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高次脳機能障害は「見えない障害」とも言われ、
当事者とその家族は周囲の理解がなかなか得ら
れず、心の負担は非常に大きくなります。またどこ
にどのような相談をすれば良いのかわからないこ
とも多く、支援の手が遅れてしまいます。沖縄県で
は平成19年度から支援普及事業が始まりました
がまだまだ支援ネットワークは不十分です。沖縄
県内の高次脳機能障害の支援にご協力いただけ
る機関をこのガイドブックには納めてあります。行
政窓口、病院等の医療機関、就労支援機関、家
族会などこれらの情報がお役に立てば幸いです。
最後に今回の発行にあたり掲載を快くご承知いた
だきました関係機関の皆様に御礼申し上げます。
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