
相 談 窓 口

富山県高次脳機能障害支援センター
〒931-8517　富山市下飯野 36

（富山県高志リハビリテーション病院内）

まずは、お電話にてご予約ください。

富山県高志リハビリテーション病院の交換台につながりますので、
「高次脳機能障害支援センター」とお伝えください。　　　　　　

月曜日～金曜日（祝日は除きます）
午前9時～午後5時

TEL 076-438-2233

・地鉄ビル前から県リハビリセンター行地鉄バスが運行されています
　（所要時間30分）
・JR富山駅前からタクシーで25分
・JR富山駅乗車、東富山駅下車タクシーで約5分

受付時間
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センタ
ー長か

ら

ひと言

富山県高次脳機能障害支援センター
センター長　野村　忠雄

　皆さんは、「高
こう

次
じ

脳
のう

機
き

能
のう

障
しょう

害
がい

」という言葉を耳にされたことが

あるでしょうか？　脳卒中や交通事故などで脳にダメージを受け

た時、身体の状態が回復しても、物忘れがひどくなったり、集中

力がなく、すぐにイライラしたりと以前と異なることがあります。

　これらの症状は、外見や少し話をしたくらいでは分からないこ

とが多いため、ご本人やご家族をはじめとする周囲の方々が戸

惑ったり、誤解を招いたりしてしまうことがあるのです。このよ

うな症状を「高次脳機能障害」と呼びます。

　そんな高次脳機能障害の方の困りごとのお手伝いをするため

に、平成 19 年 1 月に開設されたのが、富山県高次脳機能障害支

援センターです。センターにご相談に来られた方のお話を聞くう

ちに私たちはこう考えました。

　まず、「高次脳機能障害」とは何か、どんな大変なことがある

のか、どう対応すればいいのか、こんな困りごとはどこに相談す

ればいいのかを知っていただくことが必要ではないか、と。

　そこで高次脳機能障害ガイドブック『これでわかるちゃ !! 高次

脳機能障害』を作成しました。是非、お読みいただき、有意義な

生活をいただくための参考にしていただければ幸いです。

　平成 27 年 2 月
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高次脳機能障害ってなあに？

　高次脳機能障害とは、交通事故や脳卒中などで

脳が損傷され、記憶力の低下や集中力の低下など、

脳の認知機能に障害が起こることです。

高次脳機能障害は外見からはとてもわかりづらく、

見えない障害といわれています。

そのため、周囲の理解を得にくく、ご本人や

ご家族の負担が大きくなることがあります。
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高次脳機能障害はどうして起こるの？

　脳梗塞、脳出血、くも膜下出血などで、脳

の血管が詰まったり、出血することで脳の機

能を損なうものです。

　交通事故や転落事故などの際に、頭に強い

衝撃が加わることで、脳が傷ついたり（脳挫

傷）、脳の神経線維が傷ついたり（びまん性

軸索損傷）するものです。

　脳炎などの感染症や、窒息や心停止などが

原因で脳に酸素がいかなくなる低酸素脳症、

一酸化炭素中毒などの中毒性疾患も後遺症と

して高次脳機能障害を生じることがあります。

脳血管障害

外傷性脳損傷

その他

高次脳機能障害となる原因には次のようなものがあります。
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高次脳機能障害の症状を教えて

　高次脳機能障害は、脳にダメージを受けた場所や大きさによって、

症状が異なります。

　次のような症状が見られたら、高次脳機能障害が疑われます。

これらの症状は、重複していることが多く、症状の重なり

方により障害のある人の状態は、一人ひとり異なります。

注意障害
　・物事に集中できない
　・ぼーっとしている

遂
すい

行
こう

機能障害
・自分で計画を立てられない
・順序を立てて物事をすす
　められない

社会的行動障害
・感情や行動を調節したり
　抑えたりすることができ
　ない

その他の障害
・言葉による意思疎通がで
　きない
・手足は動かせるのに、適
　切な動作がしにくい

記憶障害
・新しいことが覚えられない
・昔のことが思い出せない
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高次脳機能障害はどうやって
診断されるの？

　高次脳機能障害の診断は、次のような方法で確認します。表わ
れている症状が、病気や脳外傷によって引き起こされた脳の損傷
に関連（因果関係）するのかどうかを見極めます。

ご本人の高次脳機能障害の状況を理解している主治医や
脳神経外科医、神経内科医、リハビリテーション科医等が
診断を行っています。

問診や行動観察（ご本人およびご家族によって語られる症状の実態）

神経心理学的検査

画像検査・生理検査

　高次脳機能障害は、検査場面や入院生活では
問題がなくても、実際の生活や職場では様々な
問題がみられることがあります。
　そのため、事故や病気の経過、現在の生活状
況やどんな問題があるのかなど確認します。

　高次脳機能障害があるかどうか、あるなら程
度を調べるための検査です。いくつかの検査を
組み合わせて行い、その人の障害の特徴や重症
度がわかり、対策を考えることができます。

　頭部のCTやMRI、脳波の検査、脳の血流の流
れの検査などを行い、脳に病変がないか確認し
ます。
・X線CT（コンピュータ断層撮影）
・MRI（核磁気共鳴画像法）
・脳波
・SPECT（単一光子放射断層撮影）
・PET（ポジトロン断層法）
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　診断を正しく受けるために、次のようなことを確認して、ご本人・
ご家族からしっかりと医師に伝えましょう。

これまでに高次脳機能障害の原因となる病気や事故

にあったことがあるかどうか。

どのような症状で生活に困っているか。

　　次のような場合は高次脳機能障害には該当しません。

■病気や事故に合う前からある症状

■生まれつきの病気や、出産前後における脳損傷、発達障害、進行性の病気

　（認知症を含む）をお持ちの場合

正しい診断を受けるために

例えば

少し前のことでもすぐに
忘れてしまう。
一度に二つ以上のことを
しようとすると混乱する。
など

例えば

交通事故や
　　　脳卒中 など
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高次脳機能障害には
どんなリハビリテーションがあるの？

①認知リハビリテーション

②グループ訓練

③生活版ジョブコーチ

④生活・就労訓練

　障害された認知機能そのものの回復を促す方
法です。

　数人で集まり、認知機能の改善、障害認識の
向上、対人交流の促進を目的とした医学的リハ
ビリテーションです。

　自立した生活が送れるように、
実際の生活の場（家庭）に出向
き、専門的な技術や知識を活用し
て援助します。実際の生活で関わ
るご家族やヘルパーに適切な対応
方法について助言・指導を行いま
す。

　生活訓練や就労訓練が行える機
関で、安定した日常生活や就労生
活が送れるよう訓練を行います。
さまざまな機関が連絡を取り合
い、適切な訓練が行えるよう話し
合います。
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高次脳機能障害には
どう対応したらいいの？

高次脳機能障害ガイドブック

■今日の日付がわからない
■今、自分のいる場所がわからない
■自分のしたことを忘れてしまう
■一日の予定を覚えられない

◦メモ帳やカレンダー、タイマーなどを活用する
◦自分のしていることを確認するクセをつける
◦その日に起こったことを日記に書く
◦繰り返し行動し、体で覚えるようにする
◦信頼できる人に頼る

◦何か伝えるときには、短くして情報を伝える
◦言葉だけで説明するのではなく、視覚的（メモ書きなど）にも説明する
◦言葉に出したり、書いたりして返事してもらうように促す（習慣付け）
◦生活場面で、覚える必要があるもの（明日の約束）と、覚えなくてもよ  

いもの（三日前の朝ごはんの内容）を分けて考える
◦他の症状が重なっている可能性も考える（注意力が低下している、疲れ

ている）

　例えばこんな症状がある

　 本人へのアドバイス

　 周りの人へのアドバイス

記憶障害を持つ方への対応は
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■長時間一つのことに集中できない
■何かをするときうっかりミスが多い
■気が散りやすい
■一つのことをはじめると、夢中になって他
　のことに気づかない
■言われていることに興味を示さず、呼びかけに
　反応しないことがある

◦一度に多くの作業をしない
◦少しずつ作業時間を延ばす
◦注意事項は、目につく場所に書いておく
◦作業手順がわかるような手順表を貼っておく
◦五感を最大限に利用する（行動を声に出す、色分けして物を分別する）

◦テレビを消したり、人を少なくしたりと、集中しやすい環境をつくる
◦何か伝える前に、本人が自分の方を見ているか確認する
◦伝える内容は、単純明快に短くして伝える
◦話が正確に理解できているか頻回に確認する
◦一度にいくつもの作業をやらせないようにする
◦なるべく好きだったり、興味があったりしたのものを課題として与える
◦急がせない（十分時間を与えないと、かえって集中できなくなる）

　例えばこんな症状がある

　 本人へのアドバイス

　 周りの人へのアドバイス

注意障害を持つ方への対応は
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■自分で計画をたてられない
■間違いを指摘されると、指摘されたことは
　理解できるが、次に活かせない
■物事の優先順位をつけられない
■二つ以上の作業を同時に行うことが難しい

◦時間に余裕をもって計画を立てる
◦作業手順表などを活用する
◦頻繁に立ち止まり、そのつど確認する
◦周囲の人に質問する

◦一度に多くの指示を与えない
◦急に予定を変更しない、新しい指示を出さない
◦見通しのはっきりしない、あいまいな指示を出さない
◦こだわっていることを、頭ごなしに否定しない（否定するとますますこ

だわってしまい、うまくいかない）
◦いつ、どこで、誰が、何を、どのように、そしてその結果どのようにな

るのかといったことを、具体的に指示する

　例えばこんな症状がある

　 本人へのアドバイス

　 周りの人へのアドバイス

遂
す い

行
こ う

機能障害を持つ方への対応は
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◦その原因を探し、避けるようにする
◦何事も行動する前に１秒待つ練習をする
◦必ず第三者に聞いてから行動するようにする
◦イライラしたら深呼吸する、その場から立ち去る

◦言うことを最後まで聞く
◦本人のことを批判したり、否定したりしない
◦過去に怒ったり嫌がったりしたことを、繰り返さない
◦不適切な行動は指摘するが、責めたりはしない
◦発言や行動がどう思われるかを淡々と伝える
◦本人がリセットできるような合図を出す
◦不適切な行動は怒ったり叱ったりせず、冷静にはっきり指摘する
◦興奮している時には、席を外したり、話題を変えたりする

①欲求・感情コントロールの低下
　例えばこんな症状がある

　 本人へのアドバイス

　 周りの人へのアドバイス

社会的行動障害を持つ方への対応は

■じっとしていられない、何事も待てない
■無制限に食べる、無制限にお金を使う
■してはいけない行動とわかっていても、抑えることができない
■いつもイライラしている
■ちょっとしたことに腹を立てる
■一人では冷静になれない
■すぐ怒ったり、笑ったり、感情を爆発させる
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■自分からは何もしようとしない
■やる気がでない、ふさぎ込む
■考えや言葉が浮かばない
■前向きに物事を考えられない
■表情が固い

■ひとつのことにこだわって他のことができない
■いつまでも同じことを言ったり行ったりする
■周囲から静止されるまで行動をやめられない

◦するべき活動や仕事のチェックリストを作って、行動する練習をする

◦自分中心になっていないか考える
◦感情に振り回されないように、他者とのつながりを見直す

◦「なまけている」と言わない
◦「わかっているけどできない」ということを理解する
◦何事もなるべく始めるきっかけを与えてあげる
◦動作を無理強いしない（ますますやる気を削いでしまう）
◦何をがんばったらよいのかわからない人に、「がんばれ」と言わない

◦行為を急にやめるよう指示せず、行為の時間や行為自体の回数を短くする
◦こだわりのデメリットを伝える
◦別の行為を取り入れて、気持ちを切り替えられるようにする
◦本人と妥協点を探り、あらかじめルールを決めておく（約束を意識化さ

せるよう持ち歩く私物に表示する）

②意欲の低下・抑うつ
　例えばこんな症状がある

③固執性（こだわりが強い）
　例えばこんな症状がある

　 本人へのアドバイス

　 本人へのアドバイス

　 周りの人へのアドバイス

　 周りの人へのアドバイス
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■すぐ他人を頼る
■子供っぽくなる
■だらしない

■相手を思いやることができない
■よい人間関係が作れない
■場の雰囲気を読めない

◦年齢相応の行動を意識する
◦自分だけの時間を持つようにする

◦日常的に接する人に症状があることを伝え、察することが苦手であるこ
とをよく説明し、理解してもらえるようにする

◦不安に思っていることを察して、その原因をできるだけ
　取り除くようにする
◦実生活の中で、ふさわしい行動を伝える（例えば「お父さんらしさ」）
◦安心感を与えつつ、役割の意識づけを行う（例えば「見ていてあげるから

やってごらん」）

◦信頼関係のある人がさりげなく注意をうながす
◦周りの空気を代弁する
◦周囲の人の反応に気づいていない場合、さりげなく話題を変える

④依存・退行（幼児化）
　例えばこんな症状がある

⑤対人技能拙
せつ

劣
れつ

（コミュニケーション能力の低下）
　例えばこんな症状がある

　 本人へのアドバイス

　 本人へのアドバイス

　 周りの人へのアドバイス

　 周りの人へのアドバイス
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■常に眠い
■動きや反応が遅い
■長い時間座っていることができない

■病気をする前の自分と変わりないと思っている
■現状ではできないことをしようとする（車の運転、職場への復帰）
■何か問題があったとき、常に自分ではなく他人のせいにする

◦疲れたらこまめに休む習慣をつける
◦外の空気を吸いに行く
◦軽い運動（ストレッチなど）を行うようにする

◦他の高次脳機能障害者の方と同じ時間を過ごし、信頼できる第三者を作る
◦自分に何ができないかではなく、何ができるかをまず理解する

◦疲れたら少し横になって休むことをすすめる
◦課題や話題についていけているかどうか確認する
◦薬による影響かもしれない場合、専門家の指示を仰ぐ

◦無理やりに障害をわかってもらおうとしない（無理難題を与えない）
◦できないことを責めるのではなく、できることを褒める
◦高次脳機能障害による問題は共感してあげる

⑥易
い

疲労性（身体的にも精神的にも疲れやすい）
　例えばこんな症状がある

⑦病識欠如（自分自身の障害に気づかず、自分の障害について説明できない、現実感がない）
　例えばこんな症状がある

　 本人へのアドバイス

　 本人へのアドバイス

　 周りの人へのアドバイス

　 周りの人へのアドバイス
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■うまく話せない、思った言葉が出ない
■相手の話が理解できない
■文字を読んだり、書いたりすることができない

■道具がうまく使えない
　（歯ブラシと歯磨き粉を渡しても歯を磨くことができないなど）
■普段している動作でも、指示されるとできない

■目の前に見えているものが何かわからない
■電話で家族の声を聞いても誰かわからない

◦会話はゆっくり、はっきりと、具体的に話す
◦身振り、手振りを利用する
◦物や絵を見せる
◦話をさえぎったり、返事をせかしたりしない

◦使う道具の数を減らす
◦簡単に使えるようにする
◦順番、動作を図で示したり、矢印、色など用いて関係づける

◦見て理解ができない場合は、触れてみたり、音を聞くなど、
　他の感覚を使用するよう伝える
◦聞いて理解できない場合は、筆談や身振り、手振りなどの工夫をする

①失語症（言葉による意思疎通が困難になる）
　例えばこんな症状がある

②失行症（手足は動かせるのに、適切な動作がしにくくなる）
　例えばこんな症状がある

③失認症（見ているもの、聞いているもの、触っているものが分からなくなる）
　例えばこんな症状がある

　 関わり方のポイント

　 関わり方のポイント

　 関わり方のポイント

その他の障害を持つ方への対応は
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■食事の時、左半分のおかずに気付かず残す
■移動中に左側にあるものにぶつかりやすい

■よく知っている場所で道に迷ってしまう
■場所や方向など、位置関係がわからない
■目的地にたどりつけない

◦食卓では全体を見渡す習慣をつける
◦無視側は見落としやすい（注意が向きにくい）
　ことを繰り返し伝え、自覚するよう促す

◦一人で行動できる範囲を自覚してもらうこと
◦道に迷ったときの対処法を話し合っておく
◦連絡先を書いたカードや携帯電話等を身につけておくこと
◦自宅内では、主だった場所に、目印を設置する

④半側空間無視
　（自分の前の空間の半分に注意が向けにくく、対象を見落とす：左側の人が多い）
　例えばこんな症状がある

⑤地誌的障害（場所がわからない）
　例えばこんな症状がある

　 関わり方のポイント

　 関わり方のポイント
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子どもの高次脳機能障害を
知っていますか？

交通事故や
転落などによる
脳外傷原

因
は
？

原
因
は
？

症
状
は
？

症
状
は
？

記憶障害

遂行機能障害

注意障害

社会的行動障害

溺水など
による
低酸素脳症

急性脳炎の
後遺症

もやもや病
などの
脳血管障害

◎同じことを何度も尋ねる
◎忘れ物が多い
◎今日の予定を覚えて
　いない
◎思い違いが多い

◎指示しないと行動できない
◎順序を立てて物事をすす
められない
◎動作の手順がわからない
◎同じ行動ばかりする

◎勉強に集中できない
◎注意が逸れやすい
◎落ち着きがない
◎声をかけても
　気がつかない

◎ボーっとしている
◎幼稚な行動をとる
◎すぐキレる
◎言いだしたらきかない

社会的行動障害

　脳に損傷を受けた後遺障害の一つに、高次脳機能障害が起きるこ

とがあります。

　その症状の影響で日常生活や学校生活に支障をきたすことがあり

ます。
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高次脳機能障害ガイドブック

家 庭

病 院

家 庭

病 院

高次脳機能障害
支援センターが
　　　　支援します

学 校学 校

・早期発見、早期対応が大切です。病院または高次脳機能障害支援

センターにご相談ください。

・病院での診断・評価および日常生活、学校生活での様子などから

現在の状態を把握し、家庭、病院、学校と協力して今後の対応を

考えます。

・子どもの症状は発達に伴って変化することがあります。経過を見

ながら、長期的な支援をすすめることが必要です。

・子どものケアは親自身が心身ともに健康でないとできないことで

す。無理をしすぎないようにしっかりと身体を休めて、ストレス

を貯めないようにすることが大切です。がんばりすぎに注意しま

しょう。
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高次脳機能障害支援センターが
ご相談に応じます！

　高次脳機能障害によって、将来に不安を感じながら暮らしている
方は数多くいます。苦しみや不安を一人で抱え込まず、悩みを共有
し支えあおうと家族会は活動しています。
　同じような立場の者どうし、気持ちが分かり合えるというだけで、
心が楽になります。対応に困っていることなど、みんなで話し合い
ましょう。

脳外傷友の会「高志」では様々な活動を行っています。
・家族教室　　　　　　・ピアサポート　　　　・高次脳機能障害講演会
・パイロットウォーク（他脳障害者との交流）　　　　・カルチャー教室
・総会　　　　　　　　・バーベキュー　　　　　　　・バス旅行

ピアサポートとは
　同じような悩み、環境などに苦しむ方が対等な仲間として支えあうことをいい
ます。高次脳機能障害は外から見えにくく、周囲の理解も得にくいために、ご本
人やご家族がお困りになることが多い障害です。だからこそ、同じような経験を
お持ちの方同志が支えあう場が必要です。秘密は守られます。是非一度お尋ねく
ださい。ピアサポートは当センターと家族会とが協力して行っています。受付は
当センターへ。

家族会に話してみませんか？

本 人
・
家 族

相 談 窓 口
支援コーディネー

ターがご本人や家

族から、経緯や現

在の状態、生活環

境、ご要望などを

うかがいます。

協力医療機関

支援計画作成

医学的支援
生 活 支 援 就　学

・
就労支援

社 会 参 加

協力医療機関 医学的支援 生 活 支 援 就学・就労支援 社 会 参 加

画像診断（　  ）

神経心理学的検査
医学的診断や評価の
結果をもとに医師が
ご本人の状態を
ご説明します。

個別リハビリ

集団認知リハビリ

心理的支援 社会性や
生活機能向上の
ため支援を行い
ます。

障害の理解、
情報交換や交流の場
として家族教室を
開催します。

就学・復学、
就労・復職の
支援を行います。

職場

学校

家庭・地域
安心して暮らせる
ように、経過を伺い
ながら支援を継続
します。

MRI
CT等
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高次脳機能障害ガイドブック

　高次脳機能障害支援センターでは、高次脳機能障害の方々が安心

して生活できるように、様々な支援を行っています。

　  
家族会

に参加している人の感想

自分と同じ経験をした
人がいて安堵しました。

自分の置かれている状
況が少しずつ整理でき
ました。

利用できる制度などが
知ることができて助か
りました。

高次脳機能障害がどう
いうものかわかってき
ました。

下記までお気軽にお問い合わせください。

窓口 　　脳外傷友の会「高志」　TEL 0766-91-0497
　　　　〒935-0035　氷見市上田子796　　山　加代子  宅

本 人
・
家 族

相 談 窓 口
支援コーディネー

ターがご本人や家

族から、経緯や現

在の状態、生活環

境、ご要望などを

うかがいます。

協力医療機関

支援計画作成

医学的支援
生 活 支 援 就　学

・
就労支援

社 会 参 加

協力医療機関 医学的支援 生 活 支 援 就学・就労支援 社 会 参 加

画像診断（　  ）

神経心理学的検査
医学的診断や評価の
結果をもとに医師が
ご本人の状態を
ご説明します。

個別リハビリ

集団認知リハビリ

心理的支援 社会性や
生活機能向上の
ため支援を行い
ます。

障害の理解、
情報交換や交流の場
として家族教室を
開催します。

就学・復学、
就労・復職の
支援を行います。

職場

学校

家庭・地域
安心して暮らせる
ように、経過を伺い
ながら支援を継続
します。

MRI
CT等

　高次脳機能障害がありながらも、今ある検査で異常が見つからず、苦しんでい
る方々がいます。ご相談に応じますので、お気軽にご連絡ください。
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いろいろな制度を活用しよう

　高次脳機能障害者の生活を支えるために、様々な制度やサービス

があります。利用要件については制度やサービスごとに異なります

ので、興味があるものは窓口に問い合わせてみましょう。

障害者手帳について

医療費にお困りの方へ

 内容 

　障害者手帳とは、各種の福祉サービスを受けるために、障害があることを証明
するものです。日本には、身体障害者手帳（身体に障害をお持ちの方）、療育手
帳（知的な障害をお持ちの方）、精神障害者保健福祉手帳（精神の障害をお持ち
の方）の３種類があり、高次脳機能障害の方は、精神障害者保健福祉手帳の対象
となります。
　障害の等級に応じて利用できるサービスが異なります。
 利用できる人 

　高次脳機能障害など精神障害をお持ちで、初めて病院を受診した日から６ヵ月
以上経過している方。
 利用方法 

　申請書、診断書、顔写真などが必要となります。病院の医師やソーシャルワー
カーにご相談ください。
 窓口 

　各市町村の福祉担当課　　地域指定の機関

①自立支援医療（精神障害者通院医療費助成）

内容 

　外来への通院、投薬、訪問看護などについて、健康保険の自己負担金の一部を
公的に支援する制度です。
利用できる人 

　何らかの精神疾患により、通院による治療を続ける必要がある程度の状態の方。
利用方法

　申請書、診断書などが必要となります。医療費の軽減が受けられる機関が決め
られていますので、医療機関や精神保健福祉センター等にお問い合わせください。
窓口

　各市町村の福祉担当課　　地域指定の機関
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高次脳機能障害ガイドブック

生活費にお困りの方へ
①傷病手当金

内容 

　会社等で仕事をしている方が、病気やケガのため仕事を休まなければならなく
なり、給料をもらえなくなった場合、健康保険から給与の一部の金額が支給され
ます。
利用できる人 

　病気やケガにより仕事を休んでいて、給料の支払いを受けていない方で、仕事
をすることができない状況であると医師から診断された方。
利用方法

　事業主と医療機関の証明が必要になります。窓口にお問い合わせください。
窓口

　勤めている会社の庶務課等　　加入している健康保険の窓口

②失業給付（雇用保険の基本手当）

内容 

　失業した場合に、一定期間の所得保障を行うことによって、労働者の生活を保
障する制度です。
利用できる人 

　雇用保険の加入期間など、一定の受給要件を満たす必要があります。詳細は窓
口にお問い合わせください。
利用方法

　退職後に会社から送付される離職票を窓口に提出します。妊娠、出産、育児、
ケガ、病気などですぐに働けない場合には、受給期間の延長届を行うことによっ
て、後に給付を受けることができます。また、障害者は給付日数が延長されます。
窓口

　ハローワーク（公共職業安定所）

③様々な手当
内容 

　介護手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当、特別障害者手当など、障害の
程度などにより、本人や家族に手当が支給される制度があります。詳細は窓口に
お問い合わせください。
窓口

　各市町村の福祉担当課
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④障害年金
内容 

　何らかの病気や事故によって、一定の障害の状態になった方に対して年金が支
給される制度です。
利用できる人 

　原則20歳以上の障害者で、公的年金（国民年金・厚生年金・共済年金）に加
入中の障害で、受給要件を満たしている方。
利用方法

　受給要件を満たしているかを確認する必要があります。病院のソーシャルワー
カーや窓口にお問い合わせください。
窓口

　加入中の年金窓口　　街角の年金相談センター

⑤医療費控除
内容 

　生計を一にする家族の医療費が、1月から12月の1年間で10万円を超える場合
には、確定申告を行うと、所得税の控除を受けることができます。
利用方法

　医療費として認められるものと認められないものがあります。窓口にお問い合
わせください。
窓口

　住所地を管轄する税務署

⑥保険料の免除制度
内容 

　国民年金には、一定の要件に該当すれば保険料の納付が免除されます。収入の
減少や失業等により保険料を納めることが経済的に難しいとき手続をとることが
できます。詳しくは窓口にお問い合わせください。
窓口

　各市町村の保険年金担当課
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高次脳機能障害ガイドブック

日常生活にお困りの方へ

就労にお困りの方へ

①障害者総合支援法
内容 

　生活や就労のための支援など、一人ひとりに応じた様々なサービスが利用でき
ます。
利用できる人 

　身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児、難病患者
利用方法

　サービスの内容により、手続きの方法が異なります。窓口にお問い合わせくだ
さい。
窓口

　各市町村の福祉担当課　　各地域の相談支援事業所

②介護保険
内容 

　要介護度に応じて、1割の自己負担で介護（予防）サービス等が利用できます。
利用できる人 

　65歳以上の者（第1号被保険者）、又は40歳以上65歳未満で医療保険に加入し
ている者で、特定疾病がある者（第2号被保険者）。
利用方法

　要介護認定を受ける必要があります。窓口にお問い合わせください。
窓口

　地域包括支援センター　　各市町村の介護保険担当課

　復職に自信がない場合や、就労先が見つからない場合など、就労についての相
談や訓練を行う機関があります。詳細は各機関にお問い合わせください。

①地域障害者職業センター
　ハローワーク（公共職業安定所）と連携しながら、職業相談から就職支援・職
場適応まで一貫した職業リハビリテーションを行う機関です。

②障害者就業・生活支援センター
　「就職がなかなかできない」、「採用されてもすぐに辞めてしまう」、「仕事
を教えてほしい」などの悩みを持つ障害者の方への相談・支援を行う機関です。
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そ　の　他
①成年後見制度

内容 

　判断能力の不十分な方を、法律面や生活面で保護したり支援したりする制度で
す。判断能力が不十分になってから利用する「法定後見制度」と、判断能力が不
十分になる前から利用する「任意後見制度」があります。
利用できる人 

　判断能力の不十分な成年者（認知症高齢者、知的障害者、精神障害者）又は判
断能力が不十分になる前の成年者（判断能力が不十分になった時に備える）
利用方法

　窓口で相談し、申立てを行います。ご本人の判断能力について、鑑定が行われ
ることがあります。
窓口

　家庭裁判所　　地域包括支援センター　　

②日常生活自立支援事業
内容 

　判断能力が不十分な方が地域において自立した生活が送れるよう、利用者との
契約に基づき、福祉サービスの利用援助、金銭管理等を行います。
利用できる人 

　判断能力が不十分な方（認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等）で、本事
業の契約の内容について判断し得る能力を有していると認められる者。
利用方法

　契約までには専門員が何度かご本人の居場所を訪問し、サービス内容を本人と
相談するなどして契約能力の有無が判断されます。
窓口

　市町村社会福祉協議会

③法律相談
内容 

　難しい契約の手続きや、遺産や離婚など、法的な手続きを自分でするのが難し
い場合がありますが、弁護士に相談するのは一般的に結構な費用がかかります。
費用があまりなくても、弁護士に相談に乗ってもらえる仕組みがあります。詳し
くは窓口にご確認ください。
窓口

　弁護士会　　法テラス　　各市町村
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高次脳機能障害ガイドブック

よくある質問　　＆　

　「治る」という言い方はできませんが、軽いものであれば、病気をする
前と同じ状態にまで近づくことができることもあります。治らないもので
も、環境を整え、社会生活を積み重ねていくなかで症状が軽くなることが
あります。

　発達障害にも、注意力の低下やコミュニケーションの困難など、高次脳
機能障害と同じ部分があります。原則として、高次脳機能障害は後天性で
（脳損傷の経験がある）、発達障害は先天性（もって生まれた特性）です。
病気やケガで脳を損傷した年齢によっては、判別が難しい場合があります。

　認知症は進行性のものが多く、リハビリに期待できるのは脳機能を維持
していくことです。高次脳機能障害は、リハビリテーションによる脳機能
の改善が見込めます。また、高次脳機能障害の人には記憶障害がない場合
もあります。非常に高齢である場合で、脳の損傷が認められる場合、判別
が難しい場合があります。

　脳損傷後の認知機能低下の回復は年単位と言われています。筋力トレー
ニングのように、やればやるほど筋力がアップするというようにはいきま
せん。脳が損傷することで、脳は疲れやすくなっています。それに気づか
ず訓練ばかりすると、かえって逆効果になることも考えられます。自分に
合った訓練と休息が大切です。

　良くなることはあっても、悪くなることはありません。「悪くなった」
と感じるようであれば、何かしらの原因が考えられます。誰しも調子が悪
い日があるように、「悪くなった」と感じた日が調子の悪かった日かもし
れませんし、前日に辛い出来事があったのかもしれません。症状によって
は、環境が変わることで（例えば転居、職場の配置換えなど）、環境に対
応できず「悪くなった」と感じることもあります。また、何か別の病気が

高次脳機能障害は治るの

高次脳機能障害と発達障害はどう違うの

高次脳機能障害と認知症はどう違うの

訓練すればするほど症状は良くなるの

高次脳機能障害は悪化するの
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　障害者手帳の対象になります。現在、日本には身体障害者手帳、療育手
帳、精神障害者保健福祉手帳の３種類の障害者手帳が存在し、高次脳機能
障害の方は「精神障害者保健福祉手帳」の対象となります。

　障害の程度によっては年金支給の対象となります。障害年金をもらうた
めには、受給要件を満たす必要がありますので、詳しくは高次脳機能障害
支援センターや年金事務所、病院のソーシャルワーカー等にご相談ください。

　もちろん働くことはできます。ただし、職場の理解や、自分の能力に
あった仕事を選ぶことが大切です。働きたい気持ちは大切ですが、働くた
めには何をしなければならないのか。まず、そのことを考えることが大切
です。就労支援機関等で相談することができます。

　運転については道路交通法上に従って可否が決まります。脳損傷後に起
こす可能性がある「てんかん」については、条件が決められていますが、
「高次脳機能障害だから運転してはいけない」という決まりはありませ
ん。高次脳機能障害者の場合、身体機能に問題が少ない方が多く、操作自
体に困ることは少ないです。問題なのは、運転に必要な注意力や判断力で

　退院後は、病院ではうまくできていたことが、一人では難しくなり、生
活のリズムが乱れることがあります。まずは、日中の活動性を高めた規
則正しい生活を送るようにすることが大切です。趣味などを持ち活動する
と、それ自体が生活のリズムにつながりやすくなります。また、生活訓練
や職業訓練などの福祉サービスを利用することもできます。病院のスタッ
フから、日常生活の注意事項などしっかりと確認しておきましょう。

起きていることも考えられます。「悪くなった」と感じた日の直近で、な
にかしら出来事がなかったか確認することが大切です。

高次脳機能障害は障害者手帳の対象になるの

高次脳機能障害になると障害年金はもらえるの

高次脳機能障害になっても働けるの

高次脳機能障害だと車の運転はしていけないの

もうすぐ病院を退院しますが、今後どう過ごしたらよいか不安です。
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　どちらかが良いと決まっているわけではありません。あくまでも子ども
の症状に合わせて、家族と学校とで相談しながら選ぶ必要があります。日
ごと・時間ごとに自由が効くような体制が必要かもしれません。

　高次脳機能障害でも甘えや我がままであっても、子どもと約束を取り決
めて、少しずつ課題をやり遂げられるような工夫が大切です。成功した充
実感を味合わせ、少しずつステップアップしていけるようにしましょう。
頑張りすぎずに少しずつ対応し、親も助けを求める方法を習得することが
大切です。

　高次脳機能障害の原因となった疾患によって異なりますので、主治医と
よく相談する必要があります。基本的には脳を損傷しているわけですか
ら、武道の授業や部活は避けるのが安全と言えます。すべての運動が禁止
というわけではありませんので、注意事項をよく確認し、学校の先生方に
理解してもらうことも必要です。

　高次脳機能障害支援センターにいつでもご相談ください。センターで対
応できない内容の場合は、専門の機関をご紹介いたします。また、家族会
もあります。同じように悩み苦しむ方が、仲間として支えあえるようピア
サポートも行っています。一人で悩みを抱え込まずに、お気軽にご相談く
ださい。

す。歩行者やスピード、標識、対向車など、運転には複数の注意力と瞬時
の判断が求められます。そのため、専門の機関で認知機能や運転シミュ
レータでの評価、教習所での運転適性検査、実車テストなどを行い判断し
てもらうことが大切です。車の運転には大きな社会的責任が伴いますの
で、家族も含め慎重に検討することをお勧めします。

子どもの進学について、通常級と支援級のどちらがいいの

子どもの場合、甘えや我がままと区別がわからず疲れてしまいます。

学校で体育や運動の部活をしてもいいの

家族が悩みや不安を相談する場所はあるの
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おわりに

高次脳機能障害は、何年もかけてゆるやかに変化していきます。

回復の状況によっては、再び職業生活に挑戦することも出来ます。

人それぞれ違う障害の特徴を、周囲が理解しサポートすることが

大切です。

思いがけない病気や事故による障害のため、ご本人やご家族が、

以前との違いを理解し受け止めるのに時間がかかります。

「できない」ことより「できる」ことを見つけよう

あせらずゆっくり、生活の中でリハビリを

一人で抱え込まず、相談しよう
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利用できる施設一覧

医療機関

　高次脳機能障害の方が利用できる関係機関としてアンケート調
査を行い、掲載の承諾が得られた機関・施設の一覧です。利用を
希望される場合は、事前に各機関・施設にお問い合わせください。
　また、どこに相談したらよいかわからない場合は、当センター
までご連絡ください。適切な機関・施設をご紹介いたします。

詳しくは各機関・各施設におたずねください

機　関　名 所　在　地 TEL

富山県高志リハビリテーション病院 931-8517 富山市下飯野36 076-438-2233
富山県立中央病院 930-8550 富山市西長江2-2-78 076-424-1531
富山市立富山市民病院 939-8511 富山市今泉北部町2-1 076-422-1112
佐々木病院 939-8073 富山市大町1 076-425-2111
三輪病院 939-8183 富山市小中291 076-428-1234
富山赤十字病院 930-0859 富山市牛島本町2-1-58 076-433-2222
富山中央診療所 939-8212 富山市掛尾500 076-495-2164
いわたメンタルクリニック 930-0891 富山市石坂新字平均886-3 076-439-6660
富山大学附属病院 930-0194 富山市杉谷2630 076-434-7798
不二越病院 930-0964 富山市東石金町11-65 076-424-2881
富山県済生会富山病院 931-8442 富山市楠木33ｰ1 076-437-1111
高岡市民病院 933-8550 高岡市宝町4番1号 0766-23-0204
厚生連高岡病院 933-8555 高岡市永楽町5-10 0766-21-8930
高岡みなみ病院 933-0000 高岡市戸出町3-14-24 0766-63-1113
医療法人社団信和会　魚津神経サナトリウム 937-0017 魚津市江口1784-1 0765-22-3486
厚生連滑川病院 936-0027 滑川市常盤町119 076-475-1000
黒部市民病院 938-0031 黒部市三日市1108番地1 0765-54-2211
市立砺波総合病院 939-1395 砺波市新富町1-61 0763-32-3320
砺波誠友病院 939-1303 砺波市大窪17-1 0763-33-7766
医療法人社団三医会　となみ三輪病院 939-1431 砺波市頼成605 0763-37-1000
小矢部大家病院 932-0825 小矢部市島321 0766-67-2002
公立学校共済組合　北陸中央病院 932-0813 小矢部市野寺123 0766-67-1150
南砺市民病院 932-0211 南砺市井波938 0763-82-1475
医療法人社団良俊会　ふくの若葉病院 939-1600 南砺市苗島367 0763-23-1011
かみいち総合病院 930-0353 中新川郡上市町法音寺51 076-472-1212
あさひ総合病院 939-0741 下新川郡朝日町泊477 0765-83-1160
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詳しくは各機関・各施設におたずねください

教育機関

相談機関

機　関　名 所　在　地 TEL

富山市教育委員会 930-8510 富山市新桜町7番38号 076-443-2135
高岡市教育委員会 933-8601 高岡市広小路7-50 0766-20-1451
魚津市教育委員会 937-0066 魚津市北鬼江313-2 0765-23-1044
氷見市教育委員会 935-0016 氷見市本町4-9（教育文化センター） 0766-74-8213
滑川市教育委員会 936-8601 滑川市寺家町104 076-475-2111
黒部市教育委員会 938-0292 黒部市宇奈月町内山3353 0765-54-2111
砺波市教育委員会 932-0393 砺波市庄川町青島401 0763-82-1903
小矢部市教育委員会 932-8611 小矢部市本町1-1 0766-67-1760
南砺市教育委員会 932-0292 南砺市井波520 0763-23-2012
射水市教育委員会 933-0292 射水市加茂中部893 0766-59-8090
舟橋村教育委員会 930-0295 中新川郡舟橋村仏生寺55 076-464-1121
上市町教育委員会 930-0393 中新川郡上市町法音寺1 076-472-1111
立山町教育委員会 930-0292 中新川郡立山町前沢2440 076-462-9981

入善町教育委員会 939-0693 下新川郡入善町入膳3255番地 0765-72-1100
朝日町教育委員会 939-0793 下新川郡朝日町道下1133番地 0765-83-1100
富山県総合教育センター 930-0866 富山市高田525 076-444-6351

主な対応内容 機　関　名 所　在　地 TEL

心と身体の健康
相談など

新川厚生センター 938-0025 黒部市堀切新343 0765-52-2647

新川厚生センター 魚津支所 937-0805 魚津市本江1397 0765-24-0359

中部厚生センター 930-0355 中新川郡上市町横法音寺40 076-472-0637

高岡厚生センター 933-0806 高岡市赤祖父211 0766-26-8415

高岡厚生センター 射水支所 939-0351 射水市戸破1875-1  0766-56-2666

高岡厚生センター 氷見支所 935-0021 氷見市幸町34-9 0766-74-1780

砺波厚生センター 939-1506 南砺市高儀147 0763-22-3512

砺波厚生センター 小矢部支所 932-0833 小矢部市綾子260-1 0766-67-1070

富山市中央保健福祉センター 930-0065 富山市星井町２丁目7-30 076-422-1172

富山市北保健福祉センター 931-8353 富山市岩瀬文化町23-2 076-426-0050

高岡市保健センター 933-0045 高岡市本丸町7-25 0766-20-1348

砺波市健康センター 939-1395 砺波市新富町1-61 0763-32-7062

立山町保健センター 930-0221 中新川郡立山町前沢1169
（立山町元気交流ステーション３階）076-463-0618

入善町健康交流プラザ　
サンウェル内保健センター 939-0642 入善町上野2793-1 0765-72-0343

朝日町保健センター 939-0746 朝日町荒川262-1 0765-83-3309
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詳しくは各機関・各施設におたずねください

主な対応内容 機　関　名 所　在　地 TEL

福祉制度など

高岡市役所社会福祉課 933-8601 高岡市広小路7-50 0766-20-1369

滑川市役所福祉課 936-8601 滑川市寺家町104 076-475-2111

黒部市役所福祉課 938-8555 黒部市三日市725 0765-54-2111

砺波市役所社会福祉課 939-1398 砺波市栄町7-3 0763-33-1111

小矢部市役所健康福祉課（小矢
部市総合保健福祉センター） 932-0821 小矢部市鷲島15 0766-67-8606

射水市役所社会福祉課 934-8555 射水市本町2-10-30 0766-82-1951

舟橋村役場生活環境課 930-0295 中新川郡舟橋村佛生寺55 076-464-1121

上市町役場福祉課 930-0393 中新川郡上市町法音寺1 076-472-1111

立山町役場健康福祉課 930-0292 中新川郡立山町前沢1169
（立山町元気交流ステーション3階） 076-462-9957

朝日町役場健康課 939-0793 下新川郡朝日町道下1133 0765-83-3309

児童に関すること
富山県富山児童相談所 930-0964 富山市東石金町4-52 076-423-4000

富山県高岡児童相談所 933-0045 高岡市本丸町12-12 0766-21-2124

女性の困りごと 富山県女性相談センター 939-2705 富山市婦中町宮ヶ島90-2 076-465-6722

高齢者の困りごと 富山県高齢者総合相談センター 930-0094 富山市安住町5-21 076-432-6157

権利擁護
高岡地区地域福祉権利擁護センター 933-0866 高岡市清水町1-7-30 0766-23-2917

砺波地区地域福祉権利擁護センター 939-1386 砺波市幸町8-17 0763-32-0294

家族サポート

脳外傷友の会「高志」 935-0035 氷見市上田子796 0766-91-0497

常願寺病院家族会橋の会 939-3552 富山市水橋肘崎438　常願寺病院内 076-478-1191

富山県精神保健ボランティア懇
話会 930-0087 富山市五福474-2

（社）富山県精神保健福祉協会内 076-433-0383

年金について

街角の年金相談センター富山 930-0858 富山市稲荷元町2-11-1　
アピアショッピングセンター2階 来訪の相談のみ

日本年金機構　富山年金事務所 930-8571 富山市牛島新町7-1 076-441-3926

日本年金機構　高岡年金事務所 933-8585 高岡市中川園町11-20 0766-21-4182

日本年金機構　魚津年金事務所 937-8503 魚津市本江1683-7 0765-24-1252

成年後見など

日本司法支援センター富山地方
事務所（法テラス富山） 930-0076 富山県富山市長柄町3-4-1　

富山県弁護士会館1階 050-3383-5480

日本司法支援センター魚津地域
事務所（法テラス魚津） 937-0067 富山県魚津市釈迦堂1-12-18　

魚津商工会議所ビル5階 050-3383-0030

登記・訴訟など 富山県司法書士会総合相談センター 930-0008 富山県富山市神通本町1-3-16　
エスポワール神通3階 076-431-9332

交通事後相談 独立行政法人　自動車事故対策
機構 939-2708 富山県富山市婦中町本郷1-5　

富山県トラック会館1Ｆ 076-421-1631

介護保険など
（お住いの校区
ごとに担当が決
まっています）

広田地域包括支援センター 930-0821 富山市飯野1-2 076-411-0231

堀川・光陽地域包括支援センター 939-8281 富山市今泉西部町1番地3 076-493-9111

藤ノ木・山室中部地域包括支援センター 939-8025 富山市大島3丁目147番地 076-492-3146

堀川南地域包括支援センター 939-8045 富山市本郷町262-14 076-411-7373

大久保・船峅地域包括支援センター 939-2251 富山市下大久保1530-１ 076-468-8180

針原地域包括支援センター 931-8435 富山市小西170 076-451-1200
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詳しくは各機関・各施設におたずねください

主な対応内容 機　関　名 所　在　地 TEL

介護保険など
（お住いの校区
ごとに担当が決
まっています）

柳町・清水町地域包括支援センター 930-0036 富山市清水町2丁目6-23 076-492-6611

岩瀬・萩浦地域包括支援センター 931-8336 富山市高畠町1丁目10番地 076-438-8483

和合地域包括支援センター 930-2233 富山市布目1966番地1 076-435-0524

新庄地域包括支援センター 930-0992 富山市向新庄町4丁目14-48 076-451-8014

八尾南地域包括支援センター 939-2406 富山市八尾町乗嶺546 076-454-5506

高陵・下関地域包括支援センター 933-0874 高岡市京田490 0766-26-7062

戸出・中田地域包括支援センター 939-1131 高岡市醍醐1257 0766-62-1777

守山・二上・能町地域包括支援センター 933-0981 高岡市二上町1004 0766-25-0809

魚津市地域包括支援センター 937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 0765-23-1294

氷見市地域包括支援センター 935-0011 氷見市中央町12番21号 0766-74-8067

砺波市地域包括支援センター 939-1398 砺波市栄町7-3 0763-33-1111

南砺市地域包括支援センター 939-1898 南砺市蛇喰1009 0763-23-2034

射水市小杉・下地区地域包括支援センター 939-0302 射水市大江333番地１ 0766-55-8217

射水市大門・大島地区地域包括支援センター 939-0241 射水市中村20番地 0766-52-0800

立山町地域包括支援センター 930-0292 中新川郡立山町前沢1169
（立山町元気交流ステーション３階）076-462-9088

朝日町地域包括支援センター 939-0741 下新川郡朝日町泊555 0765-83-0303

生活・就労など

富山障害者就業・生活支援センター 939-2298 富山市坂本3110　セーナー苑内 076-467-5093

恵風会相談支援事業所あざみ 930-2102 富山市山田宿坊１番地８ 076-457-2301

富山市恵光学園 930-0891 富山市石坂新950番地1 076-431-5858

相談支援センターみらい 939-2306 富山市八尾町井田508-1 076-455-8020

相談支援事業所ちむぐりさ 939-2741 富山市婦中町中名903番地40 076-466-2285

高岡障害者就業・生活支援センター 939-0633 高岡市博労本町4-1　
高岡ふれあい福祉センター2階 0766-26-4566

障がい者相談支援センター
かたかご 933-0935 高岡市博労本町4-1　

高岡市ふれあい福祉センター別館 0766-26-0808

ふきのとう相談支援事業部 933-0916 高岡市大町7-18 0766-30-2685

あしつきふれあいの郷 933-0935 高岡市博労本町4番１号 0766-29-3335

医療法人社団信和会　障害者社
会復帰センターあゆみの郷 937-0016 魚津市立石205-2 0765-23-0009

氷見市障害者福祉センター我家 935-0021 氷見市幸町34番13号 0766-74-0334

地域活動支援センターとなみ野 939-1375 砺波市中央町10-5 0763-23-6540

砺波障害者就業・生活支援センター 939-1386
砺波市幸町1－7　
富山県砺波総合庁舎１階　
障害者サポートセンターきらり内

0763-33-1552

相談支援センターあい 939-1531 南砺市院林82番地１ 0763-22-3535

あいネットいみず 933-0252 射水市七美727番地 0766-86-1126

社会福祉法人新川会　地域生活相談室 930-0362 中新川郡上市町稗田字七郎谷１番32 076-472-1118



34

高次脳機能障害ガイドブック

詳しくは各機関・各施設におたずねください

就労支援機関

福祉・介護施設

機　関　名 所　在　地 TEL

富山公共職業安定所（ハローワーク富山） 930-0857 富山市奥田新町45 076-435-9966
高岡公共職業安定所（ハローワーク高岡） 933-0902 高岡市向野町3-43-4 0766-21-1515

魚津公共職業安定所（ハローワーク魚津） 937-0801 魚津市新金屋1-12-31  
魚津合同庁舎1階 0765-24-0365

氷見公共職業安定所（ハローワーク氷見） 935-0023 氷見市朝日丘9-17 0766-74-0445
滑川公共職業安定所（ハローワーク滑川） 936-0024 滑川市辰野11-6 076-475-0324
砺波公共職業安定所（ハローワーク砺波） 939-1363 砺波市太郎丸1-2-5 0763-32-2914
砺波公共職業安定所　
小矢部出張所（ハローワーク小矢部） 932-8508 小矢部市綾子5185 0766-67-0310

独立行政法人高齢障害求職者雇用支援機構
富山障害者職業センター 930-0004

富山市桜橋通り1-18　
北日本桜橋ビル（旧住友生
命富山ビル）７階

076-413-5515

地域 施　設　名 所　在　地 TEL

富

山

市

ニチイケアセンター安養坊 930-0881 富山市安養坊256-1 076-439-6566

㈱PERSON'S　就労継続支援Ａ型　いずみ 930-0077 富山市磯部町三丁目3番26号 076-464-5789

デイサービス花みずき 930-0012 富山市稲荷町4-3-16 076-444-5353

ヘルパーステーション花みずき 930-0012 富山市稲荷町4-3-16 076-444-5353

多機能事業所あゆみの郷 939-2231 富山市稲代1037 076-467-4481

誠や　デイサービス 939-8033 富山市横内（新横内町）16-7 076-482-5971

ワン・ファーム・ランド 939-2216 富山市横樋８番地 076-468-4002

在宅介護あおい 930-0817 富山市下奥井一丁目4番2号 076-482-4917

ヘルパーステーションわかな 930-0804 富山市下新町33-14 076-442-2808

介護予防メディカルケア城南店 939-8201 富山市花園町三丁目8番3号 076-791-7305

ケアサポート・まき 930-0142 富山市吉作4704番地の２ 076-434-8511

デイサービスセンターほほえみ 930-0058 富山市古鍛冶町2番27号 076-422-2517

ジョブスクールさくらだに 930-0887 富山市五福2区5385-1　林ビル1Ｆ 076-433-2005

新庄ヒルズデイサービスセンター 930-0916 富山市向新庄町四丁目14番634 076-451-8016

富山生きる場センター 939-8075 富山市今泉312 076-491-3385

富山市社会福祉協議会　ホームヘルプ富山 939-8640 富山市今泉83-１ 076-422-3400

ワークス・さるびあ 939-2223 富山市笹津37 076-468-4355

障害者支援施設　あざみ園 930-2102 富山市山田宿坊1-8 076-457-2301

どんぐり工房 930-2102 富山市山田宿坊1-8 076-457-2301

一休庵デイサービスセンター 930-2243 富山市四方1133番地１ 076-435-6888

富山地域福祉事業所デイサービスぽぴー 930-0875 富山市寺町けや木台71番地 076-444-8633

グループハウスまめな家デイサービス 930-0901 富山市手屋3丁目8-40 076-452-6860
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地域 施　設　名 所　在　地 TEL

富

山

市

デイサービス金泉寺 930-0901 富山市手屋三丁目8番39号 076-452-3880

グループホーム花みずき弐番館 930-0847 富山市曙町2-23 076-471-5002

ヘルパーステーション花みずき弐番館 930-0847 富山市曙町2-23 076-471-5002

夢のみずうみ村アルペンデイサービス 931-8435 富山市小西170 076-451-9998

デイサービスすまいる 939-2252 富山市上大久保893-1 076-467-5220

デイサービスふれあい工房 939-8195 富山市上野799-1 076-429-6769

自立生活支援センター富山 930-0024 富山市新川原町5-9　レジデンス新川原1階 076-444-3753

太陽苑 在宅介護支援事業所 939-2201 富山市新村87-2 076-467-0777

太陽苑デイサービスセンター 939-2201 富山市新村87-2 076-467-0777

デイサービス北の杜　有料老人ホーム北の杜 931-8332 富山市森1丁目9-6 076-426-3911

NPO法人　しおんの家 939-3515 富山市水橋辻ヶ堂777 076-479-9173

しおんの家・信 939-3515 富山市水橋辻ヶ堂777 076-479-0675

デイサービスさふらん 939-3515 富山市水橋辻ヶ堂801-1 076-482-3031

ホームヘルプサービスしおんの家 939-3515 富山市水橋辻ケ堂801-1 076-471-5072

デイサービスきたえるーむ清水元町 930-0035 富山市清水元町3番3号元町ビル1階 076-423-7558

社会福祉法人　めひの野園　うさか寮 930-0143 富山市西金屋6682番地 076-436-0270

社会福祉法人　めひの野園　梨の木苑 930-0143 富山市西金屋6682番地 076-436-0270

作業センターふじなみ 930-0143 富山市西金屋6694番地4 076-436-7673

生活介護施設　ラッコハウス 939-8003 富山市西公文名町4-17 076-493-0250

グループホーム・ハートビート 930-0975 富山市西長江三丁目5番18号 076-492-8983

光風会デイおおた 939-8104 富山市西番104番地1 076-482-6111

富山市恵光学園 930-0891 富山市石坂新950-1 076-431-5501

就労継続支援事業所ゆめさぽーとらいちょう 939-8064 富山市赤田718-1　Ａ－ＯＮＥビル 076-491-4775

千石ケアサービス 930-0066 富山市千石町五丁目3番7号 076-491-4375

城南温泉デイサービス 939-8271 富山市太郎丸西町1-5-12 076-491-6333

ショートステイもなみ 939-8272 富山市太郎丸本町一丁目7-10 076-481-6363

小規模多機能ホームコスモスの里 930-0922 富山市大江干34-1 076-411-5223

アースサポート富山 939-8073 富山市大町22番地14 076-422-7400

デイサービスおあしす中島 930-0801 富山市中島三丁目８番33号 076-431-4976

月岡デイサービスセンターやまゆり 939-8146 富山市中布目163 076-429-8866

デイサービスまめの木 931-8423 富山市町袋128-1 076-451-5251

ホームヘルプ飛まめ 931-8423 富山市町袋128-1 076-482-3832

認知症対応型デイサービス　
コスモスの里藤の木 930-0936 富山市藤の木893 076-407-1666

特定非営利活動法人デイサービス藤ノ木 930-0934 富山市藤の木台3-79-7 076-424-8873

ツクイ藤ノ木 930-0936 富山市藤木1847番地2 076-425-1207

ＨＬＳデイサービスセンター栃谷 930-0163 富山市栃谷246 076-482-4846

くまの光風苑 939-8194 富山市南金屋111番地 076-411-8111

よろこび富山中央ケアセンター 939-8211 富山市二口町１丁目15-13　シティパレス326 １階 076-494-8451
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地域 施　設　名 所　在　地 TEL

富

山

市

社会福祉法人フォーレスト八尾会　
グループホーム風来里 939-2352 富山市八尾町下新町1481番地9 076-454-2117

社会福祉法人フォーレスト八尾会　
おわらの里 939-2304 富山市八尾町黒田53-3 076-454-2117

のりみね苑デイサービスセンター 939-2406 富山市八尾町乗嶺546番地 076-454-5505
生活介護施設　秋桜の里 939-2404 富山市八尾町水口88 076-455-3788
地域共働作業所　報恩の家 939-2417 富山市八尾町西川倉23番地1 076-455-0597
NPO法人富山あさひ会　あさがお作業所 939-2303 富山市八尾町大杉3387-2 076-454-2231
北陸メディカルサービス

（株）デイサービスふわり 939-2376 富山市八尾町福島101-1 076-455-1543

北陸メディカルサービス
（株）八尾営業所 939-2376 富山市八尾町福島101-1 076-455-1543

恵風会グループホーム・ケアホーム 939-2603 富山市婦中町羽根1068-12 076-457-2301
あっとほーむ婦中 939-2741 富山市婦中町中名1077-7 076-466-0910
ライフ・ハウスかりゆし 939-2741 富山市婦中町中名903-33 076-465-1218
このゆびとーまれ 930-0928 富山市富岡町355 076-493-0765
デイサービスこのゆびとーまれ向い 930-0928 富山市富岡町365 076-493-0765
ありがとうの家 939-8081 富山市堀川小泉町1-14-14 076-424-0898
堀川南光風苑 939-8045 富山市本郷町262-14 076-494-3151
かえるの楽笑 931-8333 富山市蓮町2-7-12 076-438-7023
富山市細入デイサービスセンター 939-2184 富山市楡原1128 076-485-9008
富山市身体障害者デイサービスセンター 939-8222 富山市蜷川15番地 076-428-0113
富山市生活介護事業所第1あすなろ
富山市生活介護事業所第2あすなろ 939-8222 富山市蜷川15番地 076-428-1277

光風会ヘルパーステーション 939-8222 富山市蜷川89番地 076-429-6660
障害者支援施設　高志ライフケアホーム 931-8443 富山市下飯野36番 076-438-6019
高志ワークホーム 931-8443 富山市下飯野51-1 076-438-4502
富山県高志通園センター 931-8443 富山市下飯野36番 076-438-5694
富山県立高志学園 931-8443 富山市下飯野51-1 076-438-5678
高志ワークセンター 931-8445 富山市道正1番1号 076-438-4502

高

岡

市

サポートかたかご 933-0911 高岡市あわら町5番1号 0766-28-7890
志貴野苑就労継続支援事業所 939-1273 高岡市葦附1239番地の27 0766-36-1200
障害者支援施設志貴野苑 939-1273 高岡市葦附1239番地の27 0766-36-1200
ケアホームみどり 933-0849 高岡市横田町1-2-25 0766-21-2060
みどりデイサービスセンター 933-0849 高岡市横田町1-2-25 0766-21-3960
障害者支援施設志貴野ホーム 939-1272 高岡市下麻生字天洞5340番地 0766-36-2600
プラトーケアセンター高岡 933-0826 高岡市佐野1347-1 0766-28-4521
特定非営利活動法人工房ジョ・イン 933-0826 高岡市佐野新町1666 0766-21-1315
高岡市社会福祉協議会　
社協デイサービスセンター 933-0866 高岡市清水町一丁目54番地3 0766-21-7727

社会福祉法人　高岡市社会福祉協議会
社協ホームヘルパーステーション 933-0866 高岡市清水町一丁目7番30号 0766-23-2968
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高

岡

市

訪問介護サンケア高岡 933-0806 高岡市赤祖父636番地 0766-50-9006

特別養護老人ホーム　藤園苑 933-0957 高岡市早川390-１ 0766-27-8050

特別擁護老人ホーム　雨晴苑 939-0133 高岡市太田58 0766-44-0604

コミュニティケア 933-0131 高岡市太田伊勢領1511-13 0766-45-0117

大町就労支援センター 933-0916 高岡市大町8-20 0766-73-6008

だいご苑ヘルパーステーション 939-1131 高岡市醍醐1257番地 0766-62-0170

高岡市だいごデイサービスセンター 939-1131 高岡市醍醐1257番地 0766-62-0270

ジョブライフ万葉 933-0959 高岡市長江660番地 0766-23-0664

サニーデイサービスセンター 939-0135 高岡市福岡町本領259-7 0766-64-6032

特定非営利活動法人はっぴーファーム 930-0126 高岡市福岡町蓑島584番地 0766-64-1066

新生苑さくら通り 933-0353 高岡市麻生谷3796番地 0766-31-1820

新生苑つつじ通り 933-0353 高岡市麻生谷3796番地 0766-31-1820

小規模共生ホームひらすま 933-0908 高岡市木町2-25 0766-25-5010

PERSON'Sあかり 933-0014 高岡市野村486 0766-24-0204

デイサービスセンターのむら藤園苑 933-0014 高岡市野村921番地１ 0766-20-8950

魚

津

市

魚津地域福祉事業所スマイルぽぴー 937-0046 魚津市上村木1-6-5 0765-23-4035

新川ヴィーラ訪問介護事業所 937-0801 魚津市新金屋2-6-2 0765-22-7877

魚津市社協ヘルパーステーション 937-0801 魚津市新金屋二丁目13番26号 0765-22-8096

（社）新川むつみ園　坊丸の郷 937-0807 魚津市大光寺1234 0765-23-5333

深川病院ディサービスセンター 937-0012 魚津市東尾崎3484-1 0765-31-6200

専正寺デイサービス　まごころ 937-0803 魚津市本江新町9-8 0765-23-5980

魚津市身体障害者デイサービスセンター 937-0866 魚津市本町一丁目4番23号 0765-22-2395

生活訓練・宿泊型自立訓練事業所　
あゆみはうす 937-0016 魚津市立石205-2 0765-23-0019

地域活動支援センター　サポート新川 937-0016 魚津市立石205-2 0765-23-0009

氷

見

市

つまま園デイサービスセンター 935-0002 氷見市阿尾410 0766-72-3724

安靖氷見共同作業所 935-0002 氷見市阿尾95 0766-74-5600

氷見市農業共同組合　結の里 935-0024 氷見市窪1908-1 0766-91-8620

氷見ケアサービス 935-0024 氷見市窪552-１ 0766-91-5556

氷見市障害者福祉センター我家 935-0021 氷見市幸町34-13 0766-74-0334

さっさき温泉デイサービスセンター 935-0007 氷見市指崎字上野1700 0766-74-4488

デイサービス灯 935-0113 氷見市惣領1456 0766-91-1815

大浦デイサービスセンター笑笑 935-0103 氷見市大浦字細越10-3 0766-91-9071

ロシナンテ♪ 935-0022 氷見市朝日本町23番地20 0766-54-6181

明善寺デイサービスあんのん 935-0104 氷見市堀田1195-1 0766-92-7008

エルダーヴィラ氷見 935-0061 氷見市余川南山50 0766-72-5000

滑
川
市

デイサービスほたるの里 936-0857 滑川市下梅沢424番地 076-476-2166

カモメ荘在宅介護支援センター 936-0003 滑川市吉浦13 076-476-5200

滑川市老人デイサービスセンター 936-0843 滑川市赤浜573-1 076-475-3600

詳しくは各機関・各施設におたずねください
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地域 施　設　名 所　在　地 TEL

滑
川
市

清寿荘 在宅介護支援センター 936-0843 滑川市赤浜573-1 076-475-9200

つくしの家滑川 936-0806 滑川市北野1081番地 076-477-2727

（N）あすなろ滑川 936-0883 滑川市野町1656 076-475-8095

黒
部
市

デイサービスいろは 938-0801 黒部市荻生2805 0765-32-5450

くろべ工房 938-0005 黒部市吉田745-3 0765-56-7284

すてっぷサポートわんぱく工房 938-0031 黒部市三日市996番地1 0765-56-7283

デイサービスさくらい 938-0023 黒部市堀高24-1 0765-54-5200

砺

波

市

砺波市庄東デイサービスセンター 939-1438 砺波市安川297番地 0763-37-2161

多機能型事業所　花椿かがやき（いろは） 939-1386 砺波市幸町1-7　富山県砺波総合庁舎1階 0763-33-0708

JAとなみ野そくさい館デイサービスセンター 939-1374 砺波市山王町2-12 0763-.32-6069

デイサービスしょうずんだ 932-0305 砺波市庄川町金屋2833-1 0763-82-7667

ケアポート庄川 在宅介護支援センター 932-0305 砺波市庄川町金屋字岩黒38-1 0763-82-6861

デイサービスゆずの木 932-0312 砺波市庄川町高儀新95-3 0763-82-6864

たびだちの会グループホーム（男性用） 939-1317 砺波市矢木422 0763-33-5044

たびだちの会グループホーム（女性用） 939-1353 砺波市十年明202 0763-33-5044

ワークハウスとなみ野 939-1375 砺波市中央町10-5 0763-33-5044

砺波市南部デイサービスセンター 939-1333 砺波市苗加824-1 0763-32-7295

富山県立砺波学園 939-1436 砺波市福山1164 0763-37-0157

デイサービスさくらの家矢木 939-1317 砺波市矢木86 0763-33-7039

さくらの家矢木　居宅介護支援事業所 939-1317 砺波市矢木86 0763-33-7039

砺波市社会福祉協議会　砺波市北部
デイサービスセンター 939-1345 砺波市林1202番地 0763-33-3082

小

矢

部

市

地域活動支援センターひまわり 932-0836 小矢部市埴生1476 0766-67-7340

特定非営利活動法人　わくわく小矢部 932-0044 小矢部市新富町4-1 0766-67-5360

多機能型事業所渓明園めるへん 932-0833 小矢部市石動町606-7 0766-67-6521

斉藤商店おやべ 933-0933 小矢部市平田3118 0766-69-8181

清楽園在宅介護支援センター 932-0027 小矢部市法楽寺1800-1 0766-68-3151

障害者支援施設　渓明園からまつ・
あすなろ 932-0065 小矢部市論田8番地 0766-68-0363

小矢部市社会福祉協議会 932-0821 小矢部市鷲島15 0766-67-8611

南

砺

市

デイサービスセンターいなみ 932-0211 南砺市井波1310番地１ 0763-82-7030

南砺市井波 在宅介護支援センター 932-0211 南砺市井波938 0763-82-7773

南砺市井波ホームヘルプステーション 932-0211 南砺市井波938 0763-82-0524

ピアサポートあい 939-1531 南砺市院林82番地1 0763-22-2061

旅川在宅介護支援センター 939-1531 南砺市院林92-1 0763-22-7765

有限会社フィールド　デイサービス
いちご 939-1732 南砺市荒木1333-1 0763-52-7715

南砺市井口デイサービスセンター 939-1898 南砺市蛇喰1010番地 0763-64-8801

障害者支援施設　花椿　あおぞら 939-1874 南砺市蛇喰1302番地 0763-64-8880

障害者支援施設　花椿　きらめき 939-1874 南砺市蛇喰1302番地 0763-64-8880

詳しくは各機関・各施設におたずねください
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地域 施　設　名 所　在　地 TEL

南

砺

市

福野デイサービスセンター 939-1518 南砺市松原500番地の２ 0763-22-1050

南砺市上平デイサービスセンター 939-1968 南砺市上平細島1112番地 0763-67-3003

南砺市平高齢者生活福祉センター　
つつじ荘平デイサービスセンター 939-1902 南砺市大崩島100番地 0763-66-2866

牛田接骨院デイサービス結 939-1625 南砺市中ノ江106-3 0763-52-4686

なんとデイサービスセンター 939-1744 南砺市天池字二番野島1555番３ 0763-52-0050

ふく満デイサービスセンター 939-1662 南砺市福光1045 0763-53-0055

ふく満ホームヘルプサービス事業所 939-1662 南砺市福光1045 0763-53-0055

デイサービスセンター　にこやかな里 939-1565 南砺市福野1466-1 0763-23-3811

南砺市五箇山ホームヘルプステーション 939-2511 南砺市利賀村百瀬川313番地 0763-68-2316

富山県南砺市　利賀デイサービスセンター 939-2511 南砺市利賀村百瀬川313番地 0763-68-2316

射

水

市

下村デイサービスセンター 933-0205 射水市加茂西部64-1 0766-59-2002

いちにのさんぽ練合 933-0235 射水市海老江練合570番地 0766-86-8655

地域活動支援センターつどい 939-0341 射水市三ヶ3721-4 0766-55-4110

あいネットいみず 933-0252 射水市七美727番地 0766-86-8522

いみず苑「ひびき愛」 933-0252 射水市七美727番地 0766-86-1126

いみず苑「きらめき」 933-0252 射水市七美727番地 0766-86-1126

いみず苑「なごみ」 933-0252 射水市七美727番地 0766-86-1126

いみず苑「はばたき」 933-0252 射水市七美727番地 0766-86-1126

いみず苑「かがやき」 933-0252 射水市七美727番地 0766-86-1126

福祉プラザ七美デイサービスセンター 933-0252 射水市七美879番地１ 0766-86-4547

大江苑デイサービスセンター 939-0302 射水市大江333-１ 0766-55-8887

太閤の杜デイサービスセンター 939-0363 射水市中太閤山18丁目１番地の２ 0766-56-8730

片口デイサービスわが家 934-0032 射水市片口828 0766-86-6686

いちにのさんぽ 933-0235 射水市本江後新102 0766-86-0685

オーロラ介護サービス 939-0305 射水市鷲塚197番地２ 0766-55-5355

中

新

川

郡

特定非営利活動法人　むらのなか　
デイサービスむらのなか 930-0286 中新川郡舟橋村東芦原205番地 076-464-5432

デイサービスお茶の間 930-0315 中新川郡上市町若杉3丁目418番 076-473-3383

グループホームお茶の間 930-0315 中新川郡上市町若杉3丁目418番 076-473-3383

ショートステイお茶の間 930-0315 中新川郡上市町若杉3丁目418番 076-473-3383

プレジャーワーク富山㈱ 930-0368 中新川郡上市町川原田21 076-472-3228

ワークハウス剱 930-0313 中新川郡上市町中江上99番地1 076-472-5119

さつき苑 930-0361 中新川郡上市町湯上野27-9 076-472-0666

上市町ホームヘルパーステーション 930-0361 中新川郡上市町湯上野8番地 076-472-0316

ひなたぼっこ上市デイサービスセンター 930-0362 中新川郡上市町稗田33-１ 076-473-3520

デイサービス宮路やまの湯 930-1367 中新川郡立山町宮路34番地1 076-483-4384

赤いふうせんメルヘン 930-0221 中新川郡立山町前沢字横割2530-45 076-464-2888

デイサービスいい茶家 930-1363 中新川郡立山町栃津70番地 076-461-0022

詳しくは各機関・各施設におたずねください
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地域 施　設　名 所　在　地 TEL

中
新
川
郡

立山町デイサービスセンター竜ヶ浜荘 930-3252 中新川郡立山町末上野字竜ヶ浜119番地 076-462-1361

下

新

川

郡

デイサービスセンターお達者くらぶ小摺戸 939-0636 下新川郡入善町一宿578番地 0765-78-8010

舟見寿楽苑在宅介護支援センター 938-0103 下新川郡入善町舟見1664 0765-78-1935

社会福祉法人入善町社会福祉協議会 939-0642 下新川郡入善町上野2793番地１ 0765-72-5686

坂本記念病院デイサービスひだまり 939-0626 下新川郡入善町入膳3345-2 0765-72-5559

ハートフィールド就労移行ゆゆの杜 939-0626 下新川郡入善町入膳5072-1 0765-74-0194

ハートフィールド生活訓練えるふ 939-0627 下新川郡入善町椚山3410-1 0765-74-2520

ハートフィールド生活介護みんなの樹 939-0722 下新川郡朝日町大家庄705-1 0765-83-8035

富山型共生グループホームライフ 939-0722 下新川郡朝日町大家庄705-1 0765-83-8036

朝日町デイサービスセンター 939-0741 下新川郡朝日町泊555 0765-83-2880

朝日町在宅介護支援センター 939-0741 下新川郡朝日町泊555 0765-83-0303

詳しくは各機関・各施設におたずねください
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レジャー等施設
施　設　名 所　在　地 TEL

富山ライトレール㈱ 931-8325 富山市城川原3丁目3-45 076-426-1770
富山空港ターミナルビル㈱ 939-8252 富山市秋ケ島30 076-495-3101
割山森林公園　天湖森 939-2183 富山市割山9-1 076-485-2777
富山県自然博物園ねいの里 939-2632 富山市婦中町吉住1-1 076-469-5252
富山県国際健康プラザ 939-8224 富山市友杉151番地 076-428-0809
富山県埋蔵文化財センター 930-0115 富山市茶屋町206-3 076-434-2814
富山市科学博物館 939-8084 富山市西中野町1-8-31 076-491-2123
北陸電力エネルギー科学館 930-0858 富山市牛島町18-7　アーバンプレイス3F･4F 076-433-9933
富山県民会館内山邸 930-2211 富山市宮尾903 076-432-4567
富山県中央植物園 939-2713 富山市婦中町上轡田42 076-466-4187
富山県民会館金岡邸 930-0992 富山市新庄町1-5-24 076-433-1684
富山市佐藤記念美術館 930-0081 富山市本丸1-33 076-432-9031
万葉線㈱ 933-0073 高岡市荻布川西68 0766-25-4139
ミュゼふくおかカメラ館 939-0117 高岡市福岡町福岡新559番地 0766-64-0550
高岡市美術館 933-0056 高岡市中川1-1-30 0766-20-1177
魚津歴史民俗博物館 937-0022 魚津市小川寺字天神山1070 0765-23-1045
魚津水族館 937-0857 魚津市三ケ1390 0765-24-4100

氷見市立博物館 935-0016 氷見市本町4-9 0766-74-8231

氷見市海浜植物園 935-0031 氷見市柳田3583 0766-91-7117

黒部市吉田科学館 938-0005 黒部市吉田574-1 0765-57-0610

砺波市美術館 939-1383 砺波市高道145-1 0763-32-1001

クロベランドおやべ 932-0821 小矢部市鷲島10 0766-68-0932

南砺市立福光美術館 939-1626 南砺市法林寺2010 0763-52-7576

富山県立山博物館 930-1406 中新川郡立山町芦峅寺93-1 076-481-1216

財団法人百河豚美術館 939-0723 下新川郡朝日町不動堂6番地 0765-83-0100

　掲載情報の内容の相違箇所や変更、追加で掲載にご協力頂くことのできる機関
がございましたら、当センターまでご連絡ください。

詳しくは各機関・各施設におたずねください
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富山県高次脳機能障害支援センター
〒931-8517　富山市下飯野 36

（富山県高志リハビリテーション病院内）

まずは、お電話にてご予約ください。

富山県高志リハビリテーション病院の交換台につながりますので、
「高次脳機能障害支援センター」とお伝えください。　　　　　　

月曜日～金曜日（祝日は除きます）
午前9時～午後5時

TEL 076-438-2233

・地鉄ビル前から県リハビリセンター行地鉄バスが運行されています
　（所要時間30分）
・JR富山駅前からタクシーで25分
・JR富山駅乗車、東富山駅下車タクシーで約5分

受付時間

富山県高次脳機能障害ガイドブック　2015
編集・発行　富山県高次脳機能障害支援センター
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