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高次脳機能障害における支援
～「地域生活支援センターあけぼの」の
取り組み～

本日の学習内容
①高次脳機能障害者支援促進事業とは
②「地域生活支援センターあけぼの」の高次脳
機能障害支援について（概要とケース）
③退院前カンファレンスで共有させていただき
たいこと

地域生活支援センターあけぼの
相談員 作業療法士 本多ゆり

府中市の障害者福祉における主な相談窓口

「地域生活支援センターあけぼの」について
＜事業形態＞
府中市受託事業

府中市障害者福祉課

地域生活支援センターみ～な
（身体/知的）
地域生活支援センタープラザ
（精神）
地域生活支援センターふらっと
（身体/知的/精神）
地域生活支援センターあけぼの
（身体/知的/精神）

④退院に際して相談窓口になる支援機関

障害者総合支援法のサービス内容

・基本相談支援、指定一般／指定特定相談支援事業

高次脳機能障害者
支援促進事業受託

・地域活動支援センター事業Ⅰ型
（料理教室、ダンスクラブ、季節の外出イベント、自主さー
くる、オープンスペースの貸出、パソコン開放、家族相談ア
フタヌーンティー など）
・高次脳機能障害者支援促進事業
＜職員＞
・常勤 ３名

非常勤 １名
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高次脳機能障害者支援促進事業って？
救急医療の技術の進歩により交通事故後の外傷における高次脳機能障害が
社会的な問題になる。
⇒自宅退院できたのになんかおかしい・・・
⇒リハビリの場はないのか？
⇒障害者のサービスは受けられるのか？
①国立身体精神障害者リハビリテーションセンターと全国１０か所のモデル事業
を実施する地方拠点病院にて連携（平成１３年～１５年）
■診断基準

■訓練プログラム

■支援プログラム

②作成された支援プログラム等を活用し、普及促進事業に向けての支援体制や
手法の検討が行われた（平成１６～１７年）
連続した支援
関係機関との連携

キーワード

支援コーディネーターの配置

「学術的」高次脳機能障害と
「行政的」高次脳機能障害

モデル事業の結果
◎診断基準
・行政の指す「高次脳機能障害」

脳血管障害、頭
部外傷、低酸素
脳症、脳腫瘍、
脳炎など

Ⅰ．主要症状
1．脳の器質的病変の原因となる事故による受傷や疾病の発症の事実が確認され
ている。
2．現在、日常生活や社会生活に制約があり、その主たる原因が記憶障害、注意
障害、遂行機能障害、社会的行動障害などの認知障害である。
Ⅱ．検査所見
MRI、CT、脳波などにより認知障害のうち、認知障害の原因と考えられる脳の
器質的病変の存在が確認されているか、あるいは診断書により脳の器質的病変が
存在したと確認できる。
Ⅲ．除外項目
1．脳の器質的病変に基づく認知障害のうち、身体障害として認定可能である症
状を有するが上記主要症状（Ⅰ-2）を欠く者は除外する。
2．診断にあたり、受傷または発症以前から有する症状と検査所見は除外する。
3．先天性疾患、周産期における脳損傷、発達障害、進行性疾患を有する者は除
外する。
Ⅳ．診断
1．Ⅰ～Ⅲをすべて満たした場合に高次脳機能障害と診断する。
2．高次脳機能障害の診断は脳の器質的病変の原因となった外傷や疾病の急性期
症状を脱した後において行う。
3．神経心理学的検査の所見を参考にすることができる。

当センターにおける高次脳機能障害者
支援促進事業の経過
・平成２２年度

府中市より高次脳機能障害者支援促進事業を受託

相談支援
学習会（年４回）

「学術的」高次脳機能障害

・平成２３年度
相談支援
学習会（年４回）
家族さろん（隔月）
つながろう会（支援関係者連絡会

「行政的」高次脳機能障害
記憶障害
注意障害
遂行機能障害
社会的行動障害

年３回）

・平成２４年度
精神障害者保健
福祉手帳の対象

相談支援／学習会（年４回）／家族さろん（隔月）／つながろう会（年３回）
出張講座（適宜）／作業所訪問（毎月）／さろんdeぼ～の（年１回）
高次脳機能障害評価（適宜）
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支援内容①
＜相談支援＞
◎相談内容
・退院後、リハビリの場はないか
・退院後、日中通う場所はないか
・働く場を探している
・復学について
・ヘルパー 移動支援について
・診断について
など
＊年々相談件数は増加
＊多くは支援機関、家族からの電話連絡

支援内容②

高次脳機能障害の相談のポイント
・既往歴の詳しい聞き取り
（幼少期の転落、学生時代のバイク事故・・・など
今回の病気以外に脳損傷のエピソードないか）
・生育歴、学歴、職歴の聞き取り
（知的・発達・精神障害、もともとのパーソナリ
ティ）
・依存（アルコール、薬物）、経済的な問題（借金
など）

支援内容③

＜家族さろん＞

＜学習会＞

内容：ご家族の方々に集まっていただき、生活や仕事につい
て日頃大変なこと、最近できるようになったことなどをお話し
ていただく

内容：講師をお招きし、様々な角度から高次脳機能障害につ
いて学習する。

頻度：２か月に１回
対象：高次脳機能障害をお持ちの方のご家族
＊なごやかな雰囲気
＊ご家族の自然な気持ちが出て来やすい
＊「わかる！」「わかる！」共感の場
＊先輩家族からのアドバイスや経験談がしみる・・・

頻度：年２回
対象：当事者、家族、近隣の医療機関、老人保健施設、居宅
介護支援事業所、作業所、ヘルパー事業所、行政機関など
にご案内する。
＊高次脳機能障害の普及啓発
＊多角的に高次脳機能障害について学ぶ
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支援内容④

支援内容⑤

＜つながろう会（支援関係者連絡会）＞

＜高次脳機能障害評価＞

内容：テーマは「作業所の紹介」「施設の紹介」「事例紹介」など

◎対象：診断がついている方。医療から離れてしまった方、高
次脳機能障害により日常生活に不便を感じている方、高次脳
機能障害がありながらも就労や就学、復職や復学を検討して
いる方

頻度：年３回
対象：高次脳機能障害の支援者（行政、ケアマネ、MSW、Nrs、
OT、ST、生活支援員など）
＊顔の見える関係の構築
＊「医療」と「福祉」、「介護」と「障害」の垣根を限りなく低くする
＊アンケートを実施し、関係機関のニードをしっかりと拾えるよう
にする

支援内容⑥
＜作業所・職場訪問＞

◎どんな評価か：神経心理学的検査、ご本人やご家族、関係
機関からの情報収集
◎結果：具体的に高次脳機能障害のどんな障害がどれほど
日常生活や仕事、学校生活に影響しているのか、その方の強
みはどんなところか。ご本人、ご家族、作業所等にわかりやす
く提示する

支援内容⑦
＜出張講座＞

内容：作業所に定期的に訪問し、作業の様子などを当事者
や作業所の職員に伺う。作業内容、作業環境、他者との関
係、生活リズムなどを聞きとる。

内容：高次脳機能障害の基礎知識
障害福祉サービス

頻度：依頼があれば適宜

頻度：依頼があれば適宜

対象：当センターが支援に関わった高次脳機能障害をお持
ちの方

対象：府中市内の医療機関、介護保険施設や事業所、ヘル
パー事業所、作業所など

＊通所先が決定すると、その作業所に高次脳機能障害の
症状を伝える
＊具体的な対応方法を伝える
＊企業の場合、基本的には職業センターなどと連携
（ジョブコーチ支援などをお願いする）

＊２９年度は２機関に出張
＊少人数（２～３人）でも講座開設可能
＊素朴な疑問も受け付けられるような雰囲気
＊実際の困っている事例などは講座の最後に話し合う時間を設ける
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支援内容⑧

支援内容⑧つづき・・・

＜さろんdeぼ～の＞

＜さろんdeぼ～の＞構成

内容：当事者の生活リハビリの場
頻度：２か月に１回
対象：高次脳機能障害をお持ちの方 （日中活動のない方）

＊午後２時間くらい。３部構成。時間にゆとりを持つ。休憩時間も確保
＊参加者全員同じことを行なっているが、目的や難易度を変えて取り組む
＊当事者は目標・振り返りシートを使い、今回の目標や終わった後、目標に対し
ての到達度を書く。
＊終了後、職員も全体的な流れの記録、個別ケースの記録
＊企画内容はできるだけ参加者に考えていただくようにしていく予定

支援内容 ケース①

（作業所につながった）

【きっかけ】地域包括支援センターより連絡 （要介護２、ヘルパー（家事援助））
【障害名】両側視床梗塞による高次脳機能障害
【目標・ニード】夫：働くために妻をどこか通うところに預けたい
【支援内容】
①作業所通所における支援
⇒初回面接時、ほとんど話さず夫任せ。作業所見学時も他人事のよう。定期的に
通えるようになると姉御肌を発揮する。
②障害程度区分取得
⇒認定調査を実施し、区分を取得する。
③高次脳機能障害の検査・評価
⇒MMSE（知能検査）、TMT- AB（注意障害の検査）、FAB（前頭葉障害の検査）、
RBMT（記憶障害の検査） 名前や人の顔などの記憶力低下、見当識障害（日に
ちや曜日）残存。対応をヘルパーさんや作業所の職員に伝える。
【支援の成果】夫が安心して再就職できた。作業所での役割もでき、積極的に関わ
ろうとしている。
【その後】定期的に作業所に訪問し、作業の様子の確認。ケアマネと必要時連絡。

①参加者・職員
自己紹介、今日の流れ、それに対しての目標、季節の話、最近の話題、など
②体操など体を動かす系
旗揚げ、ボール、タオル、ペットボトル、サランラップの芯、など
③課題
運筆、漢字、計算、間違いさがし、パズル、短文記憶、無意味図形課題、地
図、スピーチ、新聞課題、レストラン注文、電話応対、困った場面の解決方法、
書道、料理、創作活動 など

支援内容 ケース②（障害の情報共有して支援方法確認）
【きっかけ】作業所より連絡 （要介護２ ヘルパー（身体・家事））
【障害名】くも膜下出血による右片麻痺、失語症、高次脳機能障害
【目標・ニード】本人特になし 情報を共有して支援方法の統一
【支援内容】
①ケース会議にて支援方法の模索
⇒各機関が集まって情報収集。問題の抽出
②介護保険の通所先での様子の見学と情報収集
⇒担当セラピスト、介護支援員の方から情報収集
③高次脳機能障害の診断・評価における通院の付き添い
⇒慈恵第三病院に診断、評価に同行（計７回）
④移動支援・通院等介助介護の申請
⑤各種手続きの代行
【支援の成果】高次脳機能障害ということが証明され、支援内容が具体的になっ
た。自宅での役割も少しずつでき、ニードも出てくるようになった。
【その後の関わり】定期的な作業所訪問。地域福祉権利擁護事業導入。生保ワー
カーも含め、今後の生活支援の検討を行う。
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支援内容 ケース③

（復職に向けて各機関連携）

【きっかけ】退院時カンファ （要介護３ デイケア）
【障害名】脳梗塞による右片麻痺、失語症、高次脳機能障害
【目標】在宅で身辺自立、復職
【支援内容】
①退院前カンファにて支援方法の模索
⇒各機関（病院、ケアマネ、支援センター）が集まって情報収集。問題点の抽出
②作業所通所に向けて移動支援の訓練加算申請
⇒調布ドリームに通所 毎月各機関から情報収集して必要性の評価
③介護保険の通所先でカンファ
⇒ケアマネ、担当セラピスト、介護支援員の方から生活やリハビリ、作業所での
様子の情報共有と今後の支援について確認
④復職に向けて
⇒障害者職業センターに同行
【支援の成果】通所先に安全に移動できている（いずれ自立できる見通し）。介護
保険と障害の役割分担を行い、復職に向けての基礎的（体力、移動）な部分を築
く。
【今後】会社側の復職における担当と家族を通して支援機関（職業センター、当セ
ンター）が接触し、復職の交渉。介護保険でのリハ、作業所での活動で目標到達
度の評価。

今後の課題
・「つながろう会」の企画・運営
・「さろんdeぼ～の」の内容、参加者
・医療機関との連携
・精神保健福祉分野との連携
・介護保険分野との連携

支援内容 ケース④（退職して新しい道を歩んでいるケース）
【きっかけ】父親からの電話連絡 （要介護１）
【障害名】視床出血による左片麻痺・高次脳機能障害（注意障害・記憶障害）
【目標・ニード】今のままでは退職になってしまう
【支援内容】
①自宅訪問にて状況確認
⇒「高次脳機能障害なんて聞いたことがない」「麻痺がよくなれば仕事もできると
思っていた」
② 職場訪問して、障害説明と職務内容やリハビリ機関の提案
⇒退職
③身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳取得
④障害理解のきっかけをつかむために通所
⇒東京都心身障害者福祉センター「社会生活評価プログラム」
【支援の成果】今まで高次脳の自覚がなかったが、社プロに通所することで注意や
記憶障害に気づく。対処方法や障害を他の人にどのように説明するか検討できるよ
うに。
【今後】職業能力開発校、就労移行支援など就労に向けての訓練ができるところを
紹介

退院前カンファで情報共有させていただきたいこと

日常生活上の問題
・ＡＤＬ
・ＩＡＤＬ
・服薬管理
・危険管理
・金銭管理
・どれくらい留守番で
きるか
・外泊時の様子
（できた事、できなかった事）

・家屋状況
・家族背景
・訪問や通所サービ
スの必要性

就労の問題

障害説明の問題

・復職か新規就労か
・復職の期限
・傷病手当金の期限
・年金加入状況
・雇用保険加入状況
・職務内容
・勤務地
・移動手段
・会社側の窓口になる方

・高次脳機能障害の
診断
・高次脳機能障害の
症状と程度
・在宅生活で予想さ
れる困難な出来事
・障害者手帳の申請
・今後の主治医
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北多摩南部圏域 相談機関一覧

退院前カンファ時における地域支援者の選定

市
生活サービスあり
（ヘルパー、ショート、通所など）

・居宅介護支援事業所

介護保険

（ケアマネージャー）
（相談支援センター★）

生活サービスなし

・包括支援センター
（相談支援センター★）

就労あり

・障害者就業・生活支援セン
ター☆

障害者福祉

・市障害者福祉課

・相談支援センター

・東京障害者職業センター☆

・相談支援センター

（・市障害者福祉課）

☆主治医や担当セラピストがすぐ
に就労可能と判断した方

高次脳
事業

連絡先

専門職

小金井市
福祉保健部
自立生活支援課

×

０４２－３８７－９８４１

小金井市

武蔵野市障害者福祉センター
高次脳機能障害相談室担当
ゆいっと

○

０４２２－５５－５０１８

武蔵野市

三鷹市
健康福祉部障がい者支援課
基幹相談支援センター担当

○

０４２２－４５－１１５１

三鷹市

調布市

社会福祉法人
調布市社会福祉協議会

○

０４２－４８１－７６９３

狛江市
福祉保健部福祉相談課
相談支援係

○

０３－３４３０－１１１１

狛江市

府中市

地域生活支援センター
ふらっと

○

０４２－３７０－１７８１

保健師

府中市

地域生活支援センター
あけぼの

○

０４２－３５８－１０８５

ＯＴ

東京都

東京都心身障害者福祉センター
（地域支援課高次脳機能障害者支援担当）

・相談支援センター
・各区市町村障害者就労支援
事業所
☆

相談窓口

ＳＴ

つながりを見落とされやすい方々
★ サービスにつながらなくても、家族さろん、高
次脳機能障害の対応の相談はできます

主な関係機関

患者さんが支援の路頭に迷わないために

【医療機関】
・慈恵第三病院 西原町脳神経外科クリニック 永生クリニック 国リハ
小金井リハビリテーション病院 恵仁会病院 ３６６リハビリテーション病院 他
【行政】
・東京都心身障害者福祉センター
（社会生活評価プログラム・就労準備プログラム）
・府中市
【作業所】
・調布ドリーム
・集いの家

０３－３２３５－２９５６

・ワークセンターこむたん
・スクラム スクラム分室

連続した支援
・地域生活では伴走してくれる支援者が必要です
・退院後の生活をイメージできるように社会資源を知ってください

・コットンハウス
・ホープ就労支援センターまる福 他

・退院後の相談先で困ったら、地域のことで相談できる人を見つけてください

⇒地域の支援者と「顔の見える関係」を構築してください！

【訪問看護ステーション】
【就労支援機関】
・東京障害者職業センター多摩支所 ・障害者就労支援センターみ～な
・障害者就業・生活支援センターTALANT ・北原国際病院 就労支援室
【他】
・地域福祉権利擁護センター

・府中市立心身障害者福祉センターきずな

他

これからも患者さんのご相談をいた
だけることを楽しみにしております！

小金井リハビリ連絡会 研修会

ご清聴ありがとうございました
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