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NPO 法人ワークス未来千葉
千葉障害者就業支援キャリアセンター
 センター長　　　藤 尾　健 二

「千葉県障害者就業・生活支援センター連絡協議会」の藤尾と申します。

   当協議会は千葉県内の「障害者就業・生活支援センター」16 事業所により構成されています。

「障害者就業・生活支援センター」は障害のある方の「働く」を支援するセンターです。「働きたい」「働

いているが困っている」など、様々な相談をお受けしています。 

   障害者の就労・雇用においては、平成 30 年に雇用促進法の改正があり、新たに精神障害者が雇用義務

の対象となります。これに伴い、障害者の法定雇用率が引き上げられます。民間企業における法定雇用率

は現在 2.0% です。50 名従業員がいる場合、必ず 1 名は障害者手帳を所持している方を雇用することが義

務付けられています。今後、企業における障害者雇用は今以上に活発になると考えられており、今は「働

くのは難しい」と考えている方にも働く機会が増えると思われます。  

   また、就労中に受障された方の場合、障害者として配慮を受けて働き続けるという選択肢が、これまで

以上に提案しやすくなると考えています。

　当協議会では、スタッフのスキルアップを目的として年間 2 回スタッフ研修を開催しております。昨年

度は「高次脳機能障害支援センター」のご協力により、各センターのスタッフが千葉リハビリテーション

センターにおいて高次脳機能障害の方への支援について学びました。今後も協議会として、支援の充実を

図ってまいりますので、何卒よろしくお願いいたします。
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第二回高次脳機能障害普及支援事業全国連絡協議会

　2 月 17 日東京大手町サンケイプラザ 3 階会議室に
おいて、今年度 2 回目の全国連絡協議会行われました。
出席者一覧によると都道府県から原則 2 名の委員と
オブザーバー、あわせて 166 名の出席がありました。
　内容は、まず国リハと全国 10 ブロックからの平成
28 年度高次脳機能障害及びその関連障害に対する支
援普及事業の実施状況並びに平成 29 年度同事業実施
計画の報告があり、次に厚生労働省から同事業の運営
方針が示されました。示された支援拠点機関の機能に
変更はなく、相談支援コーディネーターの配置、専門
的な相談支援、普及啓発活動の他、自治体職員、福祉
事業者等を対象に高次脳機能障害支援に関する研修を
行い、地域での支援体制の整備に取り組むこととされ
ています。
　12 月末までの実績による平成 28 年度の事業報告
と平成 29 年度の事業計画では、各ブロックでは、あ
らためて医療機関での普及啓発を取り上げている府県
がありました。千葉県は支援拠点機関自体が医療機関
であり診断の場はあるが、それが故に他の医療機関へ
の周知の点でまだまだ力を入れる必要があるのではな
いかと感じました。また、今年度に入って小児の高次
脳機能障害への取り組みをはじめた拠点が多くなり、
徐々に小児への取り組みが全国に広がってきているこ
とがうかがわれました。
　国リハ実施分の平成 29 年度の運営方針では、①社
会的行動が著しく社会参加が困難な方についての有効
な支援方法の検討、②小学生から高校生に至るまでの
年齢層での、受傷 ･ 発症から修学・復学までの支援方
法、③自動車運転の問題への対応、④触法行為を行う
当事者への対応 ･ 家族への対応、⑤失語症の実態調査
の 3 年目（研究終了）などが示されています。当セ
ンターでも、支援拠点機関として一つ一つ丁寧に対応
していきたいと思います。

（支援センター　大塚）

第二回支援コーディネーター全国会議

　今回のテーマは「小児期発症の高次脳機能障害」と

いうことで千葉リハよりコーディネーター 6 名が参加

しました。当センターも参加している小児期発症の高

次脳機能障害児・者の支援に関する研究報告が富山高

次脳機能障害支援センター野村先生、太田先生よりあ

りました。調査結果によると診断に 10 年以上要した

り、20 歳以降に支援が開始された方が 1 割近くいる

こと、相談や支援状況については地域差が見られるこ

と、高校・大学中退率が高いこと、就労して収入を得

ている方が少ないことなどがこの調査で明らかになり

ました。

　午後のシンポジウムでは心身障害児総合医療療育セ

ンター米山先生より「小児高次脳機能障害と発達障害」

というテーマで講義があり、発達障害の概論から支援

までの体系的な内容でした。小児高次脳機能障害は発

達障害の支援体系に含まれることや、障害特性や支援

は共通している部分もあると言われていますが、発達

障害について学ぶ機会は少なかったため有意義な時間

となりました。

　数年前から支援普及事業の重点項目として小児高次

脳機能障害が取り上げられていましたが、年々各拠点

機関の支援コーディネーターや社会の関心も高まって

いるように思われます。小児部門を持ち、長いライフ

スパンで支援をしている当センターは小児期発症の高

次脳機能障害児者の支援を体系化し、普及していく役

割があることを改めて感じる機会となりました。

（更生園　阿部）

小児の高次脳機能障害の取り組み全国に広がる

全国支援コーディネーター会議（2/17 東京大手町サンケイプラザ [ 千代田区 ] にて）会場近くの皇居　大手門
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公開講座「小児の高次脳機能障害」に参加して
横浜市総合リハビリテーションセンター　臨床心理士　山口加代子

　感想を一言で述べるなら「圧巻」だった。あまりにも大事なポイントが充満していて、この感想文に書ききれ

ないが、小児期発症の高次脳機能障害の方が加齢に伴い対人拙劣が顕在化しやすい事、成人期には遂行機能障害

が社会適応の阻害要因として顕在化する事、発症後の変化について本人と家族にずれが生じやすく、それが親

子関係に影響する事、大学に入学した方の 4 分の 1 が中途退学している事、発症早期から診断を受けた方や家

族以外に相談者がいた方は離職が少ないが、20 歳以上で診断を受けた方は離職率が高い事、一般雇用の離職率

15.5％に比し対象者の離職率が 50％と高い事など、小児期発症の方の実態が明らかにされた。日本全国どこに

住んでいても、神奈川県リハビリテーションセンターの復学支援、千葉リハビリテーションセンターの小児期～

成人期への支援プログラム、聖隷三方原病院の家族支援プログラム、富山県高次脳機能障害支援センターの就労

定着支援プログラムのいずれもが受けられるように、私達支援者が動いていかなくてはいけないと思った一方で、

それを具現する事の難しさも実感した。全てを具現することはできないとしても、今回のご発表から学んだ事を

日々の臨床に生かしていきたいと切に思った。

平成 26年～ 28 年度一般社団法人日本損害保険協会自賠責運用益拠出事業

『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』　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　が終了しました。

　当センターには愛育園があり、袖ヶ浦特

別支援学校が隣接していることから、平成

13 年度のモデル事業開始期より小児期に

発症したお子さんへの対応を行っておりま

す。しかし、全国的にはそれぞれの拠点機

関の条件も異なり、まだその支援について

は模索中の地域もたくさんあります。その

ため、上記の研究事業が富山高志リハビリ

テーション病院の野村忠雄先生を研究責任

者として、平成 26 年～ 28 年度の 3 年間

で取り組まれました。その研究発表として、

公開講座が 2 月 18 日に東京国際フォーラ

ムで開催されました。当日参加された方か

ら感想の寄稿を掲載させていただきます。

ありがとうございました。

研究報告資料
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粳間剛氏（1/28 千葉市文化センターアートホール）

シンポジスト  左から　揚戸薫氏 / 佐藤まみ氏 / 平山淳一氏 / 粳間剛氏

　1 月 28 日（土）第 13 回高次脳機能障害リハビリテーション講習会『これからの高次脳機能障害支援とは』の

タイトルで、講演とシンポジウムを開催いたしました。（参加者 210 名、医療・福祉 77％ 当事者家族 10.5％ そ

の他 12.5％）講習会終了後、回収したアンケートに大変多くのご感想を頂きました。ありがとうございます。今

号の掲示板では、参加された方々のお声として、編集でまとめたものを掲載させていただきます。

当事者
ご家族

支援者
 関 係 

●障害の程度の変化もあるので、このような講習会を繰り
返し開催してほしい。こうした障害は当事者・家族だけの
狭い範囲だけでは改善が難しいと思われる。広く地域での
レベルアップのためローカルメディアへ進出して意識向上
を図ってはどうか。●とても新たな見解、これからの身構
えのあり方着眼点の参考になりました。保護者の年齢層に
も柔軟に受け止めてくれることを期待し祈ります。後半シ
ンポジウム（現状の取り組み）のあとに改めて身構えのあ
り方に関心を抱きました。●復職について今本人がなやん
でいる事が多くの人のそれぞれがぶち当たることなんだな
あと思い当事者同士の意見が理解の鍵ではあるのかなと感
じた。

●高次脳、発達障害、認知症は同じような症状が表出するという点が会社の就労サポート事業の一助になると思います。
資料を持ち帰り、熟読し私本人のスキルアップにつなげたいと思います。●自身でのリハを振り返って思い当たることが
たくさんあり、今後のリハ活動に活かしていきたいと思います。また、ヘルパーさんからの視点でのお話があり退院後の
生活を見据える一つの視点となりました。●高次脳機能障害の方が（けがによるもの）どこまで理解できてどこからが理
解できないのか、何をどう訓練してもらえば定着するのかよく分かりませんでした。この講習で高次脳機能障害に関する
知識で私自身のぼやけていたものが、ややはっきりしたものに変わってきたので今後の支援のプラスにできたらと思いま
す。●事例があることで知識と実際の状況のイメージがつながりやすかったです。●粳間先生のお話はとても興味深く、
発想の転換にもなりました。ありがとうございました。
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第 15回

高次脳機能障害
交流会

全体会

分科会

　春の訪れを感じさせる３月１１日（土）、当センター大ホールにて高次脳機能障害交流会が開催され、「将来に

備えて今知っておきたいこと～生活を支える制度やサービス～」をテーマに、行政書士である渡部伸先生にご講

演いただきました。全体会は 96 名のご家族や当事者の参加がありました。

　渡部先生は『障害のある子の家族が知っておきたい「親なきあと」』、『障害のある子が「親なきあと」にお金で

困らない本』の著者（上写真）であり、「親なきあと」はご家族の方々が特に気になっているテーマでもあります。

将来を備えることは、難しい制度の理解も必要で、先延ばしにしがちでありますが、渡辺先生のご講演は具体例

を出しながら、分かりやすく、時にはユーモアを交え、あっという間の 60 分でした。参加者の方々は熱心にメ

モをとる様子もあり、アンケートでは『とても参考になった』などの感想が聞かれ、大変好評であったご講演と

なりました。（支援センター　前島）

渡部伸氏（3/11 千葉リハ大ホール）

分科会『成人グループ』大ホール

渡部伸氏著書
主婦の友社から発売中

　小児・成人・当事者レクグループの分科会

参加者は 77 名でした。左写真は成人グルー

プの様子です。約 15 名くらい 4 つのグルー

プ分かれ、現在の状況と悩みなどを話し合い

ました。会が終わった後も、家族同士でお話

しをされていた方々もいらっしゃいました。

　アンケートでは『信託制度の話が聞けて良

かった』『早いうちから親亡き後のことにつ

いて考えてみたいと思う』など、とても有意

義な時間を過ごせたようです。参加されたみ

なさま、お疲れ様でした。
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千葉県千葉リハビリテーションセンターの研修を通して

　当院は千葉県香取市にある、回復期病棟を中心とした病院です。近年、当院でも

高次脳機能障害者への就労・運転支援への希望が増えてきておりました。そのよう

な中で、高次脳機能障害への支援についての、研修を全 3 日間で受け入れて頂き

ました。

　研修させて頂いた中で、回復期の時期の役割として “ 耐久性 ”“ 知的気づき ” の重

要性、そして長期支援の必要性などを伺うことが出来、大変勉強になりました。お

話を聞いていくと、今の支援体制となるまでにかなり苦労しながら作り上げてきて、

まだまだ課題もあるとのことでした。当院のある香取市地域では、高次脳機能支援

センターや更生園の様な施設がない中で、当院が果たす役割は大きいと考えていま

す。どのように地域と連携して、どのような支援体制を作り上げていくか、まだま

だ課題が多いですが、今回の研修を生かし、よりよい支援へとつなげていければと

考えています。お忙しい中、この研修のためにお時間を割いていただきまして誠に

ありがとうございました。

高次脳機能障害実地研修を終えて

　当院では、高次脳機能障害を有している患者様への対応について、院内における 1 対１

での機能向上を主とした内容が大半を占めています。しかし、高次脳機能障害を呈した患

者様が、社会適応する為には、模擬的な作業や環境を通したリハビリが必要だということ

を感じていました。また、当院周囲の地域柄、自動車運転の再獲得を希望される方が多く、

複雑な高次脳機能の再獲得が求められている中、明確な支援内容や必要なルーツ確保が必

須となっていました。

　今回、千葉リハビリテーションセンターにて、高次脳機能障害を有した方への特化した

リハビリを見学させて頂き、患者様の希望に合わせた環境適応のための環境づくりや、地

域連携を含めた自動車運転再獲得までの明確なルーツ、確保がされており、安全な遂行が

行えるための流れが確立されていることに感銘を受けました。長い期間に、試行錯誤しな

がら形態作りをしてきたとのことで、患者様の希望に対する熱意や努力をとても感じまし

た。今後、当院での高次脳機能障害を有する方への支援拡大に際して、千葉リハビリテー

ションセンターでの取り組みを参考にさせて頂き、熱意と努力を惜しまず支援して行って

いこうと思います。

県内回復期リハビリテーション病院
スタッフ向け研修
参加者の声をお寄せいただきました

ＩＭＳｸﾞﾙｰﾌﾟ
佐原中央病院
理学療法士
安藤光弘様

季美の森リハ
ビリテーション
　　　　　病院

　作業療法士
　小林令奈様
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第 1回自動車運転に関する合同研究会

　2017 年 1 月 21 日（土）、北九州国際会議場（福岡県）を会場に第 1 回自動車運転に関する合同研究会（蜂須

賀研二会長）が開催され、合同研究会世話人として研究会と世話人会に参加してきました。本研究会は、運転と

認知機能研究会（三村將会長）、障害者自動車運転研究会（武原格会長）、自動車運転再開とリハビリテーション

研究会（佐伯覚会長）の医療系 3 研究会により合同で開催されました。会長講演「リハビリテーション医学にお

ける自動車運転の取り組み」、シンポジウム「3 研究会の成果と合同・統合の展望」、特別講演 4 題、専門家指定発言、

専門講習会「自動車運転に必要な専門知識と技能」、口述演題 12 題、ポスター演題 54 題、機器展示と盛りだく

さんの内容でした。高次脳機能障害をはじめ障害当事者および高齢者の生活、就労、社会参加、生きがいなど多

くの課題に密接にかかわる分野だけに参加者は 800 名を超え、自動車運転とリハビリテーションについての研究、

講演を聴講し交流した 1 日となりました。

　なお、当日の世話人会にて、3 研究会を統合した「日本安全運転・医療研究会」発足が承認され、第 2 回研究

会は 2018 年 1 月 21 日（日）東京で開催となりました。今回、3 研究会統合が実現した背景には、運転を含む

地域移動に関する課題の深刻さと複雑さがあります。当センターも高次脳機能障害支援拠点機関としての役割を

担い自動車運転再開に取り組んでいます。今回の研究会の内容と今後の方向性を受けて、当センターの活動を更

に推進することが求められていると感じています。（リハ療法部　小倉）

　41 歳で脳梗塞に襲われ、軽度の高次脳機能障害になったル

ポライターの闘病記です。見た目は「普通」の人と同じまで回

復したが、外からは見えない障害に、一体の脳で何が起きてい

るのか？と翻弄される姿を、深刻でありながら、明るく伝える

本となっています。物事の優先順位をつけることや注意の分散

が苦手なり、「話したい事」から話してしまうため、「話すべき

こと」を順序良く話していくことが難しくなってしまう、やり

たくでもやれないのに分かってもらえない、それをうまく言葉

にすることも出来ないから、苛立ってしまう、そんな様子を具

体的なエピソードを交えて紹介されています。

「もう日常は戻って来ない、生きていてもいい事がない。けれ

どもリハビリ医療はそんな諦観や失望から人を救い出し、もう

一度生きる勇気をくれる医療だ。」とリハビリの中で感じたこ

とが率直に書かれています。当事者の気持ちが詰まった本、ぜ

ひセラピストにも読んで欲しい 1 冊です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（支援センター　揚戸）

書籍紹介【11】

脳が壊れた

編集著者　鈴木大介 /240 ページ

発行月日　2016 年 6 月 16 日

出版社　　新潮社 /821 円
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お題 / 記憶の代償

こ～じのぅ掲示板 31 号

楽しんで　知識がふえる　掲示板

2017/3/30

■ ｢こ〜じのぅ掲示板 ｣の編集も３年間に合計 9号。Yさんの知恵
と経験と技術に支えられ何とか責任を果たすことが出来たと思いま
す。そして何より、いろいろな記事の依頼にお応え下さった多くの
みなさまに感謝いたします。さて、私Oは今号をもって編集長の役
から退きます。前編集長のOさんから引き継いだこのバトンを次の
編集長のOさんがしっかりと受け取ってくれるでしょう。( なんと
O→O→O！ )３年間ありがとうございました。（Ｏ）

■暑さ寒さも彼岸までといいますが、最近は違うようです。春分の
日の一週間後、千葉リハ周辺に雪が降りました。それでも確実に春は
やってきます。春といえば別れの季節でもあります。支援センターも
大きく変化がありました。3年前就任された大塚恵美子支援センター
長が 3/31 でご退任されます。着任後、編集長として紙面作りや、締
切前に原稿を集めるスピードに、Ｙはサクサク編集でき、非常にあり
がたい限りでした。最後の日、センター中庭で写真を撮りました。次
の新部署から、掲示板を見守っていただけると嬉しいです。来年度か
らの新体制の掲示板、編集長はＯさんです。3人もＯさんが続くとは
驚きです。イニシャルは変わらず、来年も皆様に役立つ紙面をＯ．Ｙ
コンビでお届けいたします。どうぞよろしくお願いいたします。（Ｙ）

 

いいね！

(
)

 

 
(

)

い
い
ね
！

記憶障害のためにスケジュールの管理が難しくな
ることがあります。基本は家族がみんなで見るこ
とのできるカレンダーへの記入です。書くのは家
族でもいいのです。大切なのは見る習慣をつける
こと。「病院はいつ？」と質問されたらカレンダー
を見ながら「3 日の 10 時に病院って書いてあるね」
と伝えましょう。

大塚支援センター長を囲んで
そら豆の前で記念撮影（3/31 千葉リハ中庭）


