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脳損傷・高次脳機能障害

Vol.68 (2018. 3)

びっくりしたこと
（P.12）

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)
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「私の介護観」
サークルエコー
ある日の夕方、何気なくテレビをオンにす
ると、音楽家の小室哲哉氏の記者会見だった。
当初、週刊誌の報道に対するいわば釈明会見
のようなものかと思われたが、やがてそれは
引退表明につながっていくのだった。会見を
聞いているうちに、こちらの古傷がうずきだ
してきた。妻の KEIKO さんが高次脳機能障害
を負われていることを報道で知っていたから、
家庭生活とクリエーターとしての仕事との狭
間での苦悩が痛いほど分る気になっていた。
しかし、その日の番組で、評論家でコメン
テーターのＫ氏が、「疑惑に対する言い訳で、
奥さんの病気を理由にするのは、なんだろう
と思う。奥さんが、小学４年生のドリルを使
っているとか、そんなことをなぜ言う必要が
あるんだ。介護をしながら、それをいいわけ
にしないで働いている全国の人たちが怒る」
というような発言を聴いて頭から湯気が噴き
出す気がした。言い訳にしない、そのことを
表面化しない、だから支援策が進まず、追い
詰められていく人が出てくるんじゃないか。
私が家の場合、20 余年前、次男が重度の高
次脳機能障害者となって、
「 介護者・介護家族」
と呼ばれることが多くなった。しかし、日常
生活のすべてに世話が必要な息子との暮らし
の中でも、私には、
「介護」という意識、感覚
はゼロだった。悲嘆にくれながらも、そして
実際には、衣食住も医療も表現も全介助に違
いなかったのに、
「介護生活」と思うことはな
かった。持病の喘息の大発作で病院に駆け込
んでも、
「指示が受けられない人は診られない」
と追い払う医者に唖然とし、早朝に近くの医
院のドアをたたくなど、まなじりを決しての
日々も続いたが（その老医者に有無を言わせ
ず、車に乗せてわが家に運んできたことさえ
あった。またも呼吸停止寸前であった）、それ
でも、あるのは、
「家族としての暮らし」だと
思っていた。
会の活動をするようになると、しばしば「介
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代表

田辺和子

護負担感の調査」なるものの依頼が来るよう
になった。そのたびに私は、不愉快になり、
「介護負担感とは何？ そんなもの、ありま
せん」と、調査の仲介を断ってしまったこと
が何度もあった。
「負担感」という言葉を聴い
ただけで、エネルギーが吸い取られ、暗い気
持ちになることが腹立たしく、ぶっきらぼう
で失礼な対応をしたことがあったと思う。
障害者と世間の向き合い方を知らなかった
当会発足の頃は、そうした自分の思いは、普
遍的共感されるものと思っていたので、
「か細
い声であっても、ことばとは言えないもので
あっても、彼らの発信をこだまさせ増幅させ
て広げたい」と、会の名を「Echo」とつけた
のだった。「中心は彼ら」「発信源は彼ら」と
いう思いからは、
「介護」という概念は保護主
義的で受け入れがたいものだった。
息子が「介護される」立場に置かれるとし
たら彼が、許さない。
「それより、自分を生き
ろ」と言うに決まっている。
しかし、そんな自分が、大晦日に転倒しす
べてに世話が必要となった母親のところで過
ごした正月のわずか 3 日間、しかも同居の姉
がいる中での補助にすぎない行為を「介護」
と呼ぶことに抵抗がなかったことに、我なが
ら驚いてしまった。これはいったい、どうい
うことなのだろう。
その少し前、12 月 10 日に、一般社団法人
日本ケアラー連盟の「ケアラー条例をつくろ
う」というワークショップに、エコー会員の
玉 木 さ ん と 参 加 し た 。「 日 々 コ ウ ジ 中 」 の 作
家 ・ 柴 本 礼 さ ん は す で に そ こ の 会 員 。 JTBIA
初代理事長の東川悦子さんにも声をかけたの
で、高次脳機能障害関係者が 4 人も参加する
こととなった
何しろ、前述したように、私自身が息子に
対し、
「介護」と考えることをしてこなかった
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ので、
「介護」ということへの向き合い方には
かなり世間とのズレがあったのかもしれない。
この日の会合は、いろんな面で目を開かされ
た思いだった。エコー会員の玉木さんは、最
初から「介護問題」に取り組む姿勢を見せて
おられる。
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サークルエコーとしては、発足 20 周年とな
る今年の秋の合宿のテーマとして議論を進め
るつもりである。私自身は、前述したような
私の思いもふくめ、考えていきたいと思って
いる。
（p5 に関連記事）

「介護」について考えよう！

「悔語（かいご）」からはじまった２０１８年
埼玉県
『頼むからショートステイに行ってくれ！』。
新年を迎えて僕が家内に発した最初の言葉。
そもそも家内は従来より頻尿。冬に入ってど
んどん深刻に。
年末年始５日間は、ヘルパーさんやデイサー
ビスの関係で在宅介護となりましたが、家内
は昼間テレビを見ているか寝ているだけ。子
供と同じで昼間休んでいるので、夜は寝ても
すぐに目が覚めてしまいます。しかも、子供
の頃からの癖か、目が覚めると必ずトイレに
行きたがります。どうしてもそこで僕が起こ
されます。
通常でも、夜床についてから朝起きるまで２
回はトイレに起こされます。それが年末年始
には一晩に４～５回。２時間間隔で起こされ
ました。それがとてもつらかった。
以前、回復期のリハビリ病院から在宅生活に
移る際、家内の夜間頻尿を心配した看護師さ
んから「大変ですよ。無理しないように」と
の声をかけられました。
「僕も夜は何回かトイ
レにおきますから大丈夫」といったところ、
「自分で起きるのと起こされるのは違うから
注意して」とのアドバイスをいただいたのを
思い出されました。

玉木和彦

よくあることではありますが、なにぶん新年
早々のことでもあり、とてもいたたまれない
気持ちでいっぱいになりました。
スウェーデンの教科書に感動！
そんな折、田辺さんからご紹介いただいたス
ウエーデンの教科書（『あなた自身の社会 ス
ウェーデンの中学教科書』新評論 川上邦夫
訳）を手にしました。気持ちが沈んでいた中
での読書でしたが、あまりの新鮮な内容に感
動し、一気に読み終えました。
お国柄の違いもあるとは思いますが、いわゆ
る社会科、というより道徳の教科書みたいな
もの？「個人と社会の関係性」をあらわした
ものであるだけでなく、課題となる事例につ
いて「みんなで考えよう」
「あなたはどう思う
か」など、必ず「自分で考える」という行為
を推奨していたのが印象的でした。
中でも「私たちの社会保障」という章の「た
くさんの障害者がいる」という一節はとても
感動しました。

『障害者にたいして好奇心を示したり、同情
したり、過剰に保護することは容易です。し
しかし、思わず発してしまったこの言葉。
かし、彼らのほとんどは、そうしたことを求
その後に、大きな自己嫌悪を覚えました。
めてはいないのです。彼らが欲しいのは私た
ちそのものであって、私たちの慈悲ではない
本当に自分は介護する資格があるのだろうか。 のです。私たちの中の誰かと一緒にいたいの
です』
「介護」ならぬ「悔語（かいご）」の瞬間でし
た。
当たり前のことと感じられる方も多くおられ
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ると思います。
が、
「一緒に」という単語、僕の心に強く突き
刺さりました。
家内のように重度の障害を抱えている人にと
って、自分の思いを直接言葉に発することは
できなくても、意識の中では、家族、夫婦、
兄弟、友人････････自分にとっての絆を強く
感じている。それを理解することこそ、障害
者を支える「基本のき」なのだと思いました。
もしかすると、これまでの僕の「介護」に対
する考え方が間違っていたのかもしれない。
よく田辺さんが「私には、息子を介護してい
るという思いはない。介護負担感の調査など
と言われると不愉快になる」といわれます。
そもそも「介護する」の英訳は「care for」
(weblio 英 和 和 英 辞 典 )と い う こ と で あ り 、
「〇〇ための世話をする」と考えるならば、
息子さんとは「同志」であるという田辺さん
には、その関係性において、
「介護」というベ
クトルは納得しがたいのでしょう。
「for」から「with」へ
僕たちが誤解しているのは「介護＝介助」と
いう、いわゆる介護保険サービスの枠内でし
か「介護」をとらえていないことだと思いま
す。
福祉先進国のスウェーデンに「介護」を学ぶ
とすれば、
「for」から「with」へと発想を転換すること
だと思います。
learn with（一緒に学ぶ） work with（一緒
に働く）
play with（一緒に遊ぶ） enjoy with（一
緒に楽しむ）……。
つまり、生活の中に「介護」があるという発
想をもつことです。
「一緒に生活する」中から自然発生的に介護
が生まれると言い換えてもいいと思います。
当然、そこには身体の介助もあるでしょう。
日常生活行動をお手伝いすることもあるでし
ょう。
大切なのは、介護される側とする側の際をな
4
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くすことではないでしょうか。不便ではあっ
ても、一緒に生活する中から、少しでも障害
のない人の暮らしに近づけることが必要だと
思います。
偉そうなことを言ってはいますが、正直言っ
て、僕自身まだまだそこまでの境地に至って
いません。
ただ、意識してチャレンジは始めています。
ちなみにうちの家内は、来週、家内の妹に、
中村雅俊さんのコンサートに連れて行っても
らいます。頻尿が気になるところではありま
すが、妹と姪っ子と楽しんでもらったらと思
います。
家では家内の「書」をためています。書道を
通じて力の強弱のコントロールができるよう
になればと思っています。将来的にはちょっ
とした作品展を開きたいとも考えています。
一方で、僕は老後をにらんでハーモニカを練
習中。今はへたくそですが本気でプロを目指
しています。そして、いつでもどこでもホー
ムコンサートができるようにしたいと思って
います。
このように、日々の生活を通じて、家内と一
緒に介護を楽しんでいきたい。これが僕の考
える介護です。
「悔語」から「皆娯」へ
新春の通信会社 au とソフトバンクの CM は、
僕にとってとても意味深いものでした。
ご覧になられた方も多いと思います。
au は「（一緒に）笑おう」。
ソフトバンクは「（まあ）いいじゃないか」。
両社のこの CM。
僕のこれまでの介護生活に「もっと肩の力を
抜いていこうぜ！」と、強いメッセージをも
らったように思いました。
「悔語」から「皆娯（かいご）」へ。
決して力むことなく、一緒に日々の生活を楽
しめる介護。
そんな介護生活を追い求めて、創意工夫、試
行錯誤の毎日です。
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ケアラーフォーラムに参加
１２月１０日（土）、東京文京区の「全水道会館」で、社団法人日本ケアラー連盟主催の「2017
ケアラーフォーラム」が開催され、エコーから、玉木、田辺が初参加しました。日本ケアラー連
盟は、2010 年発足、講演会を開いたり、介護者についての全国調査などを実施されています。
この日は、「介護者支援条例をつくろう」という集まり。条例の作り方について、法学部教授
の講演、市議や各地で条例制定に向けて活動されている方々の活動や現状についてのお話のあと、
参加者は、各５名ほどの５，６組のグループに分かれてワークショップ。私のグループは、市議
さん２名、NPO 活動家、大学生、私の５名。それぞれがポストイット１枚に１個、条例に必要
と思われる項目を書き、模造紙にどんどん貼り付けていきます。みんな（私も）５、６枚書いて、
貼り付けると、大きな模造紙いっぱいになりました。その大きな模造紙を抱え、各グループの代
表が前に出て発表しました。私のグループの女性市議さんのテキパキとしたまとめに感心しまし
た。日ごろから「介護」への関心を示されている
エコーの玉木さんは、別のグループの代表として
手際よい発表をされました。このフォーラムに参
加し「介護」にまつわる広範な問題を知ることが
でき、また、高次脳機能障害関係者が 4 人も参加
したことで、この会で高次脳機能障害への理解も
進めばと思いました。
（田辺）
※ケアラー連盟による全国調査の結果、見えてきたこととして、下記のことがあげられ、介護者の支援は、最
早国民的な課題であると訴えています。
1.
2.
3.
4.

5 世帯に 1 世帯は在宅で介護（ケア）をしている人がいる
4 人に 1 人は複数の人の介護（ケア）をしている
高齢者や男性、未婚、働き盛りの介護者、育児と介護の両方を担う人、なども増えており、想像以
上に幅広いケアラーが存在している
2 人に 1 人は身体の不調を感じ、4 人に 1 人以上は心の不調を感じている

※日本ケアラー連盟：2016 年発足。家族等の無償の介護者を支援するための調査研究、政策提言活動を行っている。

今、障害者作品展@⼭梨県に出品、審査中の絵です。
下の⽅にうさぎさん、上の⽅に⻲、たぬき他がいます。
森の中の出来事を⾵が伝えているイメージ
（⼭梨県 村⽥遼平）

絵）カオル

詩）その友⼈
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高次脳機能障害を生きること 家族・専門職との関係を通じて

「日々の様子を記録した母の服薬レポートが役立った」
豊田 香／豊田 幸子／粉川 進（愛知県精神医療センター病院院長）／長谷川 幹（三軒茶屋リハビリテーションクリニック院長）
三輪書店「地域リハビリテーション」 第 12 巻第 5 号 2017 年 5 月

受傷（プールで溺れて）後、起こったこと
長谷川 豊田香さんを中心に話を進めていきます。今の状
態になられた頃の記憶はありますか。いつ頃どうだったか。
自由にお話していただけますか。
豊田香（以下、香） 私が覚えているのは、市立病院で息
を吹き返したということ。恐くて、ベッドのところに注射器とか
ペースメーカーとかあって、トイレに行きたくなったのに行
かせてもらえなくて……。
豊田幸子（以下、母） 創作が入っている。
長谷川 いいですよ自由に話して。
香 トイレがわからなくて間に合わなかった。場所を覚えら
れないからって看護師さんがトイレの場所にピンクのリボン
を付けてくれて……。でも次の日にリボンが赤くなっていて、
何だろうって思った。
長谷川 そうですか、トイレのことは鮮明に覚えているんで
すね。意識が戻ったのは、何でわかったの？
香 喉がカラカラに乾いちゃって。
長谷川 その病院の次にどこに行きました？
香 精神科のクリニックに行っていました。
長谷川 何歳頃？
香 それは 20 歳過ぎて、もしかしたら 26 ぐらいかな。
長谷川 プロフィールによると事故が 22 歳で、最初の病院
にいて。
香 自分は何歳なのかも年齢もわからない。
長谷川 ああそうなのね。今の年齢とかもよくはわからな
い？
香 今は 47〜49 ぐらい。多分ですよ。
長谷川 今、自分の中で記憶はどうなの？
香 手帳を見ながらしかしゃべれない。
長谷川 気持ち的に浮き沈みというか、時々怒りっぽくなる
ことはありますか？
香 ああそうです。イライラした時とか。
長谷川 どういう時にイライラする？
香 知らない人に急にものを聞かれたりして、知らないのに
何で聞くの？ と思ってしまって、カチンときちゃって、わぁ
ーっとなっちゃうんですよ。言えなくて。
長谷川 粉川先生と初めてお会いしたのは覚えている？
長谷川 いつ頃か覚えている？
母 もう 8 年ぐらいになりますね。
長谷川 粉川先生の所に行くきっかけは何だったんです
か？
母 そこに至るまでには経緯がいろいろありました。香は製
菓専門学校を卒業後、ケーキ職人になる夢を目指して就職
しましたが、挫折。そのショックでうつ状態になりました。
それで、香は精神科医の治療を受けながら、再びケーキ
職人の道を目指して体力作りを始めたいと医師の許可を取
り、スポーツジムのプールに通い始めたんですが、1994
6
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年にそのプールで仮死状態（原因は不明）でプールに浮い
ているところを他の利用者が発見し、救急搬送されました。
一命を取り留めましたが低酸素脳症による高次脳機能障害
で注意障害、遂行機能障害、記憶障害、行動と感情の障害
など重度の後遺障害が残りました。
受傷後１年半が過ぎた頃、香は自分が以前の自分とは違
うことに気づき始め、精神異常に陥りました。精神科の治療
を受けましたが、当時は高次脳機能障害という言葉も知ら
れてなかったし、その症状は一進一退を続けてました。
1999 年に、A リハビリセンターにたどり着き、通院仲間や
サークルエコーと出会うことができて、高次脳機能障害の情
報も増えました。香の障害は重く、手足がバラバラに激しく
動いて自分で止められない、不随意運動のような状態が起
こり、最悪な状態が１カ月以上も続いたりしてました。それで、
2002 年には東京の国立精神神経センターで検査を受けた
り、また、精神科の薬の副作用が原因でさまざまな症状が
出ているのではないかと大阪のクリニックも受診したりしまし
た。その結果、薬の調整が必要なことを確信し、高次脳機
能障害を理解してくれる精神科医を捜し求め、やっと粉川
先生とめぐり会うことができました。2008 年に先生の所に来
るまで受傷から 13 年かかりました。そして、先生にこれまで
の経緯をお話し、薬の調整が始まりました。
粉川先生を受診して
長谷川 粉川先生にお会いしてどうだったんですか？
香 素敵な先生だった（笑）。
粉川 ちがうよ、慣れるまでには時間がかかった。そこから
試行錯誤して。
長谷川 香さんは素敵な先生とおっしゃっているけど、もう８
年ぐらいお付き合いしているんですよね。月１回ぐらいです
か？
粉川 安定しているときは月１回。不安定になると、２週に１
回のペースですね。
長谷川 そうするとかなりの回数ですね。
香 普通に会話できるから心の中の言葉まで話せる。すごく
信頼しています。
長谷川 そこまで話せる先生とはなかなか出会いが少なか
ったのですか？
香 はい、危ないとこは話してないけど、心の中の言葉はち
ゃんと、きついとか心が痛いとか、そういうことを話せます。
お母さんと一緒に。
長谷川 そうすると、お話をいろいろ返していただいたり。
香 そうですよ。いろいろ返してくださるからしゃべりやすく
なってきた。
長谷川 そのへんは何となく記憶に残っているの？
香 はい。
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母 調子が悪くて連れて行っているのに、先生の前に出る
とにこやかになる。よっぽど変なときは別ですけど。ちょっと
調子が悪くて苦虫を潰したような顔をしているのに、先生の
所に行くとにこやかになるから、私の話していることがちょっ
と……。
長谷川 わかります。違うことを言っているのではと一瞬思
われるような。
香 先生にお会いすると、ほっとするんです。
母 調子が悪いと粉川先生の所へ連れて行ってと言うもの
ね。
香 先生に会えるだけで、ほっとしちゃって涙を流したくな
るし、笑いが、ぶわーっと出る時もあるし。だから感情のコン
トロールがよくなるんです。
長谷川 薬は、前はたくさん出されていたということだけれ
ど、だんだん少なくなったんですか。
粉川 そうですね。必要最小限にできたという感じですね。
長谷川 薬以外に記憶の障害がある人に対して、こういうふ
うに考えていったらいいというのはありますか？
粉川 香さんに限らず。障害自体は何か直接関与して、ぐ
っと障害を減らすということは難しい。彼女が何をしたいの
か、何を求めているのか、それをなんとか実現するにはどう
すればいいか、いつも考えているのは大体そういうことです
ね。で、香さんがいま一番したいことは、フランスへ行きた
いということ。
フランスに行きたい理由
長谷川 香さんはフランスに行きたいのは、なぜですか？
香 フランスのお菓子を食べてみたいんですよ。
母 もともとお菓子職人を目指していて、卒業した学校にフ
ランス校があったんです。２年目のコースに行くか、フランス
校に行くか選択できたんですが、本人は言葉のわからない
フランスに行くのはちょっと怖いからというので、２年目のコ
ースに行ったんです。でもフランス校への憧れがすごく残
っていて。
長谷川 そうですか。お菓子の職人を目指していたから。そ
れがフランスへ行きたい理由なんですね。
粉川 もうそろそろ行けるんじゃないかな。
香 でも記憶が抜けているから、覚えたフランス語とか全部
忘れて。言葉が出ないんですよ。
長谷川 かなり前だからね。今はどうなの、記憶は少し甦え
ることはあるんじゃない？
香 自己紹介ぐらいはできますよ。
長谷川 ちょっとやってよ。
香 ジュマペール カオリ（Je m’appelle Kaori）
香 でもこれだけじゃ行けませんよね。フランス校の近くのリ
ヨンという町へ行ってみたい。そこで食材とお菓子を食べて
みたい。
長谷川 日本でお菓子づくりを実際やってますか。どういう
のをやっているの？
香 クッキーを作ってます。フレンズハウスっていうところで。
家でもお料理を、ヘルパーさんに教えてもらって。
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長谷川 教えてもらう？
・

・

・

・

香 教えてもらってですよ。てにをはというか、やり方がわ
からないし、自分では名前とか出てこないから。これをやる
とこうなるんだよと、それを何回か繰り返しているうちに上手
になってきて、レシピっていうのはないけど、お互いの気持
ちが合ったものを作って、食べてます。
母 家で作ることが多いですね。
長谷川 レシピを目の前において、記憶を補って作れると
いうことはあり得ます？ まだそこまではいかない？ 材料
はどういうものなの？
香 タマネギ、キャベツと人参とシメジともやしで、炒める。
粉川 それ何の料理？
香 野菜炒め（笑）。
長谷川 クッキーは？
香 小麦粉と卵とバターとベーキングパウダーと砂糖で作っ
てる。
長谷川 材料をそれだけ覚えていると、少し練習すればで
きるんじゃない？
香 いけると思うけど、自信がなくて。
粉川 実際に作るときは、教えてもらって自分で計るのか、
計ってもらうのかどっち？
香 計ってもらってやってますね。
母 計ってもらってる？ ヘルパーさんとやるときは指示は
してくれるけど、手を動かすのは全部自分でやってるよ。記
憶の問題でどこまでやったかがわからないので、私とやると
きは向かい合って作り、私がやっているのを見て全部自分
でできる。昨日も作ったよ。
粉川 やっぱり手順がどこまで進んだかすぐ忘れてしまい
ますか。
母 すぐ忘れて、何度もレシピを読んでいるうちにパニクる
ので作りたくなくなる。
クッキー作りがうまくいくとき
長谷川 クッキーを作るとき、記憶の問題があるから、どこま
でやったか混乱するということだけど。
香 混乱もするし、根気がなくなって、自分がやりたいもの
が何だかがわからなくなる……。寝てればいいのかなみた
いな。
長谷川 クッキーや料理をするときはどのくらい根気は続く
んですか。15 分ぐらい？
香 ほとんどないの。やる気が出たらやるんです。
長谷川 やる気が出るとどのくらい根気が続くんですか？
香 一日でも（笑）
母 フレンズハウスでボランティアさんとクッキーを作ります
が、10 時半ぐらいから 16 時近くまでやるんです。好きだか
らです。
長谷川 そうすると 3〜4 時間やっているみたいだよ。
香 元気がいいとできる。
長谷川 3〜4 時間クッキーづくりをやると疲れはどうです
か？
香 すっごく疲れて親にいろいろ言ってしまう。特に父にす
ごい剣幕で言ってしまうんです。
長谷川 どんなことを言うの？
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香 できないのに何を言うの！ みたいいな悪口を。
香 それを親にぶつけてしまう。喧嘩になっちゃう。
粉川 それも波があるよね。
母 あるある。いい時と悪い時と。
長谷川 疲れるとイライラするというのは、そのへんのコント
ロールは周りが注意するといいんですが、難しいですか？
粉川 難しいだろうね。
母 やりたいのを止めさせるわけにはいかないし……。
粉川 まあ、多少ぶつけてもいいんじゃないですか。お父さ
んには特にシビアに出るときがあるね。
香 何でだろう。
母 私には来ませんね。何時も一緒にいて面倒見ているし、
悪いときは親子で格闘もしますから。そういう時お父さんは
スーッと自分の部屋に行って、かかわらないようにするんで
すね。夫と私の香に対する対応が違って、私を怒らせると
自分に響くというのが何となくわかっているから、調子が悪く
なると優しいお父さんのところにいく。昔からお父さん子だ
ったので。
香 お母さんに当たったら最後、恐いことになりますから
ね。
長谷川 そこはうまく、優しいお父さんのところにいくわけね。
使い分けているわけだ。両親以外にはそのイライラはいか
ない？
母 ありますけれども、両親に対するようなことはない。
長谷川 第三者に対しては抑制をかけている。さすが、よく
判断されているじゃないですか。
薬のこと
長谷川 お母さんから薬についての苦労を聞かれた時、粉
川先生はどうされたのか、教えていただけますか？
粉川 考えたのは、高次脳機能障害に伴うすべての症状、
課題を薬でコントロールすることはできないので、香さんが
持つ症状、課題の中で薬が効きそうな部分はどこだろうか、
要するに薬物療法のターゲットは何かということでした。そし
てもうひとつ考えたことは、一般的に高次脳機能障害は薬
に敏感、つまり副作用が出やすいことが多いため、なるべく
少ない種類と量の薬で対応しようということでした。これは当
たり前のことで、少しも特別なことではありません。ただ、医
師は何とか患者さんの持つ症状を少しでも良くしようと本能
的に欲張ってしまうので、その結果つい薬の種類や量が増
えてしまうということがあります。香さんの薬物療法のターゲ
ットは、頭が妙に回転しすぎたり、怒りっぽくなったり、落ち
込んで元気がなくなること、あるいはそれらが入り混じって
出ることなどでした。また、そういう傾向が脳の障害を負う前
からあったということもわかりました。
お母さんは、香さんの様子を具体的なレポートにまとめて
診察時に持ってきてくれます。そのレポートは薬物療法の
ターゲットを明確化していくうえでとても参考になりました。
またレポートには、香さんがどんなことに興味や関心を持ち、
どんな強みを持っているかが書かれており、日々の暮らし
ぶりを想起させるところもあって、読んでいて楽しいもので
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もあります。そうそう、このレポートは、香さんの状態が良い
と短くなるのですが、調子が悪いときにはとても長くなること
もあって、そういうときは読ませていただくのに骨が折れるこ
ともありました（笑）。
試行錯誤を繰り返し、香さんの薬物療法がある程度うまく
いくようになるまでかなり時間がかかりました。最終的には、
中等量の気分調整剤を１つと、１種類の抗精神病薬少量を
毎日服用し、必要に応じて睡眠導入剤と抗不安薬を頓服と
して服用するという形に落ち着きましたが、そこに至るまで
に２〜３年ほどかかりました。香さんもお母さんも、根気よく
薬の調整に付き合ってくれました。もっと早く調整できれば
よかったと申し訳なく思いますが、一方では焦って調整・変
更を繰り返すとうまくいかないことも多いですので、やむを
得ない期間だったとも考えます。
匂いと味に敏感になった
長谷川 香さん、匂いはどうですか？ 粉川 敏感ですね。
長谷川 ケーキとか野菜炒めを作る時の匂いはどうなの？
香 料理のほうの匂いは気にならないです。
長谷川 食物の匂いは大丈夫なんだ。
母 自分の好ましいものにはいいけど、でも嫌いなものは
超敏感です。辛い匂いだとか、コショウだとか唐辛子とかそ
ういうものすごく嫌がる。香はもともと絵が好きだったんです
が、事故のあと、味覚・聴覚・嗅覚が非常に敏感になって、
油絵の絵具の匂いがダメで描けなくなって、それで絵の代
わりに押し花とか絵手紙を教えてもらうようになった。
長谷川 匂いが敏感になるというのは症状ですか？
粉川 躁うつ病の人に普通に見られることではないが、むし
ろ高次機能障害の人でそういう人は何人か、匂いだったり
音だったり、光だったり、特定の刺激に対して過敏な人はい
らっしゃいます。
長谷川 逆に敏感だから、ケーキとか、クッキーの繊細な味
がわかるかもしれないね。
香 わかるけどこれ違うんじゃない？ という味がきた時、す
っごい怖いことになっちゃうんですよ、自分自身。「このお
菓子にこのお茶はないでしょう」みたいな感じになる。
長谷川 そういうことってあるんですね。それがうまくかみ合
ってくると、あなたは独特な味を作れるかもしれない
粉川 いいかもしれない（笑）。うまくいけば味のあるパティ
シエになるかも。
長谷川 そういうプラスの方向に向かうかもしれない。
長谷川 普通の人にはこれくらいしかわからない味が、あな
たはこのぐらいまでわかる。その細かいところがわかったら、
その独特の味が出るという……。
母 食事の時でも、私は普通に醤油かけたり味噌をつけた
りして食べるぐらいですが、いろいろな調味料を出してきま
す。鉄板で焼いたりしたものにもいろいろなものをつけて食
べますね。やってみると「いけるね」という感じで、結構いろ
いろなものを試そうとします。
長谷川 何か挑戦している感じがするね。
（次号に続く）
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息子がボランティア講座の講師に
横浜市

西田宏美

-11 月 26 日 、神奈川県川崎市新城の「メサグランテ」で開かれた「障がい者スポーツボラン
ティア養成講座」に、2001 年から 8 年間お世話になったフリ―スペ―ス 「あゆたか」の福島誠
先生からの依頼で、先生と一緒に当事者講師として参加しました。
先生は何故、息子を講師としたのか？ また資料の表紙に「西田吉廣さんに学ぶ」としたのか？
先生に作って頂いた 24 ペ―ジの資料には、高次脳機能障害になってから 20 年間の色々な方々
の出会いや、お世話になった方々の言葉や写真が載っています。 講座は息子の活動がわかるＤ
ＶＤを見てもらい、資料を参照しながら先生とヨシとの質疑で進められました。休憩時間には、
受講生のひとりの方の似顔絵を描いたり・・。
資料の中に書かれているボランティアに必要な言葉は「障害者だからやってあげる」「ボランテ
ィアがしきるのではなく本人にやってもらう」「本人を信頼すること」など印象に残りました。
2 時間にわたる講座は、先生との程よい緊張の中、ヨシは、たんたんと過ごせていたと思います。
このような体験をした息子は、これからも前向きに希望を持って生きていってほしいと思いまし
た。
また、これからどこかで関わって頂けるボランティアさんが、ヨシ達に、どのように関わって
頂けるのか？ 家族も、どのようにかかわっていけばいいのか？ とても
貴重な発表会に参加できたことを大事にしていきたいと思いました。

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

書籍・出版物

「高次脳機能障害」（医療現場から社会をみる）

紹介

著者：山口研一郎

岩波書店

２２００円＋税

長年、当事者や家族、家族会に寄り添いながら、治療やリハビリ、相談に携わってきた著者による、高
次脳機能障害の原因や症状の分析や解説、生活や社会復帰の実情などが述べられています。また、
「医療現
場から社会をみる」の副題にあるように、この障害は、社会構造の縮図であるとして様々な事例をもとに
解説、歴史的な視点での考察も豊富です。
「重度高次脳機能障害者」２５名へのアンケート調査の結果」
（ｐ24）には、
「重度高次脳機能障害者の在
宅ケアは、今や崖っぷちに立たされているという印象を受けた」と書かれ、終章「これからの医療・福祉
を考える（「相模原事件」の衝撃；医療・医学はどこへ向かうのか）」で締めくくられています。 （田辺）

情報誌『ネットワーク

351 号』
2017 年 12 月号 東京ボランティア・市民活動センター 発行 400 円

特集「ひろげよう！社会理解 〜高次脳機能障害の実像と軌跡〜
高次脳機能障害への支援は、同じように「見えにくい障害（疾患）」のある人たちの支援にも通じ、さま
ざまな場面で応用できるのではないだろうか。そんな想いで特集を組みました。
（東京ボランティア活動センター ㏋より）
特集内で、1996 年の国会、厚生省との対話、各団体の立ち上げや活動についてお話しました。 （田辺）
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オレンジポマンダー

障害をもったご本人、介護家族、それぞれの日々の暮らしにはストレスがあることもある
でしょう。近所のハーブ研究家に、ハーブの効用について書いていただきました。私はチン
キを作っていただき愛用しています。
（田辺）
東京都稲城市

阿部啓子

（ハーブ＆アロマ研究家）

「オレンジポマンダー」は、中世ヨーロッパの時代から作られてきた伝統的なハーブ＆スパ
イスのクラフトです。生のオレンジに釘に似た愛らしい形のクローブを刺し、シナモンなど
のパウダーをまぶして乾燥させます。昔も今も細菌やウィルスによる病気は避けることので
きない恐ろしいもののひとつですが、抗生物質などの「薬」がない時代は、殺菌、抗菌、抗
真菌、空気清浄などの作用があるハーブやスパイスの力を利用していました。病気は汚れた
空気、虫たちが運ぶ菌また邪気などによると信じられていましたから、身を守るために持ち
歩いたり、家族の健康の源であるキッチンに虫予防のためや料理が上手になるお呪いとして
飾りました。オレンジにクローブを刺すと果皮からは気持ちが前向きになり元気になる香り
（汁）が飛び出し、ゆっくりとクローブに浸透します。乾燥してからも香りが漂い、作って
いるときに嗅いだ香りの記憶とともに部屋はリラックス＆リフレッシュの空間になります。
▪ クローブ：
日本名は丁子。釘の形に由来します。
抗菌・鎮痛・局所麻酔の作用
▪ シナモン：
日本名はセイロン肉桂
抗菌・抗真菌・抗ウィルス作用
▪ オレンジ：
果皮から出る香りの成分には
緊張や不安を緩和させる働きがあります
（ちょっとおしゃれに飾りましょう）

〈ハーブ バラの楽しみ方〉
赤いバラ（ロサガリカ）のハーブティーは心も身体も落ち着かせてゆったりとした時間に誘
います。このバラは古代から「薬やさんのバラ」と言われ万能薬として利用されてきました。
花に含まれるタンニンの穏やかな収れん作用は、口内や喉の粘膜の炎症、下痢などの不調を
緩和します。その香りは悲嘆や不安、恐れを和らげ気持ちを落ち着かせるといわれます。
「チ
ンキ（リキュール）」は花びらを 35 度以上の蒸留酒に 2 週間から１か月程度漬けて作ります。
ハーブティーには溶けださないバラの成分を余すことなく利用でき、1 年間保存できます。
飲み物に 2，3 滴入れたり、お湯割りや水割りで飲みましょう。好みでハチミツ、砂糖を加
えます。（アルコールの苦手な方はご注意ください。
バラの成分：ビタミン C, E, K 、苦味質(タンニン)有機酸 精油
作 用：神経緊張緩和、収れん、鎮静、皮脂バランス調整
抗うつ、血液浄化、抗菌、抗ウィルス、去痰‥‥
適 応：神経過敏、悲嘆、精神・情緒の不安、不眠、
抑うつ、便秘、下痢、口内炎、風邪‥‥
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11/18 会報 67 号 印刷、発送作業・・・武蔵野プレイス（⽥辺２、⻄⽥２、⾼橋２、⽥川、⽥川真）
11/19 「No problem in 南多摩」関啓⼦ ST 講演会、ポスター発表（サークルエコー）
・・・北野市⺠センター（⽥辺、⾼橋２）
11/26 TKK アプローチ講習会・・・東京新橋：慈恵医科⼤（⽥辺、⾼橋２）
11/26 ボランティア養成講座・・・川崎市：メサグランデ（⻄⽥２、福島）
12/02 いなぎ⾼次脳機能障害者のつどい・・・東京稲城市：（⽥辺２）
12/05 「発達障害と⼦どもの⾼次脳機能障害」栗原まな神奈リハ⼩児科部⻑・・・稲城市：（⽥辺）
12/10 「ケアラー⽀援フォーラム」・・・千代⽥区：全⽔道会館（⽥辺、⽟⽊）
12/10 TKK 定例会・・・新宿:地域センター（⾼橋２）
12/16 「エコークリスマス会」
・・・横須賀市：⽥川宅
（⽥辺２、⻄⽥２、⾼橋２、⽥川三、⽥川真、愛、福島、廖、⾼橋ま、⼤島、⼤島優）
12/23 会報 67 号増刷・・・東京武蔵野：武蔵野プレイス（⻄⽥２、⾼橋２）
12/27 エコー打ち合わせ・・・稲城市：⽥辺宅（⽥辺、⽟⽊）
01/24 TKK 港区研修会・・・港区⽥町：リーブラホール（⽥辺、⾼橋２）
01/28 TKK 医療及び家族相談会・・・狛江市：慈恵第三病院（⽥辺）
01/30 障害者福祉サービス事業所「マイ Way」⾒学&情報交換・・・川崎市：津⽥⼭ (⽥辺、塚下)
01/30 報告/打ち合わせ（⾚塚顧問）・・・川崎市：溝⼝（⽥辺）
01/31 エコー打ち合わせ・・・稲城市：⽥辺宅（⽥辺、⻄⽥２）
02/03 コア打合せ（編集会議他）・・・稲城市：⽥辺宅（⽥辺２、⻄⽥２、⾼橋２）
02/05 サポートセンターロンド⾒学・・・川崎市：登⼾（⻄⽥ 2）
02/07 TKK 港区研修会・・・港区⽥町：リーブラホール（⽥辺、⾼橋２）
02/09 会報打ち合わせ、当事者レク・・・稲城市：⽥辺宅、体育館等（⽥辺２、⻄⽥２）
02/12 TKK アプローチ講習会他案内チラシ発送作業・・・港区南⻘⼭：いきいきプラザ（⾼橋２）
02/17 打合せ（合宿について他）・・・稲城市：⽥辺宅（⽥辺、⻄⽥２、⾼橋２）
02/18 TKK 定例会・・・新宿：地域センター（⾼橋２）
02/26 打合せ（⾼次脳・介護・エコー運営他）・・・新宿：京王デパ（⽥辺、⽟⽊）
02/27 茂⽊健⼀郎/鈴⽊⼤輔トーク（会報取材）・・・世⽥⾕区下北沢：B&B（⽥辺）
02/28 エコーPC 設定（Tcom）・・・稲城市：⽥辺宅（⽥辺 他）
03/07 男性介護者のつどい（仮称）・・・千代⽥区（⽟⽊）
03/08 ⼤牟⽥労災病院廃⽌に伴う確認書履⾏を求める会・・・千代⽥区：参院会館（⽥辺、⽟⽊）
03/08 懇談/情報交換 （⼭⼝⽒、柴本⽒、中村⽒）・・・千代⽥区 （⽥辺、⽟⽊）
03/10 稲城⾼次脳機能障害者のつどい・・・稲城市社会福祉協議会（⽥辺２）
03/10 ビィビィ 10 周年記念・・・新宿区：四⾕区⺠センター（⻄⽥ 2、福島）
03/12 打合せ（会報他）・・・稲城市：⽥辺宅（⽥辺、⻄⽥２、⾼橋２）
03/13 関⻄の会員との打ち合わせ・・・稲城市：⽥辺宅（⽥辺、広⽥）
03/13 神奈リハ相談室統括主査瀧澤さんヒアリング・・・厚⽊市：
（⽟⽊）
03/14 障害者⽀援セミナー（講師：⽯渡和実⽒）
・・・横浜市：健康福祉総合センター（⻄⽥ 2、福島）
03/18 TKK 医療及び家族相談会・・・狛江市：慈恵第三病院（⽥辺）
03/21 調布ドリーム・ドリームサロン⾒学・・・調布市：
（⽥辺、⽟⽊）
03/21 情報交換、廣実教授（帝京⼤）、吉岡ドリーム理事⻑）・・・マクドナルド（⽥辺、⽟⽊）
・TKK ⾼次脳機能障害相談・⽀援室

狛江市：慈恵第三

1/12 …⾼橋

2/9 …⽥辺

・マリン横須賀

久⾥浜：ゆんるり

11/19、12/17、1/21、2/18
…⽥川、愛
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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
●2018 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

2018 年（平成 30 年）

第１回

5 月 27 日（日）

ご支援ありがとうございました
2017年11月〜2018年3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）

中島

香

坂本

智子

岡崎

由紀子

吉田

道子

吉田

笄子

井上

美保子

柴田

玲子

山田

春美

2018年4月〜7月

小林

球記

沢田

真智子

活動予定

えこーたいむ・・・・・・・・・・・・４/20、６/15、7/20
総

会・・・・・・・・・・・・・・・5/20

多摩エコー・・・・・・・・・・・・・随時

入所施設が当人の「心のケア」を依頼した専門家に、ゆったりと手をゆ
だねて文字を書いていたことにびっくりしました。

びっくり
したこと

（母）
→

表紙に写真

しばらく音信がなかった会員の片岡さんから、特大ダンボール３箱のク
ッキー（カントリーマアム）を届けてくれたことにびっくり。クッキー
は、プレゼント用の袋詰めにしてクリスマス会で参加者にプレゼントし
ました。

（母）

ムクドリのネグラはどこへ
1 月、自宅の近くの旧家の銀杏の木には夕方になると
いくつものムクドリの大群が集まってきます。そし
てムクドリだけでなく野生化した緑色のインコの大
群も集まってきます。すさまじい鳴き声と数です。
何日か後、再度見に行くと銀杏の木は伐採され、宿
にしている竹藪まで伐採されていました。鳥たちは
今どこをネグラにしているのでしょう。

（夫）

「編集後記」
・我が家から 10 分も歩くと田園風景が広がる地域があります。昨春、隣人と散歩の途中、満開のサクラに
見とれていたら、主から「お茶でも」と木の下のテーブルに誘われました。この 3 月半ばは、みごとなモ
クレンの下でビール。私は「近くの施設で暮らす息子との散歩のとき、寄ってもいい？」と聞きました。
「ど
うぞ、どうぞ。大歓迎」と言われました。
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