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平成26年４月から、産業保健を支援する上記の３つの事業を一元化
して、　　　　　　　　　　　　　　として、事業場の産業保健
活動を総合的に支援します。

「産業保健活動総合支援事業」

産業保健総合支援事業の概要産業保健総合支援事業の概要
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お問合せ先
独立行政法人　労働者健康福祉機構 〒960‒8031　福島市栄町６－６　NBFユニックスビル10階

TEL 024－526－0526　FAX 024－526－0528
E-mail  fukushima@sanpo07.jp
http://www.sanpo07.jp/福島産業保健総合支援センター 検索福島産業保健総合支援センター

労働者健康福祉機構

福島産業保健総合支援センター

事業者・産業保健スタッフ・労働者数50人未満の事業場の

産業保健活動の総合的な支援

福島労災病院

地域窓口
（地域産業保健センター）

郡市医師会

福島県医師会

福島労働局

職業性疾病、作業
関連疾患等に関す
る臨床面の事例や
知見の積極的活用

事業内容
・専門的相談
・研修（主催・共催）
・メンタルヘルス対策として
　事業場への訪問支援
　（教育・研修等）
・情報提供
・地域産業保健センターの運営

独立行政法人　労働者健康福祉機構が実施主体となり、地
域の医師会などの協力のもと事業を運営します。
労働者のからだと心の一体的な健康管理や作業環境管理、
作業管理などを含めた総合的な労働衛生管理の進め方に
ついての相談などを一元的に受付けるなど、企業内での
産業保健活動への総合的な支援を行います。

運営

協
力・支
援

連携協
力・支
援

連携
協力・支援

設
置

（平成26年４月からの新しい支援体制）



福島産業保健総合支援センター利用案内

労働者の健康確保を図るために、ふくしま産保をご利用ください！

　事業者・産業保健活動に携わる産業医・衛生管理者・産業看護職・人事労務
担当者等の皆様を支援します。

支援はすべて無料です！支援はすべて無料です！

●メールマガジン申し込み先

ホームページまたは
メールでお申し込みください。

ＵＲＬ  http://www.sanpo07.jp/
E-mail  fukushima@sanpo07.jp

福島産業保健総合支援センター地域窓口
地域産業保健センター利用案内

50人未満の事業場の事業者や労働者の皆様を支援します。

小規模事業場の事業者・労働者の皆さまへ

地域産業保健センターをご活用ください地域産業保健センターをご活用ください
産業保健サービスを　　　　で受けられます

　地域産業保健センターでは、小規模事業場（産業医選任義務のない労働者数50人未満
の事業場）で働く皆様を対象に、医師による健康相談・長時間労働者への面接指導・個別訪
問指導を行っております。

県内各地域産業保健センター所在地・お問合せ先一覧

無料

⬇以下のサービスを無料で受けられます。
①　相談対応
　　・メンタルヘルスを含む労働者の健康管理についての相談
　　・健康診断の結果についての医師からの意見聴取（法令事項）
　　・長時間労働者に対する面接指導（法令事項）
②　個別訪問指導（医師などによる職場巡視など）
③　産業保健に関する情報提供
上記各相談は予約制となっております。

センター名

福島地域産業保健センター 電話 024－534－6411
FAX 024－534－6411

〒960‒8002
福島市森合10‒1　福島市医師会内

電話 024－924－1280
FAX 024－954－4144

〒963‒8014
郡山市虎丸町5‒8　さくらNTビル5階

電話 0248－73－3723
FAX 0248－73－3405

〒962‒0848
須賀川市弘法坦19　須賀川医師会内

電話 0248－23－3701
FAX 0248－27－3825

〒961‒0054
白河市字北中川原313　白河医師会内

電話 0242－27－0528
FAX 0242－28－9255

〒965‒0876
会津若松市山鹿町4‒29　会津若松医師会内

電話 0241－22－1219
FAX 0241－22－9522

〒966‒0802
喜多方市桜が丘1‒149‒2　喜多方医師会内

電話 0244－23－6806
FAX 0244－23－5352

〒975‒0002
南相馬市原町区東町1‒82　相馬郡医師会内

※活動休止中

電話 0246－27－7257
FAX 0246－27－7255

〒973‒8402
いわき市内郷御厩町4‒123　いわき市医師会内

郡山地域産業保健センター

須賀川地域産業保健センター

白河地域産業保健センター

会津地域産業保健センター

相馬地域産業保健センター

双葉地域産業保健センター

いわき地域産業保健センター

所　　在　　地 電話・FAX

専門的相談

●窓口相談（要予約）
　産業保健に関する様々な問題について、予
約（相談日は１週間前まで）により専門の相
談員がセンターの窓口または電話・FAX・
メール等で相談に応じ、解決方法を助言し
ます。
●実地相談
　職場巡視等の実践的な活動について相談
員が現地に赴いて相談に応じ、産業保健改
善のための具体的方法を助言します。
●メンタルヘルス対策促進のための個別訪問
支援
　「こころの健康づくり計画」、「職場復帰プロ
グラム」作成等の支援を行ないます。

情報の提供

●産業保健に関する図書・測定機器の貸出し
を行っております。また、ビデオ・DVDをセ
ンター内で視聴することができます。
●産業保健に関する情報をとりまとめた情報
誌「産業保健21」を年４回発行し、最新の情
報を提供しております。
●ホームページやメールマガジンにおいても
最新の情報を提供しております。

地域産業保健センター（地域窓口）

●健康相談
●健康診断結果有所見者に対する医師の意見
聴取
●長時間労働者に対する面接指導
●個別訪問指導

※次ページ参照

研　修

●産業保健に関する専門的かつ実践的な研修
を実施しております。ホームページ、リーフ
レットで案内しております。
●災害防止団体・事業者団体等が実施する研
修について、共催により講師を派遣し、支援
しております。
●管理監督者向けメンタルヘルス研修を事業
場に訪問し実施します。



福島産業保健総合支援センター利用案内

労働者の健康確保を図るために、ふくしま産保をご利用ください！

　事業者・産業保健活動に携わる産業医・衛生管理者・産業看護職・人事労務
担当者等の皆様を支援します。

支援はすべて無料です！支援はすべて無料です！

●メールマガジン申し込み先

ホームページまたは
メールでお申し込みください。

ＵＲＬ  http://www.sanpo07.jp/
E-mail  fukushima@sanpo07.jp

福島産業保健総合支援センター地域窓口
地域産業保健センター利用案内

50人未満の事業場の事業者や労働者の皆様を支援します。

小規模事業場の事業者・労働者の皆さまへ

地域産業保健センターをご活用ください地域産業保健センターをご活用ください
産業保健サービスを　　　　で受けられます

　地域産業保健センターでは、小規模事業場（産業医選任義務のない労働者数50人未満
の事業場）で働く皆様を対象に、医師による健康相談・長時間労働者への面接指導・個別訪
問指導を行っております。

県内各地域産業保健センター所在地・お問合せ先一覧

無料

⬇以下のサービスを無料で受けられます。
①　相談対応
　　・メンタルヘルスを含む労働者の健康管理についての相談
　　・健康診断の結果についての医師からの意見聴取（法令事項）
　　・長時間労働者に対する面接指導（法令事項）
②　個別訪問指導（医師などによる職場巡視など）
③　産業保健に関する情報提供
上記各相談は予約制となっております。

センター名

福島地域産業保健センター 電話 024－534－6411
FAX 024－534－6411

〒960‒8002
福島市森合10‒1　福島市医師会内

電話 024－924－1280
FAX 024－954－4144

〒963‒8014
郡山市虎丸町5‒8　さくらNTビル5階

電話 0248－73－3723
FAX 0248－73－3405

〒962‒0848
須賀川市弘法坦19　須賀川医師会内

電話 0248－23－3701
FAX 0248－27－3825

〒961‒0054
白河市字北中川原313　白河医師会内

電話 0242－27－0528
FAX 0242－28－9255

〒965‒0876
会津若松市山鹿町4‒29　会津若松医師会内

電話 0241－22－1219
FAX 0241－22－9522

〒966‒0802
喜多方市桜が丘1‒149‒2　喜多方医師会内

電話 0244－23－6806
FAX 0244－23－5352

〒975‒0002
南相馬市原町区東町1‒82　相馬郡医師会内

※活動休止中

電話 0246－27－7257
FAX 0246－27－7255

〒973‒8402
いわき市内郷御厩町4‒123　いわき市医師会内

郡山地域産業保健センター

須賀川地域産業保健センター

白河地域産業保健センター

会津地域産業保健センター

相馬地域産業保健センター

双葉地域産業保健センター

いわき地域産業保健センター

所　　在　　地 電話・FAX

専門的相談

●窓口相談（要予約）
　産業保健に関する様々な問題について、予
約（相談日は１週間前まで）により専門の相
談員がセンターの窓口または電話・FAX・
メール等で相談に応じ、解決方法を助言し
ます。
●実地相談
　職場巡視等の実践的な活動について相談
員が現地に赴いて相談に応じ、産業保健改
善のための具体的方法を助言します。
●メンタルヘルス対策促進のための個別訪問
支援
　「こころの健康づくり計画」、「職場復帰プロ
グラム」作成等の支援を行ないます。

情報の提供

●産業保健に関する図書・測定機器の貸出し
を行っております。また、ビデオ・DVDをセ
ンター内で視聴することができます。
●産業保健に関する情報をとりまとめた情報
誌「産業保健21」を年４回発行し、最新の情
報を提供しております。
●ホームページやメールマガジンにおいても
最新の情報を提供しております。

地域産業保健センター（地域窓口）

●健康相談
●健康診断結果有所見者に対する医師の意見
聴取
●長時間労働者に対する面接指導
●個別訪問指導

※次ページ参照

研　修

●産業保健に関する専門的かつ実践的な研修
を実施しております。ホームページ、リーフ
レットで案内しております。
●災害防止団体・事業者団体等が実施する研
修について、共催により講師を派遣し、支援
しております。
●管理監督者向けメンタルヘルス研修を事業
場に訪問し実施します。



産業保健活動総合支援事業のご案内産業保健活動総合支援事業のご案内
福島県内事業場の

事業者・産業保健スタッフの皆さまへ
福島県内事業場の

事業者・産業保健スタッフの皆さまへ

独立行政法人　労働者健康福祉機構
福島産業保健総合支援センター

独立行政法人　労働者健康福祉機構
福島産業保健総合支援センター

産業保健
推進センター事業
産業保健

推進センター事業

メンタルヘルス
対策支援センター事業
メンタルヘルス

対策支援センター事業
地域産業保健
センター事業
地域産業保健
センター事業

平成26年４月から、産業保健を支援する上記の３つの事業を一元化
して、　　　　　　　　　　　　　　として、事業場の産業保健
活動を総合的に支援します。

「産業保健活動総合支援事業」

産業保健総合支援事業の概要産業保健総合支援事業の概要

設置運営

連携

連携

連
携

連
携

協力・支援
協
力・
支
援 連携
協力
・
支援

お問合せ先
独立行政法人　労働者健康福祉機構 〒960‒8031　福島市栄町６－６　NBFユニックスビル10階

TEL 024－526－0526　FAX 024－526－0528
E-mail  fukushima@sanpo07.jp
http://www.sanpo07.jp/福島産業保健総合支援センター 検索福島産業保健総合支援センター

労働者健康福祉機構

福島産業保健総合支援センター

事業者・産業保健スタッフ・労働者数50人未満の事業場の

産業保健活動の総合的な支援

福島労災病院

地域窓口
（地域産業保健センター）

郡市医師会

福島県医師会

福島労働局

職業性疾病、作業
関連疾患等に関す
る臨床面の事例や
知見の積極的活用

事業内容
・専門的相談
・研修（主催・共催）
・メンタルヘルス対策として
　事業場への訪問支援
　（教育・研修等）
・情報提供
・地域産業保健センターの運営

独立行政法人　労働者健康福祉機構が実施主体となり、地
域の医師会などの協力のもと事業を運営します。
労働者のからだと心の一体的な健康管理や作業環境管理、
作業管理などを含めた総合的な労働衛生管理の進め方に
ついての相談などを一元的に受付けるなど、企業内での
産業保健活動への総合的な支援を行います。

運営

協
力・支
援

連携協
力・支
援

連携
協力・支援

設
置

（平成26年４月からの新しい支援体制）


