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༓ⴥ┴༓ⴥࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥࢭࣥࢱ࣮
ࠉࠉࠉࠉࠉ㧗ḟ⬻ᶵ⬟㞀ᐖᨭࢭࣥࢱ࣮ࠉ
ࠉࠉࠉࠉࠉࢭࣥࢱ࣮㛗ࠉࠉኴ⏣ࠉ௧Ꮚ

ඛ᪥㛤ദࡉࢀࡓ㺀ᖹᡂ  ᖺᗘ㧗ḟ⬻ᶵ⬟㞀ᐖཬࡧࡑࡢ㛫㐃㞀ᐖᑐࡍࡿᨭᬑཬᴗࠉ
➨㸰ᅇ㧗ḟ⬻ᶵ⬟㞀ᐖᨭᬑཬᴗᅜ㐃⤡༠㆟㺁࡛ࠊ㧗ḟ⬻ᶵ⬟㞀ᐖᨭᣐⅬᶵ㛵
ࡣᅜ  ⟠ᡤタ⨨ࡉࢀࡓሗ࿌ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ࠾ࡶ࠼ࡤࠊ༓ⴥ┴࡛ࡣᖹᡂ  ᖺᗘ
㸲᭶ᇽᮏ▱ᑵ௵ࡼࡗ࡚㧗ḟ⬻ᶵ⬟㞀ᐖᨭࣔࢹࣝᴗཧ⏬ࡍࡿࡇࡀỴࡲࡗ࡚
ࡽ  ᖺ㛫ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡁࡓࡇ࡞ࡾࡲࡍࠋᙜᨭᣐⅬ㝔ࡋ࡚༓ⴥ┴༓ⴥࣜࣁ
ࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥࢭࣥࢱ࣮ࡀᣦᐃࡉࢀࡓࡣࠊ㧗ḟ⬻ᶵ⬟㞀ᐖᨭ㛵ࡋ࡚ࡣྑࡶᕥࡶศ
ࡽ࡞࠸ࣚࢳࣚࢳṌࡁࡔࡗࡓᡃࠎࡶࠊከࡃࡢඛ㐍ⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࢆࡋ࡚ࡇࡽࢀࡓᶵ㛵ࡢⓙ
ࡉࢇᑟࢀࠊ࡛ࡣ⮬ຊ࡛Ṍࡅࡿຊࡀࡘ࠸࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ㺀 ᖺ௨ୖࡅ࡚Ṍࡅࡿࡼ࠺
࡞ࡗࡓࡔࡅ㸽㺁ࡑࢇ࡞࠾ྏࡾࡢኌࡶ⪺ࡇ࠼࡚ࡁࡑ࠺࡛ࡍࡀࠊᙜᑠᏛᰯ  ᖺ⏕ࡔࡗࡓᙜ
⪅ࡀࡸࡗᡂேᘧࢆ㏄࠼ࡿ㛫ࡀ⤒㐣ࡋࡓࡔࡅ࡛ࡍࠋᙼ➼ࢆᚅࡕࡲ࠼࡚࠸ࡿࡇࢀ
ࡽࡢ㛗࠸ே⏕ࡢ㐨ࡢࡾࢆ⪃࠼ࡿࠊᑵ⫋ࡸ⏕άࡢ⮬❧ࠊ⤖፧ࡸᏊ⫱࡚ࠊ㌿⫋ࡸ㏥⫋ࠊ
ࡑࡋ࡚⪁ᚋࡢ⏕ά࡞ᵝࠎ࡞ฟ᮶ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋከࡃࡢேࡓࡕࡀே⏕࡛ฟ࠺ฟ᮶ࢆࠊ
ᙼ➼ࡶࡲࡓᐇࡋࡓᙧ࡛㏄࠼࡚࠸ࡃࡣࠊࡇࢀࡲ࡛௨ୖࡓࡃࡉࢇࡢேࡓࡕᨭ࠼ࡽࢀ
ບࡲࡉࢀ࡞ࡀࡽ㐣ࡈࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡞ࡾࡲࡍࠋ
㧗ḟ⬻ᶵ⬟㞀ᐖࡢⓎࡣẚ㍑ⓗⱝᖺᮇ࡛࠶ࡿࡇࡶ≉ᚩ࡛࠶ࡾࠊᨭࡢ㐨ࡢࡾࡶࡲࡓ
Ọࡃ㏵ษࢀ┠ࡢ࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿᚲせࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ༓ⴥ┴࡛ࡇ࠺ࡋࡓᜥࡢỌ࠸ᨭࢆ⥅⥆
ࡋ࡚࠸ࡅࡿࡣࠊᆅᇦ࡛ࡢࢧ࣏࣮ࢺຊࡢ⫱ࡕࡶḞࡏࡲࡏࢇࠋ⚾ࡓࡕࡣࠊᙜ⪅ࡸࡈᐙ᪘
ࡢኌࢆ⪺ࡁ࡞ࡀࡽࠊᆅᇦࡢㄡࡶࡀᨭ࠼ᡭ࡞ࢀࡿࡼ࠺άືࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸
ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࢀࡽࡶࠊከࡃࡢࡳ࡞ࡉࡲࡶࠊࡔࢀࡶࡀ⮬ࡽᮃࡴᆅᇦ࡛ᬽࡽࡋ
⥆ࡅ࡚࠸ࡅࡿࡑࢇ࡞⾤࡙ࡃࡾࡢ୍⩼ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡁࡓ࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

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。
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全国の動き

➨  ᅇᅜ㐃⤡༠㆟㸸➨  ᅇయ㆟ሗ࿌
➨  ᅇᨭࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ᅜ㆟
開催

2 月 20 日（木） 東京都三田共用会議所

開催

2 月 21 日（金） 東京都三田共用会議所

ᖹᡂ  ᖺᗘᴗ㐠Ⴀ᪉㔪ࡀཌ⏕ປാ┬♫࣭
ㆤᒁ㞀ᐖಖ⚟♴㒊⚟⏕Ὀஂㄢ㛗⿵బࡼࡾ

ࠉ ᭶  ᪥ࠊᮾி࡚ᨭࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮㆟ࡀ
㛤ദࡉࢀࠊᅜࡼࡾ  ྡࡢᨭࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮
ཬࡧ㛵ಀ⫋✀ࡢཧຍࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ
ࠉᅇࡢࢸ࣮࣐ࡣࠗ㧗ḟ⬻ᶵ⬟㞀ᐖ⪅ࡢ⛣ືᨭ࡛࠘ࠊ
༗๓ࡣᅜ❧ࣜࣁ㣤ᓥඛ⏕ࡢࠕࡍ࡚ࡢேࣔࣅࣜࢸ
࣮ࢆࠖ࠸࠺ࢱࢺ࡛ࣝࡢㅮ₇ࠊᐇ⦼ሗ࿌ࡋ࡚ࠊ
ᒣ┴ࠊ㮵ඣᓥ┴ࠊᅜࣜࣁ࡛ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀⓎ⾲ࡉࢀࡲ
ࡋࡓࠋ
༗ᚋࡣࠊ୰ఀ㇋ࣜࣁࡢࠕ㧗ḟ⬻ᶵ⬟㞀ᐖ⪅ᑐࡍࡿ⮬ື
㌴㐠㌿ホ౯ᨭࠖࠊࡀࢃ⥲ྜࣜࣁࡽࡢࠕ㧗ḟ⬻ᶵ
⬟㞀ᐖ⪅ᑐࡍࡿබඹ㏻ᶵ㛵࡛ࡢ⛣ືᨭࠖࡢྲྀࡾ⤌
ࡳࡘ࠸࡚ࡢⓎ⾲ࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢᚋ㺖㺼㺷㺎㺪㺽ウ㆟ࡀ⾜ࢃࢀࡲ
ࡋࡓࠋᅜࣜࣁࡢ㣤ᓥඛ⏕ࠊ⇃ඛ⏕ࡢㅮ₇࡛ࡣࠊࣔࣅࣜ
ࢸ࣮ࡣ⮬ື㌴ࡸබඹ㏻ᶵ㛵ࡼࡗ࡚☜ಖࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ሙྜࡀከࡃࠊ㞀ᐖ⪅ࡗ࡚⮬ື㌴㐠㌿ࡣ⮬❧ࡋࡓ⏕ά
ࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࡢ㘽࡞ࡿࠊࡲࡓ㧗ḟ⬻ᶵ⬟㞀ᐖࡀ࠶ࡗ
࡚ࡶࠊࡑࡢ⛬ᗘࡼࡗ࡚㐠㌿ෆᐜၥ㢟ࡢ↓࠸ேࡀᏑᅾ
ࡍࡿࡇࡽࠊ㐺ṇ࡞ホ౯ࡀồࡵࡽࢀࡿ࠾ヰࡀ࠶ࡾࡲ
ࡋࡓࠋ
⮬ື㌴㐠㌿௦ࢃࡿබඹ㏻ᶵ㛵࡛ࡢ⛣ືᨭࡶ㔜せ࡛
࠶ࡾࠊಶࠎࡢ㞀ᐖ≉ᛶ㐺ࡋࡓ௦ൾᡭẁࡢᥦ౪㸦㑅ᢥ㸧
⋓ᚓࠊ⎔ቃㄪᩚࡢᨭࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡇࢆ☜ㄆࡍࡿ
ࡇࡀฟ᮶ࡿᶵ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉᨭࢭࣥࢱ࣮ࠉᥭᡞ࣭ᆅᤂ

ሗ࿌ࡉࢀࡲࡋࡓࠋᴫせࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡛ࡍࠋ
ձᖹᡂ  ᖺᗘࡽ㧗ḟ⬻ᶵ⬟㞀ᐖཬࡧࡑࡢ
㛵㐃㞀ᐖᑐࡍࡿᨭᬑཬᴗྡ⛠ኚ᭦
࡞ࡗࡓࠋ
ղᖹᡂ  ᖺᴗண⟬㸦ᅜ㺶㺨ᐇศ  ⓒࠊ
㒔㐨ᗓ┴ᐇศ  ൨㸧ճᨭᣐⅬᶵ㛵⥲ᩘࡀ
 ࢝ᡤ㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶⌧ᅾ㸧ࠊ┦ㄯᨭࢥ࣮ࢹ
ࢿ࣮ࢱ࣮ᩘࡣ  ྡ㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶⌧ᅾ㸧
࡞ࡗࡓࠋ
⥆࠸࡚ᅜࣜࣁࠊྛࣈࣟࢵࢡࡢᖹᡂ  ᖺᗘᴗሗ࿌
࣭ᖹᡂ  ᖺᗘᴗ᪉㔪ࡢሗ࿌ࡀ⾜ࢃࢀࠊᆅᇦᛶ
ᛂࡌࡓ≉Ⰽ࠶ࡿྲྀࡾ⤌ࡳࡀሗ࿌ࡉࢀࡲࡋࡓࠋ
ཌ⏕ປാ⛉Ꮫ◊✲ᴗ࣭ศᢸ◊✲ሗ࿌ࡋ࡚㧗ḟ
⬻ᶵ⬟㞀ᐖᨭࢭࣥࢱ࣮㛗ኴ⏣௧Ꮚࡀࠗ㧗ḟ⬻ᶵ
⬟㞀ᐖ⪅ࡢᆅᇦ⏕άᨭࡢ᥎㐍㛵ࡍࡿ◊✲࠘ࡢ
ሗ࿌ࢆ⾜࠸ࠊ༓ⴥࣜࣁࢭࣥࢱ࣮࡛ࡢ㟷ᑡᖺᮇᨭ
ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡢࠊᦆಖ༠ຓᡂ㔠ᴗࢆཷࡅࢼࣅ
ࢤ࣮ࢩࣙࣥᶵ⬟ࡁሗ࣐ࢵࣉࡢసᡂࡘ࠸࡚
ሗ࿌ࡋࡲࡋࡓࠋ
ᨭᣐⅬᶵ㛵ࡀᖺᗘ  ᡤࡽ  ᡤቑ
ຍࡋࠊᅜⓗ࡞ᴗࡢయไᩚഛࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿឤ
ࡌࡲࡋࡓࠋᚋࡶᅜࡇ࡛ࡶᆅᇦ࡛㌟㏆┦ㄯ
ᨭࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞యไᩚഛࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡃࡇࢆ
㢪࠸ࡲࡍࠋࠉࠉࠉ
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉᨭࢭࣥࢱ࣮ࠉ㜿㒊

(2/21 全国連絡協議会＠東京都三田共用会議所 )
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㞀ᐖ⪅㞠⏝࣐ࢽࣗࣝࢥ࣑ࢵࢡ∧ ࠉ

ᖹᡂᖺᗘ
㧗ḟ⬻ᶵ⬟㞀ᐖᨭࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㐃⤡༠㆟

᭶᪥ᮏ㆟ࡀ㛤ദࡉࢀࠊ⚾ࡣ༓ⴥ┴⌮Ꮫ⒪ἲ
ኈࡢ㛗ࡋ࡚ᅇึࡵ࡚ฟᖍࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁ
ࡲࡋࡓࠋ
ࠉྛᨭᣐⅬᶵ㛵ࡢሗ࿌ࢆཷࡅࠊᆅᇦ♫࡛ᬽࡽ
ࡋ⥆ࡅࡿࡓࡵ♫యࡢ⌮ゎࢆࡢࡼ࠺ᚓ࡚
࠸ࡃࡢࡀࠊᚋࡢࡁ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࢁ࠺ឤࡌࡓ
ḟ➨࡛ࡍࠋ
ಖ࣭་⒪࣭⚟♴ࡢᵝࠎ࡞ሙ㠃࡛ከ⫋✀༠ാࡀ㆟
ㄽࡉࢀࡿ࡛ࡍࠋ⏘ᴗࡸᩍ⫱㛵ࢃࡿศ㔝ࡶྵ
ࡵࠊಶูᨭ␃ࡲࡽࡎࠊ♫యࡢ⌮ゎࢆ່ࡵ
ࡿࡓࡵࠊࡢ⫋✀࣭ᶵ㛵࣭⤌⧊ࡢࡼ࠺࡞༠
ാࡀᒎ㛤࡛ࡁࡿࢆ⪃࠼ࡉࡏࡽࢀࡓ㛫࡛ࡋࡓࠋ
ࡲࡓࠊᆅᇦໟᣓࢣయไࡢᵓ⠏ྥࡅᒎ㛤ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠕ㧗㱋⪅ࢆᆅᇦ࡛ᨭ࠼ࡿࠖ࠸࠺㆟ㄽࢆࠊ㧗
ḟ⬻ᶵ⬟㞀ᐖ⪅ࡢࡼ࠺ᒎ㛤ࡍࡿࡢ㆟ㄽࡢ
ᚲせᛶࢆឤࡌࡓ㛫࡛ࡶ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ୍⯡♫ᅋἲே༓ⴥ┴⌮Ꮫ⒪ἲኈ
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ㛗ࠉ⏣୰ᗣஅ

ᖹᡂ  ᖺ  ᭶Ⓨ⾜

ᮏ࣐ࢽࣗࣝࡣࠊ㧗ḟ⬻ᶵ⬟㞀ᐖ⪅ࡢ㞠⏝ಁ㐍ࠊ
⫋ሙᖐཬࡧᏳᐃࡋࡓ⥅⥆㞠⏝ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡇࢆ
┠ⓗࡋ࡚ࠊ㧗ḟ⬻ᶵ⬟㞀ᐖ⪅ࡢ㞠⏝⟶⌮➼ࡢ
ࣀ࢘ࣁ࢘ࢆࢃࡾࡸࡍ࠸ࢥ࣑ࢵࢡᙧᘧ࡛ゎㄝࡋࡓ
ࡶࡢ࡛ࡍࠋᮏ࣐ࢽࣗࣝࡀࠊ࡛ࡁࡿࡔࡅከࡃࡢ
ᴗ࡞࡛ά⏝ࡉࢀࠊ㧗ḟ⬻ᶵ⬟㞀ᐖ⪅ࡢ㞠⏝ಁ㐍ࠊ
⫋ሙᖐࠊ㞠⏝⥅⥆ࡘ࡞ࡀࡿࡼ࠺ᙺ❧࡚࡚࠸ࡓࡔ
ࡅࢀࡤᖾ࠸࡛ࡍࠋ㸦ᮏᩥࡼࡾᢤ⢋㸧
ࠉࠉࠉⓎ⾜ඖ㸸⊂❧⾜ᨻἲே㧗㱋࣭㞀ᐖ࣭ồ⫋⪅㞠⏝ᨭᶵᵓ

㧗ḟ⬻ᶵ⬟㞀ᐖᨭሗ࣐ࢵࣉసᡂᴗ
ࡘ࠸ࠊሗ࣐ࢵࣉࢆᢨ㟢ࡍࡿࡀ᮶ࡲࡋࡓ㸟㸟
༠ຊࡋ࡚㡬ࡅࡓᅜࡢᨭᣐⅬࡢࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡀ㞟ࡲࡾࠊ
ᙜ⪅ࠊᐙ᪘ࠊᨭ⪅࡞࠾ᙺ❧࡚ࡿࡶࡢࢆᛕ㢌⨨࠸
࡚సᡂࡋࡲࡋࡓࠋ
ሗ࣐ࢵࣉࡣࠊ༓ⴥࣜࣁࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛ࡈぴ࠸ࡓࡔࡅࡲࡍࠋ
KWWSZZZFKLEDUHKDMSNRXMLQRXVXSSRUWLQGH[KWPO

吉永センター長・基調講演での様子

 ᮾி࠶ࡍ㆟ᐊ㸸ᨭ࣐ࢵࣉጤဨ࣓ࣥࣂ࣮

ハイリハキッズ代表・中村千穂様からメッセージを頂きました。
web 検索が身近な私たちにとって、
「待ってました！！」という
情報ツールです。母親として客観的にこの障害について考える
こともできました。是非、検索を！！

㸦 ᅜ㐃⤡༠㆟ࡢሙ࡛ࠊᨭ࣐ࢵࣉࡢㄝ᫂ࢆ
⫈ㅮࡍࡿࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡢⓙᵝ㸧
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➨  ᅇ㧗ḟ⬻ᶵ⬟㞀ᐖ㺶㺨㺩㺼㺶㺡㺎㺚㺌㺻ㅮ⩦

ž᭗ഏᏯೞᏡᨦܹƷ૾ǁƷૅੲƸŴ
μƯƷૅੲǹǭȫƴƭƳƕƬƯƍǔſ

ㅮᖌࠉ⚟⏕ὈஂẶࠉ
ཌ⏕ປാ┬♫࣭ㆤᒁ㞀ᐖ
ಖ⚟♴㒊
㸦 ༓ⴥᕷᩥࢭࣥࢱ࣮㸧

ㅮᖌࠉᅵỤၨᝋẶ
㺒㺛㺬㺽㺏㺎㺷ฟ㞼㺖㺶㺤㺍㺖⤫ᣓ
ᓥ᰿┴ᨭ㺘㺎㺡㺼㺆㺦㺎㺞㺎

➨  ᅇ㧗ḟ⬻ᶵ⬟㞀ᐖὶ㛤ദ

 ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧➨  ᅇ㧗ḟ⬻ᶵ⬟㞀ᐖὶࢆᙜࢭࣥࢱ࣮࡛
⾜࠸ࡲࡋࡓࠋయࡣࢸ࣮࣐ࢆࠕᏛࡪ࣭ᬽࡽࡍ࣭ാࡃࠖ
㹼࠶࡞ࡓࡢ㌟㏆࠶ࡿ┦ㄯሙᡤ㹼㢟ࡋࠊྛᑓ㛛ศ㔝࡛ࡈά㌍
ࡢ  ྡࡢ᪉㸦Ꮫࡪ㸸⿇ࣨᾆ≉ูᨭᏛᰯࡢሷ⏣ඛ⏕ࠊാࡃ㸸ⱝⴥ
Ἠࡢ㔛ࡢ᱒ᮌẶࠊാࡃ㸸༓ⴥ㞀ᐖ⪅⫋ᴗࢭࣥࢱ࣮ࡢ⩚ཎẶ㸧ࢆ
࠾㏄࠼ࡋ࡚ࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠊࡑࡢᚋศ⛉ࡣࠊᏛࡪ࣭ᬽࡽࡍ࣭
ാࡃ࣭ᙜ⪅ࡢྛࢢ࣮ࣝࣉศࢀࢩ࣏ࣥࢪࢫࢺࡢࢹࢫ࢝ࢵ
ࢩࣙࣥࠊᙜ⪅ࡣ࣎ࢵࢳࣕࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓࠋ
ὶయࡢཧຍ⪅ࡣ  ྡࠊศ⛉ࡣാࡃࢢ࣮ࣝࣉ  ྡ
⣙༙ᩘ㏆ࡃࡢ᪉ࡀཧຍࡉࢀࠊ
ࠕᑵປࠖࡢ㛵ᚰࡢ㧗ࡉࡀఛ࠼ࡲࡋࡓࠋ
ࡲࡓὶࣥࢣ࣮ࢺ࡛ࡶࠊ ྡࡢ᪉ᅇ⟅ࡀ࠸ࡓࡔࡁࠊὶ
ཧຍࡋ࡚ཧ⪃࡞ࡗࡓࡢពぢࡀከࡃᐤࡏࡽࢀࡲࡋࡓࠋ

4

㧗ḟ⬻ᶵ⬟㞀ᐖࡢ᪉ࡢᨭࡘ࠸࡚ࠊࢿࢪࢆ⥾
ࡵ࡞࠾ࡉ࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸ࠋ
 ᭶  ᪥㛤ദࡉࢀࡓࠕ➨  ᅇ㧗ḟ⬻ᶵ⬟㞀ᐖ
ࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥㅮ⩦ࠖཧຍࡋ࡚ࡑࢇ࡞ࡇ
ࢆឤࡌࡲࡋࡓࠋ୰᰾ᆅᇦ⏕άᨭࢭࣥࢱ࣮㸦௨ୗࠊ
ࠕ୰᰾ࢭࣥࢱ࣮ࠖ㸧ࡀጞࡲࡗࡓࡢࡣࡽ  ᖺ๓
㸦ᖹᡂ  ᖺ㸧ࠋㆤಖ㝤ࡢᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮ࠊ
㞀ᐖ⪅⚟♴ࡢᇶᖿ┦ㄯࢭࣥࢱ࣮ࡸ┦ㄯᨭᴗ➼
ࡀタ⨨ࡉࢀࡿ๓ࡢᮇ࡛ࡋࡓࠋ㞀ᐖࢆᣢࡗࡓ᪉ࡀ
㏻࠺ሙᡤࡶከࡃࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓ㸦ไᗘࡢᨵኚࡶ
࠶ࡾᴗᡤࡢᩘࡣࡇࡢ  ᖺ࡛  ಸ௨ୖቑ࠼࡚࠸
ࡲࡍ㸧ࠋ୰᰾ࢭࣥࢱ࣮ࡣไᗘࢆ࠼࡞࠸᪉ࠊไᗘ
࡛ࡣ㊊ࡾ࡞࠸᪉ࡀ┦ㄯ࠾㉺ࡋ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ
㧗ḟ⬻ᶵ⬟㞀ᐖࡢ᪉ࡽࡢ┦ㄯࡶ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡲ
ࡋࡓࠋ
ᖹᡂ  ᖺ㡭ࡣ㧗ḟ⬻ᶵ⬟㞀ᐖࡢ᪉ࡘ࠸࡚ไᗘࡢ
せࡀṤ࠶ࡾࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࠋ
ᐇែㄪᰝᯟ⤌ࡳసࡾࢆ⾜࠸ࠊᬑཬྍ⬟࡞ᨭయไ
ᡭἲࡢᥦ♧ࡀ┠ᣦࡉࢀࡓࣔࢹࣝᴗࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸
ࡓᮇ࡛ࡍࠋไᗘⓗ࠼ࡿ㐨ලࡣࢇ࡞ࡗ
ࡓࡢ࡛ࠊ┦ㄯ᮶ࡽࢀࡓ᪉ࡣࠊ་⒪ᶵ㛵ྠ⾜ࡋ
ࡓࡾࠊ⏕άୖࡢㄢ㢟ࢆ୍⥴⪃࠼ࡓࡾࠊヨ⾜㘒ㄗࡍ
ࡿࡋ࠶ࡾࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࠋ༓ⴥࣜࣁࡶࠊఱᗘࡶ
┦ㄯࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ
ࣔࢹࣝᴗࡢᡂᯝࡀ࠶ࡗ࡚ࠊᖹᡂ  ᖺ㡭ࡽ㧗ḟ
⬻ᶵ⬟㞀ᐖࡢ᪉ࡢከࡃࡀ⢭⚄ಖ⚟♴ᡭᖒࡢᑐ㇟
࡞ࡾࡲࡋࡓࠋࡇࡢᮇࠊ㞀ᐖ⪅⮬❧ᨭἲࡢ⾜
ࡼࡗ࡚ᴗᡤᩘࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡓࡇࡶ࠶ࡾࠊ᪥୰ά
ືࡢሙᡤࠊᑵປカ⦎➼ࡢලయⓗ࡞ᨭࡘ࡞ࡀࡿࡇ
ࡀᐜ᫆࡞ࡗࡓࡢ࡛ࡍࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊࡘ࡞ࡀࢀࡿሙᡤࡀฟ᮶ࡓࡇ࡛Ᏻᚰࢆࡋ࡚
࠸ࡓ㒊ศࡀ࠶ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋᚲせ࡞ࡇ
ࢆࡋࡗࡾ⾜࠼࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡋࡻ࠺ࠋㄽࠊே
ࡈ࡛࡞ࡃᡃࡋ࡚༑ศࡉࢆ③ឤࡋࡲࡋࡓࠋ
ࠕ㞀ᐖࡢฟ⌧ࡢ᪉ࡀಶࠎࡼࡗ࡚ࣂࣛࣂࣛࠊࡑࡢ
ࡓࡵಶࠎࡢ⌮ゎࡑࢀᛂࡌࡓᑐᛂࢆᕤኵࡍࡿࡇ
ࡀồࡵࡽࢀࡿࠖࠕ㧗ḟ⬻ᶵ⬟㞀ᐖࡢ᪉ࡢᨭࡣࠊ
࡚ࡢᨭࢫ࢟ࣝࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿࠖㅮᖌࡢ᪉ࡢ
ゝⴥࡣ༳㇟ⓗ࡛ࡋࡓࠋ
ࠉ࠾୍ேࡢ᪉ࢆࡶࡗࡼࡃ▱ࡿࡇࠊᚲせ࡞㓄៖
ࢆಶูⓗ⾜࠺ࡇࡀᚲせ࡛ࡍࠋࡑࡢࡓࡵࠊࡇࢀ
ࡲ࡛ࡼࡾᚰࡀࡅ࡚ࠊ㧗ḟ⬻ᨭࢭࣥࢱ࣮┦ㄯࡉࡏ
࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
ࠉ㸦୰᰾ᆅᇦ⏕άᨭࢭࣥࢱ࣮㛗⏕ࡦ࡞ࡓࠉἑⱱ㸧
ࠉࠉࠉἑᵝࠊࡈᐤ✏࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ
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⏝⪅ᵝࡽᙜ᪥ࡢឤࢆ㡬ࡁࡲࡋࡓࠋ
ᥖ㍕࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ

 ᭶  ᪥ࡢࠕࡩࢀ࠶࠸ࣇ࢙ࢫࢱ࡛ࠖࠊࣜࣁࣅࣜࡢ࣓ࣥࣂ࣮
ࡀసࡗࡓ⫱ⱑ࢟ࢵࢺ㸦ࢳ࣐ࢧࣥࢳࣗࠊࣝࢵࢥࣛ➼㸧ࢆ  ே
࡛㈍ࡋࡲࡋࡓࠋ㏞ࡗ࡚࠸ࡿ࠾ᐈᵝࡣ✚ᴟⓗၟရࡢ
ㄝ᫂࡞ࢆࡋࡓ⤖ᯝࠊ ಶࡍ࡚ࢆࡋࡲࡋࡓ㸟
ᐇࡋࡓᴦࡋ࠸୍᪥࡛ࡋࡓࠋᖐࡍࡿ୍Ṍࡋ࡚
⤒㦂࡛ࡁ࡚࡚ࡶⰋࡗࡓᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋࠉ
㸦㹌ᵝ㸧

㸦 ༓ⴥࣜࣁ࣮࡚࣍ࣝ㸧

䛩䜉䛶䟿
䛚㈙ୖ䛢䛔䛯䛰䛔䛯ⓙᵝ䚸 䛒䜚䛜䛸䛖䛤䛦
䛔䜎䛧䛯䚹 ୖᡭ䛻⫱䛶䛶䛚ᴦ䛧䜏䛟䛰䛥䛔䚹

䝇䝨䞊䝇 䞉 䜄䛒ᵝ䚸 ᨭ䝉䞁䝍䞊ぢᏛ䛻
132 ἲேࢫ࣮࣌ࢫࡨ࠶ࡣࠊ⤫ྜኻㄪᅪࡢ᪉ࠎࡢ
ࢆ┠ᣦࡋ࡚  ᖺ┠ࢆ㏄࠼ࡿࠊ
㸺ᐙ᪘ࡢ῝࠸࠸㸼
ࡽⓎࡋࡓ㐠ືయ࡛ࡍࠋ⾤୰ࡢᘬࡁࡾࡸ࣓࣮ࣝ౽
ࡢ㓄㐩ࠊ⏿ࠊ㝔ࡢᗑࡸ㎰ᐙࡢ┤ᡤࡢ⣡ရࠊ
㞄ᕷࡢὙ㌴➼ࢆ⾜࠺Ⅽࠊྛ⮬ࡀࡑࡢ᪥ࡢࢆ⮬ࡽ
㑅ࡧࠊẖ᪥ᆅᇦ♫⧞ࡾฟࡋ࡚ࡣே᥋ࡋࠊᕤ㈤ࢆ
ᚓ࡚࠸ࡲࡍࠋࡈ⦕ࡼࡾᩘᖺ㛫࡛㸱ேࡢ㧗ḟ⬻ᶵ⬟㞀ᐖ
ࡢ᪉ࠎࢆ࠾㏄࠼ࡋࡲࡋࡓࡀࠊࡇࡢᗘࡣᖾ࠸ࡶ༓ⴥࣜࣁᵝ
ࡢࠕാࡃࡓࡵࡢࢢ࣮ࣝࣉࠖࢆぢᏛࡉࡏ࡚ᡝࡁࠊ
ࠕὶࢀ࡚࠸
ࡿ㛫ࡢ⦆ࡸࡉࠖ
ࠕࢫࢱࢵࣇࡢ㓄៖ࡢᡭཌࡉ࣭ ࡉࠖ
ࠕࡑࡢ᪥ẖࡢ฿㐩Ⅼࡢ᫂♧ࠖࡢ㠃࡛⚾ࡶࡢ✵㛫ࡢ┦㐪
ࢆ▱ࡾࠊ࠾㝜ᵝ࡛⮬ࡽࢆ㢳ࡳࡿⰋ࠸ᶵ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
⚾ࡶࡀࡾୖࡆ࡚᮶ࡓ✵㛫㸦6SDFH㸧ࡣࠊ㛫ࡢὶࢀࡀ
㏿ࡃࠊࡸࡸ෭ࡓࡃࠊ᪥ࠎᕫࢆ◊ࡃ࠸࠺ࠊ⮬ࡽࡢ⏕ࢆ⏕
ࡁᢤࡃ㝿ࡢᚰᵓ࠼ࢆᙼ᪉ᥖࡆ࡚࠸ࡲࡍࠋ༓ⴥࣜࣁᵝ
ࡽᘬࡁ⥅ࡄ㝿ࡣࠊᙼ➼㸰ࡘࡢ✵㛫ࡢⴠᕪ㛵ࡍࡿ
ㄝ᫂ࡸ㓄៖ࡀ㊊ࡾࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࠋ⚾ࡶࡀὶࡍࠕ㛫ࡢ
㏿ࡉࠖࡸࠕ ࡉࠖ㛵ࡋࡲࡋ࡚ࡣࠊ
ࠕ㏺࠼ࡤ❧࡚ࠊ❧
࡚ࡤṌࡵࡢぶᚰࠖ࡞ࡾࡀࡕ࡞㸺ᐙ᪘㸼ࡢ㝗ࡾࡸࡍ࠸
㸺ᛶᛴࡉ㸼Ẽ࡙ࡉࢀࠊ
ࠕࡑࡢ᪥ẖࡢ฿㐩Ⅼࠖࡀ᫂♧
ࡉࢀ࡚࠸ࡿಶࠎࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ⦓ᐦࡉࡣࠊ၏ࠎ⬺ᖗࡋࠊ
⊛┬ࢆ㏕ࡽࢀࡲࡋࡓࠋᏛࡤࡏ࡚ᡝࡁࡲࡋ࡚ࠊᚰࡽឤㅰ
ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

ࠉ ᭶  ᪥ࡩࢀ࠶࠸ࣇ࢙ࢫࢱࡢ⫱ⱑ࢟ࢵࢺࡢ㈍ཧຍ
ࡋࡲࡋࡓࠋཤᖺࡢ  ᭶ࡢ㏻ᨾࡼࡿᙳ㡪࡛ఇ⫋ࡶ⥆
ࡁᅇࡢࡼ࠺㈍ࡢᙺࢆᯝࡓࡍࡢࡶึࡵ࡚࡛ࡋࡓࠋ
ᙜ᪥࠾ᐈࡉࢇࡶᑡ࡞ࡃ㒊ࡾษࢀ࡞࠸ᛮ࠸ࠊ
⫱࡚᪉ࡸ⫱ⱑ࢟ࢵࢺࡢ࠸᪉ࡢㄝ᫂ࢆࡋ࡚ࢆ┠ᣦ
ࡋࡲࡋࡓࠋࠉ᭱⤊ⓗ࢟ࢵࢺࡀࡉࢀ࡚ຓࡾࡲࡋࡓࠋ
㈍ࡢグ㘓ࡸィࡶ࣑ࢫ࡞ࡃⰋࡗࡓᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ
㸦㸿ᵝ㸧

ᨭࢭࣥࢱ࣮ࠉ᪂ࣃࣥࣇࣞࢵࢺⓎ⾜㸟㸟
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
支援センターのご案内

高次脳機能障害
支援センターの役割

医療体系での支援
（病院などで治療とみなされる
訓練などの利用）

個人の適応能力を高める

福祉体系での支援
（地域にある福祉制度の利用）

( 集団活動・家族支援 )
環境調整による適応状態を作る
( 訪問等による連絡調整・啓発活動 )
支援体制を確立する
就労 ( 教育 ) 体系での支援
（復職等就労や復学などを
目指すための諸制度の利用）

( データの蓄積・調査結果
をもとに政策提言 )

介護体系での支援
（地域にある介護保険サービスを
使った利用）

支援センターの説明
生活の様々な場になじめず、辛さを抱えている状態は、社会生活への不適応状態
といえます。このような不適応状態を少しでも軽減して、その人らしい生活がで
きるようにするため、
①その人自身の適応力を高める②周りの環境（家族や友人
は最も重要な環境要素です）をその人が過ごしやすいように整える③不適応状態
に陥っている人たちの実態を多くの人たちに知ってもらい社会や制度を変えてい
くことを目指します。

Ver.3

㧗ḟ⬻ᶵ⬟㞀ᐖᨭࢭࣥࢱ࣮
ࣃࣥࣇࣞࢵࢺ➨  ᙎࢆసᡂࠋ
ࠗ࠶࡞ࡓࡣ࠸ࡲࠊࡢࢫࢸ࣮
ࢪ࠸ࡲࡍ㸽࠘ࠗ࠶࡞ࡓࡣ
ᨭࢆୖᡭ࠼࡚ࡲࡍ㸽࠘
ࠗᨭࢭࣥࢱ࣮ࡣࢇ࡞ࢆ
ࡋ࡚࠸ࡿࡢ㸽࠘ᙜ⪅ࠊࡈᐙ᪘
ศࡾࡸࡍ࠸ࡼ࠺ᨭࢭࣥ
ࢱ࣮ࡢࢆㄝ᫂ࡋ࡚ࡲࡍࠋ
ᥖ♧ᯈⓎ㏦ᑐ㇟ࡢ᪉ࠎࡣࠊ
᪂ᖺᗘⓎ⾜ࡢࡇࡕࡽࢆᥖ♧ᯈ
୍⥴㏦࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ

ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࢫ࣮࣌ࢫ࣭ࡨ࠶ࠉᮌᮧࠉ₩
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୷ဩςΧΫςΞȜΏοϋΓϋΗȜ͂ࣞষෞܥෝવ͈ٺႤঃӱ
 ᖺ๓ࠊ༓ⴥࣜࣁࡣཌ⏕ປാ┬ࡢ㧗ḟ⬻ᶵ⬟㞀ᐖᨭࣔࢹࣝᴗ༓ⴥ┴ࡀཧ⏬ࢆỴࡵࡓࡇࢁ
ࡽጞࡲࡾࡲࡍࠋࡑࡢࡢ❧ࡕୖࡆࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡋ࡚ࠊኴ⏣௧Ꮚ㺘㺎㺡㺼㺆㺦㺎㺞㺎ࡣ୰ᚰⓗ࡞Ꮡᅾ࡛ࡋࡓࠋ
ᨭࢭࣥࢱ࣮౽ࡾ࡛ࡣࠊ
ࠗ༓ⴥࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥࢭࣥࢱ࣮㧗ḟ⬻ᶵ⬟㞀ᐖࡢṔྐ࠘ྡࡋ࡚ࠊ
ᩘᅇࡢᥖ㍕࡛⌧ᅾࡲ࡛ࢆ㏣ࡗ࡚⤂ࡋࡲࡍࠋ
ࣞষෞܥෝવٺ׳κΟσমު
ᖹᡂ  ᖺࠉ༓ⴥ┴࡛༓ⴥࣜࣁࡀ┴ࡢᆅ᪉ᣐⅬ㝔ࡋ࡚ᣦᐃࡉࢀࡿࠋ
ᖹᡂ  ᖺࠉࣔࢹࣝᴗ  ᖺ┠ࡣࠊ⏝⪅ᐇែㄪᰝ┴ㄪᰝࢆ㛤ጞࠋ
ᖹᡂ  ᖺࠉࣔࢹࣝᴗ᭱⤊ᖺࡣࠊ㈈ᅋࡽຓᡂ㔠ࢆཷࡅㄪᰝࢆ⥆⾜ࠋ

༓ⴥ┴ࣔࢹࣝᴗཧ⏬
ཌ⏕ປാ┬ࡢ㧗ḟ⬻ᶵ⬟㞀ᐖᨭࣔࢹࣝᴗ༓ⴥ
┴ࡀཧ⏬ࢆỴࡵࡓࡢࡣࠊࡢ㒔㐨ᗓ┴ࡀྡࡾࢆᣲ
ࡆ࡚ࡽ࡞ࡾ㐜ࢀ࡚ࡢࡇ࡛ࡍࠋ༓ⴥࣜࣁࣅࣜࢸ
࣮ࢩࣙࣥࢭࣥࢱ࣮ࡀ┴ࡢᆅ᪉ᣐⅬ㝔ࡋ࡚ᣦᐃࡉ
ࢀࠊ┴ᢸᙜ⪅༓ⴥࣜࣁ⥲ົㄢ㛗ࠊࡑࡋ࡚ᙜカ⦎
⒪㒊㛗ࡔࡗࡓኴ⏣ࡢ㸱ே࡛ࠊཌປ┬ฟࡅ࡚࠸
ࡗࡓࡢࡣᖹᡂ  ᖺࡢ㸲᭶ධࡗ࡚ࡢࡇ࡛ࡋࡓࠋ

࣮࣡࢟ࣥࢢ࣓ࣥࣂ࣮ࢆỴᐃ
ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࠊ╔௵ࡉࢀࡓࡤࡾࡢཎࢭࣥࢱ࣮
㛗ࡽカ⦎⒪㒊㛗ࡧฟࡋࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ
ෆᐜࡣカ⦎⒪㒊࡛㧗ḟ⬻ᶵ⬟㞀ᐖ⪅ࡢカ⦎ᐇ⦼
ࡀ࠶ࡿྰ࠸࠺ࡇ࡛ࡋࡓࠋᙜࡣࢹ࣮ࢱࡀ
࡛ࠊᡂே་⒪Ჷ⏝⪅㛵ࡋ࡚ࡣࠊㄡࡀ㧗ḟ⬻
ᶵ⬟㞀ᐖヱᙜࡍࡿࢆ᳨⣴ࡍࡿࡣ㛫ࡀࡾ
ࡲࡋࡓࡀࠊ㏉⟅ࡣࡍࡄࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡾࡲࡏࢇ࡛ࡋ
ࡓࠋᑠඣᝈ⪅ࡘ࠸࡚ࡣ୰㏵㞀ᐖ⪅ࡢேᩘࡣᡂேᝈ
⪅ẚ࡚ࡣࡿᑡ࡞ࡃࠊ㧗ḟ⬻ᶵ⬟㞀ᐖ⪅ྰ
ࢆุ᩿ࡍࡿࡣᐜ࡛᫆࠶ࡗࡓࡓࡵࠊᡂேᝈ⪅ࡢ㧗
ḟ⬻ᶵ⬟㞀ᐖ⪅ᐇᩘࡣᥗࡵ࡞࠸ࡀᐇ⦼ࡣ࠶ࡿࡇࠊ
࠾ࡼࡧᑠඣ㛵ࡋ࡚ࡣホ౯ࢹ࣮ࢱࢆᥞ࠼࡚ᐇ⦼ࢆሗ
࿌ࡋࡲࡋࡓࠋࡇࡢࡇࡀࠊ༓ⴥ┴࡛ࡣࣔࢹࣝᴗ࡛
ᑠඣᝈ⪅ࡶⓏ㘓ࡍࡿࡇ࡞ࡗࡓࡁࡗࡅ࡛ࡋࡓࠋ
ࢭࣥࢱ࣮㛗ࡽࡣࠊ⫋ဨᑐ㇟ࡢሗ࿌࡛㧗ḟ⬻ᶵ
⬟㞀ᐖᨭࣔࢹࣝᴗྲྀࡾ⤌ࡴࡇࡀఏ࠼ࡽࢀࡲ
ࡋࡓࠋ
୍᪉ࣔࢹࣝᴗ༓ⴥࣜࣁࡀྲྀࡾ⤌ࡴᙜࡓࡗ࡚ࠊ
ྛ㒊⨫ࡽ࣮࣡࢟ࣥࢢ࣓ࣥࣂ࣮ࡀỴࡲࡾࡲࡋࡓࠋ
ࡇࡢ࣮࣡࢟ࣥࢢࢭࣥࢱ࣮㛗ࡽᐇែࡀศࡽ࡞࠸
ࡇࡣ⮴ⓗ࡛࠶ࡾࠊ┤㏆㸳ᖺ㛫ࡢᙜࢭࣥࢱ࣮ᝈ⪅
ࡢᐇែㄪᰝࢆࡍࡿࡇࡀᣦ♧ࡉࢀࡲࡋࡓࠋ

ᐇែㄪᰝࡽࢃࡗࡓࡇ
㸱㹀࠾ࡼࡧ㸱㹁Ჷධ㝔Ṕࡢ࠶ࡿᝈ⪅ᩘࡣ┤㏆㸳ᖺ㛫
࡛  ே࡛ࡋࡓࠋ
ࡇࡢ࠺ࡕ  ேࡀ⬻⾑⟶ᝈࠊ㢌㒊እയࡀ  ே࡛
࠶ࡿࡇࡀศࡾࡲࡋࡓࠋ⩣ᖹᡂ  ᖺ  ྡࡢ
᪉ࠎࡢࡑࡢᚋࡢᐇែㄪᰝࢆࡋࠊ ྡࡽᅇ⟅ࢆ࠸ࡓ
ࡔࡁࡲࡋࡓࠋ

6

ࡲࡓࠊㄪᰝᅇ⟅⪅ࡢ࠺ࡕ  ྡࡘ࠸࡚ゼၥㄪᰝࢆ⾜
࠸ࡲࡋࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓ୍㐃ࡢㄪᰝࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ་⒪⤊ᚋ
ࡢ㧗ḟ⬻ᶵ⬟㞀ᐖ⪅ࡢ⏕άᐇែࡀᑡࡋศࡗ࡚ࡁࡲࡋ
ࡓࠋᚰ㓄ࡋ࡚࠸ࡓேࡀ↓⫋ࡋࠊࡑࡢᚋ㡰ㄪ
ࢆ⥆ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿᵝᏊࢆ࠾⪺ࡁࡋ࡚Ꮀࡋࡃ࡞ࡾࡲࡋ
ࡓࠋᑐࠊ⫋ሙ࡛Ᏺࡽࢀ࡚࠸ࡓࡣࡎࡢேࡀࠊ㞀ᐖࡀ
ゎࡗ࡚ࡶࡽ࠼࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊ୍ேⱞࡋࡳ㏥⫋㏣࠸
㎸ࡲࢀ࡚ࡋࡲࢃࢀࡓࡇࢆࠊࡃ▱ࡽࡎ࠸ࡓ⮬ศ㐩
ࡢࡩࡀ࠸࡞ࡉⴠࡕ㎸ࡴࡇࡶ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋࡋࡋࠊ
ࡇࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ༓ⴥࣜࣁ⏝⪅ࡢ͂ࡑࡢᚋ̓
ࢆᢕᥱࡍࡿࡇࡢษࡉẼ࡙ࡁࠊᐃᮇⓗὶࡢሙ
ࢆᣢࡘࡇࢆጞࡵࡿࡁࡗࡅ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ༓ⴥࣜࣁ
ࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥࢭࣥࢱ࣮ࡢ⫋ဨ୍ே୍ேࡀ㧗ḟ⬻ᶵ⬟
㞀ᐖᨭྥ࠸ྜࡗࡓࢫࢱ࣮ࢺࡢฟ᮶࡛ࡍࠋ
ࡇࡢㄪᰝࢆ㐍ࡵࡿ୰࡛ศࡗࡓࡇࡣࠊ༓ⴥࣜࣁ࡛ࡣ
ձ㧗ḟ⬻ᶵ⬟㞀ᐖࡢ⪃࠼᪉
ղࡑࡢேࡀ࠺࠸࠺㧗ḟ⬻ᶵ⬟㞀ᐖࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡢホ౯ࡢ᪉
ճ㏥㝔ᚋࡢࣇ࢛࣮ࣟࡢ᪉ࡢࡍ࡚࠾࠸࡚ࣂࣛࣂ࡛ࣛ
⤌⧊ⓗఱ୍ࡘື࠸࡚࠸࡞࠸ࠊ࠸࠺ࡇ࡛ࡋࡓࠋ

᪥ᮏᅜࡢືࡁࢆど㔝
ᐇែㄪᰝάື࡛㟢࿊ࡋࡓࣂࣛࣂࣛࡉࡣࠊᅜࣜࣁ࠾ࡼࡧ
ࣔࢹࣝᴗཧ⏬ࡋ࡚࠸ࡿ  ⟠ᡤࡢᆅ᪉ᣐⅬ㝔
ᖹᡂ  ᖺᗘࡽࡣ  ⟠ᡤ ࡢᢸᙜ⪅ࡀデ᩿ᇶ‽
࣭ホ౯  カ⦎࣭♫⏕άࡢྛసᴗ⌜ศࢀ࡚㧗ḟ⬻
ᶵ⬟㞀ᐖ⪅ࡢⓏ㘓సᴗ᳨ウࢆ⧞ࡾ㏉ࡍάືཧຍࡋ
࡞ࡀࡽࠊಟṇࢆຍ࠼࡚࠸ࡃࡇࡀฟ᮶ࡲࡋࡓࠋ
ඛ㐍ⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࢆࡋ࡚ࡇࡽࢀࡓ┴ࡸᨻ௧ᣦᐃ㒔ᕷࡢ
ᣐⅬᶵ㛵ࡢᢸᙜ⪅ࡽࡣࠊ᠓ษᑀ࡞ຓゝࢆ࠸ࡓࡔࡅ
ࡲࡋࡓࠋ
ࡇࡢ㆟ࡢཧຍࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ༓ⴥࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥ
ࢭࣥࢱ࣮ࡢ୰ࡔࡅࢆぢ࡚ࡶࡢࡈࢆ⪃࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
᪥ᮏᅜࡢືࡁࢆど㔝ධࢀ࡚⮬ศ㐩ࡢᙺ㐍ࡴࡁ
᪉ྥࢆ⪃࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡇẼ࡙ࡉࢀࡲࡋࡓࠋ

こ〜じのぅ掲示板 22 号
ど㔝ࢆᗈࡆࡿ
ࡇ࠺ࡋࡓඛ㐩ࡢࢻࣂࢫࢆཷࡅ࡞ࡀࡽࠊ༓ⴥ┴
యࡢ㧗ḟ⬻ᶵ⬟㞀ᐖᨭ㈐௵ࢆᣢࡘࡇࢆ⮬ぬࡋ
ࡘࡘࠊᵝࠎ࡞ᙧ࡛┴ㄪᰝࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓࠋ
ᖹᡂ  ᖺࡣ┤㏆  ᖺ㛫ࡢ⏝⪅ᐇែㄪᰝࠊ┴ෆ
་⒪ᶵ㛵ᑐ㇟ㄪᰝࡋࡓ┴ෆ㧗ḟ⬻ᶵ⬟㞀ᐖࡢ᥎ィ
᭷⋡ ་⒪ᶵ㛵ࡅࡿ᭷⋡ࡣ  ே  
ே᥎ィࡉࢀࡓ ࢆฟࡋࡓㄪᰝࠊ┴ෆᏛᰯ࣭♫⚟
♴タ➼࡛ࡢ㧗ḟ⬻ᶵ⬟㞀ᐖ⪅⏝ᐇែㄪᰝࠊᡂே
㧗ḟ⬻ᶵ⬟㞀ᐖホ౯ࣂࢵࢸ࣮ࣜࡢᖖᑠඣ㐺ᛂࡢ
ཧ⪃್ㄪᰝ➼ࠊ୍ᣲᵝࠎ࡞ㄪᰝࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓㄪᰝάື࡛ぢ࠼࡚ࡁࡓࡇࡣࠊᆅᇦ࡛ࢧ࣏
࣮ࢺࡋ࡚࠸ࡿࡣࡎࡢேࡓࡕࠊ㧗ḟ⬻ᶵ⬟㞀ᐖែ
ࡀ࠶ࡲࡾ▱ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸࠸࠺ᐇ࡛ࡋࡓࠋࡋࡋࠊ
ࡇ࠺ࡋࡓどⅬࡢᣑࡀࡾࢆᣢࡗ࡚┴ෆࡢᆅᇦ⏕άࢆᨭ
ࡋ࡚࠸ࡿேࡓࡕฟ࠺ࡇ࡛ࠊࡑࢀࡒࢀࡢᶵ㛵
࡛ᨭⱞ៖ࡋ࡚࠸ࡿேࡓࡕࡢ༠ാᨭࡢሙࡀస
ࡽࢀጞࡵࡲࡋࡓࠋ㺀༓ⴥࣜࣁࡢ㢦ࡀぢ࠼ࡿࡼ࠺࡞ࡗ
ࡓ㸟㺁ゝࢃࢀࡿࡼ࠺࡞ࡾࠊ㺀㧗ḟ⬻࠸࠼ࡤ༓ⴥ
ࣜࣁ㺁ከࡃࡢᨭᶵ㛵ࡢ᪉ࠎᛮ࠸ᾋ࡚࠸ࡓ
ࡔࡅࡿࡼ࠺࡞ࡿࠊࢫࢱ࣮ࢺࡢᖺࡀᖹᡂ  ᖺࡔࡗࡓ
ᛮ࠸ࡲࡍ

ᆅᇦᨭᶵ㛵ࡽᩍ࠼ࡽࢀࡓࡇ
ࣔࢹࣝᴗ㸱ᖺ┠࡞ࡿࠊ࠸ࡼ࠸ࡼ᭱⤊ࡢᖺࠊ
୍▐⥭ᙇࡋࡲࡋࡓࠋࡇࢀࡲ࡛ࡣࣔࢹࣝᴗࡋ࡚⿵
ຓ㔠ࢆཷࡅ࡚࠸ࡲࡋࡓࡀࠊሙྜࡼࡗ࡚ࡣࡇࡢ⿵ຓ
㔠ࡀᡴࡕษࡽࢀࡿࡇࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋ
ࡑࢇ࡞㺀࠾㔠ࡀ࡞࠸ࡢ࡛ᨭᴗࡣ࡛ࡁ࡞࠸㺁
࠸ࡗ࡚ࠊࡇࡢᴗࢆᨺࡾฟࡍࡇࡣฟ᮶ࡲࡏࢇࠋࡑࡇ
࡛࠺ࡍࡿ⪃࠼ࡲࡋࡓࠋᡭࡗྲྀࡾ᪩࠸᪉ἲࡣࠊእ㒊
㈨㔠ࢆ⋓ᚓࡍࡿࡇࢆ⪃࠼ࡿ࠸࠺ࡶࡢ࡛ࡍࠋࣔࢹࣝ
ᴗ㈝ࡢ㔠ࡣฟ࡞ࡃ࡚ࡶࠊࡏࡗࡃືࡁጞࡵࡓ
άືࡸ㐃ᦠయไࢆ₽ࡍࢃࡅࡣ࠸ࡁࡲࡏࢇࠋ
ᖹᡂ  ᖺࡣ᪥ᮏ㈈ᅋࡽࠊ⩣  ᖺࡣ୕⳻㈈ᅋࡽ
◊✲ຓᡂ㔠ࢆᚓ࡚ࠊ┴ෆㄪᰝࢆ⥆ࡅࡲࡋࡓࠋࡇࡢㄪᰝ
ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊㄪᰝᑐ㇟ᅪᇦࢆ㤶ྲྀ࣭ᾏᅪᇦ⤠ࡾࡲࡋ
ࡓࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊ㞀ᐖ⪅ᨭࡢᣐⅬࡋ࡚㛗ࡽࡃάືࢆ
ᒎ㛤ࡋ࡚ࡇࡽࢀࡓࣟࢨࣜ࢜ㄪᰝ༠ຊࢆ࠾㢪࠸ࡋ
ࡲࡋࡓࠋࡇࡢㄪᰝ࡛ࡣ㤶ྲྀᾏᆅᇦ࠶ࡿࡍ࡚ࡢ
ㆤ࣭㞀ᐖ㛵ಀࡢタ࣭ᶵ㛵ゼၥㄪᰝࢆࡋ࡚ࠊࡑࡢ
ᐇែࢆᇉ㛫ぢࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ࠸࠺ࡁ࡞✭ࡀ࠶
ࡾࡲࡋࡓࠋࡇࡢㄪᰝࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᙜࣟࢨࣜ࢜ࡢᑓົ
⌮ࡔࡗࡓ⣽ῲᵝࡽࠕࡲࡉࠊㄪᰝࡀ⤊ࡋࡓࡽ
༓ⴥࣜࣁࡣࠊ࠺ࡶ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠊ࠸ࡗ
࡚ᘬࡁୖࡆ࡚࠸ࡃࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺ࡡࠖࢠࣙ
ࣟࣜࡋࡓ┠࡛㏕ࡽࢀࠊ୍ྠ⦰ୖࡀࡗࡓࡇࡀ᪥
ࡢࡇࡢࡼ࠺࡛ࡍࠋ
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⣽ῲࡉࢇゝࢃࢀࡓࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ୍ࡘ୍ࡘࡢᨭ
タࡸᶵ㛵ࢆゼၥࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡃࠊࡑࢀࡒࢀ⏝
⪅ࡉࢇྲྀࡾ⤌ࡴ ᗘࡀࠊᜍࢁࡋ࠸᫂☜ఏࢃ
ࡗ࡚ࡃࡿ࠸࠺య㦂ࢆࡋࡲࡋࡓࠋࡑࢇ࡞୰࡛ࠊ⇕ព
ࡣ࠶ࡾ࡞ࡀࡽࡶ㧗ḟ⬻ᶵ⬟㞀ᐖࡢᐇែࡀࢃࡽࡎ
ᨭⱞ៖ࡋ࡚࠸ࡿタ࣭ᶵ㛵ࡢேࡓࡕ༠ാ࡛ࠊ
࠺ࡋࡓࡽࡼࡾࡼ࠸ᙧ࡛㧗ḟ⬻ᶵ⬟㞀ᐖ⪅ࡀᆅᇦ
࡛⏕άࡋ࡚࠸ࡅࡿࢆ⪃࠼ࡿࡓࡵࠊ◊✲ࢆⓎ
㊊ࡉࡏࡲࡋࡓࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓ୍㐃ࡢάືࡣࠊ༓ⴥࣜࣁ࠸࠺⟽ࢆ㣕ࡧฟ
ࡋᆅᇦᨭᶵ㛵༠ാ࡛ࢆࡍࡿࡇ࡛ᆅᇦࡢᨭ
⪅ࡢ㐃ᦠࡣఱ࡛࠶ࡿ⚾ࡓࡕᩍ࠼࡚ࡃࢀࡲ
ࡋࡓࠋ

⦅㞟㒊ࡼࡾ
ྕ࡛ࡣࠊࣔࢹࣝᴗࡀጞࡲࡗࡓᖹᡂ  ᖺࡽ
୕ᖺ㛫ࡢᵝᏊࢆᥖ㍕ࡋࡲࡋࡓࠋ
ᥖ♧ᯈࡢ๓㌟࡞ࡿࠕࣔࢹࣝᴗࡔࡼࡾࠖࡢ➨
୍ᅇⓎ⾜ࡣࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥࡛ࡋࡓࠋ
ࣔࢹࣝᴗཧຍࡍࡿ࠶ࡓࡾࠊ㐃⤡༠㆟ጤ
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編集後記
大雪に見舞われてアタフタしていたのがついこの間のことだと思
っていましたが、今は桜が満開に近い状態で花開いています。
｢こ〜じのう掲示板｣も３年間Y さんの奮闘で充実した紙面を作り
続けることが出来たと思います。高次脳能障害支援の事業を始めた
ばかりの頃は、誰も高次脳機能障害者をターゲットにした支援の事
業とは何かをイメージできませんでしたので、我々スタッフが何を
しているかをお伝えすることが中心でした。それが、事業を展開して
いく中で、我々スタッフが企画したり実施している活動を、支援を必
要としている人たちまたは別の場所で支援に携わっておられる人た
ちは、どんなふうに見ておいでなのかを語っていただくようになりま
した。特にこの｢こ〜じのう掲示板｣になってからは、その傾向を一層
推し進めてきました。袖をふれあったというだけで、多くのみなさま
に記事をお願いしたり写真等のご協力をいただきましたこと感謝申
し上げます。さて、私O は今号をもって編集長の役から退きます。次は
新編集長としてO さん( やたらO だらけで紛らわしい！ ) が引き継い
でくれるでしょう。
（Ｏ）
モデル事業だよりの編集担当になり、名称は掲示板に変わって 9 年。
同じ部署で中庭の季節を楽しみ、美味しい食べ物の話をした太田
令子支援センター長が 3/31 でご退職になり、私としては寂しい限
りです。支援センターが始動後、ずーっと走りっぱなしだった体
を皆で気遣い（だからと言って、替りに仕事をした訳ではありま
せんが）多忙な日々を送る体を心配した日もありました。元気で
笑いながらのご退職の日、強風の中で最後の写真を撮りました。
今後、千葉を飛び出して専門分野を追求すると先日の囲む会でご
発表がありました。「仕事以外でも、新しいことにチャレンジして
ください」と私たちに向けられた言葉は、すべての方々にも通じ
るのではないでしょうか。来年度からの新体制の掲示板。どうぞ
よろしくお願いします。（Ｙ）

センター中庭桜 14/3/31
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