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私たちは、交通事故･病気などにより脳に障害を受け、⾼次脳機能障害をおった当事者･家族･⽀援者に
よる集まりです。私たちは当事者･家族のために普及啓発、交流会の開催、医療機関への働きかけなど
の活動を⾏います。

ご挨拶
新緑が⽬に鮮やかな季節となりなしたが、新型コロナウイルスのニュースに毎⽇が
不安と恐怖での⽇常です。
当事者の⽅々は⽣活ペースの変化やお仕事等にと、いつもと違う負担やストレスを抱
えているかと思います。⾃粛・⾃粛・・この国難とも⾔える状況に負けずに頑張りま
しょう。早く終息の⽇が来ることを、願っています。
また、⾒守る家族の⽅も⼤変ご苦労の⽇々を送られているかと、⼼配をしておりま
す。最近⾏動や⽣活が荒れたとか、暴⾔を吐くようになった等の相談も受けていま
す。その場を離れたり、雰囲気を変える事もひとつかと思います。
皆さんと元気な姿で会える⽇を楽しみにしています。
再開の予定は HP やブログでお知らせします。(理事⻑

令和 2 年度

下⽥⽂枝）

活動予定（半年分）※令和 2 年 4 月現在の予定です。今後諸事情により変更

となる場合があります。その場合には、会員に対して、会報や催事通知はがきなどで周知をします。

【スプラウト倶楽部・家族交流会の予定】
●6 ⽉ 14 ⽇（⽇） 【ボウリング⼤会】

延期

●6 ⽉ 28 ⽇（⽇)

お休み

【家族交流・懇談】

●7 ⽉ 12 ⽇（⽇） 午後 1:30〜午後４:00（場所︓群⾺県こころの健康センター「いこいのサロン」）
【スプラウト倶楽部】
●7 ⽉ 26 ⽇（⽇)

午後 1:30〜午後４:00（場所︓群⾺県こころの健康センター「いこいのサロン」）

【家族交流・懇談】
●時期未定【バスハイク】
●時期未定【家族交流会】⼩児の家族
●9 ⽉ 13 ⽇（⽇)

午後 1:30〜午後４:00（場所︓群⾺県こころの健康センター「いこいのサロン」）

【スプラウト倶楽部】
●9 ⽉ 27 ⽇（⽇）午後 1:30〜午後４:00（場所︓群⾺県こころの健康センター「いこいのサロン」）
【家族交流】

宮永先⽣

（ミニ講座）

〜後半の予定は次回号でお伝えします〜
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〜新メンバーのご紹介〜
今年より、新たにお⼆⽅にお⼒添えをいただけることになりました。
皆さまにご紹介します。
●社会保険労務⼠の 浅⽥ 均 様
●作 業 療 法 ⼠の 繁野 玖美 様
お⼆⽅からは会報の原稿を頂きましたので、掲載いたします。

会員の皆様 お世話になります。
4 ⽉から、社会保険労務⼠として、障害年⾦請求代理を中⼼に業務を⾏ってい
る浅⽥と申します。
どうぞよろしくお願いいたします。
この春、県庁を定年退職しました。定年後は、県庁⽣活の⼤部分を過ごした福
祉分野で社会貢献できないかと考え、在職中に取得した社会保険労務⼠の資格を
活かし、障害を持つ⽅の社会保障制度利⽤の⽀援を⾏うこととしました。
中でも、こころの健康センター在籍中に、⾼次脳機能障害の⽅から症状等をお
聞きする機会があり、すっと気になっていたことから、⾼次脳機能障害の⽅の⽀
援に⼒を⼊れたいと思い、ノーサイドさんの賛助会員に加えていただいたところ
です。
社会保険労務⼠は、労働・社会保険の問題の専⾨家として、障害年⾦、労災、
傷病⼿当⾦、⾼額療養費等幅広い分野で社会保障制度の利⽤⽀援ができることに
なっています。
それぞれの⽅の障害の回復や適応⼒の向上、ご本⼈の障害認識などに応じ、ど
のタイミングでどの制度を利⽤すればよいか、複数の制度を利⽤する場合の注意
点、不本意な決定となった場合の対応、次回診断書類提出時の注意点など、障害
年⾦を中⼼に、関連する制度の情報をお伝えできればと考えています。
とはいえ、開業したてのため、不慣れな⾯も多くあります。
今後、会の活動に参加させていただき、いろいろな声をお聞きしながら、少し
でも皆様のお役に⽴てるよう努⼒していきたいと思います。
あさひ社会保険労務⼠事務所
社会保険労務⼠ 浅⽥ 均
電 話︓０９０－２６６９－７３７２
※詳細は同封のチラシをご参照下さい
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⾃⼰紹介
繁野玖美と申します。作業療法⼠になって約 35 年が経ちました。この 3 ⽉末まで世⽥⾕区
⽴保健センター専⾨相談課⾼次脳機能障害相談⽀援担当という施設に勤務していました。こ
れまでの 20 数年間は、主に⾼次脳機能障害のある⽅のリハビリや相談に携わってきました。
これからの私の⽬標は、2021 年の春を⽬途に、群⾺の地で主に⾼次脳機能障害のある⽅を
対象とした事業所を⽴ち上げることです。このため、群⾺での状況やニーズなどを把握した
く、施設⾒学を計画しました。この計画を下⽥理事⻑にご相談したところ、複数の施設をご紹
介頂きました。また、実際に理事⻑や岡村理事にご同⾏いただいた施設もあります。このよう
な真⼼のこもった応援をしていただき、群⾺県⼈の⼼の暖かさと度量の深さを改めて感じた
次第です。
いざ施設訪問へ
私が訪問したのは、新型コロナウィルスで⽇本中が騒然としていた 3 ⽉ 24 ⽇から 27 ⽇の
間でした。新型コロナウィルスの脅威の中、東京からの訪問を快諾し、お話をお聞かせいただ
いた各施設の皆様には⼼から感謝いたします。この後、東京では感染者が急増し、群⾺に帰省
することは難しくなってしまいました。
私が施設訪問を通して皆様に伺いたかったことは、主に次のようなことでした（皆様との話
が⾯⽩く、なかなかこの通りには聞けなかったのですが）。
1. 施設の概要と役割
2. ⾼次脳機能障害のある⽅を⽀援するうえで困っていること（⽀援者の⽴場から）
3. 地域の課題や連携体制について
4. 今後、必要と考える制度や施設等
⽀援するうえで困っていることは︖
各施設の⽴場が異なり、まとめることは難しいのですが、次のような課題が聞かれました。
＜相談に関すること＞
 復職・復学における通勤などの移動（⾃動⾞運転再開も含む）の課題
 復学⽀援において学校側の受け⼊れが難しい場合がある
 ⽇本語をうまく話せない外国籍の⽅への相談⽀援
 ⼿帳診断や年⾦診断のための神経⼼理学的検査を⾏うセラピストが少ない
 地域内の横の連携の不⾜
 病院（回復期）から地域への繋ぎがうまくいっていない
 退院時に次の相談先を紹介しているが、つながっていない場合がある
 地域差がある
 ⾼次脳機能障害のある⽅の実態がわからない
 （⽀援者であっても）地域の⾼次脳機能障害の相談窓⼝がわからない
＜リハビリテーションや就労⽀援に関すること＞
 退院後、特に若年の⾼次脳機能障害のある⽅の⾏き場がない
 若年の⽅の場合、⽀援に時間がかかり、制度で決められた訓練期間では⼗分な⽀援がで
きないことがある
 ⾏政では訓練期間の更新を認めないことが多い
 通所したくても、移動⼿段がないためできない
 地域で⽣活するためのスキルを練習する場が少ない
 グループ訓練の課題（医療保険での算定の問題、多様なニーズに対応するためのグルー
ピングの課題など）
こうして書き連ねてみると、正直⾔って頭を抱えたくなることばかりです。しかし、それぞ
れの施設で働く⽅々が⼀⽣懸命に⽀援をされていることは痛いほど理解できました。
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世⽥⾕での経験 〜ネットワークができたきっかけ〜
実は、世⽥⾕区でも同じような課題はあります。群⾺との違いがあるとすれば、こうした課
題に対して、⾏政も含め⼀緒に考える仲間がいる、顔の⾒えるネットワークがあるということ
でしょうか。
こうしたネットワークができたきっかけは、今から約 20 年前に遡ります。
ひとつは、世⽥⾕地域リハビリテーション実務者連絡会（通称︓世⽥⾕りはねっと）です。
地域リハビリテーションにかかわる、医師、保健師、看護師、PT、OT、ST、相談員、⽀援員、
ヘルパー、建築⼠、保育⼠、⾏政のケースワーカー、区議会議員など様々な職種が参加し、年
1 回、世⽥⾕りはねっとフォーラムを開催していました。「⾼次脳機能障害のある⽅の⽀援は
⼀つの機関や⼀⼈の⽀援者では難しい。⽀援者も⽀えられたい。」という、ある⽀援者の切実
な思いから、世⽥⾕りはねっとに⾼次脳機能障害の分科会ができ、施設の枠を超えて⼀緒に課
題を考える、最初の⼀歩が始まりました。
また、家族会が「障害者⼿帳を取得できず、サービスを使えない」、
「リハビリをする場がな
い」、
「働く場がない」
、
「相談窓⼝がなく、情報が少ない」
、
「緊急時の⽀援が少ない」
、
「当事者
や家族の⼼のケアがない」、「介護者なきあとの受け⽫がない」、「家族は精神的にも⾝体的に
も経済的にも疲弊している」と区に対して施策を要望し、区はそれを受けて区⺠参加型の政策
提⾔の会を作りました。そこに 40 名の熱き思いの当事者、家族、⽀援者、関係者が集まり、
⼿弁当で約 9 か⽉間にわたる調査・研究活動を⾏い、その結果を区⻑への政策提⾔として報
告しました。その時に⼀緒に活動した⼈たちとの絆は現在も変わりません。
その後、東京都のモデル事業を受託するなどして、世⽥⾕区の⾼次脳機能障害に関する施策
は⼤きく動き出しました。公的なネットワークもできました。今の世⽥⾕は、世代交代という
難しい時期を迎えています。単なる知識や技術の伝承ではなく、「回復をあきらめない⽀援」
と顔の⾒えるネットワークをどう引き継いでいくかが求められています。
今後の群⾺に向けて
当事者をはじめ⽀援に携わっている者たちが声を出していかないと社会は変わりません。
仲間を増やし、その輪を広げていくことはとても重要です。相談⽀援においても、リハビリテ
ーションにおいても、啓発においても、かなめはネットワークと連携であると感じています。
ネットワークをつくるためには⾏政のかかわりは⽋かせません。群⾺県では、⾼次脳機能障害
⽀援拠点に相談⽀援だけを委託していると聞きました。ネットワークや研修も含めた包括的
な⾼次脳機能障害者⽀援を切に望みます。
最後に
お話をお聞かせいただいた、前橋⾚⼗字病院、就労⽀援センターひゅーまにあ、群⾺県⽴障
害者リハビリテーションセンター、医療法⼈樹⼼会⾓⽥病院、公益財団法⼈美原記念病院の皆
様、本当にありがとうございました。
また、NPO 法⼈ノーサイド下⽥理事⻑、宮永顧問、⼭⼝副理事⻑、岡村理事、ありがとう
ございました。
新参者の私が⽣意気なことを書きました。お許しください。そして、今後ともどうぞよろし
くお願い申し上げます。
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～感情のコントロール〜
輝く新緑。吹きぬける⾵。
こんな爽やかな季節に、コロナウィルスによる⾃粛⽣活。⾼次脳機能障害は、症状は千差
万別でも、特にストレスがたまりやすく、感情のコントロールがしにくい傾向がありますの
で、⼼と体のバランスをくずしている⽅も多いと思います。そこで元医師で、三度にわたる
脳出⾎により⾼次脳機能障害を発症した、⼭⽥規畝⼦著「⾼次脳機能障害の世界ー私の思う
リハビリや暮らしのこと」より、セラピストの質問に答える形で、感情のコントロールにつ
いて書いた⽂を要約して紹介します。
多くの⾼次脳機能障害者は、感情的にはとても''発散下⼿''になっています。それはけっし
てご本⼈の性格とか、⼈間性の問題ではなく、病気のせいです。カッとなって攻撃的になる
ことは、私にもしばしばあります。事態にとっさに反応することが上⼿じゃないためにおこ
ることだと思います。リハビリでも、病棟の⽣活でも急がせず、せかさないでほしいという
のが私の願いです。コントロールできないうねりが、⼀度始まってしまったら、その場で気
分をリセットする、⽬先を変えるといった態度で臨むのが⼀番の対処法だと思います。感情
の暴⾛は、⾃分の直⾯している困った事態に、⾃⼒では対処できない「SOS」のシグナルで
す。私の場合、そんな時は常⽤量の抗てんかん薬を早めに飲んで、昼間でも休むことにして
います。でも、その⽅法を使い過ぎて、⽇中でもだらだらと寝てしまうことがないよう、た
とえば別の⼈と話したり、家ならお⾵呂掃除や家事をして、少し覚醒度を上げるようにし
て、感情のコントロールを試みます。いつも成功するわけではありませんが、暮らしの中
で、環境や⾏動をうまく使って対処⽅法を⾒つけておくとよいと思います。
怒りはとてもコントロールしにくい感情です。ピアカウンセリングでもよく聞く悩みで
す。怒りの⽣じるもとは脳の損傷からくるものと周囲への⾃⼰防衛が、がっちりかみあった
ものです。簡単に解決できるものではありませんが、ほっておかず、怒りのときほぐし⽅を
意識して探すことが、⾮常に⼤事です。
脳全体の働き⽅が、障害で変質していても
喜怒哀楽の感情はあります。感情のわき起こ
りが敏感でなくなっていて、⼈から⾒るとぜ
んぜん気にしていないように⾒えたり、気づ
いていないように⾒えることがよくあるよう
です。⾃分の感情を外に出さずに済んでいるように⾒えても、積もったものが、何かのはず
みに爆発したり、もう修復できないような嫌な感情をかかえこんだりする結果になっている
こともあります。私⾃⾝、⾃分でも''危ないな''と思うところを、⾏ったり来たりすることが
あります。''危ない''境界を⼀歩越え「うつ」の状態になり、変われない⾃分、できない⾃分
に対する悲痛な否定感情になる場合もあります。本⼈からの「SOS」のシグナルを⾒逃さ
ず、⽣活スタイルに即して危険や失敗を回避し、失敗してもやり直せる余裕を本⼈がもてる
よう観察したり、周囲の⽅は「落ち着いてゆっくり考えればあなたにも必ずわかるはず」と
助⾔して下さい。
なかなかうまくまとまりませんが、感情をコントロールすることは本当に⼤変です。良い
⽅法や情報がありましたら教えて下さい。(武井)
p.5

〜総会を⾏いました〜
5 ⽉ 10 ⽇

県の昭和庁舎３５会議室にて、令和２年度定例総会が⾏われました。

無事に議案全て可決されたことをご報告させていただきます。今回は異例の事態で、 委任
状の提出された⽅々にお礼申し上げます。
本年度は各事業の開催⽇が未定ですが、楽しみにされている皆さんの声も聞いています。
希望に答えることが出来る様に、願っています。(下⽥)
5 ⽉の連休も明け、⽇差しが強くなってきました。今年は感染予防や外出制限で、スト
レスを抱えることが多いと思います。
そんな折、今年度の総会が終わりました。世の中が異例の事態ではありますが、ノーサ
イドとしては⼀歩ずつ前進してきており、今年なりに出来ることを考える有意義な総会だ
ったと思います。
早く会員の皆様とお会いしたいですが、それまで空や⽊々の緑を眺めたりして息抜きを
しながら、くれぐれも安全にお過ごし下さい。また皆さんで会えるのを楽しみにしていま
す。(岡村)

ホームページに遊びに来て下さい
以前よりホームページはありましたが、新

NPO 法⼈ノーサイドの活動を応援してください

しくなりましたので是⾮⼀度覗きに来てくだ

ノーサイドは賛助会員を常時募集しております。

さい。また、以前のホームぺージをお気に⼊り

賛助会費︓年額\2,000 です

に登録されている⽅は、お⼿数ですが変更を

賛助会員として会報にお名前を記載させていた

お願い致します。
新 HP→https://www.npo-noside.com/
または
「NPO 法⼈ノーサイド」で検索して下さい

だきたいと思います。
下記⼝座にお振り込みいただく場合は、
1. 御芳名・御住所・お電話番号
2. 会報へのお名前の記載が不可の場合はその旨
を電話または e-mail にてお知らせください。
＊ゆうちょ銀⾏記号 10400 番号 22364821
＊群⾺銀⾏前橋⽀店 番号 1724052
名義

ＮＰＯ法⼈ノーサイド

電話番号︓080-3419-6233
メール︓npo.noside@gmail.com
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ノーサイド会員の皆様へ
障害状態確認届（＝更新診断書）の提出期限の 1 年延長について

新型コロナウィルス感染症の影響を踏まえ、障害状態確認届（＝更新診断書）の提
出期限が１年延⻑されることになりました。（内容は裏⾯のとおりです）
以下、留意事項をまとめました。
【既に診断書を提出された場合の取り扱い】
・すでに更新診断書が⼿元に届き、主治医の先⽣に書いてもらって、すでに提出された⽅
もいると思います。その⽅々については、以下の措置が取られます。
提出された診断書を審査した上で、不利益にならないよう、以下の取り扱いとなります。
→障害等級継続または増額改定と判定された場合は、延⻑前の提出期限の翌⽉から
判定結果を反映します。
→減額改定・⽀給停⽌と判定された場合は、現状の⽀給を継続し、延⻑後の提出
期限時に、再度、診断書を提出し、審査・判定を⾏います。
これは、万が一、提出した更新診断書で、減額改定・支給停止と判定された場
合、「１年は年金支給を継続し」、延長後の提出月に、再度診断書を提出して審査
判定を行うというものです。
この場合、再度の診断書提出に向けて、準備しておくことがとても重要です。
たとえば、日常生活の困難さを随時記録しておき、主治医にその記録を伝えること
が必要です。
また、平成２８年９月より、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が運用され
ています。これは認定のばらつきを防ぎ、適正に認定を行うための指標です。
脳外科、神経内科等、精神科以外の主治医の場合、このガイドラインについて
周知されていないこともありますので、内容をしっかり伝えることが重要です。
【延長後の提出期限前に症状が悪化した場合について】
新型コロナの不安から、症状が悪化した⽅がいるかもしれません。
この場合、1 年を待たずに、増額改定の請求も考えられます。
請求の留意点は、上記のアンダーラインと同じです。

あさひ社会保険労務⼠事務所 浅⽥
電 話 : ０９０－２６６９－７３７２
メール :

asahi-sr777gunma@outlook.jp

新型コロナウイルス感染症の影響を
踏まえ、障害年金診断書の提出期限
を１年間延長します

診断書提出期限の延長の内容
✔ 対象者：令和２年２月末から令和３年２月末までに提出期限を迎える方
✔ 延長後の提出期限：現在の提出期限の１年後
✔ 対象地域：全国 （海外に居住する受給権者等も含む）
※ なお、延長後の提出期限前に症状が悪化した場合は、増額改定の請求を
行うことができます。 ＊障害等級３級で65歳以上の方は請求できない場合があります。

既に診断書を提出された方について
対象者のうち、既に診断書を提出いただいた方については、診断書を審査
した上で、不利益にならないよう、以下の取扱いとさせていただきます。
✔ 障害等級継続または増額改定と判定された場合は、延長前の提出期限の翌
月から、判定結果を反映します。

✔ 減額改定・支給停止と判定された場合は、現状の支給を継続し、延長後の
提出期限時に、再度、診断書を提出いただき、審査・判定を行います。
障害年金の更新期間は１～５年の間で設定されており、更新期間満了（誕生月末日）までに診断書を提
出し、障害等級に該当していることが確認されれば、障害年金の受給が継続される仕組みです（永久固定
の場合は、診断書の提出は不要です）

お問い合わせは、お近くの年金事務所や年金相談センターまでお願いいたします。
【年金事務所や年金相談センターの所在地】
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html

あさひ社会保険労務⼠事務所では、障害を抱えながらも、⾃分らしく⽣活して
いくことを、次のとおり⽀援します。
新型コロナの影響で不安な毎⽇を過ごしている⽅も多いと思います。少しでも
不安が解消されるよう、社会保険労務⼠をご活⽤ください。
１ 障害年⾦請求⽀援
・請求を考えている⽅と丁寧に⾯談し、年⾦をお届けできるよう⽀援します。
・受給されている⽅が、更新時に⽀給停⽌とならないよう⽀援します。
・請求の結果、不⽀給となった場合、審査請求ができないか、ご⼀緒に考えます。
・⽼齢年⾦、遺族年⾦等、障害以外の年⾦についても、活⽤のアドバイスを⾏います。

２ 関連制度のご案内
・交通事故の労災、勤めていた会社の倒産による失業⼿当等、経済的⽀援に関係する制度につい
て、どう活⽤すればよいか、アドバイスを⾏います。

【問い合わせ先】
あさひ社会保険労務⼠事務所 社会保険労務⼠ 浅⽥ 均
電 話︓０９０－２６６９－７３７２
メール︓asahi-sr777gunma@outlook.jp

【料⾦等】
・相談料は無料です。（電話・ﾒｰﾙ、いずれもお受けいたします）
・障害年⾦請求、労災請求を⾏う場合は、有料となりますが、それ以外の⽀援は無料です。
・⾯談が必要な場合は、ご⾃宅、病院等、ご指定の場所に伺います。

