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【１】ＴＫＫ活動

＊＊

-------------------------------------------------------------------------∞
●＜2021 年度理事会・総会＞ 6/20 調布市市民プラザ あくろす
理事会において、2020 年度の各々の事業報告や決算報告などの審議事項が諮られ、承認された。役員は、前年度の理
事及び監事が再任され、理事に穴澤芳子氏が新任された。また、2021 年度 TKK 事業として、高次脳機能障害実践的アプ
ローチ講習会（Zoom ウエビナー）と、医療及び家族相談会の開催も承認された。
総会では、2020 年度実施事業報告・決算、及び 2021 年度計画事業報告・予算などの審議事項が諮られ、承認された。
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○＜２０２１年度 高次脳機能障害実践的アプローチ講習会 ２回／年

ZOOM によるウェビナーで開催＞

一般社団法人日本損害保険協会助成 リハビリテーション講習会事業
主催：東京都高次脳機能障害リハビリテーション講習会実行委員会
協力：特定非営利活動法人東京高次脳機能障害協議会 (TKK) 、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
後援：東京都、東京都心身障害者福祉センター、社会福祉法人東京都社会福祉協議会
各会共に ZOOM 開始 12:30、開会 13:00～閉会 16:30

第 1 回 2021/11/7（日）

第 2 回 2022/1/23（日）

・・・プログラム・・・
第１回 ２０２１年 11 月７日（日）

座長:渡邉 修氏・山口加代子氏

① 渡邉 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 )
[ 高次脳機能障害のある方の運転再開をどのように支援するか ]
② 瀧澤 学氏 ( 神奈川県総合リハビリテーション事業団 神奈川リハビリテーション病院 総合相談室/総括主査、
神奈川県リハビリテーション支援センター高次脳機能障害室/主査/社会福祉士)
[ 重度の高次脳機能障害のある方に対するソーシャルワークの考え方 ]
③ 小島 秀人氏 ( 調布市 福祉健康部 障害福祉課 サービス支援係/担当係長/社会福祉士 )
[ 高次脳機能障害者支援法制定へ向けて ]
第２回 ２０２２年 1 月２３日（日）

座長:渡邉 修氏・山口加代子氏

① 上田 敬太氏 ( 京都光華女子大学 健康科学部 医療福祉学科 言語聴覚専攻/教授/医師 )
[ 原因から考える社会的行動障害 ]
② 大嶋 伸雄氏 ( 東京都立大学大学院 人間健康科学研究科 作業療法科学域/教授/作業療法士 )
[ 高次脳機能障害者への認知行動療法 + カウンセリングを用いた生活行為向上アプローチ ]
③ 山口 加代子氏 (中央大学文学部研究科/明治学院大学心理学部教育発達科/講師/公認心理師/臨床心理士)
[ 高次脳機能障害のある方への心理的対応~事例を踏まえて ]
詳しくは、下記をクリックしてご覧ください。注）第１回お申し込み受け付けは、9/8 の 10::00 からになります。
http://www.brain-tkk.com/index/show_information.php?boardAct=view&readNum=245

＜2021年度 TKK主催：医療及び家族相談会＞ 13:30～16:30
2021年 7/18 （日）・10/17 （日）・ 2022年1/16 （日）・ 2/13 （日） ・・・【会場A】
2021年 8/22 （日）・11/21 （日）・・・ 【会場B】
【会場A】東京慈恵会医科大学付属第三病院
【会場B】東京都心身障害者福祉センター

2階会議室 （東京都狛江市本町4-11-1）

東京都飯田橋庁舎12階高次脳機能障害支援室（研修室） （東京都新宿区

神楽河岸1-1セントラルプラザ12階）
お申し込み等、詳しくは下記をクリックしてご覧ください。
http://www.brain-tkk.com/index/show_information.php?boardAct=view&readNum=243
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-------------------------------------------------------------------------∞

【２】加盟団体等の活動

＊＊

-------------------------------------------------------------------------∞
●「みなと高次脳当事者会自灯明」が 6 月に発足しました！
＝＝＝自灯明は、じとうみょうと読みます。深い意味があります。暗闇の中でも光を求め自分が光になる。自分を支えるの
は自分。自灯明は、長く仕事をしてきた当事者が知った人生の生き方です。
かつて、上司から「日曜日まで出てきて、そんな簡単なこと、いつまでやってるんだ。さっさと帰れ」と言われたその時に浮か
んだのが「神様は見てくれている。仏様は見てくれている」と考え気持ちを保った。嫌なことや辛いことに出会い、乗り越えて
きて今の自分があると当事者会発足に当たってリーダーが語ったエピソードです。
運営、企画を当事者たちが行い、役員たちが寄り添います。期待します。

＝＝＝＝ みなと高次脳 代表 高井玲子

〇次回、当事者会自灯明定例会：9/11(土)pm1:30〜4:00 会場は未定。（8 月に決定）
・＜読書感想タイム＞ 自分で選んでも良いし、お薦めは「おじさんはどう生きるか」松任谷正隆・著、中央公論・出版。
・＜マインドフルネス＞ ネット配信を利用して心と体をリラックス
・＜専門家によるハンドマッサージ＞ 習って家族や友達にマッサージ可能
当事者の皆さんから出た企画。HP からも確認できます。
https://yykoujinou.com/
感染症防止の観点から見学ご希望の方は、前もって連絡（メール）をお待ちしております。
◇ お問合せは：https://yykoujinou.com/contact/

〇サークルエコー 玉木和彦代表から
アウトプット活動として、
昨年 10 月以来、ズームを使って、高次脳機能障害の理解促進について、各地の支援者の方と意見交換をしてまいりました。
事例報告や意見交換から浮かびあがったのは次の 3 つ。
①当事者理解(家族もふくめて)
②伝える技術
③社会資源・制度の理解と活用
それぞれについて、専門家や家族会の知恵を借りながら対策を検討しました。
詳細はホームページ(https://circle-echo.com)をご確認ください。
なお、この活動はさらに問題点を深め、サークルエコー有志と支援者の協力者との間で「研究タスクチーム」を作り、より具
体的なアウトプットを行う予定です。
------------------------------------------------------------------------∞

【３】行政、他団体の活動

＊＊

-----------------------------------------------------------------------∞
●「心をつなぐ囲碁～コロナに負けない！」5/31～6/6 開催（TKK 後援）
＝＝＝＝お蔭様で無事終了しました。会場は市ヶ谷の日本棋院と、みらクル TV（zoom）。メインイベントは６月５日の茂木健
一郎氏による講演「人工知能時代・人間の脳にとっての囲碁の効用」と、そのあとのシンポジウム等でした。シンポジウムで
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は私も、夫のリハビリと新しい居場所（世界）としての囲碁について、話をさせて頂きました。
詳しくはみらクル TV の HP https://miracletv.site/ に掲載されていますが、各日の動画もそこで視聴できます。
茂木さんの講演は https://miracletv.site/?p=10279 で、シンポジウムは https://miracletv.site/?p=10277 になります。
囲碁が脳の活性化、認知症予防に役立つということがわかり、是非皆さまも今からでも囲碁を始められることをお勧めしま
す。
＝＝＝＝＝柴本 礼氏
●３月１７日 国分寺市 柴本礼氏講演
『コロナ禍の今、高次脳機能障害者の家族として伝えたいこと』
TKK の HP

http://www.brain-tkk.com/index/index.php 講演資料（全４９ページ）

★下記のホームページにも紹介されました。
日本高次脳機能障害友の会の HP https://npo-biaj.sakura.ne.jp/top/top/
国立障害者リハビリテーションセンターの HP http://www.rehab.go.jp/brain_fukyu/data/guidebooks/
全国の高次脳機能障害をお持ちの方やご家族、支援者その他多くの方のお役に立てれば嬉しく思います。
＝＝＝＝＝柴本 礼氏

〇＜チーム脳コワさんの研修会＞
講師とテーマ：山口加代子先生 [高次脳機能障害 理解と支援]（Zoom オンライン配信)
日時：7/11(日) 14 時〜15 時半（終了済み）、7/25(日) 14 時〜15 時半（終了済み）、 8/22(日) 14 時〜15 時半
参加費：１回につき 2,000 円 (アカデミー会員 1,000 円)
詳しくは、下記をクリックのこと。
https://xn--48jwgtd7b1iqd2dv723f.com/seminar/yamaguchi-kayoko-seminar01/
◇ お申し込み：
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiANT3jx2MxewqilzWy3adk32P78yY4W6UnL2Bot7iCMFZ5w/viewform
＝＝＝＝多くの方に高次脳機能障害の方の心理や支援における課題を知っていただけたらと思っています。
＝＝＝＝山口 加代子氏

〇小児の高次脳機能障害に関する研修会 【教育・医療・福祉関係者対象】
高次脳機能障害、発達障害のある子どもの理解
主催：東京都心身障害者福祉センター

～子供と家族を支える対応とは？～

8/20（金）～8/29（日） WEB 配信

定員：500 人
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講演 「小児期の高次脳機能障害と発達障害の理解と対応」
吉橋 学氏：神奈川総合リハビリテーションセンター 神奈川リハビリテーション病院 小児科部長 医師
講演 「ご家族の経験から学ぶ」
中村 千穂氏：ハイリハキッズ代表
1 家族：ハイリハキッズ会員のご家族
小学校教諭：教育関係者
◇お申し込み：7/5（月）9 時～7/30（金）17 時 電子申込みにて受付
お申し込み等、詳しくは、下記をご覧ください。
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shinsho/kojino/seminar02.files/20210630chirashi.pdf
------------------------------------------------------------------------∞
【４】TKK 新任理事紹介

＊＊

------------------------------------------------------------------------∞
●今年度より理事に新任されました「ハイリハジュニア」代表・穴澤芳子さんインタビュー
質問）ご家族の中でどなたが当事者でしょうか。
＝＝次男です。受傷時１３歳でした。現在は２５歳になりました。
質問）活動のご紹介をお願いします。
＝＝ハイリハジュニアは、中学生以上が集まる家族会です。発足して８年になります。今までは外出活動が多くあり楽しめま
したが、今はコロナウィルスの影響で ZOOM 例会が主な活動となっております。
質問）現在の役職のご感想は
＝＝ハイリハジュニア代表らしからぬ代表をさせて頂いています。副代表の方々、世話人の方からいつも素晴らしいサポー
トで支えて頂いています。私もコロナウィルスと向き合いながら人生&生命について学んでいきたいと思っています。
質問）ご自身の今後の抱負をお聞かせください。
＝＝今の自分が幸せなので誰かの為に少しお裾わけが出来たら…幸せアップになるかなと思います。
ハイリハジュニア ホームページ
https://hirehajr.wixsite.com/homepage
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