高次脳機能障害の理解と支援のために
―社会資源・制度編―

（埼玉県のマスコット

彩の国

埼 玉 県

コバトン）

－

は じ め に

－

～高次脳機能障害者を支える社会資源～
これまで、身体障害者手帳や療育手帳に該当せず、福祉サービスなどの制度を利用することが難しか
った方が、高次脳機能障害支援モデル事業で作成された「高次脳機能障害診断基準」（「理解編」参照）
によって、支援を受ける対象として明確に定義されました。
しかし、高次脳機能障害専門の制度はないため、実際には既存の制度やサービスの中で、高次脳機能
障害の原因となった疾患や事故、症状、年齢、医療保険、今後の目標などによって、どの制度を利用す
ることができるか検討していくことが必要です。
社会資源・制度編は、①医療費・経済保障制度
④相談機関

②福祉・介護のサービス

③就労・復学等の支援

について、フローチャート等を用いて紹介します。
平成２０年３月

医療費や経済的な支援は？

◇ 医療保険
◇ 公的年金制度
◇ 労働者災害補償保険制度
◇ 自動車保険

福祉や介護のサービスは？

◇ 障害者手帳制度
◇ 障害者自立支援法
◇ 介護保険法
◇ その他の福祉制度

◇ その他の保険など

４ﾍﾟｰｼﾞ

１ﾍﾟｰｼﾞ
就労や復学のための支援は？

どこに相談すればいいの？

◇ 就労準備支援

◇ 相談機関

◇ 雇用・就労継続支援

◇ 家族会・当事者団体

◇ 復学・就学支援

７ﾍﾟｰｼﾞ

９ﾍﾟｰｼﾞ
制度の詳細は各ページをご覧ください

医療費や経済的な支援は？
突然の病気や事故・・・
ご家族は大きなショックを受けると同時に、医療費や経済的な問題に直面します。
ここでは、医療費や経済的支援に関して、利用できる可能性のある制度を紹介します。
なお、各制度には利用要件などがありますので、制度の利用にあたっては下記の図を参考に、病院
のケースワーカーや市町村窓口などでご相談ください。
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各制度の詳しい説明は次のページへ！
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【高額療養費制度】

窓口

市区町村・会社の健康保険組合・社会保険事務所

月額の医療費自己負担のうち、限度額を超えた分が後日の請求で戻ってくる制度。
限度額適用認定書(事前申請が必要)を医療機関の窓口に提示すれば、限度額までの支払いとなります。
７０歳以上は高齢受給者証を医療機関の窓口に提示してください。提示がなければ適用されません。
窓口での支払いに伴う一時的な負担を軽減するため、貸付制度や限度額超過分を直接保険者が医療機
関に支払う受領委任払制度を設けているところもありますので、確認してみましょう。

【自立支援医療（精神通院）】 窓口

市区町村

障害者福祉担当

事故や病気にともなう精神障害により、継続的に通院治療が必要な場合、自立支援法による自立支援医療
の申請が可能です。自己負担は１割（所得に応じて上限額設定）

主治医の意見書が必要です。

【その他の制度】
重度障害者医療費助成制度(市町村)、健康保険組合独自の付加給付、生命保険（医療保険）による入院
保障などがあります。対象や給付内容は市町村や組合、保険によって異なりますので、確認が必要です。

休業補償・年金・賠償制度
健康保険
【傷病手当金】

窓口

会社の健康保険組合・社会保険事務所

病気やけがで連続して３日以上休んだ場合、４日目から最高で１年半の間、給料の３分の２が支給され
ます。国民健康保険加入者は対象外です。
労働災害の場合は労災保険が適用されます。交通事故の場合は加害者の自賠責保険で休業補償をします
が、過失割合によっては、健康保険を適用することもあります。

国民健康保険
【障害基礎年金】

窓口

市区町村窓口

年金加入者（国民・厚生・共済）が対象。障害の程度（１級～２級）に応じて、障害基礎年金が支給さ
れます。２０歳前の障害の場合は、２０歳から支給されます。

健康保険
【障害厚生（共済）年金】 窓口

社会保険事務所

厚生（共済）年金加入者が対象。障害の程度（１級～３級）に応じて障害基礎年金＋上乗せ分（障害厚
生年金）が支給されます。３級は障害基礎年金が支給されず、障害厚生年金のみ支給されます。
３級に該当しない場合でも、障害手当金（一時金）が支給される可能性があります。
障害基礎年金・厚生年金ともに、障害が固定（概ね初診日から１年６ヶ月後）されてから申請します。
高次脳機能障害は精神の障害に分類されます。受傷・発症時に保険料の滞納があると受給できない場合
があるのでよく確認しましょう。

労働者災害補償保険
窓口

【労災医療（療養給付）】

会社の労務担当者・労働基準監督署

アルバイトでも労災の適用
となる場合があります

業務中の事故及び通勤途上の事故等には労働者災害補償保険(労災)が適用される可能性があります。
１０割給付のため自己負担はありません。症状固定後（治癒）は支給されません。
労災病院、労災指定医療機関では療養の給付、指定医療機関以外の受診は療養の費用の給付。
交通事故による労災事故で加害者がいる場合は、加害者の自動車保険を使用するか、労働基準監督署に
第三者行為災害届を提出して労災保険を使用し、労働基準監督署が保険会社に医療費を請求します。

【休業給付】
労働災害により治療中の場合は、給料の８割が支給されます。
症状が固定し、積極的な治療が必要なくなる（治癒）まで支給されます。

【障害給付（障害年金・障害一時金）】
症状固定後(概ね初診日から１年６ヶ月後)に障害が残った場合、障害の程度により障害給付（障害年金・
障害一時金）が支給されます。１級～７級は障害年金、８級～１４級は障害一時金が支払われます。

【その他】
介護給付（１～２級）やアフターケア（１～９級・症状固定後の受診に係る給付）などがあります。

自動車保険(自賠責・任意)
窓口

【自賠責保険による補償】

各保険会社

専門知識を必要とするため、弁護士や
交通事故相談所に相談した方がよいでしょう

＜傷害の治療にかかる費用＞
自動車賠償補償責任保険（自賠責）では、傷害の治療にかかる費用（医療費・休業補償・慰謝料など）に
ついて、１２０万円まで補償されます。ただし、被害者に重大な過失があった場合は、減額されます。

＜後遺障害に対する補償＞
後遺障害が残った場合、障害の程度（１級～１４級）により、最高で４０００万円の賠償金が支払われ
ます。ただし、被害者に重大な過失があった場合は減額されます。

【任意保険による補償】

窓口

各保険会社

自賠責保険の限度額を超過した部分について、任意保険から賠償金が支払われます。被害者の過失割合
により賠償金は相殺されますが、被害者本人が加入している任意保険に人身障害補償保険が付加されて
いる場合、過失相殺分が支払われる可能性があります。内容は加入している保険によって異なります。
加害者が任意保険に加入していない場合は、自動車保険を使わずに、社会保険庁に第三者行為災害届を
提出して健康保険を使用し、健康保険の保険者が保険会社に医療費を請求することがあります。

その他の制度
＜保険の障害特約など＞

窓口

各保険会社

生命保険の障害保障特約・傷害特約、住宅ローンの障害特約・疾病特約などがあります。
障害状況や給付内容は加入している保険によって異なります。

福祉や介護のサービスは？
突然の病気や事故から数ヶ月。病院での医学的リハビリテーションから、社会復帰に向けて福祉
や介護のサービスの利用を検討する時期です。
現状では、高次脳機能障害者専門の制度はなく、ご本人の障害状態や年齢、原因疾患などによっ
て利用できる制度やサービスが異なるため、病院のケースワーカーや市区町村に相談しながら、
制度を上手く活用していくことが大切です。
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注１ 原則として介護保険が優先。介護保険にないサービス(就労移行支援等)は利用可能。手帳の申請は可能。
注２ 原則として介護保険が優先。手帳の申請は可能。

各制度の詳しい説明は次のページへ！

障害者福祉のサービス
障害者手帳制度

窓口

市区町村窓口

【身体障害者手帳】
手足の麻痺や言語障害（失語）などの障害が残った場合、障害の程度（１～６級）により、身体障害者
手帳の対象となります。申請には「身体障害者福祉法１５条による指定医」の診断書が必要です。

【精神障害者保健福祉手帳】
高次脳機能障害は「器質性精神障害」に該当し、障害の程度（１～３級）により、精神障害者保健福祉
手帳の対象となります。申請には精神科医の診断書が必要ですが、高次脳機能障害の場合はリハビリ科
医や神経内科医等でも可能です。初診日から６ヶ月以上経ってから申請ができます。

【療育手帳】
Ａ～Ｃ）により、療育手帳の対象
１８歳前の受傷や発症で知的発達に障害が生じた場合、障害の程度（○
となります。申請後、知的障害者更生相談所又は児童相談所(１８歳未満)で判定を受けます。
各種税金や公共料金等の優遇（控除や減免）、公営住宅入居の優遇、障害者法定雇用率適用等のサービス
を受けられます。手帳の種類や障害の程度、自治体により利用できるサービスが異なります。

障害者自立支援法

窓口

市区町村窓口

【障害者自立支援法の概要】
障害者自立支援法によるサービスは「自立支援給付」と「地域生活支援事業」で構成され、障害の種別
にかかわらず、障害の程度やニーズによって利用できるサービスが決定されます。

＜対象者＞
障害者手帳の所持が原則（身体障害者は必須）ですが、精神障害者は障害を証明する診断書があれば
申請が可能です。身体障害を伴わない高次脳機能障害者は精神障害者として申請ができます。

【自立支援給付】
サービスの利用にあたっては、原則として費用の１割の自己負担があります。（上限額あり）
＜介護給付＞

ホームヘルプ、短期入所、入所施設等での介護サービス。

＜訓練等給付＞ 就労や自立生活等に向けた訓練サービス。就労移行支援・就労継続支援・自立訓練など
＜自立支援医療＞ 精神科への継続通院等の医療費の支給など（３ページ参照）
＜補装具費支給＞ 身体障害者の補装具購入に係る費用の支給

【地域生活支援事業】
地域の特性や利用者のニーズに応じて、地域生活を支援するために市町村がおこなう事業です。
サービスの内容や利用者負担の有無などは実施市町村によって異なります。

＜主なサービス＞
① 相談支援事業（指定相談支援事業者）
障害のある方やご家族からの相談に応じて、各種福祉サービスの利用や権利擁護などについての
支援をおこないます。
② 地域活動支援センター
通所による創作活動や交流の場を提供します。日中の活動場所（居場所）として利用できます。
従来の身体障害者デイサービスや小規模作業所などが地域活動支援センターに移行しています。

その他の制度・サービス
窓口

【旧法による施設】

市区町村窓口・各施設

入所・通所により生活上の支援や訓練をおこないます。平成２３年度までに自立支援法のサービスに移行
する予定です。（身体障害者療護施設、知的障害者更生施設、授産施設、精神障害者生活訓練施設など）

【小規模作業所等の地域の施設】 窓口

市区町村窓口・各施設

身近な地域の施設に通所し、社会復帰に向けた作業などをおこないます。今後、自立支援法のサービスに
移行する可能性があります。（心身障害者地域デイケア施設、精神障害者地域小規模作業所など）

【成年後見制度】 窓口

家庭裁判所

障害のために判断能力が不十分となり、財産管理や日常生活に困難が出てきた方を支える制度です。
すでに支援が必要な方のための法定後見と、判断能力が不十分になった時に備えて、ご本人が任意後見人
を選出しておく任意後見があります。

【福祉サービスの利用援助（あんしんサポートねっと）】 窓口

権利擁護センター・市町村社会福祉協議会

福祉サービスの利用手続きや利用料の支払い、年金等の受領、生活費のお届け等の金銭管理などの援助を
おこないます。

介護のサービス
介護保険制度
【介護保険制度の概要】

窓口

市区町村窓口

４０歳以上の方が加入して保険料を負担し、介護や支援が必要と認定された時に、費用の 1 割を負担して
介護サービスを利用する制度です。

＜対象者＞
サービス利用には要介護認定を受ける必要があります。介護度によって利用できるサービスが異なります。
６５歳以上の方は病気やケガの原因にかかわらず、介護サービスが利用できます。
４０歳～６４歳の方は介護保険の特定疾病により介護や支援が必要と認定された場合に利用できます。

＜特定疾病＞
脳血管疾患・初老期における認知症・がん・筋萎縮性側索硬化症・関節リュウマチなど

【サービスの種類】※ 利用にあたっては、原則として費用の１割の自己負担があります。（上限額あり）
＜在宅サービス＞ 対象：要介護・要支援
① 通所サービス
通所介護(デイサービス)、通所リハビリ(デイケア)、
② 訪問サービス
ホームヘルプ、訪問リハビリ、短期入所など
③ その他サービス 短期入所、福祉用具貸与、福祉用具購入費の支給、住宅改修費支給など
＜施設サービス＞ 対象：要介護のみ
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護保険施設など
＜地域密着型サービス＞

対象：要介護・要支援

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、小規模多機能型居宅介護など
＜介護予防事業＞

対象：非該当・自立

地域包括支援センターがおこなう予防事業。一部自己負担あり。

【 障害者自立支援法と介護保険の関係 】
４０歳以上の脳血管疾患など、介護保険の対象となる場合、介護保険が優先されます。
ただし、介護保険にないサービス(就労移行支援など)は、障害者自立支援法のサービス
を利用することができます。

就労や復学のための支援は？
「働く」ということは、社会復帰の大きな目標です。しかし、実際に就労してみると、仕事の
手順を覚えられない、臨機応変に対応できないなどの問題に直面することがあります。
安心して働くために、就労にむけた支援を受けることを検討しましょう。
また、元の学校への復学や進学にあたっては、本人が安心して学校生活を送れるように支援を
受けることが重要です。
職業相談

公共職業安定所 (ハローワーク)

市町村障害者就労支援センター

障害者職業センター

障害者就業・生活支援センター

就労準備

就労移行支援（障害者自立支援法）

職場実習・基礎訓練（就労支援センター等）

職業準備支援(障害者職業センター)

復 職

新規就職

障害者手帳
あり

障害者手帳
なし

障害者手帳
あり

障害者雇用
(復 職)

一般就労
(新規就職)

障害者雇用
(新規就職)

小規模作業所 ・
デイケア施設

一般就労
(復 職)

授産施設
（旧体系施設）

ジョブコーチ支援

就労継続支援

トライアル雇用

福祉的就労
（障害者自立支援法）

就労・継続の支援

障害者手帳
なし

障害者対象委託訓練

就労への支援
就労準備の支援

自分にあった仕事を見つけるためには、
まず相談をすることが大切です

【就労に関する相談】

◇ 公共職業安定所（ハローワーク）

求職登録・職業相談・障害者対象の就職面接会など

◇ 埼玉障害者職業センター

職業相談・職業評価・就職支援・職場適応支援など

◇ 市町村障害者就労支援センター

職業相談・就職支援・作業訓練など

◇ 障害者就業・生活支援センター（県内３カ所）

【就労移行支援】

窓口

職業相談・就職支援・生活に関する助言など

各市区町村窓口

障害者自立支援法による訓練。一般企業等への就労を希望する方に対し、一定期間生産活動などを通して、
就労に必要な身体又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。

【職業準備支援】

窓口

障害者職業センター

作業室(ワーク室：北浦和駅から徒歩３分)に一定期間通い、就労に必要な基本的な労働習慣や職業に必要
な知識を身につけるための作業訓練や講習会を行います。受講費用は無料です。

【職場実習・基礎訓練】 窓口

障害者就業・生活支援センター

・市区町村就労支援センター

就労準備として、センター内や協力事業所、関連施設等で基礎訓練や実習等をおこないます。また、身近
な地域で働けるよう地域の企業等の職場開拓も行っています。

【障害者対象委託訓練】

窓口

職業能力開発センター・ハローワーク

県内の企業・社会福祉法人・NPO 法人等に委託してパソコンやパン製造、清掃などの訓練を行う障害者対
象の職業訓練です。ハローワークへの求職登録が必要です。訓練費用は無料です。

就労・継続の支援
＜一般就労・障害者雇用＞
【職場適応援助者（ジョブコーチ）による支援】 窓口

障害者職業センター・市町村就労支援センター

就職先の事業所に職場適応援助者（ジョブコーチ）が出向き、仕事の円滑な進め方の提案や職場内での人
間関係作り等について支援します。障害者職業センターのジョブコーチは、県内全域に派遣できます。

【トライアル雇用】

窓口

ハローワーク

3 ヶ月の施行雇用を通して、企業と障害者の理解を深め、その後の常用雇用への移行や障害者雇用のきっ
かけを作るための制度で、事業主に対して奨励金が支給されます。ハローワークへの求職登録が必要です。
障害者雇用促進法により障害者の法定雇用率(1.8%)が定められており、雇用率に達していない場合は事
業主に対して納付金が課せられます。復職の際に、障害者雇用についても検討してみましょう。
※ 雇用率に算定される「障害者」とは障害者手帳(身体・知的・精神)の所持が条件です。

＜福祉的就労＞
【就労継続支援】
（障害者自立支援法）

窓口

各市区町村窓口

一般企業等での就労が困難な人に働く場を提供するとともに、知識や能力向上のために必要な訓練を行
います。雇用型と非雇用型があり、旧法の授産施設や福祉工場、一部の作業所などが移行しています。

【その他の福祉的就労】

窓口

各市区町村窓口・各施設

旧法の授産施設や福祉工場、小規模作業所、地域デイケア施設などで授産活動や作業訓練をおこないます。
数ヶ月から数年間の福祉的就労を経て、一般就労や障害者雇用につながることもあります。焦らずに、
今の自分にできることを見つけていくことが大切です。

復学・就学への支援
【学校生活の支援】
復学や就学にあたって、学校や家庭でどのような配慮や支援が必要なのか、病院のケースワーカーや主治
医、訓練担当者とよく相談し、学校や市町村の教育委員会と連携して支援体制を作ることが大切です。
スクールカウンセラーや身近な相談員に本人が相談することもできます。

【特別支援教育】
障害の状況によっては、少人数での指導や個別の支援が必要な場合もあります。特別支援学級への入級や、
特別支援学校への転校などについても相談してみましょう。

【その他の支援】
もし、本人が現在の学校生活に適応できず、不登校になってしまった場合、本人が無理なく、安心できる
居場所が必要です。定時制・通信制高校などの利用も検討してみましょう。

どこに相談すればいいの？
その人にあった制度やサービスを利用するためには、専門の相談機関に相談しましょう。
また、ご本人を支えるご家族への支援もとても大切です。家族・当事者団体で
同じ経験をされたご家族に相談してみてはいかがでしょうか。
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口

相

談

の

内

容

＜相談受付窓口＞

連

絡

先

℡ 048-781-2222(代表)

埼玉県総合リハビリテーションセンター

総合的な相談

地域支援担当

（高次脳機能障害者支援拠点機関）

専門外来受診に関する相談

医療相談科

障害者支援施設に関する相談

サービス調整担当

埼玉県立精神保健福祉センター

精神保健福祉に関する相談

℡ 048-723-1111(代表)

保健所

精神保健福祉に関する相談

各保健所

障害者自立支援法
障害者手帳・各種手当て等
障害に関する総合的な相談
市区町村

障害者福祉担当課・
保健センター

介護保険に関する相談

介護保険担当課

障害基礎年金・高額療養費に

国民年金・

関する相談

国民健康保険担当課

相談支援事業者

障害者の地域生活支援に関す

（障害者生活支援センター）

る相談

地域包括支援センター

介護保険に関する相談

各市区町村にお問い合わせください

権利擁護・成年後見制度に関

℡ 048-822-1204

埼玉県社会福祉協議会権利擁護センター

する相談

各市区町村にお問い合わせください

各ハローワークをご確認ください

公共職業安定所(ハローワーク)

就労に関する相談

埼玉障害者職業センター

就労に関する相談

℡ 048-854-3222

市町村障害者就労支援センター

就労に関する相談

各市区町村にお問い合わせください

障害者就業・生活支援センター ZAC （ザック）

就労に関する相談 (県全域対象)

障害者就業・生活支援センター こだま

就労に関する相談 (県全域対象)

埼葛北障害者就業・生活支援センター

就労に関する相談 (県全域対象)

℡ 0493-24-5658
℡ 0495-76-0055
℡ 0480-21-3400

市町村教育委員会

学校生活に関する相談（教育相談）

各市区町村にお問い合わせください

埼玉県立総合教育センター

学校生活に関する相談（教育相談）

埼玉県交通事故相談所

交通事故に関する相談

交通事故紛争処理センター(さいたま相談室)

交通事故に関する相談

日弁連交通事故相談センター (埼玉県支部)

交通事故に関する相談

脳外傷友の会さいたま

家族・当事者団体

地域で共に生きるナノ

家族・当事者団体

℡
℡
℡
℡
℡
℡

（管轄区域あり）

048-874-3400
048-822-6558
048-650-5271
048-710-5666
0493-54-8666
048-956-2224

埼玉県総合リハビリテーションセンター
〒362－8567 埼玉県上尾市西貝塚１４８－１
TEL ０４８－７８１－２２２２（代表）
FAX ０４８－７８１－１５５２
インターネットホームページ
http://www.pref.saitama.lg.jp/A03/BE01/rihasen/

