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福島県民健康調査甲状腺検査結果	
一巡目検査	
（2011〜2014年）	

二巡目検査	
（2014〜2016年）	

三巡目検査	
（2016〜2017年）	

　計	

悪性ないし
悪性疑い	

　　116人	
（2016年3月迄）	

　　71人	
（2016年12月迄）　	
一巡目検査結果	
A1:33人、A2:32人、B:5人	
一巡目検査未受診：1人	

4人	
（2017年3月迄）	
	
前回の結果	
地域未発表	

191人	

男女比	
事故時年齢	
(平均)		

　39：77（1：2）	
			6才〜18才	
		（14.9±2.6才)	

　　32：39（1：1.22)	
　　5才〜18才	
					(12.6±3.2才)	

2：2（1）	
8才〜13才	
（10.3±2.1）	

手術結果	 102人	
乳頭がん：100人	
低分化がん：1人	
良性結節：1人	

　49人	
乳頭がん：48人	
その他の甲状腺がん：1
人	

2人	
乳頭がん：2人	

がん
確定：	
153人	

腫瘍サイズ	 5.1〜45.0mm	
(13.9±7.8mm)	

5.3〜35.6mm	
(11.0±5.6mm)	

8.7〜17.7mm	
（13.4±3.4mm	



甲状腺がんの手術例（125例）	
国際専門家会議（2016年9月）鈴木眞一	

術後診断	

術式	 全摘出4例、片葉摘出121例	

男女比	 1.8（男性44例、女性81例）	

再発	 数例	

リンパ節転移	 97例（77.6%）	
甲状腺外浸潤	 49例（39.2%）	

過剰診断とは言えない	



一巡目検査結果に基づく県民健康調査検討委員会
による「中間取りまとめ」　（2016年3月）	
•  罹患統計などから推定される有病数に比べて数

十倍のオーダーで多い甲状腺がんの発見	
•  放射線の影響とは考えにくい	

福島県民健康調査甲状腺検査	
結果の評価	

●	チェルノブイリに比較して被ばく線量が低い	
●	被ばくからがん発見までの期間が概ね1年から4年と短い	
●	事故当時5才以下からの発見はない	
●	地域別の発見率に大きな差がない	

考えにくいとする根拠	



3・11甲状腺がん子ども基金の設立	
基金設立の背景	
　●福島県における甲状腺がんの多発（中間取りまとめ）は	
　　認めながら放射線の影響とは考えにくいとしている	
　　がん患者、その家族は声を挙げにくく孤立した状況にある	
　●若年者の甲状腺がん発症に伴う困難	
　　保護者が一緒に通院しなければならない	
　　通院に時間的、経済的負担がかかる	
　●年齢により進学、就職、結婚、出産などに支障を来したり	
　　進路の変更を余儀な くされる	
	
　本来ならば事故の責任を負うべき国及び東電が損害や健康被害	
を子ども被災者支援法13条に基づき補償すべきである。	
基金は国がその責任を果たすようになるまで、広く国の内外に寄付
を呼びかけ独立性の高い資金によって経済的な支援をはじめ	
多様かつ継続的な支援を行うと共に原発事故による健康被害状況
調査・把握等を行う	



3・11甲状腺がん子ども基金	
手のひらサポートの療養金支給対象者	

事故当時19才以下で放射性プルームが	
通過した、秋田、岩手、宮城、山形、福島、	
新潟、栃木、群馬、茨城、千葉、東京、	
埼玉、神奈川、静岡、山梨、長野の	
1都15県に居住していた人で25才以下で	
甲状腺がんと診断された人。	
		
一律10万円を支給。	
アイソトープ治療が必要な方には	
10万円追加。	
	



手のひらサポート給付状況	
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（5＊）：県民健康調査以外での発見数	

第1期　2017年3月31日迄4回支給の内訳	

がん発見の契機：福島県内　県民健康調査　53名	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　県民健康調査以外（独自検診や自覚症状による検診）　5名	
　　　　　　　　　　　福島県外　独自受診や自覚症状による受診　18名　	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　自治体による検診　　　　　　　　　　　1名	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　大学受験や入社時検診　　　　　　 　4名	
男女別人数：男性30名　女性36名（福島県内28：30，県外7：16）	
事故時年齢：福島県内　4〜18才（平均13.5才）	
　　　　　　　 　福島県外		4〜19才（平均15.1才）	
再発：福島県内5例	
アイソトープ治療者：10例（福島県内2例、県外8例）	
　　　　　福島県内と県外を比較すると検診を行っていない県外に進行例が多い	



●　県民健康調査の1巡目でA判定、	
●　2015年に2巡目の検査で悪性ないし悪性疑い	
●　福島県立医大で経過観察	
●　福島県立医大で2016年前半に手術	

県民健康調査検討委員会に報告されていなかった	

症例は	

二巡目で報告された5才児の発症とあわせ	
放射線の影響は考えにくいとする根拠の一つであった	

“5才以下の発症がない”が崩れた	



県民健康調査の問題点	
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県民健康調査課によると経過観察に移行する基準は不明	
少なくとも県は関与していない。県立医大が決めたのか？	
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調査概要にある経路	

調査概要にない経路	

？	 基準・数共に不明	

A1・A2相当	

−真の甲状腺がん罹患数の把握ができないシステム−	

A1:結節、嚢胞なし	
A2:5mm以下の結節又は20mm以下の嚢胞	

B：5.1mm以上の結節又は20.1mm以上の嚢胞	
C:ただちに二次検査を要する	



・被ばく線量がチェルノブイリと比べて低い？　→　	
　　　　　　　　　　　　　　1,080人のデータのみ、計測法が不適切（専門家会議）	
・被ばくから発症まで1〜4年は短すぎる？	
　　・二巡目の発症者71名中一巡目の結果	
　　　A1:33人、A2:32人　（約2年で最小でも5mm増大）	
　　・一巡目でA1で2年後に17.5mmとなったケース（第5回評価部会鈴木眞一氏）	
　　　→　4年以内の発症はあり得る）	
・事故時5才以下の発症はない？　→　知られている範囲で、4才児1人、5才児1人	
・地域別の発症率に差がない？　→　差がないとした、鈴木等と大平等の論文は	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　放射線量を反映していない区分である	
・スクリーニング効果？　→　通常6〜7倍、数十倍の説明は不可	
・過剰診断・過剰治療？　→　鈴木眞一氏のデータが否定	

甲状腺がん多発の原因は？	

中間取りまとめで放射線の影響とは考えにくいとして挙げた根拠は	
ことごとく否定されている。	
加えて男女比が時を追って1に近づいておりチェルノブイリ型に近くなっている	

放射線の影響は否定できないとすべき	



甲状腺腫瘍の診療ガイドラインQ&Aより	

放射線被曝（被曝時年齢19才以下、大量）は	
明らかなリスクファクターである（推奨グレードA）	
一部の甲状腺癌には遺伝が関係する（推奨グレードA）	

体重の増加はリスクファクターである（推奨グレードB）	

これ以外に科学的に立証されたリスクファクターは、	
今のところ存在しない。	

甲状腺癌のリスクファクターには	
どのようなものが存在するか？　	

推奨グレード	
A：質の高いエビデンスがあり、診療で使用・実践するすることを強く勧める。	
B:		質は高くないがエビデンスがあり、診療で使用・実践するすることを強く勧める。	

日本甲状腺学会雑誌　Vol	1,	2010	

米国癌学会：	
米国甲状腺学会：ヨード不足、放射線被ばく、遺伝子異常　　	



【調査期間】2017年1月〜4月末日	
	【対象者】「手のひらサポート」受給者81家族	
	【回答数】77人(回答率95%)	
	【回答者内訳】		
<事故時の所在地>	
福島県内:55人、福島県外:22人	
<性別>	
男性:32人、女性:45人	
<回答者>		
本人：22人、家族：51人、親子:3人	
　・福島県内の回答者は 7	割以上(55	人中 42	人)が 	
　　家族からの回答でした 	

受給者へのアンケート調査	

詳しくは：h<p://www.311kikin.org/2017/04/17/764	



不安に思うことは何ですか（複数回答可）	



甲状腺がんに関連して、どのような	
情報を知りたいですか?(複数回答可)	 

	



患者・家族の方の声：まとめ	

•  差別を怖れ発症を周囲に隠している患者・家族が多い。	
•  支援支援者がいることを知り生きる力を頂いた。前向きに過

ごせるのも支えてくれる人がいることが判ったから。	
●				甲状腺がんになった原因を知りたいという声が	
　一番多かった。検査をこれからも継続して欲しい。	
•  将来への不安を抱えている家族が大部分。国が責任を持っ

て経済的支援、生涯にわたって健康診断をして欲しい。	
•  通院・受診に時間がかかりすぎる。	
•  的確な医療情報を望む声が多い	
•  県民健康調査甲状腺検査の二次検査後の負担に対する支

援；サポート事業の存在を周知して欲しい	
　（19才以上が対象）	

	
	

	
	

寄付を寄せて下さった方への感謝の気持ちは全ての方から	



さよなら原発　代々木公園　2012年7月16日	
h<p://sayonara-nukes.org	

放射線の影響は否定できません。	
線量評価、甲状腺検査は継続するべきです。	


