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福島における甲状腺がん多発に関するいくつかの指摘 

 

2022 年 1 月 22 日 黒川 眞一 

 

 この講演では、福島における甲状腺がん多発に関して、いくつかの指摘を行う。私

は、津田論文およびそれに対する批判letterを、それらが発表された当時精読してみ

た。その後、宮崎早野論文を批判することに精力を傾けてきたので、甲状腺がん問題

については、あまり注意を向けてこなかった。最近、甲状腺がん問題について再び考

えるようになり、私が数年前に重要だと考えていたいくつかの論点が、いまだに正面

から取り上げられていないことに気が付いた。今日は、そのうちの３つについて紹介し

たい。この問題を再考するにあたって、津田敏秀氏と大倉弘之氏から多くの教えを受

けたことを感謝する。この講演では①三県調査についてどのように考えればよいか、

②有病期間をどのように求めればよいか、そして③日本における福島県以外の放射

線被曝がない地域で行われた甲状腺がんのスクリーニング検査結果から何がい

えるか、について話す。 

 

注：なおこの論考は 2022年 1月 22日の放射線被曝を考える会における講演で

示した論考にあったいくつかの細かい誤りを修正したものである。大きな修正

は 1章における信頼区間の数値が私の勘違いにより、表を読み間違えていたも

のを、正しいものに直したこと（ただし数値は大きくは変化していない）、ま

た、三県調査が福島のケースと合うとする環境省の資料を付加したこと、そし

て、3章のまとめに、福島における多発が、スクリーニング検査を行ったことによる

多発のみでは説明できないこと、さらにそれについての仮説検定を行ったことを付加

したことである。また、付録として、勉強会の中で話題となった、スノウの方法につい

ての解説を加えてある。 

 

1 章 4 節に、三県調査における信頼区間をどう解釈すればよいかについての説明を

付け加えた。追加部分は青字で示してある。 (2022 年 1 月 31 日記) 

 

 

１．三県調査の統計力について 

 

１.1 津田論文を批判する高村レター 
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2016 年に出した白書の中で、UNSCEAR は津田論文が掲載された論文誌の online

版に載せられた 7 つの批判的 letters のいくつかを取り上げて、津田論文に対する批

判（注：攻撃といった方がより現実を反映している）を行なっている。私は、このような

攻撃が根拠のあるものであるかどうかを原論文と letters に当たって検討してみた。

その中で、letter の一つである、高村昇氏によるものの中に見過ごすことのできな

い、意図的ではないかと疑わせる、読者に対する誘導を見つけた。それを、ここで指

摘をする。 

 

まず、高村氏の letter は以下の url から読むことができる。 

 

https://journals.lww.com/epidem/Fulltext/2016/05000/Re__Thyroid_Cancer_Am

ong_Young_People_in_Fukushima.31.aspx  

 

この letter 中の問題となる部分を明らかに示すために、letter の前半部分を原文で

示す。 

 

We recently conducted thyroid ultrasound screening, using the same procedures as the 

Fukushima Health Management Survey, in 4,365 children aged 3–18 years from three 

Japanese prefectures, and confirmed one patient with papillary thyroid cancer (prevalence, 

230 per million) [2]. Furthermore, we recently reviewed findings of thyroid ultrasound 

screening conducted in Japan [3]. In one survey, 9,988 students underwent thyroid 

screening and four students (including one foreign student) were subsequently diagnosed 

with thyroid cancer (prevalence, 300 per million). In another study at Okayama University 

that examined 2,307 students, three patients with thyroid cancer were found (prevalence, 

1,300 per million), while at Keio High School, of 2,868 female students examined, one was 

found to have thyroid cancer (prevalence, 350 per million). These results show that the 

prevalence of thyroid cancer detected by advanced ultrasound techniques in other areas of 

Japan does not differ meaningfully from that in Fukushima Prefecture. 

 

まず、参照論文[2]はいわゆる三県調査と呼ばれる調査についての論文でなければ

ならない。ところが、この参照論文[2]は、長滝氏と高村氏によるレビューであり、三県

調査についての論文ではない。さらに問題としなければならないのは、 

 

Furthermore, we recently reviewed findings of thyroid ultrasound screening conducted in 

Japan in 4,365 children aged 3–18 years from three Japanese prefectures, and confirmed 

one patient with papillary thyroid cancer (prevalence, 230 per million) [3].  

https://journals.lww.com/epidem/Fulltext/2016/05000/Re__Thyroid_Cancer_Among_Young_People_in_Fukushima.31.aspx
https://journals.lww.com/epidem/Fulltext/2016/05000/Re__Thyroid_Cancer_Among_Young_People_in_Fukushima.31.aspx
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というところを素直に読めば、参照論文[3]とは、この文章に続く文 

 

In one survey, 9,988 students underwent thyroid screening and four students (including one 

foreign student) were subsequently diagnosed with thyroid cancer (prevalence, 300 per 

million). In another study at Okayama University that examined 2,307 students, three 

patients with thyroid cancer were found (prevalence, 1,300 per million), while at Keio High 

School, of 2,868 female students examined, one was found to have thyroid cancer 

(prevalence, 350 per million).  

 

で紹介されている検査についての findings に関するものであると考えられる。ところ

が参照論文を読んでみても続く文に書かれている 3 つの検査についての記述は一切

みあたらない(実際に次の url から原論文を download できるので確認してみてくだ

さい。)  

 

http://www.nature.com/articles/srep09046)。 

 

実は、参照論文[3]とは、三県調査に関する論文であり（注：この論文は津田論文にお

いても参考文献[7]として取り上げられている）、上で取り上げられている検査とは何

の関係もない。つまり、ln one survey から始まる文中で紹介されている３つの検査の

結果は、根拠となる参照論文がないことになる。 

 

高村レターのやり方は参照論文を恣意的に示すことで、この 3 つの検査には、学術

誌に発表された論文が存在しないことを隠蔽しているといえる。このようなやり方は、

科学論文では許されない。論文の読者が、論文のなかの主張の正しさを自ら確認す

る術がないからである。 

 

もし、このような不正確な参照論文の扱いが高村氏の過誤によるものでないとすれ

ば、高村氏は科学者として失格といっても言い過ぎではない。また、UNSCEAR の白

書を書いた科学者も原典にあたる労を取らずに letter の内容を鵜呑みにしているこ

とになり、この白書の津田論文の批判自体を大いに疑わせる。 
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1.2 三県調査 

 

それでは三県調査とはどのようなものであるか。前節に示した三県調査に関す

る論文の要約（abstract）の部分を下に示す。 

 

We conducted ultrasound thyroid screening in cohort of 4,365 children aged between 3 to 

18 years in three Japanese prefectures (Aomori, Yamanashi, and Nagasaki) using the 

same procedures as used in the Fukushima Health Survey. Forty-four children had nodules 

5.1 mm in diameter or cysts 20.1 mm in diameter detected at the first screening, and 31 of 

these children underwent the second follow-up survey. We collected information from 

thyroid ultrasound examinations and final clinical diagnoses and re-categorized the thyroid 

findings after the second examination. Twenty children had nodules 5.1 mm in diameter or 

cysts 20.1 mm in diameter at the second examination; of these, one child was diagnosed 

with a thyroid papillary carcinoma and the remaining 19 children were diagnosed with 

possibly benign nodules such as adenomas, adenomatous nodules, and adenomatous 

goiters. A further 11 children were re categorized as ‘‘no further examinations were 

required.’’ Our results suggest that ultrasound thyroid findings in children may change with 

a relatively short-term passing period, and that thyroid cancer may exist at a very low but 

certain frequency in the general childhood population. 

 

これから分かるように、三県調査とは 

 

① 青森、山梨、長崎という福島第一原発事故による放射能による汚染がな

い、3つの県で行われた甲状腺がんの調査であり、 

② 調査の対象者数は、3歳から18歳までの4365人であり、 

③ がんの有無は、福島県で行われた調査と同じ方法によって調べており、 

④ その結果、1人に甲状腺がんが見つかった、 

 

というものである。 
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以下にこの論文の図２を示す。最初の検査では44人がB判定であったが、その

うちの13人が次の検査を受けず31人のみが受診していることを考慮にいれる

と、対象者数は、4365 x 31/44 = 3075 と考えることもできる。しかしなが

ら、福島における一巡目の検査の対象者はゼロ歳から18歳であり、一巡目検査

の終了に3年ほどの年数を要していることを考慮し、ここでは、対象者数は

4365人であるとして議論を進めることにする。なお、4365であるか3075である

かは、この後の考察においては大きな意味をもたないことをあらかじめ断って

おく。 

 

 

 

例えば対象者数が3075人中1人のがんが見つかったことは、福島の一巡目の検

査で30万人中115人にがんが見つかったことと、割合でいえばほぼ等しいこと

になる。ここから、福島における有病率である30万人中115人は、三県調査の

有病率3000人中1人と同じであると主張することができそうに思えるかもしれ

ない。 

 

実際、三県調査は、過剰診断論者や福島における甲状腺がんが被曝由来ではない

という人々に利用されている。例えば、最近過剰診断論を唱える菊池誠氏、また

宮崎早野論文の著者である早野龍五氏は三県調査が示す有病率は福島の甲状腺

がんの有病率と同じであると主張している。さらに下に示す環境省の文書も同

様である(注) また高村批判letterがいわんとすることも同一である。そこで

次の節では、統計学からみて、このような主張が成り立つか否かを考える。 
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注：環境省が/2017/11/30に発表した「県民健康調査について」という資料の

中で三県調査について言及している部分を以下に示す。 

 

「〇国内外の専門家の見解として、現在見つかっている甲状腺がんについて

は、原発事故由来のものとは考えにくいと評価」という見出しの下に、「IV）

一次検査の結果は、対象とした母集団の数はすくないものの三県調査の結果と

比較して大きく異なるものではなかった。」、また「福島県以外の3県におけ

る甲状腺有所見率調査の結果」という見出しのもとに「福島県による甲状腺検

査とほぼ同様の結果と評価。」と書かれている。 

 

https://www.env.go.jp/press/y050-34/mat10.pdf  

 

 

https://www.env.go.jp/press/y050-34/mat10.pdf


7 

 

1.3 ポアソン分布 

 

1000回に1回、10000回に1回というようなまれにおこる事象の分布は、ポアソ

ン分布と呼ばれる分布をする。例えば大きな母集団の中に1000人に1人の割合

（この１のことを生起率といいます。正の値であればよく整数である必要はあ

りません）でがん患者が存在するとする。そしてこの母集団からランダムに

1000人を選び出し、その中に何人がん患者がいるかを数えてみることを繰り返

し行ったとする。そうすると、あるときには、1000人中のがん患者の数はゼロ

であり、あるときは1であり、あるときは４であるかもしれない。このような

場合、ポアソン分布が、ゼロである確率、１である確率、2である確率、……

を与えてくれる。式で書けば、 

 

𝑝(𝑥) = 𝑃(𝑥 = 𝑘) =
λ
𝑥

𝑥!
𝑒−𝜆 () 

 

となる。ここで x = 0, 1, 2, 3, …であり、λは生起率、x! は xの階乗

（例：3! = 1 x 2 x 3 = 6、なお,0!=1である）、e-λ=1/eλでありe =2.713。

左辺のp(x)＝P(x=k)はｘ=kに対する確率となる。 

 

下に日本語 Wikipedia からとった、λ=1, 4, 10 のときのポアソン分布を示

す。これからわかるように、λが10ぐらいになると、ほぼ左右対称の正規分布

に近づくが、λが小さい時には、左に偏った分布となることが特徴である。 
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注：証明は省略するがが、ポアソン分布は次のような特徴をもつ。 

 

① p(0)+p(1)+p(2)+p(3)+ ……… = 1 

② ポアソン分布の平均値 = λ 

③ ポアソン分布の分散は λ であり、標準偏差はλの平方根に等しい。この

性質はよく使われれる性質であり、私たちは、福島の甲状腺検査の一巡目で

115人のがん患者が見つかったとき、誤差は115の平方根が～11であるので、本

当の数は115±11ぐらいと評価する。 

 

1.4 三県調査の結果をどのように解釈すべきか 

 

それでは三県調査の結果をどのように考えたらよいだろうか。三県調査は4365

人を調べて、たまたま1人のがん患者が見つけている。これは、被曝していな

い日本の3歳から18歳の子ども(総数は千数百万くらいであろう)の中から、

4365人を選んだ1回の試みにすぎない。別の4365人を選んだ時にはがん患者が
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みつからないかもしれないし、2人見つかるかもしれない。つまり三県調査は

正しい生起率を示すことができないということである。できるのは、正しい生

起率がどのくらいの範囲の広がりを持つかということである。この広がりを求

めるためには統計学を用いなければならないのである。 

 

その広がりを求める方法を以下に示す。 

 

式(1)において、x=k にｘを固定し、λを変化させる。そのとき、 

 

∫
𝜆ｋ

𝑘!

∞

０
𝑒−𝜆𝑑𝜆 = 1 (2) 

 

となる。こうなることの証明は割愛せざるをえないが、高校数学で習った部分

積分を用いれば証明できる。数学が好きな方に、証明を試みることをお勧めす

る。 

 

それでは 

𝜆𝑘

𝑘!
𝑒−𝜆𝑑𝜆 

 

は何を意味するであろうか。この式のdλの前の部分は、λとkを与えたときの

ポアソン分布の確率P(x=k)であるので、式全体では、λからλ+dλの間にある

ときの、x=kであるときの確率となる(式(2)の右辺が１であるのでそのまま確

率となる)。そうであれば 

 

∫
𝜆ｋ

𝑘!

𝜆𝐿
０

𝑒−𝜆𝑑𝜆 = 𝑝𝐿 (3) 

 

はxをkとしたときの、λがゼロからλLまでの間にある確率がpであることを意

味し、このpLを下側p値、λL(p)を下側p値関数という。統計学ではpL値としては

0.05または0.025をとることが普通である。 

 

同様に 

∫
𝜆ｋ

𝑘!

∞

𝜆𝐻
𝑒−𝜆𝑑𝜆 = 𝑝𝐻 (4) 
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は、xをkとしたときの、λがλHから無限大までの間にある確率がpHであること

を意味し、このpHを上側p値、λH(p)を上側p値関数という。pH値としては0.05ま

たは0.025をとることが普通である。 

 

実際に計算を行うと、三県調査においてp値（pL値とpH値）が0.05と0.025の

時、λLとλHは次のようになる(注)。 

 

K=1 λL λH 

P=0.05 0.05 4.74 

P=0.025 0.025  5.57 

 

これは、p=0.05、すなわちλの90%信頼区間が0.05-4.74であり、p=0.025、す

なわちλの95%信頼区間が0.025-5.57であることを意味する。これを福島の母

数30万人に直すと、信頼区間は、それぞれ、3.4-325人、1.7-382人となる。こ

れに対し、福島の患者数の95%信頼区間は115±21人である。三県調査が福島と

合うと主張する方々が存在するが、三県調査の95%信頼区間である1.7-382人の

福島の患者数の95%信頼区間は115±21人が含まれているという意味にすぎな

い。（三県調査の母数を3000人にしても事情はかわらない。このときは1.7-382

人が2.5-557人に変わるだけである。）三県調査の95%信頼区間の幅は、福島の

95%信頼区間の幅の9倍も大きいのである。 

 

それでは、上に示した信頼区間についてどのように解釈すればよいのだろう

か。P=0.025 のときλLが 0.025 ということは、三県調査において、真の生起

率が 4365人において、0.025人である確率が2.5%あると解釈できるということ

である。つまり、真の生起率は174600人中に1人であっても、4365人を調べた

ときには2.5%の確率で1人のがんが見つかるということである。これを福島の

母集団である300000人あたりに直すと、1.7人となる。P=0.05のときには、真

の生起率が87300人中1人である確率が5%であるということになる。 

 

勉強会において、菊池誠氏は、三県調査において1人のがん患者が見つかった

ので、バックグラウンド（被曝がないときのがん発生）がゼロではないことが

言えると主張したが、上に示したことから、菊池氏がいうところのバックグラ

ウンドが174600人当たり1人である確率が2.5%であり、87300人当たり1人であ

る確率が5%であるということになる。さらに、真の生起率が19570人に1人であ

るときに、この確率が20%となる。これを福島の場合に直すと、300000人あた

り15人となる。 
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さらに次のように考えれば、三県調査が福島と合うということの不合理さがは

っきりする。それは、三県調査で、一人もがんが発見されないときはどうなる

かを考えてみれば良いのである。このときは、p=0.05と0.025の表は次のよう

になる。 

 

K=0 λL λH 

P=0.05 0 2.302 

P=0.025 0  3.000 

 

ここでは、λLがゼロなので、下側p値が存在しない。そのため上側p値0.05をと

ることにすると、信頼区間は0-206人となる。これでも三県調査の信頼区間は

福島の信頼区間の5倍も大きいことになる。 

 

さらに、がん患者が2人発見された場合はどうであろうか。そのときは、表は

次のようになり、 

 

K=2 λL λH 

P=0.05 0.358 6.29 

P=0.025 0.242  7.22 

 

95%信頼区間は、17-496人となる。 

 

K=3、4、5のときは、表は 

 

K=3 λL λH 

P=0.05 0.817 7.76 

P=0.025 0.618 8.76 

 

K=4 λL λH 

P=0.05 1.361 9.15 

P=0.025 1.090  10.24 

 

K=5 λL λH 

P=0.05 1.970 10.51 

P=0.025 1.623   11.67 
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となる。ようやく、k=5で95%信頼区間が、111-802人となり、福島の場合を包

含しなくなる。 

 

以上をまとめると、三県調査は、発見されたがん患者数が、0，1，2，3, 4人

のときは、95%信頼区間が福島の場合の信頼区間を完全に包含していることが

わかる。つまり,三県調査においては発見されたがん患者数が０でも１でも２

でも３でも４でも福島の場合にあってしまうのである。このようなことが起こ

る理由は、対象者が4365人とあまりにも小さすぎるからである。要するに、三

県調査の結果を、福島と比較することは全くできず、三県調査の結果から、福

島の甲状腺がんについて、いかなる主張もできないのである。3章で岡山大学

における37000人を対象とする甲状腺検査の例が示される。対象者の数がこの

くらいまで大きくなって初めて意味のあることが言えることになる。詳しくは

3章を読んでいただきたい。 

 

(注) 私は実際に計算を行ったわけではなく、教科書に載っているχ二乗分布

の表（参考資料として添付する）を参照している (DeGroot著 Probability 

and Statistics pp 578-579) この表を使うときには、x=kとしたときには、下

側p値では、n=2k で求められれる行 n において、その行のpの値の半分がλL、

上側p値では、n=2(k+1) で求められる行 n のところの1- pH値の半分の値がλH

である。式(3)と(4)がχ二乗分布における積分と酷似していることからこのよ

うな便法が使えるのである。なお、k = 0のときはn = 0となるが、このとき

は、下側p値が存在しない。 

 

 

２．多発の証明 有病期間の考え方 

 

2.1 津田論文における多発であることの説明 

 

津田論文においては、福島の一巡目の検査におけるがん発生ががん統計と比べ

て数十倍の多発であることを次のように説明している。 

 

For the external comparison, we used the Japanese mean annual incidence rate estimates 

for thyroid cancer among persons ages 19 years old and younger (i.e.,two per 1,000,000) 

and 5–24 years old (6.5 per 1,000,000) from 2001 to 2008 reported by the Japanese 

National Cancer Center,21 then employed three per 1,000,000 as the reference incidence 

and estimated incidence rate ratios (IRRs) and 95% CIs in the nine districts. In doing so, 
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we divided the prevalence by the latent duration of disease.[22] Note that “latent duration” 

denotes the time from the date when thyroid cancer became detectable by screening and 

cytology to the date when it could be diagnosed in clinical settings without screening or the 

date of operation. Here, we assumed 4 years for a latent duration of childhood thyroid 

cancer, corresponding to the time between the Fukushima accident and thyroid cancer 

detection, for which the maximum duration was 3 years and 10 months. 

 

要点は,latent duration (有病期間)を4年と仮定してがん統計と比較している

こと、また、有病期間とは、スクリーニングや細胞診を行えばがんが見つかる

ようになったときから、実際にスクリーニングや手術によってがんが見つかる

までの期間であるということである。 

 

ここで、なぜ有病期間という時間の次元を持つ数値が必要となるのかを説明す

る。例えば福島の一巡目検査を例にとると、検査によってみつかったがん患者

数を母数で割ったものは有病率(prevalence rate)であって、年あたりのがん

の発生数をその年に検査された人数で割った値である発生率(incidence rate)

ではないからである。後者は1/時間という次元を持つからである。そのため有

病率から発生率を求めるには、時間の次元を持つ数値で割らなければならな

い。その数値を津田論文では4年としていることになる。 

 

2.2 2016年にFacebook上に示した有病期間（平均羅病期間）についての私の

論考を整理したものを下に示す。 

 

私は子供に対する有病期間は、甲状腺がんになってから、小児ではなくなるま

での期間であると考え、また、年あたりのがん発生率f(t)をαをある定数とし

て 

𝑓(𝑡) = 𝛼𝑡𝑘 

 

と仮定し、指数kをがん統計のデータから求めると、有病期間が3.5年であるこ

とを示す。これから、津田論文における有病期間4年は妥当な値であることが

分かる。 

 

有病期間を求める方法は以下のとおり。 

 

① ロスマンの疫学第 2 版の 83 ページに式(4-3) Ｐ＝ＩＤが示されており、そこに次

のように書かれています。なお、P は有病率、I は発生率、D は有病期間（平均羅病
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期間）である。 

 

「式 4-3 は、定常状態で有病率が低ければ、有病率は発生率と平均罹病期間の積に

ほぼ等しいことを意味する。この関係性は年齢別有病率に対しては当てはまらないこ

とに注意しよう。その場合は、Ｄは病気の全羅病期間というよりは、その年齢層で費

やされた罹病期間に当たる。」 

 

② それゆえ、小児甲状腺がんについて、平均羅病期間（または有病期間）Ｄを計算

するためには、小児甲状腺がんの定義として、ある年齢 T (例えば、21 歳とか 22

歳）以下の甲状腺がんという定義を採用する。（ ロスマンの疫学における「その年齢

層で費やされた罹病期間にあたる） 

 

③ そうすると羅病期間とは、発病から T までの期間ということになる。そしてＤはこ

の羅病期間のすべての患者についての平均ということになる。 

 

④ 考察を簡単にするため、母集団の年齢分布は一様だと考える。 

➄ 小児甲状腺がんの年あたりの 100 万人あたりの発生率を年齢の関数 f(t) で表

す。t は年で数えることとする。この関数はｔが大きくなると急激に増加する関数であ

るので、作業仮説として、f(t) = αt^k つまり α を定数として、年齢ｔの k 乗という関数

であると仮定する。 

 

⑥ そうすると、年齢 t と t + dt の間に発病する数は f(t)dt であり、この人々の罹

病期間は T - ｔ となる。そして、この年齢区間の総罹病期間は （Ｔ－t ) x f(t)dt とな

る。 

 

⑦ これをｔ=0 から T まで積分すると総罹病期間 = H(T) = αT^(k+2) x (1/(k+1) - 

1/(k+2)) となる。 

 

⑧ 一方 1 年間の総患者発生数は f(t)dt を０からＴまで積分することで得られ 総患

者発生数 = F(T) = αT^(k+1)/(k+1) となる。 

 

⑨ 平均罹病期間 D は総罹病期間 H(t)を 1 年間の総患者発生数 F(t)で割ったもの

であるから、 D = T(1-(k+1)/(k+2)) となる。 
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⑩ 国立がんセンターの 2001 年から 2008 年の 19 歳以下の 100 万人当たりの

年当たりの甲状腺がんの発生数 (100 万人に 2 人)と 5-24 歳の年当たりの発生数

(100 万人に 6.5 人)から、0-4 歳の発生数は小さいとして無視すると、F(25) = 6.5 か

つ F(20) = 2.0 であるから、(25/20)^(k+1) = 6.5/2.0 となり、これから、ｋ= 4.28 を得

る。 

 

注：上では F(25)=6.5 および F(20) =2.0 としたが、F(24)=6.5 および F(19)=2.0 とす

るべきかもしれない。そのときは、k=4.04 となる。 

 

⑪ このｋの値を使ってＤを T=22 に対して求めると、有病期間 D=3.5 年を得る。

T=21 に対しては、3.3 年となる。 

 

注：k=4.04 のときは、D は T=22 に対し 3.64 年、T=21 に対し 3.48 年となる。 

 

 

3.日本における福島県以外の放射線被曝が無い地域で行われた甲状腺がんのス

クリーニング検査結果から何がいえるか 

 

3.1 日本における福島および三県調査以外の甲状腺がんのスクリーニング検

査について 

 

ふたたび、1.1節で紹介した高村letterに戻ることにする。そこには次のよう

な記述があった。 

 

In one survey, 9,988 students underwent thyroid screening and four students (including one 

foreign student) were subsequently diagnosed with thyroid cancer (prevalence, 300 per 

million). In another study at Okayama University that examined 2,307 students, three 

patients with thyroid cancer were found (prevalence, 1,300 per million), while at Keio High 

School, of 2,868 female students examined, one was found to have thyroid cancer 

(prevalence, 350 per million). These results show that the prevalence of thyroid cancer 

detected by advanced ultrasound techniques in other areas of Japan does not differ 

meaningfully from that in Fukushima Prefecture. 

 

ここには3つのスクリーニング検査について記述されている。 

 

① 千葉大学において行われた、検査。対象は学部学生および大学院生であ
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り、総数9988人中4人の甲状腺が発見された。4人の発見であるから有病率は

100万人あたり400人となるはずであるが、34歳の外国人留学生を除き、300人

とされている。これについては査読付き論文はないが、日本語で書かれた報告

が存在する。 

 

②岡山大学の新入生2307人に対して3人の甲状腺がんが発見された。有病率

は、百万人あたり1300人となる。論文はない。 

 

③慶応女子高校における14年間にわたる検査により、2868人中に1人の甲状腺

がんが発見された。有病率は100万人あたり350人。論文はない。 

 

また三県調査の100万人あたりの有病率は229人であり、高村letterには、次の

ように書いてある。 

 

These results show that the prevalence of thyroid cancer detected by advanced ultrasound 

techniques in other areas of Japan does not differ meaningfully from that in Fukushima 

Prefecture. 

 

すなわち、「進んだ超音波診断技術を用いたこれらの結果（黒川注：三県調

査、千葉大学、岡山大学、慶応高校の結果のこと）は、日本における福島以外

の他の地域の小児甲状腺がんの有病率は福島の有病率と意味のある違いはな

い」と結論していることになる。なお、福島の一巡目検査の有病率は100万人

あたり380人である。 

 

実は、この資料は第二回甲状腺がん評価部会に対して西美和氏が提出した資料

である。主要な部分を下に示す。 
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先にも書いた通り、三県調査以外の調査に関する学術論文は存在しない。それ

ゆえ、これらの検査が「進んだ超音波診断技術」を用いて行われたのかどうか

について知ることはできない。さらに西美和氏の表には、「対象者の全員には

甲状腺超音波検査は実施されていなし」と書かれていることを指摘する。 

 

3.2 岡山大学の検査について 

 

西氏の資料を見ると、岡山大学については、2307人のうち3人のがん患者が発

見されたのは2012年度のことであることがわかる。さらに、西氏の資料には、

岡山大学の1996-2013年の13年間における有病率は100万人あたり52.6人である

と書かれている。 

 

さらに、津田敏秀氏から次のような情報が私に提供されている（黒川注：津田

氏のこの情報は津田論文に寄せられた批判letterに対する著者の応答中にも記

述されている。） 

 

「黒川眞一先生、 
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ご連絡ありがとうございます。 

 

そもそもの西美和先生の間違いは「今年、新入生に甲状腺がんが 3 人もいたんです

よ」という立ち話をされて、その後を聞かなかったことです。実は甲状腺検診を受けた

のは新入生だけではないのです。1 万人近くの学生全部でした。そして新入生以外か

らは甲状腺がんはゼロでした。次の年も全学年でゼロでした。その次の年も全学年で

ゼロでした。その次の年も全学年でゼロでした。合計は 36,927 人が検診を受けたこ

とになりますが、甲状腺がん症例は最初の年の新入生 3 名のみでした。ポアソン分

布ですかね？そして検診をされていた先生は退官されました。 

 

その次の話は、1996~2013 年(18 年間) 男女計で 100 万人あたり 52.6 人で、女性

では 98.3 人ですが、これはこの 18 年間にがん症例が 10 例あまり出たのだったと

思います。そのスライドは見せてもらった記憶があります。それで、たしか分母の計算

を間違えておられて、およそ 4 分の 1 程度だったと思います。つまり発生率が約 4 倍

になっていたわけです。まあ、高卒から大学院生(要するに在学生全員の年齢層)の

発生率ならそんなものか、ちょっと多いかなって、当時思いました。 

 

先生が先日行っておられたご質問とは、このことでしょうか？ 

 

取り急ぎ、ご報告申し上げます。 津田」 

 

ここに書かれているように、2012 年、2013 年、2014 年、2015 年の４年間で総数

36927 人の検査をして、3 人しかがんが見つかっていないので、有病率は、100 万人

あたり 81 人となる。 

 

さらに、岡山大学における検査は、大学生に対する触診による検査であり（津田敏秀

氏による）、福島における検査とは対象者の年齢分布が違う。福島と比べるときは、

年齢分布の違いから有病率を 1/3 ぐらいにしなければならない(注) 。それを行うと、

100 万人あたりの有病率は、27 人ぐらいとなり、福島の一巡目検査の 1/15 程度とな

る。 

 

注: 福島の検査との対象者の年齢分布の違いによる補正がどのくらいであるかを決

めるためのデータが存在しないため、次のように考えてこの値を 1/3 としている。大学

生の年齢を 18 歳から 21 歳とする。0 歳から 21 歳の間の発見率が一定であり、ど

の年齢も同人数であるとすると、福島においても岡山大学と同じ率で、がんが発見さ

れることになる。1/1 = 1 ということである。次に、がんはほとんどすべて 18 歳から
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21 歳の間で発見されるとすると、福島の場合は４/22 = 1/5.5 を乗じなければならな

い。実際はこの中間であると考え、ここでは、1/3 と仮定する。 

 

3.3 千葉大学の検査 

 

千葉大の検査の対象は大学生および大学院生であり、福島と比べるときは、岡山大

学の 1/3 よりもむしろ 1/5 ぐらいを掛けるべきだと考える。そうであれば、有病率は

100 万人にたいし 60 人程度である。なお千葉大学のケースは、単年の結果しかな

く、参考とするべきデータではないと考える。 

 

3.4 慶応女子高校の検査 

 

この検査は女子高校における検査であるので、男女の差を考慮して、福島島の検査

と比べるときには、1/2 を乗じなければならず、また、15-17 歳が対象であることから、

さらに 1/2 を乗ずるべきである。そうであれば、有病率は 100 万人あたり 87 人ぐらい

となる。この検査も対象者の人数が少なく参考に留めるべきと考える。 

 

3.5 この章のまとめ 

 

三県調査と慶応女子高校の対象者数はそれぞれ、4365 人と 2879 人と少なく、

37000 人の対象者を持つ岡山大学の結果のみを使うことにする。第 1 章の k=3 のと

きの結果をつかうと、100 万人あたりの有病者数の 95%信頼区間は 17-236 人とな

る。ただしこの数を福島のケースと比較するときは、年齢分布の違いを考慮し 1/3 を

掛け、5.7-78 人(最頻値は 27 人)となる。これを福島の 30 万人に対応させると、有病

者数は 95%信頼区間が 1.7-23.6 人（最頻値は 8.1 人）となる。福島における先行検

査の有病者数 115 人に比べると、下端は 1.5%、最頻値は 7.0%、上端は 20.5%に

相当する。触診とエコーの感度比を 1:2 としても、信頼区間は 3.4-47.2 人、最頻値

16.1 人である。これは、福島における多発が、スクリーニング検査を行ったことによる

多発のみでは説明できないことを強く示唆する。 

 

最後のケースと福島のケースについて、以下の補足で紹介する割合の差の検定を行

うと。n1=37000、r1=２（この２は 3 x 1/3 x 2 = 2 からくる）、n2=300000，r2=115 と

して z を求めると、z = 3.21 となる。帰無仮説として、この 2 つの調査の間に割合の

差がないをとると、z = 3.21 に対応する p 値は 0.001 であり仮説が棄却され、割合

の差があることになる。 
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補足：割合の差の検定 

被ばく学習会において、三県調査の結果をどのように解釈するかという議論が

行われ、その中で仮説検定が話題となった。そこで補足として割合の差を検定

する方法を示す。 

 

二つの調査があり、調査１では対象者 n1人の中に r1人がある仮想した条件に

該当し、調査２では n2人のなかに r2人が該当した。このとき割合 p1 = 

r1/n1 と p2 = r2/n2の間に差があるかどうかを検定するには、以下の公式を

使う。ここで、p = (r1+r2)/(n1+n2)、q = 1-pである。 

 

𝑧＝
𝑝1 − 𝑝2

√𝑝𝑞(
1
𝑛1 +

1
𝑛2)

 

 

そうすると、 z は平均がゼロで標準偏差が１の正規分布に従い、ｚの大きさ

を調べることで、割合の差のp値を求めることができる。 

 

以上 

 

付録：スノウの方法 

 

ロスマンの疫学第 2 版の 104 ページから 106 ページに、ジョン・スノウが 1853 年に

ロンドンで起こったコレラの蔓延が、汚染された水道水を飲んだことによることを発見

した方法が解説されている。ここではその要点を示す。 

 

ロンドンにはいくつもの水道会社が存在した。そのうち、サウスワーク・ヴォ―クスホ

ール社（S 社）とラムベス社（L 社）の配管が混在するような地区では、S社の水を飲

んでいる隣の家は L 社の水を飲んでいるような状況で、貧富の差も学歴の差も

無関係であり、どちらの会社の水を飲んでいた人でも、供給された水以外の違いは

ほとんどないだろうとスノウは考えた。S 社は、汚染されたテムズ川の汚い水を汲ん

でおり、L 社は取水を上流で行いロンドンの汚物が混入していない水を供給してい

た。 

 

スノウは次のように書いている。 
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「S 社は 40046 世帯に給水を、L 社は 26107 世帯に給水を行っていた。その結果、

流行の最初の 4 週間で前者から給水を得た世帯では 286 例のコレラによる致死例

が出たのに対し、後者から給水を受けた世帯では 14 の致死例が出ただけであった。

10000 世帯における致死例の割合は S 社で 71 例、L 社で 5 例であった。したがっ

てこの期間コレラで死亡する危険は、S 社の汚染された水は、L 社のきれいな水に比

べ、14 倍であった。」 

 

コレラ菌は 1884 年にコッホによって発見されたのであり、スノウは知る由もなかっ

た。ましてや水道水中にどれだけのコレラ菌がいたかについておやである。それにも

かかわらず、スノウは、水道水を飲むことによりコレラに罹ることを発見し、水がきれ

いであるかないかが罹患率を決めることを発見したのである。 

 

スノウの調査において、水道会社が A,B,C、D の 4 社あり、それらが給水する水の汚

染具合が、次第に小さくなるとする。それでも、スノウの方法は有効であり、それぞれ

の社あたりのコレラの発生率を求めることができ、発生率は次第に小さくなると想定さ

れる。実は、福島における甲状腺がんの発生率の 4 地域における差があるかどうか

を調べることは、スノウの方法を用いていることになるのである。 
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