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千葉県健康福祉部　
障害者福祉推進課　
　課長　吉田　謙

　今年４月に障害者福祉推進課長として着任いたしました、吉田謙と申します。

　日頃より本県の障害福祉施策の推進に御理解と御協力いただき、御礼申し上げます。

　さて、県では、障害福祉の更なる向上を図るため、今年度、組織改編を行いました。

精神保健福祉を含む障害福祉施策の企画等を推進する障害者福祉推進課と、障害者支援施

設等におけるサービスの充実を支援する障害福祉事業課の２課体制で障害福祉施策に取り

組んでまいります。

　高次脳機能障害及びその関連障害のある方への支援につきましては、引き続き、千葉リ

ハビリテーションセンターに設置した高次脳機能障害支援センター及び、旭神経内科リハ

ビリテーション病院、亀田リハビリテーション病院を支援拠点として、支援等に努めてま

いります。

　また、今年度は、「第６次千葉県保健医療計画」及び「第５次千葉県障害者計画」の最

終年度であり、次期計画の策定作業を進めているところです。高次脳機能障害のある方へ

の支援等についても、皆様の御意見を取り入れながら計画に盛り込んでいきたいと考えて

おります。

　今後も高次脳機能障害の方々への支援の充実に努めてまいりますので、引き続き、御理

解・御協力を賜りますようお願い申し上げます。
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第一回高次脳機能障害普及支援事業全国連絡協議会

  今年度の第一回全国連絡協議会が 6 月 28 日（水）国

立障害者リハビリテーションセンター（国リハ）にて

開催されました。雨の中、全国から 180 名を超える支

援普及事業委員と支援コーディネーターが集まり、前

年度の国リハと各都道府県の事業実績と今年度の事業

実施計画の報告が行われました。

  国リハでは、高次脳機能障害者情報・支援センター

長が中島八十一先生から深津玲子先生に交代し新体制

となりました。高次脳機能障害者情報・支援センター

はホームページのアクセス数が 30 万件を超えるなど

高次脳機能障害に関する社会的な関心の高まりが報告

されました。

  各都道府県の事業実績と計画は多彩な内容でしたが、

現在の課題の中心は社会的行動障害への対応と小児期

発症の当事者支援に関する傾向がうかがわれました。

また、自動車運転再開に関する取り組みも各地で引き

続き展開されていました。

  今回、「高次脳機能障害及びその関連障害に対する支

援普及事業実施要綱（都道府県実施分）」の一部改訂が

あり、「第３事業内容」に「５広域自治体間連携」の項

目が新設され、ブロック会議の位置づけが整備されま

した。これは前回の連絡協議会で大阪府から要望があっ

た内容に答えたものです。発信したことが改善される

ことを目の当たりにし、施策への働きかけを始め必要

な発信の重要性を改めて感じた事例でした。

　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　（支援センター　小倉）

第一回支援コーディネーター全国会議

  6 月 28 日（水）、午前中の連絡協議会に続き、午後は、

支援コーディネーター会議が行なわれました。

   今回のテーマは、「社会的行動障害」。京都大学医学

部附属病院精神科神経科の上田敬太先生による「脳損

傷患者における社会的行動障害－情動関連症状（特に

怒り）を中心に－」という講演がありました。脳損傷

後の「怒り」は、①相手の表情など情動反応が読めな

い、②かたより傾向の増加とともに道徳的になりすぎ

る、③情動表出の障害により本人の認識よりも表出の

程度が大きくなりすぎる、④疲労や寝不足等によりう

まく対応できない、といった症状に分類され、③につ

いては抗うつ薬が奏功するとのことでした。     

  講演の最後に、上記のような症状を踏まえた上で、

本人の話をよく聞き、対策を考えることが望ましいと

の話があり、脳の機能や症状を理解することと、本人

を理解することの両方から考える大切さを感じまし

た。

  次に、山形県から通所教室「暁才（ぎょうさい）」の

取り組み、また福岡県から就労支援と運転再開支援に

ついての報告があり、当センターの取り組みと重ね合

わせながら聞くことができました。

  最後のグループワークでは、「社会的行動障害」があ

るために、家族も疲弊している事例について話し合い

ました。支援の難しさを感じながらも、支援拠点機関

として、本人をはじめ、家族や地域支援者と一緒に考

えていくことの大切さを学ぶ機会となりました。

                       

　　　　　　　　　　　　　　 （地域連携部　土屋）

高次脳情報ホームページアクセス 30万件越える

全国支援コーディネーター会議（6/28 国リハ )30 万件越えのアクセスがあった国リハホームページ　



地 域 支 援

こ～じのぅ掲示板 32 号 2017/7/12

3

　支援

 センター

　便り

家族のつどい

　地域で支えている高次脳機能障害者
への支援が充実するように、地域支援
機関の方たちとともに具体的な支援策
を考えます。今号は印西市で行われた、
第二回の地域交流会について報告いた
します。

　印旛地域は、支援拠点機関や家族会に行くには遠方で、支援に繋がらない方が存在している可能性があること

が考えられます。そこで印旛地域で当事者及び家族を支援するために、家族や支援機関のネットワークを作るこ

とが必要と考え、印西市地域自立支援協議会と協力し、2016 年度第 1 回高次脳機能障害家族交流会を開催しまし

た。2017 年度は、支援者交流会・家族交流会と二本立てで開催を計画し、6/14 に支援者交流会が開催されまし

た。前半は、講演『高次脳機能障害支援におけるヘルパー支援の形』（講師：揚戸薫）、後半は事例検討が行われ、

事業所から 2 事例を紹介し支援内容の報告がありました。参加者は、行政・地域生活支援センター・職業センター・

デイサービス・訪問介護・地域包括支援センター・急性期病院など多岐にわたり、40 名ほどの支援者が集まり、

活発な意見交換がなされました。地域で支える支援者の、顔の見える繋がりが出来るとても有意義な機会となりま

した。　( 支援センター　揚戸 )

【支援センターの仕事】個別相談支援・グループ活動・地域支援・当事者支援・家族会支援・研修会・講演会・広報

  高次脳機能障害支援センターでは年６

回、家族のつどいを開催し、情報の共有

や家族の皆様の交流の場を提供させて頂

いています。第一回の家族のつどいでは

「家計相談支援事業について」ＶＡＩＣコ

ミュニティーケア研究所 津田祐子様を講

師に迎え、講義とグループワークを行な

いました。

  家計相談は生活困窮者自立支援制度の一環として位置づけられ、家計相談の支援内容の種類は①家計設計②家計

管理③債務整理④金銭管理⑤資料提供⑥その他の支援が受けられます。講義の中では実際に家計収支表に記載しま

したが、いざ記載しようとすると、細かな収支について把握できていないことも多いとの事です。皆さんも一度振

返ってみてはいかがでしょうか。（支援センター　田中）

支援者交流会（6/14 印西市立中央駅前地域交流館にて）

第一回家族のつどい（5/24 千葉リハにて）
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第 17 回千葉県千葉リハビリテーション公開講座

ハイリハちば

喫茶ぷぅ
今年も開店しました！

移動販売『喫茶ぷぅ』今年も出動しました！

展示ブースのスタッフが購入してくれました。

　7 月 8 日（土）第 17 回千葉県千葉リハビリテーションセンター
公開講座が行われました。
　当日は梅雨の真っ最中でしたが、朝から天候にも恵まれ、30
度越えの真夏日となりました。公開講座の定番となった喫茶ぷぅ
は今年も多くのお客さまにご利用いただきました。「ハイリハち
ば」から 6 名の当事者が参加し、ぷぅの運営を担いました。い
つもより少ない人数でしたが、協力し合い無事乗り切りました。
　販売終了後の反省会では、「みんなの声掛けが良かった」「声掛
けを工夫した」「休憩を決めて休みやすかった」など良かった点
が多くあげられました。「ストローが長かった」「お茶は 1 杯し
か売れず」など反省点は次回に活かしていくことで解散となりま
した。

反省会の様子。多くの良い点があげられました。
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 ちょっと雑談

 雑談でもしてみませんか ?

                           Cafe` 輪駆

  国立障害者リハビリテーションセンターで 2 日間行われた「高次脳

機能障害支援事業関係職員研修会」に参加しました。内容は幅広く、

高次脳機能障害に関する総論、各論として、制度の動向、支援ネット

ワーク、精神症状と対応、心理療法、生活訓練、就学支援、就労支援、

家族支援、自動車運転支援の講義でした。また、最後にグループワー

クを行いました。

　今まで個別テーマで 1 ～ 2 時間の学習会などには参加させていただく機会はありましたが、これだけまとめて高次脳

機能障害に関して学ぶ機会はなく、刺激的で大変勉強になりました。なかでも、東京福祉大学の先崎章先生の「怒って

いる人に怒りっぽいことを指摘しても怒ってしまうだけ。比喩で伝えるとわかってくれやすい。正しいか否かではなく、

怒ってしまうことは損なのか得なのかで行動してもらう」など、具体的で勉強になりました。

　今の課題として、１．若年発症の高次脳機能障害者の新規就労、２．自動車運転再開支援、３．社会的行動障害（触

法行為含む）への対応と支援、４．医療・福祉・教育の連携であることがわかりました。これらの課題に対しても、学

んだことを糧に意識して支援させていただきます。講師の諸先生方ありがとうございました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（支援センター　坂田）

高次脳機能障害支援事業関係職員研修会
6/29.30　国立障害者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や更生園の支援を受けて就労した当事者の方

にお声をお掛けして、5 月 13 日に第 8 回 Cafe ｀輪駆を開催しました。当事

者 22 名、スタッフ 13 名が参加し、昼食を食べ、近況を話し、笑いがたくさ

んこぼれる会でした。当事者の方が調理したお昼（餃子・焼売・中華スープ）

は絶品で、語りの場では自然と自分を振り返る場面も…。アンケートでは「ま

た参加したい」という感想が多くありました。次回は 11 月の開催を予定して

います。お会いできることを楽しみにしています。（更生園　老川）

5/13 更生園にて
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平成 29年～ 31 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

『家族・当事者が、支援される人から支援できる人に育っていくための研究』
   第 1 回企画・ワーキンググループ合同会議が 6 月 24 日（土）東京国際フォーラムの会議室にて開催されました。当センター

から 3 名の職員が参加したので、研究の概要等についてお伝えします。本研究は自動車に加入が義務付けられている自賠
責保険から助成を受けて実施されます。
  主任研究者は聖隷三方原病院の片桐伯真先生で、参加者の所属機関は、聖隷三方原病院及び当センターの他、北海道
大学病院、長崎リハビリテーション病院、国立障害者リハビリテーションセンター病院、NPO 法人笑い太鼓（愛知県）、
NPO 法人コロポックルさっぽろ、ハイリハキッズ（千葉・東京の家族会）、聖隷クリストファー大学、富山大学、長崎純
真大学と、全国各地からの参加となります。参加者には医師、セラピスト、支援員など医療・福祉の専門職のほか、家族
会の代表者、学術的な視点をお持ちの大学の先生と、本研究について幅広い視点から検討できるメンバーとなっていまし
た。なかでも、本研究の対象としているご家族の意見が得られることは大きいと思います。
 
  本研究では、当事者が急性期・回復期の医療から社会生活適応期を経て社会参加期に至る流れの中で、「家族」が支え手
として自覚していく過程と課題、「家族」が支え手として変化していくための家族支援などについて、アンケート調査を
行い、家族の成長過程と仕組みを検討し、家族支援プログラムの試作へと進む予定となっています。そして、3 年計画の
初年度はアンケート調査の項目を検討することが課題となっています。
  研究は成人期発症と小児期発症とに分けてまとめる予定になっており、大まかな分担では、当センターは小児期発症を
検討することになっています。なお、当センター小児部門では小児期発症の当事者・家族を回復期から成人期に至るまで
長期にわたって支援対象とし、当事者グループだけでなく、家族グループも学齢期、青年期、成人期へとつなげ、その時
期に必要な情報提供や交流を支援しています。また、地域の家族会への支援も行っています。こうして、全国でも先駆け
て「小児期発症者の支援」を発展させてきた経過が、このような研究にお声がかかることとなったと感じています。微力
ではありますが、当センター利用者・家族のみなさまと培ってきた支援を生かし、本研究が、全国の高次脳機能障害をお
持ちの当事者やご家族、および支援者に有用なものとなるよう、協力して参りたいと思います。
　      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （リハ療法部　心理発達治療士　中島）

パーソナルノートとは？

  当事者やご家族にとって大切な情報をまと

め、第三者にもわかりやすく伝えるために作

られたツールが『パーソナルノート』です。

　症状，、経過、生活状況など当事者自身に関

する情報と、福祉サービス、支援機関の連絡

先等の支援に関する情報などをノートに記入

できるようになっています。「脳外傷友の会コ

ロポックル」（北海道）が作成したものを、「ち

ば高次脳機能障害者と家族の会」が千葉版と

して作成し、当センターにご寄贈頂きました。

パーソナルノートは当センターホームページ

からダウンロード可能です。どうぞご活用く

ださい。

パーソナルノート ( 千葉版 )

千葉リハのホームページに掲載いたしました !
千葉リハ HP ⇒高次脳障害支援センター⇒パーソナルノート（千葉版）

パーソナル
  ノート

こちらのノートが

PDF,word にてダウンロードできます。
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   千葉県で新たな家族会が誕生しました。市川市で活動する『こ～じ・いちかわ』は県内 5 番目にできた家族会

です。発足のちらしをいただきましたので、掲示板でご紹介いたします。

～市川市で活動している高次脳機能障害者と家族の会です。～

「高次脳機能障害」という言葉を

皆さんはご存知でしょうか？

事故による頭部外傷、脳血管障害

等による脳の損傷の後遺症とし

て、右図にあるような認知障害が

生じ、そのために日常生活・社会

生活への適応が困難となる障害の

ことです。

一口に「高次脳機能障害」といっ

ても症状は千差万別です。重度の

方から軽度の方まで。また、症状

がでたりでなかったり等々・・

《高次脳機能障害の症状》

外見からは見えにくい障害で身体的には問題がないように見えても、「何かが変わった。今までとは別人のようだ。」

と思われる場合が少なからず見られます。一言で説明することが難しく、それ故に周りの方に、理解していただく

ことも簡単ではありません。

　「  　　　　　　　　 」は、市川市に住む高次脳機能障害者と家族が中心に活動を行なっている集まりです。あ

る日、突然に高次脳機能障害だと宣告されたご本人、ご家族の仲間として、友人として、悩みを共有し支えあって、

歩んでいくことができたらと考えています。

「高次脳機能障害」当事者、家族、支援者、高次脳機能障害に興味をお持ちの方、下記のとおり、隔月に一度

「 　　　　　　　　　」を開催していますので、是非、ご参加ください。

≪開催日時≫　（原則）隔月第 1日曜日 13：00～ 15：30

≪開催場所≫　地域活動支援センター「ami ぷらぁす」

　　　　　　　　　　　住所：市川市本北方 1-47-15

【最寄りバス停：本北方 1丁目（市川駅&本八幡駅発）】

≪活動内容≫　皆でお茶を飲みながら、情報交換や近況報告をしています。

　　　　　　　バーべキューやクリスマス会等で楽しんだり、高次脳機能障害の専門家

　　　　　　　を招き講演会、勉強会を開催することもあります。

≪参加費≫　1回 200 円

≪連絡先≫　電話：070-1217-7128　竹野敬一
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お題 /社会的行動障害

こ～じのぅ掲示板 32 号

楽しんで　知識がふえる　掲示板

2017/7/12

■はじめまして、三代目Oです。今年度初めての掲示板をお届けし
ます。お陰様で高次脳機能障害に関する広報啓発活動の積み重ねも
あって、昨年度から現在まで支援センターへの相談・個別支援件数が
大きく伸びています。また、支援センターには各地域、領域から高次
脳機能障害に関する講演依頼も次々舞い込んでいます。高次脳機能障
害と支援への関心の高まりを実感した 3ヶ月間でした。新顔ですが、
ずーと居たような顔で粛々と活動しております。宜しくお願いします。
（O）

■ 4月の異動で 3名の方が支援センターに配属されました。2名は
男性です。女性が多い職場に男性が配属されると、少し雰囲気も変わ
ります。それでもなぜか不思議と溶け込んでいる感があります。なぜ
でしょう。毎年の恒例となった記念撮影は 7回目となりました。3人
目となる支援センター長が就任され、編集長の三代目Oさんと一緒
に Yも紙面づくりに奮闘いたします。新体制の支援センター、どう
ぞ今年度もよろしくお願いいたします。（Ｙ）

新任された小倉支援センター長を囲んで ( 前列右から二番目 )
満開の桜の前で記念撮影（4/7 千葉リハ中庭）

第 13 回千葉懇話会

『高次脳機能障害者の就労支援

　　　　　～発達障害との対比から見えてくること～』

■日時 :2017/9/29（金）19:00-21:00

■場所 : 千葉市民会館　小ホール

■参加費 : 無料

■講師 : 松田啓一氏

（一般社団法人クオルトン研究所 / 職業カウンセラー）

■問合 : 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/Fax:043-291-1847

『第 4 回手のひらの会』

高次脳機能障害千葉県内 5 家族会と支援者の集い

■日時 :2017/10/1（日）11:00-16:00

■場所 : 千葉県千葉リハビリテーションセンター

■問合・申込

県内の各家族会、または千葉リハ高次脳機能障害支援セ

ンター

 

いいね！
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いいね！

社会的行動障害の中に「感情コントロール低下」があ
ります。ちょっとした刺激に過敏に反応して怒ったり、
イライラすることがあります。そんな時はその場所か
ら離れたり、話題を変えたりすることでクールダウン
しやすくなります。「ムカつく！まずい！」と感じたら、
まずは場所を変えてみませんか。


