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                エコー合宿 in静岡   一夜明けて（宿舎の前で） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

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/           
(会報がカラーで見られます) 

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

目   次  

・特集 笑顔あり涙あり、静岡合宿・・・・・  2 

・心のファイルから 息子よ、よみがえれ・・・  6 

・行事＆会合報告・・・・・・・・・・・・・ 11 

・お知らせ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12 

・発行：サークルエコー 

・〒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  

・E-mail: kako.m.d.t.1201@nifty.com  

http://www.circle-echo.com/
http://groups.yahoo.co.jp/group/circle_echo/post?protectID=200166211007035192033223190056129097123109122196039099127238037205015143149


1998年 10月 9日 第三種郵便物認可（毎月３回 8の日発行）2015 年 7 月 27日 発行 ＳＳＫＵ 増刊通巻第 5193号   

          2             Circle Echo  vol.60  2015.7 

 

 

当会は、5月 18日～19日、静岡市で 15周年記念行事（昨年 10月 19日）の慰労会を兼ねた合宿を行いまし

た。岡山県、三重県、岩手県などからの初参加が見込まれた今回は、例年以上に開催場所の選定に悩まされまし

たが、新幹線で来る人の利便を考え、JR静岡駅から徒歩 5分のホテル盛松館で開催しました。 

当日、東京から高橋副代表運転のレンタカーで早めに静岡入りした世話人ら 7名は、いち早く、清水港、世界

遺産に登録されたばかりの三保の松原などの下見をしたあとホテルへ。初参加の３家族も含め、21名が深夜まで

語り合った交流合宿でした。名残りはつきない中、翌日は急ぎ帰らなくてはならない数組の他は、三保の松原の

散策を楽しみ、神の道を歩き、清水港を望むエスパルスドリームプラザでランチをした後、来年の再会を約束し

てそれぞれ北や南へ帰途に着きました。 

 

心の支えとなりました 

★18日には朝から岡山の奥深い所から不安をいだきながら出掛けていきました。目的のホテルに着くと同

時に、車から降りられる一行と初めての出会いをしました。 

大輔さんの「アッ、イヤイヤこんちわ～！」から始まり握手！みんなで拍手！ 不安を抱いていた私もす

ぐに溶け込むことが出来ました。そして、初参加・初対面なのにみなさんと和やかな時間が流れました。懇

親会では遅くまでお話ができましたが、まだまだ話は尽きない感じでした。今回参加したことは「心に大き

な宝と支え」として有り難く頂きました。                     金﨑善子（岡山） 

 

 

前の私よりも少しだけ強くなりました 

★ 主人が倒れてから、２年と７カ月。自分だけが贅沢をする事に罪悪感がありました。 

合宿も、病院へ主人を残し、ビールを飲んで美味しい物を食べて、皆さんと楽しくお話をして良いのかと思

いました。でも、皆さんとお会いして、重たい心が少し軽くなりました。こんな時間も介護者には必要なん

だと感じました。人を救うのは人なんだと分かりました。皆さんに会えて、温かい心に救われて、綺麗な景

色を見て、前の私よりも少しだけ強くなりました。エコーの皆さんに感謝です。そして、またお会い出来る

日を楽しみにしています。                            里中直美（三重） 

 

パワーをいただきました 

★月曜日に宿泊合宿先の静岡に着くために、土日を使い、盛岡から 700 ㎞を途中観光しながら行くことに

しました。良記の調子がよく、家族 4人で楽しい旅となりました。 

月曜日に、シンポジウムや会報、メールのやり取りなどでお近づきになれた皆さんとお会いし、理解しあ

える仲間との楽しく有意義な時間を過ごさせていただきました。世界遺産の三保の松原を見ることもでき、

本当に良い思い出になりました。参加者の皆様からパワーをいただき感謝でいっぱいな旅になりました。                                 

     虫壁嘉枝子（岩手） 

 

“昔取った杵づか”が、今後の支援に効果を生むかも 

★息子は、用があって、静岡から一足先に帰らなくてはなりませんでしたが、同じく早く帰る福島先生に帰

りを託しました。翌日、その時の様子を福島先生にお聞きすると、「相乗り席を浩康さんが探し当てた」と

おっしゃいました。旅行添乗員だった“昔取った杵づか”が、今後の支援に効果を生むかも、のニュアンス。

前日の出発の際は、私は、切符売り場で並んで買うつもりだったのですが、「自動販売機で買えるよ！」と。

添乗員当時は、新幹線の自動券売機は、まだ普及していなかったはずですが。        今仲芳昭（神奈川） 

 

笑顔あり涙あり、静岡合宿 
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前日は下見で三保の松原へ  

懇親会の始まりです 

「お久しぶりです、お元気でしたか」 

「では参加費を頂きます」 

「私も少し頂きました」 花も恥らう○○○？ 
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三保の松原  地球は丸い 

清水港で。晴れならここからも富士山が見えるはず。 「神の道」を経て「御穂神社」へ  

では、一足お先に 

15年来の友 

エスパレスドリームプラザより清水港を臨む 

「羽衣の松」の前で 
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              息子よ、よみがえれ   

東京都港区 近藤紀子 
                                    

＝ 我が家に再びアクシデントが！ ＝ 

2011 年 12 月 12 日（月）、会社からの電話。「毅さんが、朝礼の後、倒れまして」。「えー、会社に

行ってたんですか！！」 

その 20日ほど前、息子は、妻と生後 10か月のこどもと住む自宅で倒れ、救急搬送されていた。その時

は、処置をして当日中に帰宅できたのだが、別に住む私は、まだ、自宅で療養中だろうと思っていたのであ

る。 

私は、心臓をバクバクさせながら病院にかけつけた。ICUに寝かされている息子は、身動きもしない。パ

ンパンに全身が腫れていたが、彼の特徴である、前歯 2本の下に少し白い筋が入っているのがみえ、息子に

間違いはなかった。 

 「突発性心室細動、心肺停止 11分。救急隊は直ぐに AEDを使ったが不整脈で作動しませんでした」。 

「この子の父親がくも膜下出血で５年前亡くなっています。どうか息子を助けて」。私は必死に訴えた。 

その夜、私は（亡夫の）妹宅に車ごと運んでもらい 12月 25日まで、そこから病院に通った。 

やがて、人工心肺が外れ、自呼吸になったが、輸血・透析は続いた。 

「11 月に倒れたあと、毎週の検査日に病院に行っていたらこんなことにならなかったのでは！」と悔やむ

私に、担当の女医は「こうなってしまった事は誰のせいでもない。本人でも家族のせいでも」と。 

しかし、母親の私は自責の念に今も苦しんでいる。亡き夫の会社を継がせるためにサラリーマンだった息

子を移籍させ、5年の修行中であった。重責であったと思う。倒れた息子を前に、毎日ジレンマにもがき押

し潰される思いに陥っている。 
  

＝ 回復期の病院では ＝ 

  暮も押し迫って、前に検査をしていた病院に救急車に乗って戻ってきた。大晦日、病院からの説明を、

嫁とその母親、義姉の４人で聞いた。「脳幹はかろうじて助かったが大脳全体に大きなダメージがあります」。 

 5年前に、倒れた夫のことが頭をかすめる。夫は、自骨を戻していったんは急性期をクリアしたのだが、

「あれよ！あれよ！」と言う間に急変して亡くなり、最後まで原因は分からなかった。 

  病院には、「HBO（高気圧酸素療法）に入れて欲しい」と頼んだ。息子の好きだった CDを持たせ、カ

プセルに１時間半、毎日入る事が出来た。また、頭皮から足先まで鍼灸を受けさせたり、録音した祖母の声

をエンドレスで聞かせるなど、できることはなんでもやった。しかし、HBO は３ヶ月後から１日置きにな

り、週１になった。半年後、「長く続けると耳に異常を来たすことがある」とのことで終了した。その間、

HBO の効果か、発症後、24 日目には、目が開いた。しかし、やがて、動き出していた手が硬直してきた。 

この間、急性期の病院でやった気管切開をやり直し、輸血もしている。皮膚の弱い息子はこの後も傷口がい

つもグジュグジュしていてガーゼに血や膿がついていて痛々しかった。 

 孫は緊急保育で保育園に預け、私、嫁、亡夫と私の双方の姉たち、従姉妹夫婦など、毎日３、４人が面会

時間の 30分前には病院に着いて、最後の音楽が鳴るまでつきそった。その間、それぞれが、手や足を担当

してもみほぐしたせいか、足は随分、動くようになってきた。血流が良くなってくれればとの思いで、タラ

イに温泉の粉を入れて毎日足湯やシャンプーなど必死だった。しかし、 やがて、左手が、つぎに右手も硬

直してきて、ぐ～と硬く握ったままになってしまった。 

１月 26日、点滴から経管飲料になって１週間後、胆のうを摘出した。取り出した臓器は、真っ黒だった。

やがて、気管切開が塞がると、片言を話し出した。「痛いよ～、痛いのー」と。 

ベッドに寝かせっ放しにしないよう、午前中の OT（作業療法）が終わると、ナースステーションのテレ

ビの前に座らせてくれたが、画面を見ないこともあり、いつの間にか、脇の方に。その姿が切なくていつも

面会時間より早めに覗きに行っていた。  
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 リハビリは、平行棒、歩行器、バランスボールなどと順調に進んだ。PT（理学療法士）の支えでスニーカ

ーを履いて歩くようにもなったので、２時から４時まで毎日散歩へ連れ出した。 

３月中旬のぽかぽか陽気の日、私と従姉妹で車椅子の息子を「よいしょ」と動かそうとしたら、「重～い」

ということばが出た。また、「みえさ～ん」と妻の名も呼んだ。そのうち車での外出もはじめた。                
                                                  

＝ 入院生活の戸惑い、回復期の病室で ＝ 

期待と落ち込みの毎日。寝ても覚めても同じことを考えていた。病院の行き帰り、品川と目黒の神社にお

参りし、車椅子での散歩の時もよく病院近くの神社に行った。急に神頼みしても、と思うがお願いするしか

ない。 

桜の季節。車椅子のステップを外し、直に地面に足を着けるとぐんぐんバックする。前には進まない。こ

の時、「あつい？」と一言しゃべったが、言葉を聞いたのはこれが最後。それから全くない。 

  リハビリ室ではシーツを使って身体を丸めて動かすなど、PT も工夫してくれたが、息子は、声を出して

嫌がった。通所の方もいるので、大声を出す息子は、そのうちリハビリ室は出入り禁止になってしまった。

そのため、ベッドサイドと狭い廊下で歩行訓練をさせていた。しかし、だんだん、歩くのも下手になってい

った。 

OT室で新聞をめくる訓練や、輪投げを持って移動するリハビリをやっても、本人は何をやっているのか

分かっていない。 

 会社の人が入れ替わり立ち代り来るのは、面倒くさいようで、目を閉じて「たぬき寝入り」をする。そし

て人が帰ると目を開ける。「そう言う智恵はあるのが可笑しいね」と我々は笑った。いつも私たちが来るの

を待っている感じが伝わる。帰る時には、ずっと見ているので帰るのが辛くなる。雨の日は散歩ができず、

暗い廊下を行ったり来たりしていた。 

食事は、糊のようなべっとりとしたトロミ食。「あれじゃ食欲は無理だわ」。歩く練習も減って立ち座り

をやるくらい。足も細くなってきた。 外へ出た時、こっそり好きなものを食べさせると、パクパク食べる。 

「早く家に連れて帰りたいなぁ～。夫が生きていてくれれば．．．」 

そうか、夫が生きていれば、息子は夫の残した会社に移籍する必要はなく、こんなことには、ならなかっ

たはず！ 気持ちがドンドン追い込まれて行く。壁に押し当てられて逃げ場がない！ 
  

＝ 自宅に連れて帰りたい・・・ ＝ 

2013年４月、今後についてのカンファレンス。PT・

ソーシャルワーカー・区の福祉課・医師・師長・私達３

人の計８人がテーブルに着いた。私以外の７人が、在宅

で看るのは無理だとの意見だった。しかし、リハビリ病

院を検索して片っ端から電話をかけまくったがすぐ入

れる所は無い。 

 

医師からは、「紹介できる病院は、都内にはない。伊

東や熱川など地方だけ」「声をだすので、一般の病棟は

無理かもしれない。精神科の病棟では」と言われ、私は

ショックで落ち込んだ。その間に、議員秘書の仕事をしている私には、ボスの選挙がやってきた。事務所で

仕事の時だけは悩まないで済んだ。 

紆余曲折はあったが、５月、出来たばかりの分院の方 へ移ることができた。そして、驚いた。それまで

の古い病院（本院）で迷惑がられた「あー」と言う声出しが、「ピタリ」と止んだ。古い建物がそんなに、

嫌だったのか！「夜、お化けでも出ていたのかなぁ」と従姉妹。ずっと悩んでいた、この問題もひとまず解

消。息子は、穏やかに安らいだ顔をしている。 

PT・ST も 20分だが毎日入ってくれるし、看護助手の対応もよい。しかし、ここでは、今までのような

毎日の散歩や外出は限定され、いちいち許可が必要になった。 
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2014.6.19 読売新聞夕刊(左上:訓練中の毅さん) 

 11 月、高輪で講演会があり、その後の懇親会で「低酸素脳症の人が多い団体があるから連絡して見たら」

と教えて頂き、翌日、「サークルエコー」の田辺代表に電話をかけ、J病院での診察の日、院内で待ち合わ

せ、いろいろお話をして、エコーの会員になった。                     

  

＝ ロボットスーツ/アクティブ歩行器との出会い ＝ 

2014 年５月、発症から２年半となった。「このままでは身体も固まってしまう、何か手立てはないか」

と焦りが募っていた。そんなある日、ふと見たテレビで、ロボットスーツの紹介をしていた。人口筋肉と呼

ばれる部品を基礎にそれを支える骨組みを組み合わせた装置で、最大 30キロまで腰の負担を低減する。圧

縮空気を送ることで人工筋肉が収縮し、かがんだ状態から体を起こすのを補助する。「私がこれを背負えば

体の大きな息子の移動にも対応が出来、在宅介護の道が開ける！」 

すぐに東京理科大学に連絡すると、研究室の小林宏教授がお会いしてくれることになった。環境抜群の築

1 年のキャンパス。大学内ベンチャーの㈱イノフィスの藤本副社長の案内で、40 代のフレッシュな小林教

授と会った。 

デモンストレーション用に作られた訓練室には介護用のベッドやお風呂、トイレが設置されていた。 

私が息子を介助するためにロボットスーツをと思っていたのだが、なんと、息子に「アクティブ歩行器」

を試していただくことになった。 

寝たきりだった息子が、ベッドに横になると、腰から包むように丈夫な布がセットされ、足首、太ももを

ベルトで固定、肩はハーネスで前に傾かないように留め、機械の補助できちんと立たせて貰う。息子は、研

究生がコントロールしてくれるリモコンをじっと見ていた。そして、ロボットの力で一歩一歩、歩き出した。

息子の歩く姿を久しぶりに見て、私は動画を撮りながら涙が止まら

なかった。 

手が動けばリモコン操作も出来るのだが、両手は硬直している。

学生らが、リモコンを息子の目の高さにして、押すのを見せてくれ

たり、息子の指を持ってスイッチの訓練もしてくれた。副社長は「歩

いて足に筋肉がついてくれば手の硬直は治って来ますよ」と教えて

くれた。訓練は、間に休憩を入れて２時間近くつづいた。 

６月 19日の読売新聞夕刊にアクティブ歩行器が掲載された。モ

デルは息子。また、同日、安倍総理がこのロボットの菊池製作所を

視察したことが放映された。総理はマッスルスーツをつけて、「相

撲の優勝カップを渡す時に良いですね」とコメントしている。 

傍らには案内役として藤本副社長。11月には、国の予算もついた

そうで、これからドンドン開発されて行くだろう。 

2回目の７月 29日は、研究生も慣れてきた中、取材もあり、学

会発表に使う画像や、教科書（小学校４年生）に載せる何パターン

もの撮影があった。カメラクルーも居る非日常の雰囲気。それも刺

激になるだろう。病室しか見えない毎日と異なり、若い人たちに囲

まれての時間。本当にこのまま奇跡でも起こったらなぁ～と思うば

かり。 

理科大へは、その後、毎月必ず予定を組んで３人で連れて行って
いる。足の脛と膝上にチップを貼りつけての訓練。筋肉のつき方や
動きがパソコンにデータ入力されている。 

このシステムは人間の機能を補助するロボット。寝たきりの

人が居なくなる世界を目指し、小林教授たちは研究して来た。

自分に残っている身体機能を補助してくれて、可能な限り自分で動く事を助けてくれるような技術。誰かに

面倒をみられるよりも、スイッチを押せば、自分の身体が動けるようになる器具を使った方がいい。年老い

てくる母親の私も将来使えるだろう。人間の自立を支援するシステムへの思いは皆、同じ方向に向かってい
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る。私たちも、研究している彼らに少しでも協力出来れば素晴らしいことだと思う。 

10月にはサークルエコーの 15周年大会。沢山の方にお会いし、経験を教えて頂いた。1ヶ月後には、田

辺代表の仲介で、遷延性意識障がいの会のＭさんと連絡を取りあい、「書字」「指談」にも巡り合った。病

室まで来て下さった開発者の教授に手をとって貰い、会社や妻子に手紙を書くことができた。ことばの出な

い息子が、こんなことを考えていたんだ!  感心と驚き！ まだ教授の手助けがないと書くことが出来ない

が、息子の思いを文字を通して分かってあげられたら、息子も、介護する家族もどんなに励みになるだろう。 

一方、書字の先生を紹介してくれたＭさんは、アクティブ歩行器の訓練に通うようになられた。 
 
＝  願い・・・ ＝ 

息子の受傷から３年が過ぎた。エコー15 周年会報のトピックスに「心停止後遺症の脳機能改善に水素ガ

ス吸入の効果」とあった。まだラットでの実験の段階だそうだが、人間にとって、まったく夢の出来事だろ

うか。再生医療でもなんでも、期待したい。・・・諦められない！！！ 
 

そして、今の希望は。早く家に連れて帰りたい。少しずつでも身体を動かし続け、脳に新たな神経回路「ニ

ューロリハビリテーション」が出来、麻痺の軽減に繋がる日が訪れます様に。 

息子が３０年生きてくれれば、アンドロイド ロボットが誕生し、健常者も障害者も区別なくなるだろう。

驚異の最先端のテクノロジーを信じています。（了） 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

最新技術と昔の風景 
6 月 17 日、ツヨシさんの、月一回の「アシスト歩行器」の訓練日、

葛飾区金町にある東京理科大葛飾キャンパスの訓練室に伺いました。 

 研究生の介添えでベッドからスーツに着替える（乗り換える）ことで

立った形になり、室内で歩行訓練をするというものでした。動力はパ

イプを伝わって来る空気圧で、空気圧を調節することで足を前後に動

かしてあげるというものです。 

近くで見せていただきましたが、ツヨシさんが、イヤそうでなかっ

たので、安心しました。それどころか、がんばっている、闘っている、  

という意志が表情にあらわれていると感じまし

た。前に、J 病院の相談室でお会いしたときは、

まだ、自分がどうなっているのか、周囲が何なのかが分かっていないようで、不安げ

でした。あの時と、あきらかに違う表情でした。びっくりしました。             

理科大の帰り、急な雨となりましたが、近くの柴又の「寅さん記念館」と、隣接の

「山田洋次ミュージアム」に立ち寄りました。「男はつらいよ」の映像が流され、寅さ

ん愛用のトランクなども展示されていて、懐かしい雰囲気に浸りました。記念館の裏

手は江戸川。矢切の渡しが、ひっそりと雨にうたれていました。ツネヨさん、ヨシさ

んは寡黙でしたが、遠い日の記憶を呼び起こしてくれたでしょうか。 今日は、「アシ

スト歩行器」という最新の技術と昔の風景、二つの世界をいっぺんに体験したのだと

思いました。    

（田辺、西田２、高橋２） 
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私たちのコーナー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（本人より） 

中学卒業時に脳腫瘍で入院➡スポーツができなくなり、絵

画に集中して ➡ 今は、「画家」として、説明文上手に書い

ていただき(写真も、絵画制作中の村田の姿をいい感じに写

してくれたので)大満足！ですが、小さな事ですが、本人の

話より、画家なんだから絵をもっとフューチャーしてほしかった

なぁ… あつかましいですか？ 

8/21〜31北杜市で個展します！           遼平 

今年の「水彩連盟展」の作品です。画題は「小さな生命」 
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それぞれの持ち場で 

（コロポックル札幌にて） 

   

（田辺和子） 

TKKのアプローチ講習会に参加・世田谷の「ふらっと」を訪問 
5月 10日、東京都港区の慈恵会医科大学で開かれた TKKのアプローチ講習会（森田療法、心理的サポート、

リハビリテーション制度の利用など）に参加しました。お隣の席に、当事者家族の方が来られて声をかけて

くださいました。お互いの苦労話をして、次回の講習会もお会いしましょうと約束をしました。 

思いがけない出会いに感謝しました。  

 翌日は、田辺さんに誘われ、世田谷の「ふらっと」を訪問。「日々コウジ中」の柴本礼さん、脳外傷友の

会ひろしまの浜田理事長とスタッフ、脳外傷友の会ナナの大塚会長と合流。和田敏子さんから、ふらっとの

取組をお聞きしました。利用者のこと、家族のことを一生懸命に考えてくださる姿に、こんな事業所が三重

にも出来たらいいのにと思いました。 そして、自分も介護の仕事

（ヘルパー）を始めているので、利用者さんへの思いも強くなりま

した。私も、みなさんの笑顔が大好きで、何とか笑顔が見たいと言

う思いで接しています。それを、もっと、技術を磨かなければいけ

ないんだと言う事も感じました。やっぱり田舎者で、三重に帰る電

車から見る田畑の景色に、ホッとしました。 でも、たまには都会

へ出て行くのも楽しいのだなとも感じています。 （里中直美） 

 

 

脳外傷友の会コロポックルを訪ねて 
6 月 29 日から 7 月 3 日まで北海道に行ってきました。ハイリハ東京代表の小澤京子さんがコロポックル

訪問の 29日、１泊だけ同行されました。 

新千歳空港からクラブハウスコロポックルへ直行。札幌ドーム近くの 2階建の建物、２階の活動場所へ入

ると、すぐ左手に報道記事や作品などを貼ったボードがあり、その奥が作業所。テーブルにむかって５、６

人の男性利用者の方々。別のコーナーでは、会報の発送準備。アカシアの大木が見える厨房では、ボランテ

ィアさんと一緒に利用者さんもランチの準備中。中野理事長に、クッキー、石鹸、野球のボール、作業の品々

の説明をしていただき、皆さんと同じランチをごちそうになったあと、思いがけず、篠原副理事長の運転で、

支笏湖方面へドライブに。夜は、お二人は会議とのことで、小澤さんと大通り公園など街歩きをしました。 

 翌日は、コロポックルの賄いのボランティアのおひとり、上山さんと、小樽、余市へ。上山さんの２人の

娘さん、我が家の 2人の息子たちが、小学生の頃、同じ世田谷に住んでいて、互いの家を行き来していまし

た。その後、それぞれ大阪や北海道へ転居したので、東京では、わずか２，３年のおつきあいでしたが、息

子が障害をもったことやエコーの活動をはじめたことを年賀状に書いたことをきっかけに、同時期に活動を

はじめたコロポックルにボランティアにはいって下さいました。 翌日、

翌々日は、富良野、旭川、札幌市内の大倉山ジャンプ場などをひとりで、

或いは上山ご夫妻の案内でまわり、7月 2日に函館入り。翌日、道南支部

での会議のために函館入りした中野理事長ご夫妻が、まずは、コロポッ

クル道南支部に案内して下さいました。その後、4

日目にしてはじめて晴れた北海道の澄んだ空の下、

トラピスト修道院、トラピヌス修道院、五稜郭など

へ快適なドライブ。 

ほとんど、エコーと同時期に活動を始めたコロポ 

ックル創始者のお二人にエールをと思いながら、す

っかりお世話になってしまった北海道滞在。各地を

まわり、旧友にも会え、リフレッシュできた 4 泊 5

日の旅でした。 
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障害基礎年金：都道府県で認定に差 ― 厚生労働省は専門家検討会を開催 

病気やけがで一定の障害があれば障害年金が受給できる。しかし、昨年 8月、厚生労働省の調査で、障害

基礎年金の申請が認められず「不支給」とされる比率に、都道府県で最大約６倍の格差があること、特に精

神障害や知的障害の判定で格差が大きいことが明らかになったと、新聞各社は一斉に報じた。厚生労働省は、

調査結果を受け、「精神・知的障害に係る障害年金の認定の地域差に関する専門家検討会」を設置、本年 2

月 19日を皮切りに、7月 2日までに５回の検討会を開催している。 

JD(日本障害者協議会)は、5月 15日、これらの問題は、障害年金の診断書が、対象となる精神障害者や

知的障害者の日常生活をよく知らない医師によって機械的に評価される場合があること、障害者に対する受

給申請における適切な支援がないこと、審査体制の不備など様々な要因が関係しているとして、社会保険の

形式要件で受給できない者（無年金障害者）への救済措置を拡大するよう緊急要望書を送った。 

参照：厚生労働省 HP「精神・知的障害に係る障害年金の認定の地域差に関する専門家検討会」 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-nenkin.html?tid=246772             （田辺） 

 

         サークルエコー行事＆会合報告 
3/21 ドリームサロン「4つのハイリハ活動の軌跡」 鈴木勉講師・・・調布市（田辺） 

3/22 世話人会・・・武蔵野市：高橋宅（田辺２、西田２、高橋２） 

3/28 会報 60号印刷発送・・武蔵野プレイス（田辺２、西田２、高橋２、田川、山崎、仲栄真、佐野） 

4/11 テレビ用リモコンの操作性のテスト、開発（国リハ 中山氏ら２）・・稲城市田辺宅（田辺２） 

4/18 会計監査・・・武蔵野市：高橋宅（西田２、高橋２） 

4/25 懇談・・・銀座：ノアカフェ （田辺、西田２、谷口） 

4/26 定期総会・・・武蔵野市：高橋宅（田辺、西田２、高橋２） 

4/28 介護付有料老人ホーム「レストヴィラ若葉台」見学・・・稲城市：若葉台(田辺) 

5/08 掛川さんと面談・・・稲城市：若葉台(田辺) 

5/09豊島区の勤労福祉会館で、山口研一郎先生の「臓器移植」関連の講演会・・・（田辺） 

5/10 TKK平成 27年第１回アプローチ講習会・・・港区：慈恵医大(田辺、高橋、里中) 

5/11 ふらっと見学＆懇談（広島シェイキングハンズ２、柴本礼氏、大塚由美子氏）・・・（田辺、里中） 

5/18･19シンポ慰労合宿・・・静岡：盛松館（田辺２、西田２、豊田２、高橋２、村田２、今仲２、      

金崎、里中、虫壁 4、廖、小枝、福島さん） 

5/24 障定協総会・・・新宿：戸山サンライズ（高橋２） 

6/12東京パイロットクラブ寄付金贈呈式・・・文京区：シビックセンター（田辺） 

6/14 TKK医療及び家族相談会・・・狛江市：慈恵第三（田辺、高橋２） 

6/17 東京理科大訓練室見学・・・葛飾区・東京理科大（田辺、西田２、高橋２、近藤さんご家族４） 

6/17 60号編集打ち合わせ・・・葛飾柴又：「寅さん記念館」休憩室にて（田辺、西田２、高橋２） 

6/21 TKK理事会・総会・・・調布市：アクロス（田辺、高橋２） 

6/28 第 1回 北多摩南部医療圏 地域支援研修「就労支援」・・・狛江市：慈恵医大 

（田辺、西田２、高橋２、掛川） 

6/29~7/3 脳外傷友の会コロポックル、コロポックル道南支部など見学・・・（田辺） 

7/12 TKK医療及び家族相談会・・・新宿：都センター(高橋２) 

7/13  多摩エコー 女子会  稲城市:田辺方（田辺、西田２、小枝、廖） 

 

・TKK高次脳機能障害相談・支援室 狛江市：慈恵第三 田辺 4/17、6/12          

高橋 5/29、7/10 

・マリン横須賀 久里浜：ゆんるり 4/19、6/21、田川、愛 

 

●定期総会報告 

4月 26日に定期総会が開かれました。活動報告、決算報告

があり、次に任期満了による役員改選が行なわれ代表に田辺

和子、副代表に高橋俊夫、西田宏美が選任されました。 

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-nenkin.html?tid=246772
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2015年４月～201５年７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） 

西田 均 ／ 柴崎美穂 ／ 佐野章子／  阿部美智子／ 稲垣 克巳 ／ 中島久美子／ 岩澤克恵 ／ 佐藤節子 ／             

高宗孝輔 ／ 平野美香／ 上山睦恵 ／ 七五三いよ子／ 山岸すみ子／ 中田文枝 ／ 長瀬せい子／ 広川幸子／ 

丸山重子／ 五味田 美恵子 ／ 沖克太郎／ 清水栄子 ／ 中澤映子 ／ 荒川千秋／ 佐藤明笑 ／ 吉川ひろみ／

平塚仙次 ／ 北條代志江 ／ 北條 航 ／ 北條飛帆 ／ 青木円 ／ 三池 COと共闘の会 

・東京パイロットクラブ様より￥50000円のご寄付を頂きました。 

・葉月社の伊藤啓子様より、書籍 10冊のご寄付をいただきました。 

「青い鳥郵便ハガキ」のご寄付をいただきました。（順不同、敬称略） 

宇納久子  / 中村智美 / 三條アヤミ /  笠原由紀子 /  高橋俊夫 / 田川三枝子 / 酒井義晴 /  田辺和子  /              

本橋 三枝子/ 里中直美 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 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 

 

編集人・・・・・ 東京都稲城市若葉台３－１－１Ｃ－405 

              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６－２６－２ 「定価は会費に含まれる」 

              特定非営利活動法人障害者団体定期刊行物協会 定価 百円 

日本脳外傷友の会 設立 15周年記念全国大会 in 東京 

日時：11月 20日（金）  13:00 全国代表者会議 

             18:00 全国交流会 

11月 21日（土）  10：00 開会 

                ・基調講演  上田 敏氏 

                ・「こんな支援があれば僕らは働ける」 橋本圭司氏と当事者の鼎談 

             14:00 シンポジウム「高次脳機能障害支援の現状とどうなる今後？」 

             16:30 閉会 

場所：JR京浜東北線 東京 品川 大井町駅前 「きゅりあん」大ホール８F 

2015年８月～11月 活動予定 
えこーたいむ・・・・・・・・・・・・9/19、10/17 、11/21、12/17 

多摩エコー・・・・・・・・・・・・・随時 

編集後記 

●緑が多かったわが家の近隣、昨年からクレーン車の行き交いが目立ち、あっという間に巨大な書店や電気店、
レストランが出現、人の流れも出てきました。そんな環境の変化にもめげず、草刈りヤギさんが、通りに沿っ
た草むらで２匹の仔を出産、建設資材の横からはキジが「キーッ」と存在をアピール。東京西部の郊外の暮ら
しも、まもなく４年になります。                             (Tanabe) 

●体脂肪が減っても内臓脂肪は同じようには減らないということを最近知りました。やはり有酸素運動が必要

のようです。あまり神経質になってもいけないかもしれませんが、健康管理は自分だけのことではないので、

これからも出来る限り知り得ることは知って、ムリ無く、楽しむ気持ちで取り組んで行きたいと思っています。                                           

（Takahashi） 


