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令和４年度 第２回高次脳機能障害支援普及全国連絡協議会 

（高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業） 

開催日時：令和５年２月１７日（金）10：00～12：00 

開催方法：Web会議方式（Zoom） 

対 象 者：高次脳機能障害支援普及全国連絡協議会委員等 

開会 

議事 

１  10：00～10：03 開会あいさつ  

　国立障害者リハビリテーションセンター 総長 

２ 各ブロック会議検討課題等への質疑応答 10：03～11：25 

３ 高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業 運営方針及び施策の動向 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 11：25～11：35 

４ 高次脳機能障害情報・支援センター ウェブサイトの改修について  11：35～11：45 

国立障害者リハビリテーションセンター 

５ 質疑応答 11：45～11：57 

６ 閉会あいさつ 11：57～12：00 

国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局長 

閉会 
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Ⅰ 高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業 

 

高次脳機能障害支援普及全国連絡協議会委員構成 

 

連絡協議会委員 

委員長 芳賀 信彦 

 

１ 厚生労働省委員 

障害保健福祉部 

鈴木 航太、田中 裕記、中川 良昭 

国立障害者リハビリテーションセンター 

芳賀 信彦、川久保重之、工藤 裕司、深田 聡、 

菊池 芳久、今橋久美子、立石 博章 

 

２ 都道府県委員 各都道府県より２名 
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幹事会 

 

幹 事 長 芳賀 信彦（国リハ自立支援局長） 

副幹事長 鈴木 航太（障害保健福祉部精神・障害保健課長補佐） 

幹  事 田中 裕記（障害保健福祉部精神・障害保健課長補佐） 

中川 良昭（障害保健福祉部精神・障害保健課 

心の健康支援室長補佐） 

川久保重之（国リハ管理部長） 

工藤 裕司（国リハ自立支援局総合相談支援部長） 

深田  聡（国リハ企画統括官） 

菊池 芳久（国リハ企画・情報部長 

（併任）高次脳機能障害情報・支援センター長） 

今橋久美子（国リハ高次脳機能障害情報・支援センター 

研究室長） 

立石 博章（国リハ高次脳機能障害情報・支援センター 

           高次脳機能障害支援推進官） 
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都道府県 所属 役職 氏名

1 北海道 北海道保健福祉部福祉局障がい者保健福祉課 課長補佐 半沢　元洋

2 北海道 北海道大学病院リハビリテーション部
高次脳機能障害
支援コーディネーター

玉川　侑那

3 青森県 弘前脳卒中リハビリテーションセンター
リハビリテーション科
部長

岩田　学

4 青森県 青森県健康福祉部障害福祉課 課長 櫻庭　仁明

5 岩手県
いわてリハビリテーションセンター
医療連携部総合相談科

科長 上田　大介

6 岩手県 岩手県保健福祉部障がい保健福祉課 主事 高橋　希望

7 宮城県 東北医科薬科大学病院リハビリテーション部 副言語聴覚士長 目黒　祐子

8 宮城県 宮城県保健福祉部精神保健推進室 技師 漆山　祐一

9 秋田県 秋田県健康福祉部障害福祉課 技師 安達　史緒

10 秋田県
秋田県立リハビリテーション
・精神医療センター

医療相談連携室長 髙橋　敏弘

11 山形県 山形県健康福祉部障がい福祉課 主査 佐藤　寛恵

12 山形県 山形県高次脳機能障がい者支援センター 支援コーディネーター 山口　瑞貴

13 福島県 福島県保健福祉部障がい福祉課 主任主査 大河内　俊英

14 福島県
一般財団法人脳神経疾患研究所附属
総合南東北病院

社会福祉士 野本　尚子

15 茨城県 茨城県高次脳機能障害支援センター 副センター長 高橋　由紀

16 茨城県 茨城県福祉部障害福祉課 主事 髙野　智広

17 栃木県 栃木県保健福祉部障害福祉課 係長 亀山　智子

18 栃木県 栃木県障害者総合相談所
発達・高次脳機能障害
支援課長

矢口　君江

19 群馬県
日本赤十字社群馬県支部前橋赤十字病院
医療社会事業部医療社会福祉課

係長 碓井　祐太郎

20 群馬県
群馬県健康福祉部障害政策課精神保健室
精神保健・発達支援係

主事 深澤　紗季

21 埼玉県 埼玉県福祉部障害者福祉推進課 主幹 関根　雄一

22 埼玉県 埼玉県総合リハビリテーションセンター 支援部長 石井　直人

23 千葉県
千葉県健康福祉部障害者福祉推進課
精神保健福祉推進班

副主査 金井　綾子

24 千葉県 千葉県千葉リハビリテーションセンター
高次脳機能障害支援部
長

長谷川　純子

25 東京都 東京都心身障害者福祉センター 地域支援課長 外川　達也

26 東京都 東京都福祉保健局障害者施策推進部 精神保健医療課長 佐藤　淳哉

27 神奈川県
神奈川県健康医療局
県立病院課調整グループ

主査 天内　徹

28 神奈川県
神奈川県福祉子どもみらい局福祉部
障害福祉課調整グループ

副主幹 吉田　剛

29 新潟県 新潟県福祉保健部障害福祉課 主事 樋山　麻優子

30 新潟県 新潟県精神保健福祉センター 副参事 加治　麻美子

31 富山県 富山県厚生部障害福祉課 係長 寳達　芳郎

32 富山県 富山県高次脳機能障害支援センター 支援コーディネーター 水和　佳子
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都道府県 所属 役職 氏名番号

33 石川県 石川県リハビリテーションセンター 担当課長 原　みどり

34 石川県 石川県障害保健福祉課 主事 宍戸　宏充

35 福井県 福井県高次脳機能障害支援センター 支援コーディネーター 富田　浩生

36 福井県 福井県健康福祉部障がい福祉課 主事 東　佑典

37 山梨県 山梨県福祉保健部健康増進課 専門員 柴田　昌子

38 山梨県
山梨県高次脳機能障害者支援センター
（医療法人銀門会甲州リハビリテーション病院）

支援コーディネーター 平原　由梨子

39 長野県 長野県健康福祉部障がい者支援課 課長 藤木　秀明

40 長野県
長野県立総合リハビリテーションセンター
更生相談室

室長 小倉　正浩

41 岐阜県 岐阜県精神保健福祉センター 課長補佐兼係長 上野　浩司

42 岐阜県 岐阜県健康福祉部保健医療課 主任技師 田近　俊哉

43 静岡県
社会福祉法人明光会サポートセンター
コンパス北斗

相談支援専門員 石田　孝祐

44 静岡県 静岡県健康福祉部障害者支援局障害福祉課 主幹 日吉　幸野

45 愛知県 愛知県福祉局福祉部障害福祉課 主査 野村　由里

46 愛知県 名古屋市総合リハビリテーションセンター 総合相談部長 小島　一郎

47 三重県 藤田医科大学七栗記念病院 病院長 園田　茂

48 三重県 三重県子ども・福祉部障がい福祉課 主事 小掠　友美

49 滋賀県 滋賀県高次脳機能障害支援センター 所長 柴田　有加里

50 滋賀県 滋賀県健康医療福祉部障害福祉課 主事 清水　脩也

51 京都府 京都府リハビリテーション支援センター センター長 近藤　正樹

52 京都府 京都府健康福祉部障害者支援課 課長補佐兼係長 庄田　昭彦

53 大阪府 大阪府福祉部障がい福祉室地域生活支援課 主事 オルセン　裕二

54 大阪府 大阪府障がい者自立相談支援センター 総括主査 安部　紫

55 兵庫県
総合リハビリテーションセンター
地域ケア・リハビリテーション支援センター

相談支援コーディネー
ター

山本　洋敬

56 兵庫県 兵庫県福祉部障害福祉課 職員 堂薗　晃子

57 奈良県
奈良県障害者総合支援センター
高次脳機能障害支援センター

支援コーディネーター 河地　睦美

58 奈良県 奈良県福祉医療部障害福祉課 係長 髙塚　好美

59 和歌山県 和歌山県福祉保健部障害福祉課 主事 山本　晃佑

60 和歌山県 和歌山県子ども・女性・障害者相談センター 主任 広中　収

61 鳥取県
鳥取県高次脳機能障がい支援拠点機関
野島病院高次脳機能センター

支援コーディネーター 望月　加奈子

62 鳥取県
鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局
障がい福祉課

保健師 中倉　晃代

63 島根県 島根県健康福祉部障がい福祉課
療育・相談支援
グループリーダー

内田　将之

64 島根県 松ヶ丘病院
西部地域支援
コーディネーター

大上　陽子

65 岡山県 社会福祉法人旭川荘
高次脳機能障害
支援室長

横山　なおみ

66 岡山県 岡山県保健福祉部健康推進課精神保健福祉班 主事 橋本　康平

27

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

28

29

30

31

32

33
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都道府県 所属 役職 氏名番号

67 広島県
広島県立障害者リハビリテーションセンター
高次脳機能センター

センター長 近藤　啓太

68 広島県 広島県健康福祉局疾病対策課 主査 中　保子

69 山口県 山口県障害者支援課 主任 花屋　沙也加

70 山口県 山口県立こころの医療センター
精神保健福祉士
(支援コーディネーター)

石田　英子

71 徳島県 徳島大学病院 言語聴覚士 中村　和己

72 徳島県 徳島県健康づくり課 係長 土肥　奈穂子

73 香川県
社会福祉法人かがわ総合リハビリテーション
事業団

科長
(支援コーディネーター)

森川　麻理

74 香川県 香川県健康福祉部障害福祉課 主事 三上　昭子

75 愛媛県 松山リハビリテーション病院 院長・理事長 木戸　保秀

76 愛媛県 愛媛県保健福祉部健康衛生局健康増進課 主事 河野　貴彦

77 高知県 高知県子ども・福祉政策部障害保健支援課 主幹 藤田　幸久

78 高知県 高知県高次脳機能障害支援拠点センター青い空 支援コーディネーター 津野　雅人

79 福岡県
福岡県保健医療介護部健康増進課
こころの健康づくり推進室

主任技師 藤本　由夏

80 福岡県 福岡県障がい者リハビリテーションセンター 支援コーディネーター 牟田　茂

81 佐賀県 佐賀県障害福祉課 主任保健師 橋本　泰代

82 佐賀県 佐賀大学医学部附属病院
高次脳機能障害者
支援コーディネーター

森永　真理

83 長崎県 長崎こども・女性・障害者支援センター 主任技師 兼俵　敬太

84 長崎県 長崎県障害福祉課 係長 後田　博智

85 熊本県
熊本県健康福祉部子ども・障がい福祉局
障がい者支援課

参事 小濱　喜彦

86 熊本県 熊本託麻台リハビリテーション病院 支援コーディネーター 山本　恵利香

87 大分県 医療法人光心会 理事長 武居　光雄

88 大分県 大分県福祉保健部障害福祉課 技師 山辺　大輔

89 宮崎県 宮崎県障がい福祉課社会参加推進・管理担当 主任主事 山田　雄一郎

90 宮崎県 宮崎県身体障害者相談センター 支援コーディネーター 黒木　和代

91 鹿児島県 鹿児島県くらし保健福祉部障害福祉課 精神保健福祉係長 小田　房子

92 鹿児島県 鹿児島県精神保健福祉センター 相談支援課長 嘉納　惠美子

93 沖縄県 沖縄県子ども生活福祉部障害福祉課 班長 上間　勝盛

94 沖縄県 沖縄県子ども生活福祉部障害福祉課 主事 松堂　秀太

39

34

35

36

37

38

46

47

40

41

42

43

44

45
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（令和５年２月現在）

都道府県 郵便番号 住所 電話番号

全国拠点
センター

359-8555 埼玉県所沢市並木4-1 04-2995-3100

060-8648 札幌市北区北14条西5丁目 011-716-1161

062-0051 札幌市豊平区月寒東1条17丁目5-39 011-858-5600

003-0023
札幌市白石区南郷通7丁目北5-29スタ
ジオセブンビル　2Ｆ

011-868-7844

003-0029 札幌市白石区平和通17丁目北1-13 011-861-6353

041-8551 函館市美原4丁目6-16 0138-47-9547

043-0043 檜山郡江差町字本町63番地 0139-52-1053

049-3112 二海郡八雲町末広町120 0137-63-2168

069-0811 江別市錦町4番地の1 011-383-2111

066-8666 千歳市東雲町4丁目12 0123-23-3175

044-0001 虻田郡倶知安町北1条東2丁目 0136-23-1957

045-0022 岩内郡岩内町字清住252-1 0135-62-1537

068-8558 岩見沢市8条西5丁目 0126-20-0100

073-0023 滝川市緑町2丁目3番31号 0125-24-6201

074-0002 深川市2条18番6号 0164-22-1421

051-8555 室蘭市海岸町1丁目4番1号 0143-24-9847

053-0021 苫小牧市若草町2丁目2-21 0144-34-4168

057-0007
浦河郡浦河町東町ちのみ3丁目1番8
号

0146-22-3071

056-0005
日高郡新ひだか町静内こうせい町2
丁目8番1号

0146-42-0251

079-8610 旭川市永山6条19丁目1-1 0166-46-5992

096-0005 名寄市東5条南3丁目63番地38 01654-3-3121

076-0011 富良野市末広町2番10号 0167-23-3161

077-0027 留萌市住之江町2丁目1-2 0164-64-8327

097-8525 稚内市末広4丁目2番27号 0162-33-3703

090-8518 北見市青葉町6番6号 0157-24-4171

093-8585 網走市北7条西3丁目 0152-41-0698

094-8642 紋別市南が丘町1丁目6番地 0158-23-3108

080-0803 帯広市東3条南3丁目 0155-26-9084

085-0826 釧路市城山2丁目4番22号 0154-65-5811

087-0009 根室市弥栄町2丁目1番地 0153-23-5161

086-1001 標津郡中標津町東1条南6丁目1-3 0153-72-2168

036-8104 弘前市扇町1丁目2番地1 0172-28-8220

039-1103 八戸市大字長苗代字中坪77 0178-28-5252

北海道室蘭保健所

北海道苫小牧保健所

北海道浦河保健所

北海道静内保健所

青森県
財団法人黎明郷
弘前脳卒中・リハビリテーションセンター

公益財団法人シルバーリハビリテーション協会
メディカルコート八戸西病院

北海道網走保健所

北海道紋別保健所

北海道帯広保健所

北海道釧路保健所

北海道根室保健所

北海道中標津保健所

北海道八雲保健所

北海道江別保健所

北海道千歳保健所

北海道倶知安保健所

北海道岩内保健所

北海道岩見沢保健所

高次脳機能障害支援普及事業支援拠点機関一覧

支援拠点機関

国立障害者リハビリテーションセンター

北海道 北海道大学医学部附属病院

NPO法人コロポックルさっぽろ

ＮＰＯ法人　Ｒｅ～らぶ

こころのリカバリー総合支援センター

北海道渡島保健所

北海道江差保健所

北海道上川保健所

北海道名寄保健所

北海道富良野保健所

北海道留萌保健所

北海道稚内保健所

北海道北見保健所

北海道滝川保健所

北海道深川保健所
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都道府県 郵便番号 住所 電話番号支援拠点機関

岩手県 020-0503
岩手郡雫石町七ツ森
16番地243

019-692-5800

981-1217
名取市美田園2-1-4
まなウエルみやぎ

022-784-3592

983-0005 仙台市宮城野区福室1-12-1 022-259-1221

981-3133
宮城県仙台市泉区泉中央二丁目24-
1

022-771-6511

秋田県 019-2413
大仙市協和上淀川字五百刈田352番
地

018-892-3751

990-0876 山形市行才126番地の2 023-681-3394

997-0346 鶴岡市上山添字神明前38 0235-57-5877

963-8052 郡山市八山田7丁目115 024-934-5680

960-1101 福島市大森字柳下16番地の1 024-544-3650

969-0213 西白河郡矢吹町本町216 0248-42-2370

965-8585 会津若松市山鹿町3-27 0242-29-9898

975-0033
南相馬市原町区高見町2丁目
54-6

0244-22-3185

972-8322 いわき市常盤上湯長谷町上ノ台57 0246-43-7164

300-0394 稲敷郡阿見町阿見4669-2 029-887-2605

319-2261 常陸大宮市上町313 0295-53-1111

309-1736 笠間市八雲2-12-14 0296-77-7211

300-2622 つくば市要1187-299 029-864-1212

320-0065 宇都宮市駒生町3337-1 028-623-6114

栃木県立リハビリテーションセンター 320-0065 宇都宮市駒生町3337-1 028-623-6101

326-0843 足利市五十部町284-1 0284-21-0121

329-2763 那須塩原市井口537-3 0287-37-2221

329-2921 那須塩原市塩原1333 0287-32-4111

321-4337 真岡市上高間木2-24-4 0285-82-2245

329-0112 下都賀郡野木町南赤塚1196-1 0280-57-1200

群馬県 371-0811 前橋市朝倉町389-1 027-265-3333

埼玉県 362-8567 上尾市西貝塚148-1 048-781-2236

266-0005 千葉市緑区誉田町1-45-2 043-291-1831

270-0022 松戸市栗ヶ沢789-1 047-385-5566

296-0041 鴨川市東町975番地2 04-7093-1400

289-2511 旭市イの1326番地 0479-63-8111

東京都 162-0823
新宿区神楽河岸1-1東京都飯田橋庁
舎(ｾﾝﾄﾗﾙﾌﾟﾗｻﾞ)12～15階

03-3235-2955

神奈川県 243-0121 厚木市七沢516 046-249-2602

新潟県 950-0994 新潟市中央区上所2-2-3 025-280-0114

富山県 931-8517 富山市下飯野36 076-438-2233

石川県 920-0353 金沢市赤土町二13-1　 076-266-2860

東京都心身障害者福祉センター

神奈川県総合リハビリテーションセンター

新潟県精神保健福祉センター

富山県リハビリテーション病院・こども支援センター

石川県リハビリテーションセンター

前橋赤十字病院

埼玉県高次脳機能障害者支援センター
（埼玉県総合リハビリテーションセンター内）

千葉県 千葉県千葉リハビリテーションセンター

旭神経内科リハビリテーション病院

亀田リハビリテーション病院

地方独立行政法人　総合病院国保旭中央病院

栃木県 栃木県障害者総合相談所

足利赤十字病院

国際医療福祉大学病院

栃木県医師会塩原温泉病院

真岡中央クリニック

リハビリテーション花の舎病院

常盤病院

茨城県 茨城県高次脳機能障害支援センター

志村大宮病院

立川記念病院

筑波記念病院

秋田県立病院機構リハビリテーション・精神医療セ
ンター

山形県 国立病院機構山形病院

山形県庄内高次脳機能障がい者支援センター
（鶴岡協立リハビリテーション病院内）

福島県 総合南東北病院

あづま脳神経外科病院

会田病院

竹田綜合病院

南相馬市立総合病院

いわてリハビリテーションセンター

宮城県 宮城県リハビリテーション支援センター

東北医科薬科大学病院

仙台市障害者総合支援センター
（ウェルポートせんだい）
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都道府県 郵便番号 住所 電話番号支援拠点機関

福井県 910-0067 福井市新田塚1-42-1 0776-21-1300

山梨県 406-0032 笛吹市石和町四日市場2031 055-262-3121（代表番号）

381-0008 長野市下駒沢618-1 026-296-3953

384-0301 佐久市臼田197 0267-82-3131

399-6461 塩尻市宗賀1295 0263-54-0012

395-0801 飯田市鼎中平1936 0265-23-3116

502-0854 岐阜市鷺山向井2563-18 058-231-9724

505-8503 美濃加茂市古井町下古井590 0574-66-5800

421-1211 静岡市葵区慈悲尾180 054-278-7828

431-3423 浜松市天竜区渡ケ島180-3 053-583-1148

417-0807 富士市神戸441-1 0545-21-4000

436-0079 菊川市赤土1660-1
0537-29-8970 (中東地区）
0537-28-9716（東遠地区）

410-2507 伊豆市冷川1523-108 0558-83-2195

410-3624 賀茂郡松崎町江奈157 0558-43-3131

467-8622 名古屋市瑞穂区弥富町字密柑山1-2 052-835-3814

440-0047 豊橋市東田仲の町57 0532-63-6644

三重県 514-0113 津市一身田大古曽670-2 059-231-0155

滋賀県 525-0072 草津市笠山8-5-130 077-561-3486

602-8566
京都市上京区河原町通
広小路上る梶井町465

075-221-2611

604-8854 京都市中京区壬生仙念町30番地 075-823-1658

624-0906
舞鶴市字倉谷1350-23
京都府中丹東保健所内

0773-75-7556

558-0001 大阪市住吉区大領3-2-36 06-6692-5262

590-0808 堺市堺区旭ヶ丘中町4丁3番1号 072-275-5019

兵庫県 651-2134 神戸市西区曙町1070 078-927-2727

奈良県 636-0345 磯城郡田原本町大字多722番地 0744-32-0200

和歌山県 641-0014 和歌山市毛見1437番地の218 073-441-7070

鳥取県 682-0863 倉吉市瀬崎町2714-1 0858-27-0205

693-0051 出雲市小山町361-2 0853-21-9779

690-0015 松江市上乃木5-1-8 0852-21-3565

698-0041 益田市高津四丁目24-10 0856-22-8711

701-0114 倉敷市松島577 086-462-1111

700-0952 岡山市北区平田407 086-245-7361

広島県 739-0036 東広島市西条町田口295-3 082-425-1455

山口県 755-0241 宇部市東岐波4004-2 0836-58-1218

徳島県 770-8503 徳島市蔵本町2丁目50－1
088-633-9107
（患者支援センター）

広島県立障害者リハビリテーションセンター
高次脳機能センター

山口県立こころの医療センター
高次脳機能障害支援センター

徳島大学病院 高次脳機能障害支援センター

医療法人十字会 野島病院
高次脳機能センター

島根県 エスポアール出雲クリニック

松江青葉病院

松ヶ丘病院

岡山県 川崎医科大学附属病院

社会福祉法人　旭川荘

大阪府
障がい者医療・リハビリテーションセンター
（高次脳機能障がい相談支援センター）

堺市立健康福祉プラザ生活リハビリテーションセン
ター

兵庫県立総合リハビリテーションセンター

奈良県障害者総合支援センター
高次脳機能障害支援センター

和歌山県子ども・女性・障害者相談センター

愛知県
なごや高次脳機能障害支援センター
（名古屋市総合リハビリテーションセンター内）

特定非営利活動法人 高次脳機能障害者支援「笑い太鼓」
高次脳機能障害者支援センター

三重県身体障害者総合福祉センター

滋賀県高次脳機能障害支援センター

京都府 京都府リハビリテーション支援センター

京都市高次脳機能障害者支援センター

京都府北部リハビリテーション支援センター

岐阜県 岐阜県精神保健福祉センター

中部脳リハビリテーション病院

静岡県 社会福祉法人明光会 サポートセンターコンパス北斗

社会福祉法人天竜厚生会
相談支援事業所きずな

NPO法人はっぴぃ

社会福祉法人Ｍネット東遠
相談支援事業所 Ｍネット

社会福祉法人農協共済中伊豆リハビリテーションセンター

障害者生活支援センター　なかいずリハ

社会福祉法人十字の園 オリブ

山梨県高次脳機能障害者支援センター
（医療法人銀門会甲州リハビリテーション病院内）

長野県 長野県立総合リハビリテーションセンター

佐久総合病院

桔梗ヶ原病院

健和会病院

福井県高次脳機能障害支援センター
　（福井総合クリニック内）
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都道府県 郵便番号 住所 電話番号支援拠点機関

香川県 761-8057 高松市田村町1114番地 087-867-7686

愛媛県 791-1111 松山市高井町1211番地 089-975-7431

高知県 780-0843 高知市廿代町2-22 090-6535-6370

811-3113 古賀市千鳥3-1-1 092-944-2011

830-0011 久留米市旭町67 0942-35-3311

807-8556 北九州市八幡西区医生ヶ丘1-1 093-603-1611

810-0072 福岡市中央区長浜１丁目2-8 092-721-1611

849-8501
佐賀市鍋島5丁目1番1号
佐賀大学医学部附属病院リハビリ
テーション科

0952-34-3482

849-0924
佐賀市新中町8番20リファイン佐賀
敷地内（一般社団法人ぷらむ佐賀
内）

0952-60-2636

長崎県 852-8114 長崎市橋口町10-22 095-844-5515

熊本県 862-0924 熊本市中央区帯山8-2-1 096-381-5142

874-8611
別府市大字鶴見字中山田
1026-10

0977-67-1711

870-0945 大分市大字津守888番地の6 097-567-1277

880-0032
宮崎市霧島1丁目1番地2
（宮崎県総合保健センター内）

0985-29-2556

889-1692 宮崎市清武町木原5200 0985-85-1510

鹿児島県 890-0021 鹿児島市小野1丁目1番1号 099-228-9568

904-2173 沖縄市比屋根2-15-1 098-982-1777

901-2111 浦添市字経塚346 098-877-6467

鹿児島県精神保健福祉センター

沖縄県 沖縄リハビリテーションセンター病院

平安病院

長崎こども・女性・障害者支援センター

熊本県高次脳機能障害支援センター
（熊本託麻台リハビリテーション病院内）

大分県 農協共済別府リハビリテーションセンター

諏訪の杜病院

宮崎県 宮崎県身体障害者相談センター

宮崎大学医学部附属病院

福岡県 福岡県障がい者リハビリテーションセンター

久留米大学病院

産業医科大学病院

福岡市立心身障がい福祉センター

佐賀県 佐賀大学医学部附属病院

佐賀県高次脳機能障害者相談支援センターぷらむ
（一般社団法人ぷらむ佐賀）

かがわ高次脳機能障害支援センター（R5年度内に開設予定）

（かがわ総合リハビリテーションセンター内）

松山リハビリテーション病院

高知県高次脳機能障害支援拠点センター
青い空 （近森リハビリテーション病院内）
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令和４年度 ブロックの設定 

 

ブロック名  都道府県名  

北海道ブロック 北海道 

東北ブロック 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 

関東甲信越・東京 

ブロック 

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、 

神奈川県、新潟県、山梨県、長野県 

東海ブロック 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 

北陸ブロック 福井県、富山県、石川県 

近畿ブロック 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 

中国ブロック 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 

四国ブロック 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 

九州沖縄ブロック 
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、 

鹿児島県、沖縄県 
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高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業実施要綱

（都道府県実施分）

第１ 目 的

高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業は、高次脳機能障害診断

基準により高次脳機能障害を有すると診断された者への支援に関する取り組みを

普及定着させるため、都道府県が指定する高次脳機能障害者の支援の拠点となる機

関（リハビリテーションセンター、大学病院、県立病院等（以下「支援拠点機関」））

において、高次脳機能障害者に対する専門的な相談支援、関係機関との支援ネット

ワークの充実、高次脳機能障害の正しい理解を促進するための普及・啓発事業、高

次脳機能障害者の支援手法等に関する研修等を行い、もって高次脳機能障害者に対

する支援体制の確立を図ることを目的とする。

第２ 実施主体

本事業の実施主体は、都道府県とする。

なお、指定都市又は中核市で事業を実施した方が適切に事業実施できる場合には、

指定都市又は中核市に事業の全部又は一部を委託することができるものとする。

また、事業の全部又は一部を団体等に委託して実施することができるものとする。

第３ 事業内容

１ 相談支援事業等

支援拠点機関に支援コーディネーター（社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、

作業療法士、心理技術者等、高次脳機能障害者に対する専門的相談支援を行うのに

適切な者）を配置し、支援を必要とする高次脳機能障害者の社会復帰のための相談

支援、地域の関係機関との調整等を行うものとする。

２ 普及・啓発事業

高次脳機能障害の正しい理解を普及促進するため、地域の実態の把握、関係機関

の連携確保、事業の実施状況の分析、効果的な支援手法、普及啓発方法等について、

総合的な検討を行うとともに、講演・シンポジウムの開催及びポスター、リーフレ

ットの作成・配布をする等の普及・啓発活動を行うものとする。

３ 研修事業

自治体職員、支援拠点機関職員、福祉事業者等に対して、高次脳機能障害の支援

手法等に関する研修を行い、関係者の資質の向上及び高次脳機能障害者に対する支
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援体制の確立を図るものとする。

４ 高次脳機能障害支援普及全国連絡協議会等への参加

全国高次脳機能障害支援普及拠点センターとなる国立障害者リハビリテーショ

ンセンター（以下「国立リハセンター」という。）が開催する「高次脳機能障害支

援普及全国連絡協議会」及び「支援コーディネーター全国会議」に支援関係職員等

を派遣し、全国の事業実施状況等に関する情報収集、情報交換等を行い、高次脳機

能障害者に対する支援手法等の向上を図るものとする。

５ 広域自治体間連携

高次脳機能障害に関する支援手法等の向上を図るため、必要に応じて、他の都道

府県と事業の実施状況等に関する情報収集、情報交換等を行うための会議を開催し、

または、他の都道府県が開催する会議に支援関係職員等を派遣するものとする。

第４ 国の助成

国は、都道府県が本事業のために支出した費用を、別に定めるところにより補助

するものとする。

第５ 秘密の保持

本事業に携わる者（当該業務から離れた者も含む。）は、事業により知り得た対

象者等の秘密を漏らしてはならない。

第６ その他

１．本事業に係る国立リハセンター実施分については、別に定めるところによる。

２．この要綱は、平成２１年４月１日より施行する。

（附則）

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。

（附則）

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。

（附則）

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。
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高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業実施要綱 

        （国立障害者リハビリテーションセンター実施分） 

 

第１ 目 的 

 国立障害者リハビリテーションセンター（以下「国立リハセンター」という。）に

おいては、同センター内に高次脳機能障害情報・支援センターを設置し、全国高次脳

機能障害支援普及拠点センターとして、各都道府県が指定する高次脳機能障害者の支

援拠点機関との連携を図り、高次脳機能障害に関する取り組みを普及定着させるため、

高次脳機能障害支援普及全国連絡協議会及び支援コーディネーター全国会議の開催並

びに研修事業を含む普及啓発活動を行うとともに、各種プログラムの検証を行い、さ

らに有効性のあるものにするなど、高次脳機能障害者への適切な支援の普及定着を図

るものとする。 

 

第２ 実施主体 

 本事業の実施主体は、国立リハセンターとする。 

 

第３ 事業内容 

 １ 高次脳機能障害に関する支援普及事業 

  (1) 総合的なリハビリテーションの実践 

    高次脳機能障害者に対する診断、評価をはじめ就労・就学等に向けた各種の訓

練プログラムの実施及び家族支援、社会参加の促進までを含めた総合的なリハビ

リテーションを行うものとする。 

   (2) 情報収集及び提供 

     高次脳機能障害者支援に必要な最新の国内外の情報や研究成果等を集約し、高

次脳機能障害者やその家族及び支援関係者等に役立つ情報を高次脳機能障害情報

・支援センターホームページ等を通じて発信する。 

   (3) 普及啓発の充実 
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高次脳機能障害支援関係職員等を対象に効果的な支援方法や必要な知識と技   

術の習得を目的とした研修会及びシンポジウム等を開催するものとする。 

  (4) 関係機関等との連携 

高次脳機能障害情報・支援センターを通じて、各都道府県に設置される高次脳

機能障害者の支援の拠点となる機関をはじめ、関係機関（医療機関、保健所、福

祉施設、教育機関等）や支援に携わる者との連携に努め、専門的かつ技術的な指

導・助言、情報の還元を行うものとする。 

 

 ２ 高次脳機能障害支援普及全国連絡協議会の設置 

  (1) 高次脳機能障害者に対する相談支援、医療及び福祉サービス提供の実務を通

じて、訓練方法及び社会復帰支援方法等の検証と事業の実施状況の分析、普及

啓発方法等について協議、検討するため、「高次脳機能障害支援普及全国連絡

協議会」（以下「協議会」という。）を設置するものとする。 

   (2)  協議会は、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部職員、国立リハセンタ

ー職員、都道府県等職員及び国立リハセンター総長が必要と認めた者をもっ

て構成する。 

   (3) 協議会の運営に必要な事項については、別に定める。 

 

 ３ 支援コーディネーター全国会議の開催 

   (1)  支援拠点機関の支援コーディネーターの職務の向上と情報交換を通じた支

援施策の均てん化を図るため、支援コーディネーター全国会議を開催するもの

とする。 

   (2)  支援コーディネーター全国会議は、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉

部職員、国立リハセンター職員、支援拠点機関の支援コーディネーター及び

国立リハセンター総長が必要と認めた者をもって構成する。 

   (3) 支援コーディネーター全国会議の運営に必要な事項は、別に定める。 
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第４ 秘密の保持 

本事業に関わる者は、正当な理由なく職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

なお、職務を退いた後も同様とする。 

 

第５ その他 

 この要綱は、平成１８年４月１日から施行するものとする。 

 

（附則） 

この要綱は、平成２０年１０月１日から施行する。 

 

（附則） 

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

 

（附則） 

 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

（附則） 

 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 
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高次脳機能障害支援普及全国連絡協議会運営要領 

 

第１ 目 的 

 この要領は、高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業実施要綱（国立

障害者リハビリテーションセンター分）第３の２の（３）の規定に基づき、高次脳機能

障害支援普及全国連絡協議会（以下「協議会」という。）の運営に必要な事項を定め、

円滑な運営に資することを目的とする。 

  

第２ 協議会の構成 

 協議会は、次に掲げる者のうち、国立障害者リハビリテーションセンター（以下「国

立リハセンター」という。）総長が委嘱する委員をもって構成する。 

一 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部職員 

二 国立リハセンター職員 

三 都道府県等職員 

四 国立リハセンター総長が必要と認めた者 

 

第３ 委員長の選任等 

 １ 協議会に委員長を置くこととし、国立リハセンター総長が指名する。 

 ２ 委員長は、会務を掌理する。 

 ３ 委員長に事故があるときは、あらかじめ国立リハセンター総長が指名する委員が

これを代理する。 

 

第４ 委員の任期 

協議会の委員の任期は２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間

とする。 

  

第５ 幹事会の設置 

 １ 協議会の運営に関し総合的企画及び調査等を行うために幹事会を置くことができ

る。 

 ２ 幹事会に幹事長及び幹事を置くこととし、厚生労働省社会・援護局障害保健福

祉部職員及び国立リハセンター職員のうち委員長が指名する者をもって構成す

る。 

 ３ 幹事長は、会務を掌理する。 
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第６ 会議の開催及び公開等 

１ 協議会及び幹事会は、必要に応じ開催する。 

２ 協議会は原則公開とし、幹事会は非公開とする。ただし、委員長が認めた場合は

この限りでない。 

 

第７ 守秘義務 

 １ 協議会及び幹事会の運営に関わる者は、正当な理由なく職務上知り得た秘密を漏

らしてはならない。 

 ２ 前項の定めは当該業務を退いた後も同様とする。 

  

第８ 協議会の庶務 

協議会及び幹事会の庶務は、高次脳機能障害情報・支援センターにおいて処理する。 

          

第９ その他 

 １ この要領に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項等は別に定める。 

 ２ この要領は、平成１８年４月１日から施行するものとする。 

 

（附則） 

この要領は、平成２０年１０月１日から施行する。 

 

（附則） 

この要領は、平成２１年４月１日から施行する。 

 

（附則） 

この要領は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

（附則） 

この要領は、平成２７年４月１日から施行する。 
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支援コーディネーター全国会議運営要領 

 

第１ 目 的 

 この要領は、高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業実施要綱

（国立障害者リハビリテーションセンター分）第３の３の（３）の規定に基づき、

支援コーディネーター全国会議 (以下「全国会議」という。)の運営に必要な事項を

定め、円滑な運営に資することを目的とする。 

  

第２ 全国会議の構成 

 全国会議は、次に掲げる者のうち国立障害者リハビリテーションセンター（以下

「国立リハセンター」という。）総長が参加を認めた者をもって構成する。 

一 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部職員 

二 国立リハセンター職員 

三 支援拠点機関等の支援コーディネーター 

四 国立リハセンター総長が必要と認めた者 

    

第３ 議長の選任等 

 １ 全国会議に議長を置くこととし、国立リハセンター総長が指名する。 

 ２ 委員長は、会務を掌理する。 

 

第４ 全国会議の調整等 

１ 全国会議開催の企画、調整は、高次脳機能障害支援普及全国連絡協議会幹事

会が行う。 

２ 全国会議は必要に応じ開催することとし、会議は原則公開とする。 

    

第５ 守秘義務 

１ 全国会議の運営に関わる者は、正当な理由なく職務上知り得た秘密を漏らし

 
18



 
 

てはならない。 

２ 前項の定めは当該職務を退いた後も同様とする。 

 

第６ 全国会議の庶務 

  全国会議の庶務は、高次脳機能障害情報・支援センターにおいて処理する。 

          

第７ その他 

 １ この要領に定めるもののほか、全国会議の運営に必要な事項等は、別に定め

る。 

 ２ この要領は、平成２１年４月１日から施行する。 

 

（附則） 

この要領は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

（附則） 

 この要領は、平成２７年４月１日から施行する。 
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１ 高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業                           

 

連絡協議会・委員会等配置図 

                      支援普及全国連絡協議会事務局：国リハ企画・情報部 高次脳機能障害情報・支援センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支援普及全国連絡協議会 

全国連絡協議会 

都道府県 

 

・地方相談支援体制連携調整委員会 

・支援拠点機関 

 

国立障害者リハビリテーション 

センター 

（全国高次脳機能障害支援 

普及拠点センター） 

 

 

 
幹  部  会 

企画作業部会 

幹 事 会 

委 員 長 

支援コーディネ

ーター全国会議 
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２ 高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業とその構成 

 

高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業 

 

・国立障害者リハビリテーションセンター 

（国リハ分実施要綱） 

幹 事 会 

（年 2回開催） 

支援コーディネーター全国会議 

（年 2回開催） 

委員 

厚生労働省障害保健福祉部職員 

（精神・障害保健課） 

国リハ職員 

支援コーディネーター 

シンポジウム 

（年 1回開催） 

全国連絡協議会と同日開催 

支援普及全国連絡協議会 

（年 2回開催） 

委員 

厚生労働省障害保健福祉部職員 

（精神・障害保健課） 

国リハ職員 

都道府県等職員 

地域生活支援事業 

高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業 

・都道府県 

（都道府県分実施要綱） 

 

【都道府県分】              

1 都道府県ごとの支援ネットワークの運用により 

社会参加の充実            

2 都道府県ごとに研修事業の実施                         

高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業 

【国リハ分】 

1 自立支援局の地域支援活動と 

病院の機能回復訓練 

2 企画・情報部の高次脳機能障害情報・ 

支援センター運用 

3 全国連絡協議会・支援コーディネーター全国会議・ 

シンポジウム・研修会の開催 

国リハ研修事業 

（年 1回開催） 
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３ 支援普及全国連絡協議会及び支援コーディネーター全国会議の委員等配置 

 

 

 

              委嘱                                   承認 

                          

                                         

 

 

 

 

 

 

                          

              指名 

                                   

 

 

         

 

国リハ総長 

支援普及全国連絡協議会委員 
厚生労働省障害保健福祉部職員（精神・障害保健課） 

国リハ職員 

 都道府県等職員 

 

※支援普及全国連絡協議会委員長を上記の中から 

国リハ総長が指名する 

支援普及全国連絡協議会委員長 

幹事会 

幹事長・幹事 

 

幹事 

厚生労働省障害保健福祉部職員（精神・障害保健課） 

国リハ職員 

支援コーディネーター全国会議委員 
厚生労働省障害保健福祉部職員（精神・障害保健課） 

国リハ職員           

 支援コーディネーター     

 

※支援コーディネーター全国会議議長を上記の中から 

国リハ総長が指名する 

22



23

※「質問箇所資料ページ」は、令和４年度第１回全国連絡協議会資料のページ
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兵庫県における
高次脳機能障害拠点機関の機能と役割

リハビリテーション中央病院
（検査・診断）

入院リハ

自立生活訓練センター
（機能訓練、生活訓練）

社会リハ

高次脳機能障害相談窓口
（地域支援課/事業事務局）

福祉のまちづくり研究所

職業能力開発施設
（職業評価、開発訓練）

職業リハ

兵庫県資料（No.11）
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広島県資料（No.15）
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広島県資料（No.15）
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広島県資料（No.15）

52



広島県資料（No.15）

53



広島県資料（No.15）
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議題３　各県回
答

鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県

鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局障がい福祉
課

島根県障がい福祉課　永瀬
岡山県健康推進課、川崎医科大学附属病院、旭
川荘

高次脳機能センター，疾病対策課 山口県障害者支援課　在宅福祉推進班　今冨

数（箇所） 1 3 2 1 1

うち医療機関（箇所）　　 1 3 1 1 1

概要　 医療法人十字会野島病院
松江青葉病院、エスポアール出雲クリニック、松ヶ
丘病院

川崎医科大学附属病院
　医療分野を中心とした支援等を実施

名称：広島県高次脳機能センター（委託先：社会
福祉法人広島県福祉事業団）
Ｈ18年に県立障害者リハビリテーションセンター内
に開設し専門診療科・相談窓口を設置。Ｈ27年に
高次脳の病床40床を開設。
・専門医療の提供。
・専門的リハビリテーションの提供。
・専門のコーディネーターによる当事者・家族，医
療機関・福祉施設等関係機関からの相談対応及
び社会復帰支援等の実施。
・専門相談窓口を設け，県民及び保健医療・福祉
関係者からの相談，照会等への対応。
・当事者団体等と協同して，高次脳機能障害者及
びその家族の支援に不可欠な合同相談会や勉強
会を開催。
・教育・研究・啓発活動
・連絡協議会の設置・運営，広域自治体間連携
等の事業を実施。

山口県立こころの医療センター

うち医療機関以外（箇所） 1

概要　
旭川荘
　福祉分野を中心とした支援等を実施

数（箇所） 7 18 8

うち医療機関（箇所）　　 3 16 8

概要　
松江青葉病院、エスポアール出雲クリニック、
西部島根医療福祉センター

精神科医療機関を含む

名称：広島県高次脳機能地域支援センター
Ｈ19年に指定開始。地域の中核となる医療機関の
中でリハビリテーション機能を有し，高次脳機能障
害の相談に対応できる医療機関（病院）を県が指
定。

うち医療機関以外（箇所） 4 2

種別，概要　
相談支援事業所：そよかぜ館、ほっと、太陽
地域活動支援センター：のほほん

精神保健福祉センター、障害者職業センター

要領・要綱の有無 あり なし あり なし

有の場合 島根県高次脳機能障がい者支援事業実施要綱 広島県高次脳機能地域支援センター運営要領

設置の目安や要件 実施要綱参照（添付します） 事業への参加に意思表示のあった機関
各圏域に１以上設置。リハビリテーション機能を有
し，相談支援コーディネーターを配置し地域におけ
る相談対応ができる医療機関

主な支援機能　　 実施要綱参照（添付します） 各地域での診断、リハビリテーション、社会的支援

・相談支援コーディネーターを配置した相談窓口を
設置し，地域における相談に対応。相談支援コー
ディネーターは，地域の医療機関，障害者支援施
設，就労支援施設と連携し相談に対応する。
・県の連絡協議会に参加するとともに，広島県高
次脳機能センターと連携して，地域支援ネットワー
クの形成に努める。
・高度な診断・評価・訓練を必要とする場合は広島
県高次脳機能センターへ紹介を行う。

把握の有無 している していない している していない している

している場合
 把握の手法

精神科、脳外科、神経内科、リハビリテーション科
を標ぼうする医療機関へ意向調査を実施（平成28
年）

調査票の送付
県内の急性期病院、回復期病院、維持期病院、
精神科病院に対して、高次脳機能障害支援実態
調査を実施。

高次脳障害対応とする要件 意向調査の内容によって判断 質問２の１８機関（医療機関以外２カ所を含む）
調査において高次脳機能障害の診断を行ってい
ると回答があった場合

一覧表の公表の有無 している している していない していない

公表先 鳥取県のホームページ
川崎医科大学附属病院のHP掲載、パンフレットの
別刷り

研修や会議について 支援拠点等の研修会について情報提供
支援体制連携調整委員会での情報共有、支援研
修会等の講習会の案内送付

課題 情報の更新

高次脳機能障害に対応している医療機関に引き
継げているか不透明な現状にあり、各圏域に基幹
となる医療機関を見出し、地域の医療連携の体制
を整備していく必要あり。

把握の有無 している していない していない していない していない

している場合
 機関の種類

障がい関係施設サービス事業所、介護保険サー
ビス事業所

 把握の手法 上記機関に対し意向調査を実施

高次脳障害対応とする要件 意向調査の内容によって判断

一覧表の公表の有無 している

公表先 鳥取県のホームページ

研修や会議について 支援拠点等の研修会について情報提供

課題 情報の更新

していない していない していない していない

社会的資源の状況について

「医療と福祉」のネットワークの各県の現状や課題についてお聞きしたい。（広島県提案）

２
地域（圏域）拠
点の設置状況

概要

設置要件や主な
機能等

概要

回答者

拠点機関以外の
医療機関の把握

拠点機関以外の
関係機関（医療機
関以外）の把握

３
拠点以外の医
療機関・相談機
関・福祉サービ
スなどの状況に
ついて

支援マップの有無

１
県拠点機関の
設置状況
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鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県

医師 〇 〇 〇 〇

専門 県拠点院長（精神科医）など リハビリテーション科、内科、精神科 脳神経外科，脳神経内科，リハビリテーション 脳神経外科、精神科

リハ職 　ＯＴ 〇 〇 〇

ＳＴ 〇 〇

ＰＴ 〇

他

心理職 〇

ＳＷ・ＰＳＷ・相談員 〇 〇 〇

当事者・家族 〇 〇 〇 〇

その他
労働局、障害者職業センター、保健所、県特別支
援教育課

就労支援関係者
市町職員，障害者施設管理者，障害者職業セン
ター管理者，職業訓練校管理者，医療機関相談
窓口管理者，障害者支援施設管理者

弁護士、県障害者職業センター、県精神保健福祉
センター

年度 R2 現在 Ｈ30 ～

名称
第15回島根県障がい者自立支援協議会高次脳
機能障がい者支援部会

医療WG 高次脳機能障害連絡協議会ワーキング会議

委員構成 上記の「委員の職種」のとおり リハ職、MSW、心理職

協議会委員5名（脳神経外科・脳神経内科医師，
家族会，市町担当者）
協議会委員以外3名（精神科医師，精神障害者相
談支援事業所専門相談員，高次脳機能センター
コーディネーター）

設置理由・内容・課題

【設置理由】
島根県の高次脳機能障がい者の支援に関する事
項（体制整備、連携方策、啓発等）を協議するため
【内容】
・県内の高次脳機能障がい支援の状況について
・部会の委員について

症例検討会および勉強会の開催

高次脳機能障害に係る連携パス（手帳）の検討の
ため設置。
平成30年度に２回開催。
成果物：「広島県高次脳機能障害サポートファイ
ル」

年度 R1 現在

名称
第14回島根県障がい者自立支援協議会高次脳
機能障がい者支援部会

福祉WG

委員構成 上記の「委員の職種」のとおり 旭川壮

設置理由・内容・課題

【内容】
・県内の高次脳機能障がい支援の状況について
・部会の委員について
・普及・啓発について

福祉支援の充実

年度 H30 ～現在

名称
第13回島根県障がい者自立支援協議会高次脳
機能障がい者支援部会

地域連携WG

委員構成 上記の「委員の職種」のとおり 拠点機関

設置理由・内容・課題
【内容】
・県内の高次脳機能障がい支援の状況について

普及啓発の充実

年度 H29 ～現在

名称
第12回島根県障がい者自立支援協議会高次脳
機能障がい者支援部会

小児WG

委員構成 上記の「委員の職種」のとおり リハ職、医師

設置理由・内容・課題

【内容】
・県内の高次脳機能障がい支援の状況について
・今後の高次脳機能障がい者支援のあり方につ
いて

小児支援の検討、情報共有

年度 H29 ～現在

名称
第11回島根県障がい者自立支援協議会高次脳
機能障がい者支援部会

自動車運転WG

委員構成 上記の「委員の職種」のとおり リハ職、医師

設置理由・内容・課題
【内容】
・今後の高次脳機能障がい者支援のあり方の検
討状況について

自動車運転支援の検討、情報共有

年度 H29

名称
島根県高次脳機能障がい者支援事業の検証等に
係るＷＧ

委員構成 県拠点ＣＤ、地域拠点ＣＤ等

設置理由・内容・課題

【設置理由】
事業開始10年の節目にあたり、事業内容の検証
を行うため
【内容】
事業内容の検証（H29年度中で5回開催）

部会・ワーキング
等の実施状況

ネットワーク会議等

委員の職種

４
県連絡協議会
について
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鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県

頻度 1回/年 4回/年 1回/年

会議名称 高次脳機能障がい支援者意見交換会 松江圏域ＮＷ会議 高次脳機能障害地域連携会議

主催 　　保健所 主催：松江圏域拠点 　　山口県

参加者
医療機関、障がい者支援施設、行政、家族会、支
援拠点

圏域内の関係者（医療、福祉、行政など） 圏域内の医療、保健、福祉、行政の関係者

内容・課題
情報提供：高次脳機能障がいの理解と支援
意見交換：高次脳機能障がいの者の円滑な支援
のための医療と地域の連携について

【内容】
事業報告、事例紹介、情報提供（県、全国協議会
など）

事例検討をとおして連携の状況や課題について
意見交換を行う。（R3事例「復職水準が高度な方
への支援について」）

頻度 1回/年 2回/年

会議名称
鳥取県東部圏域高次脳機能障がい者支援機関連
絡会

雲南圏域ＮＷ会議

主催 　　保健所 主催：雲南圏域拠点

参加者 医療機関、相談支援事業所、行政、支援拠点等 圏域内の関係者（医療、福祉、行政など）

内容・課題
報告：高次脳機能障がい支援拠点機関の取組
　　　鳥取県障害者職業センターの取組
意見交換：かかわりのある事例について

【内容】
事業報告、事例紹介、情報提供（県、全国協議会
など）

頻度 6回/年

会議名称 出雲圏域ＮＷ会議

主催 主催出雲圏域拠点

参加者 圏域内の関係者（医療、福祉、行政など）

内容・課題
【内容】
事業報告、事例紹介、情報提供（県、全国協議会
など）

頻度 3回/年

会議名称 大田圏域ＮＷ会議

主催 主催：大田圏域拠点

参加者 圏域内の関係者（医療、福祉、行政など）

内容・課題
【内容】
事業報告、事例紹介、情報提供（県、全国協議会
など）

頻度 2回/年

会議名称 浜田圏域ＮＷ会議

主催 主催：浜田圏域拠点

参加者 圏域内の関係者（医療、福祉、行政など）

内容・課題
【内容】
事業報告、事例紹介、情報提供（県、全国協議会
など）

頻度 2回/年

会議名称 益田圏域ＮＷ会議

主催 主催：益田圏域拠点

参加者 圏域内の関係者（医療、福祉、行政など）

内容・課題
【内容】
事業報告、事例紹介、情報提供（県、全国協議会
など）

頻度 2回/年

会議名称 隠岐圏域ＮＷ会議

主催 主催：隠岐圏域拠点

参加者 圏域内の関係者（医療、福祉、行政など）

内容・課題
【内容】
事業報告、事例紹介、情報提供（県、全国協議会
など）

頻度 数回/年

会議名称 地域連絡会議

主催 主催：県拠点

参加者
県拠点、圏域拠点
※県内を３地域（東部、中部、西部）に分けて各地
域で開催

内容・課題
【内容】
地域内での情報共有

連携の有無 全市町連携している していない しているが，一部の市町にとどまっている しているが，一部の市町にとどまっている していない

している場合　窓口 障がい、福祉分野 市町村によって相談窓口は一定ではない。 市町

　　具体例 圏域毎の意見交換会等 個別支援について、転院先について
自立支援協議会（就労部会・精神部会）に月１回
参加

支援の有無 している していない している している している

している場合　具体例 研修会等の開催について情報提供を行っている。
市町相談窓口のみが対象ではないが、支援者全
般に支援者研修を開催している

市町・職業センター，施設等の要望に応じて講師
を派遣

講師派遣依頼等があった際に、高次脳機能障害
についての講義や対応方法の助言等を行ってい
る。

圏域や域地域連
絡協議会等の実
施状況

５
圏域・地域の
ネットワーク会
議や協議の開
催について

ネットワーク会議等

各市町の相談窓
口（３障害）等との
連携

研修や相談業務
支援

６
市町の相談事
業について
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鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県

有無 なし なし なし なし なし

事業名

内容

事業名

内容

事業名

内容

有無 なし なし なし なし なし

事業名

内容

なし

「にも包括」については、大きな概念は示されてい
るが、具体的にしていく作業はこれからという印象
を持っている。コアとなるメンバーや部署によって
方向性が大きく違ってくる可能性もあることから注
視していく必要性を感じている。

鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県

８
その他

自由記載
医療機関や福祉関係機関以外との連携が弱いた
め、どのように連携を図るのかが課題。

にも包括について自由記載

７
精神障害にも対
応した地域包括
システムにおけ
る高次脳機能
障害支援につ
いて

高次脳機能障害支援体制のネットワークの構築について

精神障害にも対応した地域包括システムについて

構築推進事業事
業の実施（予定）

構築支援事業事
業の実施（予定）
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