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〒２１２－００１３
神奈川県川崎市幸区堀川町５８０番地 ソリッドスクエア東館

施設名 所在地
〒068-0004
北海道岩見沢市4条東16-5
〒072-0015
北海道美唄市東4条南1-3-1
〒085-8533
北海道釧路市中園町13－23
〒031-8551
青森県八戸市白銀町字南ケ丘1
〒981-8563
宮城県仙台市青葉区台原4-3-21
〒018-5604
秋田県大館市軽井沢字下岱30
〒973-8403
福島県いわき市内郷綴町沼尻3
〒314-0343
茨城県神栖市土合本町1-9108-2
〒290-0003
千葉県市原市辰巳台東2-16
〒143-0013
東京都大田区大森南4-13-21
〒211-8510
神奈川県川崎市中原区木月住吉町1-1
〒222-0036
神奈川県横浜市港北区小机町3211
〒959-1228
新潟県燕市佐渡633
〒942-8502
新潟県上越市東雲町1-7-12
〒937-0042
富山県魚津市六郎丸992
〒430-8525
静岡県浜松市東区将監町25
〒455-8530
愛知県名古屋市港区港明1-10-6
〒488-8585
愛知県尾張旭市平子町北61
〒591-8025
大阪府堺市北区長曽根町1179-3
〒660-8511
兵庫県尼崎市稲葉荘3-1-69
〒651-0053
兵庫県神戸市中央区籠池通4-1-23
〒640-8505
和歌山県和歌山市木ノ本93-1
〒683-8605
鳥取県米子市皆生新田1-8-1
〒702-8055
岡山県岡山市南区築港緑町1-10-25
〒737-0193
広島県呉市広多賀谷1-5-1
〒756-0095
山口県山陽小野田市大字小野田1315-4
〒763-8502
香川県丸亀市城東町3-3-1
〒792-8550
愛媛県新居浜市南小松原町13-27

東北労災病院

秋田労災病院

関東労災病院

横浜労災病院

千葉労災病院

東京労災病院

浜松労災病院

燕労災病院

新潟労災病院

釧路労災病院

青森労災病院

独立行政法人労働者健康安全機構施設一覧

本 部

北海道中央労災病院せき損センター

北海道中央労災病院

大阪労災病院

関西労災病院

福島労災病院

鹿島労災病院

中部労災病院

旭労災病院

富山労災病院

中国労災病院

山口労災病院

山陰労災病院

岡山労災病院

神戸労災病院

和歌山労災病院

○労災病院

香川労災病院

愛媛労災病院
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〒800-0296
福岡県北九州市小倉南区曽根北町1-1
〒801-8502
福岡県北九州市門司区東港町3-1
〒857-0134
長崎県佐世保市瀬戸越2-12-5
〒866-8533
熊本県八代市竹原町1670

施設名 所在地
〒085-0052
北海道釧路市中園町13-38
〒981-0911
宮城県仙台市青葉区台原4-6-10
〒290-0003
千葉県市原市辰巳台東2-13-2
〒222-0036
神奈川県横浜市港北区小机町3211
〒455-0018
愛知県名古屋市港区港明1-10-5
〒591-8025
大阪府堺市北区長曽根町1179-3
〒660-0064
兵庫県尼崎市稲葉荘3-1-69
〒702-8055
岡山県岡山市南区築港緑町1-10-25
〒866-0826
熊本県八代市竹原町1517-2

施設名 所在地
〒068-0004
北海道岩見沢市4条東16-5
〒981-8563
宮城県仙台市青葉区台原4-3-21
〒143-0013
東京都大田区大森南4-13-21
〒211-8510
神奈川県川崎市中原区木月住吉町1-1
〒455-8530
愛知県名古屋市港区港明1-10-6
〒591-8025
大阪府堺市北区長曽根町1179-3
〒660-8511
兵庫県尼崎市稲葉荘3-1-69
〒737-0193
広島県呉市広多賀谷1-5-1
〒800-0296
福岡県北九州市小倉南区曽根北町1-1

吉備高原医療 〒716-1241
リハビリテーションセンター 岡山県加賀郡吉備中央町吉川7511

〒820-8508
福岡県飯塚市伊岐須550-4

熊本労災看護専門学校

関西労災看護専門学校

総合せき損センター

熊本労災病院

長崎労災病院

九州労災病院

九州労災病院門司メディカルセンター

○医療リハビリテーションセンター

九州労災病院治療就労両立支援セ
ンター

中部労災病院治療就労両立支援セ
ンター

岡山労災看護専門学校

中部労災看護専門学校

大阪労災看護専門学校

千葉労災看護専門学校

横浜労災看護専門学校

釧路労災看護専門学校

東北労災看護専門学校

○総合せき損センター

中国労災病院治療就労両立支援セ
ンター

○治療就労両立支援センター

東北労災病院治療就労両立支援セ
ンター

東京労災病院治療就労両立支援セ
ンター

関西労災病院治療就労両立支援セ
ンター

関東労災病院治療就労両立支援セ
ンター

○労災看護専門学校

大阪労災病院治療就労両立支援セ
ンター

北海道中央労災病院治療就労両立
支援センター
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施設名 所在地
〒060-0001
北海道札幌市中央区北一条西7丁目
プレスト1・7ビル2Ｆ
〒030-0862
青森県青森市古川2-20-3
朝日生命青森ビル8Ｆ
〒020-0045
岩手県盛岡市盛岡駅西通2-9-1
マリオス14Ｆ
〒980-6015
宮城県仙台市青葉区中央4－6－1
住友生命仙台中央ビル15Ｆ
〒010-0874
秋田県秋田市千秋久保田町6-6
秋田県総合保健センター4Ｆ
〒990-0047
山形県山形市旅篭町3-1-4
食糧会館4Ｆ
〒960-8031
福島県福島市栄町6－6
ＮＢＦユニックスビル10Ｆ
〒310-0021
茨城県水戸市南町3-4-10
住友生命水戸ビル8Ｆ
〒320-0811
栃木県宇都宮市大通り1-4-24
住友生命宇都宮ビル4Ｆ
〒371-0022
群馬県前橋市千代田町1－7－4
群馬メディカルセンタービル2Ｆ
〒330-0063
埼玉県さいたま市浦和区高砂2－2－3
さいたま浦和ビルディング6Ｆ
〒260-0013
千葉県千葉市中央区3-3-8
日本生命千葉中央ビル8Ｆ
〒102-0075
東京都千代田区三番町6-14
日本生命三番町ビル3Ｆ
〒221-0835
神奈川県横浜市神奈川区
鶴屋町3－29－1
第6安田ビル3F
〒951-8055
新潟県新潟市中央区
礎町通二ノ町2077
朝日生命新潟万代橋ビル6Ｆ
〒930-0856
富山県富山市牛島新町5－5
インテックビル（タワー111）4Ｆ
〒920-0031
石川県金沢市広岡3－1－1
金沢パークビル9Ｆ
〒910-0006
福井県福井市中央1-3-1
加藤ビル7Ｆ
〒400-0031
山梨県甲府市丸の内2－32－11
山梨県医師会館4Ｆ

○産業保健総合支援センター

青森産業保健総合支援センター

北海道産業保健総合支援センター

福島産業保健総合支援センター

茨城産業保健総合支援センター

栃木産業保健総合支援センター

群馬産業保健総合支援センター

岩手産業保健総合支援センター

宮城産業保健総合支援センター

秋田産業保健総合支援センター

山形産業保健総合支援センター

新潟産業保健総合支援センター

富山産業保健総合支援センター

石川産業保健総合支援センター

福井産業保健総合支援センター

埼玉産業保健総合支援センター

千葉産業保健総合支援センター

東京産業保健総合支援センター

神奈川産業保健総合支援センター

山梨産業保健総合支援センター



（別紙）

〒380-0936
長野県長野市岡田町215－1
日本生命長野ビル4Ｆ
〒500-8844
岐阜県岐阜市吉野町6－16
大同生命廣瀬ビルB1F
〒420-0034
静岡県静岡市葵区常磐町2-13-1
住友生命静岡常磐町ビル9Ｆ
〒460-0004
愛知県名古屋市中区新栄町2-13
栄第一生命ビルディング9Ｆ
〒514-0003
三重県津市桜橋2－191－4
三重県医師会館ビル5Ｆ
〒520-0047
滋賀県大津市浜大津1－2－22
大津商中日生ビル8Ｆ
〒604-8186
京都府京都市中京区
車屋町通御池下ル梅屋町361－1
アーバネックス御池ビル東館5Ｆ
〒540-0033
大阪府大阪市中央区石町2-5-3
エル・おおさか南館9Ｆ
〒651-0087
兵庫県神戸市中央区御幸通6-1-20
三宮山田東急ビル8Ｆ
〒630-8115
奈良県奈良市大宮町1－1－32
奈良交通第3ビル3Ｆ
〒640-8137
和歌山県和歌山市吹上2-1-22
和歌山県日赤会館7Ｆ
〒680-0846
鳥取県鳥取市扇町115-1
鳥取駅前第一生命ビルディング6Ｆ
〒690-0003
島根県松江市朝日町477-17
明治安田生命松江駅前ビル7F
〒700-0907
岡山県岡山市北区下石井2－1－3
岡山第一生命ビルディング12Ｆ
〒730-0011
広島県広島市中区基町11-13
広島第一生命ビル5Ｆ
〒753-0051
山口県山口市旭通り2－9－19
山口建設ビル4Ｆ
〒770-0847
徳島県徳島市幸町3-61
徳島県医師会館3Ｆ
〒760-0025
香川県高松市古新町2－3
三井住友海上高松ビル4Ｆ
〒790-0011
愛媛県松山市千舟町4－5－4
松山千舟４５４ビル2Ｆ
〒780-0870
高知県高知市本町4－1－8
高知フコク生命ビル7Ｆ

愛知産業保健総合支援センター

三重産業保健総合支援センター

滋賀産業保健総合支援センター

京都産業保健総合支援センター

長野産業保健総合支援センター

岐阜産業保健総合支援センター

静岡産業保健総合支援センター

鳥取産業保健総合支援センター

島根産業保健総合支援センター

岡山産業保健総合支援センター

広島産業保健総合支援センター

大阪産業保健総合支援センター

兵庫産業保健総合支援センター

奈良産業保健総合支援センター

和歌山産業保健総合支援センター

徳島産業保健総合支援センター

高知産業保健総合支援センター

愛媛産業保健総合支援センター

香川産業保健総合支援センター

山口産業保健総合支援センター
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〒812-0016
福岡県福岡市博多区博多駅南2－9－30
福岡県メディカルセンタービル1Ｆ
〒840-0816
佐賀県佐賀市駅南本町6－4
佐賀中央第一生命ビル10Ｆ
〒852-8117
長崎県長崎市平野町3－5
建友社ビル3Ｆ
〒860-0806
熊本県熊本市中央区花畑町9－24
住友生命熊本ビル3Ｆ
〒870-0046
大分県大分市荷揚町3－1
いちご・みらい信金ビル6Ｆ
〒880-0806
宮崎県宮崎市広島1－18－7
大同生命宮崎ビル6Ｆ
〒890-0052
鹿児島県鹿児島市上之園町25－1
中央ビル4Ｆ
〒901-0152
沖縄県那覇市字小禄1831－1
沖縄産業支援センター2Ｆ

施設名 所在地
労働安全衛生総合研究所 〒204-0024
（清瀬地区） 東京都清瀬市梅園1-4-6
労働安全衛生総合研究所 〒214-8585
（登戸地区） 神奈川県川崎市多摩区長尾6-21-1

施設名 所在地
〒257-0015
神奈川県秦野市平沢2445番地

施設名 所在地
〒193-0941
東京都八王子市狭間町1992

大分産業保健総合支援センター

福岡産業保健総合支援センター

佐賀産業保健総合支援センター

長崎産業保健総合支援センター

高尾みころも霊堂

沖縄産業保健総合支援センター

熊本産業保健総合支援センター

宮崎産業保健総合支援センター

鹿児島産業保健総合支援センター

○日本バイオアッセイ研究センター

日本バイオアッセイ研究センター

○納骨堂

○労働安全衛生総合研究所


