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「福島甲状腺がん多発と放射線量との
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　　　  　　 福島の小児甲状腺がんは２７０名を超えた
　　   　第41回県民健康調査会議(2021年5月17日）までのデータ

　　　 1次検査 甲状腺がん 2次検査 穿刺吸引細胞診

対象者/受診者 良性除く 対象者/受診者 実施者数

先行検査(1回目検査) 367637 115 2293 547

20180331 300472 (手術101) 2130

本格検査1回目(2回目検査) 381244 71 2227 207

20180331 270540 (手術54) 1874

本格検査2回目(3回目検査) 336670 31 1501 78

20200331 217921 (手術27) 1101

本格検査3回目(4回目検査) 294242 30 1327 74

20200930　 182856 (手術25) 741

25歳時の節目検診 66637 8 281 16

20200930 5954 (手術6) 221

合計 1446428 255 7592 922

977743 (手術213) 6067

上記以外に県民健康調査以外に福島医大で最低24名の症例あり、計279例以上となる

※手術213中低分化がん1名(鈴木真一氏によると3名)を含む



　　10-24歳は再増加傾向？がんデータの遅れ？

福島県甲状腺検査の評価の現状と課題　
国立がん研究センター　片野田氏　より引用

25-29歳



　　　  年齢群別甲状腺がん罹患率
　　       　10-24歳　福島と全国との比較
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　部会まとめに対する「県民健康調査」検討委員会の評価
　　　　　　　　　　　　　　　　　(第36回「県民健康調査」検討委員会20191007)

• 部会まとめは、「甲状腺検査本格検査（検査2 回目）に発見された甲状腺がんと放射線
被ばくの間の関連は認められない」とした。これは、報告中にあるように、「現時点に
おいて」「検査2 回目の結果に限定」されたものであること、将来的な見通しに言及し
たものではない点に留意する必要がある。……..

• 部会まとめで「今後の評価の視点」が示されたが、甲状腺検査及びその評価について、
引き続き検討委員会において検討していく必要がある

• ＜委員からあった意見＞
•  UNSCEAR の推測値を利用した解析による結論である旨の追加。
• 甲状腺がんと放射線被ばくとの因果関係については、肯定・否定とも断言することはで

きないと考える。
•  1 回目と2 回目を合わせた甲状腺がん症例と被ばく線量との関連についての分析が必要
•  先行検査時点で利用した4 地域の比較についての検討が必要



　　　メディシン論文の背景と必要性

甲状腺がんの多発については、放射能汚染によるのか、あるいは放射能
と無関係に多くの人を対象にしたスクリーニングの効果や過剰診断によ
り、結果として多発でないという論議がある

• 甲状腺がんの多発が福島原発事故による放射能汚染によって引き起こ
されたのかを量的に検討する必要がある

• Medicineに論文投稿、やっと掲載。査読者とのやりとりなど

　18pになった



有病率にする疑問…….
観察期間を同じにする(=人年)と避難地域は会津よ
り明らかに甲状腺がんが多い
この論文は人年罹患頻度での評価をしたことに値
打



【結果１】UNSCEAR/MEXTによる1710箇所の甲状腺実効線
量(空間線量)と参考10群分け(UNSCEAR　AttachmentC-7)

参考10群分け



　　【結果2】実効線量率と検出率のポアソン回帰

線量率が＜2.0μSv/hの
53市町村のデータ。
全59市町村では
DRR　1.065（1.013,1.119)）
()は95%信頼区間



【結果3】　線量別10分類の回帰

デシル分類での平均線量の自然対数に対する甲状腺がん検出
率のポアソン回帰線と95%期待値信頼区間

デシル分類での平均線量の常用対数に対する1巡目、2巡目の両者のラウンドを
Combinedさせた10万当たりの甲状腺がん検出率のポアソントレンドと95%信頼区間



【メディシン論文の結論】

• 福島県59市町村における甲状腺がんの検出率と放射線量率は統
計的に有意な容量反応関係を示した。

• 1μSv/h当たりの検出率1.065(95%信頼区間1.013、1.119)。線量が
2μSv/h以下の53市町村に限るとこの地域には184名中176名のが
んが見つかっているが、1μSv/h当たりのDRRは1.555(1.096,2.206)
だった(DRR=detection rate ratio)。

• 福島原発事故による放射線被ばくは、小児および青年の甲状腺が
ん検出率と正の関連がある。

• これは原子力事故とその後の甲状腺がん発生との因果関係の証拠
を提供する、これまでの研究を裏付けるものである。



考察、査読過程、およびメディシン掲載後に
　　　　　起こった様々な論点について



【論点1-1】
甲状腺がん多発は全住民対象のエコー検査実施によるスク
リーニング効果ではないか？あるいは過剰診断ではないか？

• 一回目スクリーニング、二回目スクリーニング双方で容量反応関係
がしめされ、「放射線の影響」は、あるかわからない「スクリーニング
効果」より大きい。（Zablotska ）

• 今回の検査がなければ、１～数年後に臨床診断されたであろう甲状
腺がんを早期に診断したことによる上乗せ（いわゆるスクリーニング
効果）だけで解釈することは困難である(津金)。

• 大隅さんの2月23日シンポ講演参照　転移の多さ、再発など

• 市町村、地域でのばらつき説明できない　etc.



【論点1-2】　4地域の違いによる甲状腺がん発見率のばら

つきは過剰診断やスクリーニング効果では説明できない

　　　　　　　　　　　　　　　　第28回県民健康調査会議資料から

1回目、2回目両方とも検
査した人のデータ。
これまで公表なし。
一つのコホートとして分析
ができる
メディシン論文の正確さが
よくわかる



　【論点2】線量が低すぎる？　線量を扱った論文の一部紹介

• Tokonami 　甲状腺等価線量は最大８３ｍSv の可能性、2名の子供
は21,23ｍSv。3月15日のプルームを4時間として推定。

• Furuta 　6月1日までに東海研究開発センターで20mSvのレンジ。　
UNSCEAR2013のC-9 に同じ計算を適応すると100mSv。

• Kim 　いわき市、双葉町、飯舘村の1歳児90パーセンタイル値を
30mSvと推定

• Katanoda 沈着54日までの実効線量計算。小児5.1mSv、尿サンプル
5名のI131からの甲状せん等価線量は27-66mSv。

• 後述するJRR論文の図参照



【論点3-1】

査読者より；「線量評価は福島医大の実効線量を使うべき」について

　アンケートによる医大採用の外部実効線量（Ohira）と私どもの実効線量の比較

　　　　アンケート線量とMedicine(MEXT /UNSCEAR)線量の関係
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【論点3-2】アンケート線量、MEXT/UNSCEAR線量と　
　　　　　　　　　検出率の回帰

１．５
1巡目、2巡目、Combinedでの 検出率と「MEXT線量、アンケート線量の
2種類の線量」とのポアソン回帰。いずれの線量でも95％有意回帰を示す

MEXT線量で<1.5μSv/hの51市町村でのデータ、<2.0μSv/hの53市町村、
59全市町村でのデータも同様に有意ポアソン回帰を示す



【論点4-1】　査読者より

　
人年の使い方の間違い
　　　(1).　甲状腺がんの潜伏期は大変長い。1巡目検査の時すで
　　　　　　にたくさんあったはず。　
　　　(2).　2巡目検査は1巡目検査後から数えるべき。前方視野検査　　
　　　　　　であり、2巡目で発見されるがんはすでに1巡目で検査し
　　　　　　ているはず
　　　(3).　1巡目は有病率prevalenceを比較し、
　　　　　　2巡目は罹患率incidenceを比較すべき



【論点4-2】　人年に関して
　　　　　　本論文ではprevalenceやincidenceでなく、
　　　　　　　　　検出率detection　rateを用いた

• がん検診ではもともとがんを有しているか新規発症者であるかを明確に区別でき
ない場合がある

• ゆえに最初を有病率(prevalence)、二回目以後の検診を罹患率(incidence)とし
て扱うことが多い。が、福島の場合は事故後の発生か、それ以前の発生か区別で
きない。その場合detection　rateを使う場合ある（このように事故などの、あ
るeventに起因するかを判断する場合）。

• 現実は0-19yの甲状腺がんはほとんどないためdetection　rateはほぼincidence
と同じ(注；がん研のがん罹患モニタリング集計によれば、19歳未満の累積甲状
腺がん有病率は2名以下である)



【論点5】事故から1年以内のがんの出現は早すぎるか？　

原因暴露 診断可能時期

誘導期間 潜伏期間

スクリーニング検出 症状出現

時間

子どもは誘導期間、潜伏期間とも短い。0もあり得る(Kaatsch2008)

小児甲状腺がんの誘導期間＋潜伏期間は最低1年（Beach1962)

放射線によって起こされる異常は最初の照射時近傍でおこる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(DeGroot1983)
甲状腺がんの最低(平均）潜伏期間は小児で1年　 （Howard2014)



【論点6-1】最近の福島医大の大平論文について

• 大平らはUNSCEAR　Attachment C16,18 からの吸収線量を用い、

• 検出率で2巡目の線量と甲状腺がんの関係はなかったという論文。

• 我々の論文については「避難シナリオを加味した線量評価」でないと批判

Ohira; 2020,

我々の用いた吸収線量 大平論文2020で用いた吸収線量



【論点6-2】避難地域の住民すべてが避難したのではないー
大平氏へのletter　大平論文線量への修正と線量回帰の分析



【論点6-3】大平論文へのLetter→コメント 
大平らのUNSCEAR吸収線量でも線量と甲状腺がん頻度は回帰す
る



【論点6-4】結局…大平氏からの反論なく、
      9か月後Letterはコメント論文として採用



UNSCEAR 2020 Report と私たちへの批判

• 2021年3月9日、UNSCRAR 2020 Reportが発表された

• 福島では「放射線関連のがん発症率の上昇はみられないと予測」

• 子どもたちの甲状腺がんは「増加の原因は放射線被ばくではない」

• 線量はチェルノブイリよりはるかに少ないと推定。「先天異常や死産、早産など

の健康異常が過剰に起こっているというエビデンスもない」とし、

• 加藤氏や私たちの論文への名指し批判を行ってきた(周産期死亡についても)。



UNSCEAR2020は甲状腺がんは放射線と無関係としたー
　　すでに言い尽くされた理由でしかない

• 甲状腺への吸収線量が少ない　

     → 20-30mGyは少なくないが。

         低線量かどうか絶対基準はない

         容量反応関係が重要

• 放射線からの暴露期間が短すぎる

      →前述

• 5歳以下の小児のがんが少ない

　   →UNSCEAR2008

• 非放射線地域のエコーで同じくらいの頻度

　   →Wakefordへの津田氏の批判

• 放射線由来の遺伝子異常がない

　→大隅さん参照



　　　　　　　　　　　低線量被ばく文献と福島；

　　　　　低線量被ばく(0.2Gy以下)文献と福島甲状腺がんの関係比較

JRR論文より
Lubin 2017＋ 
福島健康管理調査データより

線量は文献群でやや高く、

発見率は福島で高いが

両者とも容量反応関係を認める



UNSCEAR2020Report中の図より
　放射線外部被ばく線量とFHMSの甲状腺がんのRRの比較
　(津田、加藤氏への批判)ー手前みそ論文による多数決？



      UNSCEARの私たちの論文に対する名指し批判

• 59市町村のセシウム沈着の違いだけに依拠している。避難やヨウ
素沈着による違いを無視。　JRR　MEXTの空間、土壌線量。131Iも
あり。

• がんの確定と穿刺細胞診実施との間の放射線量依存性の交絡を
無視 (検証できるデータ開示なし)　

• 個人線量の実質的変動を考慮していないため回帰分析の信頼区間
が狭すぎ、「有意」という結果は慎重に検討を要する。



メディシン論文線量とCs137, I131土壌線量, 原発からの距離
との相関



※別論文の結論を捻じ曲げて引用？した UNSCEAR                   

• UNSCEAR「市町村の甲状腺がんと外部被ばくの関係を論じた最近のトキ

氏の論文では外部被ばく線量と一巡目は関係なし、二巡目は関係ありと

している。が、土壌の131ヨウ素レベルとは関係なかったとしている」

• ところが、トキ氏は結論の最後で、「甲状腺がんと放射線の関係について

の基本的情報を示すことを期待。最近空間線量と甲状腺がんについて同

じような結論を出した山本氏らに注目している。」と述べている。



　　　　　　　　　　まとめ

• 多発する福島の小児甲状腺がんと実効線量との関係を論じたメディシン投稿論文を紹介した。

• 論文で実効線量率と甲状腺がん検出率(DRR)の間で有意な容量反応関係が認められた

• 論文作成過程での査読者とのやり取り、letter、他論文による私どもの論文に対する批判などを紹介

しながら福島甲状腺がんを巡る様々な論争点を紹介した。

• 　2011年6月の福島県の59市町村の平均線量率と2011年10月から2016年3月までに発見された甲状

腺がんの検出率とは統計学的に有意な関係を示したことは明らかで、重要な点であることは

UNSCEARの例外的な名指し批判からも類推できる。

• 今後は特に福島県外との比較も含めて、福島甲状せんがんの研究を続ける必要がある。


