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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。 
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会報「サークルエコー」、平成の時代とともに 

                            共同代表 東京都稲城市 田辺和子  

サークルエコーの会報は、この号で 71号となりました。活動をはじめて 1年余りの 2000年に手作り

の 100部ほどの創刊号を印刷し、つながりのある方々を通して配布しました。2002年、障害者定期刊行

物として安価な郵送料で送れるようになり郵送先を広げました。 

翌 2002年 7月の第 2号のトップ記事は、「活動の場ができました！！」。 渋谷区神宮前の知的障害

者の作業所を毎週土曜日の午前中からお借りして週末の「えこーたいむ」の活動をはじめたことの紹

介。数家族のサークルエコーでしたが、みな一家総出で集い、華やかな原宿をサポーターさんと当事者

とでワイワイと楽しみました。 

サークルエコーがスタートしたときは、高次脳機能障害の診断基準もなかったのですが、やがて厚労

省の高次脳機能障害支援モデル事業がはじまり、診断基準ができ、2006年からは、支援普及事業。全都

道府県に支援拠点が置かれるようになりました。情報も広まり、「低酸素脳症」をキーワードに遠隔地

からも会員が入会するようになると、障害程度が重い上に会員の住まいは全国各地にわたるという特徴

が定着していきました。 

一方、サークルエコーの活動は、原宿で賑やかなウォーキングをしていた時代とは面変り。2007年

秋、神宮前作業所が移転したのをきっかけに活動の場を撤退し、都内や近郊の会員が会員宅にて打ち合

わせをしたり、武蔵野市の武蔵野プレイスで会報の印刷や発送作業をするなど、「えこーたいむ」は会

議/作業の色合いが濃くなっていきました。 

一方、合宿は発足以来、毎年、欠かさぬ行事です。2008年 10月には、山梨県の富士高原ファミリー

ロッジで、エコー設立 10周年行事「大いに語ろう会」を開催しました。テーマは「これからのわたく

しの住まい」。ディスカッションには、TKKの仲間、医師、合宿所近くの行政の方、大学関係者などにも

はいっていただきました。翌年も「どんな住まい方を望むか」がテーマ。当事者たちも独自のグループ

でユニークな「語ろう会」を繰り広げました。 

2014年 10月には、東京都調布市の「たづくり」ホールで 15周年行事。この場で初対面という仲間も

交え、シンポジウム。現状について述べ、「これからの暮らし、住まい」についてディスカッション。

障害をもっての地域での生活が 10年、15年となり、様々な工夫をしながら暮らしているけれど、年齢

を重ねてきているだけに先が見えない不安は一層強くなっていることが分かりました。 

2018年秋、三浦半島での合宿は、20周年を兼ねた「語ろう会」。仲間たちと顔を合わせ、安心し顔が

なごむ当事者たちを横に、親たちは、なかなか先が見えないことに焦燥感を募らせてのディスカッショ

ンとなりました。年に 1度の合宿でしか会えない人も多いのですが、行政が力を入れている就労支援な

どの枠組みにははいれない人がほとんどの会員、家族たちは、日々の暮らしをユーモラスに話す一方、

将来への不安を口々に訴えました。 

この号が出てまもなく、「平成」の時代はおわります。新たな元号のもと、障害者福祉はどのように

展開していくのか、我が家の当事者に安心できる場が作れるのか、待ったなしの当事者と家族たち。 

 

会の活動の報告とともに、様々な問題点も訴えてきました会報「サークルエコー」は、この 71号を最

終号として、ネット経由の発信に切り替えていきます。新たな媒体については新体制での検討。皆さま

からの情報をいただきながら、よりよい形での広報ができればと思っております。これまでのご支援に

感謝申し上げ、今後ともサークルエコーの活動をお見守りいただきますようお願い申し上げます。                            
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会報 最終号に寄せて        顧問 赤塚 光子 

 ｢サークルエコーは、会の活動の形を変える｣、｢会報は今号を最後にする｣、｢ホームページは残し、ネ

ットを使った会員の交流などを行っていく｣決定をしたというご連絡をいただきました。まもなく終わろ

うとしている平成の時代に、仲間同士が支えあい、社会に大きな問題提起を投げかけてきたサークルエ

コー。自分たちがやらなければと、がんばりすぎるほどがんばってきた団体が、これからは、形を変えて

継続していくのですね。 

さまざまな原因で“低酸素脳症”となり、以前の生活とはまったく異なる生活を余儀なくされたご本人や

家族の存在が、サークルエコーによって強く認知されるところとなりました。そして、ご本人や家族がど

のような気持ちでどのような毎日を過ごしているのか、家族では力及ばぬことはどういうことなのか

等々、サークルエコーは当事者でなければできないたくさんの発信をしてきました。そのどれもが、福祉

サービスや福祉そのもののありかた、もっと広く社会のあり方を問うものでした。 

会報は多くの人に届けられ、読まれてきました。それは、社会に働きかけるものであり、多くの人たち

の考え方や生き方にも影響を与えてきたと思います。私も、その一人です。私は、サークルエコー誕生当

時に知り合い、活動に参加させていただいてきましたが、２０年余が経過していました。この年月の間

に、暮らしをめぐる環境は確かに少し変わってきました。けれど、安心できる状況に至っていないこと

も、残念ながら確かなことです。 

サークルエコーの会員であって、会報があって、年に数回は顔を合わせて話をする機会があることなど

は、会員の皆さんにとって、まさに心の拠り所ともいえる心強いものだったのではないかと推察します。 

｢ホームページやネットを使った交流を｣というのは、時代の流れであって、会報に変わる交流や情報

発信の場になるのでしょう。で、直接、顔を合わせる機会はどうなるのでしょうか。これも重要なことで

はないのでは？ 今は、それぞれが自分にとってのサークルエコーの存在というものを、改めて考える

機会でもあるかもしれません。いずれにしろ、サークルエコーを大事にしていっていただきたいと、切に

願うところです。 

東京都武蔵野市 髙橋俊夫 

 会報は今回の 71号が最終号となりますが、寂しさを感じるとともにいろいろなことが思い出されます。 

私は会報制作・発送までの仕事では、主に印刷～発送までの段取り（印刷機や場所の予約、用紙の手配、

印刷作業、郵便局への搬入等）が主な担当でしたが、編集・制作者が不在になった時はパソコンにかじり

つき、目を赤くしながら割り付け作業も行なった時もあります。計 20号担当していました。失敗も多々

あります。田辺代表とはいろいろ意見交換もありましたが、パソコン操作を覚えたことが大きな収穫に

なっています。中でも一番記憶に残っているのは印刷時に一枚写真の部分が印刷されなかった時です。

職員の方の助言で写真を入れ直すことで無事切り抜けられましたが。 

また印刷場所も狛江市の社会福祉協議会、国立（くにたち）市の多摩スポーツセンター、武蔵野市の武蔵

野プレイス等々、いろいろ変わりました。印刷方法も変わりましたね。大きな変化は「コピー印刷」から

データの入ったパソコンを印刷機に繋げて行う「デジタル印刷」に変わったことです。これにより写真の

写りが数段良くなりました。この方法でも「ワード版」を原稿にして刷るのが良いのか「PDF版」が良い

のか、何時か専門家にスッキリした答えを聞きたいところです。いずれにせよ年齢を

重ねたこの時期にこれらの業務が無くなることにホッとしているのが正直なところ

です 

                  千葉県(サポーター) 髙橋まり子 

会報の厚みと重さがエコーの歴史を物語っています。長きに渡り会報発送に携わ

り、大変意義のある良き時間を皆さまと共に過ごさせて頂きました。 

「お疲れさまでした 。 そして  ありがとう！」 
創刊号から 70 号 
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愛知県瀬戸市 豊田幸子 

最終号となる会報には感慨深いものがあります。 

二十数年前、娘がプール事故で低酸素脳症になったとき、「高次脳機能障害」と言う障害名はなく、情報

一つない状態でした。 

それから 6年経った頃、名古屋リハで「記憶障害の若者のリハビリを始めた」とニュースで知り通院を

始めました。そして家族会が出来たと言う情報があり入会を申し込みましたが、「脳外傷の会」で低酸素

の方は入会できないと言われ、がっかりしました。そんな私を気遣い、心理の先生が「東京に低酸素脳症

の家族会が出来たそうで会報が届いていますが読んで見ますか？」とエコー創刊号を手渡して下さいま

した。 

創刊号には立ち上げの思いを書かれた会員の記事が載っておりました。 

『･･・今の医学で一番遅れている分野、リハビリは手探り状態でマニュアルさえもないと言うことだっ

た。もう夢中だった。何かリハビリの手掛かりはないか？毎日の緊張した生活にアドバイスが欲しい。素

人の試行錯誤の日々が息子の回復の手遅れにつながるのでは？という不安と焦りで右往左往するばかり

だった。 

法は常に現実を後追いしていることは誰もが認める事実だった。だからこそ、家に埋もれているのであ

ろう同じ障害者や家族と情報交換したい。お互いの励ましを求めたが、横のつながりは何処にも見つけ

出せなかった。そして私は過労で倒れた。・・・』 

読むほどに「そうよ！そうなのよ！・・・」と共感の思いが湧き上がりました。直ぐに電話をしてエコ

ーの仲間にしてもらったのを昨日のことのように思い出します。 

エコーと繋がったことで会報やエコーメールで情報が入るようになり、遠く離れていても困ったことや

悩みを共有してもらえるようになりました。このことは家族にとって本当にありがたいことでした。共

感できる仲間ができたことで私は強くなる事が出来、地域の仲間と共に当事者の支援をすることも出来

るようになりました。これもエコー創刊号に出会えたからだと感謝しています。 

情報一つない二十年前から思えば、今は情報が溢れかえるほどあります。そのことを思いますとエコー

会報の初期の目的は達せられたのかなと思います。これからはホームページやメールなどで家族の思い

を共有しながら、緩やかな家族会として仲間を思いやるよい関係を続けてゆけたらと思っています。  

 

神奈川県 田川三枝子 

「エコーと出会い、色々な方々と巡り会い、勉強になり、強められた事がたくさんありました。今は主人亡き

後も、会報を通して仲間たちとの交流が一生の宝物となりました。高次脳機能障害との対応がとても難しく少

しでも前に進む事が出来る事を願いつつ、これからはメール等を通して１年のうちで何回か皆様と会える事を

楽しみに過ごして行きたいです。 

                       神奈川県 田川真理子 

亡き父の姿を見ているといつも面白い事を言っていた事が昨日の様に思えます。自分の成長過程の中で、

エコー会報が最終号となると、寂しい気持ちでいっぱいになります。会報が終わりでも、皆様と会える事を

楽しみにしています。  

東京都 仲栄真加代子 

数年前、ひょんな縁で会報発送の助っ人になりました。毎回煩雑な作業に手を動かしながら『この穏やかな

人たちの、どこに強い行動力があるのだろう』と不思議でした。でも、今はわかります。発送作業の手間賃に、

わたしは『壊れものの夫』と生きていく勇気を頂いたのかも知れません。ありがとうございました。 
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「適切な家族介護サポート」のあり方について  
～介護休職を経験して 感じたこと～  

共同代表 埼玉県 玉木和彦   

平成３１年３月１０日をもって１１か月間にも及ぶ介護休職が終了し、無事に復職することとなりま

した。 

そもそも介護休職を選んだのは、自分自身が精神的に追い詰められたからです。主治医の誠意を感じな

い対応から日に日に体調が悪くなる母。いらだちを感じながらの家内の介護。それはとても辛く、時とし

て家内に罵詈雑言を浴びせたり、一時期はネグレクト（介護放棄）の一歩手前まで来てしまいました。こ

うした自分を客観的にみるにあたり、とても仕事はできないと判断。心身を休ませ介護にも看護にも余

裕をもたせようと休職を願い出ました。 

残念ながら６月に母は他界してしまいましたが、以後、家内の介護について冷静に考えることができま

した。痛感したのは、在宅介護生活５年を経験しいろいろ勉強してきたにもかかわらず、介護について

「知ってるつもり」ということがいかに多かったかということ。 

例えば、家内（高次脳機能障害当事者）と私（家族介護者）との間には「スピード」についての認識が

大きく違っています。食事にしろ、ちょっとした動作にしろ、家内には家内のペースがある。「動こうと

するためのペース」というべきでしょうか。だから、せかされると正しい行動をとれなくなり、動こうと

する意欲さえもなくしてしまいます。 

また、軽く身体にふれながら見つめて話しかける。そんなことからいつもより会話が進むようになりま

した。あとからわかったことですが、私がとったアプローチは数年前から話題になっている「ユマニチュ

ード」に非常に近いものであるということ。詳細についてはそれぞれに調べていただけたらと思います

が、何より介護生活の実践の中から生まれたものであること。これは私にとって大きな自信になってい

ます。 

介護には正解はありません。大切なのは当事者の生活を見つめることであり、その中にこそ適切な介護

サポートのヒントがあると思います。 

休職期間中の生活の様々な場面から、私なりに「介護サポートを因数分解」してみました。 
 
介護サポート＝心身の健康×寄り添う時間×ゆとり×技術・知識×生き方 

まず大前提は「（家族介護者の）心身の健康」です。何より大事であると思います。 

介護に生活を埋没させてはならない！ 

自分をケアする努力を怠ってはならない！ 

それができない人に介護はできない！ 

と、自分自身を戒めています。 

そして、「寄り添う時間」。物理的距離感が最終的に心理的な距離感を短くするということです。介護す

る側にもされる側にもよりよい介護につながるための環境整備ともいえます。 

次に「ゆとり」。「心・時間」だけの問題ではありません。他にも「生活・仕事・お金･･････」など広い

概念としてとらえるべきと考えます。中でも、重要でありながら表にでてこないのが「お金」の問題。回

りを気にするせいか、なかなか経済的な問題は顕在化してきません。確かに日本の社会保障制度は北欧

と比べて不十分かもしれません。しかし現行の社会保障制度の中にも国や地域においていろいろな施策

があるのも事実。不十分な制度改正を訴える一方で、制度の正しい理解と活用に努めることも必要であ

ると思います。 

大切なのは「技術・知識」。介護サポート手法だけではありません。介護サポートにつながる人・もの・

金・情報・制度などについての「引き出し」をいかに持っているか、ということです。よく「介護は頑張

らなくていい」と言われます。それはあくまで心身の負担を軽減させることであり、自分の愛する家族を

守るためにも「介護のための引き出しづくり」については特に頑張らなければならないと思います。 

それをサポートする機能が「家族会」であると思います。ただし、家族会は医療機関でもなければカウ

ンセラーでもありません。同じ悩みをもつ会員の方々の情報を受信しその事例を共有化することによっ

て、自分にあった適切な事例を選択しやすい環境をつくることが重要な役割と考えます。（この点につい

ては賛否両論いろいろあると思いますが） 

サークルエコーで言えば、メーリングリストがあります。そしてホームページがあります。また昨年
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細々と始めたブログがあります。これらの媒体の中から、自分のニーズにあった情報・事例を自分でコー

ディネートすることが重要です。しかし、これらはすべて会員の皆様方からよせられる情報があっては

じめて有効に機能するものであると思います。 

最後に「生き方」。これは「自己実現のための前向きな生き方」ということです。障害者であってもそ

の家族であっても、われわれは一人の人間として人生を謳歌する権利があります。あきらめることなく、

いろいろな選択肢を考えながら当事者や自分自身にとって最高の人生を送ることが重要です。 

かくいう私も週１で起業をします。それは昔からの夢であり、どんどん世の中に発信していくつもりで

す。家内のリハビリを兼ねながら、家内とともに新しい価値を作り上げたいと思っています。 

介護休職を終えた今、改めて『家族介護者（ケアギバー）のための１０か条』を認識しています。その

中から私の大好きな一節を紹介します。 

 

あなた自身の人生を大切にしましょう。 

あなたの愛する人の病気や障害を四六時中あなたの人生の中心においてはなりません。 

 

人生は山あり谷あり。特に家族介護者の方にとってはその落差は普通の人より何倍も大きいものと思

います。思うようにならないことも多いでしょう。 

でも、まずは家族介護者がいかに自分の人生を健康でより豊かなものにするか、ということを考えなけ

ればならない！  それができない限り適切な介護はできない！といっても過言ではないと思います。 

 
 
第二の人生を生きる 

                            神奈川県大和市 伊藤悦子 

夫が心筋梗塞で倒れ、低酸素脳症を発症してから、今年で 10 年目を迎えました。倒れた当初は、10 年

後の生存率は 10 パーセント程度と言われていましたが、現在の体調は安定しており、この調子ならこの

先 10 年も大丈夫かもしれません。 

元々専業主婦だった私ですが、夫が倒れた日を境に、自分の力で生きていく「第二の人生」にチャレン

ジすることになりました。そして行政書士になって 5 年間、年齢的な限界も感じますが、自分にできる

こともあると信じ、一生懸命やってきました。 

行政書士になったのは、夫の後見人となった経験を活かし、障害者の支援をしていこうと決めたからな

のですが、実際の業務では高齢者の支援に入ることが多くなりました。当初の志とは少し違う方向に行

ってしまったのですが、超高齢社会においてはこちらも重大問題ですので、使命感をもって取り組んで

おります。 

エコーの会員の皆様のなかにも、既に親族後見人になっている方や、今後、後見制度の利用を検討し

ている方がいらっしゃることと思います。特に、「親亡き後の問題」や「配偶者亡き後の問題」などは、

高次脳機能障害者を支える御家族の皆様にとっても、切実な問題なのではないでしょうか。 

症状や態様が一人ひとり違うのが高次脳機能障害の大きな特徴ですので、その支援の仕方も、一人ひと

りに合わせたものを目指すべきです。そのための工夫として、後見制度だけではなく、遺言や家族信託も

組み合わせた様々な選択肢が検討できますので、皆様には、必要に迫られる前に、勉強して準備を進めて

いくことをお勧めします。 

かくいう私も、9 年前には、何も知らずに必要に迫られて後見人になったひとりでした。地域包括支援

センターのケアマネさんから「将来のためにも後見人になっておいたほうがよいでしょう」と言われ、勧

められるままに後見申立てをしたのですが、今になって思えば、早まって浅はかなことをしたと後悔す

る部分もあります。 

成年後見制度には、本人の権利擁護のためのシステムという制度趣旨があります。そのための厳格な

法的枠組みがつくられていますが、本人を長年にわたり世話している家族に対する支援という仕組みは、

残念ながらつくられていません。 

その「使いづらさ」を、知恵を絞って当事者の一人ひとりに合った便利な仕組みに近づけていくこと
が、私たち専門職の腕の見せどころだと思っています。これからも、たよれる街の法律家として、自分に
できることを頑張って、「第二の人生」を生きていきます。 
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発送作業の後で 

エコー名物 原宿ウォーク 

                                      

 

神宮前作業所でのえこーたいむ 

15 周年シンポジウムの一コマ（2014 年） 

山梨で合宿 

子供の国で 
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会報で息子の障害を理解してもらえる              岐阜県大垣市 宇納（母） 

一年半前、会報に手記を載せていただいて、今でも知り合いに会うと「サークルエコーの会報 66号 

8ページを読んで」ってお願いしています。大貴の今までのことを、数分間の会話ではなかなか伝えに

くく、会報だと家に帰ってゆっくり読んでもらえるので、助かっています。ありがたいです。読んでく

れた人たちはみんな「泣いたよ」って言ってくれます。 

息子は今も以前と変わらず、精神的に調子が悪い時に音に過敏になってキレます。暴力的になり、そ

ばに居て恐怖を感じる時もあります。しかし、昨日は息子の調子が良く、久しぶりに映画を観に行きま

した。『こんな夜更けにバナナかよ』。筋ジストロフィーの方が、家族に頼らずボランティアの介助で生

活するというお話で、息子はどこまで自分と重ねて観てくれたのかはわかりませんが、私は励まされた

気持ちになりました。いいお話で、息子は泣いて観ていました。息子が映画を忘れないようにパンフレ

ットも買いました。 

まだまだ調子が悪い時もいっぱいあるだろうけど、映画館に行けるようになれた事は、神様に感謝で

す。今後も乗り越えられるように、がんばっていくつもりです。 

※「会報」は、「サークルエコー」のホームページ http://www.circle-echo.com/ でごらんになれます。 

 

医療行為が必要な高次脳機能障害者の居場所を          岩手県盛岡市 虫壁（母） 

会員になり 5年、皆様からのご助言やお心遣いに感謝致しております。 

合宿では初対面なのに分かり合える喜びに励まされました。お話を聴きそれまでの経験からヒントを頂

き感謝しています。当事者の経験こそ道標なのです。 

息子の支援は少しずつ増えていますがまだ丸一日の施設利用はできません。家族介護の限界が近づい

ています。高齢者と呼ばれる年になり、私の体力の衰えで今までの様な暮らしが出来なくなりました。 

エコーの皆さまはいかがですか？ 一日を暮らさせる事の大変さありませんか？ 

息子の回復は、感情のコントロール、粗暴行為、失語、課題だらけです。息子の居場所が家庭の中だけで

は難しい事態になりつつあります。 

1 月に、千葉にある、障害者への複合的な支援をしている福祉ネット工房の友野さんと繋がりました。

高次脳機能障害者の作業所もあり、障害者のグループホームも運営なさっています。医療が必要な息子

も預かって下さることも可能とのお話しでした。兄妹に重荷を負わせずに兄妹として関わってもらえる

ようにと願っています。親亡き後、このことを最優先に考えています。 

「息子の居場所」、この課題を解決することに全力で向き合っています。              

 

離れていても、助け合って                   神奈川県逗子市 愛（母） 

重度高次脳機能障害に関する情報を、横須賀の「ゆんるり」という家族会で出会った田川さんからい

ただき、サークルエコーに繋がりました。中途障害の息子と共に時間が止まった空間に取り残され、社

会から切り離された様な孤独感を味わっていた時、エコーの合宿に参加しました。ここ数年は欠かさず

参加しています。 

皆さんの報告の中で、何とか光を見いだそうと頑張っている仲間がいることを知り、力になりました。

服薬のこと、日々の本人の様子、成年後見人のこと、住んでいる地域の行政の在り方の違い、参考になり

ます。私たちは、息子が生まれ育った地域で生きています。離れていても助け合えればと思います。 

 

 

メーリングリストから 
 

http://www.circle-echo.com/
http://www.circle-echo.com/
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武蔵野プレイス集会室 武蔵野プレイスワークラウンジ 

親が元気なうちに                        京都府亀岡市 酒井（父）  

 サークルエコーの皆様には、お世話になっています。今までに、手記、家族の声も掲載して頂きありが

とうございます。 

さて、障がい程度が、重度の場合、支援、介助が必要です。親である私たちは、年令と共に気力と体力

が衰えてきます。 

息子は、常に誘導、見守りが必要とし、自己判断が出来ないので、介助者が、亡くなった時にどのよう

にして生活をして行けばよいのかと思い、私の元気なうちに、生活の場と日中活動の場を確保し息子が、

安心して暮らせる住み家が実現できる環境がほしいと誰でもが思うことです。この様な事実、実態を誰

が、誰に、どのように伝えていけるのか分れば少しでも介助者としての不安解消につながると思います。             

                      

ちがうオレがいる （日記より）                      ヨシヒロ 

3月 3日  

ちがうオレがいる。 

まず 自分を見つめなおす。 

いいか悪いか ちゃんとはんだんする。 

その場の空気でイイのか 悪いのか ちゃんとはんだんする。 

たとえば A君が「牛乳持ってきたよ」と言って、その牛乳をのんだらヨ―グルトだったら 

「牛乳じゃないよ。ヨ―グルトだよ」と A君に言う。 

でも A君は「買ってきたのに文句言うんじゃないよ」という感じになるでしょ。 

ここらへんが、むずかしいなぁと思うオレである。 

A君が一言「ごめんなさい」と言えばイイ。あやまればイイ。 

                                   

                                     神奈川県 西田（母） 

この日の朝は、とても機嫌が悪くて荒れていました。昼過ぎに、自分の気持ちをノ―トに書いていま

した。自分のイライラした気持ちの整理をしたかったのでしょうか？ 

記憶の保持が難しい息子が、これから地域生活をして行くことに、とても不安があります。 

どこに行ったら、安心して暮らして行けるのか。行動障害もある息子です。 

息子の居場所さがしは、本当にこれから大変だと思っています。    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    会員の自宅で 

 

  
会報発送作業風景、場所もいろいろ変わりました。 
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 都内の医療圏における支援の例「南多摩支援拠点」を訪問 

「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」は、障害者総

合支援法に基づき、全国都道府県に支援拠点を置き支援事業を実施していま

すが、1200万もの人口を抱える東京都では、東京都心身障害者福祉センター

を支援拠点に、 12の二次保健医療圏が圏域の支援を担っています。 

1月 25日、東京高次脳機能障害協議会（TKK）のメルマガ 2月号の取材のた

めに南多摩拠点の中心を担う八王子市の「永生会病院」へ赴きました。サ

ークルエコーの 15周年行事などを通じ、当会にも縁が深い「南多摩高次脳

機能障害支援センター」、この圏域は、八王子、町田、日野、多摩、稲城の

5市で構成され、人口 140万。センターでは、言語聴覚士 1名と作業療法士

2名が、各市の相談窓口と連携し相談に応じています。28年度の相談件数

は 329件。施設や自宅訪問などのアウトリーチ、圏域内に通所先を確保す

るための働きかけなどの他、当事者主体のイベント「No Problem（脳損傷）in南多摩」も行っているそ

うです。                             

情報満載の「TKK メルマガ」で様々なイベントや都内各地の支援状況などもごらんください。       

TKK メルマガ http://www.braintkk.com/tkk/index.php                （田辺、高橋）   

   

『介護負担感』に関する実態調査の結果がまとまる 

2019年 10月、「高次脳機能障害のある方のご家族への『介護負担感』に関する実態調査の報告書」（東

京慈恵会医科大学付属第三病院の渡邊修教授ら）が出された。分析対象となったのは、脳外傷 511例、脳

血管障害 292 例、低酸素脳症 69 例、脳腫瘍 44 例、脳症/脳炎 36 例であった。調査には当会の会員家族

も多く協力し、低酸素脳症をもつ高次脳機能障害者と暮らす介護家族の特徴もよく表れている。 

 調査では、高次脳機能障害を有する者は、男性が 80％、主たる介護者は両親、とりわけ母親であり、

結婚している場合は妻である。日常生活は 75.4％が自立に達しているが、外出、買い物、料理、書類作

成、金銭管理等の手段的自立性、知的活動性や、友人宅の訪問や見舞いなどの社会的活動性は、50％以下

に低減。介護者のうつ傾向は 44.0％に上る。 

 介護者の精神的負担と感じた事柄として、50％の家族があげているのが「性格の変化」であり、ついで、

「就労、就学の可能性について」、「介護者なき後の当事者を介護する人の存在および生活の場の存在の

有無」であった。 

 高次脳機能障害者を介護する者には、この障害の知識が必要であるが、急性期の医療機関において、こ

の障害についての説明を受けた家族は 15％、生活期に至っても、医療機関で説明や対応方法の説明があ

ったと答えた家族は 21％に留まり、家族たちは、「どの専門職にもまして他の高次脳機能障害者のある方

やその家族に、高次脳機能障害に関する知識、対応方法を学んだ」「家族会の存在が、介護負担感の軽減

に大いに寄与した」と述べている。 

今後、必要とされる支援については、60.7%が「生涯にわたり日常生活全般をサポートする体制」、44％

が「高次脳機能障害についての医療/福祉行政職への啓発の必要性」を指摘、「高次脳機能障害者支援法」

の成立を望む介護者は 46.5%に上った。 

報告書の最後には、低酸素脳症についてつぎのような記述がある。 

本調査では、成人の低酸素脳症例は 69例であった。母集団 964例と比較すると、日常生活自立度は有

意に低下しており、家族の介護負担感は有意に高かった。低酸素脳症が、脳血管障害や脳外傷に比べ、そ

の回復が遅いことに起因しているのではないかと推測される。              （田辺） 

 
※本報告書は、NPO法人東京高次脳障害協議会（TKK）のホームページ www.brain-tkk.com からダウンロードできます。                                               

 

http://www.m-kojino.com/ 

http://www.braintkk.com/tkk/index.php
http://www.braintkk.com/tkk/index.php
http://www.m-kojino.com/
http://www.m-kojino.com/
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サークルエコー行事＆会合報告 （敬称略） 

11/17 会報 70 号印刷・発送作業・・・武蔵野プレイス（田辺２、西田、高橋２、田川三、田川真、仲栄真） 

11/25 TKK 医療及び家族相談会・・・新宿飯田橋：都心障（田辺） 

12/09 TKK 高次脳機能障害実践的アプローチ講習会・・・新橋：慈恵医科大（田辺、高橋２） 

12/14 いなぎ高次脳機能障害みんなのつどい・・・・稲城市社会福祉協議会 (田辺２) 

12/15 クリスマス会・・・横須賀市：田川宅（西田３、高橋２、田川三、田川真、愛 3、福島） 

12/17 映画「道草」試写会・（宍戸監督、柴本礼さん）・・・渋谷 アップリンク （田辺） 

01/12 いなぎ高次脳機能障害みんなのつどい・・・・稲城市社会福祉協議会 (田辺２) 

01/23 TKK 港区高次脳機能障害理解促進事業 研修会・・・港区:リーブラホール（高橋２）  

01/25 TKK12 医療圏取材（永生病院）・・・八王子市：永生クリニック２階（田辺、髙橋２、TKK 役員） 

01/25 多摩エコー・・・稲城市：田辺宅（田辺、西田、髙橋２） 

01/30 TKK 港区高次脳機能障害理解促進事業 研修会・・・港区:リーブラホール（高橋２） 

02/01 多摩エコー・・・稲城市：田辺宅（田辺、西田、髙橋２） 

02/09 さいたま市高次脳機能障害者理解促進セミナー・「高次脳機能障害の夫と共に生きる」・・・ 

埼玉：浦和コミュニティセンター （ N ）  

02/15 71 号編集打ち合わせ・・・稲城市：田辺宅（田辺、西田、髙橋２） 

02/16 いなぎ高次脳機能障害みんなのつどい・・・・稲城市社会福祉協議会 (田辺２) 

02/17 TKK 医療及び家族相談会・・・狛江市：慈恵第三病院（田辺） 

03/02 東京パイロットクラブ主催「柴本礼さんの講演会」・・・文京区：文教学院大（田辺他 1 名） 

03/02 TKK 講習会などの案内チラシ全国に発送作業・・・港区:南青山いきいきプラザ（高橋２） 

03/07 稲城市高次脳機能障害地域連携会議・・・稲城市：地域振興プラザ （田辺） 

03/09 いなぎ高次脳機能障害みんなのつどい・・・・稲城市社会福祉協議会 (田辺２) 

03/12 71 号編集打ち合わせ・・・・稲城市：田辺宅（田辺、西田、髙橋２） 

03/21 施設見学「福祉ネット工房」・・・・習志野市：（虫壁２、愛、西田）  

03/21 71 号編集作業・・・稲城市：田辺宅（田辺、髙橋） 

03/23 会報（71 号）発送作業・・・武蔵野市：武蔵野プレイス（会員、サポーター） 

 

・TKK 高次脳機能障害相談・支援室 狛江市：慈恵第三 12/21…田辺 

・マリン横須賀 久里浜：ゆんるり 11/18、1/20、２/17… 田川、 愛 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

外泊時、自宅マンションの「軽体操部」に仲間入り 

 

施設内の自室テレビで「大相撲」を楽しむ  

施設の暮らし、地域での暮らし 
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2018 年 12 月～2019 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） 

野村 三枝子  小川 恵一郎  星野 定代  小林 正人  坂本 智子 

武田 大介   門脇 弘子   志田    静 

 

 

「高次脳機能障害」に関する情報／ご相談は、下記へ 

◆国立リハビリテーションセンター   http://www.rehab.go.jp/brain_fukyu/soudan/ 

（全国各地の相談センターが紹介されています） 

◆東京都心身障害者福祉センター  

電話 03-3235-2955 月～金 ９時～ 12 時、13 時～16 時（祝日・年末年始除く） 

・とうきょう高次脳機能障害インフォメーション  

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shinsho/kojino/index.html 

 

◆NPO 法人日本高次脳機能障害友の会  http://npo-jtbia.sakura.ne.jp/ 

 ・全国各多くの団体が加盟しています。 

 

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

 ・サークルエコー加盟団体。「医療・家族相談会」などを定期的に開催しています。 

 

🌸４月以降、当会宛ての郵便物は、下記住所にお願いします。 

 

〒162-0823 

      東京都新宿区神楽河岸 1-1 

東京ボランティア・市民活動センター 

メールボックス No.11 

 

 

 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 ヴ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 

「会報終了のご挨拶」 

当会発足以来、取り組んでまいりました会報「サークルエコー」は今号（71号）を最終号とさせて

いただきます。今後は、ホームページ他、ネットを利用した広報に軸を移してまいる所存です。 

長い間、会報発行へご協力を賜ってまいりましたことに、会員一同、心より感謝申し上げます。 

 

  ＊会報既刊号（1号～71号）は、ひきつづき、サークルエコーのホームページ  

www.circle-echo.com/  でお読みいただけます。 

                          

2019 年 3 月 サークルエコー 会員一同 
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