
平成27年度作業療法推進活動 
  パイロット事業報告 

「高次脳機能障害者に対する就労支援」 

 

  公益社団法人 

  愛媛県作業療法士会 



背景 

   愛媛県作業療法士会は県の高次脳機能障害支援普及
事業に連動して、平成21年度より高次脳機能障害支援委
員会を発足した。以降関連機関・団体と協力し、啓発・支援
ネットワークの構築を目標に活動を行ってきた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

高次脳機能障害支援委員会の活動 





平成21年 愛媛県作業療法士会 高次脳機能障害   
               支援委員会発足 
 
具体的な活動内容 
• 愛媛県版高次脳機能障害評価スケールを作成 
• お役立ち集（愛媛県作業療法士会冊子） 
• 三浦保基金事業：高次脳機能障害の支援とネットワークの
基礎作り 

• 保健所・家族会・連携および教育ＷＧへの参加 
• 研修会開催 



【事業目的】 

  高次脳機能障害者は交通事故などによる脳損傷で
起こることが多く、若年層の患者が多い。また、高次脳
機能障害は、見た目ではわかりにくい障害の為、採用
する企業側の理解や従業員の理解・協力を得ることが
難しい。復職後に問題が発生する場面も、お互いにど
う解決していけばよいかわからないことが多く離職する
場合も少なくない。その為、就労支援や就労継続支援
が重要な課題である。 

 高次脳機能障害を持ちながら一般企業へ就労した
ケースについて、作業療法士が企業に出向き職場調
整と当事者・家族支援を定期的に行ってきた。この活
動を継続し、高次脳機能障害をはじめとする障害者の
就労支援及び支援体制のモデルを構築する。 

 



平成27年度日本作業療法士協会パイロット事業 

①就労支援チームの結成 
  高次脳機能支援拠点病院、相談支援協力機関、 
  愛媛県作業療法士会に所属する作業療法士、医師、  
  相談支援員、社会福祉士、事業所代表、当事者家族 
  会代表者など、高次脳機能障害者が就労するにあた 
  り必要となる多職種で構成された就労支援チームを 
  結成する。 
 
②研修会・勉強会の開催 
 
③企業ケース会議への参加 
 



パイロット事業スケジュール 

  就労支援チーム全体会議： ２ 回/年 
  就労支援チーム会員会議： ３回/年         
  企業ケース会議        ：  ３回/年 
  勉強会             ：  ２ 回/年 
  研修会             ：  1 回/年 
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第１回勉強会 
  平成27年6月13日（土）15:30～17:00  

  会場：松山リハビリテーション病院 9階 大会議室 

  テーマ：就労系障害福祉サービスについて 

  講師：特定非営利活動法人 さなえ 

      専務理事 山崎 澄人 氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 就労系障害福祉サービスについて分かりや
すくご講演して頂きました。また、作業療法士
が介入した事例を紹介していただき、具体的な
就労支援についての紹介・講演であり貴重な
勉強会となった。 
 
<参加者からの感想> 参加者:37名 
・就労支援について関心が持てた 
・事例を通した話しが分かりやすかった 
 



第1回研修会 
  平成27年10月25日（土）10:30～14：30 
  会場：松山リハビリテーション病院  
                  9階 大会議室 
【講演①】 テーマ：発達障害者支援の施策について 
       講 師：厚生労働省 社会・援護局 精神・障害  
           保健課  発達障害対策専門官  日詰 正文 氏 

発達障害部門では「就労移行支援事業所のための発達障害者就労支援
マニュアル」が作成されており、発達障害者における最新の就労支援の施
策などについてご講演いただきました。 

 【講演②】テーマ：地域でできるネットワーク・専門職種だからできる支援 

       講 師：株式会社 創心会 Heart-switch.Co.Ltd 

                  作業療法士 土居 義典 氏 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 <参加者からの感想> 参加者:51名 
・法律や制度など、最近の動向がよく分かった。 
・どのように支援をしたらよいか悩んでいたので勉強になった。 
・今後もこのような他機関にわたる横断的な研修会があるとよい。 

 



第2回勉強会 
  平成28年3月5日（土）15:00～16：00 
  会場：松山リハビリテーション病院 9階 大会議室 

【講演①】 テーマ：愛媛県の障害者就労の現状について 
       講 師：愛媛県労働局 職業安定部 職業対策課 
           地方障害者雇用担当官   森田 泰 氏 
 
【講演②】 テーマ：障害者の就労支援に向けた愛媛県の取り組みについて 
       講 師：愛媛県庁 経済労働部 労政雇用課雇用対策室 
                           主事  松川 みのり 氏 
 
 
 
 
 



ケース会議 

      会議には企業側（人事担当、担当課長、従業員）、対
象者側（本人と家族）、医療側（担当作業療法士とオブ
ザーバー）、コーディネーターとして相談支援員が参加。
開催頻度は対象者の問題状況にもよるが、年３回程度

実施。 

事例との関わり 



 



• 関係者（職場上司や家族）の障害認識の深まり 

  「温かな見守り機能」へのつながり 

• 職務遂行上の各種課題の共有 

• 解決策の検討や提示 

  （代償的方法や作業環境整備等） 

• 心理的な支持（本人・家族の安心に繋がる）  
「私は一人じゃない」 

• 参加職種の専門性（質）の向上  他 

 

 

企業ケース会議を通して可能なこと 



   障害者差別解消法の施行に伴い、障害を理由として差別
をしてはいけない法的な義務が発生する。企業側において
も合理的配慮に関する対応と基礎的環境整備については対
応を迫られており、我々作業療法士も専門職の立場からの
検証が必要である。 

   事例を通して学んだことや、ケース会議を通して経験した
ことを広く共有し、作業療法士の専門性を活かせる場を確保
していく必要がある。ケース会議は、お互いの立場からの困
り感の共有と問題解決手段の検討をしながら具体的な対応
を見出し、次へのステップを検証することができる場として重
要である。 

   今後は、ケース会議の重要性とあり方について、医療・教
育・福祉・労働等の他領域との連携を模索しシステムとして
構築していく必要性を強く感じている。 

企業ケース会議と作業療法士の関与 



 



愛媛高次脳機能障害者を支援する会「あい」への参加 

【「あい」とは】 

 当事者とその家族が、悩みを分かち合うとともに、「高次脳機能障害」
について、社会の人々の正しい理解と協力を得ることを目的とした「高
次脳機能障害の会」です。 

【「あい」の活動内容】 

 開催日：毎月第三日曜日 

 会場：松山市・今治市・新居浜市・八幡浜市（巡回方式）  

 活動内容：家族は近況報告を交えてのフリートーク 

        当事者はレクリエーション・生活体験（調理活動）など 

【高次脳機能支援委員の活動内容】 

 参加回数：5回 
 内容：作業療法士の視点から御家族へアドバイスを行い、当事者とは 

     レクリエーションを通じコミュニケーションを図っている。 

 

 



１．平成27年度愛媛県高次脳機能障害支援連絡協議会（年2
回）で、拠点機関、相談支援協力機関、県の関係部局担当
者等に対し、本パイロット事業の活動紹介と就労支援のモ
デル事例を通して、作業療法士の関わりを提示した。 

 

２．活動をまとめた冊子を作成したことで、障害者の就労支援
に関わる関係機関や就労支援事業所、企業等に連携と啓
発を促す補助資料とすることができた。 

 

３．第26回四国作業療法学会のワークショップで、この事業で
の企業ケース会議を通して支援を行ったケースによる講演・
体験報告を行った。その際に支援に関わった作業療法士が
コーディネーターとして助言を行ったことで、四国地区の作
業療法士会員への支援の指針や情報提供に繫がったと思
われる。 

成果の公表、他士会への普及 



 １．障害者の就労支援体制構築に向けて、H28年度以

降はハローワーク等の関係機関の訪問や就労支援事
業所の施設見学等を実施し、採用・支援担当者との意
見交換や連携ネットワークを広げていく。 

 

  

今後の事業継続性とその計画 

就労継続支援A型 施設見学と意見交換場面 



  

 ２．企業ケース会議への参加を継続する。 

 

 ３．就労支援事業者や企業の人事担当者等と  

   の連携に繫がる研修会の開催を行う。 

 

 ４．家族会活動に参加し、当事者や関係者と  

   の関わりを今後も継続する。 



【編集】 
公益社団法人 愛媛県作業療法士会 高次脳機能障害支援委員会 
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                 監事 三澤 一登 
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                受川     透    愛媛十全医療学院 
                大野 竜馬    松山記念病院 
                菅  隆一    松山リハビリテーション病院 
                  楠  哲郎    総合リハビリテーション伊予病院 
                杉野  健作    済生会西条病院 
                千葉  優太     総合リハビリテーション伊予病院 
                橋本  悠人   市立大洲病院 
                林    美里    愛媛県立南宇和病院 
                土野 彰久    松山リハビリテーション病院 
                福本 圭司    市立宇和島病院 
                丸岡 笑子    松山記念病院 
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