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高次脳機障害に対する

リハビリテーション

-生活・就労支援編-

社会福祉法人 農協共済 別府リハビリテーションセンター

言語聴覚士 甲斐祥吾

令和4年7月7日 リハオンデマンド LIVEセミナー

本日の内容

１．病気、事故後の社会資源
①経済的資源 ②制度的資源

２．高次脳機能障害の就労支援の手順
①就労準備性ピラミッド
②神経心理学的検査、職種、FIM
③実践報告

３．周囲(家族や職場)との調整
①報告書の書き方 ②復職の進め方

病気、事故後の社会資源
①経済的資源

埼玉県高次脳機能障害者支援センターHPより

保険の違いで社会的予後を見立てる
例) 独歩可能な高次脳機能障害者
■自営業

・社会保険なし
・休職=失職につながることも

■会社員
・社会保険あり
・休職期間、配置転換の可否は

会社の規模による
■公務員

・休職期間は3年間
・1年目は給料の８割補償
・2年目以降は傷病手当金

交通事故、病気で制度、保険は異なる

セラピストが制度を理解することは重要
「早く仕事に戻りたい」との言葉には
経済的な不安が隠れていることもある

病気、事故後の社会資源
①経済的資源

埼玉県高次脳機能障害者支援センターHP
厚労省HP、三原由紀.保険市場HP

■傷病手当金、休業補償給付
・受給日から1年６か月給料の6割

障害基礎年金の年金額（令和4年度）
1級
972,250円＋子の加算額
2級
777,800円＋子の加算額

■障害年金、労災年金

労災保険(障害特別支給金)

年金を受けられる可能性を入院中に伝える
例)来年の８月に別府リハの外来へ来てください

病気、事故後の社会資源
②制度的資源

■原因疾患により制度が異なる
※低酸素脳症は脳血管疾患ではない

■障害福祉と介護保険でサービスが
重なる場合は介護保険が優位

■介護保険サービスにない給付は
障害福祉サービスで受ける

■高次脳機能障害
=精神障害者保健福祉手帳
→受けたいサービスを決めた上で

手帳を申請する例が多い

埼玉県高次脳機能障害者支援センターHPより

病気、事故後の社会資源
②制度的資源

厚労省:就労支援事業令和2年度工賃(賃金)実績

訓練等給付 内容・対象

就労移行支援 一般就労等を希望し、知識・能力の向上、実習、職場探し等を通
じ、適性に合った職場への就労等が見込まれる障害者

就労継続支援A型 通常の事業所に雇用される事が困難であって、適切な支援により
雇用契約に基づく就労が可能な障害者

就労継続支援B型 就労移行支援事業等の利用後、一般企業等の雇用に至らない者や、
一定年齢に達している者などであって、就労の機会等を通じ、
生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される障害者

A型

B型

埼玉県高次脳機能障害者支援センターHP一部改変
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病気、事故後の社会資源
②制度的資源

厚生労働省HP一部改変

相談支援事業所
(相談支援専門員)

市町村

サービス提供事業者

相談・申し込み

サービス等利用計画案の提出依頼
心身の状況に関する106項目のアセスメント
（地域生活・就労・日中活動・介護者・居住など）
サービス等利用意向の聴取

就労移行支援
就労継続支援A型
就労継続支援B型

入院中に解雇された、求職中の病気・事故の場合

病気、事故後の社会資源
②制度的資源

厚生労働省HP一部改変

原職復帰の場合

支援者 内容

職場適応援助者支援事業
（ジョブコーチ)

・地域障害者職業センター
・職場へ出向き、1～7か月支援

ハローワーク ・就労継続できるよう、種々の支援策を活用し、
地域の関係機関と連携して障害者と事業者を支援する

医療機関 ・本人、職場へ症状や対応方法を説明
・障害者手帳を取得する程度ではない軽度な方を支援

■高次脳機能障害は周囲が理解することが難しいため、
ジョブコーチやハローワーク担当者と医療側の連携が重要

→私は、回復期でジョブコーチを使った経験はない
→回復期退院後の、生活訓練や就労移行支援のあとにジョブコーチを活用

■回復期退院の段階で、社会的予後を見通せる当事者は少なく、
自分に支援が必要であるとの認識に至りにくい

本日の内容

１．病気、事故後の社会資源
①経済的資源 ②制度的資源

２．高次脳機能障害の就労支援の手順
①就労準備性ピラミッド
②神経心理学的検査、職種、FIM

３．セラピストが行う周囲(家族や職場)との調整
①報告書の書き方 ②復職の進め方

高次脳機能障害の就労支援の手順
①就労準備性ピラミッド

就労系障害福祉サービスにおける 職業的アセスメント ハンドブック

リハ介入では
ここまで

高次脳機能障害の就労支援の手順
就労準備性の判断基準

高次脳機能障害支援コーディネートマニュアル.2006

作業遂行面 適応面

1)可能作業の質
①単純・反復作業
②一つずつ確認してすすめる作業
③判断・工夫を伴う作業

2)作業の処理速度 3)作業の正確さ
4)指示の理解力 5)耐久性・集中力

1)作業意欲・態度
2)職場規則の遵守
3)指示・注意の受け方や質問の仕方
4)職場としての適切な言動・人間関係
5)感情コントロール・ストレス対処

一般就労(障害者雇用含む) 福祉的就労(生産性高:A型)

福祉的就労(生産性低:B型)

就労対象外

高次脳機能障害の就労支援の手順
神経心理学的検査

自動車運転の可否判断

・運転適性判断のゴールドスタンダードは
実車評価である

・この指針では神経心理学的検査法に
焦点をあて、手順をフローチャートで示す

・必要に応じて、シミュレータまたは実車に
よる評価へ進める形を提案

高次脳機能障害学会HPおよび脳卒中、脳外傷等により高次脳機能障害が疑われる場合の自動車運転に関する
神経心理学的検査法の適応と判断.高次脳機能研究40(3).2020より表作成
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高次脳機能障害の就労支援の手順
神経心理学的検査

評価 検査基準 (太字は神経心理学的検査の種類)

認知症 MMSE24点以上、HDS-R21点以上
S-PA、WMS-R、RBMT＝これらで記憶障害がないこと

半側空間無視 BITですべての項目カットオフ以上
ただし、線分抹消1分、文字抹消2分40秒、星印抹消1分40秒以内

注意と
処理速度等

TMT-J 20～60歳代はPartAとPartBの総合判定が正常か境界
70・80歳代は60歳代の判定表にて判定

構成能力 Rey複雑図形 34/36点以上(Taylor の採点法60～70歳健常例基準)
コース立方体組み合わせテスト IQ80-90以上(橋本ら2002)

遂行機能 FAB、WCST、BADSは境界以上の成績で判断
知能良好で、前向性健忘のない純粋な遂行機能障害のみであれば
運転を控える必要はない

自動車運転の可否判断

高次脳機能障害学会HPおよび脳卒中、脳外傷等により高次脳機能障害が疑われる場合の自動車運転に関する
神経心理学的検査法の適応と判断.高次脳機能研究40(3).2020より表作成

高次脳機能障害の就労支援の手順
神経心理学的検査

就労の可否判断

雇用形態、業種、職場の理解度、発症前の本人の貢献度なども影響
自動車運転に比し、可否判断は基準化しづらい

先行研究 太字は神経心理学的検査の種類

用稲ら(2008) 非就労群では、かなひろい、CAT(順唱、視覚性抹消、記憶更新)
BADSの年齢補正得点、修正6要素で低下

先崎(2009) BADSと その ２年後の就労状況とが相関

澤田ら(2010) RBMT、TMT-AおよびBで就労群は非就労群に比し有意に良好

赤嶺ら(2015) 就労群は非就労群に比し、
認知訓練実施前のWMS-R遅延再生が有意に良好

実施後のWCSTの達成カテゴリー変化量、WAIS-Ⅲ積木

北上ら(2017) WMS-R図形の記憶、言語性対連合Ⅰ、精神統制、視覚性再生Ⅱの
4 つが就労の可否の予測に有用な可能性

高次脳機能障害の就労支援の手順
一般就労の判断基準

Melamed (1985)
（1）日常生活動作遂行能力が高い
（2）疲労なしに少なくとも 300 m の距離を歩行できる
（3）作業の質を低下させないで精神的負荷を維持できる
（4）障害の受容ができている

脳卒中患者個人レベルでの復職条件

佐伯(2011)
(1)何らかの仕事ができる（作業の正確性）
(2)8 時間の作業耐久力がある
(3)通勤が可能である（公共交通機関の利用）

佐伯覚.脳卒中の復職の現状.脳卒中.2019
障害者職業総合センター:高次脳機能障害者の働き方の現状と今後の支援のあり方に関する研究

高次脳機能障害の就労支援の手順
一般就労の判断基準

佐伯覚.脳卒中の復職の現状.脳卒中.2019
障害者職業総合センター:高次脳機能障害者の働き方の現状と今後の支援のあり方に関する研究

脳卒中勤労者側の復職に関わる要因

高次脳機能障害の就労支援の手順
一般就労可能群の職種

山本ら:高次脳機能障害者の就労および健康関連QOLに関する追跡調査.国リハ研紀.2007.

【対 象】
脳損傷者55名

【疾患内訳】
外傷性脳損傷28名、
脳卒中23名、その他4名

【就労可否】
就労群30名 非就労群25名

高次脳機能障害の就労群の業務内容(田谷2016)
■PC データ入力18.3%
■清掃作業14%
■事務(補助)9.8% 障害者職業総合センター:高次脳機能障害者の働き方の現状と今後の支援のあり方に関する研究

ホワイトカラー、ブルーカラーの幅は広く
職種や業務内容を復職可否の予測因子になる

高次脳機能障害の就労支援の手順
FIMでの検討

Re-employment of people with chronic stroke: A single-centre retrospective study
脳卒中後の利用者は、自立訓練開始前に何ができていれば、

再就労できるのかという関連因子を調査

■施設での訓練開始前のデータを利用
・背景因子(社会経済的属性 健康リスク 既往歴)
・身体機能(6分間歩行距離 麻痺手握力)
・日常生活機能(FIM 小項目)

■再就労の有無によるロジスティック回帰分析
①更衣(下半身）

・バランス能力との関連(Hama et al.2007)
・仕事で安定した姿勢を保つ能力と相関する可能性

②整容
・職業準備性の評価項目に「身だしなみ」がある(Potkin et al.2016)
・清潔な外観を提示できる能力が就労には重要

③婚姻状況
・単身生活者は復職が不利(Doucet et al.2012)
・生活で困ったときの支援者が地域生活では必要

④問題解決
金銭管理、日常生活のトラブル対応の自立(Ottenbacher et al.1996)

Itaru Fukuzawa(2018)
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就労支援ワーキンググループによる
追跡調査結果のまとめ(第2報)

社会福祉法人 農協共済 別府リハビリテーションセンター

○甲斐祥吾 山本和也 笹原紀子 長岡博志

はじめに

脳卒中後の就労
・多くの要因が関与するため予後予測は難しい(佐伯2019)
・生きがいに関わり社会参加の一形態として

重要な意義(杉本2018)

当センターの就労支援
・主に生産年齢層で、就労支援を希望した患者が対象
・個人の職種に特化したリハ、職場との面談調整
・退院1年後、3年後、5年後に、現状のアンケート調査を実施

今回の発表
・退院1年、3年後の就労状況を追えた症例からみえた課題や、
展望などを報告

対 象

■2015年4月～2016年8月に回復期病棟を退院した
就労支援希望者35名

■65歳以上・整形疾患を除いた脳損傷者32名を対象
内訳：脳血管疾患 25名(78％)

外傷性脳損傷 5名(15％）
脳腫瘍・脳炎 2名(6％）

■男性28名、女性4名 平均年齢48.5歳(22歳～62歳)

退院1年後の就労状況

就労している

16名

=84%

就労していない

2名

休職中

1名

返信なし

13名

アンケート対象者32名

(回収率59%)

退院3年後の就労状況

就労している

8名

=88%

休職中

1名

返信なし

23名

アンケート対象者32名

（回収率28%)

就労できた要因について（複数回答)

職場の理解と配慮

6名

配置転換

2名

家族の支援

5名

病前同等に

改善した

1名

自身の努力

1名

退院3年後も就労継続できている8名中
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現状での支援の必要性

あり

3名
なし

5名

退院3年後も就労継続できている8名中

支援の必要性を感じている3例

事例A(40歳代、男性、多発性ラクナ梗塞)

【 職 業 】製造業（健康食品のライン作業）

【運動 F I M】
9 1 / 9 1 ( 運 動 障 害 、 感 覚 障 害 は な し )

【神経心理学的所見】
注意障害、遂行機能障害、視空間認知機能障害
MMSE:25/30 RCPM22/36   FAB16/18
WAIS-Ⅲ:言語性IQ77(境界線) 動作性IQ52(特に低い)

【復職までの経過】
回復期病棟5ヶ月入院→障害者支援施設「にじ」入所

・リハビリ出勤と入所リハを定期的に繰り返し、職場と情報共有
・ジョブコーチも支援に加わり、障害者雇用にて復職
・必要な支援の内容

→経済的な困窮、家族関係の悪化

事例B(40歳代、男性、脳内出血:左頭頂葉)

【 職 業 】公立高校英語教諭

【運動 F I M】
9 1 / 9 1 （ 運 動 障 害 、 感 覚 障 害 は な し )

【神経心理学的所見】
失語症(伝導失語)、言語性短期記憶障害
RCPM:36/36
WAIS-Ⅲ：言語性IQ98(平均)、動作性IQ113(平均)

【復職までの経過】
・回復期病棟5か月入院→外来リハ(言語聴覚療法)9か月実施
・職場と月1回の面談、リハ報告書の提出、リハビリ出勤(補習授業)
・授業準備時間を確保、係は持たない等の配慮で発症14か月時に原職復帰
・「授業は何とかできるが、保護者会などで会話を聞き取れない」など難渋

事例C(40歳代、男性、右被殻出血)

【 職 業 】郵便局(保険担当)

【運動 F I M】
8 8 / 9 1 （ 左 片 麻 痺 ： 独 歩 )

【神経心理学的所見】
遂行機能障害
MMSE:29/30 RCPM:32/36
WAIS-Ⅲ：言語性IQ101(平均) 動作性IQ102(平均)

【復職までの経過】
・回復期病棟5か月→外来リハ(作業療法)9か月
・上肢機能リハ、リハビリ出勤、外来OTが出勤の様子などを聴取し助言
・発症から14か月で原職復帰
・必要な支援の内容
→上肢の外来リハ希望

考察1(脳卒中後の復職率/促進因子)

セルフケアや歩行が自立、家族や同僚の支援があること
(Saeki1995,佐伯2006)

報告例 復職率 傾向

Saekiら(2016)
全国21の労災病院を対象とした調査
18か月後の復職率55%

1986～1990年
2006～2007年で不変
傷病手当金受給期限の影響

今回
退院1年後:復職率84%(回収率59%)
退院3年後:復職率88%(回収率28%)

退院3年後の回収率が大幅減

脳卒中後の復職の促進因子

◼ FIM得点は高く、リハビリ出勤を行い職場の理解も得た上で
復職した3名が何らかの支援を必要としている現状

◼ 退院3年後の回収率が大幅減
＝アンケート返信がない中にも難渋している例がいる可能性

今回の追跡調査の結果
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考察2(フォロー体制)

追跡調査後の支援が確立していない

当センターにおける課題

豊永(2011,2019)
■医学的支援と社会的支援
■復職は個別性が強いため、より綿密な支援ができるシステム作り
■両立支援コーディネーターの育成

脳卒中後の復職に必要なこと

■医療と福祉のどちらも関わっていない例のアフターフォロー体制構築
■外部発表を通して大分県内で周知し、所属機関を超えた支援が必要

障害者手帳を有さない軽度の脳卒中例の就労

高次脳機能障害外来での就労支援
復職後不適応を起こした症例への短期支援により

就労継続に至った経験

農協共済別府リハビリテーションセンター

○甲斐祥吾 安藤靖浩 吉川公正

はじめに

高次脳機能障害者の就労可否には認知機能のみでなく
心理社会的な問題や環境要因が影響する(澤田 2010)

今回の報告

・回復期リハ退院後に復職した症例
・職場で不適応を起こして、高次脳機能障害外来へ相談
・短期支援により再度、復職に至った

予後良好と思われる症例へのフォローを含めた
相談体制の構築の必要性を再考

現病歴

X年Y月 右被殻の脳梗塞を発症し、A病院で保存的加療

2週間後 当センターへ転院

高次脳機能障害へのリハビリテーションを実施
本人の一定の気づきもあった

～4ヶ月 自宅退院し、2週間後から原職復帰

復職後
2か月

午前中で疲労が出現し、帰宅を繰り返し
有給休暇を使い切る状況となり高次脳外来受診

40歳代 男性 消防署職員 右利き

祖母、母との3人暮らし

【神経学的所見 】感覚障害、運動障害はなし

【ADL  /  IADL】自立

症例

CT所見(発症後3か月)

R

右被殻、尾状核に低吸収域あり

L R L

機能 検査名 結果

知的機能
WAIS-Ⅲ  
平均：90-109

VIQ:99 PIQ:112 FIQ:105
VC:95 PO:106    WM:107   PS:116

注意機能 CAT
PASAT 2秒：73%、1秒：50%
概ね年代相応

記憶機能
WMS-R
平均：100±15

言語性97、視覚性114、一般的102
注意集中力113、遅延再生102
言語性と視覚性に乖離あり
情報量の増加に伴い脱落(＋)

遂行機能
BADS
WCST

22/24点(標準化117点、区分：平均上
達成カテゴリー:3

神経心理学的所見(回復期退院まで)

・明らかな高次脳機能障害はないが、言語性、聴覚性の注意・記憶が軽度低下
・リハ場面で疲労を訴えることがあるが、精度に大きな影響はなし
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支
援
初
期

～
２
週
間

～
３
週
間

・生活状況を聴取
・長い会話は疲れる、脳トレのために夜通し運転している
・脳疲労のメカニズム、高次脳機能についての疾病教育を実施
・１週間の行動をモニタリング

・モニタリングの結果、夜通し運転した場合は翌々日まで疲労が継続
・睡眠時間を規則的にする、運転や遊びの途中には小休憩を挟むことを助言

・生活リズムは安定
・「不安しかなかったけど、今なら仕事への自信もある」との発言

・リハ出社：午前中勤務⇒日勤⇒当直と段階的に実施
・職場への説明は行わず、本人が疲労をコントロールして就労

～
１
ヶ
月

経過 行動モニタリング

行動モニタリング 行動モニタリング

行動モニタリング 結果

■注意機能PASAT2秒75%⇒88%１秒50%⇒53%と向上

■遂行機能WCSTのCA3⇒4と改善あり

※ワーキングメモリの中央実行系(＝前頭葉背外側)が

うまく機能するようになった可能性

■支援から２か月で復職

■復職後、6か月後に高次脳機能障害支援コーディネーターが

電話にて追跡したところ、問題なく経過していた
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考察1

地域障害者職業センターへ相談に訪れる高次脳機能障害者(田谷2005)

受障後2年以内が最多

地域センターから医療機関への要望
・本人、家族への障害の十分な説明
・医療機関としての役割遂行
・適切な情報提供と役割の明確化

今 回

・不適応を起こした段階で回復期担当のMSWに相談があった
・早期に問題点を検討して対応できた
・回復期でも高次脳機能に対するアプローチは行われていたが

生活に戻って課題が明確となった

脳血管障害者の復職後の生活困難に関する分析
(藤田 2005)

■復職群と非復職群をICFの「活動と参加」の自己評価を実施
復職群では・・・

・人と話すこと自体がおっくう
・仕事にエネルギーを注ぎ、地域活動をする余裕がない

本症例
・「話すと息切れがある」、仕事・私生活での疲労も自覚
・気づきはあったが、自己流のリハにより不適応

疾病教育と行動モニタリングが奏功した

考察2

本日の内容

１．病気、事故後の社会資源
①経済的資源 ②制度的資源

２．高次脳機能障害の就労支援の手順
①就労準備性ピラミッド
②神経心理学的検査、職種、FIM
③実践報告

３．セラピストが行う周囲(家族や職場)との調整
①報告書の書き方 ②復職の進め方

セラピストが行う周囲(家族や職場)との調整
報告書の書き方

先行研究 内容

立石(2008) ・失語症者の職場復帰には、職場関係者との調整が必要
・何ができて何ができないかを明確に説明することが重要

中島(2016） ・高次脳機能障害の復職後は想定外のことが起こる可能性
・職場の方への障害特性の理解、必要な環境整備などが必要

甲斐ら(2018) ・外来リハには毎回妻が同席し、症状や対応方法を共有
・診断書とともにリハ経過を書面で職場へ提出

問題点や改善点に加えて、対応策を具体的に提示
・リハビリ出勤前には想定される課題を会議で検討

リハビリ出勤後にも授業内容の振り返りを行い、本人、妻、
職場、言語聴覚士という関係者間で情報を共有

・過小・過大評価を受けることなく、職場復帰に至った

報告書の書き方
高校教諭への復職

■障害の一般的な概要
・簡潔かつ平易な言葉

■本人の症状
・低下、困難、不良などの

ネガティブな表現は避ける
・書き手の語彙も必要

■報告書の心得
・最低2枚
・無駄な改行はしない
・紙面は証拠として残るため、

不利になることも念頭に置く

報告書の書き方
高校教諭への復職

■対処方法
・どのようにすればできるかを

明記する
・過大、過小評価されない工夫

■実際場面での様子
・ポジティブな内容を記載
・改善点を強調
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報告書の書き方
製造業(健康食品のライン工程)

頭の中で一度に整理できる容量に制限があり、2つ以上のことを同時に考える場合や

物品や数字を覚える際に混乱する傾向があります。

ひとつの作業に没頭して、もう一方に注意が向きにくい際には
一旦作業を止めて確認するよう、周囲の方が促すことが有用です。

見やすさの工夫
(改行の箇所、無駄な文字を省く)
・医療従事者からの説明には構える方も多い
・そもそも、医療用語は難しい

・混乱が生じる傾向→混乱する傾向

・注意が向きにくい傾向→向きにくい際には
・○○の際には、△△するとよいですへ変更

「優先順位がつけにくい」「他の予定が気になると作業に集中できない」など

症状への気づきはみられます。

・みられています→みられます

報告書の書き方
製造業(健康食品のライン工程)

まとめに書くこと

・どうすればできるか

・何ならできるか

・どんなことは難しいか

・一緒に頑張りましょうのスタンス

セラピストが行う周囲(家族や職場)との調整
復職の進め方

報告書作成、復職の進め方での留意点

■会社側の受け入れのスタンス
・できれば退職してほしいと思っている場合

→報告書やこちらの説明次第で不利になる
・障害者雇用としてでも、戻ってきてほしいと思っている場合

→障害を十分理解してもらって対処方法もしっかり説明

■キーパーソンの確認
・面談には人事担当、現場の部長、課長クラスの同席が多い
・一緒に働く従業員(パートなど)への周知方法も確認する
・個人情報にも配慮が必要

■就労は等価交換
・本来、労働力と賃金は等価交換
・障害者への合理的配慮は義務だが、会社は福祉事業所ではない
・私たちは、会社側、当事者双方の利益を考えた支援が必要

セラピストが行う周囲(家族や職場)との調整
復職の進め方

病期 窓口

入院中 MSW、本人、家族

生活期
本人、家族、外来MSW、相談支援専門員、外来セラピスト
高次脳機能障害支援コーディネーター

症状の説明 配置、業務の検討 リハビリ出勤 復職

理想的な復職の流れ

■滑走路が長い方が長く飛べる
→準備期間は重要

■顔の見える関係作り
→復職後も都度相談が可能
→不十分だと、本人と会社で解決を試みて疲弊
→実際に退職してからの相談が多い

支援者

会社本人

復職(就労)がゴールではない

就労の継続が目的

私たちの実践例

執筆論文
＜筆頭著者＞
・脳梗塞後に万引きを繰り返す症例への環境構造化の取り組み.高次脳機能研究36(2).2016
・親亡き後に独居となった若年高次脳機能障害者の長期経過 .高次脳機能研究37(4).2017
・高校英語教諭への原職復帰を果たした伝導失語の一例.高次脳機能研究第38(4).2018
・地誌的見当識障害の代償手段の検討-環境に対する自己の方向定位を記述したメモが有用であった一例-

高次脳機能研究42(3)2022.in press

＜共 著＞筆頭:野村心(作業療法士)
・高次脳機能障害者に対する農園芸プログラム可視化の有用性.高次脳機能研究34(4).2014
・脳損傷後のanger burstに対する認知・行動的アプローチ～自らコーピングの案出に至った若年症例～

高次脳機能研究37(3).2017
・記憶障害者への社会生活・復職におけるメモリーノートの汎化に向けた取り組み

─誤りなし学習，試行錯誤学習の時期，目的に即した活用と適応─.作業療法37(1).2018
・自己身体定位障害障害が残存したまま自宅退院となったBalint症候群の一例.高次脳機能研究39(3).2019

本日の内容

１．病気、事故後の社会資源
①経済的資源 ②制度的資源

２．高次脳機能障害の就労支援の手順
①就労準備性ピラミッド
②神経心理学的検査、職種、FIM
③実践報告

３．周囲(家族や職場)との調整
①報告書の書き方 ②復職の進め方


