
■検査結果の詳細情報を取得する場合の手続きをお伝えします

A1
A2

【判定結果の説明】 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

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

判定 A
判定B
判定C

A判定の方は次回の
一次検査を受診ください。

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）。

一次検査の結果（平成30年6月30日） 二次検査の結果（平成30年6月30日）

本格検査（検査3回目）の検査結果をお伝えします

甲状腺検査サポート事業のお知らせ

｢出張説明会｣｢出前授業｣のご案内～甲状腺検査をもっと良く知っていただくために～

検査を受けやすい環境づくりに取り組んでいます
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第1 1号
●検査環境づくり　●出張説明会、出前授業
●福島県外の検査実施機関
●本格検査（検査3回目）の検査結果　●甲状腺検査サポート事業

甲状腺検査の最新情報をお伝えします。

今号の内容

これは甲状腺検査のご案内ではございません。

　本格検査（検査3回目）の結果で
す。検査を受けた21万7,472人の
方のうち、結節やのう胞がない方
（A1）及び5.0mm以下の結節や
20.0mm以下ののう胞がある方
（A2）は全体の約99.3%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
0.7%です。※対象者数等については、重複の
精査等を行ったため、既報の報告者数と異なります。
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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。

http://fukushima-mimamori.jp/thyroid-examination/data-request/

　福島県では、県民健康調査の甲状腺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うとともに、診療情報を
県民健康調査の基礎資料として活用させていただくために甲状腺検査サポート事業を実施しています。

甲状腺検査サポート事業の支援対象を拡大しました。
　平成30年12月から、県民健康調査甲状腺検査の二次検査を受診していない場合も支援の対象となりました。
(これまで二次検査を受診しておらず支援対象とならなかった方も、一次検査を受診していれば支援の対象となります。)

詳細は、下記連絡先までお問い合わせください。
(連絡先)福島県庁保健福祉部県民健康調査課　 TEL.024-521-7958(土日・祝日を除く8:30～17:00)
ホームページ　http://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/kenkocyosa-kojyosen-support.html

二次検査を受け、
結果が確定した
826人の内訳

悪性・悪性疑い1.8％

3.6％
30人

15人

診療（予定）及び
次回検査

穿刺吸引細胞診（細胞診）を受けた
5.4％（45人）の内訳

（第32回「県民健康調査」検討委員会甲状腺検査結果より）（平成30年6月30日現在）

※手術後の病理検査を経て確定診断となる。

診療（予定）及び
次回検査など
94.6％
781人

細胞診
5.4％
45人

1,482人 0人

76,220人

139,770人
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・二次検査を受診された方のうち、
 「細胞診」が行われたのは、5.4％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 1.8％です。

せん  し きゅういん

ご質問お問い合わせ等はこちらまで
コールセンター

（土日・祝日・12/29～1/3を除く9：00～17：00）
〒960-1295　福島市光が丘１番地

※本格検査（検査3回目）（平成28年5月1日）から実施。21万7472人の結果
※四捨五入の関係で、数値が合わない場合があります。

甲状腺検査サポート事業

　県民健康調査の甲状腺検査を受けており、かつ甲状腺にしこり等があり、診療のため医療機関に通院や入院し医療
費を負担している方(子ども医療費助成制度など他の公的制度で医療費の全額補助を受けている方を除きます。)

支援対象となる方

・保護者の方や教職員の方、地域住民の方などを対象とした「出張説明会」
・学校に通うお子様を対象とした「出前授業」
を開催しています。
　甲状腺検査の目的や意義、検査のメリットとデメリット、これまでの検査から分かってきたことな
どを皆様にお伝えするために、各種集会や研修会、学校などに出向いて行います。
　なお、出前授業では子どもたちにも親しみやすい資料を用意し、超音波機器によるクイズなど楽し
く学べる工夫も行っています。検査の結果をお一人お一人が、どのように考え今後にいかすのか、ま
た検査を希望する方が目的やメリット・デメリットをよく理解した上で受けていただけるよう、分か
りやすい学びの場にしたいと考えています。
※出前授業には、保護者の方もご参加いただけます。学校のほか、地域の集会等でも開催が可能です。

・保護者の方や教職員の方、地域住民の方などを対象とした「出張説明会」
・学校に通うお子様を対象とした「出前授業」
を開催しています。
　甲状腺検査の目的や意義、検査のメリットとデメリット、これまでの検査から分かってきたことな
どを皆様にお伝えするために、各種集会や研修会、学校などに出向いて行います。
　なお、出前授業では子どもたちにも親しみやすい資料を用意し、超音波機器によるクイズなど楽し
く学べる工夫も行っています。検査の結果をお一人お一人が、どのように考え今後にいかすのか、ま
た検査を希望する方が目的やメリット・デメリットをよく理解した上で受けていただけるよう、分か
りやすい学びの場にしたいと考えています。
※出前授業には、保護者の方もご参加いただけます。学校のほか、地域の集会等でも開催が可能です。

○県内の7方部で一般会場検査を行います。
　公共施設等での一般会場検査は、県内 7 方部別に実施します。
主に学校の長期休業中（夏季・冬季・春季）に行います。多くの
対象者の方が検査を受けやすい環境を整えていきます。

○一般会場で夜間検査を行います。
　2018年度 ( 平成30 年度 ) から県内の一部の地域の一般会場で
夜間検査を始めました。2019年度 ( 平成 31 年度 ) も一般会場で
の夜間検査を行います。会津方部といわき方部は2019年の夏の時
期に、県北方部と県中方部は2020年の春の時期に予定しています。

○県内の大学で構内検査を行います。
　高校を卒業された方の受診の機会を広げるため、2018 年度 ( 平
成 30 年度 ) には大学での検査を実施しました。2019 年度 ( 平成
31 年度 ) も引き続き 2018 年度 ( 平成 30 年度 ) に未実施であっ
た県内大学を対象に実施する予定です。健診バスを使用して行い
ます。大学の授業が始まる 4 月及び夏季休暇前の 7 月の時期を予
定しています。
※詳しい日程等については、2019年 3月頃に決定する予定です。

○県内の7方部で一般会場検査を行います。
　公共施設等での一般会場検査は、県内 7 方部別に実施します。
主に学校の長期休業中（夏季・冬季・春季）に行います。多くの
対象者の方が検査を受けやすい環境を整えていきます。

○一般会場で夜間検査を行います。
　2018年度 ( 平成30 年度 ) から県内の一部の地域の一般会場で
夜間検査を始めました。2019年度 ( 平成 31 年度 ) も一般会場で
の夜間検査を行います。会津方部といわき方部は2019年の夏の時
期に、県北方部と県中方部は2020年の春の時期に予定しています。

○県内の大学で構内検査を行います。
　高校を卒業された方の受診の機会を広げるため、2018 年度 ( 平
成 30 年度 ) には大学での検査を実施しました。2019 年度 ( 平成
31 年度 ) も引き続き 2018 年度 ( 平成 30 年度 ) に未実施であっ
た県内大学を対象に実施する予定です。健診バスを使用して行い
ます。大学の授業が始まる 4 月及び夏季休暇前の 7 月の時期を予
定しています。
※詳しい日程等については、2019年 3月頃に決定する予定です。

http://fukushima-mimamori.jp/thyroid-examination/explanation-meeting/詳しい内容と
お申込はこちら

お掛け間違いのないよう
ご注意ください



福島県「県民健康調査」甲状腺検査

福島県外の検査実施機関
　札幌市 上條甲状腺クリニック
 北海道大学病院
 さっぽろ糖尿病・甲状腺クリニック
 さっぽろ甲状腺診療所
　函館市 函館五稜郭病院
　旭川市 旭川医科大学病院
　帯広市 北斗病院

北海道

●青森県 青森市 りょう内科クリニック
 弘前市 弘前大学医学部附属病院

●岩手県 盛岡市 栗原クリニック
  岩手県立中央病院（二次検査のみ）
  たにむらクリニック

●宮城県 仙台市 森洋子クリニック
  東北大学病院

●秋田県 秋田市 秋田大学医学部附属病院

●山形県 山形市 山形大学医学部附属病院
  山形市立病院済生館
 酒田市 日本海総合病院

東北

●新潟県 新潟市 新潟大学医歯学総合病院
 柏崎市 柏崎総合医療センター

●富山県 砺波市 市立砺波総合病院
 上市町 かみいち総合病院

●石川県 内灘町 金沢医科大学病院

●福井県 福井市 福井県立病院

●山梨県 富士吉田市 富士吉田市立病院
 中央市 山梨大学医学部附属病院

●長野県 松本市 相澤病院
 飯田市 飯田市立病院

●岐阜県 多治見市 岐阜県立多治見病院

●静岡県 静岡市 桜ヶ丘病院
 浜松市 浜松医科大学医学部附属病院

●愛知県 名古屋市 名古屋大学医学部附属病院
 豊橋市 豊橋市民病院
 豊川市 豊川市民病院
 長久手市 愛知医科大学病院

中部

●茨城県 水戸市 水府病院
 日立市 日立総合病院
 つくば市 筑波大学附属病院
 鹿嶋市 小山記念病院（検査休止中）

●栃木県 宇都宮市 栃木県立がんセンター
 佐野市 佐野厚生総合病院
 日光市 獨協医科大学日光医療センター
 大田原市 那須赤十字病院
 矢板市 国際医療福祉大学塩谷病院
 下野市 自治医科大学附属病院
 壬生町 獨協医科大学病院

●群馬県 前橋市 群馬大学医学部附属病院
 高崎市 高崎総合医療センター

●埼玉県 さいたま市 自治医科大学附属さいたま医療センター
 狭山市 さやま総合クリニック
 三芳町 イムス三芳総合病院

●千葉県 千葉市 千葉大学医学部附属病院
  ちば県民保健予防財団
 柏市 国立がん研究センター東病院
 市原市 帝京大学ちば総合医療センター

●東京都 千代田区 しぶや甲状腺クリニック
 中央区 五十嵐内分泌クリニック
 港区 東京慈恵会医科大学附属病院
  虎の門病院
 文京区 日本医科大学付属病院
 大田区 東邦大学医療センター大森病院
 世田谷区 国立成育医療研究センター
 渋谷区 伊藤病院
  ケイエスクリニック
  JR東京総合病院
 豊島区 池袋病院
  アーバンハイツクリニック（検査休止中）
  南池袋パークサイドクリニック
 北区 金地病院
 小平市 公立昭和病院
 狛江市 東京慈恵会医科大学附属第三病院

●神奈川県 横浜市 横浜市立大学附属市民総合医療センター
  昭和大学藤が丘病院
  昭和大学横浜市北部病院（検査休止中）
 川崎市 川崎幸クリニック
 相模原市 北里大学病院

関東

●福岡県 福岡市 やました甲状腺病院
 久留米市 久留米大学病院（検査休止中）
  久留米大学医療センター

●佐賀県 佐賀市 小池病院

●長崎県 長崎市 長崎大学病院
 大村市 長崎医療センター

●熊本県 熊本市 田尻クリニック

●大分県 別府市 野口病院

●宮崎県 宮崎市 宮崎大学医学部附属病院

●鹿児島県 鹿児島市 鹿児島大学病院

九州

●鳥取県 米子市 鳥取大学医学部附属病院

●島根県 出雲市 島根大学医学部附属病院

●岡山県 岡山市 岡山大学病院
  岡山医療センター（検査休止中）
 倉敷市 川崎医科大学附属病院

●広島県 広島市 土谷総合病院（検査休止中）
  JR広島病院

●山口県 宇部市 山口大学医学部附属病院

中国

●徳島県 徳島市 徳島市民病院

●香川県 高松市 高松赤十字病院

●愛媛県 東温市 愛媛大学医学部附属病院

●高知県 南国市 高知大学医学部附属病院

四国

浦添市 浦添総合病院

沖縄

近畿
●三重県 松阪市 松阪中央総合病院

●滋賀県 大津市 滋賀医科大学医学部附属病院

●京都府 京都市 京都医療センター
  京都府立医科大学附属病院（検査休止中）
  洛和会音羽病院

●大阪府 大阪市 すみれ病院
  大阪市立大学医学部附属病院
 堺市 堺市立総合医療センター
 吹田市 大阪大学医学部附属病院
 高槻市 高松内科クリニック
 泉佐野市 りんくう総合医療センター
 大阪狭山市 近畿大学医学部附属病院

●兵庫県 神戸市 隈病院
 西宮市 くぼたクリニック

●奈良県 橿原市 奈良県立医科大学附属病院
 生駒市 近畿大学医学部奈良病院

●和歌山県 和歌山市 和歌山県立医科大学附属病院

※平成30年11月1日現在
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　全国の医療機関と協定を結び、県外で甲状腺検査を
受診できる環境整備に努めています。
　マップにある116機関で甲状腺検査を受けられます。
（福島県内の医療機関については、
次号でご紹介します。）


