
■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12月31日） 二次検査の結果（平成30年12月31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

一般会場の検査スケジュール

学校卒業後の検査の受診方法

受診時間10:00～13:00,14:00～17:00　※10:00～12:00,13:00～15:00　夜間17:00～20:00受診時間10:00～13:00,14:00～17:00　※10:00～12:00,13:00～15:00　夜間17:00～20:00

こんなときはどうすれば？こんなときはどうすれば？

2019年7月発行

第1 2号
●学校卒業後の検査の受診方法
●福島県内の検査実施機関
●本格検査（検査3回目）の検査結果

●一般会場の検査スケジュール

●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。結果が確定した21万7530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。

A1

A2
35.0%

64.3%

B 0.7% C0.0%

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。

詳細は、下記連絡先までお問い合わせください。
(連絡先)福島県庁県民健康調査課　 TEL.024-521-7958(土日・祝日・12/29～1/3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
995人の内訳

悪性・悪性疑い2.1％

4.3％
43人

21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
6.4％（64人）の内訳

（第34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12月31日現在）

診療（予定）及び
次回検査など
93.6％
931人

細胞診
6.4％
64人

1,487人 0人

76,243人

139,800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、6.4％です。
・細胞診の結果が「悪性ないし
 悪性疑い」の方は、二次検査結果
 確定者の 2.1％です。
※手術後の病理検査を経て確定診断となります。

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。21万7530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（結節性病変）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。）
※県民健康調査甲状腺検査の一次検査を受診していれば、二次検査を受診していない場合も支援の対象と
　なります。

支援対象となる方

　学校での検査を受診できなかった方や帰省中・休日の機会に受診を考えておられる方など、未受診の方は全て福島県内
の一般会場でも受診が可能です。
　スケジュールは、下表のとおりです。(昨年度、試行的に夜間検査を2回実施しましたが、本年度も試行継続し4回予定して
います。）なお受診の際は、予約が必要となります。コールセンター(024-549-5130)までお問い合わせください。

　学校での検査を受診できなかった方や帰省中・休日の機会に受診を考えておられる方など、未受診の方は全て福島県内
の一般会場でも受診が可能です。
　スケジュールは、下表のとおりです。(昨年度、試行的に夜間検査を2回実施しましたが、本年度も試行継続し4回予定して
います。）なお受診の際は、予約が必要となります。コールセンター(024-549-5130)までお問い合わせください。

　甲状腺検査対象者の方は、学校を卒業されるとこれまでのような学校での検査ではなく、県内外の検査実施機関または
公共施設等の一般会場での検査に移行します。
　検査は、20歳を超えるまでは2年ごと、それ以降は25歳、30歳等、5歳ごとの節目に検査を行うことになります。　検査の
お知らせが届きましたら、同封されている同意確認書兼問診票にて検査希望の有無を医大までご返送ください。お知らせ
が届かない場合はコールセンター（024-549-5130）までお尋ねください。

　甲状腺検査対象者の方は、学校を卒業されるとこれまでのような学校での検査ではなく、県内外の検査実施機関または
公共施設等の一般会場での検査に移行します。
　検査は、20歳を超えるまでは2年ごと、それ以降は25歳、30歳等、5歳ごとの節目に検査を行うことになります。　検査の
お知らせが届きましたら、同封されている同意確認書兼問診票にて検査希望の有無を医大までご返送ください。お知らせ
が届かない場合はコールセンター（024-549-5130）までお尋ねください。

お掛け間違いのないよう
ご注意ください

■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。

ホームページ上での変更
http://fukushima-mimamori.jp/
thyroid-examination/change-address/

電話での変更
コールセンター：024-549-5130（土日・祝日・12/29～1/3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。

はい、できます。
変更の手続きを行いますので、
コールセンターにお電話ください。
（TEL 024-549-5130） 

病院で甲状腺検査を受診しようと
申し込みましたが、一般会場で受診
したいです。
変更できますか？

コールセンター

メールでも受け付けています。
（メール ： kenkan@fmu.ac.jp）

キビタン 

12月

22日（日）伊達市保原市民センター 伊達市
アピオスペース 会津若松市

24日（火）ウエディングパーク原町フローラ 南相馬市
25日（水）カルチェドシャン・ブリアン いわき市
26日（木）コミュタン福島 三春町

2020年
3月

8日（日）ホテルサンルート須賀川 須賀川市
15日（日）御蔵入交流館(南会津町保健センター)※ 南会津町
16日（月）ビッグパレットふくしま　夜間 郡山市
20日（金）相馬市総合福祉センター（はまなす館） 相馬市
22日（日）いわき産業創造館 いわき市
23日（月）いわき産業創造館 いわき市
24日（火）ウエディングエルティ　夜間 福島市
25日（水）塙町農村勤労福祉会館 塙町
26日（木）喜多方プラザ文化センター 喜多方市
27日（金）本宮市民元気いきいき応援プラザ（えぽか） 本宮市

7月
21日（日）東京第一ホテル新白河 西郷村
26日（金）ホテル松多屋 石川町
28日（日）いわき産業創造館 いわき市

8月

1日（木）相馬市総合福祉センター（はまなす館） 相馬市

2日（金）桑折町屋内温水プール・多目的スタジオ「イコーゼ！」 桑折町

4日（日）ビッグパレットふくしま 郡山市
5日（月）朝日振興センター　※ 只見町
6日（火）西会津町公民館 西会津町
7日（水）ホテルニュー日活 矢吹町
8日（木）会津美里町新鶴公民館 会津美里町
18日（日）福島グリーンパレス 福島市
19日（月）いわき産業創造館　夜間 いわき市
20日（火）八幡台やまたまや いわき市
21日（水）アピオスペース　夜間 会津若松市

メールでも良いの？

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。

検査会場によっては、ご希望に添えない場合もございます。ご了承ください。



32

県北

相双

県中

いわき

県南

会津・南会津

福島県「県民健康調査」甲状腺検査

福島県内の検査実施機関

●福島市
あづま脳神経外科病院
いずみよいこクリニック
医療生協わたり病院
大槻スリープクリニック
大原綜合病院
奥野胃腸科内科医院

●伊達市
桑名医院
こばやし子ども・内科クリニック
なかのクリニック
●川俣町
済生会川俣病院
むとうこどもクリニック

●二本松市
佐久間内科小児科医院
JCHO二本松病院
二本松ウイメンズクリニック
枡記念病院

●本宮市
谷病院
本宮市国民健康保険白岩診療所

●国見町
公立藤田総合病院小島内分泌内科クリニック

くさの耳鼻咽喉科クリニック
済生会福島総合病院
笹木野みやけ内科外科
須川診療所
生協いいの診療所

手塚クリニック
とやのクリニック
なかむら外科内科クリニック
福島赤十字病院
わたなべ内科

県　北

●喜多方市
医療生協きたかた診療所

●会津若松市
会津中央病院
かべや耳鼻咽喉科

●猪苗代町
小川医院

会津・南会津

●郡山市
いしだ内科
太田熱海病院
太田西ノ内病院
菊池医院
栗山医院
桑野協立病院
郡山市健康振興財団
(検査休止中、9月より再開予定)

すずきクリニック
たかはし内科・眼科クリニック
星総合病院
やまさわ内科
ロブレ耳鼻咽喉科

●須賀川市
池田記念病院
公立岩瀬病院
国分内科クリニック

●平田村
ひらた中央病院
●古殿町
ふるどのクリニック

●三春町
せんざき医院
西山医院
三春町立三春病院
雷クリニック

●田村市
田村市立都路診療所（検査休止中）
東部台こどもクリニック

●小野町
公立小野町地方綜合病院

県　中

●白河市
くにい増見クリニック
白河厚生総合病院

●西郷村
いわしなクリニック（検査休止中）

県　南

●新地町
菅野医院
渡辺病院

●相馬市
相馬中央病院
●南相馬市
小野田病院
南相馬市立総合病院
渡辺クリニック

●楢葉町
ときクリニック

相　双

●いわき市
石井正記念石井医院
いわき湯本病院
おおはらこどもクリニック
小名浜生協病院
かしま病院（検査休止中）
くさのファミリー内科クリニック
クリニック田畑
呉羽総合病院
さいとう胃腸科外科医院

花田内科クリニック
ふじい医院
松村総合病院
ゆうクリニック
洋向台クリニック

いわき

令和元年6月20日現在

県内の医療機関と協定を結び、甲状腺検査を受診
できる環境整備に努めています。色別に示されて
いる81機関で甲状腺検査を受けられます。
（県外の医療機関については甲状腺通信
第11号でご紹介しております。）
最新の情報についてはホーム
ページをご覧ください。

検査実施機関への直接のお問い合わせはご遠慮ください。
お問い合わせはコールセンター(024-549-5130)までお願いします。


