
 

   

 

 

 

 

甲状腺検査縮小 次の一手 
 

 

2020/2/15（2/24改） 放射線被ばくを学習する会 

田島直樹 
Hamasa7491@hotmail.com 
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（改稿）県民健康調査検討委員会や福島県立医大の先生方は、 

237＋α人に登る甲状腺がん患者皆さんの人生という、大きな責任を担っていらっしゃいます。

そこで、歴史上その「御功績」を決して無為にせぬよう、お名前をはっきりさせるなど、表記に手

をくわえました。2020/2/24 田島  
敬称略 

      

鈴木元 

甲状腺検査

評価部会部

会長 

大平哲也 

福島県立

医科大学

教授 

星北斗 

県民健康調

査検討委員

会座長 

鈴木眞一 

福島県立

医科大学

教授 

津金昌一郎 

国立がん研究

所センター 

社会と健康研

究センター長 

祖父江友孝 

大阪大学医

学系大学院

教授 

 

志村浩己 

福島県立

医科大学

教授 
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昨年からの経緯 
20190222 12回甲状腺検査評価部会（長:鈴木元） 大平哲也 論文(？) なぜ 1巡目評価と

は違う方法？ 

20190603 13回甲状腺検査評価部会（長:鈴木元） 検査 2巡目結果に対する部会まとめ 

20190708 35回県民健康調査検討委員会（長:星北

斗） 

部会まとめ承認 「甲状腺がんと放射線

被ばくの関連は認められない」 

20191007 36回県民健康調査検討委員会（長:星）） 「検査のお知らせ」文星座長に一任 

20200120 14回甲状腺検査評価部会（長:鈴木元）） 3巡目結果報告、今後の検査あり方談論 

祖父江友孝 氏の舌禍 

20200202 

-03 

県立医大・放射線医学県民健康管理セ

ンター国際シンポジウム 

鈴木元、大平論文を代理説明。 

鈴木眞一「過剰診断過剰治療は断じてな

い」「放射線の影響とは考えられない」 

20200213 37回県民健康調査検討委員会（長:星） 津金 「学校検診反対」、星 「学校の意見

を聴き取り」 

20200214 鈴木眞一証人尋問（子ども脱被ばく裁判） 統計外の隠蔽症例追求尋問など 

20200304 山下俊一証人尋問（子ども脱被ばく裁判）  
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2/13 37回県民健康調査検討委員会  

(1) 第 14回甲状腺検査評価部会開催報告について 

(2) 第９回学術研究目的のためのデータ提供に関する検討部会開催報告につ

いて 

(3) 妊産婦に関する調査について 
(4) 健康診査について 
(5) 甲状腺検査について 
(6) その他 
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（３）と（４）は数年分報告 20年度で終了とのこと 

「全国」よりも「福島」のほうが、妊娠・出産異常が少ないことが強調された。 

しかし、 

「アンケート」が、全国のそれと同じ方法で行なわれたのかどうかなどについては、説明

も質問もなし。統計としての有意性吟味はしてないそうです。 

 

そもそも、出産異常という極めてナイーブな統計がアンケートによって得られる、などと

考えること自体、馬鹿げてやしませんか？ 

（例）ABCC遺伝調査プログラム 

原爆を広島・長崎に投下した米軍は日本占領後すぐさま「原爆放射能による遺伝的影響は

ないを」プロパダンダするために、呉市の助産婦を動員して聴き取り調査をさせたが、経産

婦本人が出産異常を正直に告げるわけがない。 
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甲状腺検査データ 

 

区分 

１次 

検査 

期間 

a 

対象者 

b  

１次検査

受診数 

b/a  

同受

診率 

%は１次検査受信者数 bに対する比率 

c 2次でも 

B判定 

d 細胞診 

受診 

e 悪性ないし 

悪性疑い 

f  

手術 

先行 2011-3 367,672  300,476  81.7% 1,376(0.46%) 545(0.181%) 116 (0.039%) 102 

本格１ 2014-5 381,256 270,540 71.0% 1,365(0.50%)  205(0.076%) 71 (0.026%) 52         

本格２ 2016-7 336,669 217,904 64.7% 942(0.43%) 74(0.034%) 30 (0.014%) 29 

本格３ 2018-9 294,183 136,942 46.5% 380(0.27%) 29(0.021%) 16 (0.012%) 8 

本格４ 2020-1        

25歳 

節目 

2018～  4227 9.6%   4 (0.095%) 1 

計       237＋α 187+β 
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志村浩己 教授の甲状腺検査集計報告のあと 

（ア）第５巡検査「お知らせ文」の説明 

（イ）津金昌一郎 意見についてやりとり 
 

「検査お知らせ文」、成人向けの文章が難解だという意見が多数でした

が、本当の問題は、お知らせ文の中身です。 
●デメリット（わるい点）…体に問題のない甲状腺がんをみつけてしま

うことがあるかもしれません 

 
 

－７－ 
 
 

「（ア）検査お知らせ」 文 小学生向け 
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”体に問題のない甲状腺がん”とは？？ 

「悪性ないし悪性疑い」と認定されたなかで、いったいどんな甲状腺がんを指

すのでしょうか？  

具体的な指摘はこれまでも一切ありません。 
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（イ）津金意見とは 

この日欠席した国立がん研究センターの重鎮津金昌一郎 委員（がん予防

学の権威）が、文書で質問と意見を寄せたというのです。まったく奇怪な展開。 

 

「私はそもそも、学校で甲状腺検査をすることには反対だが、

せめて検査同意書を学校に届けるやりかたは、検査の強制に

なるので、やめてもらいたい」 
 

それに対し、県立医大は 

「同意書は県立医大に出していただくので、津金先生 には誤解がある」 
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討論 

富田 委員（福島大法学）…学校検査賛成 

「検査は奨励すべきもので、わたしも（福島大の）学生に勧めている。同意にもと

づく（任意の）検査だとしても、学校の（授業時間提供など）協力は歓迎すべき」 

稲葉 委員（広島大原爆医療研究所）委員…学校検査反対の変化球 

「学校で授業をつぶすから受診率６０％が維持されているが、本人意思による２

０歳以上は１０％にもみたない。後者が真実であると思う」 

 

こうした議論を、星北斗 座長（星総合病院院長・元厚生労働省課長）は次のよう

にまとめた。 

「検討委員のなかにも、学校での甲状腺検査の実態に誤解があるようです。そこ

で、学校関係者に聞き取り調査をすることにしましょう」 

－１１－ 
 

 

さて、「聴き取り調査」とは何でしょう？ 
検討委員会での討論、その後の記者会見でも、「聴き取り調査」の意図はボンヤ

リとして分からなかったのが、NHK福島の報導 を知って明確となりました 

甲状腺学校検査反対で実態調査 

NHK福島 02月 13日 19時 16分 

福島県が行っている甲状腺検査

について、手術の必要がないがんま

で見つけてしまう「過剰診断」の可能

性を指摘する専門家 から、学校で

一斉に検査することに反対する意見

が県の専門家委員会に出され、来年

度以降、どのように実施しているか

学校関係者から聞き取ることを検討していくことになりました。 

 １３日に開かれた県の委員会では、欠席した委員から、学校で一斉に行う甲

状腺検査に反対する意見書が提出されました。  

※ 欠席した委員＝津金昌一郎（国立がん研究センター 社会と健康研究センター長） 
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 意見書では、もし学校で行う場合でも、検査を受けるかどうか、子どもが決め

られるように、授業以外の時間 に行うべきだとしています。 

 県によりますと、県内の小中学校や高校では、主に授業時間に甲状腺検査を行

っていて、ほとんどの児童や生徒が受けているということです。 

 県の甲状腺検査では、これまでにがんやがんの疑いと診断された人が２３７人

にのぼっていて、反対の意見書を提出した委員 は、網羅的に検査を行うことで、

症状も出ず手術の必要がない、ごく小さながんまで見つけてしまう「過剰診断」の

可能性を指摘しています。 

 意見を受け、星北斗 座長は、「実際にどのように運用されているかなどを知って

おく必要がある」と述べ、他の委員からも反対がなかったことから、来年度以降、

学校関係者に聞き取り調査を行うことを検討することになりました。 

 一部の学校で、教員から、検査を行う時間帯や検査の方法、学校で甲状腺検査

を行うことへの意見などを聞き取ることを検討していくということです。 
－１３－ 

 

 

《吟味》もしかするとコレ、 

「学校での甲状腺検査を中止させよう！」 
というキャンペーン開始の号砲かもしれません。 

  学校関係者に聞き取り調査とは、「授業をつぶして甲状腺検査をするの

は、「ホントは止めたい」という声を、学校長などから引き出すための誘
い水かもしれません。 

次の一手 
         ↓ 

2/19 案の定（うしろ付録） 

音喜多議員（維新）の参議院質疑 

 「甲状腺検査は止めよ！」 
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2/3国際シンポジウム 第 2日 
県民健康調査検討委員会（星北斗 座長）や甲状腺評価部会（鈴木元 部会長）

が症例報告をさせない鈴木眞一教授が、シンポジウムの基調報告の１つとして、

総括的な症例報告をしました。 

（参照）https://www.youtube.com/watch?v=Fn_p2KV2Ilc&feature=emb_title 
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鈴木眞一 氏の主張をわかりやすく汲み取ると、  

１、 福島の若年者甲状腺がんは「多発」ではない。放射線の影響では、もとよりな

い。  

２、 県民健康調査で検出したがんは過剰診断ではない。私が手術した症例には

過剰治療は一切ない。  

３、 県民を見守る甲状腺検査は続けるべきである  

 

鈴木 氏の矛盾 
県民健康調査検討委員会の議論の流れと確かにズレがある。 

それが第一の「矛盾」。 

さらに鈴木 氏自身の内部矛盾  

１と２が同時に成り立つためには、放射線以外の「甲状腺がん多数出現」の理由

が明確に示されなければならない。それが理由なき断定だというのが、第２の「矛

盾」です。 
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2/2国際シンポジウム 第 1日 

鈴木元（げん） 氏（県民健康調査検討委員会甲状腺部会長）講演 

 
⚫ 論文著者「大平 先生」の名札がありましたのに、なんで「鈴木元 先生」

が代わりに大平論文の説明をしたのでしょうか? 保育園児の保護者じゃ

あ、あるまいし。 

⚫ 鈴木元「我々は、バイアスのある甲状腺がん発症者数をず～っと（県立医

大から）受け取ってきた」 ハア？？？？  

⚫ 「鈴木元」先生は、例えば、二次検査の到達点である穿刺細胞診の実施率

が市町村ごとに大きく異なっているから、大きなバイアスを生じていると

いい。それを是正する調整（交絡因子調整）が必要なんだ、なんて云って

ました。一方「志村」先生は細胞診適用の判断はキチンと診断基準に従っ

てやってきたと強調しました。どっちに真実があるのでしょうか？  
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⚫ それに第一、細胞診をやるかやらぬか患者さん一人ひとりに対する判断

は、県立医大鈴木眞一先生を長とした「判定委員会」が一元的に行って

きたはずです。原理的には、仮にブレたくてもブレられなかったはずで

す。 

手術すべき患者さんの手術をしないで様子を見るという積極的な経過観察（ア

クティブ・サーベイランス）は、日本でも世界でも、小児や若年者者達には行

なわれていませんし、推奨もされていません。成人であっても径５ミリに満た

ない微小がんだけが検討の対象になっていることが明らかにされました（伊藤

病院・加藤 良平および神奈川県予防医学協会・吉田 明、両氏の報告より）。

つまり、県民健康調査の甲状腺検査で見つかったがんは、積極的な経過観察の

対象とはならないものばかりだということです。 

（参照）https://www.youtube.com/watch?v=yuROMOhqmNw&feature=emb_logo 
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2/15 鈴木眞一 証人尋問（子ども脱被ばく裁判 25回期日） 

 篭脱け簿外、脱税型「甲状腺がん」 

こうした「抜け道」以外にも、県立医大以外の病院での鈴木眞一さん執刀

など、「悪性ないし悪性疑い」の正確な数値が出ないしくみが、証人尋問で

浮き彫りになりました。 

（参照）http://www.ourplanet-tv.org/?q=node/2471 

－２０－ 
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付録日本維新の会・音喜多議員におたずねします。 
貴職は 2月 19日の質疑において、甲状腺検査の結果「甲状

腺がん」と診断された患者さんは、「やらなくても良かった手術

を受けることになった」、すなわち過剰診断であり、摘出しなく

てもいいのに甲状腺を失ったと主張しました。そこでお尋ねし

ます。すでに 2019 年 9月末現在、１87 人以上が甲状腺摘出

手術を受けています。もし貴職が主張するような過剰診断であ

るならば、その摘出手術は業務上過失傷害罪に相当する医療過

誤となります。貴職は、福島県立医大の鈴木眞一教授をはじめ

とする執刀医を業務上過失傷害罪で告発する覚悟を持って、2

月 19日の国会質疑を行なったのですか？  

もし無駄な甲状腺摘出手術を受けたのだとすれば、患者さんたちは一体だれの犠牲者

なのでしょうか？ また、これを 9年間看過してきた貴職の責任は？ 

2020.2.25 放射線被ばくを学習する会 田島直樹 

参議院ビデオ 

資源エネルギーに関する調査会（20200219） 

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php 

00:00:00-03:14:25 

日本維新の会 音喜多駿議員の質問  

01:13:00-01:38:05 

１、原子力委員会の公文書管理について 

２、県民健康調査における甲状腺検査について  

３、福島第一原発の処理水への対応 

のうちの「２」の部分、01:21:52-01:32:32の 10分半の書き起こし 

＝＝＝＝＝01:21:52  

音喜多駿議員  

次にですね、ちょっと通告書とは順番を変えさせていただきまして、先に原発事故

に関連して、福島県で行われている県民健康調査における甲状腺検査について、お

伺いをしたいと思います。 

これはですね、原発に対する風評被害、放射線に対する風評被害とも密接に関係

することから、原子力・エネルギー行政を考える上で、避けて通れないテーマである

と思っています。 

この県民健康調査は福島県が実施しているもので、国環境省が支援をしている事

業ですが、もちろん国にも一定の責任があるものであると考えます。原発事故による放射性物質の拡散や避

難等をふまえ、県民の被ばく線量の評価や健康状態の把握が目的であり、県民の皆様にとって極めて重要な

事業であると認識をしております。 

１ 

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php


ただです、その調査の一項目に 18 歳以下の子ども達向けで甲状腺検査があるわけですが、これが取り分

けがん発見について、過剰検査そして過剰診断になっているのではないかという指摘が多数の専門家からな

されております。 

甲状腺がんの過剰診断とは、成長を止めてほとんどが一生気づかれない、本来的には見つけなくてもよか

ったがんを発見してしまうことをいい、このことに拠ってですね、本来は必要なかった、いわゆる、やらなくても

良かった手術を受けることになったり、若いうちからがん患者といった、そういったレッテル認識を貼られること

で、さまざまな不利益を蒙ることに繋がってしまいます。 

  そして主流学術団体・国際機関はこうした過剰診断の問題を指摘した上で、福島でこれ以上検査をするこ

とについては、非推奨、推奨しないという見解を繰り返し示されております。 

原発由来の甲状腺がんが認められるのであれば全く話は別となりますが、原発事故由来の放射線被ばくと

県民調査で判明した甲状腺がん罹患について、因果関係があるのかどうか、これをまず所管の環境省にお伺

いをいたします。 

環境省田原環境保健部長 

お答えいたします。 

福島県県民健康調査で見つかっております甲状腺がんにつきましては、環境省や国

連、それから福島県がそれぞれ開催をした専門家会議におきまして、いずれも現時点

では放射線の影響とは考えにくいという主旨の評価がなされております。 

昨年の 7 月の福島県の県民健康調査の検討委員会におきましては、現時点におい

て、甲状腺検査本格検査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、との甲状腺検査評価部会まとめが、検査 2 回目の結果に限定されたもので

あるなどの一定の見解を付したうえで、了承されているところでございます。 

音喜多議員 

因果関係はない、原発由来の甲状腺がんは認められない、ということを、明確に御答弁いただきました。 

そもそも甲状腺がんの検査は、検査をすれば多発見されるということは医学界では半ば常識でありました。

それが県民の方には正しく伝わっておらず、それゆえ混乱をしてしまったといった声もいただいております。  

因果関係がないのであれば、何故これ以上甲状腺検査を継続するのか、そこに科学的な理由や根拠があ

るのかどうか、これについてもお伺いをいたします。 

田原環境保健部長 

お答えしたします。福島県の原発事故にかかわる住民の健康管理は、医学の専門家のご意見を十分に尊

重した上で、コンセンサスが得られた科学的知見に基いて進めることが、何よりも重要と考えております。 

福島県の健康調査におきましては、小児の甲状腺がんが増加するのではないか、との懸念が高まったこと

を受けまして、県民の不安に答えるために始まりました。県民の健康を長期に見守るため、この健康調査が

実施をされております。 

で、今後の甲状腺の検査のあり方につきましては、福島県の県民健康調査検討委員会で議論されているも

のと承知しておりまして、環境省といたしましては、検査を希望する人が十分な説明を受けた上で受診できる

ことが重要という観点から、この検討委員会の議論を注視して参りたいと考えております。 

音喜多議員 

はい、いま御答弁があったようにですね、当初は県民の皆様の不安を取り除く不安に寄り添うために、甲状 
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腺がん検査というのがスタートして、そこにたんし必要だったのかもしれません。 

しかし約 10 年が経過したいま、因果関係が明確に認められないのであれば、検査の弊害あわせて考える

必要がありますし、その上で継続するか否かということを判断するべき、具体的にはやめるという選択肢もで

すね、これは積極的に検討するべきであると考えます。 

このまま県の計画通り 35歳まで検査を続けると、1,500例程度が発見され、そのほとんどが過剰診断の被

害がありえる、ということが学会では報告をされています。こうした過剰診断という指摘があることを、環境省

はどう受け止めているのか？ そして過剰診断に対してどのような取り組みを具体的にしているのか、この点

についてお伺いをいたします。 

田原環境保健部長  

お答えいたします。福島県の県民健康調査の検討委員会に設けられております甲状腺検査評価部会の中

間とりまとめにおきましては、福島県の調査で見つかっている甲状腺がんにつきまして、被ばくによる過剰発

生、すなわち実際に放射線により甲状腺がんが増加していることの可能性が完全に否定されるものではない

けれども、いまご指摘のありました過剰診断、すなわち受診者が元々持っていたけれども、生命にかかわった

り症状をもたらしたりしないようながんまでもを、診断してしまっていることの可能性が高いということが、これま

での科学的知見から指摘をされております。 

で、こうした過剰診断に対する対応につきましては、日本乳腺甲状腺超音波医学会のガイドラインに従いま

して、治療の必要性が低い病変ができるだけ診断されないような対策を講じております。また福島県では、検

査対象者に検査のメリットやデメリットにつきまして、より丁寧に説明する甲状腺検査の案内文を、今年の 4月

から送付するということで、希望者が受診できるような取り組みを行なう、というふうに承知をしております。 

音喜多議員 

検討委員会のほうでもですね、過剰診断の可能性が高いということ、そして環境省

も過剰診断のリスクは認識してるといった内容を御答弁いただきました。 

福島県が検査を続けておられるのは、県民の皆様の安心したい、不安だ、そうい

ったお気持を踏まえてのことだとは思いますけども、そもそもこの過剰診断について

の知識をしっかりと伝えられているのか、その点にはまだ疑問が残っています。  

現在福島県でどのような検査が行われているのかといいますと、学校の授業中に

半ば強制的に検査をされているという声も届いております。 

甲状腺がんとはどういうものなのか、進行しないがんもあることなど説明されてい

ない、そういった御意見も実際に伺いました。 

確かに検査を続けることによって、一部の方は安心するのかもしれませんが、その結果そうなる必要がな

かったのに、社会的にがん患者となってしまい、犠牲になる人が出るのが過剰診断の一つの大きな問題です。 

例えば 10 代でがん患者ということになりますと、その後の進学、就職、結婚、出産など、ライフステージの

あらゆるタイミングで、いわば差別的な扱いというのを受けてしまう可能性が高まります。 一例を挙げますと、

主要な生命保険に入れず、場合に拠ってはローンも組めず、家も買えないということが発生する可能性がある。 

日常でも、一生経過観察、通院が必要となるケースがありますし、手術をした場合、体調不良がつづき 

服薬をしなくてはならない、そういったケースも発生します。 

こうしたですね、過剰診断の弊害に加えて福島県の場合、福島県全体の風評被害のことも考えなくてはな

りません。過剰診断が続くことによって、未だに福島県では放射線被ばくがあるのではないかというような、誤 
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解や悪いイメージをもたれる可能性があるからです。 

すなわち本来見つける必要がないがんを県民調査で見つけることによって、福島に一時的には甲状腺がん

罹患数、患者数を増やす結果になる、そのデータをもって福島は危険であると、原発由来の放射線による甲

状腺がんである、こういった間違った認識を生み出す結果につながっている可能性があるのではないでしょう

か？ 

これは、観光産業や農林水産業はじめですね、福島県全体に大きなダメージを与える、そういった一因に

成りかねません。 

原発事故と甲状腺がん罹患についての因果関係はありません。そして、検査による過剰診断という状況は

現に発生しています。さらに甲状腺検査を続けるが故に、地域の不安ひいては風評被害につながっているの

ではないか、という懸念もあります。 

もはや、福島県の健康調査における甲状腺検査をやめる段階に来ていると考えますが、これについて国の

見解をうかがいます。 

田原環境保健部長 

お答えいたします。先ほどもお答えいたしましたように、福島県では甲状腺検査の対

象者に対しまして、検査のメリットだけでなくデメリットをより丁寧に説明する案内文を送

付するなど、希望者が受診できるような取り組みを行なうものと承知をしております。 

また福島県の検査で見つかっております甲状腺がんにつきましては、専門家の会議

におきまして、現時点では放射線の影響とは考えにくい、という主旨の評価がなされて

いるところでございますけども、このことにつきまして毎年福島県立医科大学において

県民等に対して、福島県県民健康調査報告書を公表するとともに、シンポジウムを開

催し、甲状腺検査の結果やその評価等の周知を図っているところでございます。 

環境省におきましても、県民健康調査の結果や放射線の健康影響に関する科学的知見等を、統一的基礎

資料としてまとめまして、ポータルサイト等で広く公表しているところでございます。今後とも、正しい知識の発

信普及に努めて参りたいと考えております。 

音喜多議員 

環境省もね、できる範囲で頑張って情報発信等されていらっしゃるということは十分存じております。とりわ

け、引き続き頑張っていただきたいのですけども、やっぱりこの検査が続いているという一事をもってですね、

情報をですね自分のいいように解釈してですね、風評被害につながるような発信をしてしまう方がですね、世

の中居るということも事実であります。 

  そしてこれが、福島県がやっている主体としてやっている業務であるということも事実であるんですが、や

はり国としてもですねこれは、しっかりこういったいまの実態、過剰診断そうして風評被害と、こうしたものにで

すね、いっそう向き合っていただいて、来年でちょうど 10 年ということになりますので、ここはですね、一区切り

つける、ちょっと機会でもあると考えておりますので、その点私も、環境省そして大臣等々とも今後も議論して

いきたいと思いますので、ご検討よろしく御願い申しあげます。 

 

それでは最後のテーマでですね、福島第一原発に保管されてる処理水の問題についてお伺いをしたいと思

います…… 

＝＝＝＝＝01:32:32 
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