
令和４年度 放射線健康相談のご案内 
 

 

 

 

 

 

 

厚生労働省では、東電福島第一原発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、メール、対面およびオンラインによる健康相談窓口を設

置しています。  
※相談にあたっては、ご本人確認のため、登録証に記載されている個人番号または生年月日をお伺いします。 

 

緊急作業従事者及びそのご家族からの相談に、医師、保健師等の専門スタッフが対応します。 

◎電話による健康相談 

              フリーダイヤル（安衛研／放射線センター／健康相談窓口） 

０１２０－８０８－６０９ 

 ●相談時間       ９：３０～１７：００（土・日・祝を除く） 

◎メールによる健康相談  令和２年度のアドレスから変更しています 

 ●メールアドレス   soudan-rad@h.jniosh.johas.go.jp 

   ＊メールには相談内容のほか 

   ①氏名（フリガナ）、②登録証に記載されている個人番号または生年月日をご記載ください。 

◎対面による健康相談 (予約制) 

対面による健康相談をご希望の場合には、上記フリーダイヤルよりお申込みください。裏面に

ございます対面相談窓口をご案内させていただきます。 

新型コロナウイルス感染症等、地域の状況により対面健康相談を見合わせる場合がございま

す。あらかじめご了承ください。 

◎オンラインによる健康相談 

 オンラインによる健康相談については、上記フリーダイヤル 0120-808-609 までお問い合わせく

ださい。 

★健康相談窓口のホームページを開設しました！ 

「東京電力福島第一原子力発電所 緊急作業従事者のための健康相談窓口」 

https://soudan.johas.go.jp/ 各種申請書はこちらからダウンロードできます 

 

厚生労働省交付金事業 

独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所 

労働者放射線障害防止研究センター（放射線センター） 

●電話番号 

 



令和４年度放射線健康相談支援窓口一覧(対面) 

対面による健康相談(予約制)をご希望の場合には、表面記載のフリーダイヤルよりお申込みください。 

お近くの対面相談窓口をご案内させていただきます。 

 

県名 健診機関名 住所 

 

県名 健診機関名 住所 

北海道 北海道労働保健管理協会 
北海道札幌市白石区本郷通

3 丁目南 2-13 

 

愛知 

半田市医師会 

健康管理センター 

愛知県半田市神田町 

１丁目１番地  

青森 八戸市総合健診センター 
青森県八戸市田向 3 丁目 6-

15 

 日本予防医学協会附属

診療所ｳｪﾙﾋﾞｰｲﾝｸﾞ栄 

愛知県名古屋市中区新栄町

1－3 

秋田 秋田県総合保健センター 
秋田県秋田市千秋久保田町

6-6 

 
愛知健康増進財団 

愛知県名古屋市北区 

清水 1 丁目 18-4 

山形 
日本健康管理協会 

山形健康管理センター 

山形県山形市桧町 4 丁目 

8-30 

 
京都 中央診療所 

京都府京都市中京区三条通

高倉東入桝屋町 58-56 

福島 

福島県労働保健センター 

ふくしま健診プラザ 

福島県福島市沖高字北貴船

1-2 

 
大阪 関西労働衛生技術ｾﾝﾀｰ 

大阪府大阪市中央区常盤町

2 丁目 1−12 

福島県労働保健センター 

いわき健診プラザ 

福島県いわき市好間工業団

地 27-7 

 
兵庫 兵庫県健康財団 

兵庫県神戸市兵庫区荒田町

2 丁目 1-12 

茨城 茨城県総合健診協会 茨城県水戸市笠原町 489-5 
  
和歌山 

NS メディカル・ヘルスケア

サービス 

和歌山県和歌山市湊 

1850 番地 

栃木 
宇都宮東病院 

健診センター 

栃木県宇都宮市平出町 368-

8 

 
鳥取 

中国労働衛生協会 

鳥取検診所 

鳥取県鳥取市湖山町東 

4 丁目 95－１ 

群馬 
日本健康管理協会 

伊勢崎健診プラザ 
群馬県伊勢崎市中町 655-1 

  
岡山 淳風会健康管理センター 

岡山県岡山市北区大供 

2 丁目 3-1 

埼玉 埼玉県健康づくり事業団 
埼玉県比企郡吉見町大字 

江和井 410-1 

広島 

中国労働衛生協会 
広島県福山市引野町 5 丁目

14-2 

千葉 
柏戸記念財団 

ﾎﾟｰﾄｽｸｴｱ柏戸ｸﾘﾆｯｸ 

千葉県千葉市中央区問屋町

1-35 千葉ﾎﾟｰﾄｻｲﾄﾞﾀﾜｰ 27

階 

 
広島県集団検診協会 

ﾒﾃﾞｨｯｸｽ広島健診ｾﾝﾀｰ 

広島県広島市中区大手町 1-

5-17 

東京 

東京都予防医学協会 
東京都新宿区市谷砂土原町

1-2 

 

山口 
曙会  佐々木外科病院 

総合健診センター 

山口県山口市泉都町 9 番 13

号 

日本予防医学協会 
東京都江東区毛利 1-19-10

江間忠錦糸町ビル 

 

愛媛 愛媛県総合保健協会 
愛媛県松山市味酒町 1 丁目

10-5 

神奈川 

神奈川県予防医学協会 
神奈川県横浜市中区日本大

通 58 日本大通ビル 

 

高知 高知県総合保健協会 
高知県高知市桟橋通 6 丁目

7-43 

神奈川県結核予防会 

中央健康相談所 

神奈川県横浜市南区中村町

3-191-7 

 

福岡 

西日本産業衛生会 

北九州産業衛生診療所 

福岡県北九州市八幡東区 

東田 1 丁目 4-8 

神奈川県結核予防会 

かながわクリニック 

神奈川県横浜市中区元浜町

4-32 県民共済馬車道ビル 

 

福岡労働衛生研究所 

労衛研健診センター 

福岡県福岡市南区那の川 

1 丁目 11-27 

新潟 

新潟県労働衛生医学協会 

新潟ウェルネス 

新潟県新潟市西区北場 

1185-3 

 

九州健康総合センター 
福岡県北九州市八幡東区 

平野 1 丁目 11-1 

健康医学予防協会 
新潟県新潟市中央区紫竹山

2 丁目 6-10 

  
健康財団クリニック 

福岡県福岡市博多区上川端

町 14-30-201 

富山 
北陸予防医学協会 

健康管理センター 
富山県富山市西二俣 277-3 

  
佐賀 佐賀県産業医学協会 

佐賀県佐賀市鍋島町八戸 

1994 番地 1 

石川 石川県予防医学協会 
石川県金沢市神野町東 

115番地 
熊本 熊本県総合保健センター 

熊本県熊本市東区東町 

4 丁目 11-1 

長野 中部公衆医学研究所 
長野県飯田市高羽町 6 丁目

2-2 

 

大分 
大分健康管理協会 

大分総合健診センター 

大分県別府市北石垣深町 

851番地 

岐阜 ききょうの丘健診プラザ 
岐阜県土岐市土岐ヶ丘 

2 丁目 12-1 

 

宮崎 宮崎県健康づくり協会 
宮崎県宮崎市霧島 1 丁目 

1-2 

静岡 聖隷健康診断センター 
静岡県浜松市中区住吉 

2-35-8 

 

鹿児島 
鹿児島県労働基準協会 

ﾍﾙｽｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ鹿児島 
鹿児島県鹿児島市東開町 

4-96 

 

 

沖縄 
那覇市医師会 

生活習慣病検診センター 沖縄県那覇市東町 26番 1号 

 

R4.5.15版 

＊令和 4年 5月 15日現在の対面相談窓口です。 


