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だて市政だより 災害対策号    【第63号】 
平成24年８月９日発行 

 
 

福島県県民健康管理調査の詳細調査の一つとして、震災当時の概ね0～18歳の福島県民に甲

状腺超音波検査を生涯にわたり行うことにしました。昨年10月9日から、飯舘村、浪江町、川

俣町の住民に対し、福島県立医科大学附属病院で検査が開始されました。検査を受ける皆様の

利便性を考慮し、出張健診を想定しておりますが、当初は私どもの病院内で施行することとし

ました。11月13日までの土日祝日で3,765名に実施しました。その後11月14日からは学外へと

出張し、川俣町、南相馬市の10,677名について12月16日までに実施しました。年明けからは、

残りの避難地域等の市町村を実施しました。1月からは伊達市の皆様に対し合計で10,273名に

実施させていただきました。その後田村市を施行後は、福島市、郡山市、いわき市、会津若松

市、南会津町などで残りの国指定の避難区域等である広野町、楢葉町、川内村、大熊町、双葉

町、葛尾村の皆さんに対して、いわゆる避難先での検査を実施しました。本年3月23日までに

合計で38,114名（対象の79.8％）に施行しました。本年4月以降は、福島市で実施し、現在ま

で7万名を超えております。 

 すでに皆様に判定結果が届いているかと思います。伊達市も含めた3月23日までの38,114名

について結果につき説明します。A、B、Cの3つに分けています。A判定は二年後の健診まで経

過観察を勧めるものです。B判定は、二次検査を勧めるもので、後日福島県立医科大学附属病

院において精密検査としての超音波検査、さらに採血と採尿を行い、診断基準から細胞診が必

要かどうかを決定します。C判定は直ちに二次検査が必要と思われる場合です。 

 結果は、A1が24,468名（64.2％）、A2が13,460名（35.3％）とA判定は合計で37,928名

（99.5％）になります。B判定は186名(0.5％)です。C判定はゼロでした。B判定は184名が5.1

ミリ以上の結節で、1名が20.1ミリをこえる大きな嚢胞でした。さらに画像判定員会によって

再チェックした際に、二年後の再検査では少し長すぎ、もう少し詳しい検査が必要と判断され

た方を1名B判定に変更しました。このように、A2判定に関しても単純に大きさの基準だけで判

定しているのではありません。再吟味を行い、2年後の再検査でも十分かということを検討し

た上でのA2判定です。嚢胞というのは液体がたまる袋のようなものですが、一部に充実部分を

伴うものは良性と悪性の鑑別が必要となります。一次検査では結節に分類し、液体の部分も含

めて5.1ミリを超えるものは二次検査として精査されます。従って今回の嚢胞というのは単純に

液体が詰まっている袋のみであり、良性と考えられるものです。通常の診療でも問題にされな

いものです。A2判定に関しては35％もあり、

どうなの？との問い合わせをいただきますが、

心配ないものです。 
       
放射線測定値（市測定、★印は国測定） (単位：ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ/時間)

測定地点 8/6 8/1 7/27 測定地点 8/6 8/1 7/27

伊達総合支所 正面駐車場 0.36 0.35 0.35 下小国中央集会所 入口★ 0.57 0.56 0.56

梁川総合支所 正面銅像前 0.30 0.29 0.29 岩代小国郵便局 国道路肩 0.73 0.71 0.75

保原本庁舎 正面駐車場★ 0.39 0.39 0.39 末坂バス停留所 県道路肩 1.20 1.03 1.12

富成郵便局 県道路肩 0.73 0.70 0.78 大木バス停留所 県道路肩 0.52 0.49 0.52

富成沼田地区石名坂 屯所入口県道路肩 1.19 1.12 1.14 月舘総合支所 駐車場 0.42 0.40 0.41

富成グリーンタウン タウン内公園 1.45 1.25 1.56 国道399号飯舘村境 国道路肩 1.04 0.95 1.02

富成十区集会所 入口 1.74 1.81 1.75 月舘相葭公民館 県道路肩 1.22 1.15 1.24

霊山総合支所 駐車場 0.60 0.54 0.57 掛田上組集会所 市道路肩 0.80 0.74 0.81

霊山パーキング 駐車場中央★ 0.75 0.74 0.73 掛田日向前団地 集会所前 0.82 0.81 1.02

坂ノ上集会所 入口 0.94 0.90 0.89 県道臼石月舘線飯舘村境 県道路肩 2.75 2.49 2.68

八木平バス停留所 回転場中央 0.70 0.63 0.66 大柳字栃窪 市道路肩 1.00 0.90 1.10

小国ふれあいセンター 駐車場★ 0.76 0.81 調整中 ○問 市民生活部 環境防災課 ☎575-1228

■市内各地域の放射線測定結果 

■ 甲状腺検査について  鈴木眞一福島県立医科大学教授 

甲状腺検査についての問い合わせ 

 福島県立医科大学放射線医学県民健康管理センター

県民健康管理調査事務局 ☎549-5130 

  9：00～17：00 （土日祝日を除く ） 
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 市では、屋外で遊ぶ機会が減少し

ている子どもたちの運動不足の解消

やストレス発散のために、霊山町の

旧泉原小学校体育館に屋内遊び場

（ちびっこ広場）を開設しています。 

 ４月28日のオープン以来、来場者

は６千人を超えました。特に大型遊

具や砂場など全ての遊具が設置され

た７月15日のグランドオープン以降

は来場者が大幅に増え、１日平均約

130人が来場しにぎわっています。 

 

●開設場所 旧泉原小学校体育館 

     （伊達市霊山町泉原字米田５番地） 

●利用時間 10：00～16：30（年末年始は休館） 

●利用対象 小学生および未就学児とその保護者（保護者同伴に限る） 

●来場者数（７月31日現在） 

  6,139人（小学生777人、未就学児2,753人、保護者2,609人） 

                        ○問 こども部こども支援課 ☎577-3128 

 

 

  

 市と市観光物産協会では震災以降、市の特産

品や農産物の風評被害の払拭と消費拡大に向け

た事業を年間を通して展開しています。 

中でも７月から８月にかけては、旬の桃をメ

インに、伊達市の安全で安心な農産物や特産品

のPR活動を首都圏で行っています。 

【開催日および会場】 

７月８日1111 東京：新宿区立障害者センター 

７月14～16日 東京：県アンテナショップ・ 

ふくしま市場(イトーヨ 

ーカドー葛西店内) 

７月28～29日 横浜市青葉区：剣山公園 

７月29～31日 東京：大井競馬場 

８月24日11  東京：丸の内地下行幸マルシェ 

８月25日11  東京：東京総合車両センター 

 ○問 産業部商工観光課 ☎577-3175 
 

 

 

文部科学省原子力損害賠償紛争解決センターでは、原発事故で生じた損害の賠償全般に

ついて、和解の仲介を行います。中立・公正な立場の仲介委員がお互いの事情などを伺い

ながら紛争の解決を目指します。 

 県内には、郡山市、福島市、会津若松市、いわき市、南相馬市に同センターの事務所や

支所があり、申立書の受領や、手続きに関する説明を受けることができます。 

●原子力損害賠償紛争解決センター ☎0120-377-155（平日 10：00～17：00） 

  ○問 市民生活部市民生活課 ☎575-1126 

■屋内遊び場、連日にぎわう 

■首都圏で伊達市特産品をPR 

■原子力損害賠償の和解の仲介について 

横浜市青葉区での物産展 

サイバーホイールで遊ぶ子どもたち 
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 市では平成25年３月までに放射線内部被ばく検査を全市民対象に実施します。そのため、

ホールボディカウンタ（ＷＢＣ）機器を購入し、市内２つの医療機関に設置し検査を委託

します。 

 

●検査の仕組み 

 ホールボディカウンタ（ＷＢＣ）での検査は、食事などによって体内に取り込まれた放

射性物質から放出される放射線量を測定し、その値から内部被ばくの程度（※預託実効線

量）を知るものです。 

※預託実効線量 

体内に取り込んだ放射性物質について、物理的半減期や生物学的半減期（尿や便によ

り体外に排出されること）を考慮して、一生の間（成人では50年間、子どもでは70歳ま

で）に体内の放射性物質から受けると思われる内部被ばく線量。 

●検査対象者 

 ホールボディカウンタによる内部被ばく検査をまだ受けていない市民 

●検査案内 

 比較的放射線量の高い地区から順次個別に検査日時を指定して案内します。 

●検査実施日 

 月曜日から金曜日（土日、祝日を除く） 

※指定日以外の受検を希望する場合は、お問い合わせください。 

●検査実施時間 

 １日４回（午前・午後各２回） 

午 前 午 後 

9：30～11：00 11：00～12：30 13：30～15：00 15：00～16：30 

●１日あたりの検査実施人数 

 各医療機関１日最大90人まで 

●今後の検査体制拡充予定 

 現在、座位式ホールボディカウンタ（ＷＢＣ）による検査を委託している公益財団法人

福島県労働保健センターでも、９月に立位式ホールボディカウンタ（ＷＢＣ）機器を独自に

導入する予定です。導入後には更に多くの人を案内できます。 

                      ○問 健康福祉部健康推進課 ☎575-1116 

 

 

 

放射能・放射線による健康被害については、さまざまな情報があふれ、特に小さな子ど

もを持つ家庭では、不安が募りストレスが増大しております。 

放射能・放射線を正しく知り、健康な生活を送るために、「伊達市放射能健康相談窓口」

を定期的に開設しています。予約制ですので希望者は、下記まで予約をお願いします。 

開 催 日 時  間 会  場 

８月21日（火）  9：30～11：30 

保原保健センター 
８月23日（木） 13：30～15：30 

８月28日（火）  9：30～11：30 

８月30日（木） 13：30～15：30 

                      ○問 健康福祉部健康推進課 ☎575-1116 

委託医療機関 台 数 検査開始日 

医療法人   敬仁会 中野病院 立位式１台 ８月 10 日（金） 

公益財団法人 仁泉会 梁川病院 立位式１台 ８月 22 日（水）予定 

■ホールボディカウンタ（ＷＢＣ）による内部被ばく検査体制の拡充 

■伊達市放射能健康相談窓口 
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県による伊達市産の出荷（販売）用農産物のモニタリング検査結果(７月18日～７月31日)をお知

らせします。 

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/㎏） 

種 別 品 目 採取日 セシウム 品 目 採取日 セシウム

農産物 

キュウリ 7/17、18 － サヤインゲン 7/19 － 

ピーマン 7/17、18 － 赤シソ 7/23 － 

ツルムラサキ 7/18、25 － アスパラガス 7/19 － 

トウモロコシ 7/17 － トマト（施設） 7/19 － 

ナス 7/17 － ミニトマト（施設） 7/19 － 

モモ 7/19 5.6 リンゴ 7/19 18 

モモ 7/19 20 小麦 7/19 2.2 

モモ 7/19 6.8 小麦 7/25 2.7 

モモ 7/19 11 小麦 7/25 2.5 

モモ 7/19 4.5 オクラ 7/25 － 

モモ 7/19、27 － ズッキーニ 7/25 － 

モモ 7/27 11 スモモ 7/25 － 

モモ 7/27 4.6 トマト 7/27 － 

ニラ 7/19 － ニガウリ 7/30 － 

バレイショ 7/19 －  

畜産物 牛肉 7/27 －  

【表記について】 

セシウムは134と137の合算値です。 
「－」は、セシウム含有量を検出できる数値以下だったことを示します。  

  ○問 産業部農林課 ☎577-3173、福島県環境保全農業課 ☎521-7453 

 

 

 

 

下記の地点の井戸水からは、放射性ヨウ素・セシウムは検出されていません。 

※検出下限値（検出可能な最少の量）は、1ﾍﾞｸﾚﾙ/kgです。 

○問 市民生活部環境防災課 ☎575-1228 

 

 

発行：伊達市災害対策本部（保原本庁舎３階）☎575-1003 

測定地点（採取日７/11～７/25） 

伊 達 伊 達 片町  

梁 川 
梁 川 中久保 八 幡 化石 

大 関 山田、上原 新 田 鈴竹 

霊 山 
大 石 桂堂、小和清水、近江屋敷 上小国 三保、竹ノ内 

石 田 長奈額、上戸草、岩崎、腰巡 泉 原 川面 

保 原 

保 原 ３丁目、10丁目、八幡台 柱 田 宮ノ内、中森 

所 沢 安住内 金原田 山居 

富 沢 入山 上保原 内山 

月 舘 

月 舘 久保田、町畑 御代田 関ノ沢、関ノ沢入 

布 川 辰ノ口、漆坊、村石、三郎内 糠 田 宮下、袖ノ坊、松ケ作 

上手渡 糠田越、古屋脇 下手渡 口明石、樋ノ口、蟹沢、北田、根廻

■井戸水のモニタリング検査結果 

■県による出荷(販売)用農産物のモニタリング調査結果 


