最新の検査結果をお伝えします
平成28年9月30日現在の検査結果をお伝えします。

※結果内訳において小数点第一位で表示されている割合のものは、
四捨五入の関係で合計が100％にならない場合があります。

本 格 検 査 の結果内 訳（平成28年9月30日現在）

【判定結果の説明】

A判定

B 0.8% C 0.0%
2,222人

A2

A1

40.2%

0人

本格検査
（検査2回目）
の結果で
59.0%
159,534人
す。先行検査に比べてA2の割合
が増えています。
これは、本格検査の受診者のう
ち、のう胞が見られる傾向が高い小学生から中学生の受診の割合
が多いためと考えられます。
なお、
B・C判定の合計の割合は0.8％です。
108,675人

先 行 検 査 の結果内 訳（平成28年3月31日現在）

A1

B判定
C判定

A2

結節やのう胞を認めなかったもの。
5.0mm以下の結節や20.0mm以下の
のう胞を認めたもの。

1人

※先行検査
（平成23年10月9日）
から
実施。30万476人の結果。

先行検査
（検査1回目）
の結果で
47.8% 51.5%
す。約30万人の検査を実施した結
143,575人
154,607人
果、所見のない方
（A1）
や5.0mm
以下の結節や20.0mm以下のの
う胞 が ある方（ A 2 ）は全 体 の 約
99.2％となっています。
精密検査
（二次検査）
をお勧めするB・C判定の合計の割合は
0.8％です。

■平成29年度の検査スケジュールが決定しました。

5.1mm以上の結節や20.1mm以上ののう
胞を認めたもの。
甲状腺検査の状態等から判断して、直ちに
二次検査を要するもの。

B・C判定の方は二次検査を受診ください（二次検査対象者に対して
は、二次検査日時、場所を改めてご連絡します）。

詳細な情報は、
ホームページでもご覧になれます。

放射線医学県民健康管理センター

ホームページアドレス
http://fukushima-mimamori.jp/thyroid-examination/result/
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● 住所変更

検査結果通知書について
平成28年度から本格検査2回目（検査3回目）が始まりました。
一次検査を受診した方へお送りしている「甲状腺検査の結果についてのお知らせ」の主な内容をご案内いたします。
●今回の結果とこれまでの先行検査や本格検査1回目（検査2回目）の結果を並記しました。

先行検査

B 0.8% C 0.0%
A2

A1

A判定の方は次回の検査を受診ください。

※本格検査
（平成26年4月2日）
から実施。
27万431人の結果。

2,293人

これは甲状腺検査のご案内ではございません。

甲状腺検査の最新情報をお伝えします。

二次検査の結果
せん し きゅういん

二次検査を受け、
結果が確定した
2,086人の内訳

穿刺吸引細胞診を受けた
26.1％
（545人）
の内訳

※手術後の病理検査を経て確定診断となる。
116人

細胞診
26.1％

5.6％ 悪性・悪性疑い

545人

20.6％
429人

経過観察など
73.9％
1,541人

●今回B判定の方には、二次検査受診希望の有無や、通常（保険）診療の状況等について、返信用ハガキにより、
確認を行うこととしました。

B判定の方に同封しているハガキ

経過観察

・二次検査を受診された方のうち、
せん し きゅういん

「穿刺吸引細胞診
（細胞診）
」
が行われたのは、
26.１％です。
・細胞診の結果が
「悪性もしくは
悪性疑い」
の方は、
二次検査結果
確定者の 5.6％です。

（
「県民健康調査」
甲状腺検査結果より）
（平成28年3月31日現在）

会津地域、相馬市、須賀川市、いわき市などの34市町村の検査スケジュールが決定しました。このスケジュールに沿って検査の
お知らせを発送することとしております。詳しいスケジュールや該当の34市町村については、
「県民健康管理センター」のホーム
ページをご覧いただくかコールセンターまでお問い合わせください。
URL http://fukushima-mimamori.jp
コールセンター 024−549−5130（土日・祝日を除く9:00〜17:00）

■検査結果の詳細情報を取得する場合の手続をお伝えします。

甲状腺検査結果の詳細情報（超音波画像等）は、簡易な手続きで取得することができます。

詳しい内容につきましては、下記お問い合わせ先またはホームページをご確認ください。
URL http://fukushima-mimamori.jp/thyroid-examination/data-request/

■甲状腺検査のオフィスが移転しました。

平成 28年12月に、甲状腺検査を担当している甲状腺検査室をはじめとして、県民健康調査に携わる全ての部署が福島県立医科大
学構内の「ふくしま いのちと未来のメディカルセンター棟（みらい棟）」に移転しました。また、同時に先端診療部門や教育・人材育
成部門など、福島の復興を医療面から支えるための「ふくしま国際医療科学センター」が開設しております。
なお、これまで本学での二次検査は一般外来や検査部で受付や検査を行っておりましたが、みらい棟に二次検査専用の検査場所・専
用の相談室ができたことにより、スムーズなご案内に併せ、安心して心のケアサポートを受けていただくことができるようになりました。
新住所：〒960−1295 福島市光が丘 1 番地
ご質問
お問い合わせ等は
こちらまで
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二次検査の受診希望の有無や通常（保険）診療の状況など
を記入していただき、
ご返信ください。

・検査結果のお知らせに掲載している【結果説明】をご覧ください。
・同封の検査結果の概要やよくあるご質問などを掲載しているパンフレットも併せてご覧ください。
・検査結果のお知らせは切り取ることができます。
「県民健康管理ファイル」とご一緒に保管をお願いします。
（「県民健康管理ファイル」については、福島県保健福祉部県民健康調査課024-521-8028までお問い合わせください）

（

土日・祝日を除く9：00〜17：00

お掛け間違いのないようご注意ください

）

・検査結果を確実にお届けするために、住所や氏名等に変更があった場合は、変更のお手続きをお願いします。
詳しくは、中面3頁をご覧ください。

1

特別
インタビュー

僕にとって 福島出身 はプラス
笑顔で福島ファンを増やしたい
石山城カルヴァンさん（18歳、福島市）
卒業式シーズンがやってきました。2015年「イケメン総選挙」でグランプリ
に輝いたファッションモデルの石山城カルヴァンさんは、さらなる高みを目
指すために海外に渡る決断をしたと言います。甲状腺検査についての印象

甲状腺検査のスタッフ紹介
学校検査や公共施設等の一般検査では、医大のスタッフの他に、福島県労働保健センターのスタッフが携わって
おります。

検査会場スタッフ

学校検査や公共施設等の一
般会場検査で、スムーズに
検査が実施できるよう、誘
導や検査前の説明などを
行っております。

や、今後の夢などについて伺いました。

❖甲状腺検査と聞いて、どのようなことを思い浮
かべますか。

「ゼリーを塗る、くすぐったい検査」です。もうすぐ高校を

査を受けるまでは何となく不安だったこと、ホールボディカ

せん。
「パリコレのモデルは、女性より男性のほうが厳し

ウンター検査と勘違いをしていたこと、そして検査が数分

い」とも聞いていますし。でも、それと同じくらい、夢や期

で終わったのでホッとしたことなどを覚えています。

待があります。自分の道は自分で切り開くしかないんじゃ

❖プロのモデルとしての夢を追いかけるために、
海外に拠点を移すと聞きました。

高 校を卒 業したらカナダ で、英 語とフランス語を勉強

学校検査や公共施設等の一般
会場での検査が円滑かつ適確
に実施できるよう、全体の調
整を行っております。

❖福島県の同世代の皆さんに一言！

自分の選んだ道についての不安がないわけではありま

ないですかね。
同世代の皆さんも、
「自分が福島を元気にする！」
「自分
が福島を発信する！」という気持ちで切り開いていってほ
しいです。

し、ファッションモデルとしてパリコレを目指します。モデ

生活のベースが海 外になりま

ルには年齢面での“賞味期限”がありますから、その次に世

すが、一時帰国した時には、これ

界で活躍できる俳優になるのが夢です。どちらも言葉を習

からも甲状腺検査を受けようと

得しなくては話にならないので、まず、カナダに渡ります。

思っています。

❖体つきがしっかりとしているのに驚きました。
それと、笑顔がとても素敵ですね。

検査の約1ヶ月前に、学校
を訪問したり、公共施設
等の下見を行い、検査当
日に円滑な検査ができる
よう、事前に関係者と調
整しております。

統括マネージャー

おかずは少しでごはんをたくさん食べています。

卒業しますが、震災当時は小学校6年生でした。初めて検

事前準備スタッフ

ご住所等にお変わりはありませんか
住所等変更時には市町村への届出の他に、県民健康管理センターにもご連絡をお願いします。
甲状腺検査のご案内や、検査結果等の通知を正確にお届けできるよう、住所や氏名、電話番号
に変更があった際は、新しい住所等を下記のいずれかの方法によりお知らせください。

《ホームページ上での変更》
URL http://fukushima-mimamori.jp/thyroid-examination/change-address/
《お電話での変更》
コールセンター：024−549−5130（土日・祝日を除く9:00〜17：00）※お掛け間違いのないようにご注意ください。
《ハガキによる変更》
この「甲状腺通信」に同封されているハガキに新しい住所等をご記入のうえご返送ください。

モデルはただ体が細いだけではいけないんです。ジム

に通って体幹を鍛えています。小さい頃は姿勢も良いほう
ではありませんでしたが、意識して胸を張ったり、ウォー
キングを習ったりして、日頃から注意しています。自然な

石山 城 カルヴァン

(いしやま じょう カルヴァン)

笑顔が出るようになったのは、最近です（笑）。これも鏡

1998年8月福島県生まれ。高

を見て練習しています。

校2年生だった2015年、
「イケ

❖今後、福島出身のプロフィールが注目されるこ
ともあると思います。

メン総選挙」で応募7000人の
中からグランプリに輝く。

甲状腺検査結果や医学的なお問い合わせ
平成28年4月以降から運用開始しています。

024−573−0205（土日・祝日を除く 9:00〜17:00）
※原則として、医師から折り返しお電話を差し上げます。折り返しのご連絡まで数日いただく
ことがございますので、ご了承願います。
・本ダイヤルは甲状腺検査対象者および、ご家族の皆さまからの質問専用ダイヤルとなりますので、あらかじめご了承願います。
・一般的なご質問（検査会場や検査日程の変更、住所変更等）は【024-549-5130】までご連絡をお願いします。

世界 中に福島 のファンを増やしたいんです。「福島出

身」は、僕にとってプラスなこと。福島にはおいしい食べ
物が沢山あって、多くの人が復興に懸命に取り組んでいる
ことを笑顔と共に伝えていきたいです。

❖世界に紹介したい福島イチオシの食べ物は？
お米！

桃！

どちらも大好きです。部活をやめた今で

も、高校には朝食用におにぎりを3個持っていき、お昼も
2

甲状腺検査は福島県外でも受けられます
県民健康調査「甲状腺検査」の対象者は、全都道府県
の検査実施機関で検査をお受けいただくことができま
す。検査のお知らせを確実にお届けするためにも、転
居時には住所変更の手続きをお願いします。

甲状腺検査二次検査後のサポート事業について
福島県では、県民健康調査甲状腺検査の二次検査後に生じた医療費等の経済的負担に対して支援を行っております。詳しい
事業内容や対象となる方については、下記までお問い合わせください。
福島県保健福祉部県民健康調査課 024−521−8028（窓口時間 土日・祝日を除く8:30〜17:00）
メールアドレス：kenkoutyousa@pref.fukushima.lg.jp
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