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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) 

 
 

10 月 2日（日） パイロットウォークの日 於：文京学院大学中庭    

・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  
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「くまもん」が県内あちこちで 

がんばっていました 

故郷へ ～ 地震から半年の熊本              田辺 和子（サークルエコー代表） 

故郷熊本の大地震の報を見るたびに、とんでいきたいと思いつつ、

半年も経った 10 月 17 日～19 日、ようやく訪れることができました。

空港からのバスを市内中央で降りると、旧友でエコー支援者の内田妙

子さんが車で待っていてくれました。彼女は「認知症の人と家族の会・

熊本県支部」の代表でもあります。すぐそこが事務所だと聞き、急遽、

「熊本県認知症コールセンター」に伺うことになりました。ビルの２

階の事務所には、2人の女性スタッフ。壁いっぱいに、医療や活動の写真

他の情報、作品などが貼ってありました。スタッフの方にお話を伺って

いる間にも、相談の電話。「その後、どうしてらっしゃったんですか～」。

震災にからむご相談のよう。水曜日以外は毎日 2 名の相談員体制とい

うことでした。 

「認知症の人と家族の会」は、全国組織の公益社団法人で、全国 47

都道府県に支部があり、1万 1千人の会員を擁しています。その前身の

会の代表が、高次脳機能障害の創成期のシンポジウムで、活動のあり

ようについて、先輩団体としてお話をしてくださったこともありまし

た。 

正午にセンターを出て、熊本市役所 14階の展望レストランに座ると、

熊本城の本丸が、目と鼻の先。下半身を木々に包まれた天守閣は、元の

ままの勇壮な姿に見えて一瞬、石垣の倒壊は夢かと錯覚するようでした。

しかし、レストラン隣の大ホールは、大地震に関する特設の「生活再建

支援に関する総合相談窓口」、近くのエレベーターには「故障中」の貼り

紙。１階に降りると、相談や手続きの順番を待つ被災者でいっぱいでし

た。 

 

午後は、県北の山鹿市から、「ぷらむ熊本」の一ノ瀬会長が駆けつけ、

熊本城、益城町、さらには、活断層の直撃を受けた阿蘇の宮原地区まで、

被害状況や復興の様子を仔細に説明しつつ案内して下さいました。JTBIA

加盟団体他、多くの方々からのお見舞いに、会員の皆様からのお礼状と写真を送っていただきましたが、

現地に来ると、作業や支援で渋滞し亀裂の走る道路を、進まない車の列に並んで被災した会員宅を回られ

たことがよく分り、頭が下がる思いでした。当事者で歌手の息子のたけしさんと共にご家族で、全国各地

を公演に高次脳の啓発にとお忙しい中、お世話をおかけしてしまいました。 

夕方からはひとりで市内の中心地周辺をブラブラ。活気をとりもどした商店街、ビニールで覆われ補修

工事中のビル、ブルーシートの家屋。地震の影響は立地により大いに異なるようでした。暗くなってホテ

ルにたどり着くと、９階のシングルルームの窓は、養生のビニールの網目に覆われ、窓外の白川の眺めに

憩うつもりだった私は、監獄の気分で 2日間の夜をすごしました。 

 

翌 18 日は、2 人のエコー支援者の友人と有明海に沿って走るオレンジ鉄道で、水俣へ。水俣湾に面し

たエコパークには貸し切りバスが並び、大勢の小学生が「水俣病資料館」を見学したり、広い公園を元気

にとびまわったりしていました。「ミナマタ」がこんな形で学ばれている…。半世紀前の現地の記憶の私

には、まさに今昔の感。資料館には、昔から何度も目にした写真も多く、「水俣病はうつりません」と書

かれたポスターも。同時代を生きた被災者の長い時間が胸に迫りました。 

その後、２駅バックした津奈木市では、モノレールで上った舞鶴城跡地から平和な田園風景を。物書き

の友人の解説でじっくり味わえた郊外ウォークでした。 

 

2泊 3日の旅の最終日は早朝からひとりで路地歩きなどをしたあと、バスで水前寺成趣園に行きました。

地震のあと枯渇したといわれた池には水がもどり悠然と鯉が泳いでいて一安心しました。 

午後、幼少からの友人が車を出してくれました。「空港に行く前に、菊池恵楓園にまわってね」。相変わ

らず勝手な私の頼みを聞き入れて、友人は空港と方向違いの県西部の菊池市へ。昔は堅く閉ざされていた

市役所 14 階から熊本城を 

資料館の前は「水俣エコパーク」 
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ハンセン氏病の方々の国立療養所を訪れました。あいにく歴史資料館は閉館の時間でしたが、病院や住宅、

緑に包まれた広大な敷地を歩きました。今年 10月の時点で、259名のハンセン病回復者である入所者の

方々（105歳～56歳）が療養、あるいは日常生活を送っておられるとのこと。ここにも長い、隔離や差別

の歴史があります。ミナマタ、菊池恵楓園、三池炭鉱の一酸化中毒の被害者。裁判所にのぼりをたてて集

まる人の姿、通学のバスの中から見ていた光景は今も脳裏に浮かびます。熊本出身の私にはそれらが原風

景として心の奥にあるなあ．．．．。 暗い空間を東へ向かう飛行機の中で、思いはいつしか、7月に起きた

相模原のやまゆり園（障害者入所施設）の殺傷事件、重い障害をもつ人たち、地域生活を阻む様々な要因、

市民生活の死角にある人たちのことへ移っていきました。                 （了） 
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高次脳機能障害者の在宅生活実態調査 25 人の事例研究  

 NPO 法人 VIVID 理事長 池田敦子（社会福祉士） 

 

私たち VIVID（TKK 加盟団体）が、高次脳機能障害者の在宅生活の実態から学ぶ事例研究会を始めるにあたり、

TKK 参加団体の皆様にお声をかけました。その時サークルエコーの田辺さんから、エコーメンバーに了解してくださる

方がいらっしゃるとのご連絡をいただきました。そのほかにも 4団体を加え、結果として25人のご協力で事例研究会がス

タートしました。 

サークルエコーの 5 人の連絡先は、愛知、静岡、神奈川、東京となっていました。低酸素脳症を原因とする高次脳機

能障害の方への支援が、いかに地域にないかということを痛切に感じました。お会いして話を伺うにもどうしたものかと思

った矢先、サークルエコーの活動が 10周年を迎え、おりしも記念合宿を山梨県富士吉田市の河口湖畔で開催するとの

ご案内があり、そこに伺えば、皆さんに会えるとの思いで参加しました。 

 2008年 10月 18 日、講演と「大いに語ろう会」のグループディスカッションなどの記念行事に参加、5人すべての方に

お会いすることができ、食後のくつろぎタイムに、愛知と静岡のお二人へのヒアリングを果たすことができました。 

 これをご縁に、その後もエコーの方々には 2 年に一度程度はお尋ねし、近況を伺い生活の変化の記録を残してきまし

た。時間とともに変化し、だんだん会話や意思表示などが積極的になっていく様子に、高次脳機能障害は少しずつでも

必ず回復するという言葉をかみしめているところです。 

この調査では家族会の役割の大きさも見えてきました。エコーの活動から、地域で暮らし続けることを課題として支援

や社会資源の確保が必須であると、全国に点在する仲間と取り組んでこられたソーシャルアクションこそ、事例研究の結

果から見えてきた共通社会課題であることを確信しました。                   (2016年 11月 1日) 

高次脳機能障害者の在宅生活実態調査 25 人の事例研究 

高次脳機能障害からの回復は、年々薄皮をはがすようにゆっくり、しかし確実に前進すると言われています。障害当

事者の数年にわたる生活変化を追うことにより、その生活の実態を世の中に明らかにするために、2006年 12月に「高次

脳機能障害者の在宅生活実体調査・プレ調査」を開始、2008 年に当事者、ご家族の協力を得て 25 名について「生活

実態調査」を行い、2015年、報告書としてまとめました。障害理解を進め、当事者の社会参加を開く一歩としてお役だて

いただければ幸甚です。 
 

【調査の経過】 
2006 年 東京高次脳機能障害協議会（以下 TKK）加盟団体に呼びかけ

「高次脳機能障害者の生活実態調査」のプレ調査。145 名の会
員から回答を得る。 

2008 年～09 年  「高次脳機能障害者の在宅生活実態調査」(5 団体 25 名) 
2014 年 6 年後の生活実態と経過を改めて聞き取り調査。 

11 月、公開事例研究会「25 人の事例研究から～生きやすい地域をつくるために～」を開催。 
2015 年 11 月、報告書を作成 
 

【調査対象者の概要】 

事例研究に先立ち、障害当事者のプロフィールを把握した。対象者の年齢は 2014年度調査時点では 29歳～72歳

の幅に分布、平均年齢は 48.7歳。25人の受傷時の年齢は 11歳～57歳、受傷時の年齢層は、10代 3人、20代 10人、

30代 3人、40代 3人、50代が 6人で、受傷原因のうち、交通事故などによる脳外傷は 20代以下の若い年齢層に多く、

30代から上の年齢層では脳血管障害が多くなっている。 

対象者の性別は、女性7人に比べて、男性は18人と、圧倒的に男性が多かった。受傷原因は４つに分類、低酸素脳

症 6人、脳外傷 9人、脳血管の疾病 8人、その他の疾病 2人だった。 

障害の重さの程度を、受傷原因別に見ると、入院日数では低酸脳症が最も長く、150 日近くになっている。意識覚醒

までの平均期間で見ると、脳外傷が最も長く平均 50日程度となった。 

 

【事例研究から見える家族との関係について】 

事例研究として、高次脳機能障害のある 25 人の方に、面接ヒアリング調査を行った。その過程で見えてきた本人と家

族の関係、家族会の力などについて、それぞれの自立という視点から検討した。 

 

１．面接聞き取り調査の場面で 2008 年度、2014 年度の調査を通して、面接ヒアリングを本人のみで行ったのは２人、

家族のみで行ったのは 1 人のみだった。家族が同席している場合のほとんどは、話の主導は家族にあり、本人は、うな

『高次脳機能障害者の在宅生活実態調査』  

編集・発行：特定非営利活動法人 VIVID  

定価 1,000円 （TEL&FAX：03-5849-4831） 
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づいて同意を表したり、補足をする場合が多かった。しかし、話題によっては、雄弁に話をする本人に家族がうなづく場

面もあった。予めまとめた書類を用意したり、障害者手帳や病院の受診票などを手元に用意して、本人の対応を促す家

族も見られたが、それは少数で、多くの家族は自分の説明用として手元に資料を持参していた。2014年の調査では、そ

の後の経過や状況の変化を聞き取ったり、今後に向けての意向や考え方を聞き取る内容となったこともあり、多くの対象

者本人が自分の話をしようと積極的な対応が多かったが、エコー（or 低酸素脳症 or 障がいが重いグループ）の対象

者は家族の話に身を任せて、要所でうなずく様子がみられた。 

 

２．５年間の経過の中に見える家族の役割の変化など 

 家族の当事者への支援の仕方には、いくつかのパターンがあるように思われる。最も一般的なパターンは、献身的に

当事者に向き合い、先に先にと当事者のレールを敷いていくパターンである。本人の意思表示や行動力、判断力も落

ちているために、受傷前の生活に戻すことを目標においてしまうので現状の受容が遅れ、本人の本当の気持ちと出来る

ことの発見が遅れていることはないだろうか。 

 もう一つのパターンは、医療機関を頼りにするあまり、日常生活の中での自立に向けた回復が遅れていると感じる例で

ある。社会に出ていく機会を家族が摘んでいないだろうか。 

 もう一つは、一度はあきらめた命が保たれていることを最大の幸運とし、本人の意思を尊重して、少し無茶でも、距離を

置いた支援をしているパターンである。この形を成功につなげるには、家族ではなく地域が本人を支える仕組みを作り

だす必要がある。その様な家族は、その環境づくりのための社会的な活動に目をむけていくことが出来ると思われる。 

 さらにもう一つのパターンは、高齢期を迎えた夫婦にとって、サービスを使うより、きめ細かく注意を払える支援は、他

に頼めないと感じている事例がいくつか見られる。その生活は夫婦 2 人の家族にとって一番大切なことであるが、将来

一人になることもあることを考えて外の力を、今から使う準備も必要ではないだろうか。色々な情報を提供することが支援

者にはできると思う。 

 

３．家族会の力について 

 多くの対象者は、受傷時の急性期病院で、高次脳機能障害の診断を受け、退院すると、地域の通所先や家族の相談

先として家族会に参加している。2008 年の調査では、入院や転院による偶然の出会いがきっかけで家族会に参加して

いる例が見られる。2008年と比べると 2014年の調査では医療機関の医師や相談員などから家族会の情報をもらうケー

スや、サービスの申請に行く行政の窓口からの紹介や、すでに家族会に参加している人の誘いなどが、家族会との出

会いの機会となった例が複数見られる。 

 ヒアリングの中でも、家族会では、自分だけが障害者ではないことを理解したり、先輩から支援機関や就労の情報をも

らったり、当事者同士の話し合いの場が自立を考える機会となり、自分の意志を持って社会に出て行こうとする行動力

を学ぶ場ともなっている。 

2011 年以降は、東京都の二次医療圏ごとに支援拠点を作る動きもあり、2014 年の調査では、家族会の数も、存在す

る地域も増えており、自分の生活圏の家族会に参加していることがわかる。特に印象的な事例として、患者であった対

象者が入院・通院期間中に医療機関に相談し家族会につながり、そこから就労支援機関につながり、本人の就労につ

ながったという例があった。家族会が、中間支援機関の役割を担っていることがわかる。 

家族会の新たな動きとして、家族会が直接サービス提供機関に発展した例もある。家族会の課題としては、活動の歴

史が積み上がると同時に、参加者の高齢化、担い手の掘り起こしなど運営上のことがあげられる。自立は家族の課題で

もあることを活動に取り入れることが必要と思われる。 

ここに取り上げた家族の課題については、当事者と家族の関係に焦点を当てた事例研究を重ね、家族は当事者に

最も近い支援者として互いに自立した関係を構築する方法を検討していきたい。 

 

 

☆☆ 長期にわたる研究に敬意 ☆☆                              サークルエコー  田辺和子 

本報告書を拝読し、当会には、低酸素脳症の会員が多いということ、症状は個人差が大きいものの、就労や復学は

夢のまた夢で、生活のサポートが必要な当事者が多いということをあらためて確認しました。一方、会員の住む地域は

様々ではあるものの、会として支えあう機会もあり、年を追って社会資源の活用も進んでいる様子が伺えました。しかし、

将来の生活への見通しはまだ立ちにくいという現実も浮き彫りになっているようです。 

時間をかけての貴重な調査の末、まとめられた本報告書が、行政、支援者、当事者/家族など、それぞれの立場で活

用され、現在の生活が充実し、安心できる将来が展望できるようになることを願っています。VIVID さんの時間をかけて

の調査・研究に敬意を表します。 
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今年も恒例のパイロットウォークに参加しました。 
 

秋晴れの良い日に（10月 2日）文京学院大学に集まり、障害のある方もない方もお互い励まし合って

東京大学・本郷キャンパスを歩き巡りました。普段、入れない場所や新たな発見が出来た方もいらっしゃ

ると思います。私たちも１年ぶりに再会する仲間もいて、喜びが増します。        田川（真） 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雲ひとつない秋晴れで、ウォーキングには最高の日でした。東大の門は、一般人でも自由にくぐれるとは聞いている

ものの、出かける機会をつくれずに、一度も入ったことがありませんでした。この度は、その憧れの庭にウォーキングで入

れると伺い、前々からとても楽しみにしておりました。当日は、４年生の息子も、ハチ公と上野博士の像の前で写真を撮

ったり、たくさん植えてあるイチョウをみて、「銀杏ふむとくさいよ」なんて話しながら、とてもはしゃいでいました。   

若い人、ご年配の方、小学生や、赤ちゃんも、様々な年齢層の方が参加されており、交流を楽しむことができました。

息子は、「疲れた」「バスに乗る」と文句も言いっておりましたが、その分お弁当がおいしかったと思います。証拠に、すご

い早さで食べ終わしていました。秋の訪れを野外で感じたり、体を動かしたり、たくさんの方と交流し、わたしも息子も、さ

わやかに帰宅できました。イベントを開催してくださり、ありがとうございました。 

                                                       東京都足立区 綿引知子  

  

 

 

【ウォーク風景いろいろ】 
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★  

★ ｢我が事・まるごと｣地域共生社会とは 

７月 15日、厚生労働省は、｢我が事・まるごと｣地域共生社会実現本部を立ち上げました。 

わが国では、超少子高齢社会を迎え、核家族や単身世帯が増え、介護や子育て支援についての課題が増大

している。介護ニーズのある高齢者や、障害や難病をもつ人たちの増加等もあり、これらは多くの人にと

って身近な問題、「我が事」になってきている。しかし、要支援者の急増に対し、生産年齢人口は減って

いき、支援者不足は加速化している。そのような時代に、福祉は「支え手」と「受け手」に分かれては成

り立たない。人々は、公的福祉サービスを利用しつつ、共に支えあう「地域共成社会」を実現する必要が

あるという考え方から、それを担う市町村は、地域づくりと公的な福祉サービスをつなぐ「丸ごと」の総

合相談支援体制を整備することが求められる。 

これらの具体策の検討を加速化するため、厚生労働省に「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部」を

設置し、「地域共生社会」の実現を基本コンセプトに、平成 29 年の介護保険法の法改正、30 年度、33 年

度の介護・障害福祉の報酬改定に向け、幅広い検討がはじまりました。 

  

★神奈川の福祉施設「やまゆり園」の事件について 

7 月 26 日未明、神奈川県相模原市緑区の神奈川県立の障害者福祉施設「やまゆり園」で、刃物による

大量殺傷事件が発生し、同施設の入所者の男性９人、女性 10人が死亡、26人が重軽傷を負いました。犯

人は、同施設の元職員でした。この事件は、多くの人を震撼させ、障害者・関係者の心に深く突き刺ささ

りました。しかし、戦後最大の殺人事件となったこの事件では、一般には公表される被害者の名前や写真

が公表されませんでした。そのことについて、神奈川県警は「被害者の家族が公表しないでほしいとの思

いをもっている」と言っています。 

事件に関連し、追悼集会や障害関連団体などでは、さまざまなアクションが展開されていますが、一方、

一般の人々の関心は急速に薄らいでいっていることを危惧します。９月、神奈川県は、施設側の要望を受

け、施設をすべて建て替えることを表明しました。 

 

 

 

健康福祉フェアに出店  サークルフレンズ 

 

去る 11月 5日、愛知県瀬戸市で健康

福祉フェアがあり、「サークルフレンズ」

は高次脳機能障害の PR を兼ねてバザ

ー出店しました。 

前日から家族やボランティアさんの

協力を得て、クッキー作りなどの準備

で大忙し！ 

 当日は、当時者も含め 6 名で参加し

ましたが、天気に恵まれ大勢の人出て

バザーは大盛況！イベントも盛りだく

さんあり、皆で大いに楽しみました。                         

（サークルフレンズ 豊田幸子 瀬戸市） 

 

 

 

 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/7%E6%9C%8826%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D%E7%9C%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D%E7%9C%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B7%91%E5%8C%BA_(%E7%9B%B8%E6%A8%A1%E5%8E%9F%E5%B8%82)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85
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  父親になって半年のできごと             逗子市 愛 敬子 

息子の良史は４人兄弟の長男で、39 歳になる 1 週間前の平成 24 年 1 月 10 日の朝、たどり着いた勤務

先の戸口で倒れた。はじめての子供が生まれてやっと 6ヶ月になったばかりの頃だった。当時、息子たち

は、川崎市に、我々両親は、逗子に住んでいた。 

 

【突然の発症】 

その朝、９時 58分 NHKの「朝の体操」が映っていた時に、智里さん（良

史の妻）から「お母さん！愛君が倒れた」と突然の電話。すぐに、仕事に

出かけていた夫と、独立して住む 3 人の子供達に連絡し、私はひとりで電

車に飛び乗った。11時 30分に、神田の医科歯科大病院に着くと、すでに智

里さん、そのお母さん、会社の社長、同僚、立川に住む直ぐ下の弟が着い

ていて、まもなく夫も駆けつけた。 

倒れた直後に、救急車は来たのだが、心臓の微細動があり AED は使えな

かったとのこと。 医師から「手当ては終わったが、まだ意識はない。倒れ

てから 30 分間心肺停止だった。」と聞かされた時は、もうダメかもしれな

いと思った。人工心臓と呼吸器をつけた息子の姿は別人に見えた。 

２日後の午後、人工心臓から血液を心臓に戻すと、血圧が急に下がり、

夕方の７時 40分には、再度、心肺が停止した。また人工心臓に戻したのが、

夜 10時半過ぎ。家に帰ってもいつ電話がかかってくるかと思うと寝られなかった。 

１週間後、２回目の手術で心臓に血液が戻った。２度の手術で足の付け根は、今でもその時の傷が痛々し

い。それと気管切開の跡も残る。 

次の日、39 歳の誕生日を迎えた。雪の日だったが、妻の智里さんが神奈川県の寒川神社にお守りをも

らいに行った。智里さんと息子が「子供が授かりますように」とお願いして、晴馬という男の子が生まれ

たという願いが叶った神社だった。「息子の命を助けてください」との思いで家族は毎日病院に通った。 

【急性期の病院 ～ 脳梗塞センター】 

「今回倒れたことの原因は不明だが、おそらくは先天性の『冠攣縮性狭心症』の発症ということで、か

なり重症の後遺症が残るであろう。脳梗塞、低酸素脳症、高次脳機能障害による失語症、左脳がダメージ

を受けているので、思考力は、４、５歳程度になるだろうという、ショッキングな話だった。「とにかく

命を助けてあげたのだから」という医師の言葉に何も言えなかった。 

一番心配なことは、コミュニケーションをどうするかということだった。どうなっていくのか、訓練で

話せるようになるのか、全くわからなかった。しかし２ヶ月が過ぎた頃には、短い言葉を発するようにな

った。看護士さんに、『おはようございます』、リハビリの先生には『はい』と返事をする。ミスターチル

ドレンの歌が好きなので、「練習しといて」と智里さんが言うと『うん』という。 スマホで２分位子供

の映像を見せると、見入った後『ハルマ』と、子どもの名を言ったりした。帰りに『明日ね』と言ったら

『あした』と言い返す。２月末の日曜日、良史は、智里さんの顔をパチパチやりながら、『ごめんね、ご

めんね』と言ったという。私たちは、ことばの快復にわずかながら当時は希望を持っていた。 

現在は、エコーの田辺さんから、「低酸素脳症は受傷後、次第に症状が悪化していくことがある」と聞い

たが、息子もまさにそうだった。子供の名前や「ごめんね」などの言葉は、今ではまったくでなくなって

しまった。  

３ヶ月が過ぎると、転院をせまられた。病院から提示されたリハビリ病院は、調べたところ、療養型の施

設で、リハビリは期待できなかったので、他の病院を探してほしいとお願いしたのだが、医師から「急性

期を過ぎ、亜急性期となったので、リハビリテーション病院は、受けいれない」と言われ、診断情報提供

書を 10 通渡された。自分たちで転院先を探すしかない。智里さんが、病院を７箇所回ったが、いずれも

断られた。病院内の医療福祉センターで相談すると、其の情報が、担当医や、看護師さんたちに伝わり、

「うるさい家族」として、速く転院しないのか、いつ決まるのかと、毎日のように、妻の智里さんのとこ

ろに電話があり、さすがに参ってしまい、抗議の電話をした。せかされながらも、やっと自宅から比較的

近い「横浜市脳梗塞、神経脊椎センター」に決まった。 
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土曜を除き、 PT（理学療法士）、OT（作業療法士）、ST（言語聴覚士） のリハビリが行われた。歩くこ

とはできたので、車椅子は、テレビを見るとき以外は使わないでよかった。食事の時間を楽しみにして早

くから食堂に行きたがった。兄弟、親戚、会社の方々がお見舞いに見えたときや、子供と妻の面会は楽し

そうで、何よりも励みになっていたようだ。退院１ヶ月前の様子は、まだまだこれから良い方に向かって

行くかのように思えた。 

しかし、3ヶ月は、あっという間に過ぎ、自宅に戻らざるを得なかった。 

【支援を組み合わせて】 

夫も私も、息子は、妻と子供のいる家庭に帰るのが、本人にと

って一番良いと考えたが、智里さんには、やっと１歳を迎えたば

かりの子供を抱え、夫である息子の介護は本当に無理なことと思

えた。相談の末、息子は我々、両親が住む逗子の家で療養、妻と

孫は妻の実家で暮らすことになった。 

智里さんは働くために、子どもを預ける保育園をあたったが入園

は適わず、川崎市の待機児童となり、智里さんはつい最近まで、

職に就けなかった。 

良史は、退院後も、週１回、OT、STのリハビリを受けるため、

次の年の３月まで通院した。しかし、その後は、どうしたら良いか分からず、逗子の障害者施設の“もや

い”に直接電話をしてみたが、市役所の障がい福祉課に、まずは行くように言われ、神奈川リハビリセン

ターの社会心理士の瀧澤さんを紹介された。地域のケアマネージャーとつながった。瀧澤さんから、障害

者手帳の申請、労災のこと、障害者年金のこと等、色々教えていただいた。煩雑な様々な手続は、住民票

のある川崎で、妻の智里さんがした。 

我々は息子の実家での生活を安定させつつ、ひとつは外に出かけること、もうひとつはリハビリを兼ね

て何かできることを探した。その結果、歩いて 30 分位の所にある、地域活動センター“凪”に週 2 日、

我々と歩いて通うので、よい運動にはなったが、コミュニケ～ションがなりたたず、なかなか、目的地に

辿り着けず、40分以上かかったこともあった。 

リハビリについては、隣の横須賀にある「田浦リハビリセンター・社会館」に行けることになった。最

初は息子の他に２名の若い男子が一緒で、楽しそうだったが、お二人とも卒業され一人になるとなかなか

活動も難しくなり、作業療法士の方々も 、いろいろ工夫してくださったが、集中できなかった。 

現在は、ケアマネージャーに相談して、訪問言語リハビリを、週 1度受けて、1年が過ぎました。自分か

らは言葉は発しませんが、少しずつでも、鸚鵡返しでも、言わせる訓練をしている毎日です。月に 1回は、

白鳥園という、重度の方を預かってくれる施設をお泊まりの訓練で利用しています。火、水、金の午後は、

「湘南の凪」と言う施設で散歩や作業、木曜日は 9 時半から 3 時 20 分くらいまで「湘南の凪」の関連施

設の「もやい」という施設へ行っています。また、月曜日と土曜日は

移動支援のスタッフと、２，３時間、横須賀に行ったり、雨の日は大

船に行って軽食などを楽しむなど、日曜日以外は定期的なスケジュー

ルとなっています。子供は来年に小学校へ入ります。本人が子供を意

識出来るかはハッキリわからないのですが小さい子供には非常に反応

します。まだまだこれからも、夫との二人三脚での介護が続きますが、

心の支えになったのは、久里浜の「ゆんるり」の家族会と「サークル

エコー」につながったことです。５月のエコーの千葉の合宿には家族

で参加し、福島先生から、息子に、体力も食欲もあるね。と、言われ、

それを支える私たちも元気でいなくては、と思う反面、先のことも考 

えなくてはと、改めて思いました。 

 

 

 

 

5 月の千葉の合宿で  
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★ NPO 法人 東京高次脳機能障害協議会（TKK）が東京都に予算要望書を提出 

NPO 法人東京高次脳機能障害協議会（TKK）は、8 月 19 日付で、東京都知事及び都議会各政党に予算要望書を

提出し、都担当および都議会各党と懇談しました。                      

1.恒久的な高次脳機能障害者支援を望みます。 

 高次脳機能障害に対しての周知と理解・支援は少しずつ広がりを見せてきています。特に 12 圏域における専門的リハ

ビリ テーションの充実事業は、支援体制づくりに大きな役割を果たしていると評価しています。これらの支援事業が予算

縮小などにより終了してしまうことのないよう支援事業の恒久化を望みます。 

2.さらなる理解と支援を広げるための広報 ・ 研修の実施を求めます。 

  高次脳機能障害についての研修は、一般都民に向けてのものが少ないように思われます。無理解や配慮不足が就労継続

を困難にしています。また小児の高次脳機能障害についての支援検討も始まっていますが教育の場で理解がなければ、お

子さんの将来を再構築していく支援にはなりません。  

3.重度の高次脳機能障害者への支援について  

重度の高次脳機能障害者には、病院での拘束や受け入れ拒否、虐待など、人格・人命が軽視される事例があります。障

害が悪化するということもあります。また社会資源はないに等しいのが現実です。適切な訪問介護・行動援護などの導入、

既存の地域資源の利用につながるような相談支援を行いまた、支給量の見直し、加算などを行ってください。 

4.東京都心身障害者福祉センターの飯田橋庁舎(セントラルプラザ)について  

3 月、東京都心身障害者福祉センターがセントラルプラザに移転しましたが、西側のセントラルプラザの I階 ロビーに、

駅からの下りのエスカレーターがありません。障害者や高齢者などに不便です。設置を要望します。 

5.防災について 

高次脳機能障害者や家族、いざと言うときいて、常に不安に感じています。多くの都民をどうするかという大きな課題

の中に、障害者をどう避難させ、支援できるのかを一緒に考えていただきたいと思います。 

6.高齢障害者における介護保険優先原則について 

区市町村によっては、介護保険の対象となる年齢になると、強制的に移行が求められていると聞きます。65歳になった

以降も本人の意向を尊重して障害福祉と介護保険サービスをサービス単位で選ぶことができる選択制を導入してください。                                                        

以上 

★ 社会啓発活動の継続、制度の整備を要求、JTBIA がアピール                

NPO 法人日本脳外傷友の会（JTBIA）は、10 月 7 日、8 日、高知市の文化プラザかるぽーとなどで「第 16 回・

日本脳外傷友の会全国大会 in 高知」を開催し、以下のアピールを発表しました。 

◎ 今年 4 月に「障害者差別解消法」が施行されたとは言え、障害者に対する偏見、差別は社会の中に厳然として残って

おり、とりわけ「見えにくい障害」と言われる高次脳機能障害をもつ人々への誤解、偏見は存在しています。私たち

は、原点に立ち返り、社会への啓発活動を積極的に継続していきます。 

◎ 高次脳機能障害者（児）の地域生活を支えるための障害特性に対応できる知識及び技術を持つ人材育成、医療と福祉

の連携、友の会と専門機関、教育機関との連携など多職種との連携をさらに強めていきます。 

◎ 平成 30年度からの障害者基本法に基づく障害者福祉計画、障害者総合支援法に基づく障害福祉計画において高次脳機

能障害者支援が明確に位置付けられるよう働きかけるとともに、「専門的・広域的な相談支援を担う高次脳機能障害支

援センター」の恒久的設置が保障されるよう制度・政策の整備を要求していきます。 

◎ 高次脳機能障害者（児）が自身の力を信じ、本人活動、ピア・サポート、当事者ネットワークなどの促進を図り、一

人ひとりの生活力を向上していくことを援助していきます。私たちは各地の当事者団体、当事者、家族が望む施策の

実現を目指し、手を携え一丸となって活動を展開していきます。               

★ 交通事故被害者関係団体、財務省と協議 

11 月 8日(火)、霞ヶ関の財務省において、財務省と、交通事故被害者関係団体（全国遷延性意識障害者・家族の会代表、

NPO法人交通事故後遺障害者家族の会、一般社団法人交通事故被害者家族ネットワーク理事長、NPO法人日本脳外傷友の会、

NPO 法人東京高次脳機能障害協議会）は、「自賠責運用益の繰り戻しについての要望書」に基づき協議しました。特に、い

わゆる「親亡き後」については、社会的インフラの整備がなかなか進まないこと、自賠責運用益の繰り戻しがあれば、制

度設計ができるということ、介護者も高齢になり、時間の猶予は無いことなどを主張しました。障害程度が特に重度で医

療ケアが必要な「若い」障害者の支援については、適切な施策や施設などがなく、介護者が介護できなくなった場合の障

害者の生活支援制度設計の確立、弊害の多い現行の成年後見制度改善など、待ったなしの感があることを訴えました。                                            

（TKK理事長 細見みゑ） 
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2016 年 12 月～2017 年 3 月 活動予定 
 

えこーたいむ・・・ 12/17(クリスマス会) 、1/21、2/18、3/18 

 

多摩エコー・・・・ 随時 

 

 

 

     サークルエコー行事＆会合報告 （敬称略） 

 

07/23 会報 63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２、村田、廖、      

仲栄真、佐野） 

07/29 南多摩高次脳機能障害関係機関連携会議・・・東京八王子：南多摩病院（田辺） 

07/31 TKK医療及び家族相談会・・・狛江市：慈恵第三（田辺、髙橋 2） 

08/04 国リハにて懇談・・・埼玉・所沢市：国リハ（田辺） 

08/04 情報交換（知的障害、高次脳機能障害）東京福祉大講師・西村明子氏・・・川越市（田辺） 

08/07 情報交換（高次脳関係３団体）・・・杉並区（田辺） 

08/10 懇談、相談（岡村陽子教授）・・・川崎市生田・専修大学岡村研究室: 生田（田辺、愛３） 

08/11宛名リスト作成引継ぎ・打ち合せ・・・稲城市：田辺宅（田辺２、西田２、高橋、愛３） 

08/20 いなぎ高次脳機能障害者のつどい・・・稲城市社協（田辺２） 

09/06 TKK要望書 懇談会（公明党）・・・新宿：都庁（高橋） 

09/10  いなぎ高次脳機能障害者のつどい・・・稲城市社協（田辺２） 

09/11 TKK 28年度第 2回高次脳機能障害実践的アプローチ講習会・・・港区：慈恵大西新橋校（田辺、

高橋） 

09/15 東京都担当者と懇談 （TKK要望書関連）・・・新宿：都庁（田辺、高橋） 

09/23 TKK理事会・・・調布市：社協（田辺、高橋） 

10/02 パイロットウォーク・・・東京文京区：文京学院大学・東京大学（田辺３、西田 2、高橋 2、     

田川３、今仲２、栗原５、高橋（ま）、大島、綿引２ 

10/10 64号編集会議・・・稲城市：田辺宅（田辺２、西田２、高橋２） 

10/17～19 熊本訪問・・・（当会報 p2）（田辺） 

10/22 TKK港区講習会・・・港区田町：リーブラ（田辺、高橋２） 

 

・TKK高次脳機能障害相談・支援室 狛江市：慈恵第三 
8/5,9/30,10/28,11/18  田辺 
7/29,8/12,8/26,9/23     高橋 

・マリン横須賀 久里浜：ゆんるり 
9/18,10/15 田川 
9/18,10/15 愛 

 

 

 

 

 



1998年 10月 9日 第三種郵便物認可（毎月 3回 8の日発行）         2016年 12月 1日発行 ＳＳＫＵ 増刊通巻第 5623号   

          12      Circle Echo  vol.64  2016.11 

 

NPO 法人 東京高次脳機能障害協議会（ＴＫＫ）からのお知らせ 

 

●2016 年度 高次脳機能障害実践的アプローチ講習会（全 3 回シリーズ）の開催 

 ・会場 ：東京慈恵会医科大学西新橋校 大学 1 号館  ・受講料 ：1 回 5,000 円 （資料代込） 

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

 

第３回 2016 年 12 月 11 日（日）  講師とテーマ 

①渡辺 修氏     東京慈恵会医科大学附属第三病院 リハビリテーション科/診療部長/教授/医師 

          ［脳損傷後の病識低下の理解と対応］ 

⓶四ノ宮 美恵子氏 国立障害者リハビリテーションセンター自立訓練部生活訓練課長/臨床心理士 

          ［若年高次脳機能障害者の働く力を育てる、支えるために］ 

③稲葉 健太郎氏   名古屋市総合リハビリテーションセンター自立支援部就労支援課長 

          ［高次脳機能障害者の就労支援～職業準備訓練・ジョブコーチ支援のポイント ] 

④石渡 和美氏   東洋英和女学院大学大学院/人間科学研究科/教授 

          [高次脳機能障害者の生活を守る―成年後見制度など様々な制度利用]    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

      

 

 

2016 年７月～11 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） 

加藤玲子   中村頼子  川野美也子  吉田 実   松島正子  久保田美沙子      

粉川靖子   小林球記  山下信明   谷 みどり  高宗孝輔  井上美保子   

加我牧子   薮下誠子       

 

  

                      

 

 

 

 

 

 

編集後記  

● ふるさとの街歩きの途中、「くまもと歴史・文学館」。はじめての建物に出会いました。ふらりと中

にはいると「来熊 120年 漱石と熊本」という立て札。折しも学芸員による案内がはじまるところで

した。「私は、今年 4月、漱石が熊本に着任したのと同じ 29歳でここに来ました。そして翌日があの

大地震」。教師をしながら俳句に力を入れていた熊本時代の漱石の 4年半の多彩な資料を、ガイドつき

で見ることができたのはラッキーでした。                      （Tanabe）  

                                                

● 日常生活の中で、時間に余裕がある状態ではかえって大事なこと、やることを失念してしまうことがあるよう

です。今回の会報発行には仕事も空き、時間的には余裕がありましたが危うく用紙の注文を忘れるところでし

た。年齢のこともありますが、かえって集中力、注意力を欠かさないよう注意が必要と思った次第です。また高

齢者の車事故が増えていることも肝に銘じておかねばと思うこの頃です。               （Takahashi）               

                                    

◎ 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・・・東京都世田谷区祖師谷 3-1-17 ウ”ェルドゥーラ祖師谷 102 号室 「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 

http://www.brain-tkk.com/

