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高次脳機能障がいとは？
「脳損傷により各機能が十分に働かない状態」



どんな症状として出るの？

遂行機能障がい
・物事の優先順位を決められない
・行動がまとまらず混乱してしまう
・段取りが悪く行き当たりばったり
・２つのことが同時に出来ない

記憶障がい
・約束を忘れている
・同じ事を何度も聞く
・手順が覚えられない
・同じ間違いを繰り返す

注意障がい
・簡単なミスが多い
・気が散りやすい
・ぼーっとしている
・何事にも時間がかかる
・左が見えにくい

社会的行動障がい
・以前に比べ怒りっぽい
・我慢や抑えることができない
・遠慮なく衝動的な行動が多い
・人を許すことが出来ない



高次脳機能障がい者の現状

• 山口県では年間約２４０人（約１６人/１０万人）

※１９～６５歳は３３人づつ増加（約２人/１０万人）

• 医療機関退院後の行き場が少ない

• 各事業所でのトラブル、個別対応の難しさ

• 生活や行動のしづらさがあると引きこもり傾向

• 福祉サービスを利用されない方も多い

• 「外見」と「できること」のギャップに周囲は困惑

• 当事者やご家族も症状に気づかず状況悪化

• 復職後のトラブル（前職がこなせない、理解されない）

• 小児の高次脳機能障がい問題 など



法人設立に至るまでの経緯

一般社会へ認知されていない状態で、福祉サービス
の利用も高まらず、社会からの離脱者も多い現状
ご家族の悲しみ、疲弊、緊張状態が持続

Ｈ24年11月法人格を取得
Ｈ25年2月から障害者サービス事業所として許認可

『みなくるはうす光（就労移行・自立訓練）開所』

家族会、支援機関従事者を中心に、平成24年２月に
任意団体NPOキセキを発足し、活動を始める



NPO法人キセキ

・障害者福祉サービス 自立訓練（生活訓練）、就労移行支援

・高次脳機能障害家族会 脳外傷『ぷらむ』山口支援

・普及、啓発活動

・地域活動（スポーツ、イベント、ボランティアなど）

法人の活動内容

連絡先
特定非営利活動法人キセキ
〒743-0013 山口県光市中央５丁目１ー２１
TEL 0833-48-9390  FAX 0833-48-9391

koujinou_kiseki@yahoo.co.jp

http://blog.canpan.info/koujinoukiseki/

「高次脳」「キセキ」で検索して下さい

光市役所向い



NPO法人キセキ みなくるはうす光

自立訓練（生活訓練） 定員１４名
認知機能訓練・神経心理学検査など
記憶・注意・遂行機能などの検査データを
基に、パソコンや学習課題、個別訓練にて
認知機能全般の回復を図ります

ＡＤＬ・生活関連動作練習など
医療リハビリ後や症状の悪化などへの訓
練（身体機能、ＡＤＬ動作、料理、金銭管理、
スケジュール管理、代償方法獲得など）

自宅への訪問により実際の生活場面での練習
自宅で身辺動作、掃除・洗濯、調理、外出
時の移動方法、買い物や金銭管理、スケ
ジュール管理練習などを行う

１階フロア



自立訓練プログラム内容

【小集団訓練】※10人以下で行います
ﾒﾓ課題･確認…記憶低下によるﾄﾗﾌﾞﾙ防止のための活用練習
認知訓練…注意力、記憶力、国語力、処理速度向上の練習
ｱｸｾ･ﾚｻﾞｰ…アクセサリー作りやレザーを使用した創作活動
臨床ｱｰﾄ(2345週)…臨床美術ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑに沿い自己肯定感の向上
ｲｷｲｷ生活ｾﾐﾅｰ…一般常識やﾏﾅｰ、各種書類の書き方、手続方

法、交通機関の利用方法、生活の知恵、問題
解決・悩み相談、ｲﾍﾞﾝﾄ企画、簡単ｸｯｷﾝｸﾞ等

PC教室…Word･Excel･powerpointの初～上級のoffice操作
ｳｴﾙｶﾑﾎﾞｰﾄﾞ…玄関前に出すﾒﾆｭｰﾎﾞｰﾄﾞを各自自由に作成
振り返り…目標に対しての反省点を上げ、次回の課題確認
ｼﾅﾌﾟｿﾛｼﾞｰ…五感へさまざまな刺激を加え脳活性化を図ります



自立訓練プログラム内容

【就労体験】
調理補助…給食や弁当、菓子製造を工程表に沿って行う
食材購入…翌日の献立に必要な材料を調べ買い出しを行う
食器洗浄…給食や弁当で使用した容器の洗浄作業
ﾌﾞﾛｸﾞ更新…施設での出来事や個人のﾌﾞﾛｸﾞを更新していく
館内清掃…指定された場所を担当し行う、ゴミ分別など
洗濯…厨房や作業で使用した洗い物の洗濯を行う

【施設外実習体験】※職員が同行して行います
図書館…市立図書館でパソコン入力や配架作業を行います
農園作業…農園での果実収穫・除草・清掃・ネット張りなど



自立訓練プログラム内容
【個別練習】
Mﾉｰﾄ記入…朝礼前に当日の予定を確認しＭノートへ記入
ｾﾙﾌﾁｪｯｸ…社会生活に必要な日常生活動作の確認を行います
個別ﾘﾊﾋﾞﾘ…必要に応じてOT･ST個別でのﾘﾊﾋﾞﾘを行います
ITC相談・活用…パソコンやipadなどの何でも相談日
自動車学校…光自動車学校で運転再講習を行います
訪問生活指導…在宅生活のスムーズさが増すように方法を検討
神経心理学検査…注意、記憶、遂行機能、失語、失認失行など

【自主活動】※利用者が中心で行う企画になります
地域清掃…近隣の公共道などのゴミ拾いや清掃作業など
障害者ｽﾎﾟｰﾂ(適宜)…ﾎﾞｯﾁｬ、ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ、風船ﾊﾞﾚｰなど
各ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ…地域活動、イベント、祭りなどの手伝い



プログラムの流れ

９：３０～ Mﾉｰﾄ記入、ｾﾙﾌﾁｪｯｸ、メモ確認

１０：００～ 認知訓練、PC教室、調理補助、個別ﾘﾊﾋﾞﾘ

臨床アート

１１：００～ 個別学習課題、PC教室、調理補助、

個別ﾘﾊﾋﾞﾘ、臨床アート、個別面談

１３：００～ 認知訓練、ﾃﾞｻﾞｰﾄ作り、ブログ更新、パン

菓子、個別ﾘﾊﾋﾞﾘ、ITC相談・活用、図書館、

自動車学校、、創作活動、グループワーク

１４：００～ 食材購入、食器洗浄、ウエルカムボード

１５：００～ 館内清掃、Mﾉｰﾄ記入、振り返り、メモ課題



神経心理ピラミッド
高次脳機能障がい
が良くなるということ

http://f.hatena.ne.jp/tukine0/20100313200715
http://f.hatena.ne.jp/tukine0/20100313200715


認知トレーニング

・注意・集中力の訓練（プリント、パズル、タイムストップウオッチ）

・書き取り、メモ取り練習

・長・短期記憶、想起訓練

・文章構成練習

・分別や仕分け練習

一番重要なのは“続けること”

※規定の課題に取り組めない人は、できるだけ興味
が向く、「集中力が継続しやすい」ものを用意する
行動と記憶はセットすると思い出しやすく効果的



施設内活動の様子

個別リハビリ

リラクゼーション 臨床アート

PC教室 グループワーク

レクスポ

認知機能課題 給食調理神経心理学検査



施設外活動の様子

運転再講習

障がい者レクスポーツ

買い物

イベント

図書館実習

農園作業体験



訪問生活訓練
～家での工夫～

Aさん。２３歳、男性。１６歳の時、交通事故による

頭部外傷。注意、記憶、遂行、感情のコントロール、
左上下肢軽度麻痺、協調性低下、の症状を呈する。
県内外でリハビリを約５年間受けた後、宿泊型自
立訓練でトレーニング後に一人暮らしを始める。

・ADL：自立
・IADL

金銭管理：小銭のみ管理
掃除、洗濯：一部介助
移動：練習した公共交通機関

のみ可。自転車可
書類：全て援助



訪問生活訓練

市街地の中で比較的
に公共施設や公共交
通機関など利用しやす
い場所にある



・サービス等利用計画に
て全体のスケジュール
確認

・注意事項（前リハビリ
施設より）

訪問生活訓練
～家での工夫～



・外出時の持ち物リスト
・時刻表と自宅出発時間

・メモリーノート
・ボイスレコーダー

訪問生活訓練
～家での工夫～



・玄関（持ち出る物）

・洗濯物の判別

訪問生活訓練
～家での工夫～



・必要最低限の管理

・賞味期限の早いものは
何があるか書いておく
（見える化する）

訪問生活訓練
～家での工夫～



物を置く場所を決め、
名前が貼ってある

（どこにいったか分か
らなくなるため）

訪問生活訓練
～家での工夫～



・時間が経っても分かる
ようにメモでやり取り

・よく見るところに用事な
どを貼る

訪問生活訓練
～家での工夫～



・定期、鍵などすぐに取
り出せる分かりやすい
場所につないでおく

・移動中や作業中、自転
車運転中はメモ出来ない
ので、ボイスレコーダー

訪問生活訓練
～家での工夫～



思うように支援が進まないケース



課題①「気付きが少ない」

・支援者とサインを決めておく

・日記を付ける（「いつ」「どのように」行動したか確認）

・思い出すきっかけを作る（指示、合図など）

・他人はどうしているか聞いたり、学ぶ

・自分が不得意になったものを整理できている

・症状の相互関係でどのように出てくるか理解できる

・日常生活や対人関係に及ぼす影響を考慮できる

・問題が起きた時に、「なぜ起こったか」分析できる



課題②「無気力・無関心に対して」

・集団の流れの中に入っておく

・やるべきこと（楽しいこと）を事前にチェックリストにして
見えるように掲げておく

・思い出すきっかけ作り（指示、合図など）

・行動確認を多くして、なるべく話させるように促す

・話し合いでは自分の意見を言ってもらえるように促す

・定時タイマー（15分、30分）などで「何をするべきだった
か」確認し、次にメモやスケジュールを見る習慣づけ

・話され始めたら「５Ｗ１Ｈ」を加え、答えれているか確認

・誰かと話したい時は、事前に内容をメモに用意する



モチベーションの法則



ハーズバーグの動機づけ・衛生理論

ここの改善を図っても、
不満足は減るが満足
感が高まる訳ではない

・達成感の得られるもの
・自分が価値ある存在
と認められること
・活動、役割の提供
などが満足を得られる要因



オーストラリア・クィーンズランド脳損傷協会
「シナプス」 ホワイトDrより

＜脳損傷者の生活の質に係る８つの領域＞

①「精神的安定」

②「肉体の健康」

③「社会的統合あるいは社会参加」

④「対人関係」

⑤「物質的満足」

⑥「自己開発」

⑦「権利」（要求する訴えることが出来る）

⑧「自己決定」



課題③「脱抑制症状に対して」

・行動まで間隔をあける

「１回立ち止まる」「自分自身に問いかける」「他人にやってもいいか確認」

・自分の行動は悪くなかったか問いかける

・共感→行為自体の指摘や投げかけ。決して責めない。

・爆発するタイミングやサインを知り、周囲に伝え、クー
ルダウン方法を見つけておく

「深呼吸する」「息を吐くなど」「トイレに行く」「とにかく場を離れる」

・身体運動で適度に発散し、予防する

・問題が起こった同じ環境を作らない



グループワーク

• テーマはイベント企画からSSTものまで
「ソーメン流ししよう！」「働くということについて考える」「各自の悩み」などさまざま

• 全内容の記録を各自で書き留める

• 自分の意見は「書く」→「まとめて話す」

スタッフ
客観的視点

記憶に留めにく
いので、振り返
り用に撮っておく
とよい。成長も
みれる。



「確認」の効果

• 無気力症…自発的な発想の創出、関心の維持

• 脱抑制症状…衝動性の遅延・防止、振り返り

• 注意・集中力低下…注意の持続、ミス防止

• 情報処理…会話のスピードや情報量の調節、相互

の正確な理解

• 記憶低下…良い情報の記憶強化、トラブル防止

• 論理的思考力…発言内容の明確化・再認識、会話

の脱線防止、まとまり感

• 対人的な関係…真剣な会話、興味、思いやり など

それぞれに効果がある



確認の問いかけ例

＜発言内容の再確認＞

• 「もしどこか間違っていたら教えて下さい」

• 「～のところをもう一度繰り返して下さいますか？」

• 「確認させて下さい。～（時間・場所など）ですか？」

• 「別な言葉で言えば～ですね？」

• 「少しずつ言っていただけますか？」 など

＜理解度の確認＞

• 「何か今までで分からなかったことはありますか？」

• 「もう一度言いましょうか？」 など



就労移行支援事業



対象 求職件数 就職件数 割合

身体障がい 68,798 26,573 38.6%

精神障がい 57,353 23,861 41.6%

知的障がい 30,224 16,030 53.0%

高次脳機能・発達障がい 5,566 1,857 33.3%

合計 161,941 68,321 42.1%

高次脳機能・発達障がい者の就職状況
（山口労働局職業安定部職業対策課資料より抜粋）

他の障がいと比べ就労率が低い



就労移行支援 定員６名
スケジュール管理・就労前練習・対人技能など
メモ活用、スケジュール管理、職業リハビリ、模擬面接、
ＳＳＴ、グループワークなど、就労に際して必要なことを
行う

就労練習を通して必要な能力を身に付ける
生産物や便利屋事業などの業務に合わせて、接客、
運営企画、準備、製造、片付け、清掃などの流れを
考えながら、問題は自ら検討し、改善を図る練習も
併せて行う

職場への定着支援・アフターフォローなど
一般就労後に、職場へ長く定着できるように、関係
機関との連携でジョブコーチ斡旋、相談、当事者会
など、アフターフォローも行う

NPO法人キセキ みなくるはうす光



就労移行支援プログラム内容
【就労練習】
調理補助…給食の調理を工程表に沿って分担して行う
食品製造…弁当やお菓子を工程表に沿って製造する
食器洗浄…給食や弁当で使用した容器の洗浄作業
PC作業…ﾒｰﾙﾁｪｯｸ･振分、ﾃﾞｰﾀ集計･分析、献立表作成、課題作成、

ﾌﾞﾛｸﾞ更新
洗車作業…職員や関係者の車を１台づつ洗車
定期発行紙…隔月発行のみなくる通信を小グループで作成
館内外清掃…窓ふき、厨房、ﾌﾛｱ、ﾄｲﾚ、廊下・階段、窓、給湯室、

施設周辺の清掃・ゴミ拾いなど
環境整備…ｺｯﾌﾟ洗浄、水やり、ｺﾞﾐ出し準備、ｴｱｺﾝﾌｨﾙﾀｰ清掃等
物品管理…施設で使用する消耗品の入出庫管理
事務庶務…郵便物仕分け、宛名書き、封入作業、各事務書類手伝い

、ｺﾋﾟｰ、ｼｭﾚｯﾀﾞｰ、雑務など
ﾄﾞﾘﾝｸｵｰﾀﾞｰ…来客へｵｰﾀﾞｰをとり、ﾄﾞﾘﾝｸｻｰﾋﾞｽを行う
作業耐久練習…立位・座位での単純工程作業を行う



就労移行支援プログラム内容

【個別練習】
課題提示･確認…条件提示後のメモ・行動、自宅での課題確認
復職リハ…疑似職場環境を設定し、トレーニングを行う
Mﾉｰﾄ記入…朝礼前に当日の予定を確認しＭノートへ記入
ｾﾙﾌﾁｪｯｸ…就労生活に必要な日常行為の確認を行います
自主課題…脳トレなど個人の課題に応じて練習を行います
就労準備訓練…自己啓発、経歴書作成、面接練習など
自動車学校…光自動車学校で運転再講習を行います
振り返り…目標に対しての反省点を上げ、次回の課題確認

【施設外実習】※職員が同行して行います
介護実習…近隣の介護施設での手伝いや周辺作業を行います
便利屋事業…除草作業、空室清掃、ｵｰｸｼｮﾝ代理出品、など
ﾎﾟｽﾃｨﾝｸﾞ…毎週木金で地域紙の配布業務をチームで行う

【小集団訓練】※6人以下で行います
PC教室…Word･Excel･powerpointの初～上級のoffice操作



活動の様子

物品管理

PC活用(自己紹介)

事務庶務

配架練習

経理 販促事業部環境整備

転記作業

ブログ・PC作業



実習の様子

介護事業所実習

便利屋厨房作業

ハウスクリーニングポスティング

農園作業



障がい者就業・生活支援センターとの連携
• 就労移行事業希望者の紹介

• 実習及び就職先の紹介

• 支援困難者を継続してフォロー

山口障がい者職業センターとの連携
• 支援方法の相談・指導（ジョブコーチの検討含む）

・神経心理学検査をベースに職業評価

・医療機関や職業センターと役割分担し、共同支援

ハローワークとの連携
• 求人情報（利用者の求職活動も情報共有）

• 企業への情報提供（助成金情報など）



介護保険第２号保険者の居場所の問題

しかし、サービス内容や機能から、介護保険サ
ービスには相当するものがない障害福祉サー
ビス固有のものと認められるもの（同行援護、
行動援護、自立訓練（生活訓練）、就労移行支
援、就労継続（A型・B型）支援等)については、
当該障害福祉サービスに係る介護給付費等を
支給することができる。

介護保険対象者は
原則として介護保険サービス優先



介護保険と訓練等給付費 併用パターン
～事例１ 「デイサービス」＋「生活訓練」～

• ５０代男性、脳梗塞後遺症、左軽度片麻痺

• 高次脳機能障がい「失行」「注意」「記憶」「遂行」低下

• 「働きたい」などの訴えが強い

①介護保険：リハビリ系デイサービス／週１回

⇒身体機能向上、日中の居場所のため

②訓練等給付費：生活訓練／週４回

⇒高次脳機能の改善、就労の可能性を探るため

生活訓練での高次脳機能の改善が徐々に現れ、介護
保険サービスから、就労継続B型へ移行予定



• ６０代男性、脳梗塞後遺症、左軽度片麻痺、要介護１

• 高次脳機能障がい「注意」「記憶」「遂行」低下

• 「高齢者デイは行かない」「家でボーっと過ごす」など

①介護保険：訪問介護／週５回

⇒家事援助

②訓練等給付費：生活訓練／週２回

⇒高次脳機能改善、居場所、IADL向上のため

身体機能向上と高次脳機能の改善が現れ、家で買い物
や調理の機会が増えてきた。

介護保険と訓練等給付費 併用パターン
～事例２ 「訪問介護」＋「生活訓練」～



• ５０代女性、脳炎、ADL自立

• 高次脳機能障がい「注意」「記憶」「遂行」低下

• 症状改善のため、外来リハビリを週１回継続

・訓練等給付費：生活訓練／週５回

⇒車免許更新、IADL向上、高次脳機能改善、

居場所、家での役割創出のため

現在、高次脳機能改善し、夕食調理、車の運転再開、
買い物、調理の機会が増えてきた。

医療保険から訓練等給付費へ移行パターン
～事例３ 「外来リハビリ」→「生活訓練」～



「周りの理解が最大の補助具」

その他の活動



「周りの理解が最大の補助具」
情報発信（ブログ・facebook）

特にブログは現在まで１０万件のアクセス数
活動の幅が広がり検索ワードで上がるため

福祉関係者以外の閲覧も増加



「周りの理解が最大の補助具」
当事者自叙伝制作

脳腫瘍による高次脳機能障がいを発症
当事者の不安さ、家族の思いを綴る



「周りの理解が最大の補助具」
メディアでできること

http://blog.canpan.info/koujinoukiseki/img/E8AAADE5A3B2E68EB2E8BC89E8A898E4BA8B.jpg
http://blog.canpan.info/koujinoukiseki/img/E8AAADE5A3B2E68EB2E8BC89E8A898E4BA8B.jpg


「周りの理解が最大の補助具」

当事者として出来ること

などを行っています

「自分の障がい体験が誰かのお役に立てるのならば」

・他利用者の相談
・余暇支援
・作業活動の指導
・普及啓発活動



スポーツ運営

地域での認知度を少しずつ高め社会参加への糸口に

イベント開催

会場貸し

ボランティア参加

学校行事手伝い他団体との協働

「周りの理解が最大の補助具」
地域で出来ること



企業・活動団体との関わりで生まれた商品

今後は・・・企業×NPO 寄附つき商品

•企業CSRとNPO基盤強化を図るもの

•ビジネス領域に社会課題解決を取り入れ、
住民全てが社会貢献に関わる仕組み

・原案：光まちづくりNPO

・資金：ライオンズクラブ
・資料提供：光紙芝居

・企画：光まちづくりNPO

・製造：みなくるはうす光

「あったらいいね」を形に



ハンデを持つ方の
余暇を考える会
「でかけ隊」

（隔月年６回開催）

居場所・きっかけ作り





高次脳機能障がいの支援を始めての気づき

• 支援者が本当に自分のことを考えてくれているかで反
応や効果が違う

• ご本人の思いと周囲の認識の違いに、私たちが思っ
ているより、深く傷つき、心のケアが必要である

• 理解されず居場所を失い、自宅に引きこもり、社会か
ら孤立している方が多い

• いろんな団体や企業とつながることで、その業界へ高
次脳を少しづつ認知されるようになった

• 実際、地域に出て直接交流を深めることで誤解や認
識の違いが少しづつ明確になりはじめた

• 取り組めるきっかけ・時期はきっとあるので焦らない



・実際の生活や仕事での必要な助言やリハビリテーション

・高次脳機能障がいを身近に接することでの社会の理解

・社会の中で孤立しがちな人達の交流の場や出番を創る

・継続的な能力評価で就労先との適切なマッチング

・可能性を引き出せるプログラムと継続できる仕組みづくり

・相談、就労当事者会などでフォロー体制を整える

・地域で助け合い、支え合える形を目指す

NPO法人キセキの目指すもの

障がいを持っても地域を支える仕組みの１つを担う
社会から“必要とされる”ことを目指していく



３つのキセキ

たとえハンデがあっても、みんな輝
くことのできる“輝石”であると思って
います

ご本人やご家族の苦労して歩まれ
た人生の“軌跡”を敬い、共に見守
っていきます

そして１つずつ努力を積み重ね、い
つか“奇跡”と思えるような人生にな
れるように共に応援しています

輝
石

軌
跡

奇
跡



「障がい」という言葉が消える日を目指して

私達は、さまざまな活動の機会を通して、社会
の中で高次脳機能障がいという症状への理
解が深まっていくことを目指していきます。

そしていつか、ハンデを持っても、温かく優しさ
に包まれる社会の中で、自分の想い描く人生
が歩めるように、そして「障がい」というもの自
体が目立たなくなり、いつか消えていく社会が
来るまで、キセキは活動し続けます。



ご清聴ありがとうございました


