
令和２年３月31日時点

実施安定所 連携先拠点病院

独立行政法人国立病院機構　北海道がんセンター
ＪＡ北海道厚生連　札幌厚生病院
KKR札幌医療センター
社会医療法人　恵佑会札幌病院
北海道公立大学法人　札幌医科大学附属病院
国立大学法人　北海道大学病院
市立札幌病院
医療法人渓仁会　手稲渓仁会病院
ＪＡ北海道厚生連　旭川厚生病院
国立大学法人　旭川医科大学病院
市立旭川病院
市立函館病院
社会福祉法人　函館五稜郭病院
独立行政法人労働者健康安全機構　釧路労災病院
市立釧路総合病院

青森公共職業安定所 青森県立中央病院
八戸公共職業安定所 八戸市立市民病院
弘前公共職業安定所 国立大学法人弘前大学医学部附属病院

岩手医科大学附属病院
岩手県立中央病院
地方独立行政法人宮城県立病院機構
宮城県立がんセンター
国立大学法人　東北大学病院
国立大学法人　秋田大学医学部附属病院
秋田赤十字病院
市立秋田総合病院
社会医療法人明和会中通総合病院
秋田厚生農業協同組合連合会秋田厚生医療センター

能代公共職業安定所 秋田厚生農業協同組合連合会能代厚生医療センター
大館公共職業安定所 大館市立総合病院
大曲公共職業安定所 秋田厚生農業協同組合連合会大曲厚生医療センター

06 山形 山形公共職業安定所 山形県立中央病院
福島公共職業安定所 福島県立医科大学附属病院

一般財団法人慈山会医学研究所付属坪井病院
一般財団法人太田綜合病院付属太田西ノ内病院
茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター
独立行政法人国立病院機構水戸医療センター
株式会社日立製作所　ひたちなか総合病院

日立公共職業安定所 株式会社日立製作所　日立総合病院
東京医科大学茨城医療センター
筑波メディカルセンター病院
総合病院　土浦協同病院
友愛記念病院
茨城厚生連　茨城西南医療センター病院

長期にわたる治療等が必要な疾病をもつ求職者に対する就職支援事業

事業実施安定所及び連携先拠点病院一覧

労働局

01 北海道

札幌東公共職業安定所

札幌公共職業安定所

旭川公共職業安定所

03 岩手 盛岡公共職業安定所

04 宮城 仙台公共職業安定所

函館公共職業安定所

釧路公共職業安定所

02 青森

08 茨城

水戸公共職業安定所

土浦公共職業安定所

古河公共職業安定所

05 秋田

秋田公共職業安定所

07 福島
郡山公共職業安定所



実施安定所 連携先拠点病院労働局

地方独立行政法人栃木県立がんセンター
社会福祉法人恩賜財団済生会　栃木県済生会宇都宮病院
那須赤十字病院
自治医科大学附属病院
獨協医科大学病院

前橋公共職業安定所 群馬大学医学部附属病院
太田公共職業安定所 群馬県立がんセンター

社会福祉法人恩賜財団済生会支部埼玉県済生会川口総合病院
医療法人社団東光会　戸田中央総合病院
埼玉県立がんセンター
自治医科大学附属さいたま医療センター
さいたま市立病院
埼玉医科大学国際医療センター
埼玉医科大学総合医療センター

春日部公共職業安定所 春日部市立医療センター
独立行政法人国立病院機構　千葉医療センター
千葉県がんセンター
千葉労災病院

松戸公共職業安定所 国立研究開発法人　国立がん研究センター東病院
成田公共職業安定所 日本医科大学千葉北総病院

国立研究開発法人　国立がん研究センター中央病院
東京都立駒込病院
虎の門病院
横浜市立市民病院
地方独立行政法人神奈川県立病院機構
神奈川県立がんセンター

相模原公共職業安定所 北里大学病院
平塚公共職業安定所 東海大学付属病院

川崎北公共職業安定所 独立行政法人労働者健康安全機構　関東労災病院
港北公共職業安定所 独立行政法人労働者健康安全機構　横浜労災病院

新潟県立がんセンター新潟病院
新潟市民病院
新潟大学医歯学総合病院
済生会新潟病院
長岡赤十字病院
新潟県厚生農業協同組合連合会　長岡中央綜合病院
富山県立中央病院
富山市民病院
国立大学法人　富山大学附属病院

砺波公共職業安定所 市立砺波総合病院
国立大学法人　金沢大学附属病院
金沢医科大学病院
石川県がん安心生活サポートハウス　つどい場・はなうめ
石川県立中央病院
独立行政法人国立病院機構　金沢医療センター
社会福祉法人恩賜財団　福井県済生会病院
国立大学法人　福井大学医学部附属病院
福井県立病院
福井赤十字病院

敦賀公共職業安定所 独立行政法人国立病院機構　敦賀医療センター

11 埼玉

川口公共職業安定所

大宮公共職業安定所

所沢公共職業安定所

09 栃木 宇都宮公共職業安定所

10 群馬

14 神奈川

横浜公共職業安定所

15 新潟
新潟公共職業安定所

長岡公共職業安定所

12 千葉
千葉公共職業安定所

13 東京 飯田橋公共職業安定所

18 福井
福井公共職業安定所

16 富山
富山公共職業安定所

17 石川 金沢公共職業安定所



実施安定所 連携先拠点病院労働局

地方独立行政法人山梨県立病院機構　山梨県立中央病院
市立甲府病院
国立大学法人　信州大学医学部附属病院
地方独立行政法人長野県立病院機構　長野県立こども病院
長野赤十字病院
長野市民病院

伊那公共職業安定所 伊那中央病院
上田公共職業安定所 独立行政法人国立病院機構　信州上田医療センター
佐久公共職業安定所 佐久総合病院　佐久医療センター

多治見公共職業安定所 岐阜県立多治見病院
国立大学法人　岐阜大学医学部附属病院
岐阜市民病院
岐阜県総合医療センター

大垣公共職業安定所 大垣市民病院
沼津公共職業安定所 静岡県立静岡がんセンター

静岡済生会総合病院
静岡県立総合病院
静岡市立静岡病院
静岡赤十字病院
静岡県立こども病院
聖隷三方原病院
聖隷浜松病院
浜松医科大学医学部附属病院
浜松医療センター

三島公共職業安定所 順天堂大学医学部附属静岡病院
掛川公共職業安定所 中東遠総合医療センター
磐田公共職業安定所 磐田市立総合病院
焼津公共職業安定所 藤枝市立総合病院

名古屋東公共職業安定所 愛知県がんセンター
名古屋中公共職業安定所 名古屋市立西部医療センター

豊橋公共職業安定所 豊橋市民病院
鈴鹿公共職業安定所 三重県厚生農業協同組合連合会 鈴鹿中央総合病院
松阪公共職業安定所 三重県厚生農業協同組合連合会 松阪中央総合病院
伊勢公共職業安定所 伊勢赤十字病院
津公共職業安定所 国立大学法人　三重大学医学部附属病院

長浜公共職業安定所 市立長浜病院
滋賀県立総合病院
社会医療法人　誠光会　草津総合病院
国立大学法人　京都大学医学部附属病院
京都府公立大学法人　京都府立医科大学附属病院
社会福祉法人京都社会事業財団　京都桂病院
京都府がん総合相談支援センター

19 山梨 甲府公共職業安定所

21 岐阜 岐阜公共職業安定所

22 静岡

静岡公共職業安定所

浜松公共職業安定所

20 長野

松本公共職業安定所

長野公共職業安定所

草津公共職業安定所

26 京都 京都西陣公共職業安定所

23 愛知

24 三重

25 滋賀



実施安定所 連携先拠点病院労働局

梅田公共職業安定所
地方独立行政法人　大阪市民病院機構
大阪市立総合医療センター
地方独立行政法人大阪府立病院機構
大阪国際がんセンター
独立行政法人　国立病院機構　大阪医療センター
日本赤十字社　大阪赤十字病院

阿倍野公共職業安定所 大阪市立大学医学部附属病院
地方独立行政法人　市立東大阪医療センター
八尾市立病院

堺公共職業安定所 独立行政法人労働者健康安全機構　大阪労災病院
神戸公共職業安定所 神戸市立医療センター中央市民病院
明石公共職業安定所 兵庫県立がんセンター
姫路公共職業安定所 姫路赤十字病院
奈良公共職業安定所 奈良県総合医療センター

大和高田公共職業安定所 奈良県立医科大学附属病院
和歌山県立医科大学附属病院
日本赤十字社　和歌山医療センター
公立那賀病院
独立行政法人国立病院機構　米子医療センター
国立大学法人　鳥取大学医学部附属病院
国立大学法人　島根大学医学部附属病院
島根県立中央病院
松江赤十字病院
国立大学法人　岡山大学病院
岡山済生会総合病院
岡山赤十字病院
独立行政法人国立病院機構　岡山医療センター
倉敷中央病院
国立大学法人　広島大学病院
地方独立行政法人　広島市立病院機構　広島市立広島市民病院

宇部公共職業安定所 国立大学法人　山口大学医学部附属病院
独立行政法人国立病院機構 岩国医療センター
山口県厚生農業協同組合連合会　周東総合病院
徳山中央病院
山口県立総合医療センター
国立大学法人　徳島大学病院
徳島赤十字病院
徳島市民病院
徳島県立中央病院
国立大学法人　香川大学医学部附属病院
高松赤十字病院
香川県立中央病院

丸亀公共職業安定所 独立行政法人　労働者健康安全機構　香川労災病院
独立行政法人国立病院機構　四国がんセンター
一般財団法人永頼会　松山市民病院
医療法人　住友別子病院
独立行政法人　労働者健康安全機構　愛媛労災病院
国立大学法人　高知大学医学部附属病院
高知県・高知市病院企業団立高知医療センター

四万十公共職業安定所 高知県立幡多けんみん病院

28 兵庫

29 奈良

30 和歌山

27 大阪
大阪東公共職業安定所

布施公共職業安定所

32 島根 出雲公共職業安定所

33 岡山 岡山公共職業安定所

和歌山公共職業安定所

31 鳥取 米子公共職業安定所

36 徳島 徳島公共職業安定所

37 香川
高松公共職業安定所

34 広島 広島東公共職業安定所

35 山口
岩国公共職業安定所

徳山公共職業安定所

39 高知
高知公共職業安定所

38 愛媛
松山公共職業安定所

新居浜公共職業安定所



実施安定所 連携先拠点病院労働局

福岡中央公共職業安定所 独立行政法人国立病院機構　九州がんセンター
産業医科大学病院
社会医療法人共愛会　戸畑共立病院
国立大学法人　佐賀大学医学部附属病院
地方独立行政法人　佐賀県医療センター好生館
独立行政法人国立病院機構　嬉野医療センター
国立大学法人　長崎大学病院
社会福祉法人恩賜財団済生会支部　済生会長崎病院
地方独立行政法人長崎市立病院機構
長崎みなとメディカルセンター
日本赤十字社　長崎原爆病院
独立行政法人国立病院機構　長崎医療センター
地方独立行政法人　佐世保市総合医療センター
社会医療法人財団白十字会　佐世保中央病院
独立行政法人労働者健康安全機構　長崎労災病院
国立大学法人　熊本大学医学部附属病院
熊本赤十字病院
社会医療法人社団高野会
大腸肛門病センター高野病院
国立大学法人　大分大学医学部附属病院
大分県立病院
大分赤十字病院
国立大学法人　宮崎大学医学部附属病院
宮崎県立宮崎病院
国立大学法人　鹿児島大学　医学部・歯学部附属病院
社会医療法人　博愛会　相良病院
独立行政法人　国立病院機構　鹿児島医療センター
鹿児島市立病院
公益社団法人昭和会　今給黎総合病院
鹿児島厚生連病院
国立大学法人　琉球大学医学部附属病院
地方独立行政法人　那覇市立病院
　日本赤十字社　沖縄赤十字病院
沖縄県立　中部病院
社会医療法人　敬愛会　中頭病院

40 福岡
八幡公共職業安定所

43 熊本 熊本公共職業安定所

44 大分 大分公共職業安定所

41 佐賀 佐賀公共職業安定所

42 長崎

長崎公共職業安定所

佐世保公共職業安定所

47 沖縄
那覇公共職業安定所

沖縄公共職業安定所

45 宮崎 宮崎公共職業安定所

46 鹿児島 鹿児島公共職業安定所


