
4

〒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判定の方は二次検
査の受診は必要あり
ません。

B・C判定の方は二次検査の受
診をお勧めします（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 二次検査の結果

　本格検査（検査4回目）の結
果です。結果が確定した18万
3338人の方のうち、結節や
のう胞がない方（A1）及び5.0 mm
以下の結節や20.0mm以下の
のう胞がある方（A2）は全体の
約99.2%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。

B 0.8% C0.0%
二次検査を受け、
結果が確定した
991人の内訳

悪性・悪性疑い3.6%

5.1%
51人

36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
8.8%（87人）の内訳

（第43回「県民健康調査」検討委員会甲状腺検査結果より）（令和3年６月30日現在)

診療（予定）及び
次回検査など
91.2%
904人

細胞診
8.8%
87人

1,391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、8.8%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 3.6%です。

せん  し きゅういん

本格検査（検査4回目）は平成30年4月から実施しています。今回は令和3年6月30日までに結果が確定した18万3338人
の結果をお知らせします。  ※四捨五入の関係で、合計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
33.6%

65.6%
61,691人

120,256人

ご住所等にお変わりはありませんか？

◆ このお便りに同封の「住所等変更届」を返送する
◆ ホームページで入力する
　 https://fukushima-mimamori.jp/thyroid-examination/change_address.html
◆ 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、次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17号

2022.2

今号の内容

本格検査（検査4回目 平成30-令和元年度）の検査結果

　新型コロナウイルス感染症の影響により、検査5回目の実施計画を1年延長し、令和2年度から令和4
年度までの3年間で検査を実施しております。令和4年度の「甲状腺検査のお知らせ」は、令和4年度に
25歳または30歳になる方及び、以下の福島県内の図に緑色で示す市町村に所在する学校に在籍する検査
対象の方にお送りします。

令和4年度の学校での検査については、当初
の2年間の計画で令和3年度に実施予定で
あった全市町村（に所在する学校）が対象と
なっております。

なお、前号でご案内のとおり、令和3年度（令
和4年3月）に左に緑色で示す市町村に所在す
る高校を卒業される方につきましては、すでに
公共施設等の一般会場または検査実施機関
（医療機関）での受診をご案内しております。

令和4年度のお知らせの発送について

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

住所変更フォーム

●令和4年度のお知らせの
　発送について
●成年年齢
　引き下げにより
　同意確認書の
　記入方法が
　変わります
●ご質問にお答えします！
●甲状腺検査を受けられる
　医療機関が増えました

◆令和4年度
　学校での検査
　実施市町村

郡山市

いわき市

福島市

喜多方市

相馬市伊達市

南相馬市
※1

※2

二本松市

本宮市会津若松市

田村市

白河市

須賀川市

北塩原村 飯舘村
川俣町

金山町 三島町

柳津町

西会津町

会津美里町

会津坂下町湯川村 磐梯町

大熊町

葛尾村
三
春
町

大玉村

猪苗代町

浪江町
双葉町

昭和村

南会津町

下郷町

西郷村

天栄村

中島村

玉川村
矢吹町

石川町

鏡石町
平田村

小野町

広野町

楢葉町

泉崎村

只見町

川内村 富岡町

檜枝岐村

塙町

浅川町

棚倉町 鮫川村

古殿町

矢祭町

国見町
桑折町 新地町

令和4年度に実施　　　　　　 ※1 県立相馬支援学校のみ対象。(令和4年度に実施)
 ※2 県立富岡支援学校は令和3年度に実施済みです。

詳細は甲状腺通信
第16号（2ページ目）
をご覧ください。

マスが入って記入
しやすくなりました。
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※1　中学校等の課程を未修了でありかつ16歳未満の未成年者
※2　中学校等の課程を修了しているまたは16歳以上の未成年者

変更前

成年年齢引き下げにより同意確認書の記入方法が変わります

新型コロナウイルスに関するお願い

甲状腺検査を受けられる医療機関が増えました

ご質問にお答えします！

　詳しい記入方法につきましては、「甲状腺検査のお知らせ」に同封の「受診の手引き」に記載しており
ます。その他ご不明な点やご質問がございましたら、コールセンターまでお問い合わせください。

　甲状腺検査はメリットとデメリットがあると言われています。両方の
内容を十分にご理解いただいた上で受診についてご判断ください。  ➡

　全国の医療機関と協定を結び、甲状腺検査を受けられる環境整備に努めております。令和3年以降、
次の医療機関にご協力をいただき、甲状腺検査を受けられるようになりましたのでお知らせいたします。

ワクチン接種の有無に関わらず、甲状腺検
査を受けることができます。ただし、発熱
や気分不良があれば無理せず延期し、そ
の旨をコールセンターまでご連絡ください。

QRコード
感染症対策は
こちらを
ご覧ください。

検査を受診される皆様へ

　令和4年度から、成年年齢が現行の20歳から18歳に引き下げられます。それに伴い、対象と
なる方の甲状腺検査同意確認書兼問診票の「保護者氏名、対象者氏名自署欄」の記入方法が変わります。
　これまでは対象者が20歳未満の場合は本人の署名の他に保護者の署名をいただいておりましたが、
令和4年4月1日以降で同意確認書を書いていただく当日（基準日）に18歳以上の場合は、保
護者の署名が不要となります。基準日は検査日ではなく同意確認書の記入日です。判断に迷うとき
は保護者の署名をお願いします。

変更後

QRコード

検査実施
医療機関は
こちらを
ご覧ください。

●福島県内 ●福島県外

十二社内科外科 川俣町

渡辺美佳子こどもクリニック 郡山市

にむら甲状腺と消化器クリニック いわき市

PL病院東京診療所 東京都渋谷区

八景駅前きくち内科 神奈川県横浜市

伊藤医院 大阪府泉大津市

新型コロナウイルスのワクチン接種の
予定があるけど、
甲状腺検査を受けても大丈夫？

Q1

A1

妊婦です。超音波検査でお腹の子に
何か悪い影響はありますか？Q3

A3

検査時にスタッフにお申し出ください。
水や低刺激性のゼリーを使って検査を
することも可能です。

アレルギーがあるので、検査に使われる
ゼリーに反応しないか心配です。Q4

A4

申し込み後に医大から送付される書類※を
お持ちになり、予約した会場にお越しくだ
さい。なお、学校で検査を受ける場合では
当日の書類の準備は必要ありませんが、同
意確認書が未提出の場合はご持参ください。
また、検査は首周りに
ゼリーを付けて行いま
すので、前開き、また
は首周りがあいた服
装でお越しください。

※公共施設等の一般会場で受診される場合は
「甲状腺検査にあたってのお願い」、検査実施
機関で受診される場合は「甲状腺検査受診票」

甲状腺検査を受ける時って
なにか準備は必要？Q2

A2令和4年
4月1日
記入分から

　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  
　　　　　　　　　　　　　　　をお願いいたします。咳や
発熱などの症状がある方や本人または身近な方（同居者等）が
濃厚接触者となった場合は、ご来場・ご来院をお控えください。
　予約のキャンセルは、コールセンター（024- 549-5130）へ
ご連絡をお願いいたします。

自宅での検温マスクの着用

影響はありません。甲状腺検査は、妊
娠中に産婦人科で胎児の状態を診る方
法として広く普及している、「エコー（超
音波）」検査と同じ方法です。妊婦の方
でも安心して甲状腺検査を受けていた
だくことができます。

メリット・デメリット
についてはこちら
をご覧ください

令和3年12月末現在

⬇ ⬇
県内全85機関 県外全129機関

※1　中学校等の課程を未修了でありかつ16歳未満の未成年者
※2　中学校等の課程を修了しているまたは16歳以上の未成年者

対象者年齢 16歳未満※1 16歳以上20歳未満※2 20歳以上

保護者氏名自署 要 要 不要

対象者氏名自署 不要 要 要

対象者年齢 16歳未満※1 16歳以上18歳未満※2 18歳以上

保護者氏名自署

対象者氏名自署 不要 要 要

要 要 不要

同意確認書

兼問診票

18歳

18歳へ




