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メッセージ

　　　　　　岐阜医療科学大学・日本脳外傷友の会顧問
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　阿部順子

　1991年4月名古屋リハに頭部外傷リハビリテーション研究会が発足して、22年
が経過しました。全国に先駆けて脳外傷友の会「みずほ」が設立されたのが1997
年、2000年2月には名古屋リハと友の会「みずほ」が一緒になって「脳外傷者の
地域生活を支援する機関養成事業」を実施し、全国各地に種まきをしました。こ
こで伝えたかったことは「ひとりで悩まない、地域で孤立しない当事者とさまざ
まな機関が連携して地域でがんばる」というメッセージです。終了後の懇親会で
「日本脳外傷友の会」の設立が高らかに宣言されたのです。その後の、国の高次
脳機能障害支援モデル事業と当事者団体の活動の発展には目を見張るものがあり
ます。
　1990年に神奈川リハの大橋先生は、脳外傷者は移動と意思疎通は比較的よく回
復するものの認知と行動の障害は大きく残り、就労に影響する。一方、自立生活
に必要な機能は受傷後10年にわたって改善されるとの海外の論文を紹介していま
す。私たちの20年余にわたる実践はこのことを実証してきたようなものです。
　当時、「処遇困難」といわれていた高次脳機能障害者にこんなに長期に、そし
て熱くかかわり続けることができたのは、かかわることで当事者も家族も支援者
も地域も変わっていくということを実感できたからだろうと思います。とはいえ
そろそろ息切れしてきた昨今、別の牽引者達が各地に台頭してきました。千葉リ
ハの高次脳機能障害支援センターはその代表格でしょう。これからどんなふうに
変わっていくのか楽しみです。　

菜の花メッセージは、高次脳機能障害
支援にかかわる方々から、応援メッセー
ジを頂き掲載しております。 1
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　6月 25 日、国立障害者リハビリテーションセ

ンターで支援コーディネーター全国会議が開催

されました。本年度より事業の名称が、「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」へと

変更され、失語症のある高次脳機能障害者も支

援の対象と明記されるようになりました。本会

議では失語症のある高次脳機能障害者への支援

について、講演、報告、グループ討議が行われ

ました。

　午前中は、川崎医療福祉大学の種村先生より

失語症のある高次脳機能障害者への支援につい

て講演、その後岡山、福島、国リハから報告が

ありました。午後は失語症のある高次脳機能障

害者の就労支援について、障害者職業総合セン

ター特別研究員の田谷先生からの講演と、国リ

ハからの活動報告、グループ討議が行われまし

た。

全国の動き

 種村先生の講演では、失語症はコミュニケー

ションの障害であるため周囲から孤立しやす

く、そのため周囲の理解、広い意味での環境の

整備が必要であるとのお話がありました。

 田谷先生からは、失語症があることによる復

職の難しさと、有効な支援方法としてジョブ

コーチ等で直接現場に赴き、直接現場に理解を

得ていく方法が挙げられました。また国リハ自

立支援局からの活動の報告では、その方らしい

メモの取り方やコミュニケーションの取り方等

を検討した事例が紹介されました。

 当センターでは、これまでも失語症のある高

次脳機能障害者への支援を行っており、その中

で症状による社会参加の難しさも実感してきま

した。

 今回会議に参加し、失語症があることでの困

難さを理解し、その上で個々の特性を活かし、

周囲が理解できるようなサポートを行い、その

方らしい生活や就労について共に考えられるよ

うな支援を目指すことの大切さを考え直す機会

となりました。

                                                   地域連携部　土屋

第 1回支援コーディネーター全国会議

開催
6月 26 日 ( 水）国立障害者リハビリテーションセンター
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　支援コーディネーター会議の翌日に同会場にて

引き続き行われた会議を報告致します。

 連絡協議会委員として厚労省障害保健福祉部から

3名、国立障害者リハビリテーションセンターか

ら 9名、各都道府県から 2名ずつ、学識経験者と

して 15 名、総勢百数十名が参加しました。

　平成 24 年度の事業報告、Ｈ25 年度事業計画に

ついて国リハ、分担研究者、各ブロックから報告

がありました。昨年度の連絡協議会でも説明があ

りましたが、今年度より事業の名称が変更となり

「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」と

なりました。

　具体的には行政的診断基準では除外されている失

語症が、高次脳機能障害を併せ持つ失語症は支援の

対象となることが明確となりました。Ｈ25 年度国リ

ハの事業計画の主なものとして支援サービス提供体

制の一層の充実と均てん化、支援ネットワーク運用

と支援技術の普及、10 月に福祉就労・地域活動支援

センター等職員向けの研修会の開催が挙げられまし

た。

　各ブロックの報告では支援体制の均てん化、小児

高次脳機能障害に対する取り組みを重点項目に挙げ

るブロックが目立ちました。

　千葉県からは当センター高次脳機能障害支援セン

ター太田から厚生科学分担研究として「青少年期の

就学支援」の報告を行いました。

                                                        支援センター　阿部

※全国コーディネーター会議資料、Ｈ25 年度事業実施計画（国リ
ハ分）は国リハ高次脳機能障害情報・支援センターＨＰに掲載さ
れています。

開催

6月 26 日 ( 水）国立障害者リハビリテーションセンター

第 1回高次脳機能障害普及支援事業
　　　　　　　　　全国連絡協議会

 

全国の動き

千葉県の動き

　これまで何度かこの掲示板でも報告してきまし
たが、ワーキング（WG）を重ね、支援情報マップ
のWebのトップページのデザインの素案を検討で
きる段階に至りました。　また、このマップの特
徴ともいえるナビ部分も、入口から社会資源にた
どるルートまで構築できました。このナビ部分は、
作業に取組む前にイメージした以上に難しく、最
終確認の段階になってルートが不自然になってい
るところを発見するなどもあり、時間のかかる作
業でした。さらにナビでたどった先の情報となる
社会資源との接着部分の確認も行いました。これ
は地域の社会資源を対象に行う調査の項目との整
合性をはかる作業で、メンバー全員で一つ一つ最
終確認を行いました。これらの作業は 5月 18，19
日に泊りこみのWGにて行いました。

　WGの課題以外にも、情報マップ作成お互いの情報
交換や持っている経験や知識からレクチャーが受ける
時間も自然とできたりする和気藹々とした楽しく有意
義な 2日間でした。（途中、作業が行き詰ってどんよ
りとした ( させてしまった？ ) 場面もあったような気
もしますが…）
　6月には企画委員会でこれまでの作業の進捗を報告
し、承認を受けました。これから、今年度完成を目指
して地域の社会資源調査とWeb上の支援情報マップ
作りを進めていくこととなります。公開まであと少し、
皆様に利用いただけるときが近づいています。
　　　　　　　　　　　　　地域連携部　　森戸

3



こ～じのぅ掲示板 20 号 2013/7/25

　千葉リハ
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ会議

昨年度に引続き、①自動車運転再開支援
②医療リハグループ訓練②生活リハビ
リテーションプログラム③メモリー
ノートの活用④病棟内の服薬自立に向
けたアプローチ④複視に対する膜プリ
ズムの使用などに取組んでいるWGで
す。
　　　　　　　地域連携部　森戸

６月から平成 25 年度の小児高次脳機
能障害グループがスタートしました。
今年度からグループが１つ増え、計４
つのグループとなりました。各グルー
プのねらいに基づいて、集団活動を
行っています。
　　　　　　　　療育指導部　　篠原

昨年度は一般企業での職場実習を積
極活用し、新規就職 11 件、復職 4
件という実績となりました。今後も
新規就職、復職はスタートラインと
いう認識を持ち、「職場定着に向け
たご本人、企業への丁寧なサポート」
を継続していきたいと思っていま
す。 　　更生園　中島

今年度、更生園では機能訓練事業の
利用者において高次脳機能障害を有
し、主に就労を目指される方を対象
にしたグループ（JOB TRY グループ）
を 7月から開始しました。その結果
について、地域生活復帰支援プロジェ
クトで報告していきたいと思います。
　　　　　　　更生園　鶴岡

成人高次脳リハプロジェクト 就労移行支援プロジェクト

小児高次脳リハプロジェクト 地域生活復帰支援プロジェクト

千葉リハでは、月 1回各プロ
ジェクトと高次脳機能障害支
援センターの支援コーデネー
ターが集まり会議をしていま
す。今号では、各プロジェク
トの進捗状況を報告していた
だきました。

日
医
大
北
総
病
院
　
支
援
セ
ン
タ
｜
見
学

日本医科大学千葉北総病院リハビリテーション科　大林　茂

5月 29 日、臨床心理士３名とともに支援センターを訪れました。我々の病院でも直接自宅退院される

中に少なからず高次脳機能障害が残存する症例があります。何かお手伝いできないかと模索を始めたと

ころ、県の拠点として活躍されている支援センターを訪問する機会を戴きました。太田支援センター長、

長谷川心理発達科長から沿革、概要、事業実績、支援の実際について説明戴いた後「働くためのグルー

プ」訓練を見学いたしました。会社形式で「育苗セット」の製造・販売までを障害（特徴）に準拠して

参加者が分担（製造部と販売部）、部門毎にスケジュールを作成し相互に進捗報告しながら最終的に販

売まで担当されていました。実際に売れるとそれまで雑談が多かった参加者も訓練へ真剣に取り組むよ

うになったと伺い、社会への関わりを実感することの重要性を感じました。訓練場面での各参加者の反

応を詳細にチェックしその後の訓練にフィードバックする姿勢はスタッフの根気と情熱によって支えら

れ、数年単位でステップアップさせていく忍耐強さに感銘を受けました。一方、急性期病院の役割とし

て「高次脳機能障害」をご家族に十分に理解してもらえるよう働きかけること、大学病院として臨床研

究を通して回復促進するべく新しい治療・介入法に挑戦し続けることを改めて決意する機会ともなり、

極めて有意義な時間を過ごすことができました。

4



こ～じのぅ掲示板 20 号 2013/7/25
動 感

第13回千葉県千葉リハビリテーションセンター

7月 13 日（土）に第 13回千葉県千葉ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮ
ﾝｾﾝﾀｰ公開講座が行なわれました。
「車椅子体験・介護体操・講演など」の実施に、
猛暑にもかかわらず 178 名の多くの方にご参加
いただき、ありがとうございます。支援センター
では、ｸﾞﾙｰﾌﾟ活動・若者の会「喫茶ぷう」を
今年もオープンいたしました。利用者の皆さん
は、7月の喫茶オープンに向けて、4月から準
備をしました。掲示板では、開催決定から当日
までの様子を写真で紹介いたします。

若者の会 

平成 2５年４月１６日(火) 

 

今日の司会；        さん 

 

 

1．今年度前半の「若者の会」の日程 

・4 月   日（火）  

・5 月   日（火）  

・6 月   日（日）  

・7 月   日（火）  

・8 月   日（火）  

・9 月   日（火）  

 

２．公開講座の日程 

    ・7 月  日（土） 

公開講座の日に「喫茶ぷぅ」を開設しますか？ ⇒  はい ・ いいえ 

 

３．検討 

「喫茶ぷぅ」を開設する場合、メニューを決めましょう。 

  ①品物は何にしますか？ 

 

 

 

 

②値段はいくらにしますか？ 

 

 

 

 

★★★ 次回の若者の会：５月２１日（火） 14:00～15:30 ★★★ 

 

 

メニューが決定し、看板を皆で作成。真剣に取り組む姿を見守る職員との会話は、当日の
オープンに胸を膨らませているよう

4月の若者の会では、公開講座で行なうメニューを検討
しました。昨年の反省も兼ねる会は多くの意見が出まし
た

オープン間近に迫った 7月
は、コーヒーを作る練習

練習の後は、オープン当日の役割担当を決
めました

オープンしました！

上：エプロンと三角巾を着け
たら、当日の流れを確認して、
準備！
右：オープン直後、緊張して
いましたが、お客様の出迎え
の挨拶、営業の声掛けは、大
きな声が遠くまで聞こえまし
た

今年も多くの方に喫茶ぷぅを
利用していただきました。あ
りがとうございました。反省
会のホワイボードは、皆さん
から多くの振り返りで埋め尽
くされました。長丁場、暑い
中、皆さんお疲れ様でした

喫茶ぷぅは今年も
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支援センターでは、家族会主催の交流会や集団活動のプログラム実施など、充実した家族会運
営が図られるように、要請に応じて協力しています。今号で紹介する支援家族会は、ディアひ
まわり（ちば高次脳機能障害者と家族会主催）です。スタッフが参加した様子を写真と一緒に
紹介します。

　支援

センター

　便り

ディアひまわりでは、自分
たちの事を発表するコー
ナーや、色々なお話をする
コーナーがあります。6月
27 日の活動では、少し趣
向を変え、喫茶店でコー
ヒーブレイクしながら色々
なお話をしました。

皆とのやり取りが楽しい。
自分は仲間を求めていた。
これからも大切にしていき
たいと思う仲間ができてと
ても良かった。

皆の話を聞いたり、
自分の視野を広げら
れる。

皆と話をする事が楽し
い。自分の事を発表で
きる場がある事が、ディ
アひまわりに参加して
良かったと思う。

（失語の為、中々自身の
言葉で表出する事は難し
いが…）「ホッとしたり、
居心地のいい場所になっ
ていますか？」の問いに
対し、頷かれていた。

本を読む事が好きだ
が、発表する為に要約
する事も、トレーニン
グになると思うし、皆
へ発表できる場があっ
て良い。

皆さんにとってディアひまわりはどんな場所ですか？

6
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　支援

センター

　便り

3 月に高次脳機能障害支援センターのグループ活動を卒
業した方々にアンケートを実施致しました。
今号では、前回に続き卒業生の声を掲載いたします。

日々の規則正しい生活を心掛ける事。高次
脳支援センターに出会えて、今の自分に向
き合う事が出来るようになった。（Ｆさん）

先輩利用者の人と話す事で、自分の目標や。これか
らやらなくてはいけない事が分かってきた。（Ｗさん）

視野の障害があるので、パソコンの伝票
入力時に左側の数字の見落としがあるが、
焦らず正確に行なう努力をしています。
（Ｆさん）

体力をつける為に、マラソンを始めた。（Ｗさん）

一人で考え続けるより、周りに相談したり
動き出すことで前へ前進することが出来ま
した。苦手なこと、嫌いなことへも積極的
にチャレンジすることで新しい自分の力が
見つけられることがあります。（Ｆさん）

自分を理解してくれる職員がいて、自分自身の事
が良く分かってきた。（Ｗさん）

つい不規則になってしまう日がおきてし
まうので、会社勤めに影響が出ないよう
に規則正しい生活をしたい。（Ｆさん）

就労する為に、まずは実習をしたり、体力をつけて
いく事。（Ｗ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？

7



■お問い合わせ■　高次脳機能障害リハビリテーション千葉懇話会事務局
（千葉県千葉リハビリテーションセンター　高次脳機能障害支援センター）
Ｔｅｌ：043（291）1831 内 198　Ｆａｘ：043（291）1847

千葉市文化センター　

　

　　　　セミナー室 5Ｆ

医療機関における就労支援

神奈川県総合リハビリテーションセンター

地域支援センター職能科　科長　泉　忠彦氏

講　師

参加費

テーマ

場所

入場無料

編集後記

こ～じのぅ掲示板 20 号 2013/7/25

4

ちーばくんは、犬
じゃない！千葉県に
住む不思議ないきも
のなんだって！！

　梅雨明け宣言を待っていたかのように、酷暑地獄が続きました。
その後も西日本では猛烈な暑さが続いているようですね。千葉は、
その後薄曇りの日々が続き、からりと晴れるわけでもなく、ザーッ
と降るわけでもなく、じっとり湿気がまとわりつくような日が続
いています。東北・北陸地方では断続的に土砂降りに見舞われる
といったこともあるようです。日本中、先が見えずみんなの気持
ちは落ち着かないのではないでしょうか？そういえば、選挙の結
果も、｢ねじれ解消、バンザーイ！｣なんて、とても言えるもので
はなさそうです。政治情勢も、天候も、先の見えない不安がまだ
しばらく続く？（Ｏ）

　編集をやらせていただき、早 8年目。
今回ほど、苦労して作り上げた号はあ
りません。イラストレーターのソフト
を使い、右も左もわからず、ベジェっ
て何？と教科書片手に毎日奮闘し、残
りわずか数ページを残して、データが
消え、「じぇ！」と肩を落とした日。
同じ間違いをしないよう、データを入
れては保存を繰り返してやっと完成し
ました。今号の巻頭も、掲示板を飾る
には素晴らしい方からのメッセージを
頂きました。阿部先生、ありがとうご
ざいます。継続は力なり。千葉から全
国に発信する掲示板は、支援者の方々
の思いが千の葉のように積み重なって、
出来上がった情報誌です。今後ともよ
ろしくお願いいたします。（Ｙ）
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