
平成‐27年度 健康相談のこ案‐内

厚生労働省委託事業受託者

公益社団法人 全国労働衛生団体連合会 (全衛連)

厚生労働省では、東京電力福島第一原子力発電所において緊急作業に従事された方 (緊急作業従事者 )

の健康管理に役立てていただくため、フリーダイヤル及び対面による健康相談窓口を設置しています。

健康相談窓口では、緊急作業従事者こ本人の放射線被ばく線量等の照会にも対応 します。

※原則として平成23年 3月 11日 ～12月 16日 の間の作業。

緊急作業従事者及びその家族の方からの電話や対面による健康相談に、医師、保

健師等の専門スタッフが対応します。

フリーダイヤル
●電話番号

●本目談時間

0120-808-609倫 衛連本部)

9100～ 17:00(平 日)

●相談場所

●相談時間

注 )

裏面に掲載 しているお近 くの健康相談窓口

9:00～ 17:00(平 日 )

。健康相談窓口では、医師、保健師等の専門スタッフが、放射線被ばくと健康への影響、
心身の不安、将来における健康管理等に関する相談に応じます。

・窓口にお越しになる場合はあらかじめ電話での予約をお願いいたします。
・窓口には相談室を用意しており、プライノヽシーは守られます。

緊急作業従事者ご本人からの求めに応じ、厚生労働省に設置されたデータベース

に蓄積されている放射線被ばく線量等の11青報を全国の相談窓口で提供します。費用

はかかりません。郵送での受け取りも行つています。ご希望の方は裏面の希望する

窓口又はフリーダイヤルにご連絡下さい。手続き方法をご案内いたします。



平成 27年度放射線健康相談窓ロー覧

1ヒ海遣 北海道労働保健管理協会
本L幌市白石区本郷通 3
南 213 0]]-862-5605

北海道結核予防会 札幌市北区北8条西328
本L幌エルプラザ 5F 011-7001339

青森 八戸市総合健診センター 八戸市青葉 2174 0]78-45-9131

シルバーリ八ビリテーシ∃ン協会
八戸西健診プラザ

八戸市大字長苗代字中坪
74] 090-52361060

岩手 岩手県予防医学協会 盛岡市北飯岡 4850 019-638-4886

宮城 杜の都産業保lll会
仙台市宮城野区小鶴
]-2]-8 022-251-7261

宮城県成人病予防協会
市名坂診療所 仙台市泉区本田町 812 022-375-7113

秋田 秋田県総合保健事業団 秋田市干Tl久保田町 66 018-831-20]]

山形
日本健康管理協会
山形健康管理センター 山形市桧町 4-830 023-681-7760

福島 福島県労働保健センター 福島市沖高字北貴船 ]2 024-5541133

いわき好間コミュニティ健診
プラザ

いわき市好間工業団地
27-7 0246-84-6602

茨城
全日本労働福祉協会
茨城県支部

笠間市泉 ]615] 0299-37-8855

茨城県総合健診協会 オ(戸ヨ市
`立

原田]489-5   1029241-0053

群馬
日本健康管理協会北関東支部
伊勢埼健診プラザ

伊勢崎市戸谷収町 6291 0270-31 1004

埼玉 埼玉県健康づくり事業団
埼玉県比企郡吉見町江和丼
410] 0493-81-6094

千葉 ちば県民保健予防財団
千葉市美浜区新港
3214 043-246-8664

東京
全日本労働福祉協会
旗の台健診センター

東京都品川区旗の台
6-16-11 03-3783-9411

健康医学協会
東都クリニック

東京都千代田区紀尾井町
4-]

03-3261-4110

東京都予防医学協会
東京都新宿区市谷bll土 原
1-2 03-3269-2171

日本予防医学協会
付属診療所

東京都江東区毛利
]1910 03-3635-1162

労働保健協会 東京都板橋区南町 911 03-3530-2131

産業保健協会 東京都大田区多摩川
1-3-18 03-5482-080]

同友会 春日クリニック 東京都文京区小石川
]]216 03-5803-283]

こころとからだの元氣プラザ 東京都千代田区飯田橋
3-6-5 03-5210-6616

綜友会 東京都新宿区西早稲田
2-20-15 03-3200-1540

青鶯会 鶯谷健診センター 東京都台東区根岸
21919 03-3873-9272

生光会 新宿追分クリニック 東京都新宿区新宿 3‐ 113
京王新宿追分ビルフF 03-5363-3334

神奈ll 神奈川県予防医学協会 横浜市中区日本大通 58 045-641-3697

神奈川県労働衛生福祉協会 横浜市保土ヶ区天王町
2-44-9 045-335-6900

相相会 産業健診センター 相模原市中央区矢部
41013 042-756-2666

神奈川県結核予防会
横浜市南区中村町
319]-7 045-251-6592

新潟 新潟県労働衛生医学協会 新潟市西区北場 ]]853 025‐ 370‐ 1945

新潟縣lll康 管理協会
新潟市中央区新光町
11_1

025-283-3939

健康医学予防協会 新潟市東区はなみずき
210-35 025-279-1100

富山 北陸予防医学協会 富山市西二俣 2773 076-436-128]

石川 石川県予防医学協会 金沢市神野町東 115 076-249-7222

洋和会 未病医学センター 野々市市新庄 210 076-248-7222

福丼 福井県予防医学協会 福井市和田 21006 0776-23-4810

福井県労働衛生センター 福丼市日光 ]-310 0776-25-2206

長野 中部公衆医学研究所 飯田市高羽町 622 0265-241507

岐阜 岐阜県産業保健センター 多治見市東町 193 0572-22-0115

ぎgヽ綜合健診センター 岐阜市日置江 44フ 058-279-3399

静岡 聖隷健康診断センター 浜松市中区住吉 2358 053-473-5529

愛知 公衆保健協会 名古屋市中村区黄金通
2-45-2 052-481-2161

愛知 愛矢□健康増進財団 名古屋市北E/1清水
1 18-4 052-951-3338

オリエンタル労働衛生協会 名古屋市千種区今池
1-8-4 052-746-6550

半田市医師会
健康管理センター

愛知集団検診協会
愛知健診所

日本予防医学協会
東海事業部

半田市神田田]1]

津島市藤里町 231

名古屋市中区新栄町 13
日丸名古屋ビル B]

0569-27-7887

0567-26-7328

052-950-3710

三重 三重県産業衛生協会 桑名市中央町 323
桑名シティホテル2F 0594-22-1010

滋賀 滋賀保健研究センター 野洲1市永原上町 664 077-587-3588

京都 京都工場保健会 宇治市広野町成田 ]フ 0774-481275

京都健康管理研究会 京都市中京区三条通高倉
東入桝屋町 58 56 075-211-4503

大阪 関西労働衛生技術センター 大阪市北区浪花町
13-38 06-6371-4121

恵生会 健康管理事業部 東大阪市鷹殿町 フ4 072-982-5501

愛仁会総合健康センター 高槻市幸町 4-3 072-692-9281

兵庫 順天厚生事業団 神戸市中央区楠町
3-3-13 078-341-7114

兵庫県予防医学協会 神戸市灘区岩屋北町
]-8-]

078-855-2740

姫路市医師会 姫路市西今宿 3フ 21 079-295-3320

西宮市医師会 西宮市染殿町 83 0798-26-9497

神鋼記念病院
健診センター 竿尿雪ヂ

央区脇浜町  0782616773

兵庫県健康財団
神戸市兵庫区荒田町
2]]2 078-579-2211

奈良 奈良県健康づくり財団
奈良県磯城郡田原本町
宮古 404フ 0744-32-023C

「口歌ll
NSメ ディカル
ヘルスケアサービス 和歌山市湊 1850 073-454-4115

鳥取
中国労働i7」生協会
鳥取検診所 鳥取市湖山町東 4951 0857-31-6666

島根 島根県環境保健公社 島根県松江市古志原
1-4-6

0852-24-0038

岡山 淳風会健康管理センター 岡山市北区大供 23] 0120-350-207

岡山県労働基準協会
労働衛生センター 岡山市南区山田 23154 086-281-4500

中国労働衛生協会
津山検診所 津山市戸島 63425 0868-28-73]]

広島
広島県集団検診協会メディッ
クス広島健診センター 広島市中区大手町 1517 082‐ 248-4164

中国労働衛生協会
福山本部 福山市引野町 5]42 084-941-8259

徳 島 徳島県労働基準協会連合会 徳島市北佐古 15]2 088-634-1268

香川 香川労働基準協会 高松市郷東町 4363 087-8161402

愛媛 愛媛県総合保lll協会 松山市味酒町 ]]05 089-987-8202

高知 高知県総合保健協会 高矢□市桟橋通 6743 088‐ 831-4800

福岡
西日本産業衛生会
北九州産業衛生診療所

北九州市八幡東区山王
1-]1-1

093‐ 671-8108

福岡労働衛生研究所
福岡市南区那の川
]-11-27 092-5261036

九州健康総合センター 北九州市八幡東区平野
1-]1-1

093-672-6210

雪の聖母会
聖マリアヘルスケアセンター 久留米市津福本町4485 0942-36-0722

医療情報健康財団 福岡市博多区店屋町
415 092-271-6421

福岡県結核予防会
福岡結核予防センター 福岡市中央区大名 247 092-761-5466

佐賀 佐賀県産業医学協会 佐賀市鍋島町八戸
]9941 0952-22-6729

貫晏冽ヽ 熊本県総合保健センター 熊本市東区東町4]]] 096‐ 365-2586

日本赤十字社
熊本健康管理センター 熊本市東区長嶺南 211 096-387-8331

大分
大分健康管理協会
大分総合lit診 センター 別府市上人ヶ浜町 9 0977-66-4113

宮崎 宮崎県健康づくり協会 宮崎市霧島 112 0985-27-2684

章 :口 自 鹿児島県労働基準協会
ヘルスサポートセンター鹿児島

鹿児島市東開町 4-96

沖縄
那覇市医師会
生活習慣病検診センター 那覇市東町 26] 098-868-9331


