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●菜の花メッセージ● 

リニユーアルした掲示板の巻頭。今号から、高次脳機能障害支援に関

わる方々から、応援メッセージを頂き掲載していきます。 

発行日 2013 年 3 月 27 日 

 

ＮＰＯ法人日本脳外傷友の会 理事長   東川悦子 

 

 息子の交通事故か ら２０年。神奈川の会を立ち上げてから１６年。全国組織の日本脳外

傷友の会を立ち上げてから１３年。走り続けてきました。とうに引退したいのですが、後を

継いでくれそうな気配がありません。老害を自覚してはいますが、やむを得ず、今では「死

ぬまでやるか－－」くらいの覚悟をしています。 

 高次脳機能障害という言葉はかなり知られてきました。拠点機関も全国に出来ました。 

 「短い期間によくやった」と評価してくださる方もいますが、まだまだ問題の種は尽きま

せん。中でも「小児高次脳機能障害」。先見の明があった千葉リハさんはモデル事業の中で

早くも取り上げてくださったのですが、やっと文科省が重い腰を上 げて「支援マニュアル」

を作るというところにこぎつけました。教員養成大学でも研究に着手した教授が登場しまし

た。しかし、小児高次脳機能障害の当事者家族会はアトムの会、ハイリハキッズ、シェイキ

ングキッズ、子ザルの会、等しか、私の耳に届いてきません。 

 早期にネットワーク化を図りたいと思います。今の時代、困った困ったというだけでは何

も変わりません。 お上に要望書出してもダメです。「こういうことやったらうまくいくよ、

何とかなったよ」と提案し、「ここをこう変えてよ」と要求して いかないと変わらないと、

私は活動の中から学びました。焦らず、あきらめず、こびず、力を合わせましょう。 
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開催 2 月 21 日(木) 三田共用会議所 

第 2回支援コーディネーター全国会議 

 

 全国から 106 名の支援コーディネーターと、オ

ブザーバーとして家族会の代表等が参加されての

開催でした。 

 午前中は、国立リハビリテーションセンター学

院長の中島八十一先生による｢高次脳機能障害支

援普及事業の現状と展望｣という題名での講演後、

小児期発症者の支援に関する実績報告会があり、

その後、岩手県・奈良県・石川県の取り組み状況

が報告されました。 

午後は、国立特別支援教育総合研究所企画部(総合

企画調整担当)上席総括研究員の西牧謙吾先生（小

児科医師）による｢障害のある子どもの修学支援｣

という題名での講演後、先生から出された架空事

例をもとに 17 の小グループに分かれてのディス

カッションが展開されました。 

中島先生の講演では、モデル事業開始時から現

在に至るまでの各県での取り組み状況を例示

しながら、全国的に支援事業がどのように展開

されてきたかの説明がなされました。厚労科研

費｢高次脳機能障害者の社会参加支援の推進に

関する研究｣での今後のテーマが提示(下図参

照)されました。今後の展開としては、①小児

期発症の高次脳機能障害については発達障害

者支援法の中で取り扱われていくこと②画像

陰性例のまとめから、画像陰性例は TBI を原

因とする者が多かった(79.6％)で、TBI の約

1％はMTBIとして存在していることが推測さ

れる、といったことが話されました。 
 

 午後の西牧先生の講演では、①福祉ではサー

ビス利用が契約制度になっているのに対して、

教育は措置制度であること②障害の認定は教

育委員会が行うこと③復学支援における課題

として、子どもの高次脳機能障害に対するリハ

ビリ提供出来る機関の情報が少なく都道府県

を越えて治療(リハビリ)を受ける子どもが移動

するため復学も行政単位を超えて行われるこ

とが多い→都道府県行政を超えた教育のネッ

トワーク化が求められる④平成 25 年度から

｢共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育

システム構築のための特別支援教育の推進｣が

進んでいくこと、が話されました。いずれにし

ても、復学・修学・進学に関しては、教育のシ

ステムを上手に使いながら進めていくことが

必要になるとのアドバイスがありました。 
 

       支援コーディネーター 太田 

１．地域戦ネットワーク

構築活動の強化 

２．各自治体の就労支援

体制の実態調査と問題

点の抽出 

３．福祉就労レベルの高

次脳機能障害者の現況

調査開始 

 

４．特別支援学校に在籍

する高次脳機能障害

児・生徒と支援拠点機関

との連携・協力体制の構

築及び支援のあり方に

関する検討 

５．失語症患者の就労及

び福祉サービス利用の

あり方検討 

１．地域戦ネットワーク

構築活動の強化継続 

２．自治体ごとの就労支

援体制にある問題点の

是正 

３．福祉就労レベルの高

次脳機能障害者受け入

れ施設の問題点整理と

受け入れ促進 

４．高次脳機能障害児・

生徒と支援拠点機関と

の連携・協力推進及び教

育的評価の検討 

 

５．失語症患者の高次脳

機能障害関連施設での

就労支援の試行的実施 

１．地域戦ネットワーク

の活動評価 

２．自治体ごとの就労支

援体制の活動評価 

 

３．福祉就労レベルの高

次脳機能障害者の受け

入れ施設拡充の試行的

実践 

４．高次脳機能障害児・

生徒の教育学的評価試

行と支援拠点機関にお

ける修学支援の促進 

 

５．失語症患者の高次脳

機能障害関連施設での

就労支援の試行的実施

の評価 

平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

教
育
の
シ
ス
テ
ム
を
使
い
な
が
ら
復
学
・
就
学
・
進
学
へ 

写真右から山梨・千葉・大分・青森・名古屋・島根 
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諏訪の杜病院(大分)・平安病院

(沖縄)・ 

弘前脳卒中・リハビリテーションセ

ンター(青森)・富山県高志リハビリ

テーション病院(富山)・石川県リ

ハビリテーションセンター(石川)・

新田塚医療福祉センター(福井)・

前橋赤十字病院(群馬) 

 
こ～じのぅ掲示板は下記のアドレス（千葉リハＨＰ）に掲載されています 

http://www.chiba-reha.jp/koujinou-center/download/index.html 

第 2回高次脳機能障害支援普及全国連絡協議会 

開催 2 月 22 日(金) 三田共用会議所 

厚生労働省からの平成 25 年度の運営方針

について報告します。 

①高次脳機能障害支援普及事業の継続。（都道

府県実施は障害者自立支援法に基づく地域生

活支援事業に位置づけ）②「高次脳機能障害

情報・支援センター」は高次脳機能障害に対

する総合的な支援を行い、高次脳機能障害支

援拠点機関を含めた医療・福祉サービス等の

向上をめざす。③都道府県の高次脳機能障害

支援拠点機関は、相談支援コーディネーター

等による関係機関との連携をし、専門的相談

やサービス利用につなぐ支援などを実施。④

事業名称の変更「高次脳機能障害支援普及事

業」から「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」へ。診断基準の注意・

記憶・遂行機能・社会的行動の障害の症状に

限らず、失語症などについても各支援拠点機

関で対応しており、分かりやすくする目的で

変更。 

 

公開ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑで講演した当事者家族会の皆さんと記念撮影 

事
業
名
称
変
更
へ 

NPO 法人コロポックルさっぽろ就学（準備） 

支援コーディネーター 内田由貴子 

 

 

パソコンを使って当事者・家族・支援に関わる

人等が、全国どこに住んでいても必要な情報に

辿りつけるようなホームページ作りを目指し

て、｢高次脳機能障害者支援情報マップ作成事

業｣のワーキング委員の一員として、企画段階

から参加しています。   

 私は①就学（準備）支援コーディネーターと

して学齢期の子どもにどんな支援が必要かと

いう視点②家族会の脳外傷友の会コロポック

ルに所属していますので、家族会ができるサポ

ートという視点で関わってきました。 

 沖縄から北海道まで高次脳機能障害の支援

に関わる総勢 18 名の委員の皆さんと、平成 23

年から丸一日の会議を年３回かけて練り上げ、

ほぼホームページの原型が出来上がったとこ

ろです。 

この他、各ブロック及び分担研究者からＨ２４

年度の報告がありました。また、公開シンポジウ

ムでは「就学・修学支援について」をテーマに文

部科学省と教育関係の立場からの講演と小児の

当事者家族の立場からの講演がありました。                  

地域連携部 森戸 

 

 

議論を重ねる中で、地域性による差異に触れ

たり、「支援の流れを一目でわかるように」「ど

の段階でどの制度が使える？」などあげてい

くうちに受傷した原因から「犯罪被害者給付

制度」が使える場合があることを知る機会と

もなりました。 

また昼食を摂りながら「主治医に年金の診断

書を書いてもらうとき、私が生活上の困りご

とを書き取って付けます。そうしないとなか

なかその方の障害に見合った年金がもらえな

いからです」など MSW の方の会話から高次

脳機能障害の支援のツボに触れることも。 

 企画のみならず情報の交流、人の交流、様々

な派生効果が発酵しつつあるのを体感してい

ます。もちろん支援情報マップもご期待くだ

さい！ 

 

 

支援マップワーキング 
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【第 9 回高次脳機能障害ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ講習会】 

「障害者の就労」 障害者雇用の現況と課題 

4 

「ご家族からの寄稿」 

娘は平成２２年６月交通事故で受傷し、高次脳機

能障害と診断を受けました。現在は、千葉リハビリ

テーションセンターのグループリハビリに通ってい

ます。家族で「自立」や「１人暮らし」について話

をする事も多く、今年の交流会は「グループホーム

について」というテーマと知り、娘と一緒に参加し

ました。 

 

第
11

回
高
次
脳
機
能
障
害
交
流
会 

 

開催 2 月 16 日(土) 千葉ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 

第一部では、障害者グループホーム等支

援ワーカーの方が、支援事業や千葉県のグ

ループホームの現状、新規開設について説

明されました。地域により格差はあるもの

の、施設数や定員は予想していたよりも多

いと感じました。しかし施設によって運営

内容が違うとの事で、今後質が向上してい

く事を期待します。 

 

第二部は、愛知県豊橋市にあるグループ

ホーム「笑い太鼓」の紹介でした。 

そこは家族会が運営しているため、個々の

利用目的に合わせた柔軟な対応が可能で、 

また近くにある相談支援センターとの連携

も上手くいっている様子は羨ましい限りで

す。 

「親亡き後・・・」の事が話題 
 

 休憩後、「グループホームについて講師２

名との質疑応答」があり、新規開設の具体

的な方法、利用料金や補助金、共同生活の

課題等、皆さん熱心に質問されていました。 

 『親の集い』や『家族会』に参加してい

ても、「親亡き後・・・」の事が話題になる

ことが多く、交流会でこのようなテーマを

取り上げて頂きとても参考になりました。 

菅原 惠子 

 

                            

分科会当事者ｸﾞﾙｰﾌﾟ ﾎﾞｯﾁｬ大会開催の様子 

基調講演をする秦政氏 
（1/12 千葉市文化ホールにて） 

秦氏のお話は、障害者雇用全般の状況を、高

次脳機能障害者の就労状況に触れながらのお話

しでした。雇用者側の声・政策的な意味・支援

者の役割・当事者/家族の声など、複眼的な視点

で、今日の障害者雇用の課題と展望をお話しい

ただきました。中でも、雇用者側に障害者雇用

を一歩踏み出してもらうためには、｢食わず嫌

い｣の状態から｢まず試食を！｣と支援者がきち

んとアプローチしていくことの大切さが強調さ

れました。最後に、①高齢化社会と労働力不足

②国家財政の高齢者支援へのシフト③障がい者

を福祉だけでは支えられない時代が間近に迫っ

ており、こうした社会の変化(CHENGE)を

(CHANCE)と捉えて、ちょっとした配慮で成長

する大きな伸び代のある障がい者が、自らの力

で人に頼らないチャンスをつくり出し、次への

展望を切り開くことができるというメッセージ

をいただきました。後半のパネルディスカッシ

ョンでは、短い時間ではありましたがコーディ

ネーターの益山氏によるリードで濃縮したディ

スカッションがパネラー間で展開されました。 

 

参加者 223 名 

 

特に当事者の宮内氏のお話は、当事者家族の

みならず会場の多くの人に感動と勇気を与え

てくれました。     支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 太田 
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その気づきの度合いに応じてグループ分けをす

ることが大切であること，そうすることでグルー

プの中で，自己の評価が可能になり，他者から 

の適切な評価を受け入れることが出来ること，障

害の気付きが客観的に可能になるグループの力，

理解し合える仲間が重要であることなどを学ぶ

ことができました。 

高次脳機能障害者の連携支援についても多くの

参考となる御助言をいただきました。今回の視察

で得た知識を十分に活用し，更なる事業の充実に

取り組んでいきたいと思います。 

最後になりますが，この視察研修の企画を快く

了承して頂き、御多忙中にもかかわらず多くの時

間をさいてくださいました太田センター長をは

じめスタッフの皆様にこの場を借りて厚く御礼

申し上げます。 

 

 

「千葉リハビリテーションセンター視察を終え

て・・・」 

私達，宮城県リハビリテーション支援センター

は，宮城県の高次脳機能障害拠点機関として相

談，研修事業及び併設するクリニックにおいて

高次脳機能障害者に対する外来リハビリや高次

脳機能障害の定期的な評価，支援を行っており

ます。その事業の中で，高次脳機能障害に対す

るリハビリのスキルアップや高次脳機能障害者

が地域で安心して生活が送れるための支援や関

係機関との連携について学びたく，千葉リハビ

リテーションセンターを視察させていただきま

した。 

視察で印象的であった高次脳機能障害者に対す

るグループ訓練では，まずグループ分けの段階

で自己の現状に対する気づき 

や活動の遂行力がどのレベル 

なのかの評価（計画，実行， 

評価，改善）が重要であると 

の説明がありました。 

 

支援センターのスタッフと一緒に記念撮影（3/7センター中庭にて） 

千葉リハビリテーションセンター大ホールで、

更生園ふれあいフェスタが開催されました。高

次脳機能障害支援センターの働くためのグル

ープでも、(株)グリーンガーデンとして出店。

“社員”2 名が販売員として参加しまし、丹精

込めて作成した育苗セットを販売しました。 

販売管理部の作成した、“情報カード”“商品名

の看板”等の販売促進グッズや、製造部が提案

した“生産者情報の掲示”“おまけの種をプレ

ゼント”“観察日誌コーナー”等、販売ブース

には様々な工夫が盛りだくさん！ 

販売員の丁寧な商品説明や、軽妙なセールスト

ーク。その成果もあり、めでたく 38 個すべて

完売しました。 

高次脳支援センター 勝山 

 

2 月 22 日(金)に、千葉リハビリテーションセ

ンターの大ホールで、更生園ふれあいフェスタ

が開催されました。 

更生園ふれあいフェスタに参加しました！ 
出展物はすべて完売 

 

 

販売練習をする利用者様（2/22 千葉リハ大ホール） 

「お買い上げいただいた皆様、ありがとうござ

いました。上手に育ててお楽しみ下さい」 

グループ利用者様と休憩

中の会話で微笑ましい時

間もありました。 

3/6.7宮城から千葉リハ見学に3名の方がお越しになりました。そ

の時の感想を頂きましたので掲示板に掲載いたします。 
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高次脳機能障害支援普及事業の一環とし

て、自動車運転再開に関する県内の支援者育

成と研鑚、情報交換の場として昨年 10 月か

ら勉強会を開催しています。内容の提供及び

運営は当センターの作業療法士が担当。2 回

行われた勉強会には当センター外の作業療

法士を中心に理学療法士・言語聴覚士延べ 64

名（31 病院）の方々が参加されました。これ

までの内容は「高次脳機能障害者の運転再開

と当センターの取り組み紹介」「県内支援実

態のアンケート調査結果報告」「事例検討（脳

血管障害例、頭部外傷例）」、及び実物大のド

ライビングシミュレータの見学・体験です。

講義・報告の後に活発な質疑応答がされ、毎

回予定した 2 時間を超えている状況です。 

勉強会は 3ヶ月に 1回の頻度で開催してい

ます。 

次回は 4 月 21 日（日）13：30～「標準注意検査法

（CAT）の内容説明と解釈について」と「教習所との

連携～実車評価を開始するための当センターでの経験

～」を取り上げる予定です（ホームページ参照）。 

ニーズがあっても支援の取り組みが遅れている自動

車運転再開への支援の輪を広げるために勉強会を継続

していく計画です。是非、支援者の皆様の継続した参

加をお待ち申し上げます。   

作業療法士 小倉                       

 

 

高次脳機能障害と自動車運転勉強会 
（次回開催は 4/21 ホームページ参照） 

参加者アンケートから 
 
＊社会参加支援について、詳細なことが説
明され将来に大いに希望が持てること
が判明し大変勉強になりました。 

＊突然できていたことができなくなり、社
会に出られないのではなく「やりたいこ
と」をどのようにサポートを受けたら出
来るようになるかを考える視点が必要
だと改めて知り「人」「居場所」「出番づ
くり」を考えたいと思います。 

＊「社会参加支援」と見て 100％患者の受
け身、支援を受ける身だと思っていた
が、その支援の中にボランティア活動が
あることを知ることができて良かった
です。 

＊行政の立場としては、新資源ということ
でありがたいと思っている。制度ではな
い資源、そして、支援される側の障害の
方が支援する側として活動するという
ことは、非常に大切だと思います。 

 

 

「高次脳機能障害者の社会参加支援」フォーラム in千葉 

その人らしい社会参加のあり方を求めて～選択肢とサポ

ートの多様性を考える～をテーマに 5 人の方からお話を

いただきました。右記は、参加された方のアンケートを

掲載いたします。 

ＶＡＩＣコミュニティケア研究所 川端 孝子 

写真左からパネリスト小松様・筒井様・辻内様・富永様・大塚様 

（3/16 ホテルプラザ菜の花にて） 

http://www.flopdesign.com/download/illust_human_cut/pages/Face_c053.html
http://www.flopdesign.com/download/illust_human_cut/pages/Face_c019.html
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3 月は、卒業シーズンです。高次脳機能障害支援センターでも、ｸﾞﾙｰﾌﾟ活動を卒業して、地域や施

設で就労を目指して頑張っている方々がいらっしゃいます。支援を通して、お一人お一人の芽・

根・花、そして実を付けたようです。スタッフは、卒業生の声としてこの度、アンケートを実施

致しました。多くの声を頂いたので、数回に渡って紹介していきます。 

★職リハにて、益山さんや中島

さんとの会話の中で、企業人だ

った自分を思い出させて頂い

た。（Ｉさん） 

●面接の練習をしています。色々な

企業の面接会に参加し、注意事項は

メモに残すようにしています。 

（Ｉさん） 

▲自分の障害を理解した上で協力

してくれる人たちがたくさんいる

ので、更生園には行って良かった。 

（Ｉさん） 

 

■再就職を頑張る。やりがいのある

仕事を仲間と一緒にやりたい。 

（Ｉさん） 

 

★施設に一緒に入っている人に会えてよかっ

た。自分は少し人見知りだが、気軽に話しかけ

てくれて打ちとけられた。体験談を話してくれ

たり、相談に乗ってくれるので楽しんで過ごす

ことができている。（Ｏさん） 

●健康的な体つくりのために、ダイエットをして

いる。尊敬できる人のようになれるよう、相手に

うまく説明できるようにがんばっている。 

（Ｏさん） 

▲自分は施設での訓練が無くてもやっていけると思

っていたが…社会生活を送るためには自分に何がで

きて、何ができないのかを知る事が大切だと学んだ。 

（Ｏさん） 

 

■記憶があまり良くないので、

メモを具体的に取るようにし

ている。（Ｏさん） 

 

★今の環境で新しく「出会えて良かった！」と思うことは？ 

 

●今の環境でチャレンジしていることは？ 

 

▲一歩を踏み出して良かったこと、あなたの次に続く人たちへ、勧めたいことは？ 

 

■今の環境で頑張って取り組もうと思っている課題は？ 

 



奇跡の脳 脳科学者の脳が壊れたとき 

(My Stroke of Insight) 

著 書 ジル・ボルト・ティラー 

(Jill Bolte Talor,Ph.D.) 竹内 薫 訳 

発行年月日 2012 年 3 月 28 日発行  

出版社   新潮文庫 

価 格   630 円(税別) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【編集後記】  

■ギリギリ滑り込みで今年度中に最終号が出来上がりました。編集委員で実質

｢掲示板｣のすべてを取り仕切ってくれているYさんには、早くから今年度最終

号の記事について提案されていました。そこで出来上がってしまったような気

になってほとんど分担責任を果たせないまま、最後通知で｢今週中に発行です｣

と言い渡され、大急ぎで原稿をお願いした方にはご迷惑をおかけしました。皆

様にご協力いただき出来上がった今年度最終号も素敵な内容です。是非お楽し

み下さい。(RO) 
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■今年度最後の掲示板も外部の方々

の力を頂き、盛り沢山の内容でお届

けすることが出来上がりました。あ

りがとうございました。ところで、 

スカイツリーが出来てから、観光客

が増えたというスポットへ行ってき

ました。レトロの灯りと鉄筋の梁。

展望台に昇るＥＶは途中でガタンと

揺れて、冷や汗が出るスリル。高度

成長期に建設され、昭和を生きたタ

ワーは今年で55年を迎えます。暗闇

で輝く東京のシンボル。掲示板もタ

ワーに負けないくらいに、もっと輝

ける千葉の情報誌でいたいと願って

おります。来年度もよろしくお願い

いたします。（Ｙ） 

 

ハーバート大学の脳神経科学研究者であり、兄が

統合失調症となったことで家族として全米精神疾

患同盟(NAMI)の理事としても活躍していた著者

が、ある日脳卒中で倒れた。脳出血が起こった瞬

間から病院に運ばれるまでの本人に受け止められ

た状態から手術が終わってリハビリ期間の感じ方

に記述が圧巻である。特に左脳が出血により機能

しなくなってからの右脳での環境の受け止め方

は、当事者だからこそといった描写であり、｢なる

ほど、そんな風に感じるんだ！｣と教えられる。誰

もが著者ように回復していくかは分からないが、

その過程の描写には教えられるところが多い。 
           支援コーディネーター太田 

 

 
高次脳に関する

書籍をシリーズ

化で紹介してい

きます！ 


