
機関名 支援内容 連絡先 住所

川崎医科大学附属
病院

・電話相談
（月～金）9：00～16：00
・高次脳外来（予約制）

リハビリテーション科
電話　086-462-1111（代）
FAX　086-462-7897

〒701-0192
倉敷市松島577

社会福祉法人旭川
荘
のぞみ寮

・相談
福祉サービス利用、職場復帰、年
金申請等の相談を、電話・来所・
関係機関窓口への同行などによ
り実施。
（月～金）　8:30～17：15

電話　086-245-7361
FAX　086-245-7385

〒700-0952
岡山市北区平田407

機関名 支援内容 連絡先 住所

岡山県保健福祉部
健康推進課

岡山県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
・支援機関・団体、家族会の紹介

精神保健福祉班
電話　086-226-7330
ＦＡＸ　086-225-7283

〒700-8570
岡山市北区内山下
2-4-6

メンタルセンター
岡山
（岡山県精神保健
　福祉センター）

・電話相談
・来所相談
・外来（一般外来）（予約制）
＊高次脳機能専門外来はありま
せん。一般相談・診療の枠内で
対応させていただきます。福祉
サービスについての相談などは
可能です。

代表電話
086-201-0850
086-201-0851

〒700-0985
岡山市北区厚生町
3-3-1

岡山障害者職業
センター

・就職や職場復帰に向けての相
談・支援
・受付時間　8：45～17：00（土・日
曜日、祝日、年末年始を除く）
・相談は予約制

電話
086-235-0830
FAX
086-235-0831

〒700-0821
岡山市北区中山下
1-8-45　NTTクレド岡山
ビル17階

国立吉備高原職業
リハビリテーション
センター

・求職者に対する職業訓練、職業
指導（1年）
・休職者の職場復帰のための職
業訓練（最長６か月）
＊募集期間、入所日等について
は下記ホームページをご覧くださ
い。
なお、休職者の職場復帰のため
の職業訓練は随時応募していま
す。
Http://ｗｗｗ.kibireha.jeed.or.jp/

・施設見学
管理課
0866-56-9007
・入所相談
職業評価課
0866-56-9001
・訓練内容相談
職業訓練部
0866-56-9003

〒716-1241
加賀郡吉備中央町吉川
7520

岡山障害者就業・
生活支援センター

電話  086-275-5697
FAX　086-275-9323

〒703-8207
岡山市北区祇園866

倉敷障がい者就業・
生活支援センター

電話　086-434-9886
FAX　086-434-9853

〒710-0834
倉敷市笹沖180

津山障害者就業・
生活支援センター

電話　0868-21-8830
〒708-0841
津山市川崎1554

支援拠点機関

支援機関・団体

・就業及びそれに伴う日常生活
上の支援を必要とする障害のある
方に対し、センター窓口での相談
や職場、家庭訪問等の実施
・一般就労に向けた活動の支援、
職場定着に向けた支援、その他
生活面での支援

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
支援拠点機関、支援機関・団体、家族会



就労移行支援事業
所　ハートスイッチ
倉敷校・岡山校

・最長２４か月間で一般企業への
就職に必要な職業能力やコミュニ
ケーション能力の向上を目指して
訓練を実施します。
・訓練内容：ビジネスマナー、
SST、PC訓練、事務作業訓練、ス
トレス緩和など
月～金　9：30～15：00

・倉敷校
電話　086-435-5400
FAX　086-435-5401
・岡山校
電話　086-212-1100
FAX　086-212-1101

・倉敷校
〒710-0055
倉敷市阿知1-7-2
くらしきシティプラザ西ビ
ル7階702号
・岡山校
〒700-0901岡山市北
区本町6-36
第１セントラルビル１号
館5階下室

一般財団法人操風会
岡山リハビリテーショ
ン病院

・一般ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝの中での検
査、診断、リハビリテーション（予
約制、発症２ヶ月以内だと入院加
療可能、要相談）
・各種診断書の作成
・関係機関との交渉
・高次脳（失語症）患者会コスモス
の事務局あり

電話　086-274-7001
FAX　086-274-7010

〒703-8265
岡山市中区倉田503-1

一般財団法人操風会
岡山旭東病院

・リハビリテーション外来（予約制）
月～木　9：00～12：00
・リハビリテーション
自動車運転評価、相談

リハビリテーション課
電話　086-276-3231（代）
FAX　086-274-1028

〒703-8265
岡山市中区倉田567-1

川崎医科大学
総合医療センター

電話相談　9：00～12：30
（月曜日のみ）

患者診療支援センター
地域医療連携室
電話　086-225-2111（代）
FAX　086-211-1101

〒700-8505
岡山市北区中山下
2-6-1

岡山県精神科医療
センター

・一般外来（予約制）
精神科併存症についての対応

地域医療連携室
電話　086-225-3833（直）
FAX　086-225-3855

〒700-0915
岡山市北区鹿田本町
3-16

倉敷リハビリテーショ
ン病院

・リハビリテーション
・相談
・自動車運転再開支援
・評価

リハビリテーション部
電話　086-421-3311
FAX　086-430-5500

〒710-0834
倉敷市笹沖21

コープリハビリ
テーション病院

・川崎医大附属病院での診断後
の外来リハビリテーション、相談
（予約制）
・入院および在宅での支援

医療相談・連携室
電話　086-444-3212（代）
FAX　086-445-0302

〒712-8024
倉敷市水島北春日町
4-3

しげい病院

電話相談9：00～16：00

リハビリテーション外来
水（9：00～11：00）
木（9：00～11：00）
金（14：30～16：00）
　（すべて予約制）
診断、リハビリテーション、相談

内科外来
電話
086-422-3655(代)
FAX
086-422-3658

〒710-0051
岡山県倉敷市幸町2-30

瀬戸内市民病院 リハビリテーション
電話　0869-22-1234
FAX　0869-22-3296

〒701-4246
瀬戸内市邑久町山田庄
845-1

井原市立井原市民
病院

・リハビリテーション外来（予約制）
診断、相談、リハビリテーション
・神経内科外来（予約制）
・脳神経外科外来（予約制）

電話　0866-62-1133（代）
FAX　0866-62-1275

〒715-0019
井原市井原町1186

高梁中央病院
・来院相談（予約制）
・リハビリテーション

リハビリテーション科（ST）
電話　0866-22-3636（代）
FAX　0866-22-0536

〒716-0033
高梁市南町53



医療法人　思誠会
渡辺病院

外来リハビリテーション
月～金　9：00～12：00、14：00～
17：00

電話　0867-72-2123（代）
FAX　0867-72-5366

〒718-0003
新見市高尾2278-1

医療法人
さとう記念病院

・電話相談　9：00～18：00
・高次脳外来（リハビリテーション
科・予約制）診断・リハビリ・相談
（木）15：00～17：00
（金）9：00～12：00、16：00～18：
00

電話　0868-38-6688
FAX　0868-38-6693

〒709-4312
勝田郡勝央町黒土45

津山第一病院
社会福祉に関する相談・リハビリ
テーションに関する相談

医療相談課
電話　0868-28-2001
FAX　0868-28-2280

〒708-0871
津山市中島438

津山中央病院
主に入院にて急性期の治療及び
リハビリテーション

電話　（0868）21-8111
FAX　 （0868）21-8200

〒708-0841
津山市川崎1756

津山中央クリニック
外来リハビリテーション 電話　（0868）22-6113

FAX　 （0868）22-8377
〒708-0024
津山市二階町65

医療法人社団井口会
総合病院　落合病院

電話相談9：00～17：00
医療福祉相談室
電話　0867-52-1133（代）

〒719-3197
真庭市落合垂水251

金田病院

・電話相談　9：00～17：00
（土　9：00～12：00）
・リハビリテーション科外来（予約
制）診断、リハビリテーション、相
談

地域医療連携室
電話　0867-52-1191（代）
FAX　0867-52-1917

〒719-3193
真庭市西原63

まにわシードの会
グループ訓練と家族支援を行っ
ています。月１回、第3または4、
月または火曜日。

電話　0867-52-1133
FAX　0867-52-1160

〒719-3197
真庭市落合垂水251
落合病院リハビリテー
ション科（飯嶋）

地域活動支援セン
ターⅢ型
NPO法人
工房かたつむり

高次脳機能障がいを中心とした
所員たちが、軽作業やリハビリ活
動を通じて社会生活の問題を克
服するために活動している作業
所です。　　月曜日～金曜日：10：
00～16：00　１回/週、オープン講
座として音楽療法、認知リハビリを
行っています。

電話　086-463-9700
FAX　086-463-9800
E－mail
ｋ9700＠bell.ocn.ne.jp

〒710-0004
倉敷市西坂1709

高次脳機能障がい
者を支援する会
特定非営利活動法
人　　　　　　　　　草
木舎/グループホー
ムそうもく

・高次脳機能障害の啓蒙と啓発
講演会、座談会、当事者と支援
者によるコンサート開催
・共同生活援助事業所「グループ
ホームそうもく」の運営
対象：主として精神障がい者（高
次脳機能障がい者を含む）
定員:６名（男性）
支援内容：日常生活の支援、相
談援助

電話・FAX　086-424-1651
E-mail
gh-
soumoku@sky.plala.or.jp
HP
http://www14.plala.or.jp/s
oumokusya/

〒710-0046
倉敷市中央１丁目12-2

ＮＰＯ法人おかやま
脳外傷友の会・モモ
事務局

当事者及びその家族の悩みや苦
しみを経験したモモの会メンバー
が、今、困っているあなたの状況
を理解共有し、経験者が様々な
情報を基に相談や問題解決のサ
ポートをさせて頂きます。また、親
睦会やバザー等の活動も合わせ
て実施していますので、お気軽に
ご連絡ください。

電話　086-463-9400
（FAX兼用）
E -mail
momo9400@muse.ocn.ne.jp
ＨＰ
http://momookayamamomo
.info/

〒710-0004倉敷市西
坂1709　(工房かたつむ
り内）

　家族会



高次脳機能障害者と
家族の集い
「つるの会」

高次脳機能障害者および家族の
権利と親睦を図り、相互の情報交
換や他グループとの交流や研修
会への参加などを通じて活性化
するとともに、社会に働きかけ理
解を求めていくことを目的に活動
します。
定例会　奇数月-第3日曜日、偶
数月-第３火曜日

電話
0868-22-5675
090-5694-6144
FAX
0868-22-5675

〒708-0882
津山市大谷471

高次脳機能障害家
族会
「おしゃべり会」

まにわシードの会と連携体制にあ
り、講演会開催、支援専門職・行
政等に繋ぎ、広報啓発活動を
行っている。当事者・介護家族が
抱えている悩み、相談・現状など
自由に話ができる場として設けて
います。
月１回（毎月第2週目、火曜日）
10：00～15：00

・フリースペース風曜日
電話
0867-42-6001（相談日の
み）
・真庭市役所　健康推進課
0867-42-1050（相談日以
外）

〒719-3201
真庭市久世2618


