
注；以下の文章は Medicine に掲載された論文を著者の一人である山本が日本語

に転換したものです。営利を目的として利用することは Medicine の出版元で

ある Wolters Kluwer との関係で違法となる可能性がありますのでご注意を。も

ちろん運動の発展のため全体または一部を利用することは差し支えありません。 

2011 年の福島原発事故後、多くの避難者が生まれ、また甲状腺がんをはじめ

とした放射能による被害が発生し続けています。それなのに、政府や行政は棄

民政策をとり、原発事故そのものをなかったことにしようとしています。 

 私たちは医療問題研究会として、様々な形で福島の原発事故にかかわってき

ました。本論文もそのような流れの中で書かれたものです。 

本論文には 2 名だけが医療問題研究会から著者として名を連ねていますが、

多くの医問研の仲間との論議、アドバイスの中で出来上がったものです。また、

多くの避難者と支えあうために出来上がったものです。原発はいらない、放射

能はいらないという一点で結ばれている世界中の人たちと支えあうなかで出来

上がったものです。 

甲状腺がんを巡る問題は、現在福島事故による、もっとも明確な被害です。

事実上の執筆者であるドイツのハーゲン・シェアブさんを中心にした本論文は、

福島の甲状腺がんが原発事故により起こったという大きな科学的証明を与える

ものであると私たちは考えています。福島甲状腺がんは原発事故で起こったと

いう先駆的論文はすでに岡山大の津田敏秀氏が書かれており、本論文はそれを

補完するものであると考えていますが、運動の力とするためには皆さんに理解

していただく必要があります。 

多くの方々にご理解いただくために、日本語で書いてみました。とりあえず、

医療面、運動面でつながっている方々にクローズで送らせていただくことにし

ました。以下が英語のタイトルと日本語訳です。 
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福島の原発事故後の甲状腺がん検出率と外部被ばく線量率との関係 

要約  

2011 年 3 月 12 日から 15 日にかけて起こった福島第一原発事故後の放射線被ばくの影響を

調べるため福島県に居住していた 18歳以下の全住民に対する超音波による甲状腺がんスク

リーニング検査が 2011 年 10 月から始まった。2017 年 2 月までに 184 名の甲状腺がんが報

告された(注；2018 年 3 月 31 日現在一巡 115 名、二巡 71 名、計 186 名)。こういったがん

の多発は放射線被ばくの生物学的結果なのか多数の人口に精密なスクリーニングをした人

為的結果なのかどちらだろうという疑問が起こってきた。 

 チェルノブイリの経験から、甲状腺の内部被ばく量を測る代わりに外部被ばく線量を測

ることが妥当である。そこで私たちは公表された空間及び土壌線量データをベースに、福

島県 59 市町村の平均外部実効線量率(μSv/h)を算出した。更に 2 巡のスクリーニング検査

で市町村ごとの観察人年あたりの甲状腺がん数を確定した。放射線被ばくと甲状腺がん検

出率の関係を、甲状腺がんがポアソン分布に従うと仮定しポアソン回帰を用いて分析した。 

 対象者は一巡目検査 367674 名、二巡目検査が 381286 名だった。受診者は一巡目が

300476 名、二巡目が 270489 名。2011 年 10 月から 2016 年 3 月までに、事故から対応す

る検査までに 1079786 人年あたり 184 名のがんが見つかり、外部実効線量率と甲状腺がん

人年検出率(DRR)の間で有意な関係が認められた；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。 

 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。 

 

１． 初めに 

福島第一原発事故後大量の放射性物質が放出された。放出された放射能は 900pBq

（131I：500pBq、137Cs：10pBq）と推定される。チェルノブイリ事故に比べ 131I

と 137Cs の放出量はそれぞれ 10%と 30%と推定される。 

甲状腺の放射線感受性は、例えばビキニ環礁への原水爆爆発からの降下物の影響を受

けたマーシャル群島などの大気中核実験、しらくもへの治療のため低線量 X 線治療で

甲状腺線量約 90mSv を受けた小児などによってすでに知られていた。チェルノブイリ

事故後の甲状腺がんの有病率、発症率は多くの生態学的、コホート、ケースコントロ

ール研究で調査されてきた。放射線被ばくと甲状腺がんが有意の容量反応関係にある

という研究も多い。長瀧や山下も、甲状腺がんとその原因としての放射線の役割につ

いて、チェルノブイリでは（統計学的に検出できるだけの）放射線に起因する健康影

響は認められないといった記述から、最近はチェルノブイリの降下物と甲状腺がんに

因果関係があるという記述もしている。 



これらを踏まえて、福島でも原発事故後の甲状腺がんの増加が予想された。 

 

1-1． 福島健康管理調査（FHMS）  

2011 年 10 月から福島県在住青少年を対象に甲状腺超音波スクリーニング検

査が開始された。FHMS の詳細は Akiba「26」を参照のこと。FHMS は 4 回

のラウンドで構成されており、本研究では 1，2 巡目(第 1，2 ラウンドと同じ)

の検査のみを対象とした。3,4 ラウンドは進行中であってまだ終わっていない

事、以前のスクリーニング検査の時のように空間的に分けたプロトコールでな

いため我々の研究からは除外する(注；2018年3月31日現在3ラウンド15名)。 

1-2． FHMS の疫学的評価  

2016 年の県の中間総括では「甲状腺がん有病率統計の数十倍の有病率をしめ

した」が、放射線と甲状腺がんの関係については「チェルノブイリに比べ線量

が低いため、放射線暴露と甲状腺がんが関係するとは言えない。また、甲状腺

がんは過剰診断によるという意見もある」とされた。過剰診断という仮説には

何のデータも参考資料もない点を強調したい。 

 FHMS の甲状腺がんについての論文が何遍かはある。津田らは 1 巡目、2 巡

目検査の県外部、内部比較を分析し、いくつかの被ばく地域では甲状腺がんが

国の発生率の 50 倍あること、県内での地域によっても有病率の違いがあるこ

とを示した。それ故津田らは増加甲状腺がん発生率と原発事故は因果関係があ

ると証明したのである。この論文を巡るその後の論議[31-40]と津田の再反論

[41]がみられる。 

 鈴木らは“スクリーニング効果”という仮説を基に、甲状腺がん発生率の増

加と原発事故との関連を疑問視している。Ahn らはスクリーニング効果が強く

働いている興味深い例を用意した。片野田らは“過剰診断”の名目でがんと放

射線活動の関係に疑問を呈した。鈴木、片野田らは FHMS の個人アンケート

をもとに甲状腺がんの有病率と外部被ばくは関係なしとした。しかしながら、

これらの報告は与えられた情報を十分に吟味したものではない。特に、地域と

観察期間を考慮した人―時間 (被ばくの始まりからそれぞれの市町村での検

査までの期間) 情報を、適切ながんの頻度評価として提供していない。 

 

1-3． 本研究の目的  

以前の分析を参考にし、私たちの研究の目的は、福島原発事故後のそれぞれ

の市町村のスクリーニングで発見された福島の甲状腺がんケースがポアソン

分布しているとみなし、市町村ごとの人年あたりの甲状腺がん検出率と実効線

量率を比較評価することである。虚無仮説は“外部実効線量率と甲状腺がん検

出率は何の関係もない”である。もし虚無仮説が否定されれば、放射線被ばく



が原因と解釈されることになる。 

 

２． 方法 

2-1. 研究対象人口と医学的検査  

  本研究での健康影響に関するデータは福島県民健康調査会議の公開したも

のに限定されている。一巡目の甲状腺がんスクリーニング検査は“先行調査”と

いわれ、1992年 4月 2日から 2011年 4月 1日までに生まれた福島県在住 367674

名全員を対象とし、2011 年 10 月から 2014 年 4 月まで行われた。300476 名

(81.7％)が受診した。一巡目検査は原発に近い、もっとも汚染のひどい地域から、

2011 年度の 2011 年 10 月 9 日から開始された。図 1 の黒いところを参照に。2012

年度には主として福島県の中心地帯でスクリーニングが行われた。図 1 の灰色部

分。2013 年度には内陸部など、図 1 のもっとも明るい部分。 

 二巡目検査は福島県からは“最初の本格スクリーニングプログラム”と言われ、

2014 年 4 月に始まった。この時は、一巡目の検査対象者に 2011 年 4 月 2 日か

ら 2012 年 4 月 1 日までに生まれた子どもが加えられ“本格検査”と名付けられ

た。 二巡目の対象者は 381286 名で、2014 年 5 月から 2016 年 3 月まで実施さ

れた。二巡目の受診者は 270489 名(70.9%)だった。二巡目の最初のスクリーニ

ングは、一巡目の 2011 年度と 2012 年度実施地域の両者を一緒に 2014 年度に実

施された。同じように、一巡目の 2013 年度実施地域は二巡目では 2015 年度に

実施された。この地域での最初のスクリーニングは 2015 年 5 月から 2016 年 6

月までに行われる計画だった。 

 診断手続きは 2 段階で行われた。一次検査と二次検査である。一次検査で直

径 5.1mm 以上の結節があった人と 20.1mm 以上の空胞のあった人が二次検査に

送られた。そこでは精密超音波検査が行われ、必要と判断された場合に穿刺細胞

診が行われた。図 2 参照。FNAC で悪性ないし悪性疑いと診断された人の多くに

は外科手術が行われた。外科手術を受けた人のうち一例は、最初の細胞診では悪

性だったが手術で良性だったので、分析対象からは除いた。それ以外の手術を受

けなかった悪性または悪性疑いの人はすべてがんとしてカウントした。最終的に、

2017 年 2月 20日に開かれた第 26回調査会議で報告されたように、一巡目で 114

例、二巡目で 69 例の 184 例のがん症例が検出された。だれもが利用できるデー

タと以前に公開された情報のみを使用しているため倫理的な承認と参加への同

意は必要ない。 

 

2-2．誘導期間と潜伏期間、点有病率、発症割合と発症率、検出率  

誘導期間とは原因が起こってから疾患発現までの時間、潜伏期間とは疾患発現

から検出までの時間。子ども、特に新生児の場合はがんの誘導期間と潜伏期間は



短く、0 もあり得る。リンパ増殖性や血液系などのある種のがんは生下時や生後

短期間に出現することがある。Beach らによると、小児の甲状腺がんの誘導期間

と潜伏期間の合計は最低 1 年というオーダーであるとしている。原理的に、制御

されない細胞増殖は、変異原因やがん原因に暴露後速やかに開始される。Groot

らは、“放射線によって起こされる異常は最初の照射時かその付近で起こる”と

述べている。より最近では、Howard らは“がんの最低潜伏期間”についての調

査結果をまとめ、小児と成人の甲状腺がんの（平均）潜伏期間はそれぞれ 1 年と

2.5 年としている。 

点有病率は特定の時点での人口に対する病気にかかっている人の割合であり、

発症率割合はある一定期間内に特定人口の中で病気にかかるリスク(注；リスク

＝「(ある一定期間内に疾病に罹った人々の人数)/(その期間内に追跡調査された

人々の人数)である。点有病率は研究期間中に新たに罹患した(incident)人を除い

ているということを意味し、発症率割合の正確な意味は研究開始時点ではすでに

かかっている人(prevalent cases) を除くということである。それ故、厳密には

FHMS で点有病率と発症率割合を分けて評価することはできない。したがって

有病者であるか発症者であるかを、受診者毎やスクリーニングラウンド毎で別々

の医学検査として分ける必要はない。 

もともとがんを有しているか新規発症者であるかを正確に区別できないとい

うことはがん検診の場合に良く見られる。文献上反復スクリーニングの最初のス

クリーニングは“有病率”とし、次からは“発症率”とすることが良く用いられ

る。その代わりに、既往患者と新規患者を区別することが困難な場合、初回もそ

の後のスクリーニングも一貫して“検出率”を用いる場合がある。FHMS の場

合、それぞれの市町村のスクリーニングの結果の甲状腺がんをポアソン分布事象

としての甲状腺がんの検出率と考えることができる。放射線被ばく(2011 年 3 月

11 日)から医療検査までの市町村ごとの平均人時間の自然対数を参照パラメータ

（オフセット）として定義した。それ故、検出率(DR)は、観察された暴露期間の

人時間に検出された甲状腺がん量とみなされる。甲状腺がんの検出率と実効線量

がどういう関係にあるかをポアソン回帰を使って調べることができ、この関係は

μSv/h あたりの検出率比（DRR）として評価される。 

被ばくしていない小児の甲状腺がんはほとんど見られないということが報告

されている。だとすれば原発事故がなければ福島の甲状腺がんはほとんどなく、

私たちの検出率は概念的には発症率と同義である。しかしながら我々は、原発事

故前の甲状腺がんの正確な点有病率がどれくらいであるかがわからないので、

“発症率”でなく“検出率”を使うこととする。 

      

2-3．人-時間の観察値 



検出率の決定の基礎人口は 2017 年 2 月 20 日の 26 回調査会議までに甲状腺エ

コーを受けた市町村ごとの(0-18 歳のうち)累積数においた。59 市町村めいめいの

人時間観察値(PTO)は以下の様に計算した。人時間観察値の始まりを、原発事故の

起こり始めた 2011 年 3 月 11 日からとし(T0)、それぞれの市町村でのスクリーニン

グラウンド(r)甲状腺検査開始時期までを基準観察期間とした(Si,r、i=1 から 59、

r=1 か 2 図 3 参照)。FHMS で公表されるめいめいの市町村での受診者数が、次

の FHMS までの１/４の期間で受診したとみなして、累計を人時間とし、市町村ご

との人時間を最終的に人年として算定した。このように算定した 2 つのラウンド

の人年で、市町村ごとの甲状腺がん数を除し検出率とした。2 つのラウンドを

combined させた人年は、2 巡目の人年に、1 巡目だけを受診し 2 巡目を受診しな

かった人の人年を加えたもので、総計では 2 巡目の人年の 1.045 倍となる。表 1

と表 2 に 1，2 巡目と 1，2 巡目を combined させた累積受診者数、観察人年数、

10 万人年当たりの検出率を記した。累積受診者の増加数は 0 であるが、どの市町

村の要約日もスタート時点を越えないという点に注意が必要である。このアプロ

ーチの背後にある理論的根拠は次のとおりである。FHMS の個々の受診者の正確

な検査日はわからないが、それでも、1 巡目と 2 巡目で報告された中間集約毎の間

隔は正確に 91 日であるため、この日付は約 90 日の精度まで認められる。 2 つの

連続した集約日間の受診者の検査日の近似自然指数関数確率密度を仮定する。こ

の密度は、観測期間の終わりの約 90 日でゼロとなる。この増分観測時間の平均は

90/4 = 22.5 日と想定される。これは、90 日の観測期間の 4 分の 1 である。 要す

るに、(全市町村で) 2 つの集約時間間隔の 4 分の 1 が受診期間中の平均人時間であ

る。(注；検査開始から終了までの期間の 1/4 で累積受診者の半数が検査をしてい

るということ) 

このアプローチはかなり堅牢であることに注意していただきたい。2 つの連続

するサマリー集約日間の平均検査日は、現実的な代替仮定としての我々の調査結

果とほとんど変わらないだろう。 全体として、各市町村固有およびラウンド固

有のフレームワークと、被ばくした被曝時間（PTOi、r）を決定するための計算

式は、次のボックスにまとめられている。Box 略 

      

2-4．放射線量評価  

 図4は、日本の文部科学省（MEXT）が国連の放射線の影響に関する国連科学

委員会（UNSCEAR）の2013年報告で公表した1710箇所の線量率測定の位置と

線量等高線を示している。 これらのデータは、「東京電力福島第一原子力発電所

の事故により放出された放射性物質の分布に関する研究結果の要約版」と題する

報告書に記載されているように、日本政府から提供された。日本原子力研究開発

機構（JAEA）は、いくつかの大学や研究機関の協力を得て調査を実施した。文



部科学省が測定値とその妥当性に責任を負っていた。 UNSCEARは、提出され

たデータセットをレビュー、検証、および公開した。

www.unscear.org/docs/publications/2013/UNSCEAR_2013_Annex-A_Attach_C-7.xls. 

測定線量の範囲は0.05μSv / h〜50.00μSv / hで、平均1.47μSv / hおよび中央値

0.51μSv / h。市町村毎の平均線量率は最小0.08μSv / hから最大200倍を超える

17.68μSv / hまでの範囲であり、全体の平均は1.60μSv / h、中央値は0.34μSv 

/ h。 Gavrilinらは、チェルノブイリ事故後利用可能な地域全体の放射性降下物

測定に基づき住民の甲状腺線量を再構築した。彼らによると式(8)を使用し、ヨウ

素（I-131）とCs137の地上沈着密度と甲状腺線量との間では単調な相関関係が得

られた。 

図５A及び 5Bに示すように、福島でのセシウム 137の沈着と I-131の沈着は、

外部実効線量率と直線的に相関しているため、私たちは福島県の市町村ごとの平

均外部被ばく実効線量率（μSv / h）が甲状腺の内部被ばく線量を適切に代行し

ている被ばく尺度と考えた。UNSCEAR 2013 レポートの添付資料 C-9 では、“計

算された甲状腺等価線量（mSv）”は直線的にセシウムの放射性降下物と関連し

ている。 

 

2-5．福島第一原発から各市町村間までの距離と放射線量 

   発電所から市町村までの距離は、中央値が平均で 55.4 km、平均値が 59.0 

km で、3.4 km から 155.7 km である。 市町村の地理的位置の代理として、そ

の地域ポリゴンの中心を使用した。図 1 を参照されたい。最も汚染された 3 つ

の市町村は（> 10mSv / h）は FDNPP から 15km 以内である。 距離が 40km

を超える 48 の自治体の平均線量率は 1.5mSv / h 未満である。 平均線量率と明

確な負の関連性がある；べき乗関数で記述できる距離（x）：線量（x）= 143.6 ∗ 

x^- 1.397; R2 = 0.72、図 5C を参照されたい。 これは、UNSCEAR が 2017 年

に提唱した放射能濃度と距離の理論的法則 Ca（x）〜x -1.42の興味深い経験的証

左であることに留意されたい。 

 

2-6．統計的方法  

 2 回のスクリーニングラウンドはそれぞれでも、combined した場合でも、

検出されたがん症例は、観察されたそれぞれの市町村で被ばくした人時間内で

ポアソン分布していると想定される。 検出率（DR）は、がん症例を対応する

人時間で割ったものとして定義される。 したがって、自然で単純なアプローチ

は、観察されたがん症例の数を従属変数とし、市町村の平均線量率を独立変数

としたポアソン回帰分析を用いることである。市町村ごとの人年の自然対数は、

ポアソン回帰の対応する補助オフセット変数として機能する（手順；GENMOD

http://www.unscear.org/docs/publications/2013/UNSCEAR_2013_Annex-A_Attach_C-7.xls


の SAS 9.4 ドキュメントを参照）。  

ポアソン分布の仮定は、ランダムな偏差の分散がポアソンパラメーターによ

って決定されることを意味することに注目してほしい。 実際には、経験的分散

は、単なるランダム性や、不特定または未知の共変数などのさまざまな未知の

理由により、理論予測よりも常に小さいか大きい。したがって、不均一性パラ

メータを導入することでモデルを一般化できる。控えめに言うと、過分散の場

合（エクストラポアソン変動[51]）にこの拡張を許容されるが、低分散の場合

は許容されない。 この論文で紹介したすべてのポアソン回帰モデルでは、偏差

/ df が 0.7 から 1.0 の範囲で常にわずかな低分散がある。 その結果、不均一性

の補正は必要なかった。 つまり、分析された福島県の甲状腺がんデータは、ポ

アソンの仮定に非常によく準拠しているということである。現在の文脈で主に

関心のあるパラメータは、単位線量率あたり（1μSv / h）の検出率比（DRR）

である。 データ処理、統計分析、結果表示には、Microsoft Excel 2016（Office 

365）、R 3.5.1（バージョン 2017-10- 04）、Wolfram MATHEMATICA 11.3、

およびほとんどの SAS / STAT ソフトウェア 9.4（SAS Institute Inc： SAS / 

STAT ユーザーガイド、バージョン 9.4、Cary NC：SAS Institute Inc、©2002–

2012）を用いた。 

 

３． 結果  

表 1 には、市町村および検査ラウンド（PBLSP および FFSSP）ごとの対象

者、受診者、検出された甲状腺がん数が示されている。同様に、表 2 には、放

射線暴露から健康診断までの累積人年、100,000 人年あたりの検出率、および

線量としてμSv / h が示されている。被ばくの汚染度と分布が疫学的所見に影

響を与える可能性があるため[51]、表 2 で線量率の分布を詳しく調べ、外れ値

の可能性に重点を置いた。2μSv/ h未満の市町村の線量率の平均は 0.54 （0.41、

0.67）、2μSv / h を超える残りの 6 市町村の線量率は平均 10.94（5.05、16.82）

であり、これらは 1 桁以上の非常に有意な差を示している。線量の最も極端な

6 つの市町村は線量も、分布もひとかたまりで 59 の市町村の中での集団異常値

を示している。したがって、これらの外れ値を分析から除外することは有益で

あると考えた。これにより、線量特異的効果（DRR/μSv/h）は、2μSv / h 以

上を含めた全体の分析と比較して、2μSv / h 未満で一貫して明らかであった。

福島では 2μSv/h より上か下かで、避難および/またはそれ以外の生物学的また

は発がんプロセスなどの集団防御機構の違いが働いているのかもしれない。次

に、1 巡目、2 巡目、combined のポアソン回帰分析を用いたμSv / h あたりの

DRR の決定について詳しく説明する。すべての分析は、「全地域と線量率 2μ

Sv / h 未満の地域」という比較をしている。 



 図6は先行検査での線量率に対する100,000人年当たりの甲状腺がん検出

率をポアソン回帰分析の結果として示したものである。図 6A は、115 のがん

症例と 527,734 人年の 59 市町村すべてのデータと回帰線を示している。1μSv 

/ h あたりの検出率比は 1.086（1.012、1.165）である。図 6B では、分析は線

量率<2μSv / h の 53 市町村に限定されている。図 1 を参照していただきたい。

削減データセットの場合、1μSv / h あたりの検出率比は 520,383 人年あたり

111 例のがんであり、1.672（1.062、2.631）である。 

図 7 は、第 1 回目の本格調査での線量率に対する 100,000 人―年当たりの甲

状腺がん検出率をポアソン回帰分析の結果として示したものである。図 7Aは、

69のがん症例と 1,032,817人年の全 59市町村データと回帰線を示している。 1

μSv / h あたりの検出率比は 1.101（1.031、1.176）である。図 7B では、分析

は同じく線量率<2μSv / h の 53 市町村に限っている。 65 の癌症例と

1,007,554 人年であり、1μSv / h あたりの検出率比は 2.498（1.446、4.315）

である。 

表 1 と 2 には、甲状腺がんデータと、1 巡目と 2 巡目のスクリーニングを

combined させた場合の被ばく人年も載せてある。図 8 は、線量率に対する

combined データーセットの 100,000 人年当たりの甲状腺がん検出率をポアソ

ン回帰分析のパラメーターとして示したものである。図 8A には、184 例のが

ん症例と 1,079,786 人年の全 59 市町村のデータと回帰線が示されている。1μ

Sv / h あたりの検出率比は 1.065（1.013、1.119）である。図 8B では、線量率

が 2μSv / h 未満の 53 の市町村に絞った分析が示されている。1,053,236 人年

での 176 の癌症例で、1μSv / h あたりの検出率比は 1.555（1.096、2.206）で

ある。 

 

４． 討論  

 手短に言えば、FHMS の甲状腺がん検出率は、スクリーンで見つかったがん

症例と市町村での放射線被ばくの始まりから医学検査を実施するまでの人年で

決まる。文科省のデータセットから、我々は原発事故後の福島県下すべての 59

市町村について平均放射線量率を計算した。そして、一巡目と二巡目、両者を

combined したサイクルで、甲状腺がん検出率と外部実効線量率との間ではっ

きりとした有意の容量反応関係を認めた。 

 

4-1．人年法の必要性 

 福島での一巡目の甲状腺超音波検査は、図 3 に示すように、事故後 7 か月

で始まったところもあれば、2 年以上たってから始まったところもある。した

がって事故からスクリーニング検査までの間隔は市町村によっては 3-4 倍の開



きがある。更に、図 1,3,4 に示すように、高度に汚染されている地域ほどスク

リーニングが早くに始まっており、事故とスクリーニングの間隔はより短くな

っていた。そういった場合、FHMS ではいったんスクリーニングを受けたらそ

れ以上モニターされないため、福島県の市町村レベルでの検出率と平均線量率

を決める場合は、どの位の期間暴露されたかという人時間を用いることが適切

である。 

  

4-2．チェルノブイリ研究との関連  

 チェルノブイリ後、生態学的時空相関研究、ケースコントロール研究、コホ

ート研究が実施された。 これらの研究は、甲状腺の放射線被曝と甲状腺癌の発

生率が有意に関連していることを実証している。 UNSCEAR 2008 レポートで

は、チェルノブイリ事故後 1800 人を超える子どもの放射線と甲状腺がんの統

計的関係が確認された。しかし、電離放射線が甲状腺がんを誘発するかという

因果関係は依然として不確かであると考えられており、甲状腺がん発生率の増

加は大規模スクリーニングによるとされた：”これらの研究からの放射線リスク

の推定値はやや不確かなままであり、事故後の超音波検査と大規模スクリーニ

ング検査のばらつきに影響された可能性があります ”。原理的には、スクリー

ニングはゆっくり進行し、決して臨床的に明らかにならない甲状腺がんを検出

する可能性があるといえる。 

 Zablotska らはベラルーシで、被ばく線量が判明しているコホートで超音波

検査を行い、甲状腺スクリーニング検査を繰り返した。 最初のスクリーニング

は事前スクリーニングと呼ばれ、通常の 2 回目のスクリーニングとは区別され

た。 事前スクリーニングと併用スクリーニングの両方の結果として、甲状腺が

んと放射線量の間の容量反応関係が確立された。これは我々の結果と一致して

おり、放射線の影響が、あるかもしれない「スクリーニング効果」よりも強い

ことを示している。チェルノブイリ後のいくつかの調査では、個人のインタビ

ュー、131-I の時空間変動を評価する放射線生態学的モデル、および直接の甲

状腺線量測定により、甲状腺線量が推定された。 福島では、真の汚染が文部科

学省のデータセットによって推定された汚染よりも大きい可能性がある。福島

県の 137-Cs による土壌汚染の程度を見ると、137,084 人が 185kBq / m2 を超

える汚染レベルの地域に住んでいた。 一方、ベラルーシのゴメり州では、

218,303 人が 185kBq / m2 を越える地域に住んでおり、残りの地域で 118,795

人が 185kBq / m2 を越える地域に住んでいた。137-Cs 濃度が 185kBq / m2 を

超えた地域は、チェルノブイリ後のベラルーシで、「義務的移住ゾーン」として

指定された。 したがって、セシウム 137 の土壌汚染を考えると、福島の人口

密度の高い地域は、ベラルーシの広範な地域に匹敵する。 



 

4-3．福島研究との関連  

  「環境緊急時線量情報予測システム（SPEEDI）」が提供するデータから、3

月 12 日から 4 月 24 日までの福島の避難地域における累積甲状腺等価線量は約

100mSv を超えている。 “飯舘村といわき市の子どもたちは 20 km の範囲外に居

住していたが、SPEEDI により甲状腺被曝が 100 mSv に達する可能性があると

仮定された“(山下ら)。 UNSCEAR 2013 のレポートでは、甲状腺の吸収線量は

47〜83 mGy であり、住民が避難しなかった場合、36〜795 mGy に達する可能

性がある。2012年、WHOは 100〜200ミリシーベルトと推定値を報告している。

したがって、福島の甲状腺等価線量はかなり多いと考えられていた。一方で、 福

島の甲状腺がんを扱った上記の論文のほとんどは(注；山下や UNSCEAR )、住

民への放射線量の高さが非常に低かったため、甲状腺がんを誘発することはでき

なかったと主張している。 しかしながら甲状腺がんの検出率は異常に高く、無

視または破棄できないため、甲状腺がんの（真の）発生率は変わらないと説明す

る次の 2 つの議論がおこっている。 典型的な主張は、「スクリーニング効果理論」

であり、超音波検査スクリーニングを大規模な集団に実施することで症状が現れ

る前に甲状腺がんが発見されるというものである。この点は、多くの人がすでに

準国際基準で手術を受けているという事実を説明できないため、検出および手術

されたがんの多くが「過剰診断」によるものであると主張する発表もある。 事

故と放射線被ばく後に過剰な甲状腺がんが観察されているという因果関係を否

定するために、両方の推論を用いている科学文献もある。  

加えると、福島の前には、放射性ヨウ素にさらされなかった世代、またはチェ

ルノブイリ後に低線量にしかさらされなかった世代の超音波スクリーニングに

よって甲状腺がんは過剰に発見されていない。もし電離放射線の上昇による生物

学的影響が実際になかったなら、福島県での原発事故後、甲状腺がんが検出され

たのはあったとしてもごくわずかであったはずである。2012 年以降の日本の放

射線による周産期死亡率の増加と先天異常の増加は、放射線による有害な健康影

響の可能性のさらなる証拠である。 

林田らは、青森、山梨、長崎の 3 つの大学病院で 3 歳から 18 歳までの 4365

人の小児および青年を対象に甲状腺超音波スクリーニングを実施し、甲状腺がん

が 1 例見つかったことを報告した。 この論文は、多くの場合、この発見率（1/4365）

が他の場所と福島のほぼ同じ有病率を示している証拠として引用されている。 

しかし、小児の甲状腺がんの発生率はまれであり、最近では 0.54 / 100,000 と推

定されているが、この場合は 1〜18 歳の 100,000 人の子供で 10 人の有病率とい

うことになる。100,000 人に 10 人の有病率を仮定すると、 林田らの研究の場合

のように、4365 人の子供に 1 人以上の病気が観察される場合は 0.354 と同じと



なる。したがって、この研究は、バックグラウンドの発生率に対する証拠を 1 / 

200,000 のオーダーで提供するものではない。それにもかかわらず、多くの人々

は、林田らの研究で偶然に発見されたこの 1 症例だけに基づいて、福島の過剰な

甲状腺がんを否定している。比較のために、福島の実際の期間有病率は、184 / 

300,000 ∗100,000≈60の規模であり、通常のレベルと比較して 6倍の増加である。

また、100,000 に 10 の安定した長期有病率が、5 年間で 6 倍増えるとすれば、

発生率の変化が比較的大きいといわなければならない。 Shibuya らおよび

Katanoda らは、3mSv 以下というかなり非現実的な甲状腺線量を想定している

ため、潜在的な「過剰診断」を福島での甲状腺がん有病率増加の原因と考えてい

る。しかし、彼らは、比較のために適切なコントロール集団なしでは「過剰診断」

をサポートすることは難しいと認めている。さらに、「過剰診断」の主張は、甲

状腺がん診断の質と信頼性、および手術の妥当性に疑問を投げかけていることに

なる。 

Tokonami らは、2011 年 4 月に避難した 42 人の 131-I による甲状腺等価線量

を測定し、0〜19 歳の 6 人の子供の平均甲状腺等価線量を 3.5mSv と報告した。 

実は 2 人の子供の甲状腺等価線量は 21 および 23mSv だった。 被験者の数が少

なかったため、Tokonami らは、甲状腺等価線量が最大 83mSv であった可能性

があるとした。 さらに、プルームによる吸入暴露は 3 月 15 日の 4 時間に推定さ

れ、その 4 時間の甲状腺等価線量として評価された。 

古田らは、2011 年 6 月 1 日までに福島の南約 130km に位置する東海研究開発

センターでの線量率、放射能濃度（大気中および放射性降下物）、および気象観

測のモニタリング結果を報告した。 さらに、彼らはこの期間の子供の甲状腺等

価線量を 20mSv のレンジと推定した。 避難場所だけでなく、福島県最大の都市

であるいわき市でも、添付 C-9 の UNSCEAR レポート 2013 データセットに同

じ計算を適用すると、甲状腺等価線量は 100mSv を超えた。 

キムらは、甲状腺に線量計を接触させることにより、2011 年 3 月 24 日から 3

月 30 日まで、いわき市、川俣町、飯舘村で 0 から 15 歳までの 1080 人の子供の

放射線量を測定した検査結果を発表した。 周辺線量が 0.07〜0.17μSv / h の場

所での下限を 0.2μSv / h とした検査であった。 0.2μSv / h は 1 歳児の甲状腺

等価線量 100mSv に相当すると想定されていた。その 後の研究で、キムらは、

1歳児の 90パーセンタイル値を双葉町、板手村、いわき市で 30mSvと推定した。

つまり、理論上、これらの場所でのその年齢の子供の 10％は 30mSv 以上の甲

状腺等価線量にさらされた可能性がある。 

Kamada らは、FDNPP の北西約 37km に住んでいた 15 人の住民の外部およ

び内部の放射線量を推定した。 事件後の行動と食事について住民にインタビュ

ーし、 沈着後 54 日までの実効線量が計算された。 平均累積実効線量は、成人



で 8.4mSv、子供で 5.1mSv だった。 131-I は、5 人の居住者の尿サンプルで測

定された。 甲状腺等価線量は 27〜66 mSv だった。 

Tsuda らは、2014 年 12 月 31 日までの第 1 および第 2 巡目の県の結果につい

て、日本の年間発生率と福島県の基準地域の発生率と比較して分析した。 平均

潜伏期間を 4 年と仮定した場合、最高の発生率比は、日本の年次発生率と比較し

て、県の中通中部地区で観察された：発生率比 50（25、90）。 2 回目のスクリ

ーニングラウンドでは、残りの受験者が無病であるという仮定の下でも、津田ら

によれば 12（5.1、23.0）の発生率比だった。 彼らはまた、この増加がスクリー

ニングの急増によって説明される可能性は低いと結論付けた。 津田らは、事故

とスクリーニングの間の時間間隔の長さを考慮する必要があることを強調して

いる。 これが、今回の調査で初めて、そして福島県の市町村レベルで私たちが

本研究で行ったことである。 

 

4-4．福島に関連する容量反応分析 

 甲状腺がん患者は、最初の 4か月間で2.2mSv未満の外部被曝推定値を有し、

避難地域と非避難地域の有病率に有意差はなかったという理由で、鈴木らは甲状

腺がんの増加をスクリーニング効果によると説明している。大平らは、福島県を

鈴木らが採用したのと同じ線量データを用いて、最高線量、中間線量、最低線量

というグループに分類した。 グループ間の有病率 OR を比較した結果、彼らも

また、甲状腺がんと放射線量の間に容量反応関係はないと結論付けた。 最近の

letter で、大平らは、個々の放射線量に応じて FHMS 受診者を五つに分類した。

彼らは市町村で 1.0mSvを超える外部被ばくを有する人々の割合がどの位あるか

を間接被ばく基準と命名し採用した、。 甲状腺がんのオッズ比（OR）と 95％信

頼区間が、年齢、性別、および事故から検査までの期間を調整したロジスティッ

ク回帰モデルを使用して計算された。 大平らの結論は「外部放射線量の地域的

および個人的な違いは、原子力発電所事故から 4 年後の小児における甲状腺がん

の有病率と関連していなかった」だった。 津田らは、とりわけ、大平らが最初

のスクリーニングラウンドデータのみを検討したことを批判している。 これら

の論文や letter に共通しているのは、アンケートに基づく個別の放射線量基本調

査（27％の回答率）を用いて、59 の市町村の 3 から 5 グループに分けて、その

グループ間で起こり得る甲状腺がんの有病率の違いを評価している点である。 

したがって、これらのアプローチはすべて、利用可能な定量的な時空間曝露効果

情報を十分用いてはいない。 

 

4-5. アンケートに基づいた個人の外部線量評価  

福島県健康管理調査では、アンケートに基づく方法で各市町村の外部の個人放



射線量の分布を推定した。 

（http：// www。pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/201726.pdf を参照）。 

回答率は約 27％と低かったが、この線量分布は、避難地域には居住者が残って

いないか、わずかしか残っていない点も考慮している。ここには原子力発電所の

事故から数日から数週間以内に（部分的または完全に）避難した地域であり、平

均線量率が 1.5mSv / h を超える 8 市町村、楢葉町（1.6）、南相馬市（1.7）、葛尾

村（4.5）、飯舘村（6.6）、町（6.9）、町浪江（13.8）、大熊町 （16.1）、および双

葉町（17.7）が含まれている。したがって、われわれの研究で線量概念として

MEXT / UNSCEAR 線量率(μSv / h)を採用するに当たり、2011 年 3 月 11 日か

ら 7月 11日までの 4か月間の市町村のFHMSアンケートに基づく平均累積線量

(mSv)という視点を考慮するということは重要である。図 9 は、51 の避難してい

ない市町村での 2 つの線量概念間のもっともらしい、比較的強い関連性を反映し

ている。 ただし、0.4μSv / h 未満の市町村では、FMHS の線量体系が大雑把に

1.0mSv ステップごとの線量分布に制限された解像度と、低い回答率により関連

性が弱くなっている。 この低解像度は、アンケートベースのアプローチの欠点

と見なすことができる。 表 3 は、2 つの異なる線量概念およびデータ範囲（そ

れぞれ<1.5、<2.0、および<20.0 mSv / h）で層別化された、それぞれのラウン

ドまたは combined されたスクリーニングラウンドでの甲状腺がん検出率比

（DRR）をまとめて比較したものである。2 つの線量概念が、特にほとんどのデ

ータで、つまり、部分的または完全に避難した地域を除いて、一貫した有意な結

果をもたらすことが明らかになっている。 したがって、2 つの線量概念は相互

に確証し合い、それぞれが放射線被ばくとそれに続く甲状腺がんの検出との間の

明確で有意な関連性を支え合っているといえる。 

 

4-6. 容量反応関係の非線形性について  

3 つの分析バリアント（1 巡目、2 巡目、両方を combined させたもの）では、

2μSv / h 未満の線量に基づく DRR は、20μSv / h 未満の全線量範囲に基づく

DRR よりもかなり大きくなる。 これは、Zablotska らによる”グレーあたりの過

剰オッズ比（EOR / Gy）は、線形および線形指数関数を使用してモデル化され

た。甲状腺線量が 5Gy 未満の場合、線量反応は直線的であった（n = 87 EOR / 

Gy = 2.15、95％信頼区間：0.81〜5.47）が、高線量では過剰リスクが低下した

“という観測傾向と一致している。これは、より良い保護（避難など）の人的な

もの、高線量に汚染された亜集団への他のバイアス、または固有の生物学的非線

形性であると推測することができる。この非線形挙動の考えられる説明としては、

高線量または高線量率の 131-I が甲状腺組織を破壊し、したがってがんを発症す

るリスクを低減することであるかもしれない。広く散在する線量率と検出率間の



不均衡な挙動の関連について、対数変換された線量率を考慮することは興味深い。 

図 10 は、十分位のカテゴリーにおける平均線量率の自然対数での甲状腺がん検

出率のポアソン回帰曲線を示している。対数変換線量率と甲状腺がん検出率の間

のばらつきの少ない（図 6〜8 と比較）単調な増加相関が明らかになる。 相関は、

ログ(μSv/h)あたりの DRR が 1.281（1.088、1.508）、P 値.0030 で記述される。 

対応する十分位数ベースのデータ、および対応する点推定値と信頼区間推定値に

ついては、表 4 を参照のこと。 

 

4-7. 検出率は受診率にどれだけ依存するか 

市町村（受診者/対象人口、表 1 を参照）あたりの受診率は、一巡目のスクリ

ーニングラウンドで 58％から 93％、二巡目で 54％から 78％である。 最高の受

診率（93％）は一巡目スクリーニングの伊達市にあり、最低の受診率は二巡目の

双葉町に見られる（54％）。ここは最高の汚染および避難町（17.7μSv / h）であ

る。 受診率が高いほど、より多くのがん症例を検出できることは事実であり、

分子が増加するが、同時に、より多くの受診者が分母の人年を増加させる。した

がって、理論的には、受診率と検出率の間に（固有の）関連はない。 そのため

受診率を調整する必要はない。調整により、Overfitting が起こり分散が拡大し、

ポアソン回帰モデルの精度を低下させる可能性がある(注；余計なデータがはい

り、誤差が大きくなる)。 

4-8 限界 

 受診者がスクリーニングの行われたときどこに住んでいたか、および診断が確

立されたときの正確な（匿名化された）個々のデータはまだ発表されていない。 

      私たちは、福島県立医科大学の指導者の一人にこの情報を求め、独立した調査

を実施し、疫学研究を発表するようお願いした。 残念ながら、このデータは提

供も公開もされていない。これらのデータの隠蔽は、FHMS 受診者によるイン

フォームドコンセントに記載されている制限に一部起因している点への注意が

必要である。そこで公表されたスクリーニングスケジュールテーブル、各市町村

毎の累積検査受診者数、および各市町村の甲状腺がん症例から、対応するプロキ

シ情報を推定した。 このデータはおおむね 3 か月に 1 回発表された。したがっ

て我々は個人が検査された日付を 90 日の精度まで推定することができた。より

正確な分析を行うには、受診者がどこに住んでおり、いつ検査および診断された

かに関する（匿名化された）情報へのオープンアクセス権が提供される必要があ

る。 このより正確なデータがあれば、我々の分析を簡単に復元できる。 私たち

のアプローチは必然的に時空間のランダムな誤分類を伴うため、個々の場所と観

測された個々の汚染人時間に基づいた「真の」効果は、本論文で報告された結果

と比較してより強く、より正確になることが考えられる。 この観点から、私た



ちの定量的推定値は保守的であると考えられる。 

多数の居住者の FDNPP 事故後の内部甲状腺被ばくを有効に推定できるデー

タはほとんどない。 私たちの研究の不利な点は、最初のプルーム、吸入、食事

汚染に起因する外部線量に関する情報を直接評価できないことである。 ただし、

このような情報は単純な物理的測定では取得できない。 被ばく測定は、不確実

性をもたらすさまざまな変換係数および他の多くの要因にかなり依存している。 

  甲状腺がんを発症した個人と健康を維持した個人の放射線量率を比較して

データを分析することはできなかった。 言い換えれば、我々は強力な疫学的手

段である症例対照研究を実施することができなかった。 その理由は、甲状腺が

んの症例と健康な受診者が住んでいた地理的位置、および受診者が検査または診

断された日付がまだ利用可能でないためである。市町村レベルでの交絡因子であ

る年齢と性別は、福島県健康管理調査ではまだ明らかにされていない。 したが

って、年齢と性別の分析を調整することはできない。 また、調査に使用できる

代表的な BMI データと市町村レベルのヨウ素摂取統計についても不明である。 

それにもかかわらず、私たちのアプローチと分析は有効かつ重要であり、私たち

の仕事は将来、より洗練され、より調整された分析の動機付けになると考えてい

る。 

 

５． 結論  

 「福島県健康管理調査」の受診者の市町村ごとの平均被ばく人時間を決定する

ための革新的な統計手法を提案する。 被曝人時間により、放射線量率と甲状腺

がんの検出率との関連性を以前の研究よりも正確に評価することができる。 福

島県の 59 の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ている。μSv / h あたりの検出率比は、一巡目二巡目の両

調査ラウンドを combined したデータで 1.065（1.013、1.119）だった。 2μSv 

/ h未満だった 53の市町村では、検出率比はかなり高かった：1.555（1.096、2.206）。 

したがって、福島原子力発電所の事故による放射線被ばくは、小児および青年の

甲状腺がんの検出率と正の関連があることが明らかとなった。 これは、原子力

事故とその後の甲状腺がんの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。 
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