
放射線・健康管理アプリ
福島県立医科大学
協力：ミツフジ株式会社・株式会社東日本計算センター
このアプリは、環境省委託事業「令和２年度放射線健康管理・健康不安対策事業
（放射線の健康影響に係る研究調査事業）」において作成したものです。



福島県の環境保健行政において、避難指示解除後の
帰還住民の放射線不安解消や健康増進を目指す

デジタルツールの推進モデルとして

アプリ作成の
コンセプト



アプリの使用説明
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ログイン

「ユーザID」と「パスワード」を
発行しますので、

それを入力してログインします。

「ユーザID」と「パスワード」を
忘れてしまったら・・・

以下までご連絡ください。

福島県立医科大学・後藤あや
電話番号： 024-547-1835
Email : agoto@fmu.ac.jp
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メニュー

いろいろな項目があるので、関心があるものを選んで使ってみましょう。
全部の項目を使う必要はありません。

「アプリ設定」で使いたい項目をお気に入り登録して、
使わない項目を非表示にすることもできます。
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地域ごとの
外部被ばくの状況を

調べてみよう

❶ ここに郵便番号を
入力します。

❷ 1時間あたりの外部被ばく線量と、
外部被ばくによる年間追加線量の

推定値がわかります。
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個人線量計の
測定結果を記録して
1年間の外部被ばく

線量を
調べてみよう

❶ Dシャトルなどの測定値を
ここに入力します。

❷ ある一定期間の測定値から、
年間の外部被ばく線量の推定値が

わかります。

❸ 結果が集計されて
グラフになります。

❹ 環境省や福島県の「県民健康調査」の
WEBサイトでも空間放射線量や
被ばく線量が確認できます。
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食品の
放射能測定結果を

記録して
内部被ばく線量を
求めてみよう

❶ 検査した食品の情報と
セシウム検出結果を入力します。

「検出限界以下」の場合、入力は不要です。

❷ 1時間あたりの外部被ばく線量と、
外部被ばくによる年間追加線量の推定値がわかります。

❸ 福島県のウェブサイトで
食品の測定結果が
公表されています。
その値を使って、
内部被ばく線量を

調べることもできます。
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ホールボディ
カウンターの

測定結果を記録して
内部被ばく線量を
求めてみよう

❶ ホールボディカウンターの
測定結果をここに入力します。 ❷ ホールボディカウンターの

測定結果から
内部被ばく線量の推定値が

わかります。

❸ 結果が集計されて
グラフになります。
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身体測定の結果から
BMIを知る

❷ BMIが表示されます。

❸ 結果が集計されて
グラフになります。

BMI = Body Mass Index
（ボディ・マス指数 または 体格指数）

[体重(kg)] ÷ [身長(m)の2乗]で算出され、
肥満や低体重（やせ）の判定に用いられています。

日本では、以下のように判定されます。

18.5未満「やせ」・18.5以上25未満「普通体重」・25以上「肥満」
（さらに「肥満1」から「肥満4」に分類されます。）

❶ 「身長」と「体重」を
入力します。
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検査結果から
健康状態を知る

ここでは
血圧、体温、血糖値の
測定結果が記録できます。

すでに自宅等で血糖管理を
行なっている人が利用できます。
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❶ 血圧と測定に関する情報を入力します。

血圧

❷ 判定結果とアドバイスが表示されます。
結果は集計されてグラフになります。
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体温
❶ 体温を入力します。

❷ 体温が記録され、
結果が集計されて
グラフになります。
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血糖値

❷ 判定結果とアドバイスが表示されます。
結果は集計されてグラフになります。

❶ 血糖値と測定に関する情報を入力します。
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生活習慣から
健康状態を知る

ここでは
運動、睡眠、飲酒、喫煙の
状況について記録できます。
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運動状況

❶ その日の運動時間を入力します。

❷ 運動時間が記録され、アドバイスが表示されます。
結果は集計されてグラフになります。
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睡眠状況

❶ 過去１ヶ月の睡眠状況について入力します。

❷アドバイスが表示されます。

睡眠は健康の源です！
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飲酒状況

❶ 飲酒の頻度と量について入力します。

❷ 飲酒状況が記録され、アドバイスが表示されます。
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喫煙状況

❶ 禁煙の状況と本数を入力します。 ❷ 喫煙状況が記録され、
アドバイスが表示されます。

禁煙宣言をすると、「日記をつける」の項目で
「禁煙スタンプ」
が使えるようになります。

タバコを吸わなかった日に、スタンプをつけましょう。
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自分の
心理状態を知る❶
(うつチェック)

❶ 簡単な質問に答えてみましょう。 ❷ 診断結果とアドバイスが表示されます。

K６とは、2002年にケスラーらが開発した
「Kessler 6 Scale」のことで、

うつ病や不安障害など
精神疾患の可能性のある人を見つけるための

スクリーニング手法です。
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自分の
心理状態を知る❷

(K6)

❸ K6の質問に答えてみましょう。

❷ 診断結果とアドバイスが
表示されます。
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人との交流を
確認する

(65歳以上)

❶ 活動能力に関する質問に答えてみましょう。

❷ 診断結果とアドバイスが
表示されます。
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日記をつける
❶ 日付を選びます。

❷ その日の飲酒量に合わせて、スタンプを選びましょう。
❸ 「禁煙宣言」をした場合、タバコを吸わなかった日にスタンプを付けましょう。

❹「幸せを感じた日」は幸せスタンプ、「笑った日」には笑顔スタンプを付けましょう。

❻ カレンダーに
スタンプが
付いていきます。

❺ メモのところには、簡単な日記をつけてみましょう。
良かったことや面白かったことなどを毎日３つ書いていくと、

幸せ感が向上するそうです。
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あいあいシート❶

❶ まず「新規作成」を選択します。

❷ 場面を設定して、目標を立てます。
ポイントは「使い方」を読んでみましょう。
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あいあいシート❷

❸ 目標が作成されたら、
「ひとことメモ」を選択します。

❹ 達成度に応じてシールを選び、
ひとことメモを残します。

❺ 毎日のメモとシールが
記録されていきます。

「あいあいシート」について

子どもの「できること」や「好きなこと」に着目し、
できることを増やしていく育児支援ツールです。

すぐにできなくても、子どもの「頑張っているところ」を見つけてあげます。
ポジティブな関係を築きつつ、子どもが「本来持っている力」を伸ばします。

日常生活のなかで簡単に始められます。
子どもの良いところをたくさん見つけて、たくさん褒めていきましょう。
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あいあいシート❸
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詳細をまとめた
リーフレットあり。



質問をする

❶ 保健医療の専門家に質問や
相談したいことがあれば書いてみましょう。

❷ 回答を希望する場合は「はい」、
希望しない場合は「いいえ」。

❸ 後日、地域の
担当者から連絡を
差し上げます。
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アプリ設定

❶ この時間に通知を受け取れます。
（「日記を記入しましょう」など）

❷ お気に入り以外を
非表示にすることで、
スッキリさせられます。
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問い合わせ

福島県立医科大学 総合科学教育研究センター
教授 後藤あや
電話番号： 024-547-1835
Email : agoto@fmu.ac.jp

29

2021年福島県立医科大学「県民健康調査」国際シンポジウム発表
（作成：児山洋平）

mailto:agoto@fmu.ac.jp

