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〒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
コールセンター

(9：00～17：00 土日・祝日・12/29～1/3を除く)
お掛け間違いのないようご注意ください

1

検索県民健康調査　甲状腺検査

詳しくは、ホームページをご覧ください

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（令和元年12月31日） 二次検査の結果（令和元年12月31日）

　本格検査（検査4回目）の結果
です。結果が確定した14万8993
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。

B 0.7% C0.0%
二次検査を受け、
結果が確定した
503人の内訳

悪性・悪性疑い3.2%

3.6%
18人

16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
6.8%(34人)の内訳

（第38回「県民健康調査」検討委員会甲状腺検査結果より）(令和元年12月31日現在)

診療（予定）及び
次回検査など
93.2%
469人

細胞診
6.8%
34人

1,084人 0人

・二次検査の結果が確定した方のうち、
 「細胞診」が行われたのは、6.8%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 3.2%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

※本格検査（検査4回目）平成30年4月から実施。14万8993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。

県民健康調査 甲状腺検査 サポート事業
　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っています。
詳しくは右記の連絡先までお問い合わせください。

福島県　県民健康調査課
TEL.024-521-7958
（８：３０～１７：００　土日・祝日・１２/２９～１/３を除く）
ホームページ　https://www.pref.fukushima.lg.jp/

site/portal/kenkocyosa-kojyosen-
support.html

ー こ う じ ょ う せ ん つ う し ん ー

A1

A2
34.1%

65.2%
50,764人

97,145人

ご住所等にお変わりはありませんか？

① このお便りに同封の「住所変更届」を返送する
② ホームページで入力する
　 https://www.fmu.ac.jp/kenkan/koujousen/form-address/
③ コールセンターに電話する

　個人情報の変更時には市町村への届出の他に、放射線医学県民健康管理センター
にもご連絡をお願いいたします。

甲状腺検査のご案内や、検査結果等の通知をお届けできるよう、住所や氏名、電話番号
に変更があった際は、下記のいずれかの方法によりお知らせください。

届出方法

甲状腺検査の最新情報をお届
けします

第14号

2020.7

　「学校」、「一般会場」の検
査では右記の対策を講じ、
検査を実施してまいります。
※「検査実施機関」の検査について
は各検査機関に対策をお願いし
ております。

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
検査の当日は
をお願いしております。
　咳や発熱の症状がある方はご来場・ご来院を
お控えくださいますようお願いいたします。

　この度の新型コロナウイルス感染症が拡大している状況を受け、一部の検査を見合わ
せておりましたが、現在は感染状況を考慮しつつ徐々に5回目の検査を実施しております。
今後も安心して受診いただける環境を整え、検査を実施してまいります。
　次ページでは 【学校】 【一般会場】 【検査実施機関】 の検査会場別に検査実施状況を
掲載しておりますのでご確認ください。

※今後の感染状況によって、検
査のご案内が遅れる場合や、
検査のスケジュールが変更にな
る場合がございますので予め
ご了承ください。

●新型コロナウイルス
　感染症の影響による
　甲状腺検査について
●コラム「検討委員会」と
　「評価部会」

今号の内容

スタッフのマスク着用 機器や備品（ベッド、机、イス
など）のアルコール消毒

検者と受診者の間に飛沫防止の
仕切りを設置

検査を受診
される皆様へ

検査5回目が始まりました

本格検査（検査4回目 平成30-令和元年度）の検査結果をお伝えします

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策

お願い

自宅での検温マスクの着用

https://fukushima-
mimamori.jp/thyroid-
examination/

＊ 「定期的な換気」  「密にならないご案内」 も徹底して行っております。＊
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◆学校の検査対象者
　令和2年4月1日現在、検査を実施する学校に在籍す
る小学3年生以上の方が対象です。

平成4年4月2日～平成24年4月1日までに生まれ
た福島県民

◆学校以外でも受診できます
　「検査の日に学校を欠席した」「検査後すぐに暫定的な
検査結果について医師から説明を受けたい」などの理由
により、学校以外の受診場所をご希望の方には一般会
場又は検査実施機関のご案内も可能です。コールセン
ターへお問い合わせください。

　学校を卒業された方（大学生・社会人）又は学校以外での受診を希望される方の
ために、一般会場での検査を下記の日程で実施しております。
※感染状況により予定が変更になることがございます。最新情報、来年の日程について
は随時ホームページ「甲状腺検査　検査日程を調べる」に掲載しておりますのでご確認
ください。

◆検査実施機関で検査を受診したいときは…
　順次郵送される「甲状腺検査のご案内（ピンク色の
封筒）」に同封の「検査同意確認書兼問診票」にご希
望の検査機関名・検査機関番号を記入し、ご返送くだ
さい。後日、予約調整担当よりご連絡を差し上げます。
※「甲状腺検査のご案内」を早めにほしい、失くしてしまった
という方はコールセンターへお問い合わせください。

◆以下のような場合でも、検査実施機関で受診できます

（1） 調査の実施方法等の検討に関すること
（2） 調査の進捗管理及び評価に関すること
（3） その他、調査の実施に必要な事項に関すること

　1学期に検査を見合わせた学校につきましては、
2学期以降に日程を調整させていただいております。
感染防止対策については、1ページに記載した
対策に加え、各学校の体制に合わせた対応を現在
検討しております。

学　校 検査実施機関

一般会場

7月から
検査を実施しています

２学期から
検査を開始いたします

　全国各地の医療機関等にご協力いただき、コロナ禍においても検査
実施可能と判断された医療機関等については通常通り検査を実施して
おります。

　甲状腺検査の結果から何が分かっているのか、検査の方法に改善の余地はないかなど、検査に
ついて検討・評価が行われている「検討委員会」「評価部会」と呼ばれる会議についてご紹介します。

　福島県が実施している「県民健康調査」について、専門的な見地からの助言等を得るために、
有識者により構成される検討委員会を設置しています。

※一定期間検査を見合わせている検査実施機関もご
ざいますので、最新情報はホームページ「甲状腺
検査　検査実施機関を探す」にて各医療機関ペー
ジの備考欄をご確認ください。

全国の検査実施機関で
検査を実施しています

※夜間…16:00～ 19:00
※短縮…10:00～ 13:00、14:00～ 16:00

10:00～ 13:00
14:00～ 17:00

受診時間
（夜間・短縮以外）

教えて！「検討委員会」と「評価部会」

「県民健康調査」検討委員会（令和2年7月までに計38回開催）

「県民健康調査」検討委員会「甲状腺検査評価部会」（令和2年7月までに計15回開催）

検
討
内
容

（1） 甲状腺検査結果の検証・評価に関すること
（2） 甲状腺検査の実施に必要な事項に関すること
（3） その他、検討委員会が指示した事項に関すること

検
討
内
容

最近の甲状腺検査に関する議論の内容

最近の議論の内容

検査の実施状況の
報告

▶受診した方の人数や、判定結果等を
報告しています。

甲状腺検査の
お知らせ文の改訂

▶今年度のお知らせ文から、検査のメ
リット・デメリットを皆様により丁寧
に伝えるように改訂されています。

現時点において、本格検査(検査2回目)に発見された甲状腺がんと放射線
被ばくの間の関連は認められない。

コラム

※これまで開催された検討委員会及び
評価部会の配布資料と議事録は福
島県HPからご覧いただけます。
https://www.pref.fukushima.
lg.jp/site/portal/
kenkocyosa-
kentoiinkai.html

検討委員会、甲状腺検査評価部会では、先行検査及び本格検査（検査２回目）の結果
に対して次の通り評価を行っています。

（先行検査で発見された甲状腺がんについては）総合的に判断して、放射線
の影響とは考えにくい。

先行検査

本格検査
（検査2回目）

検
査
実
施
機
関
　
　

体調不良などで学校検査を受けられなかった

仕事が忙しくて一般検査会場に行けなかった

県外へ進学した子どもに帰省時に受けさせたい

案内が届いたけれど指定された日は都合が悪い

予
約
し
て
受
診

こころの健康度・
生活習慣に関する調査

健康診査

基本調査

妊産婦に関する調査

甲状腺検査

※3密（密閉・密集・密接）を防ぐため、受付人
数を制限しながら当面の間は完全予約制
で実施しておりますので、ご希望の日程に
添えない場合もございます。予めご了承い
ただきますようお願いいたします。

福島県外
124機関

福島県内
83機関
令和2年6月1日現在

▶本格検査（検査3回目）までの結果の評価について議論を行っています。

甲状腺検査については、
「より専門的な事項について
検討する部会が必要である」
という委員からの提案があり、
検討委員会の下部組織として

設置されました。

一般会場での検査を
受診したいときは

コールセンターへお問い合わせください。

7月 12月

8月

12日日 新白信ビル西支店イベントホール
※短縮 白河市

19日日 とうほう・みんなの文化センター
（福島県文化センター） 福島市

26日日 パレスいわや※いわき産業創造館から
パレスいわやへ会場が変更になりました いわき市

27日月 原町生涯学習センター
「サンライフ南相馬」 南相馬市

30日木 棚倉町保健福祉センター　※短縮 棚倉町

20日日 青少年会館 福島市

21日月 喜多方プラザ文化センター
※短縮 喜多方市

22日火 相馬市総合福祉センター
「はまなす館」　※短縮 相馬市

23日水 カルチェ ド シャン・ブリアン
※短縮 いわき市

24日木 迎賓館辰巳屋　※短縮 田村市

2日日 南東北総合卸センター 郡山市

4日火 石川町文教福祉複合施設
「モトガッコ」　※短縮 石川町

6日木 会津坂下町中央公民館　※短縮 会津坂下町

9日日 アピオスペース 会津若松市

10日月㊗ ベル・クイーンズ須賀川　※短縮 須賀川市

17日月 ウェディング エルティ　※夜間 福島市

19日水 ビッグパレットふくしま　※夜間 郡山市


