとスイカが肥大します。

ど。最初はヨイヨイ、娘さんを頂きたく……となる

スイカは受粉した日から 40 日前後が収穫の目安で

と、
「急に言われてもな～、
一晩考えさせてくれ」と。

す。今年は 6 ～ 7 月の天気が良かったお陰で、美

彼は「えっ ? 一晩 ? お父さん、お願いします！」と

味しいスイカが 20 個以上も取れました。
2014年9月号
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収穫したスイカは玄関に飾り、音の良さそうなス

DVD ができあがりました。さっそく、その一部を

イカから順番に食べました。スイカを切る瞬間は

調布ドリーム（7/29）から頼まれた講演の中で使

ドキドキします。
「ア、赤い！ 美味しそう！良かっ

わせていただきました。

た！」
。家族に味見をしてもらい、
「どう ? おいし
いでしょ ?」
「うん、まあまあだね！……」
。なんと
もささやかですが、心癒される夏の思い出です。

いいとこ、出来ること、好きなことを
伊藤

8 月 24 日、東京慈恵会医科大学西新橋校にて開
催された「高次脳機能障害・実践的アプローチ講習
会」を受講しました。
全体としては、当事者の自立、就労支援がテーマ
の講義でしたので、重度障害者についての情報は乏
しかったように感じました。そのなかで、最初の渡
邊修氏の講義が興味深い内容でした。高次脳機能障
害の症状、特に前頭葉に関連した社会的行動障害の
症状は、周囲が対処方法を工夫することによって、
▲豊作でした。

大きく改善することができるということです。低酸
素脳症も、対応次第では、5 ～ 10 年の長い時間を

夏だより

田辺和子［東京都稲城市］

かければ回復する例は多いそうです。
また、臨床心理士の山舘圭子氏によるグループリ
ハビリの講義は、
（これも、当事者の自立を支援す

3 年前に入居したマンションの高齢者グループ

る手段として提案されていることではありますが）

「杜の会」
。いつも息子を温かく迎えていただいてい

当事者を支える家族もポジティブな視点を持つこと

ます。6 月 30 日、このグループは近隣のあじさい

が大切だという指摘は、私たちにも参考になる内容

ウォッチング。豊かな自然が残る上谷戸川に沿った

でした。ネガティブな認知も、実は脳の勝手な思い

小路を 20 人ほどでゆったりと歩きます。息子は楽

込みです。視点を変えて、いいこと、出来ること、

しそうに、時にはふざけながら、歩きました。メ

好きなことを意識するようにしましょう。

ンバーのひとりが、この日の息子の様子を動画に
とってくださいました。高次脳の活動の中でも使い

以上、私の個人的な感想を述べさせていただきま
した。

たいといって、あれこれわがままな注文もつけて、

▲里山の会。特に仲のよいメンバーと。
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京都府●酒井義晴

忘れられないささやき

療・リハビリを断られました。

平成 20 年 1 月 25 日、正午過ぎ、我が家にとっ
て不幸の始まりでした。当事者の息子（当時 29 歳、

転院を断った病院の関係者が…

二男）の職場から、倒れ、危篤状態ですのですぐ病

その年の 4 月に植え込み型除細動器（ICD）を

院に来るように連絡があったのです。長男と二男の

挿入し、5 月にやっと京都の O 病院に転院、リハ

嫁に電話をして病院に駆けつけると、顔は黒く、人

ビリを受けることができました。しかし、3 ケ月経

工呼吸器と体全体にチューブをつけて意識はなく、

つと「これ以上は脳の海馬はよくならない」と転院

目をそむけたくなるほどでした。

を迫られ、新しい病院を探さなければなりませんで

I.C.U. に入って四日後に人工呼吸が外れました

した。

が、意識はなく、二週間は毎日のように体全体に激

次の病院では最初は断られたものの、何とか転院

しい痙攣が起こりました。この状態を見た看護師の

できて 12 ケ月間リハビリを受けることができまし

「この子も終わりやな」というささやきが私の脳裏

た。しかし、1 年後、そこでも転院を迫られ、受け

に焼き付いています。

入れてくれる他の病院や施設を探したのですが、全

病名は、
「心室細動による心肺停止・蘇生後低酸

て断られました。今思うと、断られた病院の関係者

素脳症」であり、担当医師からは「大脳の損傷が大

が府の高次脳機能障害者支援のアドバイザーをされ

きく脳波も出ていなく、脳幹は生きているが生命は

ていると知り、複雑な思いです。

いつまでもつか分からない」
「脳がびまん性に損傷

仕方なく、在宅介護になり R 病院で通院リハビ

しているので、助かっても植物状態だ」と言われま

リを受けていました。ですが、熱心さが感じられ

した。当時私は、医師が何を言っているのか全く理

ず、何か物足りない。専門治療が必要とも思いなが

解ができず、ショックを受けました。その時、息

ら、私がリハビリを教えていました。そして、ある

子の嫁も妊娠 7 ケ月で、おなかの調子が悪くなり、

時、家族会の方に高槻市の山口クリニックのことを

近くの産婦人科の医院に緊急搬送されバタバタした

聞き、通院することになったのです。現在もグルー

記憶があります。

プリハビリ・音楽・体操を山口先生にお世話になっ

息子が倒れてからは、私と妻 ( 母親 ) が付き添い、
寝泊まりをしました。病院の担当は循環器科でした

ており、リハビリのおかげで、ぼちぼちですが改善
しているように思います。

が、脳外科の医師から「この病院では対応ができな
いので、
早期にリハビリ病院を紹介させていただく。
しかし、心臓の治療が終わらなければ！」と脳の治

救急時の対応、院内連携に思うこと
今思うと、これまで悩みばかりの日々だったと思
2014年9月号
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います。脳の改善は、早ければ早いほうがいいと聞

ざるを得なくなりました。また、障害者厚生年金の

かされていました。ですが、息子が入院した病院は

等級の審査請求も同様に何度も不服申し立てをしな

各科の連携がなく、循環器科・脳外科・精神科の間

ければなりませんでした。等級に関しては 3 級か

で迅速な対応ができませんでした。その一方、今

ら 2 級に、2 級から 1 級になり、不服申し立てをし

年の 8 月 10 日の新聞に「心停止 82 分の男性回復」

たかいがありました。

という見出しの記事が掲載されました。後遺症がな

労働災害の認定請求にしても障害者厚生年金の等

く回復したケースとしては、国内最長の心停止時間

級の審査請求にしても、申請をしなければ行政は判

ではないかと言われています。そして、この方の回

断もしてくれませんし、
手は差し伸べてくれません。

復の原因は、
「低体温療法」の実施とかかわった人

こうした行政の申請主義は手続きをしなければなら

の連携と書かれていていました。こうした記事を見

ない人にとっては、大きな負担ですし、悩みを増や

ると、息子が倒れた場所・発見した職員の対応・病

す原因になると思います。

院の対応が不運としか言いようがありませんし、医
療機関の体制には疑問が残ります。

本当に辛いのは…
医療機関や行政の対応もそうですが、最も辛いの

申請や不服申し立てをしなければ助けてもらえない

は息子を見ている毎日です。倒れてから 5 年たっ

倒れてから、1 ケ月後に労災の手続き準備をしま

て息子の嫁は勝手に住所変更、それから半年後に離

した。息子の職場と病院とは業務関連していたので

婚に至りました。残念なのは一度も息子のサポート

すが、自己責任と非協力的でした。しかし、私自身

や介助をしない上、何の相談もなしに勝手な行動を

の気持ちを整理するため、2 年経過する前に山口先

したことです。大変悲しいことでした。

生に協力をお願いして、労災認定を労働基準監督署
に提出しました。結果としては、認めてもらえず、
保険審査官に不服申請もしましたが、棄却されてし
まいました。

良かったことは出会い、そして家族
今から思うと悩みばかりで良かったことが、なか
なかありませんでした。それでも、
山口先生と奥様・

労働局から判断資料（業務過重性、関係者の聞き

山口クリニックのスタッフ・歯科医師の石浦先生・

取り内容等）が入手できたというのは成果だったと

リハビリの仲間（当事者、家族）の皆様方と出会え

思います。ただし、それを見て私は自分を納得させ

たこと、相談支援センター・生活介護事業所など地
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域での出会い、長男が結婚したことは良かった出来

会の段取り・内容等で委員会を開催、議論していま

事です。そして、息子をはじめとして家族を支えて

す。それはそれで必要だと思いますが、議論を聞い

くれる妻の精神力の強さには、本当に感謝していま

ていると、実際には誰のためにやっているのかがよ

す。

く分からなかくなることがあります。だからこそ、
行政には机上論だけでなく、現実的に状況の改善を

家族も年を取ります――将来の居場所・生きるために

図ってもらいたい。軽度か重度かにかかわらず 24

しかし、私と妻はともに 65 歳です。これまでは

時間対応可能な自立生活支援センター、それに付属

あまり健康には気を使いませんでしたが、やはり息

するシェアハウス・グループホーム等が設立されれ

子の将来を考えると、介助者である自分の健康と妻

ば、実情は少し改善するのではないでしょうか。

の体が気になります。私の方は、たまに仕事をして

そして、京都に高次脳機能障害者の現状を把握し

いるのでストレス解消にはなりますが、妻のストレ

治療とケアに真剣に取り組んでいただいている山口

スが気になるところです。

先生のような方がいらしたら大変心強いと思いま

こうした事も考えた時、今最も悩んでいるのが、

す。

当事者の居場所の確保と親亡き後のフォローです。
私自身が悔やんでも何の解決にはならないのはよ
く分かっています。そこで、前向きに頑張ろうと言
い聞かせますが、やはり無理があります。

●●●●●

最後になりましたが、
思いつくまま記述しました。
少しでも当事者、介護者、介助者が希望を持ち、心
が休みますようお祈りします。

今、必要だと思うこと――みんなで手を取り合って
すべての障害に関わる方の共通課題と思います
が、24H 在宅介護・在宅医療・見守りなど介助を
必要とする人にとってどんな支援サービスが必要か
を具体的に行政にお願いしていかないといけないか
と思います。黙っていては行政は何もしてくれませ
ん。
有力な理解者（議員等）に働きかけて、行政と協
議の場を持ちたいものです。予算も枠が決まってい
ますし、4 月要望をしても予算が決まっているので、
年度途中では補正対応はできないと聞いています。
また、10 月には要望することができますが、署名
活動をした団体やとか有力団体の意見しか聞いては
くれません。会の組織を大きくして声を大にして行
政に訴えたいとも思います。
京都でも孤立化をなくすために当事者・家族会が
設立されたと聞いていますが、介助・介護に追われ
悩みを打ち明ける人がいないのも実情だと思いま
す。そうした中度、重度の障害者とその家族の方々
は、支援フォローが何もなく個人対応している状況
だと思います。
行政は、学識経験者等と支援プランの検討・講演
2014年9月号
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個展

初めての
実った11年の積み重ね
山梨県北杜市◆村田淑子
▲大きな作品は別部屋に。

今夏、我が家で一番うれしい出来事と言えば、遼平の
初個展を甲府市内の画廊で開催したことです。
甲府市内から、自然豊かで景観の素晴らし北杜市の明
野町に家を建てたのが、 年前でした。

日間で110名以上の方々が来廊下さいました。中

画廊オーナーの勧めで個展開催となった次第です。

動の場がどんどん拡がってきました。そんなとき甲府の

他のグループ展にもいくつか毎年出品するようになり活

盟の公募展に毎年出品するようになりました。
さらには、

の指導をして下さっている先生が所属されている水彩連

うになり、数年後には県内の美術家団体の公募展や、絵

すぐに同じ町内に住んでいる画家の絵画教室に通うよ

11

でも、私達家族にとって、エコーの田辺親子、西田親子、
高橋夫妻、山崎さんの7名が、はるばる甲府まで来廊下
さったのには、感謝の一言につきます。本当にありがと
うございました。
絵のことは素人の私ですが、 ～ 年前より遼平の絵

これからも、美大出のプロにも真似の出来ないような

と速くなっています。嬉しいことです。

ています。最近では腕の動きが良くなり、描くのが格段

と信じ、遼平を連れてスケッチ現場に向かう日々が増え

なったのを、手を使って絵を描くことでリハビリになる

親にしてみれば不自由になった身体と頭の働きが悪く

が評価されてきていることは、
耳に入ってきていました。

3

遼平の感性で絵を描き続けてほしいと思っています。
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▲古春堂画廊の前で。

▲お茶をいただきながら。
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行事 & 会合
05/19

練馬区高次脳機能障害者支援連絡会（第 2 回）

練馬：心身障害者福祉センター

山崎

05/22

尊厳死の法制化を考える院内集会

千代田区：参議院議員会館

田辺

05/22

医療過誤裁判傍聴

浦和：うらわ地裁

竹田

多摩市

田辺

05/27 「ゆいま～る中沢（サービス付高齢者住宅）」見学
05/31

会報 56 号印刷発送

武蔵野プレイス

田辺 2、西田 3、高橋 2、田川 2、
高橋（ま）
、仲栄眞さん

05/31

JD 総会・政策会議（障害者権利条約をテーマ）

新宿：戸山サンライズ

山崎

06/01

講演会（主催：交通事故被害者家族ネットワーク）
講師：納谷敦夫氏、古田兼裕氏、横溝敬子氏

日本橋 T-CAT 会議室

田辺、山崎、近藤

06/01

15 周年、講演について（渡邉修氏）打合わせ

新宿

田辺、山崎

06/05

永生病院（渡邊氏、江村氏）打合せ

稲城 : 田辺宅

田辺、山崎、打合せ後：西田 2

06/08

NPO 法人失語症友の会連合会「多摩全国大会」

多摩市 : 永山情報教育センター

田辺

06/08

ソーシャルネット「南のかぜ」発会式

稲城市：i プラザ

田辺

06/11

東京パイロットクラブ「寄付金贈呈式」

港区：南青山会館

田辺

06/15

TKK 理事会・総会

調布市国領：あくろす

田辺、高橋 2

06/16

15 周年後援名義の依頼

狛江市役所

田辺

06/18

共同募金についての面談

稲城市ボランティアセンター

田辺、山崎／田辺宅：西田 2

渋谷：青山ダイヤモンドホール

田辺、赤塚先生、西村さん

06/21 「ワークセンターひかわ」設立 30 周年式典
（旧神宮前作業所）

06/22

TKK「第一回ピアサポート研修会」

狛江：慈恵第三

田辺、髙橋

06/22

TKK 医療及び家族相談会

新宿 : 都センター

高橋

06/24 「高次脳機能障害支援コーディネーター全国会議」傍聴 所沢：国リハ

田辺

06/27 「第 5 回 医療法人の事業展開等に関する検討会」傍聴

内幸町：イイノホール & カンファレ
ンスセンター

山崎

06/28

村田遼平さんの個展見学

甲府市：古春堂画廊

村田 2、田辺 2、西田 2、高橋 2、
山崎

07/07

第１回 TKK 定例会・第１回実行委員会

調布：市民プラザあくろす

田辺、髙橋

07/08

練馬区高次脳機能障害者支援連絡会（第 2 回）

練馬：Coconeri・練馬駅リハビリテー 山崎
ション病院

07/14

伊藤さんと懇談

稲城：田辺宅

田辺、西田 2、山崎、伊藤

07/17

JD 政策委員会

新宿：障害者福祉センター

山崎

07/19

ドリームサロン（海外脳損傷事情他）

調布 : 調布ドリーム

田辺（講師）
、西田 2（参加）

07/20

TKK 医療及び家族相談会

新宿 : 都センター

高橋

07/21

会報編集会議

稲城：田辺宅

田辺 2、西田 2、高橋 2、山崎、
尾崎

08/06

コア会議（15 周年シンポ打合せ）

稲城：田辺宅

田辺、西田 2、高橋 2、山崎

08/06

平成 26 年度第 1 回南多摩圏域連絡会

八王子：南多摩病院

田辺、山崎

08/08

コア会議（15 周年シンポ打合せ）

稲城：田辺宅

田辺、西田 2、高橋 2、山崎

08/18

15 周年シンポの市報掲載・チラシの配布依頼

武蔵野市・三鷹市・調布市・狛江市・ 高橋、山崎
稲城市・府中市・小金井市：市役所

08/24

TKK アプローチ講習会

港区：慈恵医大

田辺、高橋、伊藤

08/28

TKK 東京都へ要望書ヒアリング

新宿：都庁

高橋

08/29

15 周年シンポについて打合せ

稲城：田辺宅

田辺、西田、高橋、山崎、
赤塚先生

08/30

いなぎ社会福祉士会

稲城：地域振興プラザ

田辺

TKK 高次脳機能障害相談・支援室

狛江：慈恵第三

5/13､ 6/3､ 6/10､ 7/1､ 7/8､ 8/5､ 8/12 田辺
6/20､ 6/27､ 7/29､ 8/26 高橋

マリン横須賀

久里浜：ゆんるり

6/15、7/20 田川、愛

社会福祉事業のあり方検討会

新宿：日本障害者センター

6/10、7/08、7/30 山崎

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

5/19、6/30、7/28、8/20 山崎
2014年9月号
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ご支援ありがとう
ございました。

TOPICS

2014 年 6 月～ 2014 年 8 月までに寄付、賛助会員

8/25 社会保障審議会福祉部会（第一回）が開催されました。

費をお寄せ下さった方々です。

社会保障審議会福祉部会が 7 年ぶりに開かれました。今回
のテーマは社会福祉法人のあり方と福祉人材の確保について

上山睦恵
也子

吉川ひろみ

繁野玖美

佐藤チヨ

黒沢久子

佐藤明笑

清水桂子

志田靜

平野美香

武田智子

保坂勝子

森節子

中島久美子

荒川千秋

丸山重子

中澤映子

戸舘亜輝男

関君子

武居光雄
美

川口京子

小島真理子

北條航

山岸すみ子
孝輔

岩澤克恵

広川幸子

小林球記
弘子

吉田実

澤田透

坂本智子 武田大介
佐藤孝子

堺脳損傷協会

池 CO と共闘の会

呉明

庄司博

高宗

長谷方人

三本菅弘江

こうした批判を受けている社会福祉法人に対して、地域にお

しかし、大半の法人は必要以上の内部留保を持っていない
上に、法律で義務化しようとしている公益的活動の財源は社

國井邦子

一ノ瀬純二

という批判が新聞等で取り上げられています。この部会では、

改善等が検討されることになっています。

北條代志江

万歳登茂子

に必要なストック以上の使途不明なお金）をため込んでいる

ける公益的活動の法律での義務化、および福祉職員の待遇の

関啓子

加藤庸子

吉田道子

長谷川秀夫

中條共子

水栄子

宍戸大裕

長谷

門脇弘子

古木信子

青木円

西田均

鶴田成子

です。この数年、社会福祉法人は福祉職員を非常勤化して賃
金を抑制する一方で、特養を持つ内部留保（経営継続のため

柴崎祐美

伯耆定代

西田勝

北條飛帆

森春夫

先崎章

野村三枝子

右田洋子

田中栄子

坊傳登美子
川幹

川野美

会福祉法人が負担しなければなりません。これは結果として、
職員の処遇を悪化させますし、利用者に対する支援の質を低
下させることにもつながります。適切な支援を受けることが

岩城

できていない人たちがいる中で、公益的活動が法律で義務化

沖克太郎

清

されることが何をもたらすのかを私たちも考えていかなけれ

ワークセンターひかわ

三

ばならないと思います。（山﨑）

三鷹ひまわり第一共同作業所
（順不同、敬称略）

東京パイロットクラブ様より、50,000 円のご寄付
を頂きました。

活動予定

東京ボランティア市民活動センター様より、15 周
年記念シンポジウム開催につき 426,000 円 を助成
して頂きました。
東京都共同募金会様より、日常生活支援を要する高
次脳機能障害者の啓発用冊子の作成・配布につき
270,000 円を助成して頂きました。

えこーたいむ

9/20、11/15、12/20、１/17

15 周年シンポ

10/19

運営会議

随時

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。

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
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セルフヘルプグループの運営って……
最初、東京ボランティア・市民活動センターの熊谷紀良さんから「3 団体の代表たちの座談会に出てほしい」
というお話があった時は、てっきり、脳外傷、脳卒中、低酸素脳症など、高次脳機能障害にまつわる団体の
代表の座談会だと早とちりしてしまいました。後日、そうではないことが分り、
「私でいいのかな」と心配に
なりましたが、ボラセンから事前取材にきてくださり、さらに、他の 2 団体代表と顔合わせの集まりもあっ
たので、実際の座談会はとてもなごやかな雰囲気でした。

4 月 23 日、飯田橋の同センターで行われた、情報誌「ネットワーク」の特集記事のための 3 団体代表の
座談会、他の 2 団体の代表は、日本 OCD クライアント会ライズの川村和人さんと、NPO 法人 ReBit の薬
師実芳さん。OCD は強迫性障害といって、たとえば長い時間をかけて手を洗ったり、玄関のドアを閉めた
かどうか不安になるなど、ひとつのことが頭から離れなくなってしまう障害。会活動として、個別相談、電
話相談などを実施しているとのこと。一方、ReBit は、身体の性と心の性が一致しないセクシャルマイノリ
ティーの問題を切り口に、すべての子どもがありのままの自分で大人になれる社会をめざす活動（学校や教
育委員会での出張事業、ありのままの自分を祝う「LGBT 成人式」など）をしているそうです。
川村さんが、活動について「やりたかったことなのに、いつの間にか『やらなきゃいけないこと』になっ
ているような」とおっしゃいましたが、活動の対象も世代（20 代と 40 代 ?）も違うお二人のお話には共感
することが多々ありました。サークルエコーは 10 月 19 日に 15 周年行事を行いますが、運営についても見
直していかなくてはならないとあらためて考えさせられる座談会でした。
座談会の様子は、東京ボランティア・市民活動センターの情報誌「ネットワーク」2014 年 6、7 月号に掲
載されています。http://www.tvac.or.jp/attach/yoko/32133_2.pdf
記●田辺和子

写真提供……東京ボランティア・市民活動センター

座談会が掲載された『ネットワーク』6・7 月号では、都内で活動する 38 の「セルフヘルプグループ」も紹
介されています。東京ボランティア・市民活動センターにおいて、または下記の web サイトからも購入で
きます（税込 617 円）
。http://www.tvac.or.jp/manten/list.cgi?i=1&co=1000680
2014年9月号
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多摩高次脳機能障害研究会の講演会
先日 7 月 18 日多摩高次脳機能障害研究会の講演会を聴講しました。この講演会は毎年 2 月、7 月に行わ
れていて今回で 15 回目です。PM7 時から 9 時まで、場所はいつもの西国分寺の「いずみホール」です。プ
ログラムは下記 2 つの構成でした。
①「高次脳機能障害と認知症―障害者福祉の現場から」
講師……国立障害者リハビリテーションセンター学院長・中島八十一氏
②「職種間連携に成功した高次脳機能障害者支援の一事例」
座長……東京慈恵会医科大学附属第三病院・渡辺修氏
説明者……東京都心身障害者福祉センター・中村哲治氏／東京慈恵会医科大学附属第三病院・作業療法士
①では、始めに認知症の定義（ICD-10、フランスの医学用語辞典）
、症状（中核、周辺）
、認知症を呈す
る疾患等について、高次脳機能障害の定義（行政的）
、慢性期の高次脳機能障害の診断方法等の説明がありま
した。高次脳機能障害は見えない、外見から解かりにくく対応が困難であるが、行動に現れることにはどん
なことがあるかから、障害（記憶障害、注意障害、遂行機能障害、情報処理速度の障害）への対応を可能に
していくという話があり、10 コ程の現れる症状を挙げ「これで記憶障害や注意障害を想像できますか」とい
う説明は「なるほど」という思いでした。
次に、福祉の現場からということで 2 つの法人（NPO 法人いきいき練馬 ウエルネス & ワークス、
ヴ ィ ヴ ィ

NPO 法人 VIVID）の活動内容、運営方針、利用者の概要等と事例を含めての紹介がありました。前者は環
境整備や否定的な言葉は使わない等職員が配慮していること、後者は家族は身近な支援者として捉え、プロ
グラムの一つの目標に挙げていること等の説明がありました。
②は、病院と福祉の現場との連携で精神症状の重い高次脳機能障害者が、いろいろな経験を踏んで 病識を
持てるまで回復して行く状況をデータを示しながらの事例説明でした。
中村氏は「緩やかな回復に寄り添っていくことが支援者の課題である」とまとめられました。
記●高橋俊夫
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