
地域窓口（地域産業保健センター） 

愛知産業保健総合支援センター
〒460-0004 名古屋市中区新栄町2丁目13番地  栄第一生命ビル9階
　　　　　　 電話 052-950-5375　ファックス 052-950-5377
●ご利用時間 午前8時30分〜午後5時15分 （毎週土・日曜日、祝日、年末年始を除く）

愛知県内における産業保健活動総合支援事業の実施体制

センター名 住所 電話 ファックス 対象地域 監督署

名古屋北
地域産業保健センター

名古屋市東区葵 1-4-38
名古屋市医師会館内

（052）
979-2303

（052）
979-2305

東区・北区・中区・守山区 名古屋北

名古屋東
地域産業保健センター

千種区・昭和区・瑞穂区・熱田区・
緑区・名東区・天白区・豊明市・
日進市・愛知郡

名古屋東

名古屋南西
地域産業保健センター

中川区・港区・南区
中村区・西区・清須市・北名古屋市・
西春日井郡

名古屋南
名古屋西

一宮
地域産業保健センター

一宮市貴船町 3-2
一宮市医師会館内

（0586）
71-7531

（0586）
72-1447 一宮市・稲沢市 一宮

瀬戸
地域産業保健センター

瀬戸市西長根町 10
瀬戸旭医師会館内

（0561）
84-1139

（0561）
84-5776 瀬戸市・尾張旭市・長久手市 瀬戸

知多
地域産業保健センター

半田市神田町 1-1
半田市医師会健康管理センター内

（0569）
27-8099

（0569）
27-8098

半田市・常滑市・東海市・知多市・
大府市・知多郡 半田

春日井・小牧
地域産業保健センター

春日井市鷹来町 1-1-1
春日井市総合保健医療センター内

（0568）
82-9900

（0568）
82-8308 春日井市・小牧市 名古屋北

尾張北部
地域産業保健センター

丹羽郡大口町下小口 6-122-2
尾北医師会館内

（0587）
95-7020

（0587）
95-7021 江南市・犬山市・岩倉市・丹羽郡 江南

海部津島
地域産業保健センター

津島市莪原町字郷西 37
海部地区急病診療所内

（0567）
25-5752

（0567）
24-3458

津島市・愛西市・弥富市・あま市・
海部郡 津島

東三河
地域産業保健センター

豊橋市中野町字中原 100-3
豊橋市医師会館内

（0532）
45-4911

（0532）
46-3656

豊橋市・豊川市・蒲郡市・新城市・
田原市・北設楽郡 豊橋

岡崎
地域産業保健センター

岡崎市竜美西 1-9-1
岡崎市医師会公衆衛生センター内

（0564）
52-1665

（0564）
52-1665 岡崎市・額田郡 岡崎

刈谷
地域産業保健センター

刈谷市一色町 3-5-1
刈谷医師会館内

（0566）
22-1622

（0566）
22-0055

刈谷市・碧南市・安城市・知立市・
高浜市 刈谷

豊田加茂
地域産業保健センター

豊田市西山町 3-30-1
豊田加茂医師会館内

（0565）
33-2655

（0565）
33-2694 豊田市・みよし市 豊田

西尾
地域産業保健センター

西尾市熊味町小松島 32
西尾市保健センター内

（0563）
57-7700

（0563）
57-1851 西尾市 西尾

●ご利用日時　地域産業保健センターにより異なりますので、各センターにお問い合わせください。

〒460-0004	名古屋市中区新栄町２丁目13番地
	 栄第一生命ビル９階
電		　				話	052-950-5375　
ファックス	052-950-5377

独立行政法人労働者健康安全機構
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愛知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）では、
ワンストップサービスによる「産業保健スタッフの活動へのサポート」や「小規模事
業場の事業者やそこで働く人への産業保健サービス」等を通して、すべての人が健康 
で元気に働ける職場づくりをお手伝いします。
皆様のご利用をお待ちしております。 ご利用は

無料です

ご利用はホームページが便利です

https://www.aichis.johas.go.jp
愛知産業保健センター

●ご利用時間　
　午前８時３０分〜午後５時１５分
　（毎週土・日曜日、祝日、年末年始を除く）

❖地下鉄東山線・名城線「栄駅」より徒歩3分
❖名鉄瀬戸線「栄町駅」より徒歩3分
❖栄バスターミナル（オアシス21）より徒歩3分

１Fにファミリーマート、
マクドナルドがあります

　　  働く人の
こ こ ろ と か ら だ の
 健康をサポートします！

ご 案 内

愛知産業保健総合支援センター
独立行政法人 労働者健康安全機構

2019.01.04



ホームページ、メールマガジン、
情報誌により、産業保健情報を
お知らせしています。

※メールマガジンの配信を希望される場合は、
　愛知産業保健総合支援センターホームペー
　ジからご登録ください。

産業医、保健師、看護師、衛生
管理者等を対象とした、産業保
健に関する様々なテーマの研修
を実施しています。

※研修スケジュールは、愛知産業保健総合
　支援センターホームページによりご確認
　ください。

健康診断の結果、脳・心臓疾患関係の主な検査
項目（「血中脂質検査」「血圧の測定」「血糖検査」 

「尿中の糖の検査」「心電図検査」）に異常の所見があっ
た労働者に対して、医師または保健師が日常生活面 
での指導などを行います。

＊医学的診断を行うものではありません

専門スタッフ（社会保険労務
士、キャリアコンサルタント等）
が、がん拠点病院で相談に応
じたり、事業場に訪問し、両
立支援制度の導入支援、患者

（労働者）と企業の間の個別調
整支援などを行っています。

医師または労働衛生工学の専門
スタッフ（労働衛生コンサルタント・
作業環境測定士等）が事業場を
訪問し、作業環境管理、作業管理、
メンタルヘルス対策等の健康管理
の状況を踏まえ、総合的な助言・
指導を行います。

専門スタッフ（産業カウンセラー、社会保険労務士等）
が事業場に訪問し、心の健康づくり計画の作成や 
ストレスチェック制度の導入、職場環境改善に関する 
実地相談、管理監督者や若年労働者を対象とする 
メンタルヘルス教育などを行っています。

時間外労働が長時間に及ぶ労
働者やストレスチェックの結果、
高ストレスであるとされた労働
者に対し、医師が面接指導等を
行います。

　

産業医学、労働衛生工学、メンタルヘルス、労働 
衛生関係法令等に豊富な経験を有する専門ス
タッフ（産業医・大学教授・労働衛生コンサルタ
ント・弁護士等）が、産業保健に関する様々な問
題について、窓口、電話、メール等でのご相談に
応じています。また、事業場の具体的な状況に応
じた専門的な支援が必要な場合には、事業場を
訪問する実地相談にも応じます。

健康診断の結果、異常の所見が 
あった労働者に関して、健康保持
のための対応策などについて、
事業主が医師から意見を聴く
ことができます。

事業主を対象とした、職場における労働者の健康管
理等の産業保健に関する啓発セミナーや、労働者を
対象とした、労働者のメンタルヘルス、生活習慣病
対策等のセミナーを開催しています。

※ 地域窓口（裏面の地域産業保健センター）の利用は、労働者数 50 人未満の事業場
 及びそこで働く労働者に限られます。
※ 事前の申込みが必要です。また、利用回数には制限があります。

産業保健関係者に対する
専門的研修等1 労働者の健康管理に係る相談1

メンタルヘルス対策の
普及促進のための個別訪問支援3  「長時間労働者」及び「ストレスチェックに

  係る高ストレス者」に対する面接指導 3

産業保健に関する
情報提供・広報啓発5

産業保健関係者からの　
専門的相談対応2 健康診断の結果についての

医師からの意見聴取2

治療と仕事の両立支援4 個別訪問による産業保健指導4

事業主・労働者に対する
啓発セミナー6

事業場で産業保健活動に携わる産業医、産業看護職、衛生 
管理者をはじめ、事業主、人事労務担当者などの方々に対して、 
産業保健研修や専門的な相談への対応などの支援を行っています。
※  事前の申込みが必要です

産業医の選任義務のない労働者数 50 人未満の小規模事業場
の事業主やそこで働く人を対象として、労働安全衛生法で定め
られた保健指導などの産業保健サービスを提供しています。

産業保健スタッフ向けサービス 小規模事業場向けサービス
愛知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）

ご利用は、無料です。 ご利用は、無料です。


