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どうしても避難できない状況下では、屋外に出ず、できるだけ外気を遮断できる場所にい

た方が被爆量を抑えることができます。汚染された飲食物の摂取は避けて下さい。 

ヨウ化カリウム丸入手方法ヨウ化カリウム丸入手方法ヨウ化カリウム丸入手方法ヨウ化カリウム丸入手方法    

ヨウ化カリウム丸は各自治体が備蓄しており、必要時配布することになっています。ただ

し実際の備蓄数は自治体によって異なり、緊急時すぐに住民に配布されるのか不安がありま

す。 

ヨウ化カリウムの効果は被爆直前直後の服用が最も効果が高いため、必要時すぐに服用で

きるように、個人で備蓄しておくとより安心です。 

 

静岡健康企画各薬局では１０錠５００円でヨウ化カリウム丸を販売しています。静岡健康企画各薬局では１０錠５００円でヨウ化カリウム丸を販売しています。静岡健康企画各薬局では１０錠５００円でヨウ化カリウム丸を販売しています。静岡健康企画各薬局では１０錠５００円でヨウ化カリウム丸を販売しています。 

薬局に直接いらしていただき、薬剤師が必要な情報をお聞きした上で、使用方法を説明し、薬局に直接いらしていただき、薬剤師が必要な情報をお聞きした上で、使用方法を説明し、薬局に直接いらしていただき、薬剤師が必要な情報をお聞きした上で、使用方法を説明し、薬局に直接いらしていただき、薬剤師が必要な情報をお聞きした上で、使用方法を説明し、

販売させて頂きます。郵送での販売などは、できません。販売させて頂きます。郵送での販売などは、できません。販売させて頂きます。郵送での販売などは、できません。販売させて頂きます。郵送での販売などは、できません。    

 

静岡県には浜岡原発があります。もし事故がおこれば被害は近隣だけでは済まされません。静岡県には浜岡原発があります。もし事故がおこれば被害は近隣だけでは済まされません。静岡県には浜岡原発があります。もし事故がおこれば被害は近隣だけでは済まされません。静岡県には浜岡原発があります。もし事故がおこれば被害は近隣だけでは済まされません。    

健康を守る医療に携わる身として、静岡健康企画は浜岡原発再稼働に断固反対します。健康を守る医療に携わる身として、静岡健康企画は浜岡原発再稼働に断固反対します。健康を守る医療に携わる身として、静岡健康企画は浜岡原発再稼働に断固反対します。健康を守る医療に携わる身として、静岡健康企画は浜岡原発再稼働に断固反対します。    

 

参考資料：厚生労働省 HP、原子力安全委員会 HP など 文責：五十嵐 


