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放射線被ばくを学習する会 
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１．「福島民友」が打ち出した縮小論 

８月８日の福島民友は１面左トップに「甲状

腺検査見直し、対象者縮小」を打ち出しました。

７面の「対論」には、太神（おおが）和広・福島

県小児科医会長と星北斗・福島県民健康調査検

討委員会座長の意見が掲載されています。 

▼太神・県小児科医会長は 

   

 

福島民友 

2016.8.8 

▼星 北斗座長が「検討委で縮小検討」を明言 
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甲状腺がんになるとどうなるか、は５頁以降をご覧ください。 
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▼「想定外の多発」は、なぜ？ 

2011 年に福島の甲状腺検査が始まり、「専門家」の想定外の

事態になっています。“小児甲状腺がんは 100 万人に１人”の

想定だったのに、今年３月末までに 173 人の子どもたちが「悪

性ないし悪性疑い」と判定されています。 

福島県民健康調査検討委員会や国は「潜在がんを見つけてい

るだけだから心配ない」と言い、他方、「潜在がんではない。放

射線の影響だ」と指摘する声も多いのです。一体どう考えたら

いいのでしょうか？ 

▼甲状腺検査、受けないで安心できますか？ 

福島でいま見つかっている甲状腺がんは「進行が遅く、放置

していい潜在がん」ではありません。進行が早く、75％がリン

パ節に転移しています。甲状腺がんは手術してきちんと治療す

ればいのちを失う危険性は極めて少ないのですが、発見が遅れ

ると、再発率・死亡率が高くなり QOL(生活の質)が低下するお

それがあります。 

チェルノブイリでは、事故後 20 年以上経ってもなお、当時

の子どもたちに甲状腺がんが増え続けています（10 頁）。 

それでも、甲状腺検査を受けない方が安心できますか？ 

 

 

 

 

 

 

このパンフレットへのご意見、ご質問をお寄せください。 

放射線被ばくを学習する会 

メールアドレス：anti-hibaku@ab.auone-net.jp  

電話：090-3577-4844（温品：ぬくしな） 
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２．相次いで要望書提出 

▼「３.１１甲状腺がん家族の会」 http://goo.gl/C6xVgl  

福島県知事 内堀雅雄 殿                                                 

２０１６年８月２３日 

要望書 

 私たちは、福島県民健康調査などにより甲状腺がんと診断さ

れた患者家族の当事者団体「３．１１甲状腺がん家族の会」

です。私たちは、甲状腺の検査が見直されるとの報道に接し

大変驚きました。検診は縮小するのではなく、拡充すること

を心から願います。 

 私たちの家族は、県民健康調査によって、甲状腺がんを早

期に見つけ、早期に治療することができました。それでも再

発・転移を経験し、一生、治療と向き合わざる得ない子ども

がいます。 

 私たちはいま、甲状腺がんがあたかも簡単に治る病気であ

るかのような言説により、検査を受けないことを推奨するよ

うな風潮が広がっていることに、大きな懸念を抱いていま

す。確かに私たちも、子どもが、甲状腺がんと診断された

時、大きな不安を抱きました。しかし、もし検査を受けず

に、発見が遅れていたとしたらと考えると、その不安の比で

はありません。 

 私たちの経験から言えることは、福島県で暮らす一人でも

多くの住民がきちんと検査を受けて欲しいということです。

そして、早期に治療を受けられるような医療環境の整備を心

から望みます。福島県に対し、以下を要望いたします。 
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記 

1. 甲状腺検査の縮小に向かうような検査の見直しは行わない

でください。むしろ検査期間の短縮や対象年齢の拡大な

ど、検査を拡充して下さい。 

2. 検診を受けやすい環境の整備や甲状腺がんに対する正しい

情報の発信により、検診率の向上に取り組んでください。 

3. 現在、発生している甲状腺がんが、「過剰診断」によるも

のなのか、きちんとした調査を実施してください。 

4. 医療支援（サポート事業）は、事後手続きによらない簡潔

な方法に変更してください。また県民健康調査以外で甲状

腺がんと診断された患者（事故当時１８才以下）も、医療

支援が受けられるようにしてください。 

5. 甲状腺がん患者の声を反映させる仕組みを整備し、治療環

境を向上してください。 

 

 

 

 

 

 

 

３．すでに再発した子もいます 

 

９月１日、子どもたちの健康と未来を守るプロジェクト・郡

山は 129 団体の賛同を得て県民健康調査課、福島県立医大、県

民健康調査検討委員会に下記の趣旨の要望書を提出しました。 

１．甲状腺検査対象を縮小すべきなど、甲状腺検査の阻害要因

になりかねない発言に厳重に留意すること。 

２．被ばくした、福島県以外の都道府県での甲状腺検査実施。 

３．甲状腺検査で発見された小児甲状腺がんの手術の妥当性に

ついて、公正な立場で、可及的速やかに再検証すること。 

４．公的な役割として、様々な研究成果や知見に誠実に向き合

い、真理の解明に道を開く研究が進められることを切望する。 

▼「子どもたちの健康と未来を守るプロジェクト・郡山」 

要望書に 129団体が賛同 

http://kodomo-kenkotomirai.blogspot.jp/  
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３．すでに再発した子もいます 

FRIDAY 誌 2015 年 9 月 25 日号に「福島原発事

故後に甲状腺ガン 20 歳女子の悲痛な日々」と題

する明石昇二郎さんの記事が掲載されています。 

▼被ばく状況 

記事によると、福島県中通り地方に住む A さん

は、震災当日、中学校の卒業式でした。原発事故直

後の 3 日間は外出を控えていましたが、事故 1 週

間後には、高校の制服を注文するため、母親と一緒

に JR 福島駅前のデパートに出かけました。 

「高校入学をひかえた子どもたちが押しかけ、デ

パートは超満員。建物の外にまで行列がのび、私た

ちも 30 分ほど屋外で待たされました」（A さん）。 

福島市の当時の空間線量は毎時 10µSv 程度でし

たが、知らされていない A さんはマスクもしない

で外出しました。 

▼甲状腺がん発見 

2012 年の夏休みに行われた甲状腺検査で甲状腺

がんが発見されました。喉が少し腫れていましたが、

自分では気がつきませんでした。 

▼2013 年に手術 

2013 年の夏休みに手術を受け、甲状腺の右半分

と転移していた周囲のリンパ節を切除しました。 
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▼翌 2014 年、再発 

県外の美術系大学に進学しましたが、入学後の健康診断で

「血液がおかしい」と言われました。 

2014 年の夏休みに帰郷、県立医大で検査を受けたところ、

「がんが再発している」と言われました。 

治療に専念するため、大学も退学。10 月の再手術では、残っ

た左半分の甲状腺とリンパ組織を切除。肺への転移も判明し、

しばらくはかすれた声しか出ず、傷の痛みをこらえながらリハ

ビリを続けました。生理不順にもなりホルモン剤を飲みました。 

▼放射性ヨウ素で転移がんを殺すアイソトープ治療 

2015 年 4 月には、肺がん治療のため「アイソトープ治療」

を受けました。周囲の人の被ばくを避けるため、三日間は隔離

生活。お風呂に入るのも家族で最後。医師から「トイレの水も

2 回流すよう」言われました。 

 

 

 

 

 

 

 

転移したがん細胞は、もともと甲状腺細胞なので、ヨウ素

を積極的に取り込みます。ヨウ素 131 の入ったカプセルを

飲むと、転移したがん細胞がヨウ素 131 を取り込み、大量

に被ばくして、がんは死滅します。 

甲状腺よりはるかに少ないものの、唾液腺もヨウ素を取り

込むので、唾液腺がんが有意に増えると報告されています。 

遠隔転移した場合、欧米では入院して 37 億～74 億ベクレ

ルの放射性ヨウ素による治療が一般的とされていますが、日

本ではそのための設備が不足しています。A さんのように外

来でアイソトープ治療する場合、投与する放射性ヨウ素の上

限は約 11 億ベクレル。転移がんを１回の治療で根治できな

いおそれがあります。 
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４．甲状腺検査は必要です！ 

▼高校生（事故時）は甲状腺がんになりやすいです！ 

2016 年 6 月 6 日の福島県民健康調査検討委員会で発表され

た資料 2-2 に、1 巡目検査について、１歳刻みの「悪性ないし

悪性疑い」人数と、5 歳刻みの年齢別・一次検査受診者数(表の

緑の行)が掲載されています。「悪性ないし悪性疑い」人数も５

歳刻みに直すと、表の茶色行になります。 

茶色の行の「悪性ないし悪性疑い」人数を緑色の「一次検査

受診者数」で割って 10 万倍すると、年齢階級別の甲状腺がん

発見率(＝有病率：10 万人当たり)が計算できます(青色の行)。 

その結果をグラフにしたのが下の図です。6－10 歳の小学生

と比べると、16－18 歳（事故時）は 20 倍以上も甲状腺がんに

なりやすいことが分かります。 

0-5歳 6-10歳 11-15歳 16-18歳

悪性ないし悪性疑い 0 7 50 59 図3

一次検査受診者数 87,797 92,005 86,120 34,554 資料2

発見率(10万人当たり) 0 8 58 171 計算

年齢階級別「悪性ないし悪性疑い」発見率の計算（１巡目検査） 

年齢階級（2011.3.11）

出典
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▼高校を卒業すると受診率が激減！ 

受診を勧めてください 

甲状腺検査の受診率を年齢階級別に見ると、0－15 歳の子は

１巡目、２巡目とも 80％前後が一次検査を受診しています。 

他方、高校生は１巡目検査でも受診率が低く、皆が高校を卒

業した２巡目検査では、進学・就職で県外に出る子が多い影響

か、20～30％へと激減しています。 

４
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震災時年齢 
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高校生以上になれば、親の言うこともなかなか聞き入れない

ことでしょう。でも、学校で不正確な「放射線教育」を受けて

いる彼らにこそ、正しい情報が必要です。 

親御さんは７頁の図をお子さんに見せ、あるいは心に刻んで、

受診するよう説得してください。 

▼原発事故があったから、甲状腺検査をしています 

福島原発事故により、膨大な量のヨウ素 131 が放出され、

甲状腺がんが増えると予想されています。だからこそ、福島県

が甲状腺検査を始めたのです。 

小児甲状腺がんは 100 万人に１人と言われるほど少ないの

で、一般に甲状腺検診は行われていません。しかし被ばく歴が

ある場合には、福島で行われているように、超音波で５ミリ以

上の甲状腺結節に悪性の疑いがあれば細胞診をするのが、国際

的なガイドラインです。 

▼甲状腺の被ばくが少なくても、がんになります 

左の図の横軸は甲状腺の左の図の横軸は甲状腺の左の図の横軸は甲状腺の左の図の横軸は甲状腺の

被ばく線量被ばく線量被ばく線量被ばく線量、縦軸は被ばくに、縦軸は被ばくに、縦軸は被ばくに、縦軸は被ばくに

よる甲状腺がん増加よる甲状腺がん増加よる甲状腺がん増加よる甲状腺がん増加率率率率****を示を示を示を示

しています。しています。しています。しています。    

体内に取り込んだ体内に取り込んだ体内に取り込んだ体内に取り込んだヨウ素ヨウ素ヨウ素ヨウ素

131131131131 が多いほど、甲状腺がんが多いほど、甲状腺がんが多いほど、甲状腺がんが多いほど、甲状腺がん

になる率が高くなります。になる率が高くなります。になる率が高くなります。になる率が高くなります。取取取取

り込んだ量がどんなに少量り込んだ量がどんなに少量り込んだ量がどんなに少量り込んだ量がどんなに少量

ででででも、も、も、も、甲状腺がんになる率が甲状腺がんになる率が甲状腺がんになる率が甲状腺がんになる率が

小さくなるだけで、甲状腺がんにならない吸入量はありません。小さくなるだけで、甲状腺がんにならない吸入量はありません。小さくなるだけで、甲状腺がんにならない吸入量はありません。小さくなるだけで、甲状腺がんにならない吸入量はありません。    

    

*１万人当たり 1 年で甲状腺がんが何人増えるかを示します。 
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▼誰もが甲状腺がんになる可能性があります 

被ばく線量が同じなら、甲状腺がんになる率は同じです。誰

が発がんするか、分かりません。くじ引きと同じです。「うちの

子は大丈夫」と安心するわけにはいかないのです。 

▼ヨウ素 131 が消えても、甲状腺がんは増え続けます 

 

チェルノブイリの場合、上の図のように、半減期８日のヨウ

素 131 が消滅した後も、事故当時 18 歳以下だった子に甲状腺

がんが増え続けています。潜伏期間の範囲が広いようです。 

▼早期に手術すれば、いのちは助かります 

小児甲状腺がんは手術し

た方が手術しない場合より

生存率が有意に高いことが

分かっています。10 年生存

率は 98.8％（チェルノブイ

リ）、15 年生存率 97％、30

年で 91％（自然発生）など

の報告があります。 

「低線量汚染地域からの報告（馬場朝子、山内太郎）」81 頁 

４
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▼発見が遅れると、再発率・死亡率が高まり、 

QOL（生活の質）が低下するおそれがあります 

まだ論文数が少ないので確実とは言えませんが、甲状腺がん

を早く発見した方が、再発率、死亡率が低いことが報告されて

います。臨床症状が出るようになると肺転移が多くなることも

報告されています。 

甲状腺の近くには、声帯の動きを制御する神経があります。

発見が遅れて甲状腺がんが大きくなったり、リンパ節に転移し

たり、甲状腺外に浸潤したり、あるいは肺などに遠隔転移した

りすると、摘出する範囲も広がり、いのちに別状はないものの、

喉の引きつれ感が出たり、生涯にわたって声がかれたり、呼吸

困難のおそれが生じるなど、QOL（生活の質）が低下します。 

▼再発        全摘  ホルモン補充療法 

甲状腺は左葉、右葉に分かれていますが、欧米では再発しな

いよう、甲状腺を全部取る手術が一般的です。 

他方、甲状腺を全部取ってしまうと、成長・代謝の調節に重

要な役割を果たしている甲状腺ホルモンが作れなくなるので、

毎日甲状腺ホルモンを飲まなければなりません。このため日本

では、がんができていない方の半分を残す手術が一般的で、福

島の小児甲状腺がんでも、大部分は片葉切除です。 

再発すると、残りの甲状腺も取り、甲状腺ホルモン補充療法

を受けます。甲状腺ホルモンの生産量は、普段は脳下垂体が作

るホルモンによって調節されていますが、甲状腺を全部取って

しまうと、この調節ができなくなります。体調に合わせて甲状

腺ホルモン補充量を調節するのがむつかしいと言われていま

す。 
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▼手術後の治療：放射能療法 

再発すると甲状腺がんが他の臓器に転移しているおそれが

あるので、転移したがんをヨウ素 131 で殺す放射線療法を受け

るのが一般的です（５～６頁参照）。 

▼子どもの甲状腺がんは大人に比べて進行が早いです 

このように早期発見が大事なのに、小児甲状腺がんは大人の

場合と違って、進行が早いのが特徴です。 

甲状腺がんの 75％はリンパ節に転移していました。リンパ

節転移も甲状腺外浸潤も遠隔転移もなかったのは、わずか８％

でした。 

1 巡目検査から２～３年後に行われた 2 巡目検査で 59 人が

「悪性ないし悪性疑い」と判定されています。その約半数、28

人は、1 巡目検査では全く「異常なし」の子どもたちでした。 

▼県の検診を受けないと医療費補助が受けられません 

18 歳以下の子どもの医療費は福島県の補助により無料です

が、原発事故当時は 18 歳以下で甲状腺検査の対象になってい

た子どもも、もう 23 歳になっている場合があります。 

2015 年７月 10 日から、19 歳以上でも甲状腺がんの手術や

経過観察の医療費などを補助する「県民健康調査甲状腺検査 

４
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鈴木眞一・福島医大教授の検討委発表（2015.8.31） 

甲状腺がんと判定され手術‥‥‥‥‥‥‥‥ 97 人 
 うち良性結節‥‥‥‥‥‥ ‥‥‥‥‥‥‥ 1 人 
   甲状腺がん‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 96 人（100％） 

    リンパ節転移‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 72 人（75％） 

    リンパ節転移/甲状腺外浸潤/ 

    遠隔転移‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 88 人（92％） 
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サポート事業」が始まりました。 

ただし、このサポートを受けるには、以下の３項目すべてを

満たすことが必要です。 

甲状腺検査との関係で特に問題なのが、第２項です。他県で

「甲状腺がん」あるいは「経過観察の必要がある」と判定され

ても、補助を受けられないのです。 

実際、二度受けた県の甲状腺検査では異常がなかったのに、

たまたま他県で受けた検査で甲状腺がんと診断された方が、福

島県の補助を受けられないまま、手術しています。 

福島県民が他県で「甲状腺がん」あるいは「経過観察の必要

がある」と診断された場合も補助すべきです。 

▼Ｂ判定は 2,300 人ですが、甲状腺がんは 116 人 

検査した方が安心です 

 １巡目の検査では、約 30 万人が一次検査を受け、2,294 人が

精密検査（二次検査）の必要な B 判定あるいは C 判定（C 判

定は１人）とされました。そのうち「悪性ないし悪性疑い」（22

頁参照）とされたのは 116 人、B 判定のわずか５％です。他の

がん検診、例えば乳がん検診でも「精密検査を受けてください」

サポート事業 ３条件 

１．県民健康調査甲状腺検査を受けている方。 

２．県民健康調査甲状腺検査の二次検査において、甲状腺し

こり等（結節性病変）があり、経過観察や治療を医師から

勧められている方。 

３．甲状腺検査二次検査実施医療機関又はその医療機関から

紹介のあった医療機関に通院・入院している（していた）

方。 

４

．

検

査

は

必
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と言われると乳がんを覚悟しますが、実際に乳がんと診断され

る方はごく一部です。 

「がんと診断されると嫌だから」と、がん検診を受けない方も

多いと思います。しかし甲状腺検査で「Ｂ判定（＝二次検査）」

となる子は 0.8％、「悪性ないし悪性疑い」は 0.04％です。検査

した方が、親御さんもお子さんも、安心できるのではないでし

ょうか。手術された方々の声（３頁）をお読みください。 

▼20 歳を超えても、最低２年間隔で検査が必要です 

甲状腺検査は 20 歳までは 2 年間隔ですが、20 歳を超えると

5 年間隔になります。甲状腺がんの進行が早く、また今後さら

に増えることが予想されるので、20 歳を過ぎても最低 2 年間

隔の甲状腺検査が必要でしょう。 

▼甲状腺検査の受診を勧めてください！ 

2016 年８月８日の福島民友記事をきっかけに、福島県民健

康調査検討委員会では、甲状腺検診の見直し・対象者縮小が進

められようとしています。太神（おおが）和広・県小児科医会

長は、甲状腺検査で見つかっている多数のがんを「放射線と関

係なく以前から一定割合あった『潜在がん』を見つけているに

すぎない」、だから「希望者だけを対象に」と言っています。 

とんでもないことです。検査で見つかっている甲状腺がんは

75％がリンパ節に転移しているほど進行が早く、「放置して構

わない潜在がん」ではありません。すでに再発している子もい

ます。早期発見すれば再発率も死亡率も低くなります。甲状腺

検診を積極的に受けてください。 

事故時に高校生だった子は特に甲状腺がんになりやすいの

で、ぜひ甲状腺検査を受けるよう、勧めてください。 

４

．

検

査

は

必
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５５５５．．．．QQQQ&AAAA 

 

原発事故の 2011 年 10 月から始められた１巡目検査の結果

は以下のとおりです（2016.3.31 現在）。 

１次検査 
受診者数

（人） 

Ａ判定 

（人） 

Ｂ判定、

Ｃ判定 
（人） 

細胞診 
受診者 
（人） 

悪性ないし

悪性疑い 
（人） 

300,476 298,182 2,294 545 116 

割合（％） 99.2 0.8 0.18 0.039 

Ａ判定：5.1 ミリ以上の結節や 20.1 ミリ以上ののう胞がない 

Ｂ判定：5.1 ミリ以上の結節又は 20.1 ミリ以上ののう胞がある 

（5.1 ミリ未満の結節、20.1 ミリ未満ののう胞でも甲状腺の状

態等から二次検査を要すると判断された場合を含む） 

Ｃ判定：甲状腺の状態等から判断して、直ちに二次検査を要す

る場合 

原発事故当時、おおむね 0 歳から 18 歳だった福島県民約 36

万人のうち約 30 万人（81.7％）が一次検査を受け、2,293 人が

Ｂ判定、１人がＣ判定を受けました。 

Ｂ判定、Ｃ判定を合わせて 2,294 人のうち、545 人が穿刺（せ

んし）細胞診を受け、116 人が「悪性ないし悪性疑い」（22 頁

コラム参照）と判定されました。受診者の 0.039％、10 万人当

たり 38.6 人です。「悪性ないし悪性疑い」と判定され手術を受

けた 132 人（２巡目検査を含む）のうち良性結節は１人だけな

ので、「悪性ないし悪性疑い」＝甲状腺がんと考えられます。 

ほんとうに多発してるんですか？ 

検討委も多発を認めています 

５

．

Ｑ

＆

Ａ 



 

16 
 
 

▼子どもの甲状腺がんは 10 万人に 0.3 人 

甲状腺がんは男

性より女性に多く、

子どもには非常に

少ないがんです。 

全国推定値の過

去 10 年間平均では

10 万人当たり 0.3

人です。 

 

▼津田敏秀・岡山大教授によれば、最大 50 倍の多発 

福島の１巡目検査後の手術で甲状腺がんと診断されたのは

116 名です。単純に計算すると、全国推定値の 129 倍です。 

但し、福島の検査は超音波で調べた結果ですが、全国推定値

は何らかの症状が出て病院に行き、甲状腺がんと診断された数

です。超音波で見つかった平均 14 ミリ程度のがんがさらに大

きくなり症状が出て、病院で甲状腺がんと診断されるまでには

時間がかかります。 

その時間（平均有病期間）を４年として計算すると、福島の

甲状腺がんは全国推定値の 32 倍です。32 倍の多発です。 

福島を地域別に調べた津田敏秀・岡山大教授の論文によれば、

中通り中地区（二本松市など）では、50 倍の多発です。 

▼検討委も「数十倍の多発」と発表 

今年３月、福島県県民健康調査検討委員会は「数十倍のオーダ

ーで多い甲状腺がんが発見されている」とする「県民健康調査

における中間取りまとめ」を発表しています。 

もはや、多発は疑いようのない事実です。 

５

．

Ｑ

＆
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▼潜在がんは進行が非常に遅いがん 

福島の甲状腺がんは、進行が早いがん 

亡くなった大人の人を解剖すると、20％くらいの人に甲状

腺がんが見つかります。潜在がん（＝ラテントがん）、あるいは

非常に小さいので微小がんとも呼ばれます。潜在がんは進行が

非常に遅いので、死後に解剖して初めて気づく、ということに

なります。 

このため、大人の甲状腺潜在がん（微小がん）の場合は、す

ぐに手術しないで、定期的に大きさの変化を観察しながら様子

を見ることもあります。 

福島の甲状腺検査結果（2016.6.30 現在） 

検 査 予定期間 悪性ないし悪性疑い 

１巡目（先行）検査 2011～2013 年度 116 人 

２巡目（本格）検査 2014～2015 年度 59 人 

 

59 人の 1 巡目検査は下記の判定でした。 

Ａ１判定 28 人 結節、のう胞なし 

Ａ２判定 26 人 5.0 ミリ以下の結節、20.0 ミリ以下ののう胞 

Ｂ判定 5 人 

5.1 ミリ以上の結節又は 20.1 ミリ以上の 

のう胞。それ以下でも甲状腺の状態等から

二次検査を要すると判断された場合も。 

多発してると言っても、 

潜在がんを見つけてるだけでしょ？ 

福島の甲状腺がんは潜在がんではありません 

QQQQ&AAAA 

５

．

Ｑ

＆
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他方、福島でいま問題になっている甲状腺がんは、非常に進

行の早いがんです。事故後２年までの１巡目検査で 116 名、４

年までの２巡目検査で 59 名が「悪性ないし悪性疑い」と判定

されています（17 頁の表参照）。２巡目検査の 59 名中 28 名

は、１巡目検査では異常なしのＡ１判定でした。わずか２～３

年で、新たに甲状腺がんができているのです。 

手術した子の 75％はリンパ節に転移し、92％の子にはリン

パ節転移、甲状腺外浸潤、遠隔転移の少なくともいずれかが見

られました（下表）。転移しない潜在がんではありません。 

▼97％が手術適応で潜在がんではありません 

上記の手術報告では、「非手術経過観察も勧めたが、本人希望

で手術」したのはわずか 3 人。97％が手術適応でした。「放置

していい潜在がん」ではないのです。 

▼潜在がんは大人のがん。福島の検査では除外しています 

潜在がんは大人には見られますが、子どもでの報告はありま

せん。潜在がんはほとんどが２～３ミリ以下で、これは福島の

検査基準から除外されています。 

鈴木眞一・福島医大教授検討委発表（2015.8.31） 

甲状腺がんと判定され手術‥‥‥‥‥ ‥‥‥97 人 
 うち良性結節‥‥‥‥‥‥ ‥‥‥‥‥‥‥ 1 人 
   甲状腺がん‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 96 人（100％） 

    うち「非手術経過観察も勧めたが、 
本人希望で手術」‥‥‥‥ ‥ 3 人（３％） 

      手術適応‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 93 人（97％） 

       リンパ節転移‥‥‥‥‥‥‥ 72 人（75％） 

       リンパ節転移/甲状腺外浸潤/ 

       遠隔転移‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 88 人（92％） 

５

．

Ｑ
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▼チェルノブイリでは広範囲に拡散、薄まりました 

チェルノブイリでは福島の約

10 倍のヨウ素 131 が放出されたな

どと推定されています。チェルノ

ブイリの放射能は福島の17倍の面

積に拡散しました。海上拡散を考

慮しても、面積当たりの濃度に大きな違いはないでしょう。 

▼甲状腺の被ばく線量はほとんど測られていません 

チェルノブイリでは甲状腺の被ばく線量が 35 万回以上測定

されています。福島で甲状腺の被ばく線量が曲がりなりにも測

られたのは、1,000 人規模です。原子力安全委員会がきちんと

測定するよう指示しても、測定されませんでした。 

▼1080 人の甲状腺スクリーニングは過小評価されています 

2011 年の３月、福島の子ども

たち 1,080 人の甲状腺スクリー

ニングが行われ、甲状腺被ばく

線量は非常に低かったとされて

います。 

実際には、甲状腺の線量から、汚染された衣服の線量を差し

引いたので、甲状腺被ばく線量は大幅に過小評価されています。 

福島の甲状腺被ばく線量は 

チェルノブイリよりずっと低いそうですが？ 

そんな証拠はありません 

QQQQ&AAAA 

チェルノブイリ 福島

145,000 8,424

セシウム137 3.7万Bq/m
2

以上の面積（Km
2
）

「科学」2016年3月号256頁

５

．

Ｑ

＆
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▼チェルノブイリで甲状腺被ばくが異常に高いのは 
原発直近からの避難民だけです 

「甲状腺等価線量

平均 490mSv」はチェ

ルノブイリ３国（ウク

ライナ、ベラルーシ、

ロシア）の住民の

0.1％、1986 年に原発

直近の立入禁止区域

から避難させられた

人だけです。３国住民の甲状腺等価線量は平均 17mSv でした。 

福島の被ばく線量を控えめに推計している国連科学委員会

（UNSCEAR）は、福島の人々の甲状腺等価線量*を 7.2～

82mSv（避難区域）、16～83mSv（飯舘村など計画的避難区域）、

7.8～52mSv（避難区域以外の福島県）と推計しています。 

甲状腺被ばく線量は福島の方がチェルノブイリより高いの

かもしれません。（*１歳児、10 歳児、成人） 

チェルノブイリでも甲状腺がん患者の半数は 100mSv 未満 

チェルノブイリで甲状

腺がんになったのは、立

入禁止区域の子どもたち

だけではありません。半

数以上が甲状腺の等価線

量 100ｍSv 未満でした。

10mSv 未満も 15.6％い

ました。 
http://goo.gl/vkTyxq   

５
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ｍSv 未満も 15.6％いま        

 

チェルノブイリ３国の小児甲状腺がんは、事故翌年から増え

ていたことが分かっています。 

▼超音波検査ができるようになったのは３～４年後 

超音波検査器を積んだ車が導入されたのは事故３～４年後

からでした。それまでは触診だったので、超音波検査で見つか

る甲状腺がんが見つからないことがありました。チェルノブイ

リの甲状腺がんは、事故１年後からもっと多かった可能性があ

ります（テレビ朝日「報道ステーション」2014.3.11 放映）。 

事故後１年で甲状腺がんが 

増えるのは早すぎない？ 

チェルノブイリでも 

事故の翌年から増えてたんですよ。 

QQQQ&AAAA 

」 

http://goo.gl/Safkd   

５

．
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▼最短潜伏期は１年 

 

 

 

 

 

 

上の表は米国疾病管理センター（CDC）が 2013 年に発表

した、がんの最短潜伏期間です。血液がん以外の子どものが

んは最短潜伏期間１年とされています（http://goo.gl/rG9H5H）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

がんの種類別最短潜伏期間（CDC） 

１．中皮腫            11 年 

２．固形がん            ４年 

３．血液がん           0.4 年（146 日） 

４．甲状腺がん(大人）      2.5 年 

５．子どものがん(血液がん以外） １年 

悪性ないし悪性疑い 

甲状腺の２次検査で甲状腺がんの疑いが強い場合、甲

状腺に針を刺して細胞を取り、顕微鏡で検査します〔穿刺

（せんし）細胞診〕。ここで手術が必要と判断されると、

「悪性ないし悪性疑い」と判定されます。 

１巡目検査では 545 人が穿刺細胞診を受け、そのうち

116 人が「悪性ないし悪性疑い」の判定で手術を受け、残

りの 429 人は経過観察になりました。 

「悪性ないし悪性疑い」は単一の括りであり、「『悪性』

の場合はすぐに手術し、『悪性疑い』は手術待ち」、という

ことではありません。 

116 人のうち、102 人が手術を受け、良性だったのは１

人だけで、101 人が甲状腺がんでした。 

 

５
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検討委は県内を４地域に分けて比べ、差はないとしています。

しかし一次検査受診者中の悪性ないし悪性疑い率（＝有病率）

をよく見ると、会津地方に比べて浜通りでは 1.21 倍です。 

しかもここで言う「浜通り」はいわき市、相馬市、新地町で

す。北に離れた相馬市、新地町を除いて、いわき市と会津地方

を比べると、統計学的に有意ではないものの、1.36 倍です。 

検討委は甲状腺がん発見率に 

地域差はない、と言っていますが？ 

中通りの中の地域差が大きいのに、 

検討委は中通りを平均しているので、

地域差が見えなくなっているのです。 

QQQQ&AAAA 

避難区域等 33.5

中通り 38.4

浜通り（いわき市、相馬市、新地町） 43.0

会津地方 35.6

地域 色分け

悪性ないし疑い

10万人当たり

第 23 回福島県民健康調査検討委 資料 2-2 

１巡目検査 
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▼津田敏秀・岡山大教授の地域分けでは 

 

 

 

 

 

 

 

津田教授は、いわき市、郡山市など人口の大きな市を独立の

地域とし、人口、被ばく程度、検査年度などを考慮して９地区

に分割して有病率を比較、「いわき市以外の南東地区」と「中通

り中地区」では２倍の違いが明らかになりました。 

１巡目検査の甲状腺がん有病率比（「科学」2016 年 9 月号）を改変 

▼原発事故から検査までの年数の違いを考慮すると 

「2011 年度地域」は事故後１年目、中通りは２年目、会津、い

わき市と南東地区、相馬地区は３年目に検査しています。原発

事故から検査までの期間を調整すると、地域差が鮮明です。 

「いわき市以外の南東地区」

の有病率*を１とすると 

＊

有病率＝

悪性ないし悪性疑い

一次検査受診者

 

＊

有病率＝

悪性ないし悪性疑い

一次検査受診者

 

「いわき市以外の南東地区」

の有病率*を１とすると 
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チェルノブイリで被ばく時５歳以下に甲状腺がんが出たの

は事故３年後以降です。福島でも、事故の３～４年後に行われ

た２巡目検査で事故時５歳の子ども一人が「悪性ないし悪性の

疑い」と報告されました（2016 年６月６日の検討委）。ヨウ素

131 の取り込みはチェルノブイリではミルクから、福島では呼

吸からが主で年齢分布に反映している可能性があります。 

下図で、ウクライナの事故後 4-7 年（白棒）

では 5歳以下に大勢出ていますが、事故後 0-3

年（黒棒）では 5歳以下は 1人だけで、赤棒

の福島とほとんど同じです。 

チェルノブイリと違い、事故時５歳以下に

甲状腺がんは出てないと聞きましたが？ 

 

甲

状

腺

が

ん

患

者

数 

被ばく時年齢 

福島 

ウクライナ 

チェルノブイリ事故

３年後までの甲状

腺がんも放射能の

影響です。 

Tronko et al. 
Thyroid 24242424, 
1547-8(2014) 

事故後 0-2 年 

 

福島 

QQQQ&AAAA 

 

例えば 18 歳で

被ばくしたウク

ライナの子は、

事故後 3 年まで

に 13 人、4～7
年に 37 人が甲

状腺がんになっ

たことを示して

います。 

 
事故後 0-3 年

事故後 4-7 年 
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▼放射能の影響を否定する根拠は何もありません 

あるのは、放射能の影響を示すデータばかりです 

検討委員会も認めている小児甲状腺がん多発（15 頁）の原

因は何でしょうか？ 検討委員会は「放置しても構わない潜在

がんをみつけているから数が多くなる」と言っています。75％

もリンパ節に転移している（12 頁）のに、「潜在がん」のはず

がありません。「悪性ないし悪性疑い」率の地域差（24 頁）か

ら放射能濃度との関係が見えてきます。 

上の表から分かるように、福島の小児甲状腺がんは自然発生

のものより女性の比率が小さいです。福島の小児甲状腺がんは

自然発生のものと発がん原因が違うと考えられます。 

▼外部被ばく線量が高いと甲状腺がんになりやすい 

検討委は事故後 4 ヶ月間の

外部被ばく実効線量を推計

しています。甲状腺被ばく線

量に比例するものではあり

ませんが、線量が高いほど２

巡目検査で甲状腺が見つか

る率が高くなっています。放

射能の影響を示す証拠です。 

小児甲状腺がん（診断時 20 歳以下）の男女比 

自然発生* １巡目検査*2 ２巡目検査*3 
ベラルーシ*4 
（18 歳以下） 

1：4.8 1：1.8 1：1.4 1：1.9 

*1「病理と臨床」31313131,25-30(2013)  *2 第 23 回検討委資料 2-2 

*3 第 24 回検討委資料 2-1 *4 Demidchik ら http://goo.gl/Vc7TOk 

QQQQ&AAAA    まとめまとめまとめまとめ 
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甲状腺甲状腺甲状腺甲状腺がんががんががんががんが増増増増えているんですってえているんですってえているんですってえているんですって。。。。    

やっぱりやっぱりやっぱりやっぱり放射能放射能放射能放射能のせいかしらのせいかしらのせいかしらのせいかしら？？？？    

検査するから心配になるんだ。 

検査を受ける人を減らそう！ 

このパンフレットへのご意見、ご質問をお寄せください。 

放射線被ばくを学習する会 

ホームページ：https://www.facebook.com/antihibaku/  

メールアドレス：anti-hibaku@ab.auone-net.jp  

電話：090-3577-4844（温品：ぬくしな） 

頒布価格 100 円 

「いらすとや」のイラストを使わせていただきました。 
ありがとうございます。http://www.irasutoya.com/ 

これが縮小論の発想？ 


