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　ＮＰＯ法人　脳外傷友の会
　　　理事長　古謝　由美

   みな様「初めまして」と「こんにちは」。

  今回ご縁があり、菜の花メッセージをとのお言葉をいただき、新理事長としてご挨拶をする機会

をいただきました。昨年、日本脳外傷友の会も設立 15 周年を迎えました。2000 年に発足した当

会も全国に広がり今では正、準会員団体併せて 65 団体という大きな組織となりました。

   私が高次脳機能障害と向き合うようになったのは 22 年前でした。息子が 16 歳の時、事故に遭

いその当時は高次脳機能障害という言葉も使われていない時代でした。意識が戻ればまた元のよ

うに元気な息子に会えると信じ必死で看病していました。しかし残念ながら高次脳機能障害とい

う大変重い障害が残りました。事故当時を思い出すと今でも涙が出ることもあります。

  高次脳機能障害者のみな様を支えてこられた家族さんは同じ思いをされていることと思います。

でも私と息子にはこの 22 年間、人と人とを繋ぐ多くの出会いがありました。2001 年、イタリア（ト

リノ）で開催されました「脳損傷に関する世界大会」へ参加したとき出会ったのが千葉療護センター

の先生でした。

　ご縁って不思議ですね、今回の寄稿も 9 月に富山で開催されたキッズネットワーク宿泊イベン

トで千葉高次脳機能障害支援センター・センター長との出会いがあったからです。今では高次脳

機能障害支援センターや支援コーディネーターが全国各地に配置され、多くの当事者・家族が心

身ともに救われています。しかし高次脳機能障害者を取り巻く環境はまだまだ課題が多く、先が

長い道のりです。これからも家族会をはじめ当事者・家族に寄り添ってくださる支援者の方々と

のご縁を大切に歩んでいきたいと思います。また、いつか何処かでみな様とのご縁がありますよ

うに。



2016/11/25

千葉の動き

こ～じのぅ掲示板 30 号 2016/11/25

2

富家千葉病院　臨床心理室　五ノ井仁美様より感想を頂きました。寄稿ありがとうございました。

　石合純夫先生のご講演とお聞きし、大変楽しみに当日を迎えました。会場は満員、当院からも多くの職員が参
加させていただきました。スライドがとても見やすく大変わかりやすかったこともあり、あっという間の 2 時間
でした。ご講演では高次脳機能障害についての基本的な座学に留まらず、アセスメントのバッテリーや検査の読
み方、検査者の態度に至るまで丁寧に教えていただき大変勉強になりました。症例を交えてお話いただくことで
よりイメージしながら聞くことが出来ました。当院は回復期リハビリテーション病棟で高次脳機能障害の方を支
援していますが、退院後どのように社会参加されていくのか、いまひとつイメージしづらい所がありました。今
回症例の経過や、社会復帰後の研究結果を教えていただくことで社会復帰までの流れを知り、改めて地域・社会
にしっかりとつなげていくことの重要性を感じました。これからはより意識的に多職種との連携を高め、しっか
りとアセスメントを行い患者様の社会復帰を支援していきたいと思います。貴重な機会をいただき感謝いたしま
す。企画してくださいました千葉リハビリテーションセンター様、石合先生、ありがとうございました。

　第 12 回高次脳機能障害ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ千葉懇
話会を千葉市民会館にて開催いたしました。
申込み締切前から大きな反響で、あっという
まに設定の定員となり、大変多くの方々にお
断りをする前代未聞の事態となりました。
　当日は 259 名 ( 医療 80％、福祉 11％、介
護 2％、その他 7％ ) の参加者が聴講されま
した。今回初めて参加されたかたは半数以上
の 68％でした。また、医療の参加者が非常
に多く参加された懇話会でもありました。平
日の夜にもかかわらずご参加いただき、あり
がとうございました。 講演をする石合純夫先生　(9/21、千葉市民会館小ホール )

大盛況に終わった
　　　　　　千葉懇話会

高次脳理解の広がりと
　　広報啓発活動の重要性

　平成 28 年度高次脳機能障害支援ネットワーク連絡協議会が開催され
ました。３拠点機関の事業実施状況報告と亀田リハビリテーション病
院のある鴨川市の取組み、言語聴覚士会の取組みの報告がありました。
鴨川市からは、市単独での事業は実施されていないものの、相談窓口
として顔の見えるつながりの構築や啓発に取組まれている報告があり
ました。言語聴覚士会からは失語症などの研修会の実施は多いが高次
脳機能障害をテーマにしたものはまだ少ない、関わる機会は多い職種
ではあるが、就労支援機関との連携や機関・個人による就労支援の知
識に差があることなどが課題としてあげられました。また、家族会か
らのご要望として、急性期の高次脳機能障害の説明のこと、当事者・
家族の思いを医療関係者も聴いてほしい、当事者の居場所づくりなど
があげられ、これらについて意見交換を行いました。モデル事業や支
援普及事業が始まった頃に比べると、高次脳機能障害の理解は広がっ
てきておりますが、広報啓発活動の重要性がよく分かる意見交換とな
りました。( 地域連携部　森戸 )　

3 拠点機関と県内関係機関、家族会が集まり意見交換を
行う (11/1、千葉リハにて）
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　残暑厳しい 9 月 3 日、若年就労者を対象とした第１回『ヤングカフェ』を開催しました。ヤングカフェはコー

ヒーを飲みながらお喋りに花を咲かせ、「語る力を身に着ける」場所です。記念すべき第１回目は、２１名に参

加して頂きました。当日は語るテーマを設定し、４～５名のグループに分かれ、職場や家族、障害のことを思

い思いに語り合いました。グループ内では参加者の就労先や生活環境は異なりますが、「働く」を取り巻く共通

のテーマで自然と話が膨らみ笑顔がこぼれました。「悩んでいるのは自分だけでは無い。」参加者の多くが持た

れた感想でした。参加者の皆さんの気持ちが少しでも軽やかになり、次回開催時も足を運んで頂けるカフェ空

間を創っていきます。（更生園 　石川）

レディネスグループを見学して

聖隷三方原病院　言語聴覚士　内山美保

　当院は静岡県浜松市にある急性期の総合病院

です。2014 年度より開始された「学童期・青

年期にある高次脳機能障害者に対する総合的な

支援に関する研究」において、当事者のグルー

プ訓練や家族会の取り組みを始めております。

研究でのつながりで、2016 年 9 月 1 日にレディ

ネスグループの見学をさせて頂きました。　　

ヤングカフェってなーに？
就労定着の調査を通じ、40 才未満発症
の若年のかたに仕事を続けていくための
サポートが重要ということがわかりまし
た。それを受けて『ヤングカフェ』と名
称した企画を立ち上げました。

照れながらみんなの前で話す参加者さん (9/3、更生園にて )

聖隷三方原病院の皆様と記念撮影 /前列中央と後方中三名  （9/1 千葉リハ）

　プログラムの構成やお互いの気づきを促すための関わり方、グループ後の個別面談など、個々の課題に応じ

た細やかな課題設定やフィードバックがとても参考になりました。当院でも支援の体制作りから頑張っていま

す。お忙しい中、見学のお時間を取ってくださった大塚先生をはじめ、高次脳機能障害支援センターの皆さま

に厚くお礼申し上げます。ありがとうございました。

支援センター見学報告
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ハイリハちば
ちば高次脳
機能障害者と
　家族の会

東葛菜の花 南房総家族会

第3回

南房総家族の会 NPO 法人スマイル安房　発足記念コンサート『今飛び立つ時！』

交流会　

毎回、期待を裏切らない「手のひらの会」

　第 3 回を迎えた「手のひらの会」、76 名の方に参加していただきました。回を重ねる毎に新しい企画を盛り込

んでおりますが、今回の新しい企画、「ハイリハちば」が運営の主体となった新しい試みは、みなさんの姿勢に企

画・運営に対する情熱を感じる素晴らしいものとなりました。　お任せしようと企画した方も素晴らしいですが、

立派にやり通した方々はもっと素晴らしく、今回の挑戦で「ハイリハちば」の皆さんが自信をもって、願わくは、

来年も運営に参加して頂いて、今年と違う「顔」を見てみたいと思いました。次回は、アンケートなども企画して、

もっともっと当事者の意見が反映できると良いかもしれません。

　当日出演していただいた、「並木さんのピアノ」と「メール・エフィスによる連弾」（内木泰広 & 千鶴子さん親子）

には、心が揺さぶられ、涙が出てきました。「桟橋の会」のお話も、企画が素晴らしく、素敵なイラストと復唱す

る工夫が新鮮で、今から次回が楽しみです。皆さんの協力で、年ごとに素晴らしい会となっていることを実感し

ました。( 東葛菜の花「高次脳機能障害者と家族の会」　大寺龍彦 )

様々な催しが繰り広げられた家族の会 (10/30、とみうら元気倶楽部 )

情報交換会

　前回の研修に続き、今回は各家

族会がどんな活動をしていて、拠

点機関はどう関わっているかを発

表する情報交換会が行われた。家

族会の 35 名に加え、支援者も 15

名参加しました。県内の支援者の

ネットワーク作りにとっても、年

に 1 回、お互いの顔が見える貴重

な機会だと思います。

( ひだまり 民内順子 )

午後の部

イラストを持ち復唱する (11/2 千葉リハ大ホール )

午前の部

　南房総富浦町 とみうら元気倶楽部さざなみホールで、

南房総高次脳機能障害家族と支援者の会による NPO 法人

発足記念コンサートが開かれました。熊本出身の SEIJI と

MACCSY によるお洒落なジャズと軽音楽、地元の安房拓

心高校によるブラスバンド演奏に、ほぼ満員の会場は盛り

上がりを見せました。石黒会長の「障害も災害も大切なの

は地域がつながり支えること !」の挨拶が心に残りました。

( 支援センター　大塚 )



こ～じのぅ掲示板 30 号
2016/11/25

5

　2016 年 10 月 7 日と 8 日の 2 日間に渡り、高知市で

日本脳外傷友の会第 16 回全国大会が開催されました。

　初日の支援コーディネータ研修会では最初に高知県の

実績報告を聞き、その後｢土佐サミット～伴走者みんなぁ

で考えとうせ　高次脳機能障害｣ をテーマに、集まった

各地の支援拠点機関の取り組みについてグループワーク

で情報交換しました。

　二日目の全国大会は、高知市文化プラザかるぽーと大

ホールで行われ、当事者活動奨励賞の授与に続き、国土

交通省・文部科学省・国立職業リハビリテーションセン

ターから３つのガイダンス講演がありました。基調講演

１では、社会福祉法人グロー (GLOW) 理事長北岡賢剛

氏が、社会的行動障害による社会参加困難への対応とい

う現場での課題と高次脳機能障害支援センターの設置を

恒久化するための法整備がなされていないという制度面

の課題を指摘され、続く基調講演２では山田規畝子氏と

橋本圭司先生の対談で、当事者だからわかることをユー

モアのある話が展開されました。

　最後のシンポジウム「そのまんまでかまんちゃ」では、

基調講演２の対談に続き当事者の思いに気づかされる内

容で、さらに多様な立場の支援者 ( 家族、就労支援、行

政、家族会 ) がそれぞれに語りあう内容でした。

( 支援センター　大塚 )

そのまんまでかまんちゃ

日本脳外傷友の会　第十六回　全国大会 ｉｎ 高知

当事者活動奨励賞受賞の様子 (10/8、高知市文化プラザかるぽーと )

交流会で記念撮影する元理事長の東川さんと高知の家族会代表の片岡さん
(10/7、ザ・クラウンパレス新阪急高知にて )

青い空に映える高知城
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　2016 年 10 月 18 日 17：30 ～ 18：30 に「教

育から就労につなぐ支援～青年期のキャリア教

育～」について，障害者職業総合センター研究

員 榎本容子先生にご講義を，ハローワーク千葉 

トータルサポーター森屋昌子先生に事例紹介を

していただきました。榎本先生は発達障害支援

と専門とされ障害は異なりますが、特別支援教

育や職業リハビリテーションの現場経験があり，

教育段階から職業準備性を形成することの必要

性を感じられ，研究や実践からワークブックを

開発して具体的な支援を提供されています。就

労経験がない青年期の支援では，本人や家族へ

の「知識の付与」や「障害理解の促進」，模擬的

就労場面等の実践による「体験的学び」の重要

性を教えていただきました。　

（リハ療法部　廣瀬）

   阿部先生の講演では、在宅ケアニーズ調査、生活実態調査、家族の介護負担感など高次脳機能障害者のシビア

な生活実態を報告の後、「生活版ジョブコーチ」について DVD による紹介がされました。後半は「地域生活援助

者養成研究事業」の紹介をして頂き、生活場面でみられる高次脳機能障害と対応を課題別に支援のプロセスとポ

イントを提示して講義。試行事例について具体的な経過を紹介されました。

「生活版ジョブコーチ」という、生活を自立させるための支援はまだまだ研究段階で広がりはこれからとのことで

したが、地域ならではの新しくかつ有効な支援方法の今後の展開に期待を覚えました。同時に、何より長期的な

経過の中で変化する当事者の存在に確信を持ち、通過する医療でも次につながる為の支援が大切だと認識させて

頂いた研修会でした。（リハ療法部　小倉）

職員向け研修会 支援の充実のため、職員向けの研修会を開催しています。10 月に行われた 2 つ
の研修会をご紹介します。

●教育から就労へ　青年期支援の課題を学ぶ●　職員向け研修会 1

ワークブックの資料の一部
（国立障害者リハビリテーションセンター研究所にて開発）

   10 月 25 日、岐阜医療科学大学大学院教授阿部順子

先生（臨床心理士）を講師にお迎えして研修会が開催

されました。この研修会はリハビリテーション療法部

が主催し、リハスタッフ 75 名、更生園、高次脳機能

障害支援センター、地域連携室、病棟等のスタッフ 32

名の合計 107 名が参加し、多くの方から有意義だった

との感想が寄せられました。

●スペシャリティ研修会● 職員向け研修会 2　

「高次脳機能障害者の地域生活支援
~ 生活版ジョブコーチ支援を活用して～」

当日配られた資料
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第 40 回

日本高次脳機能障害会学術総会報告
11 月 11 日 ( 金 )・12 日 ( 土 )

キッセイ文化ホール、松本市総合体育館

●ポスター発表演題 1

『高次脳機能障害者の自動車運転再開の検討』　リハ療法部　小倉由紀 (OT)

　当センターでは 2009 年度から高次脳機能障害者の自動車運転再開支援に取り組んでいます。今回は成人高次脳プ

ログラミングプロジェクトワーキンググループとして長谷川純子心理発達科長と私がこれまでの評価結果の概要と分

析を 2 演題に分けて報告しました。運転再開は全国的にも必要性が高く注目されている課題であり、ポスター発表で

も口述発表でも聴講者が大勢集まり、関心の高さを再認識しました。また、本学会では社会的行動障害について重点

を置いたプログラムもみられ、医療から地域への途切れない支援に関わることの重要性を改めて感じることができま

した。

●ポスター発表演題 3

『運転しない新しい働き方を受け入れ復職した症例

　　　　　　　　　　　　　　　　～就労定着につながる集団プログラム～』

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　支援センター　遠藤晴美 ( 心理 )

   高次脳機能障害を受障された方が復職しようとした場合に、配置転換や職務内

容の変更が必要なケースが多く見られ、また、その際に、自動車運転再開の可

否が論点になることも少なくないという現状があります。今回は、受障前とは

違う、現実的な新しい働き方のイメージや目標を持って復職し、その後、安定

して就労継続していらっしゃる症例について報告させていただきました。

学会では他の支援機関の取り組みも数多く報告されており、たいへん勉強にな

りました。今後の支援に取り入れていきたいと思います。

●ポスター発表演題 2

『就労を見据えた小児期発症の青年期高次脳機能障害者家族に対する家族支援の取り組み』更生園　阿部里子 (SW)

   青年期家族グループの取り組みを報告させていただきました。小児期に高次脳機能障害を発症し、現在青年期にあ

る高校生以上の家族を対象とし、教育から社会生活へのスムーズな移行を目的としています。これまで特別な支援を

受けず普通教育をうけていても、就労に関しては高次脳機能障害が就労に影響を及ぼすと考えている家族が多く、就

労支援に関する情報提供や特例子会社の見学会は関心が高く、プログラムの効果はあったと考えられましたが、長期

的に経過を追う必要性や、支援ニーズのある家族が参加できていないなど課題も残る、、、という内容でした。本学会

でも小児の症例の報告は少なく当センターの取り組みの重要性を感じました。

　日本最古の城とアルプスの山々が聳える

松本市で第 40 回日本高次脳学会が開催され

ました。現地入りした日は厚い雲が張り詰

め気温も一桁でしたが、園内の紅葉と漆黒

の天守のコントラストは寒さも吹き飛ぶほ

ど鮮やかでした。（と、写真から想像）

今年の学会演題は 282 題、千葉リハからは

6 題のポスター発表をしました。掲示板では

内 3 名の演者から報告をしていただきます。

（編集 Y）　　　　　　　　　

発表ポスターの前で撮影
(11/11、松本市総合体育館 )

国宝 松本城の前で記念撮影
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(

)

いいね！

記憶の問題があると、外出の時に持っていかなく
てはいけないものを忘れてしまい、いつも何かし
ら忘れ物があるといったことが起こりがちです。

「病院に行くときの持ち物リスト｣ のように、あら
かじめ紙に持ち物を書いておき、それを見てチェッ
クして整える習慣をつけるとよいでしょう。

■ 10 月にあった脳外傷友の会の全国大会 in 高知 2016 に参加
しました。大会の主催となる家族会「脳外傷友の会高知 青い
空」の理事長さんは当事者のお兄様で理学療法士。2015 年 11
月に出版された ｢ 高次脳機能障害を生きる ｣( 阿部 ･ 東川 2016
ミネルヴァ書房 ) の第 3 話で、当事者ご家族の語りに続き、兄
として支援者として解説を書かれている方です。高知から帰り、
この節を読み返し、ご自分の PT 養成校在籍中にあった弟さん
の事故以後、真摯に親身に弟さんに向き合うからこその共感を
持った気づきに再び感動しました。一読をお勧めします。（Ｏ）

■『第１５回高次脳機能障害交流会』
　　日時 :2017 年 3 月 11 日 ( 土 )13:00-16:00 予定
　　場所 : 千葉リハビリテーションセンター
　　テーマ : 将来地域で自立して生活できるために ( 仮 )

11 月として千葉では初めて雪が降った
(11/24、千葉リハ中庭 )

■驚きました。2016/11/24 千葉リハの中庭は銀世界にと変貌
しました。積雪 6 センチです。もともと市内中心街より降水量
が多い地区もあり、雪も例外なく半端のない量が降りました。
掲示板の後記はいつも悩む部分ですが、今号のコメントはやっ
ぱり雪でしょうか。11 月に雪が降るのは 1875 年から始まっ
た観測以来初、都内では 54 年ぶり、千葉は初めてだそうです。
季節は秋。銀杏の葉が黄色く染まっています。今後、秋に雪が
降るのが 54 年後だとしたら編集 Y は見納め、と妙な妄想をし
ながら、暖かい部屋で秋と雪を楽しみ、編集作業を進めていま
す。（Y）

銀杏の木木

■『第 13 回高次脳機能障害ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ講習会』
　　詳細 http://www.chiba-reha.jp/koujinou-center/workshop/index.html

 

いい
ね！

(

)


