
　リハビリテーション専門職の就職や県内への定
着を図るための取組を行っています。

　地域リハビリテーション関係機関との連携，ネ
ットワーク構築を図りながら，地域リハビリテー
ション支援体制づくりを進めています。

　

　リハビリテーションに関する調査研究やマニュ
アルの作成を行い，ホームページで公表していま
す。

　保健福祉事務所や市町村・施設等からの依頼に
対し，個別相談や研修講師への人材派遣を行って
います。

　◆ 体制づくりの例 ◆

・障害分野で働くリハ専門
　職の体制づくり
・コミュニケーションに係
　る体制づくり
・入所施設の体制づくり

　◆ 個別相談の例 ◆
・日常生活活動に係る相談
・ALS 患者の方のコミュニ
　ケーションに係る相談
・遊びや学習の相談　　　　　　　　　　など

◆ 研修会講師派遣の例 ◆
・失語症の理解と対応
・摂食嚥下の理解
・子どもの発達支援　　　　　　　　　　など

～まなウェルみやぎ全景～

　宮城県リハビリテーション支援センターは，更生相談所（身体・知的）と拓杏園（肢体不自由者更生援護施設）を
前身とし，平成１８年４月に開設された障害のある方を支援する専門機関です。
　障害者更生相談所機能，障害者専門クリニック機能，地域リハビリテーション支援機能を３本柱として備え，さら
にもう一つの機能として，宮城県高次脳機能障害者支援事業の拠点施設としての役割も担っています。

支援者へのサポート
　 　　　～ 体制づくり ～

リハ専門職の確保・人材育成 調査研究・マニュアル作成

支援者へのサポート
    ～ 個別相談・研修等 ～

 担当：リハビリテーション支援班（電話：０２２－７８４－３５８８）

住所　〒９８１－１２１７
　　　宮城県名取市美田園２丁目１番地４（まなウェルみやぎ内）
電話　０２２－７８４－３５８７（代表）
FAX　０２２ー７８４－３５９３

［ホームページ］   http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/rehabili
［代表メール］      rehabili@pref.miyagi.lg.jp
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　身体障害者手帳を所持している方に対して，更
生医療給付の判定を行っています。

※　更生医療とは，「障害を除去・軽減する手術等の治療によって確実に効
　果が期待できる場合に提供される更生のために必要な医療」です。

　　【宮城県リハビリテーション支援センターの基本理念】
　ノーマライゼーションの理念を踏まえ，障害のある方，生活障害のある高齢者
の方の様々なニーズを捉え，住み慣れた地域の一員として，その人らしく質の高
い生活ができるよう，リハビリテーションの視点から自立を支援します。

　リハビリテーション科専門医
が，肢体不自由の方の障害状況，
補装具のフィッティング状況等
の相談や診断，ボツリヌス療法
による治療及び障害年金申請用
診断書の作成を行っています。

　リハビリテーション科専門医
が，リハビリテーションの継続
が有効であると判断された方に
必要に応じた理学療法・作業療
法・言語療法を外来診療により
行っています（月曜日～金曜日，
予約制）。

　障害のある方を対象に，病気
の早期発見と二次障害の予防等
を行い，障害者福祉の増進を図
るため，障害者検診を実施して
います（５月から１２月の第２
水曜日・第４金曜日，予約制）。

　高次脳機能障害者の支援ツールや診断書作成マ
ニュアルの作成・情報提供を行っています。また，
研修会等の開催による周知・啓発を行っています。
　支援者からの相談もお受けします。

　電話や来所による相談やピアカウンセラーによ
る個別の家族相談を実施しています。
　また，家族交流会も開催しています。

　身体障害者福祉法別表に掲げる身体上の障害程
度に該当すると認定された方に対して身体障害者
手帳の交付を行っています。

　身体障害者手帳を所持している方や難病患者の
方に対して日常生活の向上を図るため，失われた
機能を補完・代替する補装具の支給について判定
や相談を行っています。

　知的障害のある方が，一貫した療育・援護や福
祉サービス等を受けやすくするための療育手帳の
交付を行っています。

　知的障害者の方に対す
る具体的な支援に関して，
市町村の職員等からの相
談をお受けしています。

　療育手帳の取得又は障害程度の確認のために，
医学診断や知的能力・社会生活能力等に基づく判
定や相談を行っています（１８歳未満の方の判
定・相談は児童相談所が行っています。）。

自立支援医療（更生医療）の判定

補装具の判定・相談

身体障害者手帳の交付 療育手帳の交付

判定・相談

市町村に対する専門的相談支援

　 障害者クリニック
（障害者医療相談事業）

クリニック利用者の
リハビリテーション

障害者検診

支援者へのサポート

ご本人・ご家族へのサポート

　　　担当：身体障害支援班
（電話：０２２－７８４－３５８９）

　　　担当：知的障害支援班
（電話：０２２－７８４－３５９０）

　　　 担当：クリニック班（電話：０２２－７８４－３５９２）

 担当：リハビリテーション支援班（電話：０２２－７８４－３５８８）

身体障害者更生相談所機能

　障害者の自立と社会参加を支援するため身体障害者手帳及び
療育手帳の交付や判定・相談を行っています。
※それぞれの申請は，お住まいの市町村の福祉担当窓口となっています。

障害者更生相談所機能

知的障害者更生相談所機能

障害者専門クリニック機能
自立支援・生活を重視したリハビリテーションを提供します。

高次脳機能障害者支援拠点施設
高次脳機能障害者の支援を行っています。

◆記憶障害◆ ◆注意障害◆

◆行動と情緒の障害◆◆遂行機能障害◆

・物事が覚えられない。
・思い出せない。
・薬を飲み忘れる。
・話をした内容を忘れる。

・計画が立てられない。
・優先順位をつけられない。
・行動の一つひとつに指示を
　必要とする。

・集中できない。
・複数のことを同時にできな
　い。
・一つのことを続けられない。

・意欲がわかない。
・突然興奮したり，怒り出したり
　する。
・気持ちが沈みがちになる。

　　まなウェルみやぎは，教育・福祉の総合施設です。建物の中には，当センターの他に宮城県総合教育

　センター，宮城県美田園高等学校，宮城県子ども総合センター，宮城県中央児童相談所があります。

　　まなウェルみやぎの名称は，一般公募により決まりました。「まな」は，学びの場である「学（まな）

　ぶ」と
まなご

愛子の「愛（まな）」，「ウェル」は，福祉を意味する英語のウェルフェア（welfare）と利用者を

　歓迎するウェルカム（welcome）の意味が込められています。

「まなウェルみやぎ」
について
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　リハビリテーション専門職の就職や県内への定
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前身とし，平成１８年４月に開設された障害のある方を支援する専門機関です。
　障害者更生相談所機能，障害者専門クリニック機能，地域リハビリテーション支援機能を３本柱として備え，さら
にもう一つの機能として，宮城県高次脳機能障害者支援事業の拠点施設としての役割も担っています。
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  まなウェルみやぎ
（リハビリテーション支援センター）

名取ＩＣ

名取中央スマートＩＣ

仙台
東部
道路

国
道
４
号

↑
仙
台

岩
沼
↓ 仙台空

港
→

道
路
案
内
標
識

道路案内標識
　「美田園駅」
　「杜せきのした駅」

※　案内標識の柱に「まなウェ
　ルみやぎ」の看板が掲げてあ
　ります。

県
道
１
０
号

県道１２
７号

　仙台東部道路の名取インタ
ーチェンジを通って来られる
方は，最初の信号を右折して
県道１２７号に入り、右折後
二つ目の信号の交差点を左折
してください。続いて，最初
の信号を右折すると県道１０
号に入ます。そこから三つめ
目の信号を右折すると、駐車
場の入り口に着きます。
　インターチェンジから約３
キロです。

※　東北本線で乗り継ぎの方は，名取駅で下車して仙台空港アクセス線の仙台空港
　行きにお乗りください。

仙台空

港
ア
ク
セ
ス
線

美 田 園

駐車場
マンション

商業ビルコンビニ     まなウェルみやぎ
（リハビリテーション支援センター）

入口
ガソリン
スタンド

名取インターチェンジ↑

 国道４号線
←

周辺地図

グラウンド

入
口
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