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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/           

(会報がカラーで見られます) 

ブログ  http://circleecho.blog.fc2.com/   
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子どもの高次脳機能障害を学ぼう！ 
          ＝ キッズネットワーク宿泊イベント ＝ 

              ハイリハキッズ代表 中村千穂 

サークルエコーへは、「自分の生きづらさは、子ども時代の脳炎によるものではないか」等の電話がご本人（成人）

からかかってくることがある。低酸素脳症によるお子さんのことでご相談を受けることもある。 

子どもの高次脳機能障害支援のハイリハキッズ・中村代表によると、会のメンバーの受傷原因は、脳炎や脳症がもっ

とも多いということだった。平成帝京大学の中島恵子教授に伺うと、「子どもの症例の場合は、対象年齢で大きく変化

する。低年齢層では脳症が多く、高年齢層では脳外傷が多い。データを収集する病院が小児科かリハ科でも違ってくる」

ということだった。もっと明らかに、もっと支援が進まなくてはならない分野だ。このたび行われた、「子どもの高次

脳機能障害を学ぼう」イベントについて、前述の中村代表にご寄稿いただいた。             （田辺） 

                                    

９月 21 日、22 日に国立青少年オリンピック記念青少年総合センターで、特定

非営利活動法人コーポレートガバナンス協会、独立行政法人国立青少年教育振興

機構子どもゆめ基金から助成いただき、第 2 回キッズネットワーク宿泊イベント

を開催しました。 

今年のメインイベントは講演会、キッズタイムです。講演会は、千葉リハ、ハ

イリハキッズ支援スタッフの先生方に全面バックアップいただきました。ファミ

リープログラム『子どもの高次脳機能障害を学ぼう！』と題して、子ども達が開

会、閉会の挨拶を担当、自分でことばを考え、立派に発表しました。 

講師には太田令子先生（千葉リハビリテーションセンター高次脳機能障害支援アドバイザー）、

中島恵子先生（帝京平成大学大学院臨床心理学研究科教授）をお迎えしました。 

＊ハイリハジュニア（東京）穴澤さん『中島恵子先生・太田令子先生の講演は何

回か聴講したことがありますが、やはり教育関係者に一度は聞いていただきたいと思った内容でした。』 

＊子ザルの会（茨城）根本さん『先生方の講演も非常に心に沁みました。太田先生の‘あの子’を親は忘れるこ

とができない。というお話に涙しました。』 

家族のお話では、ハイリハキッズから清水一滴さん（父）に登壇いただきました。清水家は仲良し４人家族、

当事者のお子さんは小６の菜奈子ちゃん、生後８ヶ月で急性脳症を発症しました。ハイリハキッズ副代表の母・

純子さん、小３の妹・陽奈子ちゃんと、いつも家族全員で例会参加されています。乳幼児発症の場合は、知的・

発達障害と診断されることが多く、菜奈子ちゃんのように高学年になってから「高次脳機能障害も有する」と

診断される場合もあります。ハイリハキッズ会員 3０家庭のうち、就学前に急性脳症を発症したお子さんは 14

人もいますが、障害の種類、高次脳機能障害の診断の有無、その時期は皆さんそれぞれ違います。 

講演会会場では、陽奈子ちゃんの自由研究「支援学校に通っている姉 ななこ」も回覧しました。『赤ちゃん

の病気の本を読んでいろんな病気があってすごいなぁと思いました。ななこは死にそうになったけど生きられ

てすごいなあと思いました。もし、病気をしていなかったら、ふつうのお姉ちゃんでいてほしいです。写真を

見て、いろいろ世話をしていると思うと大変だなぁと思いました。』（一部抜粋）とあり、講演会アンケートで

は、乳幼児発症のご家族から「我が家も一緒、泣けました。」、「陽奈子ちゃんの自由研究すばらしいです」とい

う感想が多数寄せられました。清水ファミリーのおかげで、どれだけ多くの乳幼児発症のご家族が救われたこ

とでしょう。カワイイ‘ななひな’ちゃんに心から感謝です。 

キッズタイムには子どもが 35 名参加、ハイリハキッズ・キッズタイ

ムリーダ‐、保育士の大畑さん（ＯＢ会員）が活動プログラムを企画しま

した。ボランティアスタッフが５０名も参加下さり、みんなでゲームを

楽しみ、ハロウィン衣裳を作成、その衣裳を着て講演会の最後にパレー

ドしました。 

夜の茶話会では、太田先生のお話に涙が止まりませんでした。参加家

族は各地の世話人が多く、たくましい方ばかりです。でも、この障害を

寄稿 
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もつ我が子のたった一人の母、父です。子育てに対する不安は尽きません。今年も明け方近くまで、おしゃべ

りは続きました。 

22 日の‘おわりの会’では、子ども達もマイクを握って感想を言ってくれました。最後に「また、来年も

宿泊イベントやりたいひと～。」と聞くと、子ども達は大きな声で「は～い」と答えてくれました。 

最後に娘の感想です。『学年、当事者、きょうだい児、親子の枠を超えて仲のいいキッズメンバーのみ

んなは、わたしのかわいい妹弟のような存在です。一泊二日でお風呂や食事からみんなの成長を見ること

ができて感動しました。母が代表という立場にいられるのは、皆さんのサポートがあってこそだと改めて

感じました。（日にちが近付くにつれてどんどん自分に余裕がなくなっていっている母を見ていたので） 

いつも母を支えて下さっている皆さんに感謝の気持ちでいっぱいです。また来年も参加します！中村日向

子（大学３年）』 

次の活動は、脳外傷友の会全国大会です。キッズネットワークのブースを設けて、家族会活動を紹介し

ます。ようやく各地で小児支援が高まってきました。小児支援はこれからです。非専門職としてお役に立

てることを、家族会の皆さんと共に続けていきたいです。 

 
 

NPO法人 東京高次脳機能障害協議会（TKK）が東京都に要望書提出 
 
TKK は本年も東京都知事宛、及び都議会各政党に対し、7 月 30 日付で予算要望書を提出しました。要望書作成にあ

たっては、加盟 26 団体からの要望を反映させたものです。その基には、「全国の 10 分の 1 の人口を抱える東京都にお

いて、さらに増え続ける高次脳機能障害者が、地域で理解され、社会の一員として安心して暮らしていけるように」と

いう想いが込められています。以下、予算要望書として提出された内容を、項目毎に要約して紹介します。  (高橋) 

                                                                                                                               

１．高次脳機能障害者支援センターの設置 

  東京都の活動成果が当事者・家族の直接支援に繋がるために、二次保健医療圏ごとに高次脳機能障害者支援センター

を設置してください。 

２．地域包括ケアシステムについて 

地域包括ケアシステムを高齢者に限らず、地域をまるごと支える仕組みとして、高齢者、障害者の枠を超えた支援

を東京都が率先して実行してください。 

３．障害支援区分の認定を含めた支給決定のあり方について 

高次脳機能障害者の生活のしづらさが適正に判定されていません。高次脳機能障害特性の理解とシステムへの反映

を求めます。 

４． 高次脳機能障害者の成年後見制度の利用促進のあり方について 

制限規定が多く、当事者のために必要な支出もできないという声も多く、現行法の改定が早期に必要です。安心し

て利用できる成年後見制度利用促進システムを、全国に先んじて構築してください。 

５．パーソナル・アシスタンス（個々のニーズに応え、それぞれの生活を支える介護）について 

「障害者の地域で生活する権利」を具現化していくためにも、高次脳機能障害者の意思決定支援のためにも、パー

ソナル・アシスタンスの人材育成を行い、実現してください。 

６. 小児高次脳機能障害について 

小児高次脳機能障害の現状の把握と、関係機関への理解促進・普及啓発、人材育成、ネットワーク構築、医学的診

断と評価の確立など、早急に対応してください 

７. 精神障害者保健福祉手帳の更新について 

申請時また、更新時に「事前案内」の必要の有無を確認し、期日到来時の事前案内が必要な人には３カ月前に必要

書類の様式を送付するなど、個別に対応してください。 

８．都営交通無料乗車券と定期付き PASMO の一体化について定期付き PASMO について一体化されていないため、改

札では、PASMO はタッチし、都営乗車券は機械を通すという２つの作業を行わなくてはなりません。定期付き

PASMO と都営交通無料パスを一体化してください。                          以上                                                                 
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「キンモクセイの香りが・・・」（名古屋城内） 

 

えこーたいむ in名古屋        
 

全国に散らばるサークルエコーの会員は、年 1 回の合宿が唯一の出会いの場ですが、5 月に開催された合宿

で意気投合した名古屋近郊の会員同士が「また会いたいね！」「他の人にも声をかけて会いましょう！」と約

束しました。9 月、メールやファックスの呼びかけに 6 名の参加者が名古屋に集い、楽しい情報交換の時間

を共有できました。                                   （豊田） 

 

昨秋、主治医のご紹介で、サークルエコーに入会し、今夏、田辺さんから豊田さん主催の「えこーた

いむ in なごや」のお知らせを頂きました。 

 サークルエコーの記事、「行事＆活動報告」「15 周年冊子」などから、長年の行政への働きかけや、

高次脳機能障害の問題及び啓発に取り組まれていることを知り、会員の方々に、少しでも感謝の気持ち

をお伝えしたいと思いました。豊田さんのお誘い文の

「予定の立たない方や、当日の欠席も大丈夫」というお

気遣いの文にも背中を押されて。 

 9月 24日（木）午前 11時、名古屋駅「金の大時計」

前に集合！ 東京より田辺さん、地元愛知の豊田さん、

丹羽さん、大阪から小枝さん、三重より里中さん、兵庫

より私。女性 6人の参加となりました。向かうは名城公

園。そぼ降る雨の中、街路樹の深い緑が目に優しい。二

の丸公園に咲く、赤く凛とした彼岸花を見て、「庭に植え

たこともあるのよ」秋の深まりを感じさせる金木犀の甘酸っぱい香りに「本当にいい香り」「懐かしい

わね」等々、皆で和やかに談笑しつつ、目指す休憩所に到着。 

「えこーたいむ」は、自己紹介から始まりました。田辺さんからは、個人で最初に議員さんたちに対

して、息子さんの現状の申し入れをされるとき、「同じ立場の人が、この日本には他にも必ずいるはず。

その人たちのためにも」の決意を持って望まれたこと。そして、今、近くに住む方々が、ここ数年間で、

体力的に厳しい状態となられているのを見て、いろいろ考えざるを得ないこと。 

高齢者施設に勤めている方々からは異業種新規参入や、運営に関してや、職員の意識向上の研修等を

お聞きして、皆の身近なところで起きている現実としてうなづきあう。                                      

皆様のお話から、時間の流れと共に迎える自分と当事者の将来をどう描いたらいいのか、切実な問題

を感じました。毎日の生活は、海のように荒れるときもあれば、凪の日のように穏やかな時もある。 

日々、近くに居過ぎて、気づきにくいが、「成長」が必ずあることをお聞きし、励みになりました。お

昼ごはんも忘れて、たくさんのお話をし、絢爛豪華な新築御殿も見学した後、名物「味噌かつ御膳」を

おなかいっぱいいただきました。 

 日本中、それぞれの場所で日々、闘っておられる家族の皆様方とお会いし、同じ時間の中で、いろん

な意見交換が出来た貴重な 1日でした。本当にありがとうございました。    兵庫県 広田まどか 

 

 

                                                      

 

 

 

車椅子と地域格差 

 先日のエコータイム in名古屋は、時間を忘れて話しに夢中になった情報交換の場でした。 

私は、車椅子を押すことの難しさと、地域格差の話をしました。 

先日、孫が修学旅行のグループ行動の時に、子供たちだけで友達の車椅子を押すのだと話しました。

私は危険だからやめるように話しましたが、皆さんは車椅子を押すのは簡単だと思っていませんか？ 

結構大変なんですよ！特に坂道の下りは乗っている人が恐怖を感じますし、落ちる場合もありますの

で車椅子を後ろ向きにして下ります。また、踏み切りや砂利道では車椅子の前輪を上げて押すように 
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名古屋城内で 

雨の中、伊勢神宮へ 

 

 

 

 

  

 

                                 

                  

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

                                               

<介護の現場から> 

９月の小雨降る一日、「えこーたいむ in 名古屋」でのひとときにて皆さん

日頃の孤独な闘いや不安や思い等が熱く語られました。サポーターの私は、

介護保険制度が施行された 2000年は千葉県在住、既にサークルエコーの皆

さんと共にあり、その後いつしか介護ヘルパーの仕事に就きました。転勤等

の諸事情によりその後は長らく現場を離れていましたが今はまた実家のあ

る大阪にて再び介護の世界へ…。 「共感」「寄り添い」に加えてサークルエ

コーの皆さんには「かけがえのない仲間」としての強い思いがあります。 

 しかし介護の現場では制度施行 15年を経た現在も"高次脳機能障害"に関

して耳にすることは殆どありません。制度創設以前より田辺さん初め会員の

方々が「見えない障害"高次脳機能障害"」のことを知って頂くべく国会に、

社会に、啓蒙し続けて来られ、当時に比べればかなり世に知られて来たとは

思います。 

 確かに介護の現場では現在、地域密着や異職種連携、介護職員の資質向上

に向けて日々真摯に取り組んでいます。が、老齢による認知症や精神・知的

に障害のある方々に加えて、日本各地に点在している"高次脳機能障害"の

方々が普通に親身に目を向けられ、ソーシャル インクルージョン、真のノ

ーマライゼーションの理念が実現しますように、私も現場の一人として切に

願います。       

大阪府 サポーター 小枝道子 

します。ちょっとした衝撃で乗っている人が前のめりになり危険だからです。車椅子を押すのは大人

でも力がいるのです。孫の修学旅行は車椅子を押すことなく無事おわりました。 

私の住んでいる市は老人のデーサービスはありますが中途障害者のデーサービスはありません。隣

の市にはありますが利用することが出来ません。先日、知的障害者施設が市に出来たと聞きましたの

で、さっそく利用させてもらいたいと申し入れしましたが、知的障害者の家族が作った施設のため、

中途障害者の利用はかないませんでした。現在のところ、障害者や高齢者対象の講座（手芸教室、音

楽療法）を利用するしか社会資源がありません。私の住む市にも利用できる施設が欲しいです。             

愛知県 丹羽章子 

 

名古屋駅で解散したあと、近鉄特急に乗り込み、小枝さんと田辺は、

伊勢市へ。翌朝、里中さんも、度会郡（三重県）の自宅から車で駆

けつけ、伊勢神宮、近くのおかげ横丁、来年のサミット会場と目さ

れるホテル、鳥羽水族館などへドライブ。ずっと小雨が降り続き、

伊勢湾の景色はおぼろでしたが、介護職の小枝さん、里中さんの現

場のお話も聴きながらの１日も充実した時間でした。          

 東京都 田辺和子 
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                 母、息子ともに病との闘いから 

山梨県北杜市 村田叔子 

―息子が元気な頃― 

 1986 年（昭和 61 年）の秋に、我が家は当時住んでいた埼玉県浦和市（現さいたま市）から山梨県甲府市

に転居しました。 

家から歩いて行ける距離に標高 400～500ｍの低い山並みがありました。当時２才半だった息子を連れて

早速登りに行き、息子が歩き疲れると背中のリュックの中に入れて歩きました。息子が目を覚ますと再び歩

かせて家まで帰りました。これが息子の登山初デビューでした。小学生の頃になると「なんで、街に行かな

いの？と訊かれても「山が好きだから」と話していた親ですから、当然のことながら息子は足が達者でした。 

 中学生になるとバスケット部に入部して部活動に熱心になり、親との山行きは減ってしまいました。 

 

―発病、そして入院生活― 

 中学３年の夏、多飲、多尿、食欲低下で元気がなくなり、学校から帰宅すると横になって眠っていること

が多くなりました。市内の診療所の内科を受診しました。この時は血液検査と尿検査をしましたが、「これと

いった異常が見つからなかった」と説明を受けました。その後は小康状態が続いていたのですが、年が明け

て、症状が一気に悪化しました。 

 正月、近くの神社に初詣に行き、高校受験合格の祈願をして帰宅。息子はすぐにベッドに寝込んでしまい

ました。正月明けに前回診てもらった診療所へ連れて行きました。診察や問診を受けた結果は〝拒食症〟の

診断でした。その後は医師の指示で栄養のある食べ物を作って食べさせていました。もうこの頃には、自分

の足で立って歩くことが出来なくなっていて、父親に支えられて通院していました。通院を続けているうち、

医師が「目の動きがおかしい」と気がついて、他の大きな病院で MRI 受けたところ、脳腫瘍であることが判

明しました。山梨大学付属病院に入院したのは３月中旬でした。1999 年（平成 11 年）15 歳になったばか

りでした。３月下旬、生検手術を受けて（左前頭部に穴を開けて腫瘍が良性か悪性かを調べる）、その結果は、

胚細細腫（ジャーミノーマ）でやや悪性でした。腫瘍が脳幹部に集中しているために手術は出来ず、抗がん

剤治療５回とガンマナイフで小脳にコバルト照射をしました。抗がん剤治療は１回終わる度に一時帰宅して

自宅で静養していました。 

 本人の希望で高校受験はしました。（保健室受験をさせていただいた）幸いにも合格しました。それで、４

月末から始まった１回目の治療後、一時帰宅中の５月末に高校に登校してみました。しかし、眠気が強くて

無理でした。２日登校しただけで一年の休学手続きを学校側に提出しました。 

 異常な眠気は、気晴らしにと自然豊かな場所に連れて行っても、起きていられない程でした。入院中は院

内学級があったので、体調が良い日には勉強していました。ここで先生に勧められて、〝NHK ラジオ英会話

入門〟の勉強を始めました。この勉強は毎日やっていました。院内学級や検査に行く時は、車椅子で移動し

ていました。歩く姿を見ると首や腰が変形してしまい、私は不安でした。それでも息子も私も、退院する頃

には、普通に歩けるようになると思っていたのです。担当医に詳しく尋ねるのも何となく怖くて、退院する

まで何も訊きませんでした。息子自身は、自分の置かれている状況に、悲観する様子もなく、静かにベッド

上に居ました。その姿を見ていると〝川の流れに身を任せる笹舟〟のように感じました。 

 

―母親の病気― 

親が元気でしたら、医師から、息子が小児ガンと宣告されたら、すごいショックを受けると思うのですが、

当時私は息子と同様に、自分の体が自由に動かせない程、病状が悪化していました。医師から MRI で撮った

画像を見せられ、脳幹部に幾つも写っている白い部分を見た時は、もはや手遅れと思ってしまいました。１

年前、私がリウマチではないかと思って病院で診てもらった時は、医師から「疑わしいが、今の様子だと何
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おいでやギャラリー（北杜市）にて 

とも言えない」と言われました。それ以降は、整体治療、食事療法を続けて、病院は避けていました。それ

から１年が経ったところで、やっとの思いで病院へ行きました。 

 そして、息子と同じ病院に入院したのでした。私は１ヶ月位検査に明け暮れ、最後には、やはり生検で筋

肉の細胞を調べた結果、リウマチと膠原病の全身性エリテマトーデスが隠れている複合型と診断されました。

薬を服用して３日後には、身体のむくみ、痛みは、潮が引くように消えていました。 

というような経過があったので、息子が退院した 11 月末以降、やっと母親らしく、いろいろ心配になって

きたのでした。 

 

―息子の身体障害と高次脳機能障害― 

1 年遅れて高校生活がスタートしてからは、私が車で送迎していました。忘れ物が多い、クラスの同級生

の名前が憶えられない、（病気前の事は詳しく憶えているのですが）、これまでよく通っている道なのに「こ

こはどこ？」と訊いても「さあ？」と分からないのです。他にも、新聞や本が読めない等々、これまでと違

ってしまった息子の姿に大いに戸惑ってしまいました。体の不自由さは誰にでも分かるのですが。 

高校を卒業後は、愛知産業大学短期大学の通信教育部英語科に進み卒業しました。因みに、英語の勉強と

絵を描くことに対しての集中力はすごいのです。息子に高次脳機能障害があると分かったのは、退院後 8 年

も経てからでした。たまたま渡辺修先生が開いた〝高次脳機能障害について〟の勉強会に参加しました。話

を聞いていて、息子にあてはまる症状が幾つもあったのでした。すぐに高次脳機能障害専門のリハビリ病院

で検査を受けました。息子の場合、記銘力障害（中～軽度）と構音障害（運動性）でした。これでやっと息

子のことが理解できたのでした。 

 

―HAL（歩行補助ロボット）を使ってのリハビリ入院（2015年）― 

息子の運動失調は年々進み、このままでは歩けなくなるのではと心配でした。そんな頃、以前通所してお

世話になった福祉施設の職員に数年ぶりに会い、息子に HAL を試してみたらと勧められました。早速、隣県

の長野県富士見病院で「HAL」を装着してみました。息子の歩行時、曲がらなかった左膝が楽に曲げて歩く

ことが出来たのでした。HAL を使ってのリハビリをやっている長野県の三才山
み さ や ま

病院へ入院したのは５月中旬

でした。２週間の入院期間では、最初にボトックスを強張った筋肉に注射します。その後リハビリを開始す

る方法です。この入院では効果が期待できたのですが、息子の筋肉量はどんどんと減少しているのです。ボ

トックスの効果が切れる３ヶ月を経て、９月に２回目のリハビリ入院をしましたが「HAL」を装着するとそ

の重さでフラフラになってしまう息子に、医師から「今の状態でリハビリは無理です。しばらくは、自宅に

帰っても筋肉に悪影響を与えるからウォーキングもあまりしないで下さい」と言われてしまいました。現実

は厳しい状況でした。 

☆  ☆  ☆  ☆  ☆   

―前向きに生きましょうー           村田遼平（本人）  

 病気になる前はスポーツでも絵画でも何をするにも理由はなく

「ただ何となく」でした。サッカーもバスケットも「プロとしてや

ろう」という程うまくなかったし。でもボールを追って走り回るの

が好きでした。スポーツばかりで絵画は（年末の県内小中学生全員

参加の図画大会だけ）描かされていた。それでも毎年入選、入賞し

ていたから得意だったんだと思います。 

 中学３年の３学期に脳腫瘍という病気を発症して、治療後はスポーツを出来ない体になってしまいま

した。でもその代わりに絵画が好きになりました。私の絵はだいたいイメージの絵です。その大切なイ

メージの源はほとんどが自然です。だから自然が好きです。 病気になる前は、ただ漠然と“あ～、山

にいるね”という程度だった自然を守りたいと思うようになりました。今はこのように、明確な意志を

持つようになりました。つまり、病気して良かった（という面もある！）前向きにいきましょうです。 
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―入院生活について― 

 入院中のことは断片的にしか覚えていません。いつも車椅子で何もすることがなく、一日中ラジオを

聞いていました（イヤホンで聴いていたので、今でも耳鳴りがしているのは、そのせいか？） 

 食事はおいしかった。頭に電極を付けて、脳波の検査を受けた。強い眠気の原因をナルコレプシーと

診断され、リタリンを処方された。（覚醒剤として怖い人たちに取引きされるような薬です）あと、看

護士の女性がきれいだった。男の看護士に従兄と同姓同名の「村田ひろゆき」さんがいました。  （了） 

             ＊  ＊  ＊  ＊  ＊   

―遼平さんの絵と清里ドライブ― 

８月 27日、エコー有志で、「村田遼平・萩原光顕二人展」へ行きました。会場は八ヶ岳などの山並み

に囲まれ、清里高原のある北杜市の”おいでやギャラリー“。遼平さんの風景画と萩原氏の仏画の競演

を楽しんだあと、村田さんの案内で清里方面へドライブしました。遼平さんの絵はこんな自然豊かなと

ころで生まれるのだと想いを深くした北杜の旅でした。                 （高橋） 

                                  
 

 

 

 

 

 

パイロットウォーク 

パイロットクラブは、アメリカに本部をもち、「一生をかけて脳を守ろう」の活動をつづけておられます。
東京パイロットクラブ様による、サークルエコーへのご支援は、10 年以上となり、毎年秋のパイロットウォ
ークは、会員たちが楽しみにしている行事です。 
今年の催しについては、東京パイロットクラブの野口様より下記のお便りがありました。サークルエコー

からは 20 名が参加、総勢 320 名の参加者と一緒にウォークを楽しみ、行事終了後、エコー一行は、30 年
ぶり、40 年ぶりなどと言いながら、上野動物園をまわりました。               （田辺） 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サークルエコー様 

2015年 10月 4日(日)AM9：30～都立上野恩賜公園にてパイロットウォークが開催されました。 

東京地域 5パイロットクラブ(東京 PC,桜東京 PC,ダイヤモンド東京 PC,21東京 PC,APOLLO東京 PC)が力

を合わせ、障がいをもっている方、付添いの方、一般の方、アンカー部員(大学生)、ジュニア会員(ア

ンカー卒業生)、パイロットクラブ会員、総勢約 320名の方が参加されました。 

爽やかな秋晴れに恵まれた当日、全員で軽く準備体操をして大噴水前から不忍池の方まで歩き、蓮池辺

りでＵターンして、約 40～50 分かけてウォークしました。障がいをもっている方は普段なかなか外出

する機会や散歩など自由にできないと思いますので、この日は青空の下、開放的な気持ちを感じられた

ことでしょう。事故や怪我がなかったことに感謝です。 

この日に至るまで東京地域 5パイロットクラブで、まずコースの下見から始まり安全性や身体に負担

がかからないことを考慮し、数回の会議を開きました。昨年は「デング熱」の影響でパイロットウォー

クが中止となってしましましたが、今年は晴天の日に上野公園で開催されたこと、会員一同喜ばしく思

っております。 

東京ＰＣからは高次脳機能障害をもつサークルエコーさんと障がい者就労支援をしている工房わか

ぎりさんが参加してくれました。両方とも「楽しかった。参加してよかった。」等の感想を述べてくれ

て嬉しかったです。これからもパイロットクラブとして少しでも力になり支援できるような活動を心が

けていきたいと思います。 ありがとうございました。      東京パイロットクラブ 野口文子 
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久しぶりにお会いする方も 

 エコーのメンバーは動物園にも行きました    

来年もまた参加！ 

ウォーク風景 

全員集合です 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

     

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

コースは不忍池の野外ステージ前で 
折り返す、約１時間の行程でした 

実際のパンダを見たのは初め

ての人も 
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＜国家資格「公認心理師法」が成立＞ 

わが国では、これまで、心理士、心理カウンセラー（相談員）、心理セラピストなどの心理関連職には、国家資格が存

在していませんでした。一方、精神疾患受療率や自殺者、不登校児童の増加、さらには、2011 年の東日本大震災をはじ

めとする国内の様々な情勢などから、心理職の役割はますます大きくなり、国家資格の創設を求める声も高まってきて

いました。高次脳機能障害者支援の現場でも、心理職の方々は、当事者とその家族等の支援に重要な役割を果たしてこ

られましたが、国家資格がなかったため、診療報酬の対象とならず、雇用できる病院は限られていました。そのため、

心理士会はもとより、我々、高次脳機能障害団体等も、心理職が国家資格を得られるよう要望してきました。 

2015 年 9 月 9 日、第 189 回通常国会において、心理職の国家資格「公認心理師法」が成立しました。法律の附則で、

２年以内の施行日が定められるということです。                    

公認心理師法が施行されるようになると、リハビり病院はもちろん、教育現場などにも国家資格を持った心理師が任用

されやすくなります。人生の途上で、思いがけない試練に立ち向かわねばならなくなった、高次脳機能障害をもつ人た

ちやその家族が、病院や教育現場などで、プロフェッショナルな支援を受けられる機会がふえていくことが期待できる

ことでしょう。                                           （田辺）                                               

 

＜三士会合同研修会＞ 

10 月 10 日（土）、渋谷区千駄ヶ谷の東京税理士会館で、三士会（税理士、行政書士、社会福祉士）合同研修会「高次

脳機能障害の理解」が開催されました。約 210 名の会場は満席、早々に締め切られたとのこと。今後、高次脳機能障害

者の成年後見を受託する機会がふえてくることが予想される会員たちのため、今回の企画がされたそうです。 

1 部は「高次脳機能障害～支援者による支援の実際」大輪典子氏（公益社団法人東京社会福祉士会 会長）、2 部は「高次

脳機能障害の理解」渡邊 修氏（東京慈恵会医科大学付属第三三士会合病院 医師）の講演でした。 

終了後、参加の方々にお話を伺うと、「他士業の方や医師の話が聞けて有意義だった。」「初めて聞く話ばかりでとても

勉強になった。これから後見人として、高次脳機能障害の方々と接する機会も出てくると思うので、身が引き締まる思

いだった」などと述べられました。                                  （田辺） 

                           

＜東京都総合高次脳機能障害研究会が発足＞  

東京都では、現在、区市町村高次脳機能障害者支援促進事業および高次脳機能障害者支援普及事業が展開されていま

すが、今後の高次脳機能障害者支援は、医療から地域を網羅する医療・行政・福祉専門職・患者、家族など、多様な立

場の人たちのネットワークの上に成立するという考えのもと、「東京都高次脳機能障害研究会」(理事長：渡邊修慈恵会

医科大学教授）が設立されました。第一回目の研究会として、「高次脳機能障害の基礎と応用、医療から地域へ」をテー

マに、８月８日、９日の２日間にわたり「基礎知識の確認」、「基礎解剖と事例検討」の研修会が、東京慈恵会医科大学

の大学本館中央講堂において開催されました。                            （田辺） 

                    

 

 

 

注：三重県の情報で、元原稿にある（レセプションルーム）は、入れない方がいいと思います。福祉

センターの担当者名は、私がカットしました。 

ざっくりとした記事でよく、マイナーすぎるものは、全国区情報としては煩雑、瑣末な 

印象がするので。 

（里中さんにもまわる校正時に、私がアカでカット指示してもいいですが） 

 

 

★ 三士会、東京高次脳機能障害研究会 の下に、三重がきますが、 

* 皆様も、地域の取り組み、催しなどの情報をお寄せください。（会報編集部） 

＜三重県の講習会＞                                 三重県  里中直美 

10 月 22 日、三重県総合文化センターで開催された、「三重県高次脳機能障害(児)リハビリテーション講習会」に参加

しました。午前中は、医師、ソーシャルワーカーさんの話、午後は、社会保険労務士さん、支援センター長さん、最後

は家族会代表のお話でした。 

 医師の話は、『環境作りが大切で、怒らない、一日一回、褒める、笑わせる、否定をせず受け入れながら、上手に指導

する。生活リズムを作る。朝起きて、ご飯を食べ、明るい所で運動をする』などのお話でした。脳外傷の方を対象にし

た話だったので、低酸素脳症の主人の場合の質問をさせていただきましたが、やはり低酸素脳症は難しいそうで、「環境

づくりを大切にして下さい」と言われました。がっかりしましたが、環境作りを頑張ります。その後、家族会の方々と

のティータイムで聞いた、笑う猫のオモチャを買って、主人のところへ持っていきました。少しだけ笑ってくれました。 

三重県では、11 月 13 日(金)にも、三重県総合文化センターで「高次脳機能障害者地域支援セミナー」が開催されま

す。一部は、就労支援について、白山靖彦氏（徳島大学大学院教授）の講演、二部は、高次脳機能障がい者雇用優良事

業所等の表彰。お問い合わせ：三重県身体障害者総合福祉センター（059-231-0037）   



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 11月 6日 発行 ＳＳＫＵ 増刊通巻第 5288号   

          11      Circle Echo  vol.61  2015.11 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

」     
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 

 

 

 

 

 

 

  

 

サークルエコー行事＆会合報告 
 

7/24 多摩高次脳機能障害研究会講演会・・・国分寺：いずみホール(髙橋２)

07/26 懇談（山口先生、柴本先生、相談者）・・・東京駅構内カフェ（田辺） 

08/12 会計関係・・・稲城市：田辺宅（田辺、西田） 

08/17 稲城の会、打ち合わせ・・・稲城市：田辺宅 

08/23 TKK 平成 27 年度第２回アプローチ講習会・・・港区・慈恵医大（田辺、高橋、里中） 

08/24 TKK 東京都要望書ヒアリング・・・新宿：都庁（高橋） 

08/24 懇談会・・・稲城市：田辺宅（田辺、西田２、里中） 

08/25「高次脳のつどい」打ち合わせ・・・稲城市：マルシェいなぎ（田辺） 

08/26 試写会「風は生きよという」（宍戸監督、柴本氏）・・・渋谷ウィメンズクラブ（田辺） 

08/27 荻原/村田展＆清里ツアー・・山梨県北杜市、清里、八ヶ岳（田辺、西田２、高橋２、村田２） 

08/28 懇談会・・他団体代表２・・・稲城市：田辺宅（田辺） 

09/02 TKK 要望書提出、懇談・・・都議会会派（公明党、民主党）・・・（田辺、高橋） 

09/02 TKK アプローチ講習会等運営委員会、理事会（田辺、高橋２） 

09/04 テレビスイッチの調査、検討（国リハ中山氏ら 3 名）・・稲城市：田辺宅→パサージュいなぎ 

09/05 調布ドリーム事業化５周年記念「ドリームサロン＆コンサート at せんがわ劇場」・・・調布市：仙川（西田２、

福島先生） 

09/07 TKK 港区講演会場下見・・・港区：区民センター(高橋) 

09/08 コア会議（個人情報管理等）・・武蔵野市：高橋宅（田辺、高橋２、西田２） 

09/12 いなぎ高次脳のつどい・・・稲城市：社協（田辺） 

09/13 TKK 医療＆家族相談会・・・狛江市：慈恵第三(田辺) 

09/24 えこーたいむ in 名古屋・・・名古屋市：名古屋城など（田辺、豊田、丹羽、里中、広田、小枝） 

09/25 伊勢ツアー・・・伊勢神宮ほか（田辺、里中、小枝） 

09/27 TKK 港区講演会・・・港区：高輪区民センター（田辺、高橋２、藤巻さん〈稲城つどい〉） 

10/04 パイロットウォーク ＆ 上野動物園・・台東区：上野公園（田辺２、西田２、高橋２、田川３、 

今仲２、愛、廖、高橋（ま）、大島、福島先生、田辺（明、友人 2）） 

10/10 三士会合同研修会「高次脳機能障害者への支援」(渡邊氏、大輪氏)渋谷：東京税理士会館 (田辺) 

10/22 高次脳機能障害者（児）リハビリテーション講習会・・・三重県津市：総合文化センター（里中）  

10/24 会報 61 号編集打合せ・・・稲城市・田辺宅（田辺、西田２、高橋２） 

 

・TKK 高次脳機能障害相談・支援室 狛江市：慈恵第三 
8/7、８/28  田辺           

9/11、10/9 高橋  

・マリン横須賀 久里浜：ゆんるり 7/19、9/20、10/18  田川、愛 

 

● 2015年度 第３回高次脳機能障害実践的アプローチ講習会 
 

 ①渡邊 修氏  東京慈恵会医科大学附属第病院    ［高次脳機能障害リハビリテーションのエビデンス] 
リハビリテーション科/医師       

②半田理恵子氏 夢のみずうみ村新樹苑       ［高次脳機能障害者のリハビリと自立への支援] 

東京言語聴覚士会/言語聴覚士        

③柳澤朋秀氏  国立職業リハビリテーションセンター  ［高次脳機能障害者に対する就労支援］ 

障害者職業カウンセラー  
 

④野々垣睦美氏 NPO 法人脳外傷友の会ナナ     ［高次脳機能障害者の自立生活アシスタント］ 
クラブハウスすてっぷなな/作業療法士  

《日時》１２月６日（日）10 時 45 分（受付開始 10 時） 

《会場》東京慈恵会医科大学 西新橋校大学１号館 東京都港区西新橋３丁目 

主催 NPO法人東京高次脳機能障害協議会（ＴＫＫ）  http://www.brain-tkk.com/ 

2015年１２月～2016年３月 活動予定 

えこーたいむ・・・・・・・12/19（クリスマス会）、1/23、2/20、3/19 

多摩エコー・・・・・・・・随時 
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2015年８月～201５年 10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） 

矢次 真知子 / 谷田部 良子 /斉藤 紀久男 /金原 美智子 / 門脇 弘子 / 入江 清子 / 先崎 章 /    

本山 千恵子 / 万歳 登茂子 / 長谷川 秀夫 / 武田 大介 / 沖 克太郎 / 長谷川 幹 /  

宍戸 大裕 / 石川 孝子 / 綿森 淑子 / 山田 純子 / 吉田  実 / 古木 信子 / 伯耆 定代 / 

石井 紀子 / 清水 桂子 / 川野 美也子 / 右田 洋子 / 西田  勝 / 佐藤 チヨ / 森  節子 / 

柴崎 祐美 / 澤畠 光洋 / 中内 福成 / 田中 栄子 / 伊藤 憲一 / 神山 悦子 / 細川 瑞子 / 

 坊傳 登美子 / 石橋 靖子 / ゴッチ 英子 / 鈴木 勉・和子 / 平間 節子 / 小島 真理子 /  

吉田 道子 / 三本菅 弘江 / 粉川 靖子 / 熊倉 英子 / 志田  靜 /  保坂 勝子 / 内田 妙子/  

河渕 スミエ / 藪下 誠子 / 向井 由子 / 川口 京子 / 戸舘 亜輝男  / 一ノ瀬 純二 / 熊谷 博子/ 

森  春夫 /  國井 邦子 / 小林 球記 / 鶴田 成子 / 中條 共子 / 井上 美保子 / 金崎 善子 / 

里中 直美 / 山田 春美 / 三鷹ひまわり第一共同作業所 / 堺脳損傷協会 / ㈲斉藤プロダクション 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

会報 60 号 発送作業  

 

 

 

 

◎ 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 

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 

●埼玉北部で法事があるという日、早めに家を出て途中下車、40 年ほど前、２年間をすごした場所を訪ね

ました。近代的な見知らぬ街。迷いながら、やっとその地番に到着したものの、社宅の跡地には、瀟洒な戸

建てが並び、昔をしのばせるものはありません。あきらめて角を曲がった途端、古い小さな和菓子屋さん。

今にも壊れそう。あった！息子たちがはじめてのお使いをしたお店でした。         (Tanabe)                                                      

 

●先日、廊下の天井のライトが壊れたので、今まで考えてもいなかった「人感センサーライト」に変えてみ

ました。スイッチを触る必要もなく点灯してくれるので非常に便利です。自分だけでなく、スイッチの操作

もおぼつかない妻も薄暗い廊下を歩くことがなくなりました。高齢になると便利なものは有り難く、必要で

すがカラダを動かすことが減らないようにしないといけないとも思っています。     （Takahashi） 


