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皆様へ
厚生労働省委託事業受託者
全国労働衛生団体連合会

公益社団法人

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

① 健康相談窓口
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、無料で対応します。
電話による健康相談

❍

電話番号
相談時間

フリーダイヤル

０１２０−８０８−６０９（全衛連本部）

9：00 ～ 17：00（平日）

対面による健康相談

❍

相談場所

裏面に掲載しているお近くの健康相談窓口

相談時間

9：00 ～ 17：00（平日）

注）

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対応します。
窓口にお越しになる場合にはあらかじめ電話での予約をお願いします。
相談室を準備しており、あなたのプライバシーは守られます。

② 放射線被ばく線量等のデータベース情報の提供
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や健康診断結果等の情報を提供します。
提供場所

❍
注）

裏面に掲載しているお近くの健康相談窓口

厚生労働省から送付された「東電福島第一原発緊急作業従事者登録証」
、または本人確認
のための公的書類（運転免許証、健康保険証等）が必要です。
窓口にお越しになる場合にはあらかじめ電話での予約をお願いします。

平成 24 年度放射線健康相談窓口一覧
県名

機関名

北海道 北海道労働保健管理協会
北海道結核予防会

青森 八戸市総合健診センター

住所

受付電話

県名

札幌市白石区本郷通

011-862-5605

滋賀

札幌市北区北８条西

011-700-1339

京都 京都工場保健会

八戸市青葉

0178-45-9131

京都健康管理研究会

0178-21-1717

大阪 関西労働衛生技術センター

シルバーリハビリテーション協会
八戸市長苗代
八戸西健診プラザ

機関名
滋賀保健研究センター

住所

受付電話

野洲市永原上町

077-587-3588

宇治市広野町成田

0774-48-1272

京都市中京区三条通高倉 075-211-4503
大阪市北区浪花町

06-6371-4121

岩手 岩手県予防医学協会

盛岡市永井

019-638-4886

崇孝会 北摂クリニック

茨木市大池

072-633-3313

宮城 杜の都産業保健会

仙台市宮城野区 小鶴

022-251-7261

関西労働保健協会

大阪市北区梅田

06-6345-2210

仙台市泉区本田町

022-375-7113

恵生会 健康管理事業部

東大阪市鷹殿町

072-982-5501

秋田市千秋久保田町

018-831-2011

愛仁会
総合健康センター

高槻市幸町

072-692-9281

山形 山形健康管理センター

山形市桧町

023-681-7760

兵庫 兵庫県予防医学協会

神戸市灘区岸地通

078-856-7200

福島 福島県労働保健センター

福島市沖高

024-554-1133

姫路市医師会

姫路市西今宿

079-295-3320

伊勢崎市戸谷塚町

0270-31-1004

西宮市医師会

西宮市染殿町

0798-26-9497

神戸市中央区
脇浜町

078-261-6773

宮城県成人病予防協会

秋田 秋田県総合保健事業団
日本健康管理協会

日本健康管理協会

群馬 北関東支部

埼玉 埼玉県健康づくり事業団

さいたま市桜区上大久保 048-851-2617

神鋼会 神鋼病院健診セン
ター

千葉 ちば県民保健予防財団

千葉市美浜区新港

043-246-8664

兵庫県健康財団

神戸市兵庫区荒田町

078-579-2211

東京 全日本労働福祉協会

品川区旗の台

03-3783-9412

奈良 奈良県健康づくり財団

磯城郡田原本町宮古

0744-32-0230

黎明会
和歌山 健診センター・キタデ

御坊市湯川町財部

0738-24-3000

和歌山市湊

073-454-4115

鳥取市湖山町東

0857-31-6666

津山市戸島

0868-28-7311

岡山市北区大供

0120-350-207

岡山市南区山田

086-281-4500

広島市中区大手町

082-248-4164

福山市引野町

084-941-8259

徳島 徳島県労働基準協会連合会

徳島市北佐古

088-634-1266

健康医学協会

千代田区紀尾井町

03-3261-4110

東京都予防医学協会

新宿区市谷砂土原町

03-3269-2171

和歌山健康センター

労働保健協会

板橋区南町

03-3530-2131

鳥取

産業保健協会

大田区多摩川

03-5482-0801

岡山

労働衛生協会

杉並区高井戸東

03-3331-6824

同友会 春日クリニック

文京区小石川

03-5803-2831

こころとからだの元氣プラザ 千代田区飯田橋
綜友会

神奈川 神奈川県予防医学協会

03-5210-6616

新宿区西早稲田

03-3200-1540

横浜市中区日本大通

045-641-3697

中国労働衛生協会
鳥取検診所
中国労働衛生協会
津山検診所
淳風会
健康管理センター
岡山県労働基準協会
労働衛生センター

広島 広島県集団検診協会
中国労働衛生協会
福山本部

神奈川県労働衛生福祉協会

横浜市保土ヶ谷区天王町 045-335-6900

香川 香川労働基準協会

高松市郷東町

087-816-1402

相和会

相模原市中央区 富士見

042-704-0550

愛媛 愛媛県総合保健協会

松山市味酒町

089-987-8202

神奈川県結核予防会

横浜市南区中村町

045-251-6592

高知 高知県総合保健協会

高知市桟橋通

088-833-4649

新潟市中央区川岸町

025-370-1945

福岡 西日本産業衛生会

北九州市小倉北区室町

093-591-2530

新潟市東区
はなみずき

025-279-1110

福岡県すこやか健康事業団

福岡市中央区天神

092-712-7828

富山 北陸予防医学協会

富山市西二俣

076-436-1281

福岡労働衛生研究所

福岡市南区那の川

092-526-1033

石川 石川県予防医学協会

金沢市神野町東

076-249-7225

九州健康総合センター

北九州市八幡東区平野

093-672-6210

野々市市新庄

076-248-7222

雪の聖母会
聖マリア病院

久留米市津福本町

0942-36-0722

新潟 新潟県労働衛生医学協会
健康医学予防協会

洋和会
未病医学センター

福井 福井県労働衛生センター
長野

福井市日光

0776-25-2206

医療情報健康財団

福岡市博多区店屋町

092-271-6421

長野県労働基準協会連合会
松本健診所

松本市神林小坂道

0263-40-3911

原三信病院

福岡市博多区大博町

092-291-3132

中部公衆医学研究所

飯田市高羽町

0265-24-1507

結核予防会福岡県支部
福岡結核予防センター

福岡市中央区大名

092-761-2544

多治見市東町

0572-22-0115

佐賀 佐賀県産業医学協会

佐賀市鍋島町八戸

0952-22-6729

浜松市中区住吉

053-473-5529

熊本 熊本県総合保健センター

熊本市東区東町

096-365-8800

名古屋市中村区
二ツ橋町

052-481-2161

熊本市東区長嶺南

096-387-8331

愛知健康増進財団

名古屋市北区清水

052-951-3338

大分 大分健康管理協会

別府市北石垣深町

0977-66-4113

オリエンタル労働衛生協会

名古屋市千種区
今池

052-746-6550

宮崎 宮崎県健康づくり協会

宮崎市霧島

0985-27-2684

半田市医師会
健康管理センター

半田市神田町

0569-27-7887

鹿児島 鹿児島県労働基準協会

鹿児島市新屋敷町

099-266-2631

愛知集団検診協会

津島市藤里町

0567-26-7328

桑名市中央町

0594-22-1010

那覇市東町
098-868-9331
沖縄 生活習慣病検診センター
※健康相談窓口の未設置の県についても今後設置される可能性があります。

岐阜 岐阜県産業保健センター
静岡

聖隷福祉事業団
聖隷健康診断センター

愛知 公衆保健協会

三重 三重県産業衛生協会

日本赤十字社
熊本健康管理センター

那覇市医師会

H24．６現在

