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医療法⼈社団 五稜会病院
リワーク ヴィレッジ®

北海道札幌市北区篠路9条6丁⽬2-3 011-771-5660
デイケア

ショートケア
⽉、⽕、⽔、⾦
9：00〜16：00

適⽤ なし リワーク医師受診が必須
⾯談、⼼理教育、CBGT,グループワーク、⼼理教育、軽

スポーツ、作業
有 <ＪＲ>．学園都市線 篠路駅から約１．２ｋｍ 札幌市 ＪＲ．中央バス http://goryokai.com/

ストレスケア病棟 同法⼈内にＥＡＰセンターがあり包括的な復職
⽀援ができる

さっぽろ駅前クリニック
北海道リワークプラザ

北海道札幌市中央区北3⻄4⽇本⽣命札幌ビル 011-280-0556
デイナイトケア、デイケ

ア
ショートケア、ナイトケ

⽉、⽕、⽔、⽊、⾦
8：30〜18：30

適⽤ 休職者、復職者 利⽤者の意思
プレゼンテーショントレーニング、パソコングループ

ワーク、ディベートトレーニング、コンセンサストレー
ニング、CBGT

有 地下鉄南北線 さっぽろ駅 徒歩５分 札幌市 地下鉄．ＪＲ
http://www.satsueki-
clinic.com/

メンタルヘルスが不調で休職された⽅の⽀援に集団精神療法やサイ
コドラマなどの精神療法に⼒を⼊れています。

certified.png

北海道⼤学病院 精神科神経科 北海道札幌市北区北14条⻄5丁⽬ 011-716-1161 作業療法、集団精神療法
作業療法：⽉、⽕、⽔、⽊、⾦

9:00〜11:00、13:00〜15:00
集団精神療法：⽕、13:30〜15:00

適⽤
なし（休職者、再就職
希望者いずれも可）

合、プログラム期間中は主治
集団認知⾏動療法、認知リハビリテーション

（NEAR）、OTワーク、軽スポーツ、ヨガ、ウォーキン
グ、料理、対⼈交流練習など

有
地下鉄南北線北12条駅、徒歩6分
地下鉄東豊線北13条東駅、徒歩15分
JR札幌駅、徒歩15分

通院可能であれば制限
なし

地下鉄南北線
地下鉄東豊線
JR北海道

yukikako@nifty.com
対象は気分障害（うつ病・双極性障害）の患者さんで、12週間のク
ローズドのプログラムを年間3クール実施しています。2006年に⼤
学病院で初めてリワークプログラムを実施した施設です。認知リハ

⼤⾕地病院
復職デイケアFROG

北海道札幌市厚別区⼤⾕地東5丁⽬7-10 011-891-3783
デイナイトケア、デイケ

ア
ショートケア

⽉、⽕、⽔、⽊、⾦
9：00〜12：00
9：00〜15：00

適⽤
休職者、失職者、復職

者
なし

かんがえる、ふりかえる、オフィスワーク、ＣＢＧＴ
グループワーク、太極拳、内⼭先⽣の⽇

有 地下鉄 東⻄線 ⼤⾕地駅 徒歩 １１分

さくら病院 ⻘森県⼋⼾市⼤字⼋幡字上樋⽥8番地1 0178-70-2011
デイケア

ショートケア

⽉、⽕、⽔、⽊、⾦
9：30〜12：30

12：30〜15：30
適⽤ なし 主治医変更が必須

認知⾏動療法、グループワーク、セルフケア、オフィス
ワーク、リラクゼーション・軽スポーツ

有
⼋⼾駅からタクシー５分〜１０分。⼋⼾駅からバス（市
営バス・南部バス）１０分

⼋⼾市．上北郡．三⼾
郡．⼗和⽥市．三沢市

⾃家⽤⾞．バス
http://sinai-
sakura.com/index.htm
l

もりおか⼼のクリニック 岩⼿県盛岡市本宮六丁⽬1番48号 019-613-6677
デイケア

ショートケア
⽉、⽕、⽔、⽊、⾦、⼟

9：30〜15：30
適⽤ なし なし

認知⾏動療法、ＳＳＴ、クッキング、スポーツ、ヨガ、
セラピー講座、⼿芸、脳トレーニング、就労⽀援

有

特定医療法⼈智徳会 未来の⾵せいわ病院 岩⼿県盛岡市⼿代森９地割７０番地１ 019-696-2055
デイナイトケア、デイケ

ア
ショートケア

⽉、⽕、⽔、⽊、⾦
9：00〜15：00、8：30〜18：30

適⽤ なし なし
こころの天気予報、ＳＳＴ、名刺作成、個⼈トレーニン

グ
有

バス 盛岡駅（５番）より①⻑岡線・⽇詰駅前⾏き．⼜は②⽇⾚経由ふれあいランド
経由川久保線．２部線⼿代森ニュータウン南⼝⾏き．⼜は２部⾏き ⼿代森ニュータ
ウン北⼝降⾞バス停より徒歩５分 ①．②（約２０分）

岩⼿県内と近隣 秋⽥
県・⻘森県

・岩⼿県交通バス ・病院バス（盛
岡駅−病院 ３本／⽇） ・岩⼿飯
岡駅よりタクシー（１５分）（盛岡
駅−医⼤−病院 ２本／⽇）

私達は医療という枠組みを越え、地域の多くの関係機関と協⼒し相
互補完しながら、１⼈でも多くの⽅の⼈⽣に関わりを持ち、その⽅
の⼈⽣を⽀えていけたらと願っています。精神科救急⼊院料Ｈ２８

医療法⼈秋⽥ヒール ⽥代クリニック
リワーク・デイケア

秋⽥県秋⽥市東通⼀丁⽬23-1 018-884-1500 デイケア
⽉、⽕、⽔、⾦、⼟

8：30〜15：00
適⽤ 休職者のみ 原則変更で例外あり

光治療、認知・⾏動療法、呼吸法、
⾳楽療法、軽スポーツ、オフィスワーク

有

社会医療法⼈⼆本松会 ⼭形さくら町病院 ⼭形県⼭形市桜町2番75号 023-631-2315
ショートケア、デイケ

ア、
ナイトケア

⽉、⽕、⽔、⽊、⾦、⼟
9:00〜12:00、12:00〜15:30

9:00〜15:30
ナイトケア(⽉、⽔、⾦)

16：00〜20：00

適⽤
休職者、⼟曜フォロー

は復職者（⽉1回程
度）

主治医変更が必須
⼼理教育、集団認知⾏動療法、セルフリサーチ、オフィ

スワーク、スポーツ、栄養講座 グループワーク
有 ⼭形駅 徒歩３分 ⼭形．仙台 ⾃家⽤⾞．ＪＲ．バス http://sakuracho.net 救急・急性期から復職・再休職予防までサポート可。

社会医療法⼈ あさかホスピタル
リワーク プログラム

福島県郡⼭市安積町笹川字経坦45 024-945-1701
デイケア

ショートケア
⽉、⽕、⽔、⽊、⾦、⼟（第1、3）

9：30〜15：30
適⽤ なし なし 認知⾏動療法、体⼒向上、疾患教育、オフィスワーク 有 東北本線．東北新幹線 ＪＲ郡⼭駅 徒歩５分

福島県郡⼭市及び周辺
市町村

⾃家⽤⾞．電⾞
http://asaka.or.jp/hos
pital/

・あさかホスピタルとの連絡． ・主治医変更せずにリワークのみ
での利⽤も可能．

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの実施はあさかこころクリニック

社会医療法⼈⼀陽会 ⼀陽会病院 福島県福島市⼋島町15-27 024-534-6715

医療法⼈正槙会 ⻄⼝ハートクリニック
デイケアR²×5

福島県福島市栄町1-1 024-573-9381 デイケア
⽉、⽔、⽊、⾦、⼟

9：30〜12：30、13：30〜16：00
適⽤

休職者、退職による再
就職希望者

PC作業、課題読書、認知⾏動療法、アサーション講座、
MWS,リカバリーシート作成、その他デイケアプログラ

ム
有 JR福島駅 主に福島市内

⾃家⽤⾞、電⾞、⾃転
⾞、徒歩

廣瀬クリニック デイケア 茨城県⽔⼾市⾒川町2352−3 029-244-1212
デイナイトケア、デイケ

ア
ショートケア、ナイトケ

⽕、⽔、⽊、⾦、⼟
9：00〜16：00
9：00〜21：00

適⽤ 休職者のみ 主治医変更が必須 状況分析、ＳＳＴ、運動療法 有

医療法⼈Epsylon
⽔⼾メンタルクリニック

茨城県⽔⼾市梅⾹1-2-50 029-303-1155
デイケア

ショートケア
⽉、⽕、⽔、⽊、⾦、⼟

9：00〜12：00、12：30〜15：30
適⽤

休職者、復職者、失職
者

リワーク医師受診必須
グル-プワーク、集団認知⾏動療法、キャリア、対⼈ス

キルアップ、運動療法
有 ＪＲ常盤線 ⽔⼾駅徒歩１０分 茨城県内 ⾃動⾞．バス．電⾞ ⼼理相談

こころのクリニック⽔⼾ 茨城県⽔⼾市桜川2丁⽬5番15 029-231-0150
デイケア

ショートケア
⽉、⽕、⽔、⽊、⾦

9：00〜12：30、13：30〜16：00
適⽤ 休職者のみ なし

ＣＢＴ、ふたばの会、ＳＳＴ、運動プログラム（ヨガ・
卓球）、⼼理教育プログラム、振り返り、オフィスワー

ク
有 ＪＲ⽔⼾駅

⽔⼾市、ひたちなか
市、東海村、⽇⽴市、
その他

電⾞、⾃家⽤⾞
http://yuhokai-
kokoro.com/

・集団精神療法に⼒を⼊れている。
・個別担当制をとり、復職までの過程をしっかりとサポート。
・出⽋管理をきちんと⾏っている。

医療法⼈永慈会
永井ひたちの森病院

茨城県⽇⽴市⼩⽊津町966 0294-44-8800
デイケア

精神科作業療法
⽉、⽔、⾦

9：30〜12：30
適⽤

休職者、失職者、復職
者

患者の意思
SST、カウンセリング、運動プログラム、⼼理・疾病教

育
有 常磐線 ⼩⽊津駅 徒歩15分

⽇⽴市、⾼萩市、北茨
城市など

⾞、電⾞、バスなど
http://www.hitachino
mori.or.jp

当リワークプログラムの利⽤者は、20〜40代が主で、うつ病の⽅
が多いです。1クール6ヶ⽉となっています。

つくば⽊の花クリニック 茨城県つくば市松野⽊109-1 029-839-4458
ショートケア、精神科継

続外来⽀援指導
⽉、⽕、⽔、⽊、⾦

12：00〜13：20
適⽤ 休職者、失職1年以内 利⽤者の意思

個⼈ワーク、SST
ストレッチ、創作、芸術鑑賞

有
つくばエクスプレス線「つくば駅」より路線バス「ひた
ち野うしく駅⾏きに乗⾞し「この宮中央」で下⾞ 徒歩
１０分

県南．県⻄地区 ⾃家⽤⾞
http://www.konohan
a-clinic.com

つくばねむりとこころのクリニック 茨城県つくば市妻⽊ 637-1 029-875-3578
デイケア

ショートケア
⽉、⽕、⽔、⾦
9：30〜12：30

適⽤ 休職者のみ 主治医変更が必須
集団認知⾏動療法、⼼理教育、ストレスマネジメント、

個⼈ワーク、その他
有

電⾞：つくばエクスプレス「つくば駅」から徒歩１５分
バス：関東鉄道バス「妻⽊バス停」から徒歩２分

つくば市．⼟浦市など ⾞ 睡眠障害の⽅の診療及び認知⾏動療法を⾏っています。 URLはホームページ更新時に出す予定です。

医療法⼈Epsylon
つくば⼼療内科クリニック

茨城県つくば市研究学園5‐12‐4研究学園駅前岡
⽥ビル３F

029-846-7357
デイナイトケア、デイケ

ア
ショートケア

⽉、⽕、⽔、⽊、⾦
8：30〜18：30

適⽤ なし 利⽤者の意思
認知機能リハ、認知⾏動療法、リラクゼーション、対⼈
スキルアップ、グループワーク、セルフナビゲーショ

ン、SST
有 研究学園駅（つくばエキスプレス） 主に茨城県県南地域

つくばエキスプレス、
市バス、⾃家⽤⾞

http://tsukuba-
psychosomatics.com

医療法⼈社団順英会 アイ・こころのクリニック 栃⽊県宇都宮市松が峰2丁⽬4-1 028-638-4556
デイケア

ショートケア
⽉、⽕、⽔、⽊、⾦、⼟

9：30〜15：30
適⽤ なし なし

PC作業、ディベート、認知⾏動療法、SST,⾃律訓練
法、アロマセラピー、⾃⼰分析

有 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 徒歩３分 栃⽊県内
東武線．ＪＲ．関東バ
ス．等

http://www.kokoro-
clinic.net/ai

医療法⼈社団朝⽇会 朝⽇病院 栃⽊県⼩⼭市喜沢660 0285-22-1182
デイケア

ショートケア
⽉、⽕、⽔、⽊、⾦

9：30〜12：30、12：30〜16：30
適⽤ 休職者、失職者 原則変更で例外あり

認知⾏動療法、アサーション、ワークトレーニング、ヨ
ガ・リラクゼーション、スポーツ、⼼理教育、振り返り

の会、グループワーク
有

⼩⾦井駅・⼩⼭駅（ＪＲ）よりタクシーで約１５分 ⼩
⼭コミュニティバス ＪＲ⼩⼭駅下⾞→扶桑団地⾏ 桑
中⼊⼝下⾞ 徒歩約３分

下野市．⼩⼭市 ⾃家⽤⾞ 県南部に位置するため、県内だけでなく県外の⽅も参加されている

医療法⼈⼼救会 ⼩⼭富⼠⾒台病院 栃⽊県下野市柴1123 0285-44-0200
デイケア

ショートケア

⽉、⽕、⽔、⽊、⾦
9：30〜12：30
9：30〜16：00

適⽤ なし なし
認知⾏動療法、作業療法、グループミーティング、オ

フィスワーク、⾳楽療法、創作活動
有 ＪＲ⼩⾦井駅、ＪＲ⾃治医⼤駅 栃⽊県内、茨城県内

病院送迎バス、⾃家⽤
⾞、⾃転⾞、バイク

http://www.oyama-
fujimidai.or.jp/

常勤医に産業医が複数おり、職場との連携がスムーズにすすんでい
る。職場復帰して、元のように仕事が遂⾏できている完全寛解例が
少なくない。

医療法⼈⼭崎会 サンピエール病院
リワークセンター

群⾺県⾼崎市上佐野町786-7 027-347-1177
デイケア

ショートケア
⽉、⽕、⽔、⽊、⾦

9：15〜15：15
適⽤ 休職者、失職者 なし

オフィスワーク、認知⾏動療法、
ヨガ、SST,卓球、⼼理教育

有 ＪＲ⾼崎駅 徒歩 群⾺県・埼⽟県 ⾞ http://st-pierre.or.jp/ サンピエール病院 certified.png

中泉メンタルクリニック
リワークデイケアぐんま

群⾺県⾼崎市福島町769-1 027-373-6060
デイケア

ショートケア

⽉、⽕、⽔、⾦、⼟
9：30〜12：00

13：00〜14：30
適⽤ なし なし

コミュニケーション講座、⼿⼯芸、
軽スポーツ、院⻑講座、リワーク直前プログラム

無

医療法⼈双信会 たてばやし⼼療クリニック
リワークデイケアたてばやし

群⾺県館林市北成島町1641−1 0276-55-0073
デイケア

ショートケア

⽉、⽕、⽔、⽊、⾦、⼟(⽉1回）
9：00〜12：00、12：00〜15：00

9：00〜15：00
適⽤

リワーク：休職者のみ
リライブ（就労⽀

援）：なし
なし

リラクゼーション、運動(筋トレ・ヨガ・ストレッチ
等）、集団作業、個⼈作業、ミーティング、グループ

ワーク、フォローアップ、オフィスワーク、⼼理教育、
有

東武伊勢崎線 館林駅より徒歩３０分．東武⼩泉線 成
島駅より徒歩１０分

館林市・⾢楽町・⼤泉町・千代⽥
町・明和町・板倉町・太⽥市・佐野
市・⾜利市・⽻⽣市・加須市

東武伊勢崎線・東武⼩
泉線・⾃動⾞

shibatamentalclinic.com/index.html
リワークプログラム(復職⽀援）とリライブプログラム(就労⽀援）
を並⾏して実施しています。

柴⽥メンタルクリニックＨＰ．
http://www.shibatamentalclinic.com/index.
html Ｆａｃｅ ｂｏｏｋ：リワークデイケ

華蔵寺クリニック
デイケア・ファーブラ

群⾺県伊勢崎市安堀町127−5 0270-40-7211
デイケア

ショートケア

⽉、⽕、⽔、⾦、⼟
10：00〜12：00
13：00〜15：00

適⽤ なし リワーク医師受診必須 当事者研究、SST、アサーション 有 伊勢崎駅 徒歩２５分（市内循環バスあり）
伊勢崎市．前橋市．み
どり市．桐⽣市

⾞ デイケアでの仲間づくりを⼤切にしています

医療法⼈⾼柳会 ⾚城病院 群⾺県前橋市江⽊町1072番地 027-269-5111
デイケア

ショートケア

⽉、⽕、⽔、⽊
9：00〜12：00

12：45〜15：45
適⽤ なし なし

パソコン技能向上、基礎体⼒向上、サーキットトレーニ
ング、屋内競技、グループワーク、リラクゼーション、
頭脳トレーニング、SHG（セルフヘルプグループ）、⼼

有 上⽑電気鉄道上⽑線「江⽊駅」
前橋・伊勢崎・渋川・
藤岡

⾃動⾞
http://www3.wind.ne.
jp/akagi-hospital/

・レベル（1〜4）を⽤いてリワークプログラムを実施しているため
常に⽬標を意識し意欲的に取り組むことができる
・復職先の企業と連携を図りながらスムーズに復職ができるよう、

浦和神経サナトリウム
リワークプログラム

埼⽟県さいたま市南区⼤字広ケ⾕⼾301−1 048-873-7613
デイケア

ショートケア
⽉、⽕、⽔、⽊、⾦

9：30〜16：00
適⽤ 休職者、失職者 なし オフィスワーク、再燃予防、ヨガ 有

JR京浜東北線／浦和線／東⼝３番バス停 明花⽅⾯⾏バ
ス「稲荷越」徒歩３分 ＪＲ武蔵野線／東浦和駅／５番
バス停 浦和駅⻄⼝⾏きバス「稲荷越」下⾞徒歩３分

埼⽟県 電⾞．バス http://sanato.info/
宮公庁や企業など多くの職場で産業医を務める精神科医が復職を全
⾯的にサポートしています。

南浦和駅前町⽥クリニック
埼⽟県さいたま市南区南本町2丁⽬1−2プラザマツ
ヤビル3F

048−764−9797 デイケア
⽉、⽕、⽔、⽊、⾦、⼟

10：00〜15：30
適⽤

休職者を主体に受け⼊
れ。転職、再就労者は
応相談。当院医師の診

なし
復職準備講座、キャリア講座、認知⾏動療法、ソーシャ
ルスキルアップ、コミュニケーション、ライフスタイル

チェック、個別フォローアップ
有 JR京浜東北線・JR武蔵野線 南浦和駅

埼⽟県、東京都、千葉
県など

JR京浜東北線・JR武蔵
野線

https://www.machida
-cl.net/

駅から徒歩1分とアクセスのよいクリニックです。復職・再就労を
全⾯的に⽀援します。

⼥性の参加者が多めです。

医療法⼈⽚⼭会 かたやまクリニック
リワークデイケア・キウイ

埼⽟県さいたま市緑区美園五丁⽬43番地15 048-711-1671
デイケア

ショートケア
⽉、⽕、⽔、⽊、⾦、⼟

10：00〜16：00
適⽤ なし 利⽤者の意思

認知⾏動療法、アサーション、⼼理教育、キャリアデザ
イン、SST、オフィスワーク、運動療法

有 埼⽟⾼速鉄道 浦和美園駅 浦和美園駅東⼝徒歩７分 埼⽟県全域
南北線直通 埼⽟⾼速
鉄道

https://www.urawami
sono-
katayamaclinic.jp/

医師、臨床⼼理⼠、作業療法⼠等がチームを組み職場復帰プログラ
ムを⾏います。

医療法⼈秀⼭会 ⽩峰クリニック 埼⽟県さいたま市浦和区上⽊崎4‐2‐25 048-831-0012
デイケア、ショートケア

通院集団精神療法
⽉、⽕、⽔、⽊、⾦

9：30〜16：30
適⽤

休職者、失職者、復職
者

なし
リワークプログラム、ＳＳＴ、就労プログラム、スポー
ツ、サイコドラマ、認知療法グループワーク、ミーティ

ング
有 ＪＲ京浜東北線 与野駅

さいたま市、上尾市、
伊奈町、川⼝市、⼾⽥
市、志⽊市など

ＪＲ京浜東北線、⾼崎
線、宇都宮線、武蔵野
線、ニューシャトル、

http://www.hakuhou.
or.jp

うつの回復前期の⽅から、リワークの対象としております。通院が
なかなかできない⽅にも、個別担当がカウンセリングの時間を設け
て、少しずつ参加を促します。グループでは、⾃⼰理解、⾃⼰の気

医療法⼈社団ユーアイエメリー会
⼤宮すずのきクリニック

埼⽟県さいたま市北区東⼤成町2-251 048-661-7885 デイケア、ショートケア
⽉・⽕・⽔・⽊・⾦・⼟

9：30〜15：30
適⽤

休職者のみ
⼟曜フォローは復職者

なし
グループワーク、ＳＳＴ、アロマ、創作、軽運動  、

個別プログラム
有

⼟呂駅 徒歩15分、鉄道博物館駅 徒歩12分、東武バ
ス「警察学校⼊⼝」下⾞すぐ

埼⽟県内、近郊
ＪＲ宇都宮線、埼⽟新
都市交通伊奈線
（ニューシャトル）、

https://www.omiya-
suzunoki.net/

omiya-
rdc@mentalcare.or.jp

復職⽀援だけでなく、再発予防にも⼒を⼊れています。発病、休職
経緯の振り返りを中⼼に個別⾯談を⾏い、個⼈の状況に合わせた⽀
援を⾏います。また、集団プログラムを通して⾃⾝の考え⽅や⾏動

医療法⼈社団ユーアイエメリー会
すずのきメンタルケアクリニック

埼⽟県久喜市久喜中央2丁⽬7-20 0480-29-2800
デイケア

ショートケア
⽉、⽕、⽔、⽊、⾦、⼟

9：30〜15：30
適⽤ 休職者 リワーク医師受診必須

ヨガ、⾃主課題、ＧＷＴ（グループワークトレーニン
グ）、創作、セルフケア研究会

久喜駅 ５分
埼⽟県東部地域．茨城
県南⻄部．千葉県野⽥
市

電⾞．⾞
系列病院に⼊院施設あり．院内にカウンセリングオフィスあり（⾃
費）

医療法⼈髙仁会  ⼾⽥病院 埼⽟県⼾⽥市新曽南3丁⽬4-25 048-442-3824 デイケア
⽉、⽕、⽔、⽊、⾦、⼟

9：00〜15：30
適⽤

休職者、失職者、復職
者

利⽤者の意思
集団精神療法、認知機能訓練、時事ネタトーク、園芸、
作業課題、社会リズム療法、SST,グループワーク、その

他
有

医療法⼈昭友会 森林公園メンタルクリニック 埼⽟県⽐企郡滑川町⽻尾495 0493-56-4775
デイケア

ショートケア

⽉、⽕、⽔、⽊、⾦
9：00〜12：30
9：00〜15：30

適⽤ 休職者、失職者 主治医変更が必須
⼼理教育、SST、CEGT、オフィスワーク（個別・集

団・作業）、リファレンスプログラム、マインドフルネ
ス、スポーツプログラム

有 東武東上線 森林公園駅
⽐企郡、東松⼭市、坂
⼾市近郊

公共交通機関、⾃家⽤
⾞

https://www.kokoro.o
r.jp/shinrin/

⼼の⾵クリニック 千葉
千葉県千葉市中央区富⼠⾒2丁⽬5-15 塚本千葉第
3ビル9階

043-202-3101 デイケア
⽉、⽕、⽔、⽊、⾦

9：45〜16：00
適⽤ 休職者のみ リワーク医師受診必須

個別プログラム、1週間の振り返りワーク、認知⾏動療
法、アロマリラクゼーション、アート、グループセッ

ション、その他
有 千葉駅徒歩 ２分 千葉県 全域

総武線．外房線．内房
線．京葉線．成⽥線．
京成千葉線．千葉モノ

休職に⾄った経緯の振り返り（内省）と再発予防策に⼒を⼊れてい
る 期間が決められたプログラムではなく、個別性を重視

⼼の⾵クリニック（船橋） 千葉県船橋市本町1丁⽬26-2 船橋SFビル3F 047-422-1750
デイケア

ショートケア
⽉、⽕、⽔、⽊、⾦

9：30〜16：00
適⽤ 休職者のみ リワーク医師受診必須

個別プログラム、1週間の振り返りワーク、認知⾏動療
法、アロマリラクゼーション、アート、グループセッ

ション、その他
有 船橋駅徒歩 ２分

千葉県 全域 東京都
東側 埼⽟県 南部

総武線．東武アーバン
パークライン 京成本
線

http://k-kaze.jp/
休職に⾄った経緯の振り返り（内省）と再発予防策に⼒を⼊れてい
る 期間が決められたプログラムではなく、個別性を重視

certified.png

医療法⼈社団 森メンタルクリニック
復職⽀援デイケア・ナイトケア

千葉県市川市⾏徳駅前2丁⽬16-2松丸ビル2.3F 047-359-1650
デイケア、ショートケア
デイナイトケア、ナイト

ケア

⽊、⼟
 9：30〜15：30
⽉、⽕、⽔、⾦

適⽤
休職者、復職者、離職

者
主治医変更なく利⽤可

集団認知⾏動療法・運動療法・双極性障害の⼼理教育・
職場のコミュニケーションスキル

有 東京メトロ東⻄線 ⾏徳駅 徒歩１分 千葉県、東京都など 東京メトロ 東⻄線
https://morimental.co

m/

・リワーク期間中は決められたプログラムではなく、個別性を重視
し、ご本⼈、職場の状況にあわせフレキシブルに対応します。

・再発を予防し、働き続けることを⽬標に⽀援します。

⼋幡メンタルクリニック 千葉県市川市南⼋幡5丁⽬1−2本⼋幡駅前ビル4Ｆ 047-300-9150 ショートケア
⽉、⽕、⽔、⾦

9：30〜12：30、14：00〜17：00
適⽤

休職者、失職者、復職
者

リワーク医師受診必須
集団認知⾏動療法、ストレスマネジメント、社会⽣活技

能訓練（ＳＳＴ）、ヨーガ
有 ＪＲ本⼋幡．徒歩２分 市川市 ＪＲ．等 鉄道 カウンセリングによる 認知⾏動療法にも⼒を⼊れています。 １⽇利⽤実⼈数 １０⼈ 程度

柏メンタルクリニック
リワークプログラム「ＲＰ」

千葉県柏市末広町4-7 04-7143-4211
デイケア

デイナイトケア
ナイトケア

⽉、⽕、⽔、⽊、⾦、⼟
9：00〜15：00

適⽤ なし なし ＯＭＴ，ＣＴ，ＰＴ，ストレスケア 有 柏駅⻄⼝徒歩１分 千葉県柏市．松⼾市．流⼭市．我孫
⼦市．鎌ヶ⾕市．茨城県南地域

ＪＲ常磐線．東武アー
バンパークライン．東
京メトロ千代⽥線

http://www.kashiwa-
mental.com

リワークプログラムの他に離職中の⽅も対象としたプログラムがあ
ります。

柏駅前なかやまメンタルクリニック 千葉県柏市旭町1−1−2 YKビル6階 04-7141-6182
デイケア

通院集団精神療法

⽉、⽕、⽔、⽊、⾦
10：00〜16：00

19：00〜20：00(フォローアップ)
適⽤ なし リワーク医師受診必須

⼼理教育、ディスカッション、スポーツ、プレゼン、パ
ソコン作業、ものづくり、認知⾏動療法、その他

有
ＪＲ常盤線．東武アーバンパークライン 柏駅 徒歩１
分

近隣区域（千葉県北⻄
部．茨⽊県．埼⽟県）

電⾞
精神科・⼼療内科の他・発達障害外来・漢⽅外来・疼痛外来など
⾏っています。デイケアやＣＢＴセミナーなどリハビリ全搬へのア
プローチを⾏っています。

医療法⼈社団 ⼼癒会 しのだの森ホスピタル
ホリスティックデイケア ハルニレ

千葉県⼋千代市島⽥台1212 047-488-2218
デイケア

ショートケア
⽕、⽔、⽊、⾦、⼟

10：00〜16：00
適⽤ 休職者 なし

集団認知⾏動療法、交流分析、ＳＳＴ、ヨガ、スポー
ツ、プレゼン、新聞作り、トリセツ（再発防⽌策）作り

有
東葉⾼速鉄道線「⼋千代緑ヶ丘」より⾞で15分
京成線「勝⽥台」より⾞で20分

⼋千代市、印⻄市、船
橋市、習志野市

鉄道、⾃家⽤⾞、シャ
トルバス

http://www.sinodano
mori.or.jp/

・ストレス関連疾患を中⼼とした通過型デイケアです。
・⼼理療法的⼿法を応⽤した再発防⽌策の作成に⼒を⼊れていま
す。

・離職者や復職者についてはハルニレ内の別
コースで受け⼊れています。

東邦⼤学医療センター佐倉病院
メンタルヘルスクリニック科

千葉県佐倉市下志津５６４番地１ 043-462-8811
デイケア

ショートケア

⽉、⽕、⽔、⽊、⾦
9：30〜12：30

13：00〜16：00
適⽤ 休職者、失職者 リワーク医師受診必須

オフィスワーク、ストレス・マネジメント・プログラ
ム、

⼼理教育プログラム、スモール・グループ・コミュニ
有

京成本選 ユーカリヶ丘駅 徒歩２０分．無料送迎バス
有 ＪＲ四街道バス３０分

千葉県内．北総．葛南
地域

京成線．ＪＲ線
http://www.lab.toho-
u.ac.jp/med/sakura/
mentalhealth/guide/d

就労⽬的の⽅も受⼊れています

医療法⼈ 静和会 浅井病院 千葉県東⾦市家徳３８−１ 0475-58-5000 デイケア
⽉、⽕、⽔、⽊、⾦

9：00〜15：30
適⽤ なし なし

ワーキングメモリートレーニング、対⼈関係トレーニン
グ、ＳＳＴ、健康・体⼒作り講座、問題解決教室、ア

サーショントレーニング、感覚統合エクササイズ、ＭＣ
有 ＪＲ東⾦駅

http://www.asaihospi
tal.com/

当院のリワークプログラムは、従来型のデイケアと、リワークデイ
ケアの中間という位置づけで、名称を[プレリワーク]として2015年
11⽉より開設しています。就労や復職を考えてはいるが、従来型の

東京⾜⽴病院千寿サテライト
メンタルクリニック三叉路

東京都⾜⽴区千住2-29-2 03-6806-1926
デイケア

ショートケア

⽉、⽕、⽔、⽊、⾦
9：30〜12：30

13：30〜16：30
適⽤

休職者
失職者（条件有り）、

復職者
患者の意思

個⼈ワーク、⼼理教育、⾃⼰洞察、運動、アサーショ
ン、グループワーク、⽣活チェックミーティング、趣味

講座、認知⾏動療法、リワーク運営部
有

東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス、常磐
線、千代⽥線「北千住駅」⻄⼝ 徒歩３分

東京都⾜⽴区．葛飾区．板橋区．江
⼾川区．荒川区．埼⽟県草加．⼋
潮．越⾕．⼤宮

https://www.rework-
program.jp/

職場との連携、家族相談も実施。臨時プログラムで薬剤師による
「薬について」の講義、管理栄養⼠による「栄養指導」、「マイン
ドフルネス」「リラクゼーション法」「陶芸」「トールペイント」

あべクリニック
リワークデイケア

東京都荒川区東⽇暮⾥6丁⽬60−10⽇暮⾥駅前中央
ビル5階

03-5810-7808
デイケア、ショートケア
デイナイトケア、ナイト

ケア

⽉、⽕、⽔、⽊、⾦、⼟
9：30〜16：00
9：30〜20：00

適⽤ 休職者のみ なし 知⾏動療法、マインドフルネス、運動療法、セルフケア、 有 ⽇暮⾥駅徒歩２分 荒川区
ＪＲ線．京成線．舎⼈
ライナー

http://www.abeclinic.
com

あいクリニック神⽥ 東京都千代⽥区内神⽥3丁⽬14-8ニシザワビル5階 090-1791-3611(直通)
デイケア、ショートケア
デイナイトケア、ナイト

ケア

⽉、⽕、⽔、⽊、⾦
9：00〜16：00（デイケア）

適⽤ 休職者、離職者 なし
復職⽀援、⼼理教育、ストレスコーピング、ＣＢＴ（認
知⾏動療法）、キャリア⽀援、マインドフルネス、リラ

クセーション
有

ＪＲ「神⽥」駅 ⻄⼝より徒歩１分．東京メトロ銀座線
「神⽥」駅 ２番出⼝より 徒歩３分

東京⼀円 ＪＲ．東京メトロ
http://www.i-
clinic.or.jp/

男⼥別のクラス編成（⼀部男⼥合同プログラムあり）、離職者向け
クラス、双極性障害クラスあり



ベスリクリニック
東京都千代⽥区神⽥鍛冶町３丁⽬２ サンミビル８
階

03-5295-7555 ショートケア
⽉、⽕、⽔、⽊、⾦

9:30〜12:30
9：00〜12：00，13：00〜16：00

適⽤ 休職者、失職者 主治医変更が必須 ⼼理教育、認知⾏動療法、キャリア、集団 有 ＪＲ神⽥駅 銀座線神⽥駅 都営新宿線岩本町/⼩川町
東京都、埼⽟県、千葉
県、 神奈川県

ＪＲ 銀座線 都営新
宿線

http://besli.jp/rework
.html

・ ビジネスパーソンを⽀援できるように、医師を含めスタッフに
は企業就業経験者を配置しています。睡眠、⾷事、運動などの⽣活
習慣改善を基盤に、対⼈関係調整⼒、問題解決スキルなどのスキル

医療法⼈社団 惟⼼会
りんかい⽉島クリニック 復職⽀援室

東京都中央区⽉島1‐13‐6ウェルネス⽉島３階
りんかい⽉島クリニック

03-5547-8633
デイケア

ショートケア
⽉、⽕、⽔、⽊、⾦

9：00〜15：45
適⽤ 休職者のみ リワーク医師受診必須

オフィスワーク、グループワーク、プレゼンテーショ
ン、ディスカッション、アサーションプログラム、セル

フマネジメントトレーニング、集団認知⾏動療法
有

東京メトロ有楽町線・都営地下鉄⼤江⼾線/⽉島駅、都
営バス/⽉島駅前

東京都、千葉県、埼⽟
県、神奈川県など

http://ishinkai.org/
主治医変更の必要はありません。光トポグラフィー検査可能。駅か

ら徒歩2分の好⽴地で通いやすい環境です。
⾒学・お問い合わせ随時実施しております。お気軽にお問い合わせください。

メディカルケア⻁ノ⾨
リワーク・カレッジ®、リワーク・スクール
リワーク・ゼミ、⼟曜フォロー

東京都港区⻁ノ⾨１丁⽬１６−１６⻁ノ⾨⼀丁⽬
MGビル4F

03-5510-3898
ショートケア、デイケア

デイナイトケア

⽉、⽕、⽔、⽊、⾦、⼟
8：30〜11：30、12：00〜15：00
8：30〜15：00、8：30〜18：30

適⽤
休職者のみ

⼟曜フォローは復職者
プログラムにより主治医
変更が必須の場合あり

オフィスワーク、セルフケア、リラクセーション、軽運
動、

集団認知⾏動療法、⼀週間の振り返り
有

⻁ノ⾨駅 徒歩2分、霞ヶ関駅 徒歩6分、⻁ノ⾨ヒル
ズ駅 徒歩4分

東京都内、近郊 東京メトロ銀座線、丸ノ内線、千代
⽥線、⽇⽐⾕線

https://www.medcare
-tora.com/

通常のリワークプログラムだけでなく、復職者の⽅や発達障害の⽅
やリワークプログラム再利⽤者に向けたプログラム、ご家族向け勉
強会も提供しています。

certified.png

こころの健康クリニック芝⼤⾨ 東京都港区芝⼤⾨2-1-13 芝⼤友ビル6Ｆ 03-6435-8046 ショートケア
⽕、⽔、⽊、⾦
10：00〜13：00
15：00〜18：00

適⽤ 休職者、復職者 利⽤者の意思
社会リズム療法/セルフケア、振り返り/セルフモニタリ
ング、⼼理教育、コミュニケーション・スキル・トレー

ニング、集団認知・⾏動療法、集団対⼈関係療法
有 ⼤⾨駅徒歩3分、芝公園駅徒歩5分、浜松町駅徒歩7分 東京都内、東京都近郊

都営⼤江⼾線、都営浅草線、都営⼤
江⼾線、 JR⼭⼿線、JR京浜東北
線、東京モノレール

https://ipt-
clinic.com/

対⼈関係療法を応⽤し、⾃分との関係、⼆者関係のみならず、集
団・社会との関係に柔軟に対応できるように指導しています。

リワークを指導する院⻑は産業医としても活
動しています。

品川駅前メンタルクリニック
リワーク・ベーシック、リワーク・アドバンスト

東京都港区港南2丁⽬6-7⼤善ビル2・3・4F 03-5796-0556
デイケア

ショートケア
⽉、⽕、⽔、⽊、⾦、⼟

9：30〜16：00
適⽤ 休職者、復職者 主治医変更が必須

オフィスワーク、体操、⼼理教育・演習、CBGT
体操、⼼理教育・演習、うつ病エピソードの振り返り、

テーマトーク、仕様書
有 品川駅 徒歩３分 東京近郊 電⾞

http://www.shinacli.c
om/

certified.png
⼟曜⽇は復職者向けのフォローアッププログ
ラム

タカハシクリニック 東京都⼤⽥区蒲⽥4-29-11 ⾼橋ビル 03-5703-1321 デイケア、ショートケア
⽉、⽕、⽔、⽊、⾦

9：30〜15：30
適⽤ 休職者、失職者 主治医変更が必須

グループミーティング、⼼理教育・健康教育、ジョブト
レーニング、表現法、アート、英会話、ジャズダンス

有 JR蒲⽥駅 京急蒲⽥駅 ⼤⽥区 ⽬⿊区
JR京浜東北線、京浜急
⾏線、東急多摩川線、
池上線

http://www.kokorono
kai.jp/

2011年2⽉より⽬⿊駅前メンタルクリニックで開始したリワークプ
ログラムを、2021年4⽉よりタカハシクリニックに場所を変えて実
施しています。⼟曜⽇には当リワークプログラムを終了し復職した

医療法⼈社団慈友会 慈友クリニック 東京都新宿区⾼⽥⾺場4丁⽬3-11 03-3360-0031
デイケア

ショートケア
⽉、⽕、⽔、⽊、⾦

10：00〜16：00
適⽤ 休職者のみ なし

コミュニケーショントレーニング、認知⾏動療法、⼼理
教育、ストレッチ・リラクゼーションプログラム、アー

トプログラム
ＪＲ⼭⼿線 東京メトロ東⻄線 ⾼⽥⾺場駅 徒歩１分 東京都内

ＪＲ線．地下鉄．私鉄
各線

http://www.jiyu.or.jp 転院することなく利⽤可能です

医療法⼈社団KARIYA
まいんずたわーメンタルクリニック

東京都渋⾕区代々⽊２丁⽬１−１ 新宿マインズタ
ワーB1

03-5302-5288
デイケア

ショートケア
⽉、⽕、⽔、⽊、⾦

10：00〜16：30
適⽤ 休職者のみ 主治医変更が必須

ストレスマネジメント、⼼理教育、ＳＳＴ、グループ
ワーク、オフィスワーク、散歩

有
ＪＲ新宿駅から徒歩５分（ミライナタワー改札より）
都営⼤江⼾線新宿駅から徒歩５分（ＡＩ出⼝よりビル直
結）

東京都．神奈川県．埼
⽟県

電⾞ http://mmc-mcc.com/

ゆうリワークセンター（ゆうメンタルクリニック新宿
院内）

東京都渋⾕区代々⽊２丁⽬11-17 ラウンドクロス
新宿B1F

03-3377-1112 デイケア
⽉、⽕、⽔、⽊、⾦

11：00〜17：00
適⽤ 休職者、失職者 患者の意思 SSTプログラム、リワークプログラム 有 JR新宿駅 東京都内

JR東⽇本、東京メト
ロ、⼩⽥急鉄道等

http://yuik.net/re
work

新宿御苑前メンタルクリニック 東京都新宿区新宿2‐1‐2⽩⿃ビル2階 03-4405-6947 デイケア
⽉、⽕、⽔、⽊、⾦

10：00〜16：30
適⽤ 休職者のみ なし

⾃⼰管理、個別ふりかえり、⼼理教育、オフィスワー
ク、記事要約、ロールプレイ、テーマミーティング、

コーピング、問題解決技法、認知⾏動療法、エンカウン
有 丸の内線 新宿御苑前駅 東京都、神奈川、埼⽟ 電⾞

https://mentalclinic-
shinjyuku.jp/

どんな場⾯でどんな反応（考え、感情）があるのかをキャッチでき
るようにセルフモニタリングを習慣的に⾏ってもらっている。

医療法⼈社団SERENTE Medical switch in clinic 東京都渋⾕区渋⾕1丁⽬14-11⼩林ビル4F 03-5778-3600
デイケア

ショートケア

⽉、⽕、⽔、⽊、⾦
9：30〜12：30

13：30〜16：30
適⽤

休職者、復職者、失職
者

リワーク医師受診必須
かつ例外的に変更が必要

運動療法、⽿読、集団セミナー、書き写し、集団認知⾏
動療法

有

NTT東⽇本関東病院
職場復帰援助プログラム

東京都品川区東五反⽥5丁⽬9-22 03-3448-6321
精神科作業療法

通院集団精神療法
⽉、⽕、⽔、⽊
9：30〜11：50

適⽤ 休職者のみ なし
パソコン、軽スポーツ、 ディスカッショングループ、

集団認知療法
有 certified.png

医療法⼈社団ヘルメス会
Ｊメンタル五反⽥駅前クリニック
リワークプログラム 、⼟曜フォロー

東京都品川区⻄五反⽥2-5-2 五反⽥東幸ビル7F 03-3491-7776 デイケア、ショートケア
⽉、⽕、⽔、⽊、⾦、⼟

10：00〜13：00，14：00〜17：00
適⽤

休職者、復職者、失職
者

なし
ヨガ、アサーション、オフィスワーク、集団認知⾏動療
法、セルフケア、グループセラピー、英会話、リラク

ゼーション
有

JR⼭⼿線、都営浅草線「五反⽥駅」（徒歩1分）  東
急池上線「五反⽥駅」（徒歩3分）

品川区、港区、⽬⿊
区、⼤⽥区 他

⼭⼿線、都営浅草線、
東急池上線

http://www.j-
mental.com

漢⽅内科でもあります。
毎週⼟曜⽇に復職者へのアフターフォロー有

リワーク＆フォロー随時参加可能

医療法⼈社団⼼緑会
⼩⽯川メンタルクリニック リワークデイケア

東京都⽂京区⼤塚3-6-5⽩井ビル3F・4F 03-6905-8621
ショートケア

デイケア、デイナイトケ
ア

⽉、⽕、⽔、⽊、 、
9:00-19:00 9：30-16：30

9：30-13：00 13：00-16：30
適⽤

休職者、復職者、失職
者

原則変更で例外あり
集団認知⾏動療法、⼼理教育、グループワーク、

ミーティング、軽スポーツ、復職SST、プレゼンテー
ション、リラクセーション など

有 東京メトロ丸の内線 茗荷⾕駅、都営バス⼤塚2丁⽬
東京都、埼⽟、千葉、
神奈川

丸ノ内線
http://www.koishika

wa-mentalcl.com
現メンバー向けの家族教室を⾏っております。

毎週⼟曜⽇復職者向けのフォローアッププロ
グラム。随時復職者のアフターフォローあ
り。お気軽にお問い合わせください。

市ヶ⾕ひもろぎクリニック
リワークデイケア

東京都新宿区市⾕⽥町2-31-3 市ヶ⾕ASUKARAビル
1階2階

03-5946-8586
ショートケア

デイケア
⽕、⽔、⽊、⾦、⼟

9：30〜15：30
適⽤ なし リワーク医師受診必須

オフィスワーク、CBT、運動、
リラクゼーション、調理・栄養

有 有楽町線 南北線 市ヶ⾕線 徒歩５分 都内
ＪＲ市ヶ⾕駅．南北
線．有楽町線．新宿
線．市ヶ⾕駅

・認知⾏動療法．実施． ・管理栄養⼠による栄養学．調理プログ
ラム実施．

医療法⼈柏⽔会 三軒茶屋診療所
東京リワークセンター

東京都世⽥⾕区三軒茶屋2-19-16 メゾンレスポ
ワール 1F

03-5432-9015
デイケア、ショートケア
デイナイトケア、ナイト

ケア

⽉、⽕、⽔、⽊、⼟
9:00〜16:00

⾦
9:00〜20:00

適⽤
休職者、復職者

失職者は失職期間によ
り、要相談

なし

コミュニケーショントレーニング、グループワーク、運
動プログラム、太極拳、振り返り、個別⾯談（週1

回）、ナイトケア、アフターフォロー、⼟曜⽇プログラ
ム

有 ⽥園都市線 三軒茶屋 徒歩８分 東京、神奈川
東急世⽥⾕線、東急⽥
園都市線

https://sanchamental
.com/%e6%9d%b1%e4
%ba%ac%e3%83%aa%
e3%83%af%e3%83%b
c%e3%82%af%e3%82

当センターは座学が少なく、実践的なプログラムを導⼊しているこ
とが 特徴です。また、受け⼊れまで迅速な対応をさせていただい
ています。
⼟曜⽇プログラムやナイトケア等にも⼒を⼊れており、復職後も継
続的に⽀援を受けることが可能となっています。

医療法⼈社団仁恕会 メンタルクリニックいたばし 東京都板橋区板橋1−21−5 1階、2階 03-3961-9603
デイケア、ナイトケア

デイナイトケア
⽉、⽕、⽔、⽊、⾦

10：00〜16：00，16：00〜20：00
適⽤ 休職者・失職者 主治医変更が必須

個⼈ワーク、⼼理教育、スポーツ、グループワーク、リ
ラクセーション

有
ＪＲ埼京線「板橋駅」⻄⼝より徒歩１分 都営三⽥線
「新板橋駅」Ａ３出⼝より徒歩１分 東武東上線「下板
橋駅」より徒歩５分

東京都 板橋区．北区 電⾞
http://www.mental-
clinic.net/

児童、思春期の治療にも⼒を注いでいます。

吉祥寺クローバークリニック 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-25-7吉祥寺プラザ3Ｆ 0422-28-7377 ショートケア
⽕、⽔、⽊、⾦、⼟

9：00〜12：00
14：30〜17：30

適⽤ 休職者のみ 主治医変更が必須 認知⾏動療法、⾃律訓練法、など 有 ＪＲ・京王井の頭線．吉祥寺駅．徒歩７分
杉並区．世⽥⾕区．練
⾺区．武蔵野市．三鷹
市

電⾞

公益財団法⼈  井之頭病院 東京都三鷹市上連雀 4-14-1 0422-44-5331
デイケア、デイナイトケ

ア
⽉、⽕、⽔、⽊、⾦

9：00〜15：00，9：00〜19：00
適⽤ 休職者、復職者 リワーク医師受診必須

アサーション・トレーニング、集団認知⾏動療法、疾病
管理プログラム、セルフスタディ

有 ＪＲ三鷹駅南⼝ 徒歩１０分
三鷹市武蔵野市．杉並
区．世⽥⾕区．練⾺区

ＪＲ中央線．総武線．
地下鉄東⻄線．⼩⽥急
バス

http://www.inokashir
a-hp.or.jp/

Ⅰ期デイケア Ⅱ期〜デイナイトケア

国⽴精神・神経医療研究センター病院
リワークデイケア

東京都⼩平市⼩川東町4−1−1 042-341-2711
ショートケア

デイケア
⽕、⽔、⾦

9：30〜11：15、 12：30〜15：00
適⽤ 休職者のみ リワーク医師受診必須

集団CBT、ジョブ・トレ、疾病理解、⾃⼰理解、健康管
理、⾃分の取扱説明書、キャリア・デザイン、コミュニ
ケーション・トレーニング、産業医に聞く、社労⼠に聞

有
⻄武新宿線萩⼭駅−徒歩７分．ＪＲ武蔵野線新⼩平駅−
徒歩１０分

東京都．埼⽟県 電⾞
https://www.ncnp.go.
jp/hospital/patient/re
work.html

⽥無メンタルクリニック
東京都⻄東京市⽥無町4−23−4クリーンヒルズＫ
Ｈビル2F

042-497-4571
デイケア

ショートケア
⽉、⽕、⽔、⽊、⾦

9：00〜16：00
適⽤ 休職者、失職者 なし

ミーティング、オフィスワーク、CBT、
疾病教育、⾃⼰洞察

有 ⻄武新宿線 ⽥無駅 徒歩３分
・⻄武線．中央線沿線
にお住まいの⽅

・⻄武新宿線 ・ＪＲ中央線「武蔵
境駅」よりバス ・⻄武池袋線「ひ
ばりが丘線」より⻄武バス

・主治医の変更不要 ・主治医に対して定期評価報告あり ・回復
状況に合わせたクラス制導⼊

⼀宮メンタルクリニック 東京都台東区上野6-1-1  ⼩⻄本店ビル4階 03-5817-4824
デイケア

ショートケア
⽉、⽕、⽔、⽊、⾦

9：30〜16：00
適⽤

復職⽀援プログラム（認知療法、アサーションセラ
ピー、ストレスマネージメント、キャリア⽀援、作業能

⼒回復課題、ヨガなど）
https://i-mc.jp/

多摩国分寺こころのクリニック 東京都国分寺市南町3−17−2東海ビル5階 042-325-5286 デイケア
⽉、⽕、⽔、⽊、⾦

9：00〜16：00
適⽤ 休職者 リワーク医師受診必須

集団認知⾏動療法、園芸療法、マインドフルネス、グ
ループ活動、⾃⼰洞察

有 国分寺駅 徒歩 １分 多摩地区
ＪＲ中央線．⻄武国分
寺線

http://www.tamakok
u-
kokoro.com/daycare/r

認知⾏動療法やマインドフルネスなどの⼼理プログラムに加え、公
園ボランティアなど体⼒作りにも⼒を⼊れています。利⽤者の⽅⼀
⼈⼀⼈の状況に応じた個別性の⾼い⽀援を職場と連携をとりながら

たまこくデイケア リワークプログラム
www.tamakoku-
kokoro.com/daycare/rework.html

医療法⼈社団悠悠会 オアシスクリニック 東京都⽴川市曙町1-15-3 042-523-8668 デイケア
⽉、⽕、⽔、⽊、⾦

10：00〜16：00
適⽤ 休職者 なし

オフィスワーク、集団認知⾏動療法、疾患教育、グルー
プワーク、ボディーワーク、レクリエーション、⾃律訓

練法、⽣活リズムの振返りなど
有 ＪＲ⽴川駅 徒歩3分

⽴川市・国⽴市・国分
寺市・⽇野市・昭島
市・府中市等

ＪＲ中央線 南武線
⻘梅線 多摩モノレー
ル バスその他

http://oasis-
mental.com/

復職⽀援だけでなく、当院通院中の⽅のみを対象とした就労⽀援も
デイケア（トライワークコース）で⾏っている カウンセリング

こころのクリニック イムス⼋王⼦ 東京都⼋王⼦市明神町2-26-9 MZビル2階 042-649-8221
デイケア

ショートケア
⽉、⽕、⽔、⽊、⾦、⼟

9：30〜15：30
適⽤

休職中、
それ以外は要相談

利⽤者の意思
⼼理教育、セルフモニタリング、コミュニケーショング

ループ
有 JR⼋王⼦駅、京王⼋王⼦駅 ⼋王⼦市、⽇野市 電⾞、バス

医療法⼈FLATS ヒルサイドクリニック
リワークプログラム

神奈川県横浜市港南区上⼤岡⻄1-16-19上⼤岡エン
トランスビル3階

045-849-2550
デイケア

ショートケア
⽉、⽕、⽔、⽊、⾦、⼟

9：00〜15：00、15：00〜18：00
適⽤ 休職者のみ リワーク医師受診必須

認知⾏動療法、キャリア、ヨガ、⼼理教育、
コミュニケーションスキル、ストレスマネージメント

有 京急線 上⼤岡駅徒歩３分
横浜市を中⼼とした神
奈川県

京急線．市営ブルーライン．グリー
ンライン．⼩⽥急線．ＪＲ線．相鉄
線

http://www.myclinic.
ne.jp/hillside/

リワークプログラムの他に認知症の⽅への医療と介護事業も⾏って
います。

地⽅独⽴⾏政法⼈神奈川県⽴病院機構
神奈川県⽴精神医療センター リワークプログラム

神奈川県横浜市港南区芹が⾕2-5-1 045-822-0241 ショートケア
⽉、⽕、⽔、⽊、⾦

9：00〜11：00
13：00〜15：00

適⽤ 休職者、失職者 主治医変更が必須 軽スポーツ、スキルアップ、テーマトーク、CBT 有
京浜急⾏．上⼤岡駅下⾞．芹が⾕⽅⾯バス（１１番バス
乗り場）にて１５分．「芹が⾕」下⾞．徒歩８分

横浜市
京浜京⾏．神奈川中央
交通

http://seishin.hanaga
wa-pho.jp/

ストレスケア病棟と合同で運動プログラムを⾏っています

横浜市総合保健医療センター
精神科デイケア

神奈川県横浜市港北区⿃⼭町1735番 045−475-0136
デイケア

ショートケア
⽉、⽕、⽔、⽊、⾦

8：45〜16：00
適⽤ 休職者のみ なし

⼼理教育、集団認知⾏動療法、グループワーク、ＳＳ
Ｔ、集団精神療法、スキーマ探索、休職要因分析、復職

⾯談ロールプレイ、⾃⼰理解図作成
有

ＪＲ横浜線．横浜市営地下鉄 新横浜駅から徒歩１０分
強

横浜市・川崎市 新横浜駅
https://yccc.jp/menta
l/daycare/

医療法⼈ディープインテンション ⽇吉病院 神奈川県横浜市港北区⽇吉本町2-8-2 045-563-373
デイケア

ショートケア

⽕、⽔、⽊、⾦、⼟
9：00〜16：00 適⽤

休職者・失職者・復職
者

なし
集団認知⾏動療法、SST、⼼理教育、オフィスワーク、
グループディスカッション、リワーク報告会、休職予防

プログラムマインドフルネス、スポーツ、ヨガ等
有

⽇吉駅(東急東横線・⽬⿊線／横浜市営地下鉄グリーン
ライン）徒歩7分

横浜市・川崎市 電⾞・バス
http://hiyoshi-
hp.com/

当院のリワークプログラムは認知⾏動療法を主軸とし、休職に⾄っ
た本⼈側の要因(思考のクセや対⼈関係パターン)について振り返る
機会を多く持つことで復職しても再休職することなく働き続けられ

医療法⼈ディープインテンション
リンクスメンタルクリニック

神奈川県横浜市都筑区中川1-10-2中川センタービル
303

045-912-5851
デイケア

ショートケア

⽉、⽕、⽔、⽊、 、
（週6⽇のうち週5⽇）

9：00〜16：00
適⽤

休職者・失職者・復職
者

なし
集団認知⾏動療法（認知再構成法、セルフエスティーム
CBT、社交不安CBT等）、SST、グループディスカッ

ション、オフィスワーク、休職予防プログラム、リワー
有 横浜市営地下鉄ブルーライン 中川駅 徒歩１分 横浜市・川崎市 横浜市営地下鉄

http://linksmental.co
m/

当院のリワークプログラムは認知⾏動療法を主軸とし、休職に⾄っ
た本⼈側の要因（思考のクセや対⼈関係パターン）について振り返
る機会を多くもつことで、復職しても再休職することなく働き続け

三⽊メンタルクリニック
復職⽀援ショートケア

神奈川県横浜市⻄区平沼1-1-3横浜オーシャンビル3
階

045-479-6115 ショートケア
⽉、⽕、⽔、⽊、⾦

10：00〜13：00
14：00〜17：00

適⽤ なし 利⽤者の意思 認知⾏動療法、リラクセーション、SST 有

横浜市⽴⼤学附属病院
精神科デイケア

神奈川県横浜市⾦沢区福浦3-9 045-787-2800 ショートケア
⽉、⽔、⾦

9：30〜12：30
適⽤ 休職者のみ なし

ＳＳＴ，オフィスワークトレーニング、集団認知療法、
活動記録報告、疾患教育

有 シーサイドライン「市⼤医学部」下⾞
ＪＲ「新杉⽥」駅から
シーサイドライン乗換
京急「⾦沢⼋景」駅か

http://www.yokoham
a-cu.ac.jp/

医療法⼈財団⻘⼭会 ⻘⼭会関内クリニック
神奈川県横浜市中区⼭下町252番 グランベル横浜
ビル２F

045-222-8400 デイケア
⽕、⽔、⽊、⾦、⼟

9：30〜15：30
適⽤ 休職者、離職者 なし

認知⾏動療法 マインドフルネス グループワーク 疾
病教育 セルフマネージメント スポーツ ヨガ

有
JR京浜東北線 関内駅  横浜市営地下鉄ブルーライン
関内駅

横浜市 JR 市営地下鉄
http://www.bmk.or.jp
/kannai/

⼤規模デイケアの中で、⼀般デイケアとリワークプログラムを実施
しています。リワークプログラムの中で、復職者コースと離職者
コースの２コースを実施しています

医療法⼈社団慶神会 武⽥病院
リワーク・らくだ

神奈川県川崎市多摩区登⼾3193 044-911-4050 デイケア
⽉・⽕・⽔・⽊・⾦

9：15〜16：00
適⽤ 休職者、復職者 なし 集団精神療法、スポーツ、芸術系ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ等 有 ⼩⽥急線．ＪＲ南武線 登⼾駅 神奈川県川崎市 電⾞

都市型 急性期〜リハビリテーションに重点をおいた精神科病院。
従来より集団精神療法アプローチに病院をあげて取り組んできた。

ハートクリニック 神奈川県鎌倉市⼤船1-23-26 0467-48-2702
デイケア

ショートケア
⽉、⽕、⽔、⽊、⾦

9：30〜16：30
適⽤ 休職者のみ なし

ＳＳＴ，認知療法、グループミーティング、
モノづくり活動、⼼理教育

有 ＪＲ東海道線『⼤船駅』徒歩３分 神奈川県内
ＪＲ東海道線．横須賀
線．バス

あつぎ⼼療クリニック
職場復帰サポートコース

神奈川県厚⽊市中町4-6-9 046-295-1300
デイケア

ショートケア

⽉、⽕、⽔、⽊、⾦
9:30〜15：30

9：30〜12：30
適⽤ 休職者のみ なし

ＳＳＴ，認知療法、グループワーク、デスクワーク、ス
ポーツ

有 ⼩⽥急線 本厚⽊駅北⼝ 徒歩５分 ⼩⽥急線沿線 電⾞．

秦野病院
リワークデイケア

神奈川県秦野市三屋１３１番地 0463-75-0032
デイケア

ショートケア
⽉、⽔、⼟

9：30〜15：30
適⽤ 休職者 なし 軽スポーツ、認知⾏動療法 有 ⼩⽥急線 秦野駅よりマイクロバス運⾏

神奈川県．秦野市．平
塚市．⼩⽥原市．厚⽊
市

バス．⼩⽥急線 就労プログラムも充実している

医療法⼈社団秦和会 はたの林間クリニック 神奈川県⼤和市中央林間3-2-3幸芳ビル1Ｆ 046-278-5781
デイケア

ショートケア
⽉、⽕、⽔、⽊、⾦

9：00〜12：00、13：00〜16：00
適⽤

休職者、離職1年以内
の失職者

なし
軽スポーツ、サポートグループ、リラクゼーション、専
⾨職のセミナー、SST,個別ワーク、認知⾏動療法、その

他
有

⼩⽥急江ノ島線 中央林間駅 徒歩１分 東急⽥園都市
線 中央林間駅 徒歩３分

横浜市．相模原市．町
⽥市など

⼩⽥急江ノ島線．東急
⽥園都市線

http://www.htrinkan.j
p/

秦野市にある本院、秦野病院（精神⼀般１５１床）のサテライトク
リニック

医療法⼈社団朋友会 けやきの森病院 神奈川県⾼座郡寒川町宮⼭3505 0467-74-5331
デイケア

ショートケア

⽉、⽕、⽔、⽊、⾦
9：00〜12：00
9：00〜15：30

適⽤ 休職者のみ なし
セルフケア、個別活動、⼼理教育、アクションプラン、
エクササイズ、集団活動、グループミーティング、集団

認知⾏動療法
有 ＪＲ相模線 宮⼭駅より徒歩７分

平塚市．茅ヶ崎市．伊
勢原市．海⽼名市．寒
川町

電⾞．⾃家⽤⾞ 再休職防⽌に⼒を⼊れたプログラムを実施

医療法⼈社団清⼼会 藤沢病院 神奈川県藤沢市⼩塚383番地 0466-23-2343
デイケア

ショートケア
⽉、⽕、⽔、⽊、⾦

9：20〜15：20
適⽤ なし なし

認知⾏動療法、体ほぐし⼼ほぐし、⼼理教育、認知機能
トレーニング

有 ＪＲ藤沢駅 徒歩２０分（送迎バス可）
藤沢市．茅ヶ崎市．鎌
倉市

電⾞．⾃⾞．⾃転⾞
http://www.fhp.or.jp/
daycare/post-9.html

南藤沢クリニック デイケア 神奈川県藤沢市南藤沢21-8 ⼤安興業5F 0466-21-9333 デイケア
⽉、⽕、⽔、⽊

10：00~12：00、13：00~16：00
適⽤

休職者のみ
（離職された⽅は応相

談）
主治医変更は不要

⼼理教育、集団認知⾏動療法、アサーション、SST、再
発予防

有 藤沢駅南⼝徒歩1分
神奈川県⻄域、横浜市
⼀部、近郊

JR東海道線、⼩⽥急江
ノ島線、江ノ島電鉄線

https://www.mf-
clinic.com/

mf-
clinic@kje.biglobe.ne.j
p

「再発予防」「セルフケア」「認知⾏動療法」等のプログラムを通
して集中⼒や意欲を、午後のスポーツを通して協調性や楽しみを取
り戻し、参加者同志の⽀え合いを⼒に、着実に職場復帰できる状態

医療法⼈常⼼会 川室記念病院 新潟県上越市⼤字北新保71−甲 025-520-2021
デイケア

ショートケア
⽉、⽕、⽔、⽊、⾦

9：00〜16：00
適⽤

休職者、失職者、復職
者

なし
⼼理教育、ストレスマネジメント

SST.ヘルスプログラム、創作
有

まことクリニック 新潟県新潟市⻄区⼩針3-31-2 025-211-3939
デイケア

ショートケア
⽉、⽕、⽔、⽊、⾦

9：00〜12：00、12：30〜15：30
適⽤ 休職者、失職者 主治医変更が必須

オフィスワーク、グループワーク、⼼理教育、認知⾏動
療法、軽運動

有
JR⼩針駅 徒歩15分、新潟医療センター前バス停 徒
歩3分

新潟市周辺
JR越後線、新潟交通バ
ス

第３⼟曜⽇午前に復職者のフォローアッププログラムあり

医療法⼈社団和敬会 ⾕野医院 富⼭県富⼭市総曲輪2−8−2 076-421-3648
デイケア

ショートケア
⽉、⽕、⽔、⽊、⾦

9：00〜12：00、12：30〜15：30
適⽤ なし なし

認知⾏動療法、アートセラピー、
アロマセラピー、ヨガ、ストレッチ、創作

有 地鉄バス 総曲輪バス停．下⾞３分 富⼭市 地鉄バス

医療法⼈財団松原愛育会 松原病院
すみれ台デイケア・りらいふ

⽯川県⾦沢市⽯引4-3-5 076-231-4335
デイケア

ショートケア
⽉、⽕、⽔、⽊、⾦

9：00〜16：00
適⽤ なし 利⽤者の意思

オフィスワーク
ＣＢＴ，ＯＴ、軽スポーツ

有 ⾦沢駅よりバス２０分 ⽯川県内 ⾃動⾞
認知・⾏動療法に⼒を⼊れている。休職者に対しては職場介⼊も積
極的に⾏う。

特定医療法⼈⼗全会 ⼗全病院 ⽯川県⾦沢市⽥上本町カ45番地1 076-231-5477
デイケア

ショートケア
⽉、⽕、⽔、⽊、⾦

9：00〜15：00，9：00〜12：00
適⽤ 休職者のみ 主治医変更が必須

オフィスワーク、有酸素運動、医学的⼼理教育、
ストレスマネジメント、集団認知⾏動療法

有 北陸鉄道バス「朝霧台」バス停．徒歩５分 ⾦沢市近郊 ⾃家⽤⾞

公益財団法⼈ 松原病院 福井県福井市⽂京2-9-1 0776-22-3717
デイケア、ショートケア
ナイトケア、デイナイト

ケア

⽉、⽕、⽔、⽊、⾦
9：30〜15：30，9：30〜20：00

適⽤ 休職者 病気の振り返り、認知療法、SST、⾃主学習、脳トレ
https://www.fmatsub

ara.com

福井厚⽣病院
うつ回復⽀援プログラム

福井県福井市下六条町201番地 0776-41-4400
デイケア

ショートケア
⽉、⽕、⽔、⽊、⾦、⼟

8：30〜16：00
適⽤ 休職者 原則変更例外有り

ミーティング、作業療法、認知⾏動療法、企画フリー、
⼼理教育、オフィスワーク、コミュニケーションスキル

有 JR福井駅、越前花堂駅
主に福井県嶺北地⽅全

域、
⼀部嶺南地⽅

⾃家⽤⾞
http://www.koseikaig
roup.jp/hospital/

スポーツ、リラクセーションなどの体⼒回復のためのプログラムも
提供している。看護師、作業療法⼠、精神保健福祉⼠、臨床⼼理⼠
などのコメディカルが複数スタッフとしてかかわり、多⽅⾯からの

医療法⼈ 嶺南こころの病院 福井県三⽅上中郡若狭町市場24-18-1 0770-62-1131
ショートケア、精神科作

業療法
⽕、⽔、⽊、⾦

9：20〜12：20、14：00〜16：00
適⽤

リワーク、CBT、対⼈関係スキル/グループワーク、活
動・リラクセーション、症状管理

有 https://reinan.jp/

響ストレスケア〜こころとからだの診療所
響ワーク＆ライフサポート

⼭梨県甲斐市中下条1933-1-2F 055-267-8111 ショートケア
⽉、⽕、⽔、⽊、⾦

9：00〜12：00
適⽤ 休職者 原則変更で例外あり ⼼理教育、集団精神療法、⾳楽療法、ヨガ、セルフケア 有 甲府駅よりバス（中下条バス停）徒歩０分． 甲斐市．甲府市 等 ⾞．電⾞とバス



あさなぎクリニック⼼療内科 ⼭梨県甲府市蓬沢町１０９９−１ 055-227-1000 ショートケア
⽉、⽕、⽔、⽊、⾦

9：30〜12：00
適⽤ 休職者 交流表現、⼼理教育、⾃⼰理解、体⼒リラクゼーション

⼩澤こころのクリニック ⼭梨県甲州市塩⼭下塩後356-3 0553-39-8610
デイケア

ショートケア
⽉、⽕、⽔、⽊、⾦、⼟

9：15〜12：15、12：15〜15：15
適⽤ なし 主治医変更が必須

社会 教育、 動 、脳 、 同
会、個別活動(⾃分史作成)、①認知⾏動療法、②集団認

知⾏動療法、リワークミーティング
有 JR東⼭梨駅

⼭梨県峡東地域、郡内
地域

⾃家⽤⾞・電⾞ http://ozawakokoro.jp
当院におけるリワークプログラムは、他DC利⽤者(新規就職希望
者)とともに実施しています。

信州⼤学医学部附属病院 ⻑野県松本市旭3丁⽬1番1号 0263-37-2638 作業療法
⽉、⽕、⽔、⽊、⾦

9：30〜11：30
13：00〜16：00

適⽤ 休職者 主治医変更が必須 学習プログラム、個別課題、集団プログラム

医療法⼈蜻蛉会 南信病院 ⻑野県上伊那郡南箕輪村8811 0265-78-4161
デイケア
作業療法

⽉、⽕、⽔、⾦、⼟
9：00〜15：00、15：00〜17：00

適⽤ 休職者 原則変更で例外あり
ジョブトレーニング、デブリーフィング、とんぼゼミ

（⼼理教育）、スポーツ、エンパワメント
伊那北駅（飯⽥線）．徒歩３５分 上伊那圏域 ⾃家⽤⾞ 単科精神科病院

⻑野県⽴こころの医療センター駒ヶ根 ⻑野県駒ケ根市下平2901 0265-83-3181
デイケア

ショートケア
⽉、⽕、⽔、⽊、⾦、⼟

9：15〜15：15
適⽤ 休職者 利⽤者の意思

フリー、パソコン、ＳＳＴ,ＭＣＴ,復職グループ、うつ
のセルフケア、サークル活動、料理、週替わりプログラ

ム、軽運動、園芸、おしゃべりカフェ
有 ＪＲ飯⽥線 駒ヶ根駅 上伊那地域 ⾃動⾞、電⾞

http://kokokoma-
hosp.or.jp/

⻑野県の精神科中核病院として、精神科救急医療や専⾨医療（依存
症、児童精神科、医療観察法）の確⽴に⼒を注いでいる。病床数は
129床。平成23年1⽉から病棟と外来が新しくなり、翌年12⽉から

社会医療法⼈緑峰会 ぎふストレスケアクリニック 岐⾩県岐⾩市菊地町2-41 058-274-0024
デイケア

ショートケア
⽉、⽕、⽊、⾦、⼟

9：30〜15：30
適⽤

休職者、失職者、復職
者

原則変更例外有り
個⼈ワーク、個⼈⾯談、卓球、1週間の振り返り、

SST、グループワーク、集団認知⾏動療法
有 ＪＲ岐⾩駅 岐⾩市、岐⾩市近郊

電⾞（JR・名古屋鉄
道）、岐⾩バス、⾃家
⽤⾞

https://www.gifu-
stresscare.com

岐⾩市の中⼼地にある最寄り駅（JR岐⾩駅）から徒歩15分、駐⾞場
も30台確保されており、アクセスに便利な⽴地である。また、⽇本
医師会認定産業医が⾮常勤として勤務、同法⼈である社会医療法⼈

社会医療法⼈緑峰会 養南病院
リワークセンターSMAP

岐⾩県海津市南濃町津屋1508番地 0584-57-2511
デイケア

ショートケア
⽉、⽕、⽊、⾦、⼟

9：30〜15：30
適⽤ なし なし

⼼理教育、オフィスワーク、スポーツ、集団精神療法、
ワークトレーニング、グループワーク、リラクゼーショ

ン、ＳＳＴ
有 養⽼鉄道「養⽼駅」 当院無料バスにて１０分 岐⾩県⼤垣市 養⽼鉄道

http://www.younan.o
r.jp/

急性期病棟ストレスケアセンター．⽀援アパート併設 certified.png

岐南ほんだクリニック デイケアセンターミライ
岐⾩県⽻島郡岐南町三宅8-137 ぎなんメディカルス
クエア内

058-249-2255
デイケア

ショートケア
⽉、⽕、⽊、⾦

9：00〜12：00、9：00〜15：00
適⽤ なし なし ⼼理教育プログラム、復職プログラム、講座プログラム 有

名鉄各務原線 駅
岐⾩市コミュニティバス３７３バス(岐⾩バス岐⾩川島
線)

岐⾩県域 電⾞、送迎者
http://g-
hondaclinic.jp

多職種チームによるリワーク⽀援
当事者とその家族、所属会社（企業）との密接な話し合いのもとリ
ワークを実現することを⽬指します。

NTT東⽇本伊⾖病院 静岡県⽥⽅郡函南町平井750 055-978-2320
デイケア

ショートケア
⽉、⽕、⽔、⽊、⾦

9：20〜15：20分
適⽤

休職者、復職者、失職
者

なし
グループワーク、IMR（疾病教育）、⼼理プログラム、

運動療法等
有

JR函南駅、伊⾖箱根鉄道⼤場駅から送迎バス/路線バス
あり

函南町、三島市、伊⾖
の国市、沼津市

バス、⾃家⽤⾞
地域で唯⼀の開放病棟を有する精神科で休息⼊院も対応可。⾝体⾯
のリハビリテーションも充実している。

医療法⼈輝豊会 みずほクリニック 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂通8-14 神⾕ビル2階
DC直通；052-846-2393,クリニッ

ク外来 052-842-5656
デイケア

ショートケア
⽉、⽕、⽔、⽊、⾦

9:30〜15:30
適⽤ なし なし

（認 ⾏動療法等含 ）、個
ム、疾患の振り返り、マインドフルネス、⼼理教育、ア

サーション、アートプログラム等
有

名古屋市地下鉄新瑞橋駅（名城線、桜通線）新瑞バス
ターミナル・徒歩2分

名古屋市（瑞穂区、天
⽩区、南区、昭和区、

熱⽥区、緑区）
地下鉄 バス

http://mizuhoclinic.co
m/

医療法⼈明⼼会 ルーセントジェイズクリニック
ルーセントリワークセンター

愛知県名古屋市⻄区⽜島町6番1号名古屋ルーセント
タワー3Ｆ

052-569-6606 デイケア
⽉、⽕、⽔、⽊、⾦

9：00〜15：00
適⽤ 休職者のみ 利⽤者の意思 オフィスワーク、学習プログラム 有 名古屋駅 ７分

愛知県．岐⾩県．三重
県．

ＪＲ．名鉄．名古屋市
地下鉄．近鉄など

certified.png

とわたり内科・⼼療内科
愛知県名古屋市中村区名駅4-1-3 クリスタルMAビ
ル4F・6F

052-587-5666
ショートケア、デイケア

通院集団精神療法
⽉、⽕、⽔、⽊、⾦、⼟ 適⽤ 休職者、失職者 利⽤者の意思

・オフィスワークではなく、⼼理療法に特化したプログ
ラム
・主な集団プログラム（認知⾏動療法・ストレスマネジ

有 名古屋駅 徒歩６分 愛知県 公共交通機関
http://www.towat
ari.com/

内科．精神科の専⾨医による⾼度な⼼⾝医療を実践。
他院の主治医を変更せずに利⽤可能（リワー
ク施設での定期的な診察は必要）

医療法⼈静⼼会 藤⽥メンタルケアサテライト徳重北 愛知県名古屋市緑区鳴海町字徳重18−40 052-879-3380
デイケア

ショートケア
⽉、⽕、⽔、⽊、⾦

8：30〜12：00、13：00〜15：30
適⽤ 休職者 なし

認知⾏動療法、スポーツ、みんなで解決（ＳＳＴ）、多
職種講義

有 地下鉄 桜通線 徒歩１分 名古屋市および周辺 地下鉄．市バス
https://www.seishink
ai-kokoro.jp/

鳴海ひまわりクリニック 愛知県名古屋市緑区鳴海町29-1 052-629-4041 デイケア
⽉、⽕、⽊、⾦
8：40〜15：00、
⽔ 8：40〜12：30

適⽤ なし なし

認 ⾏動療法、⾏動活性化、働 再考、 、
ミュニケーション、タスクマネジメント、運動プログラ
ム（ヨガ、エアロビ、太極拳など）、オフィススタディ

有 名鉄 鳴海駅 徒歩１０分
名古屋市と近郊（豊明
市・⼤府市・東海市・
豊⽥市など）

名鉄、市バス、名鉄バ
ス

https://himawari-
clinic.com/

⼟曜⽇にフォローアッププログラムを⾏っており、復職後もサポー
トが受けられます。

⾒学随時⾏っています。まずはお気軽にお問
い合わせください。

ナラティブクリニックみどり診療所 愛知県名古屋市緑区滝ノ⽔1−908 052−918−2448 ショートケア
⽉、⽕、⽔、⽊、⾦

9：30〜12：30、12：30〜15：30
適⽤ なし 利⽤者の意思

集団プログラムⅠ、集団プログラムⅡ、集団プログラム
Ⅲ、活動プログラム、個⼈プログラム 有 地下鉄桜通線 名鉄バス 市バス

名古屋市および周辺地
域

名鉄バス(法務⼤学)、
市バス(滝ノ⽔公園)

http://narrative-
clinic.com/

保健師、精神保健福祉⼠、産業カウンセラーによる個別⾯談を⾏い
ます。

きまたクリニック 愛知県名古屋市北区⽥幡1丁⽬12−12 052-938-3311 デイケア
⽉、⽔、⽊、⾦、⼟

9：30〜15：30
適⽤ なし なし

院⻑話会、チームｄｅプレゼン、認知⾏動療法、SST、
アサーション、リラクセーション

有 名古屋市営地下鉄（名城線） ⿊川駅 徒歩４分
名古屋市近郊 （名古
屋市．春⽇井市．⼩牧
市 等）

名古屋市営地下鉄
http://kimata-
clinic.com/

ならい⼼療内科
デイケアセンターリワークコース

愛知県岡崎市明⼤寺町沖折⼾1−3 0564-71-1515 デイケア
⽉、⽕、⽔、⽊、⾦

9：00〜15：00
適⽤ 休職者のみ なし

オフィスワーク、各種集団⼼理療法、
⼼理教育、スポーツ

有 名鉄東岡崎駅よりバス．芦池橋下⾞徒歩２分
岡崎市．⻄尾市．豊⽥
市

名鉄．ＪＲ．⾃家⽤⾞

上林記念病院 愛知県⼀宮市奥町字下⼝⻄89番地1 0586-61-0110
デイケア

ショートケア
⽉、⽕、⽔、⽊、⾦

9：00〜12：00
適⽤ なし

リワーク担当医の初診が
必須

教育・集団プログラム、リワークプログラムコース 有 名鉄尾⻄線電⾞（⽟ノ井⽅⾯⾏）奥町駅下⾞ 徒歩７分 ⼀宮市内 電⾞．⾃家⽤⾞
http://www.anzu.or.jp
/

かちがわ⼼と体のクリニック
リワークステーションかちがわ

愛知県春⽇井市柏井町1−101 0568−32−3200
デイケア

ショートケア
⽉、⽕、⽔、⽊、⾦

9：30〜15：30
適⽤ 休職者のみ 利⽤者の意思

認知⾏動療法、オフィスワーク、
コミュニケーションスキル、⼼理教育、軽スポーツ

有 ＪＲ中央本線 勝川駅 徒歩３分
愛知県（春⽇井市．⼩
牧市．名古屋市） 岐
⾩県（多治⾒市）

ＪＲ中央本線．名鉄バ
ス

www.kachigawa-mental.com/
かちがわ⼼と体のクリニックＨＰ．
www.kachigawa-mental.com

医療法⼈桜桂会 ⽝⼭病院 愛知県⽝⼭市塔野地⼤畔10 0568-61-1505
デイケア

精神科作業療法
⽉、⽕、⽔、⾦

10：00〜11：30、13：30〜15：00
適⽤ 休職者のみ 原則変更で例外あり

みどりまち⼼療内科 愛知県⻄尾市緑町3‐28 0563-54-0010 デイケア
⽉、⽕、⽔、⽊、⾦

9：30〜15：00
適⽤ なし なし

SST,集団認知⾏動療法、オフィスワーク、ピアカウンセ
リング、作業療法、⼼理教育、その他

有 名鉄⻄尾線桜町前駅 徒歩２分
⻄尾市．安城市．岡崎
市

⾃家⽤⾞

⽥原南こころのクリニック
愛知県⽥原市⽥原町新清⾕ １０２−１ ⽥原プラ
ザ１階

0531-27-7100 ショートケア
⽉、⽔、⾦

10：00〜13：00
適⽤ 休職者、失職者 主治医変更が必須

⼼理教育、オフィスワーク、軽スポーツ、創作活動、グ
ループワーク、認知⾏動療法、リラクゼーション等

有
渥美線三河⽥原駅から徒歩１０分、市街地バス、市役所
前バス停、新清⾕バス停、それぞれ1分

⽥原市、豊橋市 ⾃家⽤⾞
http://www.taharami
nami.com

なし HPなし

豊橋ニコニコクリニック 愛知県豊橋市⽩河町29-1 ⽩河ハイツ22Ｂ 0532-35-2533
デイケア

ショートケア
⽉、⽕、⽔、⽊、⾦

9：30〜12：00、13：00〜15：30
適⽤ 休職者のみ なし

集団認知⾏動療法、疾患理解、SST、アートセラピー、
オフィスワーク

有 JR、名鉄、渥美線
豊橋、豊川、⽥原、湖
⻄、浜松

http://www.nikokuri.c
om/

・1クール３ヵ⽉、途中参加可
・他院に主治医がいる患者さんはリワークのみ利⽤可能
・ほとんどのプログラムが集団であることを活かした内容です

医療法⼈成精会 メンタルクリニックアンセル 愛知県刈⾕市昭和町2-20-1 0566-21-2020 デイケア、ショートケア
⽉、⽕、⽔、⽊、⾦、⼟

10：00〜11：45、13：30〜15：00
適⽤ 休職者のみ なし

認知⾏動療法、D-MCT、⼼理教育、ミーティング、オ
フィスワーク、スポーツ

有 刈⾕駅から徒歩10分
刈⾕市近郊（刈⾕市、
安城市、⼤府市、豊⽥
市等）

JR、名鉄
http://anser-
cli.jp/

総合⼼療センターひなが
デイケア・復職準備コース

三重県四⽇市市⼤字⽇永5039番地 059-340-6153
デイケア

デイナイトケア
ショートケア

⽉、⽕、⽔、⽊、⾦
9：00〜15：00

適⽤ 休職者のみ なし
オフィスワーク、メンバー主体プロジェクト、コミュニ
ケーショントレーニング、スポーツ、認知療法、企画

チーム、うつ病 ⼼理教育
有

近鉄四⽇市駅 あすなろう鉄道にて⻄⽇野駅 徒歩１０
分

四⽇市．鈴⿅

医療法⼈ おの⼼のクリニック 三重県四⽇市市松本3丁⽬10-27 059-352-1151
デイケア

ショートケア
⽉、⽕、⽔、⾦

9：00〜12：00，13：00〜16：00
適⽤ なし 原則変更で例外あり 認知⾏動療法、⼼理教育、ミーティング、スポーツ、料理 有

財団法⼈信貴⼭病院分院 上野病院 三重県伊賀市四⼗九町2888 0595-21-5010 デイナイトケア
⽉、⽕、⽔、⽊、⾦

9：30〜12：30
14：00〜17：00

適⽤ なし リワーク医師診断が必須
⼼理教育、うつの振り返り、
認知⾏動療法、ヨガ、WRAP

有

南勢病院 三重県松坂市⼭室町2275 0598-29-1721
デイケア

デイナイトケア
ショートケア

⽉、⽕、⽔、⾦、⼟
9：30〜15：30

適⽤ 休職者のみ 主治医変更が必須
集団認知療法、SST、グループワーク、オフィスワー

ク、スポーツなど
有 松阪駅〜三交バス（１５分） 篠⽥⼭〜徒歩３分 松阪市．伊勢市 ⾞

http://www.nansei-
hospital.jp/

奈良県⽴医科⼤学 精神医学センター 奈良県橿原市四条町840番地 0744-22-3051
デイケア

ショートケア
⽔ 9：30〜12：30
⾦ 9：00〜15：00

適⽤ 休職者のみ 主治医変更が必須
⾃主課題、⼼理教育、CBT、スポーツ、メンバーミー

ティング、SST
有

近鉄⼋⽊⻄⼝駅下⾞ 徒歩約１０〜１５分 ＪＲ桜井畝
傍駅下⾞ 徒歩約１０〜１５分

奈良県 近鉄．ＪＲ

和歌⼭県⽴医科⼤学神経精神科 和歌⼭県和歌⼭市紀三井寺811−1 073-441-0659
デイケア

ショートケア
⽉、⽕、⽔、⽊、⾦

9：30〜12：00、13：00〜16：30
適⽤ 休職者 なし

週末の振り返り、個別・集団創作活動、パソコン作業、
集団認知⾏動療法、リラクゼーション、⼼理教育、集団

精神療法（フリーディスカッション）、その他
有 ＪＲ紀三井寺駅 徒歩１０分 和歌⼭県 ⾃家⽤⾞．バス．ＪＲ

医療法⼈ 湖南クリニック
リワーク・サポート こなん

滋賀県⼤津市⼤萱１丁⽬19−25 077-545-8530
デイケア

ショートケア
⽉、⽕、⽔、⽊、⾦

9：30〜15：30
適⽤ 休職者のみ 利⽤者の意思 オフィスワーク、セルフケア、スポーツ 有 ５分 滋賀県内 公共交通機関 思春期⻘年期のデイケア併設

⻑浜⾚⼗字病院 滋賀県⻑浜市宮前町14-7 0749-63-2111
ショートケア

デイケア
⽉、⽕、⽔、⽊、⾦

9：00〜15：30
適⽤ 休職者、失職者 原則変更で例外あり

グループミーティング、セルフマネージメント講座、創
作活動、プレゼンテーション、個⼈プログラム、軽ス

ポーツ、NEAR(認知矯正療法)、MCT(メタ認知トレーニ
有 ＪＲ⻑浜駅 徒歩約１５分 滋賀県 湖北地区

⾃動⾞
JR⻄⽇本北陸本線
近江鉄道・湖国バス

https://www.nagaha
ma.jrc.or.jp/node/221
6

総合病院

医療法⼈ ひつじクリニック 滋賀県草津市⻄⼤路町4-32 エストピアプラザ2階 077-565-2625
ショートケア

通院集団精神療法
⽉、⽕、⽔、⼟

10：00〜13：00、15：00〜18：00
適⽤ なし 主治医変更が必須

リフレクションシート、ストレスコーピング、集団認知
⾏動療法、復職準備シート、ビジネススキルトレーニン
グ、アサーショントレーニング、発達障害者就労技術向

有 JR琵琶湖線 草津駅 滋賀県湖南地域 電⾞、⾞、徒歩
https://hitsujiclini
c.com/

疾患の教育プログラムを全患者さんに⾏うとともに、睡眠や⽣活技
能全般の能⼒向上プログラムを⽤意している。

杉本医院からすまメンタルクリニック 京都府京都市中京区烏丸通錦⼩路上ル⼿洗⽔町652 075-255-7176
ショートケア

通院集団精神療法
⽉、⽕、⽔、⽊、⾦、⼟

9：00〜12：00，13：00〜16：00
適⽤ 休職者、復職者 なし

⽣活習慣チェック、ボディワーク、⼼理教育、グループ
ミーティング

有 京都市営地下鉄四条駅 阪急烏丸駅２１番出⼝徒歩２分 京都市
京都市営地下鉄．阪
急．京都市営バス

栄仁会京都駅前メンタルクリニック
バックアップセンター・きょうと

京都府京都市下京区七条通烏丸東⼊真苧屋町195 福
井ビル5F

075-334-6777
デイケア

ショートケア

⽉、⽕、⽔、⽊、⾦、⼟
9：00〜12：00 12：30〜15：30

9：00〜15：30
適⽤

休職者および失職者
（条件あり）

原則変更で例外あり
個別ワーク、ストレスマネジメント、⾝体活動

ミーティング
有 ＪＲ．近鉄 地下鉄 京都駅 徒歩５分

京都．⼤阪．滋賀．奈
良

電⾞
http://www.eijinkai.or
.jp/kyoto/backup_cen
ter/

certified.png

財団法⼈⻑岡記念財団 ⻑岡ヘルスケアセンター 京都府⻑岡市友岡4-18-1 075-951-9201 通院集団精神療法
⼟

13：30〜15：00
適⽤ 集団認知⾏動療法プログラム 有

医療法⼈健⼼会
五⼗嵐こころのクリニック デイケアリサーフ

京都府京⽥辺市河原神⾕7−1 ２階 0774-68-2203
デイケア

ショートケア
⽉、⽕、⽔、⽊、⾦

9：30〜15：30
適⽤ なし なし

コミュニケーショントレーニング（アサーション）、認
知⾏動療法（ＡＣＴ）、アドベンチャーベースドカウン

セリング、ヨガ
有 近鉄新⽥辺駅 徒歩８分 ⼭城北．南エリア 電⾞

ちかまつクリニック ⼤阪府⼤阪市中央区今橋3-2-17 06-6654-5555 通院集団精神療法
⽉、⽔、⾦

10：30〜11：30
⽕10：30〜11：00、⼟12：40〜13：

適⽤ 休職者、復職者 なし
個別活動、認知⾏動療法、

グループトーク、ソーシャルスキルを学ぶ
有

こころのクリニック 和 -なごみ- ⼤阪府⼤阪市中央区南本町2-2-9 06-6226-7463
デイケア

ショートケア
⽉、⽕、⽔、⽊、⾦

10：00〜13：00，13：00〜16：00
適⽤ 休職者のみ なし

オフィスワーク、⼼理教育、集団⼼理療法、リラクセー
ション、軽運動

有
地下鉄 堺筋線・中央線「堺筋本町駅」８号・９号出⼝
上がってすぐ

⼤阪府 地下鉄
http://kokoronagomi-
cress.blogspot.jp

集団にとっての私、私にとっての集団を、グループ経験を返してみ
んなで考えていきます。

リンダ⼥⼦クリニック
⼤阪府⼤阪市中央区⼤⼿前1-7-31 OMMビル地下1
階

06-6942-6363 ショートケア
⽉、⽕、⽔、⽊、⾦

9：00〜13：30、14：00〜17：00
適⽤ なし リワーク医師受診必須

カフェでの接客作業等、認知⾏動療法、アサーション、
ライフキャリア、キャリアデザイン、ＳＳＴ

有 ⼤阪市営地下鉄⾕町線．京阪電⾞．天満橋駅．徒歩２分 ⼤阪府
地下鉄．京阪．バス．
⾃転⾞．タクシー

各種⼼理療法（対⼈関係・スキーマ・マインドフルネス・ＣＢ
Ｔ）．栄養療法．発達障害の診断

中之島フェスティバルタワー・さくらクリニック
⼤阪府⼤阪市北区中之島2-3-18 中之島フェスティ
バルタワー15Ｆ

06-4707-6778
デイケア、ショートケア

デイナイトケア
⽉、⽕、⽔、⽊、⾦

9：00〜12：00、13：00〜16：00
適⽤ 休職者のみ 原則変更で例外あり

運動プログラム、オフィスワーク、⼼理教育（認知⾏動
療法）、グループワーク

有
地下鉄四つ橋線「肥後橋」駅 徒歩１分．地下鉄御堂筋線「淀屋橋」駅 徒歩５分．
京阪中之島線「渡辺橋」駅 直結．ＪＲ東⻄線「北新地」駅 徒歩８分．ＪＲ「⼤
阪」駅 徒歩１１分

⼤阪市．⼤阪北摂地域
地下鉄（四つ橋線．御
堂筋線） 京阪電鉄

http://nakanoshima.s
akura-cl.net

⼤阪のオフィス街の中⼼地に所在 オフィスワーカーが患者全体の
７５％

⻄梅⽥こころとからだのクリニック ⼤阪府⼤阪市北区曽根崎新地１丁⽬３番１７号 06−6348−0556 ショートケア
⽉、⽕、⽊、⾦

10：00〜16：00，14：00〜17：00
適⽤ 休職者、失職者 リワーク医師受診必須

認知⾏動療法、アサーション、ストレスマネジメント、
⼼理学講座、⾃分の病気を語る、グループミーティング

有
ＪＲ⼤阪駅 徒歩８分 ＪＲ●●地 徒歩２分．⻄梅⽥
徒歩２分

⼤阪市．⼤阪南下 ＪＲ．地下鉄

医療法⼈啓⻘会 野々村クリニック ⼤阪府⼤阪市⻄区⻄本町1丁⽬5−9⽇清ビル201号 06-4391-0707
デイケア

ショートケア
⽉、⽕、⽔、⽊、⾦

10：00〜13：00，14：00〜17：00
適⽤ なし 利⽤者の意思

ワークサンプル、個⼈⾯談、マッサージ、セルフチェッ
ク、インプロ、オフィスワーク

⼤阪市営地下鉄四ツ橋線本町駅２４番出⼝上 ⼤阪市 ⼤阪市営地下鉄 http//www.nono.or.jp

医療法⼈正正会 分野病院
ワーキングデイケア ドリーム

⼤阪府⼤阪市都島区東野⽥町5-3-33 06-6351-0002
デイケア、ナイトケア

デイナイトケア
ショートケア

⽉、⽕、⽔、⽊、⾦
9：00〜16：00
9：00〜19：00

適⽤ なし なし
オフィスワーク・軽作業・喫茶練習などの模擬業務、ア

サーションSST、⼼理教育、認知⾏動療法
有 各線京橋駅より徒歩7分

JR、⼤阪市営地下鉄、
京阪線

http://www.wakeno.j
p/working/index.html

デイナイトケアにて週5⽇8時間勤務を⾒据えたフルタイムでのリ
ワーク可。模擬業務でのリハビリ。個別担当制。昼⾷無料提供。

事前の⾒学が必須。⾒学予約窓⼝：ワケノク
リニック 06-6357-0007  担当 ⼤野

医療法⼈ 池澤クリニック ⼤阪市福島区吉野1-10-13 ＮＴビル5Ｆ 06-6940-6506 ショートケア
⽉、⽕、⽔、⾦
9：15〜12：15

適⽤ 休職者のみ 原則変更で例外あり
個⼈・グループワーク、⽣活習慣チェック、⾃⼰理解、
グループミーティング、アサーション、ストレスマネジ

メント、問題解決療法、リラクゼーション
有

阪神電鉄野⽥駅．ＪＲ東⻄線海⽼江駅．⼤阪市営地下鉄
千⽇前線 野⽥阪神駅 徒歩３分

⼤阪市 地下鉄

⻄澤クリニック ⼤阪府松原市東新町4-15-2 072-336-7121
デイケア

ショートケア
⽉、⽔、⽊、⼟

9：00〜12：00，13：00〜16：00
適⽤ 休職者、失職者 主治医変更が必須

認知⾏動療法、アサーショントレーニング、ストレスマ
ネジメント、疾病・理解．こころの疾病理解、⼼理学講
座、オフィスワーク、グループワーク（ロールプレイ）

有

医療法⼈メディカルメンタルケア
横⼭・渡辺クリニック

⼤阪府茨⽊市春⽇2−1−12ラウンド春⽇3Ｆ 072-627-9876
デイケア

ショートケア

⽉、⽕、⽔、⽊、⾦
9：00〜12：00

13：00〜16：00
適⽤ 休職者のみ 主治医変更が必須 グループワーク、個別活動 有

医療法⼈ 上島医院 ⼤阪府⼤阪狭⼭市⻄⼭台1-24-20 072-365-6579
デイケア ナイトケア

デイナイトケア 通信集
団精神療法 ⾃由診療

⽕、⽔、⾦
9：30〜16：00，16：00〜20：00

適⽤ なし 参加者の意思
⾃習プログラム、メンタルプログラム、セルフチェック
プログラム、グループプログラム、フィジカルトレーニ
ングプログラム、希望設定⾯談プログラム、プレゼンプ

有 南海⾼野線⾦剛駅 泉北⾼速鉄道泉ヶ丘駅
⼤阪狭⼭市 堺市 富
⽥林市 河内⻑野市及

び近隣地域
電⾞ バス ⾃家⽤⾞

http://ueshima-
iin.com

平成8年に⼤規模デイケア・デイナイトケア・ナイトケアを開設し
て以来、様々な疾患の⽅に利⽤していただきました。もともとは居
場所、仲間づくり、コミュニケーションの練習場としての利⽤、就

医療法⼈桐葉会 さくらクリニック ⼤阪府⾙塚市畠中22-1 072-430-5155 デイケア
⽉、⽕、⽔、⽊、⾦

10：15〜11：30，13：00〜15：00
適⽤ なし なし

⼼理教育、ファシリテーショントレーニング、ヘルスケ
アスタディ、クッキング、パソコン教室、オフィスワー

ク
有 ⽔問鉄道「⾙塚市役所前」徒歩５分

泉⼤津．岸和⽥．⾙
塚．泉佐野等泉南地域

電⾞．⾞ http://sakura-cl.net

医療法⼈杏和会 阪南病院 ⼤阪府堺市中区⼋⽥南之町277番地 072-278-0381 デイケア
⽉、⽕、⽔、⽊、⾦

9：00〜12：00，13：00〜15：00
適⽤ 休職者 原則、変更

デスクワーク、疾病教育、ストレスマネジメント講座、
ミーティング、ストレッチ

有
阪和線 津久野駅 バス１０分 泉北⾼速 深井駅 バ
ス５分

⼤阪府内 主に堺市 電⾞．バス
http://www.hannan.o

r.jp/rework/
医師．薬剤師．⻭科医師．看護師．臨床⼼理⼠．精神保健福祉⼠．
作業療法⼠ 様々なスタッフで関わっています。

certified.png

幸地クリニック
兵庫県神⼾市中央区三宮町2丁⽬11-1センタープラ
ザ⻄館709号

078-599-7365
デイケア

ショートケア
⽉・⽕・⽔・⾦・⼟

9：15〜15：30
適⽤

休職者、離職者(2年以
内)

なし
オフィスワーク、マインドフルネス、集団認知⾏動療

法、⼼理教育、キャリア・ワーク、模擬職場、ディベー
ト、ミーティング、ケアプランニング、ストレスコーピ

有
三宮駅(JR等)、元町駅(JR等)より徒歩約5分、神⼾市バ
ス7系統三宮町2丁⽬バス停より徒歩約3分

兵庫県、⼤阪府
JR、阪急、阪神、地下
鉄、神⼾市バス

tps://kochiclinic.com/

等依存症 ⽅ ⽀援 ⾏ 。随時個
別⾯談によるフォローも実施。復職後のアフターケアも⾏っていま
す。



医療法⼈社団ほがらか会 室井メディカルオフィス 兵庫県揖保郡太⼦町⽮⽥部３３５番地１ 079-277-0531
デイケア

ショートケア

⽉、⽕、⽔、⽊、⾦、⼟
9：00〜15：00

9：00〜12：00(⽔、⼟)
適⽤ なし リワーク医師受診必須

集団認知⾏動療法、ＳＳＴ，サイコドラマ、臨床動作
法・リラクセーション、認知機能リハビリテーション

有 ＪＲ網⼲駅 徒歩２０分
姫路市．たつの市．太
⼦町．相⽣市

⾃家⽤⾞．⾃転⾞
renkei@muroi-
medical.or.jp

１９床有床診療所．整形外科．内科．緩和ケア科あり

⼼療内科リワーク病棟「六甲」 兵庫県⻄宮市⼭⼝町下⼭⼝1637-5 078-904-0812 精神科作業療法
⽉、⽕、⽔、⽊、⾦

10：00〜11：30、14：00〜15：20
15：30〜16：15

適⽤ なし 主治医変更が必須
マインドフルネス認知療法、⾃⼰分析、ＣＢＧＴ，ＳＳ

Ｔ，ディベートプログラム、会議プログラム、学習
有

ＪＲ⻄宮名塩．神⼾電鉄岡場駅からそれぞれ阪急バス利
⽤し１０分

兵庫県内 認知⾏動療法．マインドフルネス

医療法⼈内海慈仁会 内海メンタルクリニック 兵庫県⻄宮市津⾨稲荷町5-8 ⼤丸ハイツ 0798-22-5088
デイケア

ショートケア
⽉、⽕、⽔、⽊、⾦

9：30〜15：30
適⽤ 休職者 なし

マインドフルネス、オフィスワーク、⼼理教育、キャリ
ア、

模擬職場、SST、ヨガ、CBGT、ミーティング、ディ
有

ＪＲ⻄宮駅（徒歩８分）．阪急 阪神国道駅（徒歩５
分）

兵庫県．⼤阪府 ＪＲ．阪急．阪神 認知療法・認知⾏動療法

医療法⼈恵⾵会 けいふう⼼療クリニック 兵庫県姫路市⻄今宿3丁⽬19-41 079-293-8855
デイケア

ショートケア
⽉、⽕、⽔、⽊、⾦

9：00〜15：00
適⽤ 休職者のみ 主治医変更が必須

オフィスワーク、アートプログラム、インドアスポー
ツ、ヨガ、⼼理教育、認知⾏動療法、SST、メンバー主

体、リラクゼーション
有 ＪＲ播磨⾼岡駅 神姫バス⻄今宿 いずれも徒歩３分 姫路市 ＪＲ．神姫バス

医療法⼈財団光明会 明⽯こころのホスピタル 兵庫県明⽯市藤江1315 078-923-0877
デイケア

ショートケア
⽉、⽕、⽔、⽊、⾦

9：30〜16：30、13：30〜16：30
適⽤ 休職者のみ なし

CBGT、マインドフルネス、SST、疾患教育、振返り、
模擬職場、グループワーク、ディベート、ヨガ、軽ス

ポーツ
有 ⼭陽電鉄藤江駅 徒歩５分

兵庫県 神⼾市・明⽯
市周辺

電⾞・バス・⾃転⾞・
バイク

www.akashihp.com/ 個別アプローチを重視し、随時マンツーマンの⾯談が可能

社会医療法⼈ 清和会 ⻄川病院 島根県浜⽥市港町298−2 0855-22-2390 精神科作業療法
⽉、⽕、⽔、⽊、⾦

9：30〜11：30、13：00〜15：00
適⽤ 休職者 なし

デスクワーク、認知⾏動療法、コミュニケーショント
レーニング、うつ病の⼼理教育、軽スポーツ

有 ⽯⾒交通バス 合同庁舎前バス停徒歩１０分 近隣市町村 ⾃家⽤⾞．徒歩
http://www.seiwakai
hamada.or.jp/

急性期から地域まで幅広い精神医療の提供を⽬指しています

社会医療法⼈明和会医療福祉センター 渡辺病院 ⿃取県⿃取市東町3丁⽬307 0857-24-1151
デイケア

ショートケア
⽕、⾦

9：30〜15：30
適⽤ 休職者のみ リワーク医師受診必須

体を動かすプログラム、個別プログラム、グループミー
ティング、個別⾯談、フォローアップミーティング

有 「湯所」バス停より徒歩３分 ⿃取市内 ⾃家⽤⾞．バス

医療法⼈社団更⽣会 草津病院
リハビリテーション課 リワーク担当

広島県広島市⻄区草津梅が台１０−１ 082-276-2311
デイケア

ショートケア
⽉、⽕、⽔、⽊、⾦、⼟

8：30〜16：45
適⽤ 休職者

初診が必要（主治医変更
なし．開始前に⼀度受

診）

個別活動、集団認知⾏動療法、メンバー主体プロジェク
ト、コミュニケーショントレーニング、スポーツ、復職

ミーティング、チーム作業
有

・ＪＲ⼭陽本線「新井⼝駅」徒歩２分 ・広電「商⼯セ
ンター⼊⼝駅」徒歩２分

広島県⻄部 ⾞．ＪＲ．広電
https://www.kusatsu-
hp.jp/syakai_fukki/fukush
oku

復職後のフォローアッププログラムも⾏っています。
疾病に応じた⼼理教育の併⽤も可能です。

藤井メンタルクリニック
⼭⼝県下関市細江町3−3−1アドバンス21ベイスク
エア下関205 083-234-0802 通院集団精神療法

⽉、⾦
10：00〜13：00

適⽤ 休職者、失職者 主治医変更が必須
オフィスワーク、⼼理教育、脳トレ、認知療法、SST、

エンカウンターグループ
有 ＪＲ下関駅より徒歩１０分

下関市 及び 北九州
市

⾃家⽤⾞．バス．電⾞
３カ⽉に１回⼟曜⽇ フォローアッププログラム有。⼩集団の為、
インテンシブな対応ができる.

医療法⼈社団中和会 ⻄紋病院 ⾹川県丸⻲市津森町595 0877-22-5205
精神科作業療法
集団精神療法

⽉・⽊ 10:00〜12:00
⽕・⽔・⾦ 10:00〜12:00 14:00〜

15:30
適⽤ なし 主治医変更が必須

作業療法、疾病教育、アサーショントレーニング、集団
認知⾏動療法

有 JR丸⻲駅（⾞5分、徒歩20分） ⾹川県内
⾞、タクシー、コミュ

ニティバス、JR
http://www.nishimon

-hp.jp/
県障害者職業センター、職場の復職⽀援など当院以外の復職⽀援と
の連携も⾏います。

公益財団法⼈正光会 宇和島病院 愛媛県宇和島市柿原1280番地 0895-22-5622
デイケア

ショートケア
⽉、⽕、⽔、⾦
9：30〜15：30

適⽤ なし なし
パソコン、軽運動（エクササイズ）、認知⾏動療法、マ
インドフルネス・エクササイズ、グループ活動、コーラ

ス
有

http://www.shokokai
-

grp.or.jp/category/uw

医療法⼈社団 味酒⼼療内科 愛媛県松⼭市味酒町2−9−9 089-932-2768
デイケア

ショートケア
⽉、⽕、⽔、⽊、⾦、⼟

9：30〜16：00
適⽤

休職者、失職者、復職
者

なし
リワークプログラム、個⼈⾯談、運動プログラム、デイ

ケアプログラム、SST、⼼理教育
有

https://www.misakec.
com/

スタジオ リカ クリニック 福岡県筑紫野市原⽥7-5-11 092-926-8812
デイケア

ショートケア
⽉、⽕、⽔、⾦、⼟

9：30〜12：30、9：30〜15：30
適⽤ なし なし 復職⽀援グループ、ブレインジム、⼼の健康セミナー

河野医院
リワークトレーニング

福岡県福岡市中央区薬院1-9-8 092-716-3000
デイケア

ショートケア
⽉、⽕、⽔、⾦、⼟

9：30〜12：30、9：30〜15：30
適⽤ 休職者、失職者 利⽤者の意思

オフィスワーク、軽スポーツ、
認知⾏動療法、グループワークなど

有

ストレスケア義村クリニック 福岡県福岡市中央区⼤名2-4-30 092-738-8651 デイケア
⽉、⽕、⽔、⽊、⾦

9：30〜15：30
適⽤ 休職者、失職者 原則変更で例外あり

デスクワーク、ミーティング、SST,
アサーティブトレーニング、⼼理教育

有 福岡市 地下鉄 ⾚坂駅下⾞ 徒歩１分 福岡県内．福岡近郊 市営バス．地下鉄．
オフィスビルの⼀⾓なので通勤に近い環境です。また少⼈数制でき
め細かい介⼊、フォローを⽬指しています。

医療法⼈社団新光会 不知⽕クリニック
ＲＳ リ・スタート

福岡県福岡市博多区博多駅前3-16-13-1 092-381-1715 通院集団精神療法
⽕、⾦

10：00〜13：00
適⽤ 休職者、失職者 主治医変更が必須

エンカウンターグループ
ＳＳＴ，認知療法

有 博多駅 徒歩 ８分． 福岡市近郊
ＪＲ．地下鉄．⻄鉄．
バス

⼼理⼠によるカウンセリングあり。

医療法⼈ 加藤神経科クリニック 福岡県福岡市博多区千代4-21-18 092-651-2610

医療法⼈泯江堂 油⼭病院 福岡県福岡市早良区野芥5-6-37 092-871-2261
デイケア、ショートケア

精神科作業療法
⽕、⽊、⾦、⼟
9：30〜15：30

適⽤
休職者、失職者、復職

者
なし

⼼理教育、認知⾏動療法、
オフィスワーク、園芸、スポーツ

有
地下鉄…野芥駅 （徒歩２０分） ⻄鉄バス…野芥４丁
⽬ （徒歩５分）

福岡市早良区 城南区
⻄区

地下鉄 ⻄鉄バス
http://www.aburaya
ma-hospital.com

医療法⼈社団新光会 不知⽕病院
リスタート・プログラム、トライワーク・プログラム

福岡県⼤牟⽥市⼿鎌1800 0944‐55‐2000
デイケア、ショートケア

デイナイトケア
⽉、⽕、⽔、⽊、⾦、⼟

9：00〜15：00、9：30〜15：30
適⽤ 休職者、復職者 リワーク医師受診必須 ＳＳＴ オフィスワーク スポーツ、作業療法 有

http://shiranui-
byoin.or.jp/

ストレスケア病棟あり、⼊院でのリワークプログラムも実施 certified.png

たていわ病院 福岡県飯塚市⽴岩1725 0948-22-2611
デイケア、ショートケア

デイナイトケア
⽔、⾦

9：30〜12：30
適⽤ なし なし

認知⾏動療法、⼼理教育、グループミーティング、アー
トセラピー、⼿⼯芸、動作法・ボディワークなど

有 JR新飯塚駅 徒歩１０分 筑豊地区
⾃家⽤⾞（駐⾞場
有）

⼊院施設にストレスケア病棟があり、⼊院治療後期からのリワーク
デイケア利⽤も可能となっています。

かなめクリニック 福岡県北九州市⼩倉南区北⽅2-8-4 093-931-4100
デイケア

ショートケア
⽉、⽕、⽔、⽊、⾦、⼟

9：00〜12：00，12：30〜15：30
適⽤ なし なし

スポーツ、オフィスワーク、集団認知⾏動療法、マイン
ドフルネス認知療法、ACT、SADグループ、アサーショ

ンプログラム、ディベート
有

⻄鉄バス：北⽅⼩学校前降⾞すぐ⽬の前、北九州モノ
レール：北⽅駅 徒歩3分、
北九州都市⾼速：北⽅ランプ ⾞で3分

北九州市、近郊
⻄鉄バス、北九州モノ
レール、JR、⾃家⽤⾞

https://www.kaname
clinic.com/index.html

⼟曜⽇は復職者向けフォローアッププログラム、ご家族を対象とし
た家族会を実施しております。

certified.png

⿊崎中央医院 福岡県北九州市⼋幡⻄区藤⽥ 4丁⽬ 2‐6 093-616-7106
ショートケア、デイケア

通院集団精神療法
⽉、⽕、⽔、⽊、⾦

9：00〜12：00、13：00〜16：00
適⽤ なし 主治医変更が必須

⾝体プログラム、認知⾏動療法、アサーショントレーニ
ング、ACT、オフィスワーク

有 ＪＲ「⿊崎駅」 北九州市内 ＪＲ．バス
http://kcc2012.blog.fc
2.com/

医療法⼈社団翠会 ⼋幡厚⽣病院 福岡県北九州市⼋幡⻄区⾥中3丁⽬12-12 093-691-3344
デイケア

ショートケア
⽉、⽕、⽔、⽊、⾦

9：30〜15：30、9：30〜12：30
適⽤ 休職者 リワーク医師受診必須

ヨガ・太極拳、オフィスワーク、⾏動活性化、マインド
フルネス、SST、スポーツ、認知⾏動療法

有 ＪＲ⿊崎駅から筑豊電鉄「今池」駅より徒歩５分
北九州市内、周辺市町
村

ＪＲ．バス．筑豊電鉄
http://www.yahata-
hp.com

⼊院治療も可能。ストレスケア病棟ではストレスケア治療プログラ
ム、併設のアディクション病棟ではアディクション治療プログラム
を提供しています。

医療法⼈社団堀川会 堀川病院 福岡県久留⽶市⻄町510番地 0942-38-1200 デイケア
⽉、⽕、⽔、⽊、⾦

9：30〜15：30
適⽤ 休職者 なし

料理、リラックス体操、軽スポーツ、⼼理教育、アサー
ショントレーニング、認知⾏動療法、ＳＳＴ

有
⻄鉄⼤牟⽥線 花畑駅、⻄鉄バス 鞍打バス亭、ＪＲ久
⼤本線 久留⽶⾼校前駅

福岡県内
⻄鉄電⾞及びバス、Ｊ
Ｒ、⾃家⽤⾞（無料駐
⾞場有り）

http://www.horikawa.
or.jp

久留⽶市花畑の町中にあり、アクセスが良い。外来診療は⽇曜、⼤
晦⽇と正⽉３が⽇のみ休診、⾝体科もあり⼼⾝両⾯の患者サポート
をしている。

医療法⼈財団友朋会 嬉野温泉病院 佐賀県嬉野市嬉野町⼤字下宿⼄1919 0954-43-0157 ショートケア
⽉、⽔、⾦

8：30〜12：00
適⽤ 休職者・失職者 主治医変更が必須

認知⾏動療法、グループワーク、作業課題、
コミュニケーション講座、ストレッチ、クラフト

有
⻄肥バス・嬉野温泉病院下⾞ 嬉野ＩＣよりタクシー１
分（徒歩１０分）

佐賀（武雄．嬉野．⿅
島など）．⻑崎（波佐
⾒など）

⾃家⽤⾞
http://yuhokai.com/si
setu_leaf.html

医療法⼈唐虹会 虹と海のホスピタル 佐賀県唐津市原842-1 0955-77-0711 精神科作業療法
⽉、⽕、⽔、⽊、⾦

9：30〜11：30、13：30〜15：30
適⽤ 休職者・失職者 主治医変更が必須

個⼈OT、リラックス、P-Sミーティング、オフィスワー
ク、

ブレインジム、フロア活動、⼼理教育、CBGT,軽スポー
有

昭和バス 久⾥・北波多線・原バス停 ＪＲ九州筑肥線
東唐津駅 徒歩３０分

唐津市．⽷島市．福岡
市

電⾞．バス
http://www.nijitoumi.
or.jp/pgm.rework.html

ストレスケア病棟あり、⼊院・外来リワークプログラム実施

医療法⼈ 多布施クリニック 佐賀県佐賀市多布施4-1-6 0952-24-9007 ショートケア
⽔、⼟

9：00〜12：00
適⽤ 休職者 リワーク医師受診必須 認知⾏動療法、作業療法 有 ＪＲ佐賀駅．徒歩１０分 佐賀市内 バス

tafuse-
medical@io.ocn.ne.jp

⽥川療養所 ⻑崎県⻑崎市錦2-1-1 095-845-2188
ショートケア、デイケア

デイナイトケア
⽉、⽔、⾦

9：30〜12：30
適⽤ なし なし

認知⾏動療法、リラクセーション、プレゼンテーショ
ン、デスクワーク、交流会

有 ⻑崎バス ⻄町バス停より徒歩３分 ⻑崎市内 バス ⼜は．⾃家⽤⾞

医療法⼈志仁会 ⻄脇病院
デイケアセンター

⻑崎県⻑崎市桜⽊町3-14 095-827-1187
ショートケア、デイケア

精神科作業療法
⽉、⽕、⽔、⽊、⾦

10：00〜16：00
適⽤ なし なし オフィスワーク、セルフケア、軽スポーツ 有

医療法⼈厚⽣会 道ノ尾病院 ⻑崎県⻑崎市虹が丘町１番１号 095-856-1111
デイケア

ショートケア
⽉、⽕、⽔、⽊、⾦

8：45〜14：45、8：45〜11：45
適⽤ なし 利⽤者の意思

オフィスワーク、個⼈⾯談、うつ病勉強会、グループ
ワーク、集団認知⾏動療法、ミーティング、軽スポー

ツ、⾃⼰の振り返り
有 ⻑崎バス ⼯業⾼校前バス停から徒歩約２分 ⻑崎市 バス．⾃家⽤⾞

医療法⼈清潮会 三和中央病院 ⻑崎県⻑崎市布巻町165番1 095-898-7511
ショートケア、デイケア

デイナイトケア
⽉、⽕、⽔、⽊、⾦

10：00〜12：00、13：30〜15：30
適⽤

休職者、失職者、復職
者

原則変更で例外あり
オフィスワーク、マインドフルネス、⾃⼰分析、⼼の健
康シリーズ、⼼理教育、疾病教育、アンガーマネジメン

ト
有 ⻑崎バス：元宮公園駅 ⻑崎県南部

⻑崎バス、路⾯電⾞、
JR

http://www.sanwa.or.
jp/

当院では、内観的認知療法やマインドフルネス、⾃⼰分析など内省
を深めるプログラムが充実している。また個別プログラムでも充実
させ、評価、⾯談を⾏いその⽅の⽬標を明確化しそれに向けて個⼈

桜が丘病院
リワーク・リハビリテーションセンター桜が丘

熊本県熊本市⻄区池⽥3丁⽬44-1 096-352-6264 ショートケア、デイケア
⽉、⽕、⽔、⽊、⾦

9:00〜15：40
適⽤

原則休職者のみ
再就職者は限定条件

他院通院継続のまま
紹介利⽤可

経過の振り返り、疾患教育、オフィスワーク、軽運動、
セルフケア、集団認知⾏動療法、集団マインドフルネス

等
有

熊本市都市バス「富尾団地」下⾞すぐ
JR「崇城⼤学前駅」下⾞徒歩20分（急な登坂あり）

  熊本市内および
  近郊地域

熊本市都市バス
JR九州⿅児島本線

https://sakuragaoka.o
r.jp/

info@sakuragaoka.or.j
p

精神保健福祉⼠が専従し、職場（上司や保健師の⽅々）との連携調
整などを丁寧に⾏っています。

医療法⼈明薫会 熊本⼼⾝医療クリニック 熊本県熊本市沼⼭津4-1-20 096-285-7721
デイケア

ショートケア
⽉、⽔、⽊、⾦
9：30〜15：30

適⽤ なし 原則変更で例外あり
CBT,対⼈交流ゲーム、アートセラピー、

動作法,各種レクチャー
有 バス→交通センターより 沼⼭津神社前下⾞徒歩８分 熊本県内 ⾞．バス．⾃転⾞

http://www.meikunka
i.com

特定医療法⼈佐藤会 ⼸削病院 熊本県熊本市北区⿓⽥町⼸削679-2 096-338-3838
デイケア

ショートケア
⽉、⽕、⽔、⽊、⾦

9：00〜12：15、12：15〜15：30
適⽤ 休職者 原則変更で例外あり

認知⾏動療法、⽣活改善プログラム、軽運動、⼼理教
育、森⽥療法

有 ＪＲ豊肥線 光の森駅 徒歩３分 熊本市．菊場町 ＪＲ．バス
http://www.yuge-
hp.or.jp/

要請があったときに断らない[必要とされるときに、その要請に応
える]姿勢。年間の救急受⼊の患者さんは約３００⼈。（平成２６
年度）

医療法⼈横⽥会 向陽台病院 熊本県熊本市北区植⽊町鐙⽥1025 096-272-7211
デイケア、ショートケ
ア、精神科作業療法

⽉、⽕、⽔、⽊、⾦
9：40〜11：40、14：30〜16：30

適⽤ 休職者 条件なし
ストレスマネジメント、認知⾏動療法、集団作業、軽運

動、リラクセーション、認知機能トレーニング
有 最寄駅：植⽊駅、最寄バス停：投⼑塚

熊本市内、近隣市区町
村

電⾞、バス http://koyodai.or.jp/
精神科救急および児童思春期病棟を有し、⼦どもから⼤⼈までの幅
広い⽅を対象としており、児童思春期については市⽴の院内学級を
併設しています。デイケアセンターも同様に幅広い年齢の⽅が通っ

医療法⼈精翠会 吉⽥病院 熊本県⼈吉市下城本町1501 0966-22-4051 精神科作業療法
⽉、⽕、⽔、⽊、⾦

9：30〜11：30、13：30〜15：30
適⽤ 休職者 原則変更で例外あり

復職準備リハビリテーション、はたらくひとのショート
ケア、個⼈⼼理⾯接

有

医療法⼈⼭⽥会 ⼋代更⽣病院 熊本県⼋代市古城町１７０５ 0965-33-4205 精神科作業療法
⽉、⽕、⽔、⽊、⾦

9：30〜11：30、13：30〜15：30
適⽤ なし なし

個⼈プログラム・集団プログラム・⼼理教育・スポーツ
プログラム等

有 JR⼋代駅 肥薩おれんじ鉄道⾼⽥駅 ⼋代市周辺 バス タクシー http://y-kousei.jp/
作業療法の中でリワークプログラムを⾏っています。少⼈数です
が、アットホームな雰囲気の中で、患者様にリラックスした気持ち
で参加できることを⽬指しています。その中で徐々に就労に向けた

医療法⼈善慈会 ⼤分丘の上病院 ⼤分県⼤分市⼤字⽵中1403番地 097-597-3660
デイケア

デイナイトケア
⽉、⽕、⽔、⽊、⾦

10：00〜11：15、13：30〜15：00
適⽤ 休職者のみ なし

リワークミーティング、⼼理教育、ＳＳＴ、ヨガ、アク
ションプログラム、リワークトレーニング、オフィス

ワーク
有

ＪＲ中判⽥駅より⾞で５分 ⼤分⾃動⾞ ⽶良インター
より⾞で１０分

⼤分市 ⾃家⽤⾞
http://www.okanoue
‐
hospital.com/index.ht

各種集団療法に⼒を⼊れている。

⼤分⼤学医学部附属病院 精神科 ⼤分県由布市狭間町医⼤ケ丘1-1 097-586-6820
デイケア、ショートケ
ア、精神科作業療法

⽉、⽕、⽔、⽊、⾦
9：00〜12：00

13：00〜16：00
適⽤ 休職者、失職者 なし

認知⾏動療法、マインドフルネス、グループワーク、Ｊ
ＯＢトレーニング、認知トレーニング、運動、週間スケ

ジュール振返り
有

路線バス（⼤分バス）、ＪＲ久⼤線+路線バス（⼤分バ
ス）

⼤分県内、周辺県
⾃家⽤⾞、バス、タク
シー

http://www.med.oita-
u.ac.jp/hospital/index
.html

・対話型絵画鑑賞、陶芸、絵画療法などの専⾨家を招いて実施して
いる。
・公務員が１/３、銀⾏員が１/３を占める。

医療法⼈建悠会 吉⽥病院 宮崎県延岡市松原町4丁⽬8850番地 0982-37-0126
デイケア

ショートケア
⽉、⽕、⽔、⽊、⾦

9：30〜15：30
適⽤ 休職者 利⽤者の意思

オフィスワーク、軽スポーツ、認知⾏動療法、ＳＳＴ、
リラグゼーション

有 ＪＲ⽇豊本線 旭が丘 徒歩１０分 延岡市．⽇向市 ⾃家⽤⾞．電⾞．バス
http://www.yoshidah
ospital.or.jp/

医療法⼈聖⼼会 中村クリニック
リワークデイケアひかり

宮崎県宮崎市広島2-4-24 本⼭ビル1Ｆ 0985-74-7565
デイケア

ショートケア
⽉、⽕、⽊、⾦、⼟

10：00〜13：00、14：00〜17：00
適⽤ なし なし

⼼理教育、SST、CBT、オフィスワーク、集団プログラ
ム

軽スポーツ、フォローアッププログラム、マインドフル
有 ＪＲ宮崎駅より徒歩5分 宮崎市

ＪＲ、バス、⾃家⽤
⾞、⾃転⾞

http://www.nakamur
a-cl.com/doctor/

医療法⼈和⼼会 武井内科クリニック ⿅児島県⿅児島市上之園町34-20 AYAビル2F・4F 099-285-0051 ショートケア
⽉、⽕、⽔、⾦

9：30〜12：30、13：30〜16：30
適⽤ なし なし 個⼈ワーク，集団ワーク（認知⾏動療法，SST，ヨガ） 有

⿅児島本線 ⿅児島中央駅 徒歩約１０分 ⿅児島市電
２系統 中洲通駅 徒歩約１分

⿅児島市及び近郊 ＪＲ バス ⾃家⽤⾞
http://fdoc.jp/clinic/d
etail/indey/id/101870
1

リワークは１⽇３時間で⾏っており、他の医療機関通院中の⽅も連
携可能であれば利⽤可能です。（ただし、病型によっては転院が必
要になる場合もあります）

三州脇⽥丘病院 ⿅児島県⿅児島市宇宿7丁⽬26-1 099-264-0667
デイケア

ショートケア
⽉、⽕、⽔、⽊、⾦

9：15〜16：00
適⽤ 休職者、復職者 リワーク医師受診必須

個⼈課題、レクレーション、⼼理教育、認知⾏動療法、
リラクゼーション

有
ＪＲ宇宿駅下⾞ 徒歩１５分．市営バス紫原三丁⽬バス
停 徒歩１０分 市電脇⽥電停下⾞ 徒歩１５分．市営
バス宇宿⼩前 バス停 徒歩１０分

主に⿅児島市 南九州
（熊本県．宮崎県から
の参加者もあり）

⾃家⽤⾞．バス．電
⾞．市電

こども発達外来 同法⼈内にＥＡＰ機関あり（⿅児島メンタルヘル
ス研究所ハート・ピース）

医療法⼈寛容会 森⼝病院
リワークデイケア〜Forrest Café〜

⿅児島県⿅児島市下⽥町1763番地
099-243-6700（代表）

080-3378-5803（直通）
ショートケア、デイケア

デイナイトケア

⽉、⽕、⽔、⽊、⾦、⼟
9:00〜12:00、13:00〜16:00

9：00〜15：00、8：00〜18：00
適⽤

休職者・再就労者
フォローアップ可能

主治医変更の必要なし
（他院連携可能）

認知⾏動療法、アサーション、WRAP、⼼理教育、復職
者ミーティング、⼥性ミーティング、アドラー⼼理学、
コーチング、セルフヘルプグループ、アルコールヘルス

有
九州⾃動⾞道薩摩吉⽥インターより⾞で5分、⿅児島中
央駅より⾞で２０分、南国交通バス下⽥バス停より徒歩
5分

⿅児島市、姶良市、霧
島市、その他県内はも
ちろん県外からの参加

⾃家⽤⾞、病院巡回バ
ス、公共交通機関（バ
ス・電⾞・市電）

www.kanyoukai.or.jp/moriguchi/
通常の復職⽀援だけではなく、同治療施設内にて再就労⽀援も⾏っ
ております。また、⿅児島県依存症治療拠点機関として、依存症専
⾨のリワークプログラムも⾏っております。その他、復職・再就労

メンタルホスピタル⿅児島 ⿅児島県⿅児島市永吉1丁⽬11-1 099-256-4567
デイケア

ショートケア

⽉、⽕、⽔、⽊、⾦
9：00〜12：00
9：00〜16：00

適⽤
休職者、失職者、復職

者
条件なし

⼼理教育、運動、認知機能トレーニング、⾃⼰分析、
SST、CBT、アドバンス、個別課題

有 ⿅児島中央駅より⿅児島交通バスにて10分 ⿅児島県内 バス・⾃家⽤⾞ ttps://mh-kagoshima.jp/
当院のリワークプログラムは、公認⼼理師・精神保健福祉⼠が担当
サポーターとなり事業所と共に復職を⽬指します。
また、少⼈数制であり、アットホームな雰囲気のもと、参加者の

⼭本クリニック
ショートケア

沖縄県浦添市伊祖2−30−7 098-879-3303 ショートケア
⽉、⽕、⾦

9：30〜12：30
適⽤ 休職者、復職者 主治医変更が必須 オフィスワーク、セルフケア、GCBT 有

かもめクリニック 沖縄県浦添市経塚633番地メディカルＫプラザ3階 098-988-0326 ショートケア
⽉、⽕、⽔、⾦

9：00〜12：00、14：00〜17：00
適⽤ なし なし

コーヒー農園、ヨガ、⼼理教育、集団認知⾏動療法、ア
サーション

有
沖縄療育園前バス停より徒歩３分 経塚バス停より徒歩
３分

沖縄県内 ⾃家⽤⾞
http://kamome.heian.
hp.or.jp

他の医療機関を通院中の⽅でも、リワークのみ利⽤可能です。


