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詳しくは
甲状腺検査
放射線医学県民健康管理センター
「県民健康調査」

A

A

　「甲状腺検査」（https://fukushima-mimamori.jp/thyroid-examination/）のホーム
ページを充実させました。
　検査の概要や検査の流れ、メリットやデメリットなど、知りたい情報が探しやすいよう構成を見
直し、閲覧しやすいようになりました。
　これからも県民の皆様にわかりやすい情報発信と内容の充実を図ってまいります。

甲状腺検査のホームページを
充実させました

一般会場での検査のお知らせ

検査実施機関での検査の
お知らせ

WEBから検査予約申し込み
を受け付けています

新しい先生のご紹介

原子放射線の影響に関する
国連科学委員会（UNSCEAR）
2020年/2021年報告書について

教えて！お悩み相談Q＆A
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検査のお知らせ
が

届いたら？

一般会場の

スケジュールは
？

スマホでも
見やすい！ 次の検査

はいつ？

住所の

変更がしたい

検査の結果は

どう見たらいい
の？

マス目が入って記入
しやすくなりました。

ホームページで入力する
このお便りに同封の「住所等変更届」を返送する

コールセンターに電話する

放射線医学県民健康管理センター
〒960-1295　福島市光が丘 1番地

コールセンターへのご質問の中で、
比較的多くよせられるものにお答えします

目や手の大きさに個人差があるように、甲状腺の大きさも人それぞれです。また、外見で腫れているように
見えても、超音波の検査で確認すると、実際には腫れていない場合もあります。たまにホルモンの異常が隠

れていることもありますので、気になるようなら、まずはお近くの医療機関で相談してみてください。お困りごとや
ご心配がありましたら、医学専用ダイヤル024-573-0205でもご相談を受け付けています。

甲状腺専門医 鈴木  悟 （福島県立医科大学  放射線医学県民健康管理センター）

Q 甲状腺が腫れていると言われました。どうしたらいいですか？

Aの１が２になったので病気が進んだ、あるいは病気にかかりやすくなったのではないか心配なのですね。検
査で所見として扱われる「のう胞」や「結節」は、生まれた直後には見られません。県民健康調査の結果で

は、のう胞は思春期ころまで増加し、半数以上の方に見られます。結節は、その後増加していきます。すなわち全体
の半数以上の健康な方が年齢を重ねるとA2になって行きます。A1がA2になったことはほとんどの場合、病気が進
んだのではなく単に年齢を重ねたことを意味します。

Q 前回の判定がＡ１判定だったのに今回はＡ２判定だったので心配です。
これって大丈夫ですか？
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甲状腺検査の最新情報をお届けし
ます

甲状腺検査のホームページを充実させました01

コールセンター

ご住所等にお変わりはありませんか？

県民健康調査 甲状腺検査 サポート事業

TEL024-549-5130

TEL.024-521-7958
福島県 県民健康調査課

ご質問お問い合わせ等はこちらまで 詳しくは、ホームページをご覧ください

教えて！お悩み相談Q＆A07

県民健康調査　甲状腺検査

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

https://www.pref.fukushima.lg.jp/
site/portal/kenkocyosa-kojyosen-
support.html

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

住所変更フォーム

メール：kenkan@fmu.ac.jp
（9：00～17：00  土日・祝日・12/29～1/3を除く）

（8：30～17：00  土日・祝日・12/29～1/3を除く）
ホームページ

お掛け間違いのないようご注意ください

　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。

　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。

　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
に変更がありましたら、次のいずれかの方法によりお知らせください。

届出方法
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注意
WEBフォームでのお申し込みの場合であっても、検査同意確認書をご記入のうえ、返送して
ください。検査同意確認書到着後に検査日程のご連絡をさせていただくほか、検査日が近く
なりましたら、受診に必要な書類をお送りします。
なお、電子メールでの連絡をご希望の場合で着信拒否設定を
している場合は、@fmu.ac.jpのドメインからの電子メールを
受信できるように設定をお願いします。

もしくは

コールセンター

福島県外
132機関

フォームに入力

検査同意確認書
を返送

ご希望の条件を入力

日程調整

当センターから
ご連絡しますお手元にない場合は

ご連絡ください

予約確定

受診に必要な
書類を

お送りします

令和4年7月末現在

福島県内
85機関

甲状腺通信第16号UNSCEARのHP

実　施　日
令和4年     8月2日（火）
令和4年     8月3日（水）
令和4年     8月5日（金）
令和4年     8月7日（日）
令和4年     8月9日（火）
令和4年   8月17日（水）
令和4年   8月19日（金）

会津坂下町
矢吹町
南会津町
白河市
福島市
会津若松市
郡山市

会津坂下町中央公民館
ホテルニュー日活

御蔵入交流館（南会津町中央公民館）
新白信ビル西支店イベントホール

ウェディングエルティ
アピオスペース

ビッグパレットふくしま

アピオスペース
相馬市総合福祉センター（はなます館）

いわき産業創造館
ベル・クイーンズ須賀川

御蔵入交流館（南会津町中央公民館）
福島県青少年会館
いわき新舞子ハイツ

新白信ビル西支店イベントホール
原町生涯学習センター「サンライフ南相馬」

ビッグパレットふくしま
アピオスペース
いわき産業創造館

いわきニュータウンセンタービル
ビッグパレットふくしま

通常
通常
短縮
通常
夜間
夜間
夜間

延長
通常
通常
通常

短縮
通常
通常
通常
通常
延長
通常
夜間
延長
夜間

会津若松市
相馬市
いわき市
須賀川市

南会津町
福島市
いわき市
白河市
南相馬市
郡山市
会津若松市
いわき市
いわき市
郡山市

令和4年 12月18日（日）
令和4年 12月20日（火）
令和4年 12月21日（水）
令和4年 12月23日（金）

令和5年   3月12日（日）
令和5年   3月14日（火）
令和5年   3月15日（水）
令和5年   3月17日（金）
令和5年   3月19日（日）
令和5年   3月21日（火・祝）
令和5年   3月22日（水）
令和5年   3月24日（金）
令和5年   3月26日（日）
令和5年   3月27日（月）

地　　域 受診時間実　施　場　所

2022年3月に2020年/2021年報告書の日本語版が公表されました。
詳しい内容については、UNSCEARのホームページをご覧ください。
なお、主な内容は甲状腺通信第16号でも紹介しておりますので併せてご覧ください。

　県民健康調査の甲状腺検査にご協力いただきまして、誠にありがとうございます。５月より甲状腺
検査推進室長として甲状腺検査に携わらせていただきます。よろしくお願いいたします。県民の皆
様の健康に対する不安を解消することを第1の目標に微力ではありますが誠心誠意努めさせてい
ただきます。また、調査開始からの蓄積された知見を社会に還元することで更なる健康の維持増進
に役立てさせていきたいと考えております。

一般会場や検査実施機関での一次検査については、ＷＥＢからも予約申し込みが可能となりました。

新しく甲状腺検査を担当する先生を紹介します。

甲状腺内分泌学講座  主任教授 古屋 文彦
ふる　　    や　　　    ふみ　　 ひこ

出身地　山梨県　　　　　趣味　ジョギング・ウォーキング
好きな言葉　医は仁術　　福島県で行きたい場所　桑折西山城

詳しい日程はホームページ
「一般会場を探す（甲状腺検査カレンダー）」
をご確認ください。

最新の検査実施機関は
ホームページ「検査実施機関を探す」
をご確認ください。

WEBフォーム
での予約

WEBから検査予約申し込みを受け付けています04

新しい先生のご紹介05

原子放射線の影響に関する国連科学委員会（UNSCEAR）2020年/2021年報告書について06

甲状腺検査は協力いただいている全国の検査実施
機関（医療機関）で受けられます。

　順次郵送される「甲状腺検査のお知らせ（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
の検査実施機関の番号および名称を記入し、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。

一般会場での検査のお知らせ02

検査実施機関での検査のお知らせ03

※「甲状腺検査のお知らせ」を早めにほしい、無くしてしまった
　という方はコールセンターへお問い合わせください。

体調不良などで学校での検査を受けられなかった

仕事が忙しくて一般会場に行けなかった

県外に進学・就職したが帰省時に受けたい

案内が届いたけれど指定された日は都合が悪い

検査実施機関で検査を受診したいときは…
以下のような場合でも、検査実施機関で受診できます

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

８
月

12
月

３
月

一般会場での検査受診をご希望の場合は、コールセンターまたはＷＥＢから
お問い合わせください。（新型コロナウイルス感染症の感染防止対策のため、
受付人数を制限し事前予約制で実施しておりますので、日程の
ご希望に添えない場合があります。あらかじめご了承ください。）

受診時間 10：00～13：00 短縮…10：00～12：00、13：00～15：00
延長…10：00～13：00、14：00～17：00
夜間…16：00～19：00

（通常） 14：00～16：00

予
約
し
て
受
診

検
査
実
施
機
関
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