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福島県外では 
被ばくに対応した体系だった健診は 

なにも行われていない 
 

福島県内でも 
甲状腺がん・心の健康等に 

狭くターゲットがあたった健診に 
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福島県県民健康調査 

• 基本調査～外部被ばく評価 

• 健康診査 
– 対象は狭い…「避難区域等の住民及び基本調査の結
果必要と認められた方」 

– 「長引く避難生活や放射線への不安などが健康に及
ぼす影響の調査や、疾病の早期発見、早期治療の
ための健康診査の実施」 

• 甲状腺検査 

• こころの健康・生活習慣に関する調査 

• 妊産婦に関する調査 
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問題意識 

• 健診の範囲が狭すぎる 

• 健診の項目が限定的 

• 健診の目的は？ 

–個々人の健康のため：健康被害の未然防止 

–疫学調査：放射線影響の把握 

• 当事者の声が反映されていない 

• 検査結果、情報は誰のもの？ 
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甲状腺がん 
転移・浸潤など、症例は深刻 

• １巡目では悪性または疑いが109人、うち確
定が84人（３７万人のうち約８割にあたる２９
万６０００人が受診） 

• 2014年6月30日の段階で、58例の手術の術
後病理診断では、腫瘍径 10 ㎜以下は 15 例
（28％）かつリンパ節転移、遠隔転移のないも
のは 3 例（6％）であった。甲状腺外浸潤 
pEX1は 37％に認め、リンパ節転移は 74％が
陽性 

5 



甲状腺がん遺伝子変異、チェルノブイリと
別型 福医大など見解（福島民報 2014.11.15） 

東京電力福島第一原発事故を受け、１８歳以下の約３
７万人を対象に県と福島医大が実施している県民健
康調査「甲状腺検査」で、これまでに見つかった甲状
腺がんの細胞の遺伝子変異を解析した結果、チェルノ
ブイリ原発事故の被ばくで甲状腺がんになった子ども
の遺伝子変異とは別型だった。研究結果を福島医大
と長崎大のグループが初めてまとめた。研究グループ
は今回の結果を踏まえ、「福島第一原発事故の影響
は考えにくい」との見解を示している。 
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福島県立医大は、「事故の影響かどうかについてはわから
ない」と否定 



甲状腺がん 
２巡目で４人の子どもが「疑い」 

• 検査結果が確定したのは、60,505人、そのうちの４人 
• 受診率は激減⇒37％に （1 次検査受診率80.7%） 
• 前回はA1、またはA2（※）判定 
※ A1：結節ものう胞もなし 
※ A2：5.0 ㎜以下の結節や 20.0 ㎜以下ののう胞 

• 男の子が３人、女の子が１人 
• 大熊町、田村市、伊達市、福島市 
• 事故当時、６歳、10歳、15歳、17歳 
• 最大の実効線量（外部被ばくのみ）は2.1mSv（一人は
不明） 

• 腫瘍の大きさは７mm～17.3mm 
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8 
津田敏秀教授による分析 
OurPlanet-TV「甲状腺がん悪性・疑い１１２人～前回「異常なし」の子も４人」 



深刻な事態に向き合わない 

環境省・専門家たち 
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環境省「専門家会議」 

• メンバー選定の問題 

• 議論の進め方 
…「原因」（＝被ばく線量）評価に重点。不確かな甲
状腺被ばく調査をもとに被ばく評価を延々と議論。 

 …「現に生じていること」を分析・評価していない。 

 …被害者からの聞き取りなし、恣意的な運営 
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• 2巡目の結果（前回問題なかった子どもたち４
人に甲状腺がん疑い）が発表された12月25

日前に、強引に「中間取りまとめ」を取りまと
め 

 

• 傍聴者の排除 
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環境省「専門家会議」における 
「中間取りまとめ」 

1. 福島県内の被ばく量は、チェルノブイリと比
べても低い 
→識別できるような健康被害は生じない 

2. 福島県外の被ばく量はさらに低い 
→健診を行う必要はない。全国がん登録や
データベースの活用、リスコミで対応 

3. 福島県における甲状腺検査を「疫学目的」に 

4. 甲状腺がん以外の疾患、医療費減免など、
議論されていないことが山積 
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環境省「専門家会議」における 
「中間取りまとめ」 

「国際機関の評価と同様、今般の原発事故による
放射線被ばく線量に鑑みて、福島県及び福島近隣
県においてがんの罹患率に統計的有意差をもって
変化が検出できる可能性は低いと考える。また、
放射線被ばくにより遺伝性影響の増加が識別され
るとは予想されないと判断する。さらに、今般の事
故による住民の被ばく線量に鑑みると、不妊、胎
児への影響のほか、心血管疾患、白内障を含む
確定的影響（組織反応）が今後増加することも予
想されない。こうした評価は、WHO 報告書や 
UNSCEAR2013 年報告書での評価と同様である。」 13 



環境省「専門家会議」における 
「中間取りまとめ」 

「専門家会議は、福島県民の将来の安心を確
保するため、この県民健康調査『甲状腺検査』
について、甲状腺がんの増加の有無に関する
科学的知見を得られるようなものとして充実さ
せるべきであると考える。特に、被ばくとの関連
について適切に分析できるよう、WHO 報告書
でも言及されている 疫学的追跡調査として充
実させることが望ましい。」 
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「中間取りまとめ」の問題点① 

• 現在、福島県健康調査において明らかになっ
てきている事象、とりわけ甲状腺がんについ
ての疫学的な分析や、個々の症例について
の分析・考察が行われていない。 

 

• 福島県で行われている甲状腺検査について、
「健康の見守り」から「疫学追跡調査」へ見直
すよう提言。 
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「中間取りまとめ」の問題点② 

• 「専門家会議」では、実態を検討せず、一般
論に基づき「偽陽性」「過剰診断」の議論が繰
り返された 

 

• 放射線による健康影響について、甲状腺が
ん以外の癌や、非がん疾患について検討し
ていない。 
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「中間取りまとめ」の問題点③ 

• 福島県内外で被ばく量を比較。県外の被ばく量
は低いとして、県外における健診を切り捨て。 

 

• 甲状腺被ばく調査の1080人のデータが非常に
不確かにもかかわらずそれを採用。 

 

• 国際機関の評価として、WHOとUNSCEARのみに

依拠。内容に関する検証を行っていない。恣意
的な引用。警告的な部分を踏まえていない。 
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「中間取りまとめ」の問題点④ 

• 福島原発事故における発がんリスクを「統計
的な有意差を検出することは困難」」としてい
るが、低線量被ばくにおける発がんリスクの
有意性を示す多くの論文を無視。 

 

• 被害当事者の聞き取りをしておらず、その
ニーズを踏まえていない 
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【福島民報】 
甲状腺検査の充実を  

環境省の専門家会議が中間報告 

東京電力福島第一原発事故による健康の在り方
について検討する環境省の専門家会議（座長・長
滝重信長崎大名誉教授）は１８日、都内で開かれ、
県の県民健康調査で実施している甲状腺検査を
充実させるべきとの中間報告をまとめた。  
 

一方で、「被ばくが少ないと考えられる住民を含む
広範囲で引き続き一様な対応を行うことが最善か
どうか」と指摘。現行で全県となっている検査対象
者の範囲縮小などが今後の検討課題になるとの
見解を示した。  
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環境省の施策の方向性 

1. 事故初期における被ばく線量の把握・評価の推進 

2. 福島県及び福島近隣県における疾病罹患動向の
把握  
→全国がん登録の分析 

3. 福島県の県民健康調査「甲状腺検査」の充実 
→「疫学調査」 

4. リスクコミュニケーション事業の継続・充実 



国際機関の評価として、WHOと
UNSCEARのみに依拠。内容に関する検

証を行っていない。恣意的な引用。警
告的な部分を踏まえていない。 
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福島原発事故の被ばく量は 
チェルノブイリより低い？ 

「今回の原発事故による住民の被ばく線量が
チェルノブイリ事故に比べて低い9)ため、チェル
ノブイリ事故後のように甲状腺がんが多数増 

加するとは考えられないと述べている。」 

「少なくともチェルノブイリ事故よりも被ばく線量
が低いと判断できるとした評価には同意するこ
とができる」  

（中間取りまとめⅡ ２．（２）および（３） ） 
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UNSCEARが行った 
チェルノブイリ原発事故との比較 

線量が低い根拠としては、 
 東電福島事故による日本全体の 

集団線量と 
チェルノブイリ事故による 
欧州全体の集団線量を 

比較する記載があるだけである。  
 
 集団線量（人シーベルト）＝（平均線量×人数）の合計 



UNSCEARが行った 
チェルノブイリ原発事故との比較 

 中間取りまとめp6の注 

 9) UNSCEAR 2013 年報告書には、「福
島第一原発事故後の日本の住民の 
集団実効線量は、 

 チェルノブイリ事故後の欧州住民の 

 集団実効線量の約10～15%である。 

 同様に集団甲状腺吸収線量は、 

 チェルノブイリのそれの約5%であった」 

  との記載がある。 



福島原発事故の被ばく量は 

チェルノブイリより低い？ 

実際にはUNSCEARの報告書では、福島原発事

故とチェルノブイリ原発事故の自治体ごと／また
は地域ごとの比較を行っているわけではない。 

 

自治体ごとの平均線量で比較して見れば、 

東電福島の被ばく線量がチェルノブイリ 

より低いとは一概には言えない。 



UNSCEAR2008 年報告書 p118 
 図B-Ⅴ  

UNSCEAR2013年報告書 

(本文和訳先行版) p30 図VI   

より改変 

成人の事故後１年間の 
実効線量(mSv）  

1986年-2005年における 
実効線量(mSv）  

作成：瀬川嘉之 



実効線量はチェルノブイリに匹敵 
平均実効線量：外部被ばく、内部被ばくを合わせた重み付け平均 

 

作成：瀬川嘉之 



UNSCEAR2013報告書 p187  

Figure C-X の線量区分および色分けより  

事故時の就学前の小児に関する 
平均甲状腺吸収線量(mGy）  

UNSCEAR2008報告書 

P116 図B-Ⅲ 

事故後１年間の１歳児の 
平均甲状腺吸収線量(mGy) 

作成：瀬川嘉之 



甲状腺吸収線量は「不確かさ」があまりに大きい 
平均甲状腺吸収線量： 初期のヨウ素および短半減期核種の寄与 

作成：瀬川嘉之 
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作成：瀬川嘉之 
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WHOによる評価 
「最も汚染された場所」の人々に予想されるリスク増加の評
価として、以下のように記載している。 

• 子どものときに被ばくした女性については、すべての固形
癌について４％ 

• 子どものときに被ばくした女性について、乳癌について
６％ 

• 白血病については、幼少時に被ばくした男性について７％ 

• thyroid cancer -up to 70% in females exposed as infants 
(the normally expected risk of thyroid cancer in females 
over lifetime is 0.75% and the additional lifetime risk 
assessed for females exposed as infants in the most 
affected location is 0.50%). 甲状腺がんについては、幼少
時に被ばくした人について最大70％ （通常、女性の甲状
腺がんの生涯罹患率は0.75％。追加的な生涯罹患率は
女性で0.50％） 



WHOによる評価 
 主要な結論であるはずのがんリスクの増加に
ついて、 

 中間取りまとめのⅡ ２．（１）p5では、 

 最も汚染が顕著であった地域の１歳児で生涯寄与
リスクの割合として 

「甲状腺がんについて数十％、白血病、乳がん、全
固形がんについて数％、罹患の生涯寄与が増加
する」としている。 

 しかし、実際には、WHO報告書では、前者に
ついては70％、後者はそれぞれ７％、６％、
４％と評価している。 

（WHO報告書p8 Executive summary Findings ) 



また、中間取りまとめp5では、上記の記述
に続いて 

「ベースラインリスクがもともと小さいため、過剰
発生は少数にとどまることを指摘している」と
あるが、 

 WHO報告書ではこれは甲状腺がんについ
てのみ相当していることである。 

（ WHO 報 告 書 p8 Executive summary 
Findings ) 

 



WHO報告書では続いて、 

• 最も汚染が顕著であった地域に次いで汚染され
た地域では、発癌リスクへの寄与率は上記の半
分、さらにその次の実効線量3-5 mSvの地域で
は３分の１から４分の１としている。 

  

• 以上のようにWHO報告書では、UNSCEARが
行っていない健康リスク評価を行っているが、
「中間取りまとめ」では不正確な記述で、
WHO報告の意義を損なっている。 



さらに、中間取りまとめⅣ ４．（３）p31では、
県民健康調査「甲状腺検査」を「WHO報告書で
も言及されている疫学的追跡調査として充実
させることが望ましい」としている。 

 しかし、WHO報告書には、疫学的追跡調
査の前に、早期の診断により罹患率や死亡
率減少をめざす医学（医療）的追跡（継
続）調査があるのを無視し、恣意的な引用
となっている。 

 （WHO報告書p87-89 7.3 Long-term follow-up 
of populations following radiation 
emergencies ) 



UNSCEARのI-131拡散評価 

 

37 （出典：Attachment for UNSCEAR 2013 Report Vo.1 B-2 Animation of atmospheric 
dispersion of I-131 [.ppt]）  
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http://www.unscear.org/unscear/en/p
ublications/2013_1_Attachments.html 
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UNSCEARのヨウ素131拡散評価は下記
のサイトのB-2というもので、パワーポイ
ントがダウンロードできます 



原発事故子ども・被災者支援法 
～健診の保障 

少なくとも、子どもである間に一定の基準以上
の放射線量が計測される地域に居住したこと
がある者（胎児である間にその母が当該地域
に居住していた者を含む。）及びこれに準ずる
者に係る健康診断については、それらの者の
生涯にわたって実施されることとなるよう必要な
措置が講ぜられるものとする。 

 （第十三条第二項） 
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原発事故子ども・被災者支援法 
～医療費の減免 

国は、被災者たる子ども及び妊婦が医療（東京
電力原子力事故に係る放射線による被ばくに
起因しない負傷又は疾病に係る医療を除いた
ものをいう。）を受けたときに負担すべき費用に
ついてその負担を減免するために必要な施策
その他被災者への医療の提供に係る必要な施
策を講ずる 

（第十三条第三項） 
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