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福島県甲状腺検査（1巡目）の最新情報（2014.10.3１まで） 

検査対象者 一次検査受診者 二次検査対象者 二次検査確定者 

人数 367,686 296,586 2,241 1,985 

比率(%) － 80.7  
検査対象者に対する

受診率  

0.8 
一次検査確定者に対

する比率  

88.6  
二次検査受診者に対

する比率 

悪性ない
し悪性疑
い 

109人 
手術85人： 
良性結節1人 
乳頭癌81人 
低分化癌3人 

男性：女性 38人：71人 

平均年齢 17.2歳 （8―21歳） 
 
震災当時 
14.8歳 （6-18歳） 

平均腫瘍
径 

14.1mm 
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福島県甲状腺検査結果をめぐる論争 その１ 

多発の原因：スクリーニング効果か放射線被ばくによるものか（2013

年後半） 

スクリーニング説 
（鈴木眞一教授他） 

疫学者からの批判 
（岡山大津田敏秀教授 他） 

チェルノブイリでは甲状腺が
ん多発は事故後4年目以降。

今はもともとの状態を見てい
る状況。 

放射線影響とは考えられな
い 

地域別に見ると発生率が異なる。 

有病率の補正をしても、従来の甲状腺がん発生
率と比較して今回は多発。 

チェルノブイリでも事故直後から徐々に増えてい
る。 

原因から結果を証明するのは時間がかかる。将
来の大発生に備えて医療体制、健診体制拡充、
検査範囲拡大をすべき。 

鈴木眞一教授 津田敏秀教授 



岡山大津田教授の分析 アワプラネットTV HPより  
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福島県甲状腺検査結果をめぐる論争 その２ 

多数のがん手術：過剰診療ではないか（2014年春頃～） 

過剰診療説 
（環境省専門家委員会の委員） 

適切な医療をしている 
（鈴木眞一 教授他） 

甲状腺がんはもともと予後が良い（おとなし
い）がんと言われている。手術をするのはや
り過ぎ。（澁谷健司東大教授） 
1000人に1人程度のがんを発見するのに県

民全員を検査することが本当に良いことな
のか。県民の立場から考えるべきだ（長瀧
重信長崎大名誉教授） 

リンパ節転移、浸潤、遠隔転移、
声のかすれなど厳しい基準をもと
に判断している。必要な手術をし
ている。（鈴木教授） 
 
 

渋谷健司教授 長瀧重信教授 鈴木眞一教授 
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福島県甲状腺検査結果をめぐる論争 その３ 

甲状腺検査は過剰診断ではないか（2014年秋） 

過剰診断説（津金・祖父江・長瀧） 批判（石川 日本医師会他） 

無症状で健康な人に対する精度の高
い検査は、少なくない不利益（過剰診
断とそれにもとづく治療や合併症、偽
陽性者の心身への負担、一次検査自
体の心身への負担など）をもたらす可
能性がある。（国立がんセンター津金
昌一郎教授） 

甲状腺がんの検診はメリットは全くない。
なぜなら甲状腺がんで人は死なないか
ら。（祖父江友孝阪大教授） 
 

「利益、不利益というが、不安を抱えて
いる住民ががん検診をやりたいなら、
できるような体制をとるべきだ。不利益
とは誰の不利益なのか」（石川広巳日
本医師会常任理事） 
 

「子どもの甲状腺癌は大人に比べアグ
レッシブ。 亡くならなくてもQOLが下が

るケースもある」（清水一雄日本医科大
教授） 

津金昌一郎教授 祖父江友孝教授 石川広巳理事 清水一雄教授 



祖父江氏第７回専門家会議提出資料より 



祖父江氏第７回専門家会議提出資料より 



＜祖父江氏の利益・不利益論＞ 
 
・ 偽陽性…不必要な検査（＋検診に伴うリスク） 
 県民健康調査…Ａ２判定がこれにあたると主張 
・ 生涯発現しないガンの発見・治療…過剰診断 



＜委員らの反論＞ 
 
・ 県民健康調査…転移など必要な場合に手術し
ている。不必要な治療は行っていない。 

・ 説明をしっかりとしたうえで実施すべき 
・ 数％の未分化ガンはすぐに対処が必要 
・ 子どもの甲状腺がんはデータがない 
・ ＱＯＬの向上、真陰性者の安心…大きな利益 
・ 公衆衛生と個人の健康がごっちゃになっている 
・ 被ばくがあり希望が出ているのなら対応すべき 



中間取りまとめより 

「中間とりまとめ」では甲状腺がん検診の不利益をことさら
強調 



中間取りまとめより 



中間取りまとめより 



中間取りまとめより 
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中間取りまとめより 

せいめい‐よご【生命予後】 

病気・手術などの経過において、生命が維持でき
るかどうかについての予測。 
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福島県甲状腺検査（2巡目）の最新情報（2014.10.3１まで） 
検査対象者 一次検査受診者 二次検査対象者 二次検査終了者 

人数 216,699 82,102 457 155 

比率(%) － 37.9  
検査対象者に対する

受診率 

0.8 
一次検査確定者に対

する比率 

62.5 
二次検査受診者に対す

る比率 

悪性ないし悪
性疑い 

4人（手術実施0人） 

男性：女性 3人：1人 

平均年齢 15.5歳 （10―20歳）、
震災当時 
12歳（6-17歳） 

平均腫瘍径 12.0mm 

居住地 伊達市１、田村市１ 
大熊町１、福島市１ 

1回目検査の
ときの状況 

A1：2人 
A2：2人 
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重大な意味を持つ2巡目検査の結果 
 － 崩れはじめたこれまでの論拠 

  ２巡目検査で新たに4人が「悪性ないし悪性疑い」 

   ⇒ １巡目検査を見直したが見落はなかった。 

      （県立医大鈴木眞一教授） 

●2巡目で発見の4人は前回検査から最長2.5年で甲状腺がんと
なった可能性がある。 

●見つかっているガンは遠隔転移や浸潤等で手術が必要なもの
が多い。 

 

 

 

 

 

「チェルノブイリの甲状腺がんはほぼ必ずと言ってよいほど乳頭状で、発現時
に侵襲性が強く・・・急速に増殖し、しばしば局所転移と遠隔転移を生ずる」 
（Williams et al.,2004;Hatch et al.,2005;他多数） 

 「チェルノブイリ被害の全貌 6.2甲状腺がん」 
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チェルノブイリ事故後の子どもの甲状腺ガンの発生 

（ベラルーシ） 



• 「放射線影響とは考えられない」 
→「影響はあるかもしれない」という前提で体制
を考えるべき。 

• 2巡目検査の受診率が低い。 
⇒ 1回目検査で「異常なし」で安心してしまうの
は危険。積極的な受診を。 
⇒県民に信頼を得られるよう検査体制強化。 

• 成人、福島県以外の地域への検査拡大。 

• 医療保障体制の充実＝検査費用だけでなく今
後発見された甲状腺がん治療費も全額公的負
担で行うべき。 
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甲状腺検査の課題  



ご清聴ありがとうございました。 
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ガラスバッチによる 

被ばくの自己管理 

は妥当なのか 
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 「個人の被ばく線量に着目した放射線防護」を打ち出し、空
間線量率が0.3～0.6μSv/h程度の地域において年１ミリシー
ベルトが達成できるとした 。 
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環境省・復興省と４市（福島、郡山、相馬、伊達）は 
「除染・復興に向けた中間報告」を発表(２０１４年８月） 



線量計（サーベイメータ）と個人線量計（ガラスバッチ） 
線量計（サーベイメータ―） 個人線量計（ガラスバッチ） 

写真  
 
 
 
 
 
 

使い方(目的） 測定器を持ってその場所の放射線量
（空間線量率）を測定する。 
 
⇒「場の線量」 

放射線業務従事者が胸または腹部な
どに装着し、その業務期間中の累積
追加被ばく量の評価のために使う。 
⇒「個人（累積）線量」（「人の線量」） 

測定単位 mSv/h、μSv/h mSv/月、μSv/月、mSv/年（推定） 

使用上の注
意 

地表面が汚染されている場合、高さ
により測定結果が異なるので測定時
の高さ（1m、1cm等）を合わせる。 

身体の正面からの放射線量を想定し
ているので決められた場所に装着す
る。周囲全体が汚染している場合は身
体による遮蔽効果により低めの値とな
る。 

同様な測定
器 

モニタリングポスト等 個人線量計（その場で数字が読み取
れる）、Dシャトル。 



線量計（サーベイメータ）と個人線量計（ガラスバッチ）の値
が異なるのは何故か？ 

人は移動する 

家の遮蔽率 学校の遮蔽率 

移動先の
線量率 

ホットスポット
（見えない） 

着け忘れ・装着場所 

家に置きっぱなし 
体育・部活の時間は教室に放置 
  ・・等々 
屋外活動の自粛 



線量計（サーベイメータ）と個人線量計（ガラスバッチ）の値
が異なるのは何故か？ 

ガラスバッチは身体による遮蔽を考慮していない 

全方向からの放射に対応 

正面からの放射を想定しているため、体を貫通してくる
放射線は低めに検出（身体による遮蔽効果）。 



環境省・伊達市他4市による新基準の理屈 

●個人線量は場の線量で予測される被ばく量より少ない 

ファクトブックp.40より 伊達市のガラスバッチ調査の結果 



個人線量を除染基準に使うことの問題点 

●個人線量計（ガラスバッチ）は全方向からの放射線に対しては 
 低めに検出する。 
 （高エネルギー研平山論文では0.68倍：原子力学会誌2013年3月 放射線防護
に用いられる線量概念 平山英夫他) 

●個人のバラつきも考慮されていない。 

1/0.68=1.47倍 



バラつきを無視した平均化⇒少数者の切り捨て 

●個人線量データには個人の行動パターンによるバラつきがある。 
  平均値での推定は被ばく量の高い人の切り捨てにつながる。 

伊達市調査結果（ファクトブック38p）より 

被ばく量 人数

1ミリ以上 17811

２ミリ以上 2979

３ミリ以上 657

４ミリ以上 182

５ミリ以上 76
割合から逆算したため合計人数は合わない。 

被ばく量 割合(%) 人数（逆算）

1未満 66.3 34995

1～２ 28.1 14832

２～３ 4.4 2322

3～４ 0.9 475

４～５ 0.2 106

5以上 0.1 76

被ばく量 人数 

1.5ミリ以上 17811 

3ミリ以上 2979 

4.4ミリ以上 657 

5.9ミリ以上 182 

7.4ミリ以上 76 

全方向照
射であるこ
とを考慮
すると 



個人線量を除染基準に使うことの問題点 

● 個人線量で公衆の被ばく量管理を行うことは、電離放射線障害 
  防止規則（第3条）=「放射線管理区域の明示」の内容に抵触する。 

● 放射線業務を行う事業の事業者の義務： 
   － 「3カ月間に1.3ミリシーベルト（年間5ミリ相当）を超えるおそれ 
    のある区域」を「管理区域」として明示しなければならない。 
   －  「上記の実効線量の算定は1センチメートル線量当量 
    （空間線量率のこと）によって行うものとする。 
   － 「事業者は必要のある者以外の者を管理区域に立ち入らせ 
     てはならない」 
     － 事業者は「管理区域に一時的に立ち入る労働者の管理区域 
    において受ける・・被ばくによる線量を測定しなければならな 
    い」 
 



電離放射線障害防止規則(第三条 管理区域の明示等） 

（管理区域の明示等）  
第三条  放射線業務を行う事業の事業者（第六十二条を除き、以下「事業者」という。）は、次

の各号のいずれかに該当する区域（以下「管理区域」という。）を標識によつて明示しなければ
ならない。 
 一  外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計が三月間に
つき一・三ミリシーベルトを超えるおそれのある区域  
二  放射性物質の表面密度が別表第三に掲げる限度の十分の一を超えるおそれのある区域  
 
２  前項第一号に規定する外部放射線による実効線量の算定は、一センチメートル線量当量
によつて行うものとする。  
 
３  第一項第一号に規定する空気中の放射性物質による実効線量の算定は、一・三ミリシーベ

ルトに一週間の労働時間中における空気中の放射性物質の濃度の平均（一週間における労
働時間が四十時間を超え、又は四十時間に満たないときは、一週間の労働時間中における空
気中の放射性物質の濃度の平均に当該労働時間を四十時間で除して得た値を乗じて得た値。
以下「週平均濃度」という。）の三月間における平均の厚生労働大臣が定める限度の十分の一
に対する割合を乗じて行うものとする。  
 
４  事業者は、必要のある者以外の者を管理区域に立ち入らせてはならない。  
 
５  事業者は、管理区域内の労働者の見やすい場所に、第八条第三項の放射線測定器の装

着に関する注意事項、放射性物質の取扱い上の注意事項、事故が発生した場合の応急の措
置等放射線による労働者の健康障害の防止に必要な事項を掲示しなければならない。  



• （線量の測定）  

• 第八条  事業者は、放射線業務従事者、緊急作業に従事する労働者及び管理区域に一時的に立ち入る
労働者の管理区域内において受ける外部被ばくによる線量及び内部被ばくによる線量を測定しなければ
ならない。  

• ２  前項の規定による外部被ばくによる線量の測定は、一センチメートル線量当量及び七十マイクロメート
ル線量当量（中性子線については、一センチメートル線量当量）について行うものとする。ただし、次項の
規定により、同項第三号に掲げる部位に放射線測定器を装着させて行う測定は、七十マイクロメートル線
量当量について行うものとする。  

• ３  第一項の規定による外部被ばくによる線量の測定は、次の各号に掲げる部位に放射線測定器を装着
させて行わなければならない。ただし、放射線測定器を用いてこれを測定することが著しく困難な場合には、
放射線測定器によつて測定した線量当量率を用いて算出し、これが著しく困難な場合には、計算によつて
その値を求めることができる。 一  男性又は妊娠する可能性がないと診断された女性にあつては胸部、そ
の他の女性にあつては腹部  

• 二  頭・頸部、胸・上腕部及び腹・大腿部のうち、最も多く放射線にさらされるおそれのある部位（これらの
部位のうち最も多く放射線にさらされるおそれのある部位が男性又は妊娠する可能性がないと診断された
女性にあつては胸部・上腕部、その他の女性にあつては腹・大腿部である場合を除く。）  

• 三  最も多く放射線にさらされるおそれのある部位が頭・頸部、胸・上腕部及び腹・大腿部以外の部位であ
るときは、当該最も多く放射線にさらされるおそれのある部位（中性子線の場合を除く。）  

• ４  第一項の規定による内部被ばくによる線量の測定は、管理区域のうち放射性物質を吸入摂取し、又は
経口摂取するおそれのある場所に立ち入る者について、三月以内（一月間に受ける実効線量が一・七ミリ
シーベルトを超えるおそれのある女性（妊娠する可能性がないと診断されたものを除く。）及び妊娠中の女
性にあつては一月以内）ごとに一回行うものとする。ただし、その者が誤つて放射性物質を吸入摂取し、又
は経口摂取したときは、当該吸入摂取又は経口摂取の後速やかに行うものとする。  

• ５  第一項の規定による内部被ばくによる線量の測定に当たつては、厚生労働大臣が定める方法によつ
てその値を求めるものとする。  

• ６  放射線業務従事者、緊急作業に従事する労働者及び管理区域に一時的に立ち入る労働者は、第三
項ただし書の場合を除き、管理区域内において、放射線測定器を装着しなければならない。  

電離放射線障害防止規則(第八条 線量の測定） 



「場の線量から人の線量へ」論の危険性 
● 放射線業務従事者の被ばく防護の 
  考え方 
⇒「管理区域を明示してみだりに立ち入 
  らせない」 
  「業務上一時的に立ち入る場合は 
  その労働者の被ばく線量を測定して 
  管理する」。 
● つまり、「場の線量」と「人の線量」 
   の管理の二段構えで安全を確保。 
 

● 被ばくによる何らのメリットもない一般公衆に対し 
  「人の線量」のみの管理で被ばくリスクを強いることは重大 
  な問題である。 


