
福島甲状腺がんの被ばく発症

放射能を気にしなければ、
しあわせになれるのか？　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　2018.3.21＠こども未来館

　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　宗川吉汪（そうかわ　よしひろ）
　　　　　　　　　　　　　　日本科学者会議京都支部代表幹事
　　　　　　　　　　　　　　京都工芸繊維大学名誉教授



東電福島原発事故は
未曾有の放射能公害事件

▶公害 とは
　・企業・政府が環境保全対策をとらなかっために
　　引き起こされる社会的災害
　・生活環境の悪化が住民の健康障害・生活困難　
　　をもたらす　
▶放射能公害 とは
　・環境が人工放射能で汚染され、 
　・被ばくにより、がんなどさまざまな病気が発生
　・農業・林業・漁業など生活手段が破壊される



被ばくによる小児甲状腺がんの発症

▶１９８６年４月２６日（３２年前）
　　　チェルノブイリ原発事故

　　　放射性ヨウ素の内部被ばくにより

　　　小児甲状腺がんが多発

▶２０１１年３月１１日（７年前）

　　東電福島第一原発事故

　　被ばくによる小児甲状腺がんの発症が懸念



県民健康調査「甲状腺検査」

▶先行検査（1回目）
　被ばく影響はないかも
　事故後3年間：2011年10月〜2013年3月
福島県の0歳〜18歳の甲状腺検査
▶本格検査（２回目）
　被ばく影響を調べる
　事故の３年後：2014年4月〜2015年3月
　2歳〜21歳を対象
　　



検査の概要

▶一次検査：対象者全員のエコー検査
Ａ判定
 A1判定：結節やのう胞がない　
 A2判定：結節5.0mm以下 or のう胞20.0mm以下
 Ｂ判定 ：結節5.1mm以上 or のう胞20.1mm以上　　　　　　

▶二次検査：一次検査陽性者（Ｂ判定）の再検査
  通常診療
　Ｂ陽性者の画像診断と細胞診（穿刺吸引細胞検査）
　　　　   　　がん細胞の検出→「悪性ないし悪性疑い」　
　　　　
 



エコー検査
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　





←コロイドのう胞（甲状腺横断面）



患者数の直線的増加

Y = aX　　
a = 1.97
（年齢毎の患者数）

各年齢の人口

＝1.94万人

毎年の患者数

1.97÷1.94 = 1.0
1万人当たり1人
10万人当たり10人
100万人当たり100人



疫学と罹患率

▶疫学：地域などの多数集団を対象に、病気の
原因を統計的に明らかにする学問

▶罹患率：病気の発生頻度を示す指標

　ある集団において一定期間内（例えば１年間）
に発生した患者数を、単位人口当たりの割合
として示す

　甲状腺がん患者の年間発生数（10万人当り）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



患者数の統計解析

▶発症の認められない７歳以下を除外

▶８歳以上、各年齢の罹患率（発症率）は等しい

▶発症における男女の差を無視

       先行検査で発見された患者の男女比は男1：女2.0
       本格検査で発見された患者の男女比は男1：女1.2

結果確定率が高い→信頼性の高い結果が期
待



検査の3地域

高線量地域

13市町村

中線量地域

12市町村

低線量地域

34市町村





発症期間   12市町村の場合
先行検査　(1+2+-------+11+12)÷12 = 78÷12 = 6.5年
本格検査   (2×14)÷14 = 2年



発症期間（観察期間）

　　　　　　　　　先行検査　　　　　本格検査      
13市町村　　　 　 6年           　　　　  2.75年     　    
12市町村       　 6.5年　　　　　　　　　　 2年      
34市町村        　7年　　　　　　  　　　　  2年      
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　



先行検査の結果

　　　　　　    　 13市町村　 12市町村　 34市町村
対象者　　　　　   29995　　　106361　　　115388
一次確定者　　   25934　　　  90639        　83266　
陽性者（B判定）　    200               922             1032
二次確定者　　　　  182               875               982
患者数　                      14                 56                 45

患者数の合計　　　115人



本格検査の結果

　　　　　　    　 13市町村　 12市町村　 34市町村
対象者　　　　　   36730　　　123661　　　130643
一次確定者　　   25867　　　  93568        　89217　
陽性者（B判定）　   340               948                910
二次確定者　　　　  286               745               622
患者数　                      17                 35                 19

患者数の合計　　　71人



推定患者総数

先行検査        推定値(95％信頼区間)　　　観察値
13市町村　　　18.9（13.5〜24.2）  　　　　 14
12市町村         71.4（62.1〜80.7）  　　　　 56
34市町村       68.0（55.5〜80.5）  　　　  　 45
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本格検査        推定値(95％信頼区間)　　観察値
13市町村　　  35.0（22.2〜47.7）  　　　　  17
12市町村         61.1（46.8〜75.4）  　　  　  35
34市町村       38.0（23.3〜52.6）  　　  　    19

　



発症期間と10万人当りの患者数
先行検査     発症期間    患者数(95％信頼間)     
13市町村　　　 6年           　 63.0（45.0〜80.7）    
12市町村       6.5年           67.0（58.4〜75.9）    
34市町村        7年　　　　   58.9（48.1〜69.8）    
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本格検査     発症期間    患者数(95％信頼間)
13市町村　　2.75年           95.3（60.4〜129.9）    
12市町村           2年            49.4（37.8〜61.0）     
34市町村        2年　　　　   29.1（17.8〜40.3）    

　



罹患率（95％信頼区間）
　　　　　　　　先行検査　　　　　　　本格検査 
13市町村　10.5（7.5〜13.5）   34.7（22.0〜47.2）
12市町村   10.3（9.0〜11.7）   24.7（18.9〜30.5） 
34市町村    8.4（6.9〜10.0）   14.6（8.9〜20.2）　  
罹患率の比較
　　　　　　　　先行検査　　　　　　　本格検査
13市町村　  1.3（0.8〜2.0）       4.1（2.2〜6.8）   
12市町村     1.2（0.9〜1.7）          2.9（1.9〜4.4）   
34市町村     1                                1.7（0.9〜2.9）   
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　



小児甲状腺がんの被ばく発症



結論

▶３地域の罹患率がいずれも先行検査に比べて
本格検査で上昇、上昇の程度は、

▶高線量地域＞中線量地域＞低線量地域

▶甲状腺がんの発症に福島原発事故が影響し
ていることは明らか

▶チェルノブイリの甲状腺がんの発症と同様、

　福島の甲状腺がんの発症も放射性ヨウ素の
内部被ばくが原因



『チェルノブイリの祈り』　未来の物語
スベトラーナ・アレクシェービッチ

・人びとは忘れたがっています。

・（原発事故は）大惨事以上

　のものです。

・ここでは過去の経験は全く役に立たない。

・ほかのことについても聞きたかったのです。

　人間のいのちの意味について、

　私たちが地上に存在することの意味について



『チェルノブイリの祈り』つづき

核エネルギー研究所・元所長の証言

・連中が心配しているのは住民のことじゃない、
政府のことです。国家が最優先され、人命の
価値はゼロに等しいのです。

・指導者連中が自分たちはヨウ素剤を飲んでい
たとの情報を得ています。（中略）自分たちの
子どもも難を避けて、ひそかに連れ出してい
た。



森先生が憂慮された

「第三発目の原爆」こそ日本の

上には落ちませんでしたが、

ヒロシマ・ナガサキの原爆被害者

と、今日のフクシマの原発事故

による内部被曝の重荷を担わな

ければならない人たちをつないで

考えれば、哲学者森有正が抱いた胸をかきむ

しりたくなるようなことへの思いは恐ろしい預言

でした。（283ページ）



被ばくに関わる権利要求

• 県と国は、甲状腺がんの被ばくを認め、すでに発症した
人、これから発症する人たちを早期に発見し、治療せよ

• 東電と国は、小児甲状腺がん患者に対して医療費支払
いと損害賠償を行え

• 県と国は、原発事故と小児甲状腺がん以外のがんや病
気との関連性を究明せよ

• 県と国は、住民の被ばく線量を年１ミリシーベルト未満
にせよ

• 東電と国、県は、避難の権利を認め、避難者に対して住
宅補償と損害賠償を行え

• 東電と国は、福島県民と国民に対して原発事故を謝罪
し、原発廃棄を約束せよ





しあわせになるための---第４章
清水修二氏：「放射能被曝による健康への影響は
これまでも、またこれからも考えられない」という
結論が出るのが、県民にとって一番望ましいこと
なのです。

児玉一八氏：福島第一原発事故の時に0〜18歳で
あった方々で見つかっている甲状腺がんは、
チェルノブイリ原発事故後に見つかった「被曝影
響」による「多発」ではなく、検査技術の進歩に
よって被曝とは関係なく発生しているがんが見つ
かっている「多発見」である、と判断されます。



小児甲状腺がんの被ばく発症



「県民健康調査」検討委員会　
中間とりまとめ（2016年3月）

▶被ばく線量がチェルノブイリ事故に
比べて総じて小さい

▶事故当時5歳以下からの発見はない
▶これまで発見された甲状腺がんに対
して放射線の影響は考えにくい



国際原子力機関(IAEA)
▶2015年8月31日の最終報告書
　事故に起因する甲状腺被ばく線量は低い
　小児甲状腺がん増加が被ばくによるとは考えにくい
▶小児甲状腺がん
　チェルノブイリ原発事故との関連で国際機関が認め
た唯一の病気

▶原発事故ではリスク・コミュニケーションが重要
• もっとも大きな問題は、メンタルな健康被害
• 被ばくによる健康不安への過剰反応
• 懸念されるのは、飲酒、喫煙、栄養不良、貧困、
　　医療不足



福島県小児科医会

▶2016年8月25日、県に甲状腺検査の縮
小も含めた検査体制の見直しを要望

▶甲状腺がんが多数発見されたことで、子
どもや保護者、県民に健康への不安が
生じている、と指摘

▶科学的な証明ができるような検査体制の
確立、受診者の同意を得た上での検査
などを要望 



福島国際専門家会議 

「福島における甲状腺課題の解決に向けて」

2016年9月26日〜27日＠福島市 
主催：日本財団

共催：福島県立医大、長崎大学、笹川財団

IAEA、UNSCEAR、WHOなど“国際原子力ムラ”
結論：福島甲状腺がんの増加は、　　

　　　　被ばくの影響ではなく集団検診の効果

　　　　



専門家会議の提言 

笹川陽平・日本財団会長、山下俊一・福島医大
副学長らの提言 → 内堀雅雄・福島県知事
▶甲状腺検査は個人と集団全体のリスクと便益
を考慮して、自主参加にせよ

▶福島の経験を国際化するために国際機関と国
内組織との共同事業を強化せよ

▶県と国内外の関係機関の協力で原発事故の
健康影響に関する専門作業部会を設置せよ



県民健康調査検討委員会

第25回（2016年12月27日）：星北斗座長、
これまでの結果を検討するため第三者
機関設置を提案（笹川・山下らの提言）

第26回（2017年2月20日）：検討委員会と
は独立の科学検証目的の国際委員会

第27回（2017年6月7日）：世界保健機関
（WHO）の世界がん研究機関に依頼



影の実力者・山下俊一氏

・長崎大学副学長、福島県立医大副学長、

・福島県放射線リスク管理アドバイザー

・県民健康調査検討委員会

　第1回（2011.5）〜第10回（2013.2）の座長
・福島県立医大「甲状腺検査専門委員会・診断基
準等検討部会」の座長

　「放射能の影響はニコニコ笑っている人には来ま
せん、くよくよしている人には来ます、これは明
確な動物実験で解っています。」 



全国革新懇・

福島革新懇

シンポジウム

主催者あいさつ

シンポジスト報告で

小児甲状腺がん問題を

　　　　　　　　完全無視

　　　伊藤達也氏

　　　早川千枝子氏

　　　安斎育郎氏

　　　志位和夫氏



甲状腺がん被ばく発症に対する批判

▶小児甲状腺がん問題は「高度に政治的」

▶被ばく発症と結論するには「機が熟していない、
専門家の間で意見が割れている」

▶甲状腺がんの被ばく発症が事実でも、それを
認めると「コミュニティーが破壊する」

▶統計計算は「結論ありき」で信用できない

▶宗川らの計算は間違っている



放射能公害の核心―被ばく

▶放射能公害とは　原発事故、核兵器の使用で
発生した膨大な放射性物質による生活環境・
自然環境の汚染（放射能汚染）

▶放射能公害の責任　国と企業

▶放射能公害の核心　放射能被ばくによる病気
発症の苦痛と恐怖（人格権の侵害）

▶ヒバクシャ　被ばくによる病気発症の苦痛・恐
怖を強いられている人



甲状腺がん被ばく発症と脱原発運動

▶原発反対の最大の根拠　原発事故は放射能公害
　　　　　　　　　　　　　　　　　被ばくは人格権への侵害
▶人格権　個人の尊厳・生命・身体・財産に関わる
　　　　　　憲法上に権利
▶原発事故で小児甲状腺がんが発症しないなら
　　事故ががんや病気の原因にならない
　　原発事故が重大な人格権侵害にならない
　　原発反対の最大の根拠が崩れる
　　避難計画はいらない／ヨウ素剤もいらない
　　福島から避難しなくともよかった



No Nukes
 　　
No more
  hibakusya

ご清聴

ありがとう

ございました



福島県立医大のデータ

2018年11月30日
検査間隔による発見率の調整例
10万人年あたりの発見率

13市町村   　　　　　　　　　　21.4
中通り（12市町村）　　　　　13.4
浜通り　　　　　　　　　　　　　　9.9
会津地方　　　　　　　　　　　　7.7
（34市町村
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　


