
The 5th International Expert Symposium in Fukushima 
on Radiation and Health: 

Chernobyl +30, Fukushima +5: 
Lessons and Solutions 

for Fukushima’s Thyroid Question 

Date: September 26-27, 2016 

Venue: The Celecton Fukushima, Fukushima, Japan 

第5回放射線と健康についての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

～チェルノブイリ30周年の教訓を

福島原発事故5年に活かす～

会期： 2016年9月26（月）～27日（火）

会場：ザ・セレクトン福島

'-r-1日本 THENIPPON 、dfJJ.回FOUNDATION 。一福島県立医科大学 毒事震防 ＠間；·u~ct~fi~al



Abstract 

Thirty Yεars Si設cetheAccidむ誌をi珪 Chernobyl:
ACo註tributionfrom Japan 

"Confirming the Increase of Childhood Thyroid Canむer”
Shigenobu N agataki 

Nagasaki University 

話 納yinternational and binational investi伊tionsinto the health consequences of the Chernobyl accident began 

in 1990, when the International Atomic Energy Agency (IAEA) started its investigation upon the request of the 

government of the USSR. Regarding the contribution from Japan, Dr. Shigematsu, chairman of the Radiation 

Effects Research Foundation (RERF), W部 thechair of the committee responsible for the IAEA report, and 

experts from Hiroshima and Nagasaki also contributed to the inve錯gatioぉ．百1egovernment of Japan (Ministry 

of Health and Welfare, MHW) donated 26 million US$ to WHO for the International Pr吋ecton Health E倫 cts

of the Chernobyl Accident (IPHECA) Program, while a Japan Foundation, the Sasakawa Memorial Healthcare 

Foundation (SMHF) established the Chernobyl Project for the investigation of the health consequences of 

the accident with a budget of 50 million US$. In 1991, the government of Japan (Ministry of Foreign Affairs, 

MOFA) initiated the Japan-USSR Experts Meeting to exchange information among experts, which continued for 

more than 10 years. In addition, many of the NGO contributions started around this period. 

In this lecture, the story of how the increase of childhood thyroid cancer in Chernobyl was confirmed will be 

recounted, using four dating points and including various projectき弓 thus:

1990-1991:Many international and binational projects were initiated, and the increase in childhood thyroid 

cancer cases in Belarus was introduced for the first time outside of the USSR, by Prof. Demidchik, 

addressing the Japan-USSR Experts Meeting, in Nagasaki. 

1992: A report on the increase of childhood thyroid c担 cerfrom Minsk was published in Nature in September, 

and照issionsfrom the EU (including myself〕andfrom the USA were in Minsk in October. After the case 

prese泌総onby Dr. Demidchik, all the members agreed with the diagnosis of thyroid papillary canc杭 but

there was disagreement regarding the cause, with some accepting the accident in Chernobyl as the c泌総

and others not and requesting more epidemiological research. 

1996: At由e10th Anniversary Symposium of International Organizations (including WHO, EU, and IAEA/ 

WHO/EU), the annual incidence of childhood thyroid cancer was expressed as the number of operated 

children/number of children, per country. The annual incidence of childhood thyroid cancer started to 

increase around 1990 in all three countries studied (Ukraine, Belarus and Russian Federation), and this 

was recognized internationally as chronologically and geographically strong circumstantial evidence. 

2000: The results of the 1996 symposium were expressed 部 strongcircumstantial evidence but without a 

dose網 responserelationship. In order to confirm the incre部 ewithout a reliable thyroid dose, the SMHF 

Chernobyl project decided to compare prevalence for children born before and born after the綜 cident.A 

significant di狂erencew部 foundbetween the two groups, and the increase was confirmed. 

Analyzing the results in Chernobyl from lessons in Fukushima: 

The question of whether the cases of thyroid cancer found at the screening in Fukushima were due to radiation 

or to the effects of the screening is of great concern. An analysis of the 30 years of experiences in Chernobyl, 

including the natural course of childhood thyroid cancer, will be import総 tfor both Chernobyl and Fukushima. 
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発表要旨

チェルノブイリ原発事故から30年：日本からの貢献

「小児甲状腺癌の増加の確認」

長瀧重信
長崎大学

1986年に発生したチェルノブイリの原発事故の調査がソ連政府からIAEAに委嘱され、 IAEAが調査を開始

したのは1990年で、同時に世界各国からの調査が開始された。日本からの貢献としては、 IAEAの調査委員

会委員長は重松放影研理事長で、広島、長崎の研究者が参加し、日本政府（厚生省）がWHO本部にチェルノ

ブイリの調査のために26億円を寄付してIPHECAプロジェクトが開始され、笹川記念保健協力財団（SMHF)

は50億円の予算でチェルノプイリプロジ、エクトを立ち上げ、さらに翌年外務省は、日ソ専門家会議による二

国間の人的交流のプロジ、エクトを開始した。その他多くのNGOの団体の貢献もこのころから始まっている。

この講演では、全体の流れとして甲状腺癌の増加が国際的に確認されるまでの経過を紹介する。

1”0・1991：其々の上記のそれぞれのプロジェクトが開始された時代。 IAEA, EU, SMHF, WHO (IPHECA), 

日ソ専門家会議、欧米の各国とソ連の2か国間共同研究などが入り乱れて参入した。 1991年に

Dr. Demidchikが日ソ専門家会議で長崎を訪れたときにソ連以外で甲状腺癌の増加を初めて発表した。

1992：小児甲状腺癌の増加がNatureに発表され、 1か月後にEUとアメリカのミッションが同時にMinskを訪

れた（筆者はEUのミッション）。多数の患者の供覧があり、ミッションの全員が一日で甲状腺癌とい

う診断に同意した。しかし、原因に関しては、原発事故、あるいは放射性ヨウ素によるという意見と、

疫学的な調査が必要であるという意見に分かれ、疫学的調査が継続された。

1996：チェルノプイリ事故10年目の国際シンポジウム（WHO,EU，及び1AEA/WHO/EU合同のOneDecade) 

では、分母を各共和国の子供の数、分子を各年度に手術された子供の数として、小児甲状腺痛の頻度

を比較すると、ベラルーシ、ウクライナ、そしてロシア共和国ともに、 1990年ごろから上昇している

ことが明らかにされ、 chronological,geographicalなcircumstantialevidenceとして原発事故による小児

甲状腺がんの増加が国際的にはじめてevidenceという言葉で発表された。

2000: 10年目の増加の議論は、親量関係も明かではなく confirmしたとは言い難かった。そこで線量測定が不 ‘／ 

明でも甲状腺癌の増加がconfirm される方法として、 SMHFプロジェクトとして原発事故前後に生まれ IL~

た子供の集団を対象にゴメリ州で調査を行った結果、事故後出生群（被ばくしていない群）には甲状 Ir
腺癌の発生は観察されず、甲状腺癌の増加が原発事故に伴う被ばくによることをconfirmできた。 ~ 

福島の経験からチェルノブイリの甲状腺癌を考える：

福島では、現在甲状腺検査で発見された小児甲状腺が、放射線の影響か、スクリーニング効果かが議論になっ

ている。 30年間のチェルノブイリの結果は、小児甲状腺癌のNaturalCourseを示唆する部分もあり、福島の

検査結果の解明に非常に大きな意味を持つ。

The 5th International Expert Symposium in Fukushima 71 


