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甲状腺の位置とかたち

http://cancerinfo.tri‐kobe.org/pdq/summary/japanese.jsp?Pdq_ID=CDR0000258029
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甲状腺の役割①

• 海藻などに多い栄養素「ヨウ素」を原料に「甲
状腺ホルモン」をつくる唯一の臓器です。

• 「甲状腺ホルモン」は多すぎても少なすぎても
健康に問題を起こすので、ちょうどよい量にな
るように脳がコントロールしています。

http://koujyousengan.jp/about/function.html
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甲状腺の役割②

• 「甲状腺ホルモン」は新陳代謝を促し、特に子
どもの発育や日々の活力に必要なものです。

• 子どもでは不足すると発育遅滞のおそれもあ
るので、注意が必要です。

http://www.womenhealth.jp/naika/thyroid.htm
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小児甲状腺がんはどういう病気か？
①

がん診療ガイドラインhttp://www.jsco‐cpg.jp/item/20/index.html

• 小児甲状腺がんは成人のものと異なっています

• 福島で見つかっているのはほとんどが乳頭がん
です

• 成人のものより転移浸潤や再発が多いです

• 生涯にわたる経過観察を必要とします
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小児甲状腺がんはどういう病気か？
②

がん診療ガイドラインhttp://www.jsco‐cpg.jp/item/20/index.html

• 小児甲状腺がんは成人のものより進行は早
いですが、適切な治療を行えば死亡率は高く
ありません。
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甲状腺微小がんは若年であるほど
進行する

https://doi.org/10.1016/j.surg.2017.03.028

各世代における甲状腺微小がん（1cm以下、転移浸潤なし）を10年間経過観察した場合に
がんが進行した割合（隈病院）

中高齢者に比べて、20代以下の若年者では微小がんでも進行する割合が高い
（ただし、福島の小児甲状腺がんのほとんどは1cm以上または転移浸潤しているのですでに微小がん
ではない）



日本（伊藤病院）における小児甲状腺がん
の治療成績

Sugino K. World J Surg. 39, 2259‐65.（2015）

再発なしの割合甲状腺がんに関する生存率

遠隔転移なしの割合



甲状腺がんになったら？①

http://www.med.nagoya‐u.ac.jp/nyusen/sick/thyroid/t_comp.html

• 『1cm以下の微小ながんで、転
移や浸潤がない場合』

• 内視鏡手術を使ってがんを摘出
する、非常に小さな傷ですむ手
法があります。

• 内視鏡でない場合も、甲状腺の
一部の切除ですむことが多いで
す。

• 高齢者の場合、進行が遅い場
合もあるため、経過観察すると
いう選択もあります。
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病理と臨床2013年1月号p22

http://www.kuma‐h.or.jp/index.php?id=44

http://www.gan‐info.com/317.9.html



甲状腺がんになったら？②

http://www.med.nagoya‐u.ac.jp/nyusen/sick/thyroid/t_comp.html

• 『1cm以上または転移や浸潤
がある場合』

• 日本のガイドラインでは「絶対
的手術適応」とされ、経過観
察は勧められません。

• 内視鏡手術はできません。

• 甲状腺全体を摘出する可能
性が高くなります。

http://www.jsco‐cpg.jp/guideline/20_2.html#cq20

病理と臨床2013年1月号p22
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甲状腺がんになったら？③

http://www.med.nagoya‐u.ac.jp/nyusen/sick/thyroid/t_comp.html

• 『肺転移など遠隔転移がある
場合』

• 甲状腺全体の摘出になります。

• 多くの場合放射性ヨード治療
を行います。

• 甲状腺ホルモンは産生できな
くなるので、生涯にわたりホル
モン投与が必要になります。
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http://www.gan‐info.com/317.9.html



甲状腺がんになったら？④

http://www.med.nagoya‐u.ac.jp/nyusen/sick/thyroid/t_comp.html

• 転移や浸潤があると、神経や
気管、血管を巻き込んで傷を
つけてしまうリスクが増えます。

• 放射性ヨード治療はよく効く治
療法ですが、強い放射性物質
の投与なので晩期障害のリス
クがあります。

• 転移すると再発率が高まると
いう報告があります。

Grigsby PW et al. Cancer. 95(4):724‐9. 2002

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jaesjsts/31/1/31_59/_html/‐char/ja/

http://todai3ge.umin.jp/koujyousen.html
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小児甲状腺がん放射性ヨード治療のリスク

• “apparent increased risk of second malignancies 
and overall mortality among childhood DTC 
survivors who were treated with radiation”

• 『放射線治療を受けた小児甲状腺乳頭がん患者
における二次発がんリスクと死亡率の明らかな
増加』

米国甲状腺学会小児甲状腺がんガイドライン

doi:  10.1089/thy.2014.0460



甲状腺がんになったら？⑤

http://www.med.nagoya‐u.ac.jp/nyusen/sick/thyroid/t_comp.html

• まとめると、

• 甲状腺がんは適切に治療す
れば生命が助かる確率は高
いといえます。

• しかし進行した場合、治療が
遅れれば遅れるほど後遺症、
晩期障害、二次発がん、死亡
率や再発が増すおそれがあり
ます。
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被曝量はどうなのか？①

• チェルノブイリでは、約35万人についてスペクトロ

メーターで喉と胸を測定し、核種分析も行いまし
た。

• 一方福島では2011年3月26~30日の、サーベイ
メーターによる1080人の簡易測定しかほぼ実測

値がなく、原子力安全委員会も『個人の健康影
響を評価するには適切ではない』としています。

http://digital.asahi.com/articles/ASHD97F45HD9UBQU00R.html?

Likhtarev I. A. et. al Health Phys. 69:6‐15 (1995)
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被曝量はどうなのか？②

• その1080人測定でも、非常に奇妙な方法を使っ
ています。

• 空間にも放射線はある程度存在するため、通常
は測定値から『バックグラウンド（BG）』として空間
の分を差し引きます。

• しかし空間の放射線が非常にところでは汚染を
カバーしてしまい測定できません。

• 福島での測定は、そういう場所で、『個人それぞ
れの着衣の汚染をバックグラウンドとして引く』と
いう奇妙なやり方で測定を強行しました。
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「見捨てられた初期被曝」 (study2007)など



被曝量はどうなのか？③

• その結果何が起こるかというと、これは実際の測
定の記録ですが、着衣の汚染分を引いた結果、
被曝量がゼロになったりマイナスになったりして
います。
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被曝量はどうなのか？④

• 普通に考えれば、着衣の放射能汚染がひどい場
合には、本人の被曝量も大きいことが想定され
ます。

• しかしこのやり方では、ひどい汚染をした人から
は大きなバックグラウンドを引くことになりますか
ら、自動的に大きな被曝量がなくなってしまいま
す。

ココから、

コレを引くと……汚染ゼロ??
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被曝量はどうなのか？④

• 日本政府はこういった方法によるデータをもとに、
甲状腺の被曝量は『最大で35mSv』だと公表し、
またWHOなどの国際機関にもそのように伝えて
います。

• しかしこのデータは過小評価の可能性が非常に
高く、また福島全体の個人の被曝量を代表でき
るものではありません。

• 実際には、この数倍以上の被曝があった可能性
があります。
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被曝量はどうなのか？⑤

• このように、甲状腺の被曝量についてはほとんど
不明といわざるを得ない状況です。

• また、ウクライナでの甲状腺がんの大半は
100mSv以下で発症しています。

Tronko M.D. et al. Cancer. 86, 149‐56. (1999)
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放射線被曝による小児甲状腺がんに
閾値は認められない

https://doi.org/10.1210/jc.2016‐3529

“Our analyses reaffirmed linearity of
the dose response as the most 
plausible relationship for 
“as low as reasonably achievable” 
assessments for pediatric low‐dose 
radiation‐associated thyroid cancer risk.“

『われわれの解析は低線量
被曝による小児甲状腺がんに
ついて、線形の線量応答を
認め、“合理的に達成可能な
限り低く”という方針が
妥当であることを再確認した。』



評価されていない内部被曝

• 第21回｢県民健康調査｣検討委員会

• 床次眞司氏：「チェルノブイリよりも被曝線量がはるかに
低いとされているが、この検討委では内部被曝評価をし
ていないのに、それでいいのか？」

• 清水一雄氏：「チェルノブイリより少ないというのはこれ
までの記述としてということで、初期の内部被曝を調べ
ることは重要だ」

• 星北斗氏：「高い被曝を受けている人はいないと思って
いたが、いるとするとこの検討委員会の根本が崩れる」

http://www.ourplanet‐tv.org/?q=node/2004



福島の甲状腺がんはどうなのか①

• 現在、38万人の子どものうち、甲状腺がん疑いを含めると
214名、甲状腺がん確定は175名となっています。ただし、保

険診療となった症例については報告から除外されているた
め、実際にはさらに増加する可能性が高いです。
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pEx1: 浸潤が甲状腺被膜をこえるが、胸骨甲状筋あるいは脂肪組織にとどまる
pN1: 所属リンパ節転移あり



福島の甲状腺がんはどうなのか②

• 被曝量が少ないから放射線の影響ではな
い？

• →すでにみたように、福島原発事故での放射
線被曝線量の記録がチェルノブイリと比べて
圧倒的に乏しく、個人の線量を決定できる水
準ではない上、著しく過小評価しているおそ
れがあります。また、100mSｖ以下なら影響が
ないというのもまちがいです。
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福島の甲状腺がんはどうなのか③

• 進行しないがん・おとなしいがん・できては消
えるがん？

• →小児甲状腺がんは成人のものよりも『アグ
レッシブ」（進行が早い）とされており、こういっ
た主張（進行しない～）には科学的根拠があ
りません。

• →福島の手術例でも9割以上に転移や浸潤
が見つかっており、進行の速さを裏付けてい
ます。

平成27年12月30日発表 県民健康調査「甲状腺検査（本格検査）」実施状況
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福島の甲状腺がんはどうなのか④

• 過剰診断だから検査をやめるべきだ！

• →がんの過剰診断の定義は「進行しない・ま
たは寿命で亡くなるまでに症状が出ないよう
ながんを見つける（治療する）こと」とされてい
ます。

• 甲状腺がんの場合、成人、特に高齢者の場
合は比較的進行が遅く、微小で転移浸潤が
なければ寿命で亡くなるまでにそれほど進行
しない可能性があります。
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https://doi.org/10.1093/jnci/djq099



福島の甲状腺がんはどうなのか⑤

• 過剰診断だから検査をやめるべきだ！

• →ところが小児甲状腺がんの場合は成人の
ものより進行が早く、また子どもは余命が長
いため、これを当てはめるのは無理がありま
す。

• また実際に福島の検査では9割以上に転移
浸潤があり、すでに術後に再発例も報告され、
二巡目でも多発が確認されました。進行しな
いどころか進行は早いようです。

27http://www.ourplanet‐tv.org/?q=node/2173



過剰診断を主張していた渋谷健司氏は、転移
浸潤がないと考えていた

“ ”

“ ”

→過剰診断か否かは、がんが進行するか・しないかにかかっています。
つまり、転移浸潤がすでに見られているならば、進行しない・遅い
とはいえず、論拠は崩れます。

http://www.huffingtonpost.jp/kenji‐shibuya/thyroid‐function‐test_b_5518695.html



Avraamides C. J. et al. Nat Rev Cancer. 8, 604–617. (2008)

がんが進行するとはどういうことか

１．転移浸潤のない癌a 2．転移浸潤のない癌b

3．浸潤をはじめたがん 4．転移をはじめた
がん

栄養獲得能力の
低いがんは
小さい

やがて周囲の
血管やリンパ管
を引き寄せ始める

血管がつながると
大きく成長や
浸潤を始める

血管やリンパ管
を通して転移を
開始する
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• つまり、ある程度の大きさ（1cm）以上であっ

たり、転移、浸潤のあるがんというのは、初期
の微小がんとは大きさだけでなく、性質その
ものがより危険なものに変化している、とみる
ことができます。

• また治療としては、進行するまでに対処する
のが望ましいといえます。

がんが進行するとはどういうことか②
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非曝露・低曝露群での甲状腺検査
対照群（チェルノブイリ）は存在する

http://fukushimavoice2.blogspot.jp/2015/10/blog‐post_19.html



チェルノブイリ事故後の否定論

• Artifact Due to Active Case Finding
→検査によるスクリーニング効果では？
→サイズや転移浸潤の割合から否定

• Unexpected Geographical Distribution
→地理的な汚染濃度と発症が一致しない
→ヨウ素被曝量とセシウム汚染は必ずしも一致しない
→その後、ヨウ素被曝量との相関が見いだされる。また硝酸塩摂取など被曝感受性に相
関する因子も報告される

• Short Latency Period
→がんの発生が早すぎる
→早い発生のがんもあることがわかってくる(CDCでは小児がん発症期間は最低1年)

→最終的には被曝のない次世代で甲状腺がんが激減して確定

DOI:10.1002/stem.5530150733



初期甲状腺がんの治療メリット

Clement S. C. Cancer Treat Rev. 41, 9‐16 (2015)

甲状腺分化型乳頭がんの初期検出は
成人（中～高エビデンス）の場合と同様、
予後がよい点を考慮しても、
子ども（低エビデンス）の場合も有益である。

子どもの場合はサンプルや論文の数が少なく、エビデンスレベルは
まだ低いが、初期治療で再発率や死亡率の低減が認められている。



韓国の甲状腺がん過剰診断論

Lee J.H. and Shin S.W. Lancet. 384, 1848. (2014) (Correspondence)

・韓国の事例は通常時・成人の
甲状腺がん

・福島の被曝時・子ども甲状腺
がんとは比較にならない

・韓国の検査は
「30歳以上の成人対象」
「ほとんどが小さな乳頭癌」
「20代の検査も小規模したが、
30代以上の1/30以下の頻度」

・韓国では5mm以下でも手術をして
いたが、福島では5mm以下では、
二次検査にも回らない。

https://twitter.com/koichi_kawakami/status/680684234369966080

Choi M. Y., Endocrinol Metab. 29, 530–535. (2014)
https://www.jstage.jst.go.jp/article/endocrj/55/6/55_K08E‐188/_article



剖検の例とはまったく異なります

福島甲状腺検査

• 本格検査①

• 平均年齢16.9歳（震災当
時12.6歳）

• 平均腫瘍径11.1mm

• 本格検査②

• 平均年齢17.1歳（震災当時
11.2歳）

• 平均腫瘍径15.7mm

スペイン剖検

• A群
• 平均年齢67.9歳
• 平均腫瘍径4.75mm

• B群
• 平均年齢58歳
• 腫瘍径は0.07mmから

1.8mmの範囲、79%は1mm
以下

そもそも剖検は病気等で亡くなった患者さんの解剖なので、健康な子どもの検査との比較は
不適切ですが、仮に比較しようとしても数字や状態が違いすぎます。

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8508367



天文学者さん、それ嘘です！



手術の適応症例について（訂正報告）2018年9月5日
http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/287608.pdf

ほとんどが「経過観察を勧められない」症例である

公式資料によれば、172例のうち「自ら手術を希望した」のは11例のみ、しかも
そのうち9例からは転移浸潤がみつかっています。

（全体でも転移や浸潤がないのは5例のみ）



ネット医師（?）さん、それ間違いです！



出生 寿命死

成人の甲状腺がん
子どもの
甲状腺がん

成人の甲状腺がんは進行期間が長く、発症率も高いため、
発見時に転移浸潤があっても進行が早くない場合があります。
一方、子どもの甲状腺がんは進行期間が短いため、
発見時に転移浸潤があることは進行が早いということになります。

子どもと成人の進行期間の違いに注意！



ネット医師（?）さん、それ無茶です！

甲状腺検査評価部会の吉田委員らが指摘しているように、子どもの甲状腺がんの治療が遅れ
症状が出るほど進行すると、手術の侵襲性（手術によるダメージの大きさ）や、後遺症のリスク
（気管や神経を巻き込む）、再発、遠隔転移、放射線治療による二次発がんのリスクが増します。
この発言は患者さんの受けるそういったリスクを無視した暴論です。



高野徹先生、それは誤読です

http://www.med.osaka‐u.ac.jp/pub/labo/www/CRT/Fuku7.html



論文の結論は全然違います

小児や青年の分化型甲状腺がんは（治療すれば）死亡率は低いが、再発のリスクが高い。
がんが大きかったり、多中心性だったり、診断時に転移がある者は最も再発のリスクが大きい。

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1046/j.1365‐2265.1998.00584.x



1. 甲状腺内限局時に発見して治療
すれば再発が起こりにくいのは
当たり前。がん細胞が甲状腺の
外に出ていなければ、そこを除
去すれば再発しない。早期発見
の効果。

2. リンパ節転移での再発が直接進
展に追いつくのは、進行が遅い
せいではなく「早い」ため。リンパ
節を通ってすでに微小な転移が
広がっているということ。

高野説、何がおかしいのか？



1. 『天寿がん』という根拠のない、
というより科学的根拠に反した
想定。

2. また仮に『天寿がん』を想定す
るなら、福島の小児甲状腺が
んでは高率で転移浸潤がある
ため、それらは『天寿がん』で
はないということになる。自説
の中で矛盾。

高野説、何がおかしいのか？②



高野先生、それは『治療後』の予後です

http://www.med.osaka‐u.ac.jp/pub/labo/www/CRT/Fuku7.html

実際の論文は手術治療後の予後に関するもの。

“All patients were treated with surgery 
(hemi/partial thyroidectomy in 45 
patients, subtotal thyroidectomy in 85
, total thyroidectomy in 12“

質問は治療しなくても問題ないのか？という意味だが、
高野氏は『治療後』の予後のデータを出し、しかも
『治療後』であることを書かない。

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22411092



緑川論文ではがんの「進行」について
はわからない

緑川論文は腫瘍の「サイズ」を半年程度観察しただけ。
転移や浸潤についてまったく記述がなく、その後の経過も不明。
子どもの甲状腺において、甲状腺がんのサイズが一定の制限を受けるのは当然。
子どもの甲状腺がんでは、サイズが小さくても転移浸潤が進行することが知られており、
米国のガイドラインでもサイズのみで悪性度を測らないように指摘されている。



過剰診断はすでに専門家らによって
対策済みである

福島原発事故後の福島県小児甲状腺健診と小児甲状腺癌放射線と甲状腺 鈴木眞一 医学のあゆみ 甲状腺疾患のすべて

日本はもともと甲状腺がんの経過観察を世界に先駆けて実践している過剰診断対策のトップです。
現在の体制はそれらの専門家によってつくられており、それでも手術が必要な状態のがんがこれだけ
出ているのです。



危険な『過剰診断論』

• 福島の子どもの甲状腺がんに関する『過剰診
断論』は誤った情報や論理に基づいている。

• 誤っているだけでなく、患者さんの受けるリス
クを無視し、患者さんを危険に晒しかねない。

• 過剰診断対策はすでに専門家らによって十
分にとられている。

• にもかかわらず、高率に転移浸潤のあるがん
が多数見つかっているということの重大さに
向き合うことが必要です。


