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熱海で合宿と語ろう会
6 月 28−29 日、静岡県熱海市で、恒例のエコー合宿を
行いました。早く集まった人たちは海岸べりを散策。国
道 135 沿いのジャカランダの並木道では、紫の花にカメ
ラを向けたり、花びらを拾ったり、みんなの笑顔がはじ
けました。
3 時半、ホテル「グランビュー熱海」の一室に 19 人が集
合し「総会」。前年度の報告があり、役員も承認されまし
た。その後は、恒例の「語ろう会」。今回は、当事者の現状・課題などのほか、介護者である家
族それぞれの思いも語られました。
午後７時には、熱海駅前の居酒屋「笑笑」へ移動。エコー宴会にもってこいのコーナーを用意し
ていただき、にぎやかに楽しいひとときを過ごしました。
翌 29 日は、近くの貫一お宮の像の前で記念撮影をしたあと、ロープウェイや車で熱海城へ。ソ
フトクリームを食べながら、海抜 160 メートルから熱海市街や海原をながめつつ、しばしの談
笑。来年の再会を約して新幹線や車、それぞれ帰途につきました。（田辺）
△▼△▼△▼△▼△

「語ろう会」

当事者のこと、介護者自身のこと

豊田（母）
娘の受傷から 22 年経ちました。最初の頃を思えば、22 年の間に娘は落ち着いて穏やかになってきま
した。
初めの５，６年は孤軍奮闘で、どこからも情報がはいらない状態でした。受傷から７年たった時に、
名古屋リハを受診。そのときに、心理の先生が、
「たしか、低酸素のグループができているはずだ」とい
ってエコーの創刊号をみせてくれた。すぐ連絡をとって会に入れてもらったのですが、同時期、幸運に
も名古屋リハの先生から同じ障害をもった 3 家族を紹介され、立ち直るきっかけになりました。同じ思
いの母親が、行き場がない娘たちの集う場を求めて「サークル･フレンズ」を立ち上げたのです。
最初は娘のためにやっていると思っていたのですが、ふと気付けば自分のためにやっている事に思い
至ったのです。人は、
「大変ですね」というけれど、自分のためにやっているのだから、大変なことも苦
痛とかも全然ない、悲壮感もないし、そういう思いで 18 年間走ってきました。
しかし、家庭の問題（６年前、主人が脳出血で倒れて体の自由がきかなくなる）や家族会の高齢化な
どで、フレンズの生活支援の場を閉じることにしました。
これから娘の生活環境を整えることを考えなくてはならないけれど、それ以上に私のこれからを考え
なくてはならない状態に陥っています。目一杯フレンズの活動に力を注いでいたので、その時間をこれ
からどうするか？不安ですが、親子ともに環境をかえる大事な時期にさしかかっています。
愛（母）
息子は、５年前に勤務先のスポーツ用品店の前で倒れ、冠攣縮性狭心症で心臓が止まり、重度の低酸
素脳症になりました。現在は、右手は動かないけれど、身体は元気です。言語が問題で、お互いの意思
疎通ができない。
医者は３ヶ月に１回精神科。落ち着くような薬。医者が薬をなくすように、なくすようにするので、
親の判断で今は１種類。３種類の時と１種類の時と変わらない。
現在、月曜と土曜日は移動支援（東逗子〜横須賀へ、イオンへ行き、おにぎりを食べる）、火曜と木曜
は「もやい」という施設へ。水曜と金曜は移動支援で近所のアリーナへ行ってお茶をし（午前中）、午後
から地域活動センター凪（なぎ）に通って、ほとんど午前も午後も外に出ている状況。日曜日だけは、
ゆっくり寝ていいよと言ってますが、朝５時から起きてワーワー騒いでいる状態です。こういう状態な
ので、二人（両親）で看ないとなかなか外に出られない。どちらかに用事があるときはどちらかが家に
2

Circle Echo Vol.66 2017.7

1998 年 10 月 9 日

第三種郵便物認可（毎月 3 回 8 の日発行）

2017 年 8 月 2 日発行

SSKU

増刊通巻第 5843 号

いて様子を見ています。
息子は人生で一番いい時に突き落とされたという状
態で、子供も生まれて６ヶ月で可愛い状況だったのが
少ししか見られず、私も感情移入してしまって・・・
皆さんも同じだとおもいますが、自分の生まれた家
で、できるだけぎりぎりまで一緒にいたいなと思いま
す。近所に新しく施設ができたので、お試しでお泊り
と通いを馴らしていこうと思います。
田川（当事者）
田川治です。昭和 22 年生まれ。年齢は計算してく
ださい。出身は神奈川県横須賀市湘南鷹取。趣味は土
日にやっている軟式テニスです。困っていることは、
金が無い。
田川（妻）
夫は、今年で受傷 18 年目。「昭和 22 年生まれ」とは言えても、年齢は言えません。病識はずっとあ
りません。
昨年 10 月に私が病気になり入院しました。その間、夫のデイサービスの用意がなかったので、娘が
父親を見てくれたのをきっかけに、2 月に介護認定を受け、5 月からは、何かの時にショートスティに
預けるためのリハビリデイに週 1 回通っています。行った最初の日は、介護者である私も娘もほっとし
ました。夫は「（デイは）年寄りばっかりだったよ」と。
私の母が 95 歳で 6 月 24 日（合宿の 4 日前）に亡くなりました。施設ではよく「ありがとう」とス
タッフに言っていたそうで、スタッフも癒されたとおっしゃってくださいました。夫と母の二重介護で
したが、共感してくれるエコーの仲間が居たからやってこれたと思います。
田川（娘）
エコーやゆんるりで両親がお世話になっ
ています。父の受傷後は父が嫌いになった
こともありましたが、エコーがあったおか
げで仲間と思える皆さんとふれあいができ
るというところに感謝しました。これから
はエコーの写真係として表紙を飾れるよう
にしたいです。
西田（母）（当事者）
息子は、1998 年、喘息による呼吸停止
からの低酸素脳症で、今年で 19 年目にな
ります。当時私はスーパーのレジをしてい
ましたがその仕事を辞めて、息子の介護で
家に居る生活になりました。そのころ高次脳機能障害のことは、良く分らなかった。新聞で高次脳を知
って、サークルエコーを知って、田辺さんから「あゆたかの福島先生」を紹介されました。
吉廣は、先生の所へ行って大きく変化しました。当初は、言葉は悪かったし、寝てばっかりで何もし
ませんでした。
「あゆたか」へは私の車で通っていましたが、先生から「電車とバスで移動しなければい
けない」と言われ、ヘルパーさんを頼み、あゆたかに行くようになった。他人と接することでだんだん
変わっていったように思います。
私の話に戻りますが、吉廣が倒れなくてあのままレジでずーっとやっていたらどうなんだろうと思う
ことがあります。吉廣がこうゆう病気になったことで今まで無関心だった「障害」ということも勉強さ
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せてもらいました。そのあたり、本人はどう思っているのか、聞いてみます。
ヨシ「カセットテープで録音しているのであまり変なことは言えません」（会場：笑い）
母「いま通っているところはどこでしょう」
ヨシ「あゆたか？」
母「何か作っているところでは？」
ヨシ「・・・・・」
母「お酒、焼酎は何で作るんですか」
ヨシ「米ですか？」
母「米もそうですが、今、通っているところで作るのは」
ヨシ「芋焼酎」
母「今は、そのお酒を作る精神系作業所の『都
筑ハーベスト』に通い、トラクターの運転もし
ていますね。もともと運転が好きでしたがそれ
は楽しいですか」
ヨシ「楽しいです」
母「先日、ハーベスト関係のグループホームを
見学しました。職員が『他のところも探してみ
ましょう』と言ったときあなたは、何と言った？」
ヨシ「はい、探してもいいです。」
福島 誠（元フリースペースあゆたか主宰）
僕の姉は、昨年の 11 月 3 日に 88 歳で亡くなりました。入退院を繰り返して、もう、どうしようも
ないと聞いて、姉のもとへ徹底して通うときめて 1 年間で 100 回、通いました。
やっと車椅子で生活しているのに、僕が行くと「私は歩けるんだから」と若い理学療法士を追い返した
りするようになった。この療法士さんはすてきな人で「杉本さん、歩けるんだったら、隣の公園にサク
ラが咲いたから見にいきましょう」って、車椅子を押して隣の公園に行くんですね。そしてベンチに座
らせて、
「あそこまで歩きませんか。お花がとれるかもしれないから」って。そうすると歩けるんですね。
僕は感心しました。
姉は長女で、戦前戦後、食料がまったくない時代に、千葉の方からさつまいもなどを仕入れてきて、僕
らにたべさせてくれました。その姉が亡くなる直前、僕に何ができるか、僕が自分の人生を丁寧に生き
るとはどういうことなのかな、と思って、姉のところへ通いつめました。
「弟さんがずっと老人ホームにきてくれるというのはめずらしいですね」と皆に言われたけれど、僕は
自分の時間を犠牲にしてとは思ってない。介護する側、される側というのではなく、僕の方がすごく豊
かにさせてもらったんじゃないかと、姉に感謝をしています。
山口（母）
会員ではないけれど、熱海で合宿と聞い
たら行きたくなっちゃって、突然参加しま
した。
息子は、受傷して５年目です。頭の怪我
で、低酸素脳症による高次脳機能障害とて
んかん発作があります。最初は無我夢中で
毎日のように病院通いをしました。今は、
地域活動センターやショートステイ、デイ
サービスなどが毎日あるのですが、なかな
か起きられず、行きたい日と行きたくない日があります。家の中は歩けるのですが、外は車いす。けい
れん発作でバタッと倒れたり、インフルエンザのときにもけいれん発作が出たり。今年は２回も痙攣発
作を起こした。４月は風邪薬を沢山、飲みました。あと、精神科にもかかっていて、薬を飲みたがる。
何が原因で痙攣がおきるのか分からないので、怖いです。てんかんの薬を飲んでいて、昼間は「眠い、
眠い」というんですけど夜は「眠れない」と言って睡眠薬もいっぱい飲むんです。それで、昼間は眠い。
本人は、病識がなく、
「障碍者枠でくくられたくない、普通に就労できる」と思っている。私も最初の
頃は気が張ってたんですけど、２〜３年経った頃から疲れが出て鬱になり、入院もしました。私は 63
歳。今後のことをどうすればいいのか、皆さんはどうなのかと思って、ここに来ました。
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高橋（夫）
妻が発症して 19 年経過。当初２〜３年は行動障害、家を飛び出すことが幾度かありました。その後
大きな変化はありませんでしたが、病院を変え薬が変わり、辻褄の合わない言葉もありますが発語が多
くなりました。私としてはこのような状態が長く続けば良いと思っています。3 週間ほど前から新たな
薬が加わりました。今日は、皆さんと会ったことも影響しているかもしれませんが、昼食時にはこちら
が補助しようとすると「放っておいて」と言って自分から進んで食事していました。
私は、妻が発症したとき、休職して介護にあたるかどうか迷った挙句、会社を辞めました。54 歳の
時でした。前号の会報手記で、埼玉の T さんが、奥さんを介護しながら会社勤務を続けていることを知
り、立派だと思いました。私は、会社員を続ける人生設計が、大きく変わってしまったのですが、介護
だけでは時間もあるので通信教育で学び「植木職人」を始めたわけです。自分で予定を立てられるので
私のような介護者にはこの仕事は向いています。しかし妻のデイサービスからの帰宅の時間が気になり
集中できない時もあり、その家の方には申し訳ないと思うこともあります。
20 年近くもこうした生活が続くとこれが日常となり、安全のため腕を組んで、運動になることを考え
少し早く歩くことを続けていますが、他人の視線は気にならなくなりました。最近は「仲良く歩く老夫
婦」として見られている視線を感じています。
田辺（母）
前回の合宿で、2 年ほど前から、息子に、洋
服の袖をかむというクセがついてしまったとい
う話をしました。それは、施設（入所）にイン
フルエンザが蔓延し、作業所も閉鎖、ほとんど
部屋から出られないということが続いたことが
きっかけでした。ですから、日中活動など普通
の生活にもどると直るはず。その時はそう思っ
ていましたが、一度ついた習慣は強硬で直るこ
とはなくて、いろいろ、施設側とも話しあいま
した。現在の（ユニットではない）完全な個室では職員の目が届かないので、5 人ほどがリビングを共
有しているユニットの方がよいのではと試してもくれました。しかし、そこでは別の問題もあって、現
在も元の部屋で暮らしています。
私の方でも近所の方々の協力を得て、近辺のウォーキングをやったり、住民たちの軽体操クラブに一
緒に参加させていただいたりしています。そうしたことはとても楽しそうです。しかし、袖口をかむと
いう 1 度ついたクセは治ることはない。
ごく最近、はっと気づいたことがあるんですよ。息子の周辺に本や新聞がない！
喘息の持病がある息子の部屋は、いつも清潔に配慮してきれいに片付けてくださっています。しかし、
もともと活字が大好きだった息子は、字が読めなくなってもいつも本や新聞のページをめくるなど、活
字のものを手放しませんでした。
袖を噛む行為は新聞、本をめくる行為の代わりなんだと、最近になって思い当たったのです。さっそ
く施設に相談に行き、「いつも、手の届くところに本や新聞を置いてください」とお願いしました。
でも、施設では、居場所も居室、食堂、作業所といろいろ変わり、そのたびに関わるスタッフも代わ
る。そういう中で、いろいろな工夫はしてくださっているのですが、思いが共有され、引き継がれてい
くことはなかなかむずかしい。それを実感しています。
私自身もいつまで息子のことを見ていけるかわからない。そういう中で、どうしたらいろんなことを
共有したり、継続していけるか、とても難しさを感じています。
赤塚光子（顧問）
私は、サークルエコーと出会って 19 年目になります。職歴をお話したことがあまりありませんので、
初めてお会いする方もいらっしゃるので少しお話しします。
私は、初めに中学校の特殊学級の教員を 8 年間やりましたが、福祉の方で仕事をしたいと思い、東京
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都心身障害者福祉センターに移りました。ここでの仕事の中で、障害が重度で生活に多くのサポートを
必要とする方たちへのプログラムを担当しました。これは、研究開発的に取り組んだプログラムでした。
小さい時から重い障害があると、家族の心配は大きく、特にお母さんはお子さんと一心同体のような存
在になりがちです。自分がいないとこの子は何もできないという思いの中で育ってゆくと、お子さんは、
自分の考えで主体的に何かを決めたりやったりすることが不得手になってしまいます。そのプログラム
は、
「自分の人生だから自分で決めていいんだよ」
「いろいろ自分でやってみようよ」
「やっていろいろ考
えてみよう」という、1 年コースのプログラムでした。９年間やりました。これは「自立生活プログラ
ム」と呼びましたが、当時としてはかなり画期的なものだったと思っています。その後、立教大学が福
祉の学部をつくるということで、そちらに移りました。
エコーとの関わりのはじめは、19 年前、田辺さんたち 3 人が研究室に見えたことです。話を聞いて
びっくりしました。こういう方たちに、日本の福祉は何もできませんでした。私は長くこういう仕事を
してきたのに、そのときの制度では何も支援ができながいことについて謝りました。一緒に生活してい
るお母さんたちが、どういう支援がどういうふうに必要なのかをしっかり見ていってほしいとお話した
ことを思い出します。そして、私も一緒に考えさせていただこうと思いまして、そこからお付き合いが
始まりました。
今日、皆さんから「仲間」という言葉が何度も出ました。こういうとき、仲間が大切だと思いました。
自分の気持ちをさらけ出して話せる、飾らないで話せるそういう仲間が必要だと思い、集まる場所とし
て渋谷の神宮前作業所を紹介しました。今はそこにはないのですが、週１回集まるようになりました。
私はその後も、いつも気になっているので、合宿などに来させていただきながら勉強し、考えさせてい
ただいてきております。
この合宿ですが、みなさんにお会いすると私もホッとするんです。エコーには、そういうものがあり
ますね。ありのまま、飾らずにお互いに気持ちを出せる、私もいろいろやってみようかなという気持ち
にもさせてくれる場所なのだと思います。
合宿は、毎回、雰囲気が違いますね。それから 19 年間というのはやはり長いです。最初のころからお
会いしている方たちが、随分変わってきているのは驚くほどです。一人一人、その人らしくて、でも以
前とは違う。自信という言葉が適切かどうかは分かりませんが、これが自分、これが自分の生活といえ
るものがそれぞれにあるように思います。一日一日を大事にして暮らしてきたその積み重ねが、このよ
うに変えてきたのだと思います。やはり基本は、毎日毎日、一日一日を大事に。こういうことなのでし
ょうね。
皆さんとお会いして、また先程のお話を聞いていて、
「仲間」ということと、
「年月」あるいは「時間」
ということの意味を考えさせられました。障害を負ったご本人たちは変わってきていますが、一緒に居
るお母様方やご家族も変わってきているように思えますよ。
それから、
「病識」ということも話に出ました。障害認識とか障害受容ということが重視された時代も
ありました。けれど今、私はそこにとらわれるのではなく、一人ひとりみな違うのですから、その一人
ひとりの得意なことや不得意なことを見つけるという視点がもっと大事かなと思っています。西田君は、
トラクターを運転している。豊田さんはケーキを作るのが好き。そういうことを大切に。そして、苦手
なことについてはフォローがあればいいのです。ご本人がご本人らしく生きる、得意なことを活かす、
得意でないことや出来ないことは誰かがサポートする。それができる状況を作る。必要なことは、ここ
につきると思っています。
このことについては、まだご家族が声を挙げないとならない状況があると思います。その時に、仲間
がいることは心強いですね。どのような障害であろうと、安心して暮らせる状況を作っていくことは、
まだ引き続いているエコーの大きな課題ですね。
もう一つ最後に。障害のある方が家族にいると、そちらが優先さ
れて、自分のこれからのことを全く考えていないご家族の方が見受
けられます。ご家族も、自分もいずれ 70 歳、80 歳と年をとってい
き、もしかすると自分もサポートが必要になってくることもある、
そういうことも考える必要があることを付け加えておきたいと思い
ます。
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うれしかった
ことば
前号に「うれしかったことば」を掲載しました。
今回は、第２弾です。

②「艱難汝を玉にする。あなたを思うとき、
いつもこの言葉が浮かびます」。
息子の同級生の母からの 10 年ぶりの便り。
働きざかりとなった自分の息子をみながら、
友でありライバルであった、そしてその後重
度の障害者となったわが息子とその母へエー
ルを送ってくれた。長い奮闘を察してくれる
人がいる。胸が熱くなりました。（母）

2017 年 8 月 2 日発行
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①娘が、事故で低酸素脳症になって 22 年。ひと
ことでは言えないほどの、精神の不安定感があり、
精神科の治療を受けること 20 年。8 年前に現在の
主治医に出会い、丁寧な薬の調整をしていただい
た結果、嵐のような状態から抜け出すことが出来
ました。
「先生に出会えて本当に良かった！お陰で娘の精
神状態が驚くほどよくなって・・・」と言うと、
先生は『立役者はお母さんでしょう。お母さんが
一番の名医ですよ！』と言って下さったのです。
ビックリしましたが、心に残る嬉しいねぎらいの
言葉でした。（母）
④最近あまり絵を描かなくなった息子が、高橋宅
画廊？？にて｢これスケッチをしてみたら〜｣と言
われたら素直に描きはじめました。誘い水になっ
た、高橋さんのひとことがうれしかったです。
（母）

③わが家の息子が作業所で予想外にハッキリした会話をしたことを、所長からの交換ノートで知るこ
とがあります。「本当なの？」と聞き返したい位なのですが、平凡に過ぎ去る日々の中、肩をポン！
と叩かれたような嬉しさがありました。家庭内では気づかないけれど、他人との会話の中に、はっき
り応える思考力が垣間見みえるようです。他人と接する緊張感が脳幹を揺るがすのでしょうか。
（父）
⑤私の友達が家に遊びに来て、「携帯電話
の電池がなくなってきた」と話した時に、
息子が自分の充電器を部屋から持ってき
てくれました。とてもすばやくて、友達も
びっくりしていました。人と関わりたいと
いう気持ちが大きくなってきたのかなー。
友達も、「D ちゃん、よく気がつくように
なったねー」と喜んでくれました。「顔つ
きがしっかりしてきた、よく話すようにな
ってきた」とも言われます。（母）

⑥介護ヘルパーの私は、毎日色々なご利用者様のお宅
を訪問しています。ある日ご高齢の寝たきりの奥様の
全身清拭後にベッド上での手浴・足浴をしていた時の
こと、昔からお好きだったという石鹸を泡立てて奥様
のお顔に近づけ「良い香りですね」と声をかけました。
意識がなくいつも呼吸の苦しそうなその方の表情が一
瞬和らぎ、穏やかになられたように見えました。ご主
人が「良かったなぁ、〇〇ちゃん」と奥様に声をかけ
ておられました。ささやかな介護の風景の中に、心に
暖かいものを頂いたひとときでした。（介護ヘルパー）

⑦拠点機関の方々に懇願したことによって、平成 20 年から地方都市のこの地で高次脳機能障害の
「会」をたちあげ、継続してきました。最近は「会」を訪れる色々な発症原因の方が、身近な知り合
いだったりします。そして「誰にも話せなかったけれど、この「会」があるから此処にきて話ができ
る」
「話ができて、分って貰える！ありがとう」などと声をかけて下さることがあり、
「やってきて良
かった！」と嬉しく思えます。（妻）

☆ おさむしニュース ☆
最近の出来事では、要介護１が取れ、リハビリデイサービスセンターに通
い始めました。
初めての日は雨で、デイセンターからのお迎えにすんなりと出かけました。
有酸素運動をどうやるかスタッフに問い、脳トレに励んだそうでした。自
宅でも、じーっと眺めて鉛筆を出してコツコツやっています。
帰ってきてから、緊張やら気遣いで疲れたようでした。
（おさむし 69 歳、娘より）
Circle Echo Vol.66 2017.7
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茫然自失のふたつのできごと
〜〜心臓発作と転落事故と〜〜
岐阜県

買い物の直後に
2013 年 4 月 2 日午後 5 時半頃、仕事が休みだった

宇納久子

わたる手術を 2 度受けましたが、左肘拘縮等の後遺
症が残りました。

大貴はひとりで買い物のあと、ブックオフの駐車場

入院中は病院側から前回同様に家族が付き添うよ

で倒れました。心室細動でした。当時 23 歳、社会人

うにと言われ、4 ヶ月間病院暮らしでした。当時高

になってちょうど１年経った頃でした。

二だった三男のお弁当は主人が毎日作ってくれまし

通りがかった人に見つけてもらい、店員に救急車

た。

を呼んでもらって大垣市民病院に救急搬送されまし

大貴は看護師さんのお世話になるのを嫌がり、暴

た。駆けつけた救急隊により AED で蘇生されました

力があったので、食事や下の世話や着替え等の身の

が、約 10 分間の心肺停止のため低酸素脳症になり高

回りのことは家族でやりました。特に注射針を怖が

次脳機能障害が残りました。それまで健康診断で心

り、噛みついたり大暴れするので大変でした。

電図を撮ったことはありましたが不整脈と言われた

同年 11 月、車椅子を使って自宅に退院しました。

ことはなく、心臓に異常があると言われたこともあ

それ以後は整形外科のリハビリに通院しました。突

りませんでした。

然、暴力をふるったりするので、私も隣に座って顔

入院中は点滴の管や心電図のモニターを取ってしま

色を見ながらリハビリをやりました。嫌がって途中

ったり、会話ができず思いが伝わらないためか大声

で帰ってしまうことも多かったのですが、週に 1 回、

を出したり暴力を振るったり、徘徊したりしました。

１年間、通いました。

循環器内科の担当医に ICD(埋込み型除細動器)の手

7 月の転落以来、暴力がひどくなりました。ICD

術を薦められましたが、術後に器械やリードを定着

埋め込み後だったので MRI を撮ることができずよ

させるため１週間ほど体を動かせず左腕を体に固定

くわかりませんが、転落した時にさらに脳に傷を受

しておくことができないと想像できたので埋め込み

けたのかもしれないと思いました。

をためらいました。でも再発の可能性があるからす
ぐやった方がいいと言われ手術しました。術後、動

作業所を手伝うことも

きたがって暴れる大貴を押さえるのは大変でした。

心臓の方は ICD のメンテナンスに定期的に通院し

翌月の 5 月退院して自宅療養になりました。それ

ています。今のところ大した不整脈もなく再発もあ

まで大貴は知的障害者施設で介護の仕事をしていま

りません。ICD のメンテナンスは、レントゲン・心

したが退職しました。私も 15 年以上勤めたパートを

電図・ICD のデータ送信・先生の診察と時間がかか

辞めました。

ります。待つことが苦手で機嫌が悪くなってしまう
ことがよくあり、仕方ないので何日かに分けてやっ

追い討ちをかけるように

てもらいます。

自宅療養中の同年 7 月半ば、大貴を連れて高校球

ICD 埋め込みによって、携帯電話の使い方など生

児だった弟の試合の応援に行きました。その後、気

活の中で規制される事も出てきました。記憶障害の

持ちが昂ってしまい、３日間眠らず涙をポロポロ流

ため、それらを覚えることができず、家族が配慮し

し、何か闘っているような話ばかりするようになり

ています。

ました。そして、突然、家を飛び出して近所の老人

病気をしてからいろいろなことを不安がるように

ホームに駆け込み、三階へ上がり窓から外に出てし

なり、人混みや騒がしい場所が苦手になってしまい

まい転落しました。再び大垣市民病院に救急搬送さ

行動範囲が狭くなりました。

れました。

リハビリの為に作業所にも通所しました。でもす

骨盤骨折、左上腕骨骨折、左尺骨肘頭骨折、左橈

ぐに帰りたがったり、作業が嫌で暴力が出たりして

骨頸部骨折、右踵骨骨折の大けがでした。9 時間に

継続することができませんでした。最初の作業所は
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2014 年 1 月から 2015 年 4 月まで、２つ目の作業所

課です。午前と午後１時間程出かけます。公園に行

は 2015 年 4 月から同年 12 月まで契約しました。以

って散歩したり、本が好きなので図書館や本屋に行

後は何も支援を受けず、家族で助けながら生活して

ったりします。

います。

自転車にも乗れます。中学から 10 年間乗った自転

元々、障害者施設で働いていたので、調子のいい

車が壊れてしまい、違う自転車だと覚えられなくて

日はそちらにボランティアで参加して作業を手伝う

自分の自転車がわからなくなるので、色も形も同じ

ことにしています。お世話していた利用者さんが慕

自転車を探して取り寄せました。

ってくださったり、覚えている職員さんと話したり

家では食事の配膳や自分の食器洗い、洗濯物の取

する中で、人と関わりたいという気持ちがもっと育

り込み、猫の世話をしています。気持ちを安定させ

ってくれたらと思います。

るのに良いと聞いて２年前から猫を飼い始めました。

私から「利用者さんが待ってみえるよ。」と声を掛け

猫には、家族みんなが癒されています。

てやる気を出させるようにして

ココナッツオイルや中鎖脂肪酸など、良いと聞いた

いるのですが、息子の調子には波があって、数回行

ものは取り入れています。最近はアロマオイルが海

っては、何ヵ月も行かなくなるというのを繰り返し

馬に良いと薦められて使っています。息子には、家

ている状態です。

事を一緒にやりながら少しずつできることを増やし、

施設には私も一緒に行き、作業の時は私も隣に座

達成感を味わい、自信をつけてほしいです。

ってやります。左腕が不自由になってしまったので

最近の大貴は、案ずるより産むが易し、という感じ

細かいことができず、２年位前はすぐ「疲れた」と

もあります。不安だったけどやってみたらけっこう

言っていましたが、最近は少しは根気が続くように

できた、ということも続きました

なりました。作業をやりたくない日は、ドライブに

過去を振り返ると、あの時こうしていれば良かった

行かれるグループと公園で合流して、大貴が利用者

とか、つい、後悔ばかりしてしまい、私の中には、

さんの手を引いて散歩することもあります。

いまだに現実を受け入れられない気持ちもあります
が、それでも、現実は、現実。息子には、毎日を、

楽しいと思って生活してくれるのが願い
普段の生活は、親の運転でドライブすることが日

穏やかに、楽しいと思って生活してくれるようにと
願っています。
お世話

リハ医

師2人

ワッシ

回復祈願（京都吉田神社で）2014 年

になっ

た
も裸で

ョイ！

節分の裸祭り
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TOPICS
高次脳機能障害普及支援事業全国協議会
６月 28 日、平成 29 年度の第一回高次脳機能障害普及支援事業全国協議会が国立障害者リハビリテーシ
ョンセンター（国リハ）にて開催された。資料によると、厚生労働省平成 29 年度の「障害福祉サービス関
係費（自立支援給付費＋障害児措置費・給付費＋地域生活支援事業費等」は、１兆 2,231 億円。これは障
害児・障害者が地域や住みなれた場所で暮らすために必要な障害福祉サービスや障害児支援を総合的に確
保するというもので、うち、「地域生活支援事業等の拡充」は、488 億円、平成 29 年度分の国リハの「高
次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業の予算」は 1000 万円ということである。
国リハでは、厚生労働科学研究費による「社会的行動障害による社会参加困難者への対応に関する研究」
が開始されていて、滋賀、大阪、京都、奈良で事例収集・調査が行われている。国リハの高次脳機能障害
者情報・支援センター長は、中島八十一氏から、深津玲子氏に交代、新体制となった。
（田辺）

日野原氏逝去
高齢者がいつまでも活躍できる社会づくりを提唱した聖路加国際病院名誉院長の
日野原重明氏が 7 月 18 日、呼吸不全のため 105 歳で亡くなられた。現役医師として
の勤務は 70 年余りという。100 歳を超えてなお、マスコミにもしばしば登場し、高
齢化社会を生きる人々を励ましてきた。
2011 年６月、永年、サークルエコーをご支援くださっている「東京パイロットク
ラブ」の 60 周年式典に招かれたとき、なんと氏の隣席に私の名札があった。「息子が
高次脳機能障害で」とお話したら、即座に「で、原因は？」とお尋ねになった。「は
あ？コウジノウとは？」と聞かれるだろうと思っていた私はびっくりしたのであった。合掌。（田辺）

アジサイ（⾹）

うちわ（幸雄）
「指談」の試みの中で
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（敬称略）

印刷・発送作業・・・・武蔵野プレイス
（⽥辺 2、⻄⽥２、⾼橋２、⽥川３、村⽥、井上、⼩島、廖、仲栄真）

03/26 映画「フラッシュバックメモリーズ」トーク＋GOMA ライブ・・・調布市：たづくり（⽥辺、井上）
04/09 ホームページ調整作業（HP ソフト修正他）・・・武蔵野：⾼橋宅（⽥辺、⾼橋２、G ⽒、S ⽒）
04/15 世話⼈会（合宿、会報 66 号打合せ）& 上⾕⼾ウォーク・・稲城市：⽥辺宅(⽥辺２、⻄⽥２、⾼橋２)
04/27 会計監査・・・横須賀市・⽥川宅（⻄⽥ 2、⾼橋２、⽥川３、廖、⾼橋ま）
05/06 エコー会報新担当と打合せ・・・稲城市：⽥辺宅(⽥辺２、⻄⽥２、栗原３)
05/13

いなぎ⾼次脳機能障害みんなの集い・・・稲城市社協（⽥辺２）

05/14 TKK 第１回⾼次脳機能障害実践的アプローチ講習会・・・港区：慈恵⼤⻄新橋校（⽥辺、⾼橋２）
05/18 合宿地下⾒・・熱海市：グランビュ－熱海＆三島スカイウォーク（⽥辺２、⻄⽥２、⾼橋２、⽥川ま）
05/24 合宿他打合せ・・・稲城市：⽥辺宅(⽥辺、⻄⽥２、⾼橋２)
05/27 津久井やまゆり事件を考える相模原集会・・・相模原市：産業会館（⽥辺）
06/14 東京パイロットクラブ「寄付⾦贈呈式」・・・⽂京区：シビックホール（⽥辺）
06/17 いなぎ⾼次脳機能障害みんなの集い・・・稲城市社協（⽥辺２）
06/18 TKK 理事会・総会・・・調布市：あくろす（⽥辺、⾼橋２）
06/23 東京都⾼次脳機能障害⽀援普及事業・29 年度第１回南多摩連絡会：⻄⼋王⼦・・南多摩病院（⽥辺）
06/25 TKK 医療および家族相談会・・・新宿区：東京都⼼⾝障害者福祉センター（⽥辺）
06/25 TKK15 周年⾏事実⾏委員会：新宿区：東京セントラルユースホステル飯⽥橋会議室（⽥辺、⾼橋２）
06/28~29 熱海合宿＆懇親会・・・熱海市：合宿「グランビュー熱海」、懇親会「笑笑」
（⽥辺２、豊⽥２、⻄⽥２、⾼橋２、⽥川３、愛３、⾼橋ま）、⾚塚、福島、Y さん２
07/08

いなぎ⾼次脳機能障害みんなの集い・・・稲城市社協（⽥辺２）

・TKK ⾼次脳機能障害相談・⽀援室

狛江市：慈恵第三

6/23 …⽥辺

7/14…⾼橋

・マリン横須賀

久⾥浜：ゆんるり

4/16、5/21、6/18、7/16…⽥川
4/16、6/18、7/16…愛

●総会報告
６⽉ 28 ⽇、熱海市での合宿で定期総会がありました。
活動報告、決算報告のあと、任期満了により役員の
改選がありました。
代 表・・・・⽥辺和⼦（留任）
副代表・・・・豊⽥幸⼦（留任）、⾼橋俊夫（留任）
幹 事・・・・総務＝⻄⽥孝次（留任）、
愛 恭輔（新任）、愛 敬⼦（新任）
会計＝⻄⽥宏美（留任）
会計監査・・・⽥川三枝⼦（留任）

−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−

4 月 15 日、稲城市の田辺宅でコア会議。終了後、近くの上谷戸公
園へ散歩へ。コイノボリが翻り、ツネヨさんもヨシもダイも目を丸
くしていました。小川のせせらぎをながめ、水車小屋をぐるり。会
議のあとの息抜きのひとときでした。（田辺）
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NPO 法⼈東京⾼次脳機能障害協議会（TKK）からのお知らせ
●TKK 発⾜ 15 周年
NPO 法⼈設⽴ 10 周年記念講演会
・⽇時：平成 29 年 8 ⽉ 27 ⽇(⽇) 12:00〜17:40
・会場：浜離宮朝⽇ホール
・参加費(資料代)：１⼈(または、当事者と付添いの⽅１⼈の１組) 1,000 円
① 開会（挨拶・TKK 加盟の各団体の活動をご紹介）13:00〜14:20
② 記念講演 [突然 妻が倒れたら] 14:20〜15:30 質疑応答含む
〜家族の視点から語る介護⽣活と社会の⽀え⽅〜
講師：松本 ⽅哉(まつもと まさや)⽒ （フジテレビ解説委員、ジャーナリスト）
③対談 [ご本⼈たちに伺う〜脳損傷からの回復] 15:50〜17:20
対談１：⻑⾕川 幹⽒(三軒茶屋リハクリニック/医師/TKK 医療顧問)／当事者（原因：脳卒中）
対談２：渡邉
修⽒(慈恵医⼤第三病院リハ科/医師/TKK 医療顧問)／当事者（原因：頭部外傷)
●2017 年度 ⾼次脳機能障害実践的アプローチ講習会（全２回シリーズ第２回）の開催
・⽇時：2017 年 11 ⽉ 26 ⽇ (⽇)10:45〜17:00
・会場：東京慈恵会医科⼤学⻄新橋校 ⼤学 1 号館
・受講料：1 回 5,000 円（資料代込）
①渡邉 修⽒ 慈恵医⼤第三病院/医師 [エビデンスに基づく前頭葉損傷のリハビリテーション]
②太⽥令⼦⽒ 千葉ﾘﾊ/⾼次脳機能障害⽀援ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ/⼼理⼠[⼩児の⾼次脳機能障害のある⽅への⽀援]
③野⼝勝則⽒ 国⽴職業ﾘﾊ/職業指導部⻑ [⾼次脳機能障害者への就労⽀援制度と⽀援の状況]
④江村俊平⽒ 永⽣クリニック/⾔語聴覚⼠[事例検討：困難事例について会場の皆さんと討論会]
いずれも詳しくは NPO 法⼈東京⾼次脳機能障害協議会(TKK)ホームページ

http://www.brain-tkk.com

ご⽀援ありがとうございました
2017年４⽉〜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）
中⽥ ⽂枝
綿森 叔⼦
⾨脇 弘⼦
右⽥ 洋⼦
⽥中 栄⼦
鶴⽥
保坂 勝⼦
⽮次 真知⼦
吉⽥ 笄⼦
富⽥ 博樹
⽯川 孝⼦
⾺場
斎藤 紀久男
柴⽥ 玲⼦
⼩川 善道
岩澤 克恵
㈱三輪書店
中内
堺脳損傷協会
細川 瑞⼦
本⼭ 千恵⼦
⼭岸 すみ⼦
神⼭ 悦⼦
佐藤
粉川 靖⼦
⻄⽥ 均
佐藤 明笑
沖 克太郎
宍⼾ ⼤裕
柴崎
中島 久美⼦
清⽔ 桂⼦
伯耆 定代
⽮⽥部 良⼦
先崎 章
荒川
伊藤 憲⼀
⽮⽥ 正幸・光江 ⾦原 美智⼦
鈴⽊ 由加利
上⼭ 睦恵
⾼宗
⼊江 清⼦
増⽥ 基嘉
國井 邦⼦
武⽥ ⼤介
五味⽥ 美恵⼦
古⽊
⻄⽥ 勝
⽥辺 功
北條 代志江
北條 航
北條 ⾶帆
⻘⽊
広川 幸⼦
吉川 ひろみ
村⽥ 淑⼦
中澤 映⼦
⻑⾕川 幹
熊⾕
丸⼭ 重⼦
中條 共⼦
⼭⽥ 春美
佐藤 節⼦
⽯橋 靖⼦
本橋
川⼝ 京⼦
野村 三枝⼦
坊傳 登美⼦
東京パイロットクラブ様より１０万円のご寄付をいただきました。
2015年８月〜11月

成⼦
真⼸
福成
チヨ
祐美
千秋
孝輔
信⼦
円
博⼦
三枝⼦

活動予定

えこーたいむ・・・・・・・・・・・・9/16、11/18
多摩エコー・・・・・・・・・・・・・随時

パイロットウォーク・・・・・・・・・・・・10/1

「編集後記」
・会報デザインをリニューアル。Ayako さんに入っていただき、気分も一新。（Tanabe）
・何年振りかに会報作成をさせていただきました。気分も一新、になっていればいいのですが。（Ayako）
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