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2020.02.02-03 第２回 放射線医学県民健康管理センター国際シンポジウム 

≪第 1 部≫甲状腺検査と甲状腺診療のいま 

2/2 15:05-15:25 1.2 甲状腺検査本格検査 1 回目 (甲状腺検査 2 回目）の評価  

鈴木 元（国際医療福祉大学クリニック） 

https://youtu.be/yuROMOhqmNw  1 時間 12 分 45 秒から約 23 分 

 

 こんにちは。甲状腺検査評価部会長を仰せつかっております。その立場から、

私たちの甲状腺検査 2 回目の評価についてご説明します。私たちの評価は、皆さ

んに「分かりにくい」とたいへん不評です。今日は、なるべく分かりやすく話す

つもりですが、また分からなかったら、後で質問をお願いします。 

 

【01】 

 

 私たちの部会の前に、先行する評価部会がありました。その中で、いくつかの

宿題が出されました。検討課題としては＜１．…＞＜２．…＞＜３．その他＞と

ありました。この中で私たちが、一番注目をしたのは、どのような解析を目指し

ていくのかということであります。 

【02】 

 

 これは、疫学調査というのは必ず、偶然とか偏り（バイアスと言います）、あ

るいは、交絡（confounding factor と言っています）そういうものによって結果

が影響されます。 

 先行調査の「中間とりまとめ」では、がん羅患統計と比較した場合、数十倍も

高い有病率が検出されたわけです。「被ばくによる過剰発症なのか、過剰診断の

いずれかが考えられる」と述べられていました。 

 ただ、鈴木悟（さとる）先生がすでに述べられたように、①被ばく線量がチェ

ルノブィリ事故と比べて少ない、②事故当時 5 歳以下からの発症がない、という

ような諸々の事情を勘案して、総合的に「放射線の影響とは考えにくい」という

評価をしたわけです。 

 私たちに科せられた宿題というのは、「どういうデータ（分析）によって、影

響を確認していくのか」、その「考え方」というものを、まず、整理していきた

いということです。これを受けまして、私たちの部会で、いろんなことを議論し

始めたわけです。 

 

 

 

 甲状腺検査評価部会 
  2017 年 11 月 30 日（第 8 回評価部会）～2019 年 6 月 3 日（第 13 回評価部会） 
 

 ・検討課題 

 １．「地域別の受診率、年齢、細胞診実施状況などの様々な要因を 

    調整した解析」 

 ２．「甲状腺がんの症例の把握・評価法等について」 

 ３．その他 
 

 ・部会員 

  鈴木元（会長、放射線疫学）、吉田明（副部会長、内分泌外科）、阿美弘文 

 （外科）、片野田耕太（疫学・生物統計）、加藤良平（病理）、祖父江友孝 

 （疫学・生物統計）、高野徹（内分泌内科）、南谷幹史（小児科） 

 

 

  どのような解析を目指すのか？ 
    疫学調査における偶然、偏り、交絡の調整 
 

   ・先行検査（2011年 10月～2014年 3月）の「中間とりまとめ」では、 

    がん羅患統計等と比較すると数十倍高い有病率となっており、「被 

    ばくによる過剰発症か、過剰診断のいずれかが考えられる」と述べ、 
 

    ①被ばく線量がチェルノブィリ事故と比べて少ないこと、 

    ②事故当時 5歳以下からの発症がないこと、 
 

    などを根拠に「放射線の影響とは考えにくいと評価」 
 

   ・宿題：「どういうデータ（分析）によって、影響を確認していくの 

    か、その点の「考え方」を現時点であらかじめ示しておくべきであ 

    る。」との指摘。 

   ・これを受けて、本格検査における「甲状腺がんと放射線被ばく線量 

    との関連の解析法」、「偏りと交絡の有無」、「その調整法」に関する 

    検討を行った 

https://youtu.be/yuROMOhqmNw
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【03】 

 

 これは、一般的な話なのですが、「疫学調査における偶然、偏り、交絡の調整」

をどういうふうにやっていくかということを述べています。 

 こちらの表を見てください。一般の治験などですと「ランダム割付」というこ

とを行います。これは交絡因子のあり方に、集団によって偏りがでないように、

上手く割り付けるということです。対象者を複数の群に等しい確率で割り付けて

いくと、これは、研究のし方のデザインの段階で、偏りとか交絡を調整できます。

その下に「非ランダム割り付け比較介入」という特殊なものもあります。 

 私たちが福島で現在やっているものは、この「コホート研究」というようなも

のになります。これは「観察研究」と言っていまして、被ばく線量とか、いろん

な交絡因子というものを、最初に調整して検査を始めるということではなく、県

民（18 歳以下の人たち）全員を対象にするというやり方をしています。 

 こういうやり方ですと、どうしても、デザインの段階で交絡、偏りを調整する

ことはできません。そこで、解析の時は、非常に注意深くやっていかなければい

けない。その中の 1 つが「マッチング」というような…。これは、「コホート内

症例対照研究」で、講演の最後のところでもまた言います。 

 実際に出てきた甲状腺がんの方と、その対象者となる人たちを抽出していく時

に、いろんな交絡因子が均等に割り付けられるように選んでいくというやり方が、

「コホート内症例対照研究」という方法です。ここまでやっていくと、偏りとか

交絡をかなり制御された解析が可能になってきます。 

 その次に「層別化」、サブグループ毎に比較する。これは、（福島の甲状腺がん

のことで）現在もやっているわけですが、「年齢別に見ていく」というようなこ

と、交絡因子の大きなものをそこで調整していこうとやり方になります。その次

の多変量解析というものも、交絡因子となるようなものを見つけて、総合的に解

析の段階で調整しようという考え方（に基づく方法）になります。 

 先行調査の結果の時に行ったのは、（「制御法」へ線を引いた中で）一番下の「地

域相関研究」です。それぞれの被ばく線量が、高いと思われる地域、中間ぐらい

の所、低いと思われる所、そこの中で、甲状腺がんが多いのか少ないのかという

ものを比較しようとした研究でした。今回、私たちはこの方法をとらないという

ふうに最初に決めました。 

 

【04】 

 

 何で「とらない」と考えたかということを、少しここに書いています。 

 地域相関研究というのは、生態学的誤謬 Ecological fallacy が起きてしまった

 

 

疫学調査における偶然、偏り、交絡の調整 
 

 研究デザインの種頼   偶然、偏り、交絡の制御法 

 

 
 

・実験的研究 

  ランダム割り付け比較介入試験 

  非ランダム割り付け比較介入試験 
 

・観察的研究 

  症例対照研究 

  コホート研究   コホート内症例対照研究 

  横断的研究 

  地域相関研究 

  記述疫学 

 

 

 

地域相関研究よりは、多変量解析、症例対照 

研究が望ましい 
 

 ・地域相関研究の問題点 ― 生態学的錯誤（誤謬）Ecological fallacy : 

   地域の集団レベルの交絡と個人レベルで交絡の性質が異なるので、集団レ 

   ベルで交絡因子を調整をしても、個人レベルの調整ができていないことが 

   ある。 
 

 ・甲状腺検査結果： 以下のスライドに示すように、年度により様々な要因が変動して 

   おり、偏り、交絡がある。 
 

 ・方針： 先行調査の解析で使った単純な地域間比較（地域相関研究）は行わない。 
 

 ・方針： 甲状腺線量＊と甲状腺がん発見率の関連を交絡因子を含めた多変量解析で解析。 

   * 国連科学委員会（UNSCEAR）2013年報告書の市町村別、年齢階層別の甲 

       状腺吸収線量。同じ 4区分の地域内でも、市町村で線量にバラツキ。 
 

 ・方針： 将来的には、がん診断以前に行動調査票を提出している対象者亜集団の中で、 

     個人の線量を評価し、交絡因子を含めた症例対照研究を実施するのが望ましい。 
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可能性が有るということが知られています。地域の集団レベルの交絡と個人レベ

ルで交絡の性質が異なっている。本来、同一ではない。そうすると、集団レベル

で交絡因子を調整していっても、個人レベルの調整ができていないことがあって、

誤った結論を招くことがあるということです。実際に、地域別にみていくと、ど

んな偏り＝交絡因子の不均等を起こすかということを、この後に示します。 

 これを解決するためには、最終的には、一番下にかいてありますように、個人

の線量を評価していって、その線量を指標にして、がんの患者さんからランダム

に対象者を選んでいくというような「コホート内症例対照研究」が一番ふさわし

いのです。現在は、それをやる体制になかったのです。 

 そこで、私たちが採ったのがこの方法です。同じく地域、避難地域とか言って

も、市町村毎にみていくと線量が違います。地域の線量というものが、国連科学

委員会 UNSCEAR の報告書に「吸収線量」として報告されていましたので、そ

れを使った形で解析してみようと決め、それを行ったのです。これは個人の線量

ではないですから、あくまで疑似的なのですが、これによって、少し症例対照研

究に近いような形で交絡因子の調整ができるようになります。 

 

【05】 

 

 なぜ、この福島の検診で交絡因子の偏りが出ているかと言いますと、年度毎に、

線量が高いと思われる所から順番にやってしまったという、最初の研究のデザイ

ンの問題があります。これは諸々の事情があってで、たぶん、住民からの要請も

強かったと思います。ただ、こういうことをしますと、それぞれの年度毎に、検

診でがんを発見する色んな（要因）、参加率とか、細胞診受診率とか、それから、

判定基準が常に一律でないと、必ずバイアスがかかってきてしまいます。 

 横軸に見て、年度をずっと追っていきます。そうすると、B 判定率がご覧のよ

うに、0.53%から徐々に 1%ぐらいまで上がって、その後 0.8%ぐらいで安定して

きます。細胞診実施率を見ますと、最初の頃は 47.7%、それがどんどん下がって

きて、現在 8%弱ぐらいまで下がっています。どうしても、年度によって、がん

を発見するための色んなパラメータが変動している。その変動というのが、おそ

らく、がん発見率に大きく影響してくるだろうということが考えられるわけです。 

 

【06】 

 

 これは、結節を例にとって示しています。先行検査の中で、最初の 13 市町村、

次の年度の 12 市町村、そして残りの 34 市町村という順番で描いています。年度

が変わっています。そうしますと、最初の頃は、全体の年齢が低いということも 

 

甲状腺検査の偏りと交絡： 
対象地域―検査間隔―検査年度（年齢構成）  

 

 ・年度と対象地域が密接に関連（偏りを生み出す可能性）  

 ・先行検査では、年度が遅くなるに従い対象集団の年齢構成が年長ヘシフト  

 ・先行検査と本格検査の間隔は対象地域で変わる  

 ・一次検査対象者に占める B判定率は、年度により変動  

 ・二次検査対象者に占める細胞診実施率は、年度が進むにつれ一方的に低下  

 

 

  先行検査が本格 

  検査第 1回目の 

  結果へ影響 
 

  一次検査結果判定者に  

  しめる結節（5.1mm以 

  上 10mm以下）の割合は、 
 

   先行検査で H23年度に 

  実施した避難地区等 13 

  市町村で低く、 
 

   逆に本格検査 1回日で 

  は避難地区等 13市町村 

  に高い 
 

 

 先行検査時の対象者の年齢  

 構成の違いが、本格検査の  

 結節割合、ひいては B判定 

 率に影響 
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あって、（13 市町村の）結節の判定が、次の中通り、浜通り、会津に比べると低

くなっていました。本格検査のほうを見ますと、先行検査で B 判定を受けていな

い人が多かった地域で、逆に、B 判定を受ける人が増えるという逆転現象が起き

ています。こちらの中通り、浜通りと比較した場合、先行調査で低かったものが

高くなっている、逆転があるということが見えてきます。このように、年度毎に

線量の違う集団を見ていくというやり方は、どうしてもバイアスをかける原因に

なってしまうということが見て取れます。 

 

【07】 

 

 これは、細胞診をどういうふうに実施したかというものです。左側のグラフは、

一次検査年度別の二次検査の結節径の頻度、それから、細胞診実施率を示したも

のです。左上のグラフは、10mm 以下、10.1mm から 20mm、20.1mm 以上と

並べて、本格検査の実施年度が変わっても、大きくは違ってないことが分かりま

す。ところが、細胞診の実施率を見ますと、二次検査の最初の年度と次の年度で、

これだけ変わっています。それに伴って、悪性・悪性疑いの発見率も変わってき

ています。 

 真ん中のグラフは、それを細胞診実施率として定義し直したものですが、やは

り、2014 年度と 2015 年度で、同じ結節径ランクであっても、細胞診実施率が違

ってしまっています。その結果、（右のグラフの）発見率も変わってしまいまし

た。 

 このグラフは 20.1mm 以上で逆転しているように見えますが、これは対象集

団が非常に小さいので、この値（％）は信頼できる値ではないので、無視をして

ください。 

 

【08】 

 

 もうひとつ関係しそうなものが、前回の検査から次の検査までの期間です。こ

の期間で、2 年未満、2 年以上 2.5 年未満、2.5 年以上と分けてみました。一般に、

年齢が上がるに従って、「悪性・悪性疑い/10 万人対」の発見率は上がっていきま

す。この表では、その上がり方が、検査間隔の違いによって随分と違っています。 

 かなりバイアスのかかったデータを受け取って、「それを解析しないといけな

い」というのが、私たちの部会に科せられた任務でした。 

 

 

 

 

本格検査１巡目の一次検査年度別の細胞診実施率 

と悪性・悪性疑いの発見率（二次検査で有所見者当たり） 
 

 一次検査年度別の二次検査時の 

   結節径別結節の頻度（上段） 

   細胞診実施率、悪性（疑い） 

   発見率（下段）        細胞診実施率    悪性あるいは悪性疑い発見率 

 

 

年齢・検査間隔による甲状腺がん発見率 
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【09】 

 

 これは、今まで話してきたものを縦に並べた表です。下から 2 番目の欄をみて

ください。これは従来やっていた「地域別の比較」とほぼ同じになります。避難

地区、中通り、浜通り、会津と「悪性ないし悪性疑い者／受診者（10 万人対）」

の頻度を見ていきますと、このように、避難地区が一番高い、会津が一番低いと

いうような形になるのですが、じつは、この中に平均検査間隔とか、細胞診実施

率とか、そういうものが交絡している。しかも、それが総て同じようなパーセン

トで来ていないで、グラディエント（勾配）が付いている。 

 そういうことで、このまま、悪性ないし悪性疑いの頻度を地域別に解析すると

いうのでは、最初に言いました Ecological fallacy（生態学的誤謬）の問題を避け

ることができないことが明らかになってきました。 

 

 

 

 

 

 

【10】 

 

 そこで、やろうとしたことがこちらです。同じ地域内でも、年齢および市町村

によって甲状腺線量が多様です。そこを使っていくと、同じ年度に調査された集

団であっても、線量にばらつきがありますので、その線量を指標にして、性、検

査年度、年齢、検査間隔というものを交絡因子とした多変量解析（ロジスティッ

ク回帰解析）を実際にやってみようとなりました。 

 その場合、甲状腺の線量として、今は私たちが何とか個人線量を評価する方法

を開発していますが、この段階では使えませんので、個人線量は UNSCEAR 

(2013)報告書の地域別・年齢階層別の甲状腺吸収線量を使おうということで、解

析を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 甲状腺がんの発見率に関係している偏り・交絡因子が検査年 

 度で変動しており、検査年度と切り離せない地域相関研究で 

 は、生態学的錯誤が避けられない 

 

 
 ・同じ地域内でも年齢および市町村により甲状腺線量が多様 

  であることに注目し、発見率と甲状腺線量の関連を、性、 

  検査時年齢、検査年度、検査間隔を交絡因子とする多変量 

  解析（ロジスティック回帰分析）で解析 
 

 ・甲状腺吸収線量は、暫定的に UNSCEAR2013 報告書の報告 

  値を利用 
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【11】 

 

 これは、どういうふうな結果が出たら、私たちはどう判定するかということを

示したものです。横軸には線量が描かれており、縦軸には被ばく線量の低い集団

に対して、どのくらいのオッズ比があるかという、どのくらい、がんになり易い

かを比較するときの指標です。競馬なんかでも言う「オッズ」ですね。 

 線量が高くなるに従ってオッズ比が上がっていくならば、線量・効果関係があ

ると言えますし、これが、あまり変わらない水平線を描くだけであれば、線量と

甲状腺がんのリスクはあまり関係が無いということになります。逆に、線量が上

がるほどオッズ比が下がるものが出てきた場合、これは、動物実験とか原爆被爆

者の実験（注：まま）からは、こういう線量・効果関係は、少なくともβ線、γ

線ではありません。α線に関しては、非常に高くなるとこういう逆相関関係が出

ますが、今回問題にしているようなヨウ素 131 の内部被ばくでは、こういう関係

はありません。もし、この結果が出たとすると、私たちの解析がまだ交絡因子と

かを十分調整できていないということになります。 

 

 

【12】 

 

 これが（本格検査 1回目についての解析）結果です。この中で交絡因子を性（G）、

検査時年齢（A）、検査年度（FY）、検査間隔（ET）、こういうものをいろいろ調

整して、やっていったのがこれになります。2 つ表が出ているのは、UNSCEAR

の線量評価の中で、地域によって 2 通り線量を評価している場合があり、低い方

の線量を使った場合と高い方の線量を使った場合ということで、2 つの解析結果

を示しています。いずれも（事故当時）6 歳から 14 歳では、線量が増えていっ

ても変わらない。線量・効果関係がこの段階では認められないという結果になり

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解析結果の見方 
 被ばく線量と甲状腺がん発見率  被ばく線量と甲状腺がん発見率  被ばく線量と甲状腺がん発見率 

   に正の関連がある場合  に関連がない場合     に負の関連がある場合＊ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  オッズ比： 線量の低い集団のオッズ（甲状腺がんの見込み率（線量との関連の強さ））と 

        線量のより高い集団のオッズの比 

  ＊負の関連： 被はく線量が高い方ががん発症が減少するという「負の関連」は、動物実験 

        や原爆被ばくや医療被ばくで認められておらず、線量の評価違い、解析で 

        調整できていない交絡や偏りの存在を示唆する 
 

 

市町村別甲状腺吸収線量を用いたロジスティック回帰分析（6-14 歳） 
交絡因子：性（G）、検査時年齢（A）、検査年度（FY）、検査間隔（ET） 

 （同一市町村で二つの評価値がある場合、左図は最大値を、右図は最小値を用いた解析）  
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【13】 

 

 一方、15 歳以上で見ていきますと、こういう交絡因子を調整していくと、調

整しすぎなのかな…。ここまで行くと逆に、マイナスのカーブになってしまいま

す。最初に申しましたけれど、こういう場合は、線量・効果関係が「有る・無し」

という解析として、まだ、交絡因子の調整とかが 15 歳以上では十分できていな

いということを物語る結果だと私たちは解釈しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【14】 

 

 こういうことで、『所見』として、ここに書いてあるようなものがあるわけで

す。注意していただきたいのは、この解析というのはあくまで、本格検査１回目

（検査 2 回目）の限定した集団を調べたものです。今後、どういうふうに線量・

効果関係が変わっていくかということを結論づけたわけではありません。私たち

は、もうちょっと個人線量を見れた形で、より詳細な分析ができるように、今後、

努めていきたいと思います。現時点での所見はここに書いてあります。 

 ＜・B 判定の…同様である。＞ 

＜・男女比が…今後の課題。＞（注：「（1 対 6 程度）」に以下を補う） 

小児だけに限って言いますとだいたい 1 対 3 ぐらいだと思います。 

＜・悪性ないし…必要がある。＞ 

 

 

 

 

 

 

 

市町村別甲状腺吸収線量を用いたロジスティック回帰分析（15 歳以上） 
交絡因子：性（G）、検査時年齢（A）、検査年度（FY）、検査間隔（ET） 

 （同一市町村で二つの評価値がある場合、左図は最大値を、右図は最小値を用いた解析）  

 

 

 

所見 
 

・B判定の割合や悪性ないし悪性疑いの発見率は、事故当時の年齢、検査時 

 の年齢が高いほど高い。チェルノブィリ事故後の低年齢層に甲状腺がんが 

 多く発見されたものと異なる。年齢の上昇に伴いがんが見つかることは、 

 一般的ながんの発症と同様である。 

 

・男女比がほぼ 1対 1になっており、臨床的に発見される傾向（1対 6程度） 

 と異なる。男女比と被ばくとの関係については、今後の課題。 

 

・悪性ないし悪性疑いの発見率を単純に 4地域で比較した場合においては、 

 差があるように見えるが、検査実施年度、先行検査からの検査間隔などの 

 多くの要因が影響しており、それらの要因を考慮した解析を行う必要があ 

 る。 
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【15】 

 

 ＜・発見率に影響を…認められない。＞ まあ、線量・効果関係は無かったと

いうことです。 

このことから、＜・よって、現時点に…認められない。＞という結論を出したわ

けです。 

 

【16】 

 

 （編注：1 つ目の「・」を言い換えて）今後、さらに本格検査の 2 巡目、3 巡

目も出てきますので、そういうものも使っていこう。 

現在、高校を卒業すると受診率が極端に落ちてきますので、いまの検診で把握し

ている症例がすべかということに関しては、疑問がこれから出てきたりします。

そこで、がん登録の情報を活用した解析も活用していこう。 

 将来的には、バイアス、交絡をもっとうまく調整できるような、コホート研究

なり症例対照研究という形で解析していきたいというのが、私たち評価部会から

の報告です。 

 

 

 所見 
 

 ・発見率に影響を与える要因を可能な限り調整し、暫定的に年齢 

  別・市町村別 UNSCEAR推計甲状腺吸収線量を用いて行った線量 

  と甲状腺がん発見率との関連の解析においては、 

 

   線量の増加に応じて発見率が上昇するといった一貫した関係 

   （線量・効果関係）は認められない。 

 

 ・よって、現時点において、甲状腺検査本格検査（検査 2回目） 

  に発見された甲状腺がんと放射被ばくの問の関連は認められな 

  い。 

 

 

 今後の評価の視点 
 

  ・本格検査 1回目、2回目、3回目を蓄積した解析 
 

  ・地域がん登録、全国がん登録の情報を活用 
 

  ・将来的には、より詳細な推定甲状腺披ばく線量を用いて、交絡 

   因子等を調整した症例対照研究や前向き研究として、線量と甲 

   状腺発見率との関連を検討 


