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サークルエコーは
サークルエコーは
目
事故や病気によって脳にダメージを受けると、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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スウェーデンの
スウェーデンの脳損傷者支援
田辺 和子
はじめに
在京の高次脳機能障害関連 13 団体の連盟、NPO 法人東京高次脳機能障害協議会は、2008 年 7 月の当会主催
のシンポジウムでスウェーデン福祉の一端に触れ、その関連事業として翌年 5 月、スウェーデン脳損傷福祉事情
視察を企画した。折からの新型インフルエンザのあおりで直前にキャンセルが出たものの、医師 2 名、ケアホー
ム事業者 1 名、高次脳機能障害者の家族 6 名、当事者 1 名の 10 名というグループでストックホルムを中心に、
11 ヶ所の視察を行った。ここでは、脳損傷協会の活動と、退院後の地域生活について紹介したい。

脳損傷団体では
脳損傷団体では当事者
では当事者が
当事者が理事として
理事として運営
として運営に
運営に関わる
最初の訪問先は、脳損傷協会「ヤーンクラフト（脳の力の意）
」
。1988 年、脳損傷の若者をもつ 2 家族が中心
となって設立し、現在、会員は全国に 3000 人。
郊外の 5 階建てアパートの 1 階、
ストックホルム支部を訪ねた。
事務長ほか理事 5 人と脳損傷コーディネーター
の女性が迎えてくれた。
驚いたことに、
5人の理事のうち4人は脳損傷の当事者だった。
「ピープルファーストだ！」
日本の脳損傷団体は当然の如く親たちが運営しているが、スウェーデンでは後進の脳損傷分野にも、障害運動の
先達の理念が共有されている。視察スタートで早くもショックを受けたのだった。
その理事たちは、交通事故や病気によって脳損傷を持ったこと、その後、ヤーンクラフトの活動の中で、
「記憶
のリハビリ」
「パソコン」
「マッサージ」などのグループリハや勉強会に参加し、現在はその活動の指導者や運営
責任者、あるいはマッサージ師として働き、公的な会合や交渉事に理事として出席している。給料について尋ね
ると「年金があるから」と答えた。協会から給料がでているわけではないことを、無給のボランティアという風
には考えないようだった。
ヤーンクラフトの運営や活動にとって、1994 年の「一定の機能的
な障害を有する人々の援助とサービスに関する法律：LSS」の施行
は、大きな転機となったそうだ。事務局長のレーナ・ヘゲリンさん
は、脳損傷者にとって、パーソナルアシスタントがいかに有用なも
のであるかの例をあげ、
「脳損傷のことについて最もよく知っている
私たちこそ、脳損傷者のためのアシスタント養成の最適任者です。
事業費を獲得しアシスタントを育てること、そしてより多くの脳損
傷者がその権利を得られるよう行政に働きかけることが私たちの使

ヤーンクラフトのスタッフ
理事（左の４人）は脳損傷の経験者

命です」と語った。

LSS は「脳損傷」
脳損傷」が支援対象の
支援対象の項目にはいっている
項目にはいっている
1980 年代までのスウェーデンには、病院でのリハビリを終えて、地域に帰る脳損傷者への適切な支援はほとん
どなかった。当時は重度の障害者は施設にはいっていたのである。しかし、その後のノーマライゼーションの波
とそれに伴う施設解体。施設を出て地域に帰る重度の障害者を支援するために施行されたのが LSS である。LSS
は、行政は、障害を有する人々が一般の人と同じような生活ができるように環境を整えなければならない、と定
めている。
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LSS は、その対象を 3 つのグループに分け、① 知的障害および自閉症、② 事故または疾患による脳損傷、③
身体/精神障害 に該当する機能障害者とし、58,000 人が認定されている（スウェーデンの人口は約 900 万人）
。
②の脳損傷に該当する人は約 1,800 人というが、①③のグループにも脳損傷のある人が含まれているようだ。
脳損傷の患者が病院でのリハを終えて退院する時に、
生活をする上で支援が必要とみなされた場合は、
市のニー
ズ査定士が病院に呼ばれ、どのような支援が必要であるか話し合いが行われる。グループホームやパーソナルア
シスタントなどの受給が決定したならば、退院までにそれが準備されていなければ、市は罰金を支払わなくては
ならないという。
LSS における、デイケア 2 ヶ所、グループホーム、アシスタントサービスを受けて暮らす個人のアパートを訪
問した。

デイセンターは
デイセンターは個別対応が
個別対応が中心
医療機関でのリハビリテーションが終わり、地域に帰ってきた人た
ちが通うのがデイセンターである。中軽度の人が対象のものと、比較
的重度の人が対象という 2 つのデイセンターを訪ねた。いずれも通う
ためには LSS の査定が必要である。
ダーラガータンの通りに面したデイセンターのドアをあけると様々
な製作物を展示販売しているオシャレなショップがあり、その左手に
は 2 つの貸会議室があった。貸会議室を運営することにより、申込み
の受付、スケジュール管理、部屋の整頓、コーヒーやクッキーの準備
などの仕事を生み出しているということだった。

部屋の入り口には触ると揺れる人形
重度者向けのデイセンター

右手の奥は広々としたスペースを中心に、パソコン、絵画などの活
動ができるようなコーナーがあり、それぞれが自分の持ち場で嵌(は)
め絵細工やパソコンなどをやっていた。ガラス戸で仕切られた小部屋
では、木工や織物ができるようになっている。
嵌め絵細工に取り組んでいた利用者のルイスさんは、
「作品づくりに
必要な木材は、他のメンバーが木工の部屋で希望に合わせて切ってく
れるので助かります。みんな別々のことをしているので、お互い話す
ことはあまりないけれど、同じ障害を持っている人が一生懸命、自分
の仕事に取り組んでいる姿を見ると私もがんばろうと元気づけられま
す。ここに通うのが楽しいです」と語った。
比較的重度の人たちのためというデイセンターは、閑静な住宅地、

廊下のコーナーには
触れると揺れる魚がつるされている
（デイセンター）

ブロンマベーゲンにあった。小さな部屋がいくつも並んでいて、個別対応がメインであることが分かる。活動の
部屋は赤、休息の部屋は紫というように、部屋ごとに壁の色が異なる。色彩の専門家が色を指定したとのことだ。
それぞれの部屋には、スヌーズレン、香り、触角、音楽など、五感を刺激するための様々な装置がある。廊下の
コーナーには、天井から手作りの魚や人形などをつるし、通りがかりにちょっと触るとゆれるような工夫がされ
ていた。12 名の登録者は査定により通う日数や時間がきめられているとのことだった。

グループホーム：
グループホーム：つかず離
つかず離れずのスタッフ
れずのスタッフと
スタッフと共に
ソルナ市の閑静な中層アパート群の中の一角にあるグループホームを訪ねた。棟の 1 階に 4 人、2 階に 1 人が
それぞれ 1LDK で暮らしている。スタッフは日中 2 名、夜間は 1 名の体制で、入居者も使える広い LDK のある
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一室に常駐している。食事は自炊の人もいるが、朝夕はスタッフや仲間と
一緒に食べ、夕食後はしばらく残って談話やゲームなどを楽しむ人が多い
とのことだった。
入所して間もないクラスエさん（男性、60 歳くらい）は、ウィークデイ
の日中は前述の、重度者が多い方のデイセンターに通っている。重い失語
があり、若いスタッフが身の回りの世話もしていたが、かなりのヘビース
モーカーで、共有のリビングで視察団と懇談中にも何度かスーッと自室の
ベランダにタバコを吸いに戻った。その後を若いスタッフがさりげなくつ
いていき、つかず離れずの位置で見守っている。重度の高次脳機能障害を
もってからもクラスエさんは受傷前と同じように、タバコをくゆらすこと
ができるのだ。クラスエさんに「ここの生活は？」と聞いたらニッコリ笑
ってうなずいた。

自室の鍵を首にかけている
記憶障害のクラスエさん
ベランダには灰皿

パーソナルアシスタントに
パーソナルアシスタントに支えられ自立
えられ自立した
自立した生活
した生活

パーソナルアシスタントの実態を見るために、10 年前の脳卒中の後遺症で記憶障害があり、車椅子の生活をし
ているマルガリータさん（66 歳）のアパートを訪ねた。生活は、4 人のパーソナルアシスタントが交代で支えて
いる。
マルガリータさんは、
「受傷したとき、この制度ができていて幸運でした。アシスタントのいない生活は考えら
れません」と語った。LLS は 65 歳までが対象だが、それまで支給を受けていた人は必要であれば延長ができる。
マルガリータさんと業者は、延長の話し合いをしたばかりであった。アシスタントを派遣しているフロースンダ
社の担当者トーマス・ヤブロンスキーさんに業者の考えを聞いた。
「アシスタントの役割は、利用者が希望するような生活を実現するために助けること。ですから、利用者と密
接な関係を持つことが大事だと考えています。そのためにはどんな人がその人のアシスタントにふさわしいかを
いつも考えています。私の担当の利用者に自動車の整備士の方がいますが、その人は、ねじを巻いたり閉めたり
することが出来なくなったので、そういうことができる人をアシスタントにしました。その仕事が確実かつ安全
に実施されるように配慮するのが雇用主である我々の役目です」
文字数の関係で割愛したが、パーソナルアシスタントだけではなく、コンタクトパーソン、ゴードマン（後見
人）の存在が合わさって、ひとりの人を支えているということも忘れてはならないことだ。

おわりに
最初に訪ねたヤーンクラフトでは、当事者が理事をしていることに瞠目。障害を持つ人と支援スタッフが、対
等な立場で働くという考えは、どの視察現場でも一貫していた。デイセンターのスタッフは、
「センターを利用す
るのは、一般の人が働くのと同等の権利。だから、同じように休暇をとる権利もあります」と言っていた。食べ
るためには働かなければならないと考える日本。障害をもったら往々にしてその「義務」は免除される。しかし、
それが「権利」ならば．
．
．
．
．
また、スタッフのさりげないことばの中に、
「
（ユーザー）と働く」
（arbetat med）というフレーズがたびたび
出てきた。
「
（ユーザー）のために働く」
（arbetar för）のではなく、
「一緒に働いている」ということなのだ。意
識されたものではない日常語だっただけに、なおさら、その平等の精神が心に響いた。スウェーデンと日本では
制度が違うから、と言われることも多い。しかし、違うのは制度だけではないと思う旅だった。

（了）

日本障害者リハビリテーション協会「ノーマライゼーション」2010 年 4 月号掲載
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この欄では、会員間のメーリングリストやメール、お便りなどを紹介します。

2010.6.3
会報が届きました。携わって頂いた皆様、どうもあり
がとうございました。
Ayako さん（会報サポート）の参加で、確かにすっき
りした会報になっています！エコーの会報は記事が満
載で文字が多いのですが、
読みやすくなっていました。
写真も高橋氏の努力できれいに刷れるようになってい
ましたが、
気のせいでしょうか？ 一段と白く美しく刷
れています。さっそく会報の配布をいたします。
瀬戸市 豊田

『パパのおもしろ
パパのおもしろ話
のおもしろ話』
昨日、施設にいる主人に会いに行きました。にこにこ
顔で迎えてくれました。
スタッフの方に熱いコーヒーを入れて頂き、慎重にす
すってました（笑）
これは前にはなかったことです。熱いのにビックリし
て大声をあげ、飲もうとしなかったのに…。
相変わらず歯ぎしりは、続いています。 隣にいたおば
あちゃんとのやりとりを！！
★おばあちゃん： ？？なにこの音？？
☆わたし：口のなかで鳴らしているんですよ
★おばあちゃん： まあ～！！かえるみたいね
☆わたし： （笑）ほんとうですよね
★おばあちゃん：芸だわ！！ あなたのご主人？
☆わたし： そうですよ
★おばあちゃん：芸が出来るだんないいね
☆わたし： あ・・・ありがとうございます（汗）
大変しつれいしました。山本でした。
川崎市 山本

2010.6.3
ご無沙汰しております。会報届きました。携わって下
さった皆様、本当にお疲れさまでした。そしてありが
とうございました。
エコーの活動風景のなか、お子さんの楽しそうな表情
がすごく伝わりました。父親の発症当初の我家の息子
たちと重なることもありお母さんのがんばりに頭が下
がる思いと応援したい気持ちになりました。
６月というのに日差しも強く、夏本番も秒読みのよう
ですが、暑さに負けず皆様元気いっぱいで過ごせます
ように。
千葉市 塚原

山本さん、
早速の近況メールありがとうございました。
近況メールを読んで、にこにこ顔でコーヒーをのんで
いるご主人の姿をおもい浮かべました。山本さんとお
ばあちゃんの会話も、最高ですね～。
私の方は、毎日、起きてくる息子の顔つきを見てから
言葉をかけています。わが子に、こんなに気を使わな
くてはならないなんて…。
では、また、何かあったらご様子、おしらせください
ね。
吉田

2010.6.3
会報、頂戴いたしました。ありがとうございます。暖
かくなったら、会報発送のお手伝いに伺いますと言っ
ておきながら、伺いもせず、本当に申し訳ありません
主人は 3 月以降、月曜から金曜まで週 5 日リハビリに
通えるようになりましたが、ただ、やはり、週 5 日の
外出は、まだまだ疲れるようで、土日は、自宅で横に
なって休む事が多く、なかなか遠出をしにくい状態で
す。大変お世話になっているのに、本当に申し訳あり
ません。またご連絡させていただけましたらと思って
おります。
大田区 笠原

― 会報が届いた日には会員から
のメールでメーリングリストが賑

2010.6.3
（略）
今は正に梅雨空の真っ只中にも 拘わらず我等エ
コー仲間のメールのなんと多い事、夏の夜の花火みた
い。読むのが忙しいですが、お陰様でボケる暇も有り
ません。
（笑） ，
，
，
冗談はともかく、皆さん達の活動振りに只々感謝致し
ております。素晴らしい会報が届いた事も遅まきなが
らお礼申し上げます。
横浜市 今仲

やかになります －
2010.6.3
会報ありがとうございます。素敵に編集していただい
て感激です（当人のメールが掲載）
。
早速、デイに持って行かせていただきました。編集に
かかわっていただいた皆様、感謝いたします。
津市 東海
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●家族として
家族として共
として共に歩んできて

少しずつ、
しずつ、仲間と
仲間と共に歩む
横須賀市

田川

三枝子

して看護師さんたちを困らせるようなこともあり
ました。
40 日後、胸に除細動器を埋め込み退院しました。
主人が倒れて 10 年になります。1999 年 12 月
しかし、病識がなく、どこに行くか分からない主
20 日、月曜日の夜 10 時半頃、
「ご主人の心臓が止
人に、家族は一時も目が離せませんでした。
まり、救急車で病院に運ばれました」という突然
当時、高次脳機能障害のことは、ほとんど知ら
の電話。足元がすくみ、同居していた主人の母や
れていませんでした。対応を保健所に問い合わせ
近くに住む主人の弟まで呼び出して病院に駆けつ
てもどうしたらよいか分からず、お互い途方に暮
けました。救急処置を待つ間に、救急隊の方から、
れるばかりでした。
左胸のところが一直線に切り開かれた背広を渡さ
そんな時、知人から、就労目的のリハビリテー
れ、いかに急を要する対応であったかを知りまし
ションがあると聞き、4 カ月入院しました。家族
た。
としてはもう一度、職場復帰してほしいという希
その日は、会社が終わってからの勉強会の後、
望がありました。しかし、なかなか効果は得られ
飲み会に参加、その飲み会の途中で倒れたのだそ
ず、病院からは「仕事復帰を考えるよりも、カル
うです。幸いその場に居合わせた方が、すぐに呼
吸の確保などをしてくださったということでした。 チャーセンターなどに行って人生を楽しむという
のはどうでしょう」と言われてしまいました。
しかし、意識がなかったのが 8 分、そして病院ま
家に戻った主人は、大学生だった息子、高校生
で 15 分ほど経っているので、生命の保証はないと
だった娘と、テレビのチャンネルの取り合いをし
いうことでした。
ました。変わってしまった父親に子どもたちはス
私たちは、人工呼吸器をつけて眠る夫の手を握
トレスをいっぱい溜め、娘は「お父さんはいいな
り、ひたすら名前を呼び続けました。2 日目にか
〜ストレスがなくて」と言っていました。子ども
すかに手を握り返した時の気持ちは忘れられませ
たちは、主人の母に「お父さんをいじめないで」
ん。それからは、早く元の元気な主人に戻ってほ
とささやかれました。主人は、
「メモを取ったら」
しいという思いで毎日、病院へ通いました。しか
とか「覚えられないのだから注意してね」のアド
し、医師には、
「意識が 8 分間もなく脳に酸素が行
「覚えなくてもいい」「覚える必要が
かなかったので、今後どの程度まで回復するかは、 バイスにも、
ない」の一点張り、病識というものはまったくあ
なんともいえない」と言われました。その時の恐
怖、今思い出しても胸が締めつけられるようです。 りませんでした。家庭のこと、主人のこと、これ
からのことを考えると、私はどうしたらいいの…
主人の父は、変わり果てた息子の様子を聞いて、
という不安でいっぱいでした。
面会に行くこともできませんでした。
そんな時、近くの本屋で買った高次脳機能障害
の専門書の、関連団体の情報の中に、
「サークルエ
退院前後の
退院前後の不安
コー」という、低酸素脳症を原因とする人たちが
倒れる前の主人は、車の運転が好きで、家族を
多いという高次脳機能障害のグループをみつけま
車でどこへでも連れて行ってくれました。一方、
した。わらをもつかむ思いで代表に問い合わせ、
会社では管理職としてのストレスもあったでしょ
そして仲間たちの輪の中へ入れていただきました。
う。しかし、会社からの帰宅は毎日 12 時過ぎとい
「サークルエコー」の当事者の症状はさまざまで
う忙しい中でも、将来のことを考えて、産業カウ
すが、全国的に会員がいて、行政への働きかけ、
ンセラーの資格取得のための勉強をしていました。 シンポジウムの参加、情報交換、勉強会などを行
また、いくつかのサークル活動にも参加するなど、 っていました。
「えこーたいむ」という定例会では、
充実した生活だったと思います。それが、突然身
それぞれの経験談を聞き、励まされ、がんばって
動きのできないベッドでの日々。病院のベッドに
いけるという気持ちになりました。
いることが、本人はどうしても受け入れられませ
家族だけでは限界があります。情報もなく、孤
んでした。
独に陥っていた私たち家族にとって、
「サークルエ
やがてベッドから起きられるようになると、し
コー」はかけがえのない救いの場になりました。
ばしば病室を抜け出して院内を歩き回っては、帰
このことで、社会とのつながりがいかに大切かを
る部屋が分からず、他人の部屋へ入ろうとしたり
改めて実感しています。

主人が
主人が倒れた日
れた日
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周囲の
周囲の支えで今
えで今を生きる
たった今のことが記憶できず、病識を持たずにいる状態で社会生活
を送っていくことは難しいことです。しかし、主人の頭の中には昔の
記憶、中でも友人たちの名前などは残っています。また、身体で覚え
たことも忘れてはいません。
中学、高校とテニス部だった夫は、社会人となっても地域のテニス
同好会に参加していたことから、病気をした後も、近くに住むテニス
仲間の友人が、週 3 回 1 時間ほどの散歩に連れ出してくださいました。
それは雨の日も風の日も続き、私たち家族にとっても心休まる貴重な
時間でした。
1 年後にはそのメンバーの 1 人から、
「だいぶ体力もついてきたので、
今度は脳の刺激になるように勉強会をしましょう」と誘っていただき、
週に 1 度、ノートを持ってお宅にうかがうようにもなりました。土日
はテニスを続け、動きも次第に良くなって楽しい時間になりました。
その仲間たちは、時々の飲み会にも「責任を持って送り届けますから」
と主人を連れ出してくださっています。
今では、日常生活に支障はなくなりました。受傷当時を知っている
方に、
「本当に良かったですね…元気になられて」と言われると、当の
本人は「でも頭の方が…」と答えるなど、少しは病識を持つことがで
テニス大会の優勝カップを持つ
きてきたのかなぁとも思う今日このごろです。毎日の生活に大して変
田川さん
化はなくても、つまらないとか退屈だとは思わず、自分なりの満足し
た生活を送っているように思います。
家族や周りの方たちに支えられ、家族だけでなく友人や同じ病気を持つ仲間たちに支えられて今日が
あると実感しています。当初は高次脳機能障害の情報はほとんどなく手探り状態でしたが、毎日の少し
ずつの積み重ねで、少しずつ病識がついてくるのだと思います。すぐの記憶ができなくとも、今の時が
健康で、楽しくこれからも過ごせたらよいと思っています。
『臨床
“
作業療法』 青海社 7 巻 3 号掲載”

―新刊紹介―
①Q&A

脳外傷―高次脳機能障害を生きる人と家族のために
NPO 法人日本脳外傷友の会 編 明石書店 2010.6 定価 1,500 円
「脳外傷」
「高次脳機能障害」とは何か？ 家族や周囲の人はどのように支援すべきなのか？ 情報
や知識を整理し、次のステップにつなげるための入門書。当事者・家族と援助者・専門家が協力し
て解説にあたっている。

②子どもたちの高次脳機能障害-理解と対応
The Ontario Brain Injury Association（訳）中島恵子・加賀令子 三輪書店 2010 定価 3,150 円
発達段階にある子どもの高次脳機能障害の解説、学校生活での対応などについて豊富な事例を紹介
しつつ、具体的にまとめている。治療の現場から、日常生活の場へと子どもたちを送り戻す立場の
医療職、その後の子どもたちを支える教育関係者や地域の療育関係者への手引書となる本。
③マンガ家が描いた「失語症体験記 ―高次脳機能障害の世界―」
福元のぼる・福元はな（著） 渡邉修（解説・監修） 医歯薬出版 2010.5 定価 2,100 円
脳梗塞から失語症になった漫画家が、妻と協力し、発症からリハビリテーション、さらに高次脳機
能障害の症状、当事者や家族の心情、対人関係の変化等をマンガで描いた。監修者による、医学的
なコメントや高次脳機能障害の基礎知識も収録。
④日々コウジ中 柴本礼（著） 主婦の友社 2010.8 定価 1,100 円
クモ膜下出血により高次脳機能障害となった作者の夫がリハビリに取り組む日々を描いたコミック
エッセイ。障害により巻き起こされる数々の騒動が、家族の愛情と絶え間ない努力によって解決さ
れていく様子が描かれている。
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―ボウリング大会
ボウリング大会―
大会―
平成 22 年 6 月 26 日(土)
於 調布スポーツセンター
今日は、調布スポーツセンターでボウリングをしました。3 チームに分かれて、私達はゆきちゃ
んとゆきちゃんママといっしょになりました。ゆきちゃんがボールを投げた後レーンで土下座し
て「お願いします！」と叫んでいたのがとても可愛かったです。
（井上）
ス マートに
ト ライはしたが
ラ フボール
イ イせんいってると
ク るしいいいわけ
（福島）

息子は実際のプレイ
はやったりやらなか
ったり。でも雰囲気は
十分楽しんでいまし
た。
（田辺）

大勢の参加で、楽しめました。1 年に
1 回は、ボウリング大会もいいもので
すね。
（西田）

ボウリングが楽しかったで
す。その後の食事がとてもう
まかったです。
（ヨシ）

年を重ねるごとに体力が落ちてくる
こと、スコアも落ちてくることをしみ
じみ感じたボウリング大会でした。
（高橋）

今日は前から楽しみにして
いたボウリング大会。思い
がけず優勝してしまいびっ
くりしましたがとってもう
れしかったです。みんなで
ワイワイにぎやかで楽しい
時間を過ごしました。
（大島）

うまくなげられませんでした。今度は
がんばりたいです。中か料理、おいし
かったです。
（ツネヨ）

ボウリングを実施しました。学生の
頃に経験がありましたが、今日は上
手くいかなかったです。 （オサム）
何十年振りのボウリング大会とて
も楽しかったです。スコアはさっぱ
りでした。
（田川）

ストライクになったときとスペアになったときがすごいう
れしかったです。ボールがおもたかったです。 （ユキ）
今日は調布スポーツセンターでボウリングをしました。
ぼくは、スペアしか出せませんでした。ボウリングをな
らっていてくやしいです。次は、がんばりたいです。
（コウキ）

10 年振りにボールを持ちましたがどうも指の穴のサイズと重さとが合いません。右へ左へ迷いな
がら、2 ゲーム目でやっと調子を取り戻し、段々本気モードに…何と、総合で 2 位に！
今日は老若男女が元気いっぱいに笑顔と笑い声に溢れたボウリング大会となりました。
（高橋・ま）

サークルエコーご一行様
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―観音埼海岸―
4 月中旬、田川さんの呼びかけで、数人で横須賀の『ゆんるり』を
見学しました。
そのあと、風と小雨の中、観音埼に行くことになり、けっこう風がある
ので、岩場の海岸近くには、行かないほうがいいと思ったが……。
案の定、ヨシの帽子は飛ばされ、海に中に落ちた。
その日以来、こだわりのあるヨシはでかけるたびに
『オレのコンバースの帽子は？』と聞いてくる。
（西田）

田川先生のうまい指導↓→

「どうです？できばえは･･･。」

「雲のまわりもこくすると白い雲がうく」
「岩のまわりの水は、もう少しこく」

風に飛ばされ海に流されてしまったヨシ君のお気に入りの野球帽を探し
に総勢８人が馬掘海岸に集合。
ヨシ君は海に入り納得のいくまで探しましたが残念ながら帽子は見つか
りませんでした。
その日は奇しくもヨシ君の誕生日。眩しく照りつける太陽、青い海、まっ
白な雲、そして穏やかな海に往き交う大小の船を眺めながら何とも言え
ない優しい時間を過ごしました。
「ヨシ君ハッピーバースデー！」
（高橋まり子）
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各地の動向
おしらせ下さい

★６月 2１日、H22 年度第１回高次脳機能障害相談支援研修会が東京都社会福祉保健医療研修センターで、都内福祉
関連部門・機関関係者参加者 約 300 名を集め行われた。
講演１「高次脳機能障害の基礎知識とリハビリテーション」について＝首都大学東京大
学院教授 渡邉 修氏
講演２「高次脳機能障害者のリハビリテーションについて」
①「脳卒中早期リハと地域連携」～高次脳機能障害を中心に～＝武蔵野赤十字病
院リハビリテ―ション科部長 高橋伸一氏
②「地域活動・相談支援センターかさいの活動から」＝相談支援員 松島宗明氏
③「玉堤分場からの報告」～専門職との付き合い方を中心に～＝世田谷区立岡本
福祉作業ホーム玉堤分場 総務課長 上原絹代氏

（高橋）

★６月３０日、全国の支援拠点関係者が集まり、H22 年度第１回高次脳機能障害支援普及全国連絡協議会が国リハ（所
沢市）で開催された。最初に厚労省、国リハ関係者から挨拶があり、その中で、全都道府県に支援拠点が設置されたこ
とが報告された。
その後全国 10 のブロックの統括自治体から昨年度の経過報告と今年度の計画についての発表と厚生労働科学研究費
の分担研究者から失語症の実態調査報告、高次脳機能障害者家族の介護負担等の研究発表があった。

（高橋）

≪地域では
地域では≫
では≫
武蔵野市では各種専門職（PT、OT、ST など）による専門相談を行っていま
すが高次脳機能障害においては昨年の夏から「高次脳機能障害者相談支援事
業」―ゆいっとーを開始しています。
支援事業の流れは、相談（電話、来所）
、面接、支援計画、支援・助言・情報
提供、関係機関との連携、モニタリングです。
また当事者や家族が集える場として「ゆいっとふりーさろん」を週一回開催し
ています。
そ他市では、高次脳機能障害者が通っているディセンターや作業所の担当スタ
ッフが集まり、現状の把握、情報交換等を行い、支援技術の向上を計っている
ことも聞いています。

★本橋三枝子

★田辺和子

（高橋）

「高次脳機能障害と向き合って～1 年前に戻れるものなら戻りたい」
「共に生きる」ための作業療法（恋愛、結婚、出産、育児、性の支援）
作業療法ジャーナル 三輪書店 6 月増刊号
「Q&A 脳外傷 高次脳機能障害を生きる人と家族のために 第 3 版」
Q25 オーストラリア、Q26 ニュージーランド、Q27 スウェーデン
日本脳外傷友の会編 明石書店 2010/6/10
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《サークルエコー 大いに語
いに語ろう会
ろう会のご案内
のご案内》
案内》
恒例の合宿に合わせ、2008 年より「大いに語ろう会」を開催しています。どんなところで、だれと、どんな暮
らしをしたいのか、昨年は、当事者、家族がそれぞれセッションをもちましたが、今年は、支援者、一般参加
者が共に語り合える時間も持ちたいと思っています。皆さんも、ご一緒に語り合いませんか。
・場所：山梨県「富士吉田青年の家」（習志野市立）
電車：富士急 富士吉田駅から タクシー5 分、高速バス：富士急ハイランドからタクシー5 分
・プログラム概略 （10/16(土)）
開始：13:00 前半：本人たちも交えて コーディネーター 福島 誠 氏
後半：家族を中心に
コーディネーター 赤塚 光子氏
交流会・懇親会 ：18:30
・参加費：語ろう会のみ・・・無料
・定員：50 名
・問合せ先：高橋：ka6wi2@bma.biglobe.ne.jp 、田辺：kako.m.d.t.1201@nifty.com

サークルエコー行事
サークルエコー行事＆
行事＆会合報告
5/28
5/29
6/12
6/19
6/20
6/21
6/26
6/28
6/30
6/30
7/3
7/7
7/18
7/25
7/31
8/11
8/11
8/12
8/18

会報 40 号印刷・・・武蔵野市役所協働サロン （高橋、西田）
えこーたいむ （会報 40 号発送作業） （西田 3、高橋 2、田川 2、 高橋（ま）
、大島 2）
観音崎レク・・・（西田 2、高橋 2、田川 2、高橋（ま）、福島先生）
TKK 理事会・総会・・・世田谷ボランティアセンター （田辺、高橋 2）
高次脳機能障害講演&シンポジウム藤沢・・・市役所 （田川）
H22 年度第１回高次脳機能障害相談支援研修会・・・都社医療研修センター （高橋 2）
えこーたいむ ＆「ボウリング大会」・・・田辺宅→調布スポーツセンター
（田辺 2、西田 2、高橋 2、田川 2、井上 2、高橋（ま）、大島 2、福島先生）
TKK 予算要望書検討・・・飯田橋（都ボラセン） （田辺、高橋 2）
H22 年度第１回高次脳機能障害支援普及全国連絡協議会・・・国リハ （高橋 2）
ゆいっと・ふりーさろん・・・武蔵野 （高橋 2）
家族相談交流会・・・都センター （高橋 2）
自立支援協議会・・・狛江 （田辺）、講演会（傍聴） （西田）
マリン横須賀・・・ゆんるり （田川）
講演会「高次脳機能障害を理解する」
・・・名古屋朝日ホール （豊田、丹羽）
えこーたいむ・武蔵野障害者総合センター （田辺 2、西田 2、高橋 2、田川、福島先生）
TTK 家族相談交流会・・・都センター （田辺）
都センターと打合せ/懇談（TKK）・・・都センター （高橋 2、田辺）
交通安全ビデオ打合せ（TKK）・・・新宿 （田辺）
ゆいっと・ふりーさろん・・・武蔵野 （高橋 2）
＊都センター＝東京都心身障害者福祉センター

《高次脳機能障害の
高次脳機能障害のグループ訓練
グループ訓練（
訓練（リハビリ専門家向
リハビリ専門家向け
専門家向け講座）
講座）
主催：
主催：NPO 法人東京高次脳機能障害協議会（
法人東京高次脳機能障害協議会（TKK）
TKK）》
9 月講座：2010 年 9 月 11 日（土）10：00～16：00
講義 1 川上昇八氏（熊本菊陽病院精神科デイケア）
講義 2 殿村暁氏（神奈川リハビリテーション病院心理科）
10 月講座：2010 年 10 月 9 日（土）10：00～16：00
講義 1 太田令子氏（千葉リハビリテーションセンター地域連携部部長）
講義 2 山舘圭子氏（栃内第二病院）
参加費：各回 2,000 円
定員：各回とも 80 名
場 所：神田グリーンホール 3 階 会議室
詳しくは http://www.brain-tkk.com/
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ご支援ありがとうございました
2010 年 5 月～8 月までにご寄付、賛助会費をお寄せくださった方々です。
(順不同・敬称略)
北條 代志江
北條
航
北條 飛帆
青木
円
田中 慶子
志田
静
右田 洋子
横山 幸子
澤田 真知子
野村 三枝子
金子 ひとみ
西
勝義
廣山 寿江
中島 久美子
佐藤 チヨ
山田 春美
西田
勝
細川 端子
小畑 あや
渡辺 典子
五味田 美恵子
川野 美也子
比留間 ちづ子
清水 桂子
鶴田 成子
綿森 淑子
稲垣 克巳
一ノ瀬 純二
本山 千恵子
万歳 登茂子
田口 精子
樋口 豊子
澤畠 光洋
矢田 正幸
秋元 敏雄
吉田 道子
吉田
実
黒沢 久子
金原 美智子
坊傳 登美子
渡辺 千賀
坂井 佳代
関
君子
武居 光雄
森
節子
稲村 研次
ゴッチ 英子
古閑 八枝子
塚元 葉子
武田 大介
丸山 重子
田中 栄子
金谷
実
前田 晃子
河渕 スミエ
國井 邦子
岡田 純子
杉本 圭二郎
佐藤 節子
入江 多津子
田川 三枝子
岡田 美枝子
矢次 真知子
7/14 東京パイロットクラブ様より ￥100,000 円のご寄付を頂きました。

入会のご
入会のご案内
のご案内
「正会員（当事者・家族）」
入会金
1,000 円
年会費
3,000 円

2010 年 9 月～11 月

今年度も賛助会費のご協力よろしくお願いします。
年会費（4 月～3 月）１口 2,000 円
郵便振替 00180－0－546112 サークルエコー

活動予定

編集後記◆前回の会報にいろいろ反響を頂き嬉しく思っています。
今号も見やすく、思いのつたわる紙面になっていれば幸いです。
お気づきの点がございましたら、お知らせください。
K.Ayako
サークルエコー連絡先
田辺 和子
〒201-0013 東京都狛江市元和泉 2-7-1
谷口 眞知子(ナノ) 〒341-0044 埼玉県三郷市戸ヶ崎 2193-1
豊田 幸子(フレンズ) 〒489-0987 愛知県瀬戸市西山町 1-60-20
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Tel/Fax:03-3430-8937
Tel/Fax: 048-956-2224
Tel/Fax: 0561-82-1498

編集人

皆様からのご意見、感じたこと、各地の情報、今日のひと言、
絵、イラスト、詩、短歌、川柳、写真、手芸作品の写真、お
すすめの本、おすすめのテレビ番組、お気に入りの言葉、等
募集しています。

東京都 狛江市 元和泉 二― 七―一
高 次 脳 機 能 障 害を 考 え る サ ー ク ル エ コ ー
東京都 世田谷 区砧 六―二 六―二 一「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

原稿と作品の募集

発行人

・えこーたいむ・・・・・・9/25、11/27
・合宿・・・・・・・・・・10/16・17（一泊二日）
・多摩エコー・・・・・・・随時
・ナノ≪三郷市≫・・・・・随時
・フレンズ≪瀬戸市≫・・・毎週月曜、火曜、土曜 第 1・3 金曜

