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福島第一原子力発電所事故後の外部被ばく線量、肥満および

小児甲状腺がんリスク：福島県民健康調査

論文の結論

① 個人外部被ばく線量は甲状腺がんの発生率と関連がなかった。

② 地域外部被ばく線量は甲状腺がんのリスクの増加と関連がなかった。

③ 肥満と甲状腺がんの発生率との間には正の相関があった。

FMU

甲状腺がんの発生リスクは個人被ばく線量に比例して増える

明

疫学: 疾病の発生/
決定要因の研究

甲状腺がん多発の原因を見つける

甲状腺がんの原因(被ばく？)を否定するため



外部被ばく放射線量、肥満、小児甲状腺癌のリスク 大平論文

①個人外部被ばく線量は甲状腺がんの発見率と関連なし

甲状腺がん発見群 甲状腺がんでない

平均被ばく線量 １．１ ｍSV      ０．９２ ｍSv

外部線量 ≥1 mSv割合 ５８％ ４２％

(i) 甲状腺がん発見群の個人外部被ばく線量が高い傾向

＞

＞

信頼水準 95%  P=0.05
相対リスク

RR(95%CI)=1.93(1.00-3.75)

(ii) 高被ばく群のがん発病率が(有意に)高い

個人外部線量
≥1mSv 群：<１ｍSv 群

95%信頼区間＝95%CI
95%信頼水準で RRが1.00-3.75に含まれる

リスク差あり
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相対リスクRR=44.2/22.9=1.93



①個人外部被ばく線量は甲状腺がんの発病率と関連なし

個人 ≧２ｍSv 個人線量 ＜ ２ｍSv

相対リスク 2.09(0.81-5.4) １

個人被ばく線量は甲状腺がんと関連あり

(i) 甲状腺がん発見群の個人外部被ばく線量が高い傾向

(ii) 高被ばく群(>1mSv) のがん発病率が有意に高い

年齢・性補正 RR(95% CI)= 2.09(0.81-5.4; P=0.13)

大平らの結論

個人線量と甲状腺がん

関連なし

RR(95% CI) = 2.09 (0.81, 5.37) ≧2ｍSv がん5人

RR(87%CI) = 2.09 (1.01, 4.33) 信頼水準87%(=1-P)でリスク差がある

<1

(iii) 高被ばく群(>2mSv) のリスクが (信頼水準87%で)高い
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信頼区間広がる

疫学: 疾病の発生/
決定要因の研究

年齢・性補正なし計算

＞0.05
? 

明
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信頼水準は0-100%任意に定められる

RR＝2.09である確率 最大
RR＜1リスク差なしの可能性もある

帰無仮説
RR＝1 リスクに差はない

0.81<1 P=0.13<0.05

×RR＝1
；リスク差はない

統計的検定で誤用!!
ロスマンの疫学

信頼水準95% (P=0.05)

相対リスク ≥2mSv 群：<2ｍSv 群

RR(95%CI) = 2.09 (0.81, 5.37;P=0.13) 
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信頼水準87%
P =0.13

RR(95% CI)= 2.09(0.81, 5.37)

点推定値
RR=2.09

帰無仮説
RR=１

5.37

高被ばく群(＞２ｍSv)のリスクが高い

リスク差なし
の可能性 ５％以上

高被ばく群の
リスクが高い

どの程度？

信頼区間をよく見る
P値関数で全体像を見る

P-値関数は効果の強さと精度に
ついて量的・視覚的情報を提供

信頼水準87%(P=0.13)
RR(87%CI)=2.09 (1.01-4.33)
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因果関係を否定する!!



個人被ばくの２線量群（１-２mSv, ≧２ｍSv）の

低線量群（<1mSv）に対する相対リスク

★ 個人被ばく線量と甲状腺がん発見率

正の相関（線形関係) がある

★１ｍSv 増えると 約 0.8 相対リスク増加

明

リスク差がある
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がん死亡リスクと被曝放射線量との関係
（放影研・原爆被爆者調査結果より）

がん死亡リスクは100～200ミリシーベ
ルト以上では被曝線量に比例

1000ｍSvの線量で0.5の

死亡リスク増加

★ 個人被ばく線量は甲状腺がん発見率

正の相関（線形関係) がある

★１ｍSv 増える毎に約 0.8 の相対リスク増加

甲状腺がん：被ばく影響 !!

1000倍 のリスク？!!

100 ミリシーベルト安全です!!

20 ミリシーベルト/年 帰還基準安全ではない



第36回福島県「県民健康調査」検討委員会(令和元年７月）
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。 UNSCEAR甲状腺量

★ 個人被ばく線量と甲状腺がん発見率 正の相関（線形関係) がある

RR= 0.82ｘ + 0.57 (R² =0.999  P=0.02 < 0.05)

★~１ｍSv 増えると甲状腺がんのリスクが 約 0.8 増加

誤り!?

明
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大平論文のデータから！！

被ばく由来甲状腺がんの証拠 となりうる



外部被ばく放射線量、肥満、小児甲状腺癌のリスク 大平論文

②地域外部被ばく線量は甲状腺がんの発病率と関連なし (5群 A-E)

B
E

C

D

A

RR A:B:C:D:E = 1.62: 2.32: 2.2: 1.02: 1(Ref.)   被ばくと関連なし

甲状腺がん発生率が外部被ばく線量と正の相関を示す

会津5人
信頼区間広がる
P=0.10で有意
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がん発見率の線量依存性：不確かな線量推計では成立しない

成立：UNSCERA実効線量 >> FHMS外部線量

UNSCEAR甲状腺線量では成立しない（福島全域では甲状腺線量測定されず）

被ばく由来甲状腺がんの証拠となりうる

スクリーニングで通常の甲状腺がんが見つかったのであれば

がん発見率/年∝地域被ばく線量
となることはない、起こりえない事象

FMU 2巡目の相関を否定！！



③ 肥満と甲状腺がんの発生率との間には正の相関があった

2巡目甲状腺がんの相対リスク(95%CI)

通常 (normal)
太りすぎ 20,935

(overweight)
肥満 14,633

(obesity)

1 0.62 (0.2-2.0) 2.26 (1.0-4.8)

＋ 相関ー 相関

1・2巡目の初め測定

太りすぎ

肥満

85% 95%

リスク減

リスク増

FMU

(太りすぎ＋肥満）の相対リスク

≒ 通常体重のリスクと同じ
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③ 肥満と甲状腺癌の発生率との間には正の相関があった

2巡目甲状腺がんの相対リスク

★1  体重増加がリスクを増加させたという結論は誤り

★2 肥満由来の甲状腺がん 潜伏期間2年以内を想定
被ばく由来も2年以内

明FMU

FMU

95%信頼水準
有意ではない

−相関

＋相関

通常体重と同じ

明

★3 放射線生物学 ラットの放射線被曝による体重増加

≒ 1  通常と同じ

被ばく由来の甲状腺がん
潜伏期間～5年

1巡目は関係なし

FMU



Overweight or obesity is one of the plausible lifestyle 
related risk factors for thyroid cancer. 
太りすぎ・肥満はライフスタイル関連のリスク因子である

Fukushima nuclear power plant accident may have led to an increased risk 
of thyroid cancer due, in part, to weight gain.

体重増によってin part,甲状腺がんリスクが増加した

太りすぎ（リスク減少）と肥満（リスク増）を区別していない。

福島甲状腺がんはライフスタイル、特に避難生活に伴う

体重増が甲状腺がんのリスクを高めた可能性がある
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４地域区分(避難区域・中通り・いわき相馬・会津) による解析
期間の補正

甲状腺がん発見率/１０万人⇒甲状腺がん発見率/１０万人・年

甲状腺検査本格検査（検査2回目）結果に対する部会まとめ

• 1巡目・2巡目とも

• 発見率/10万人・年 はUNSCEAR実効線量に比例して増える（P≦0.04)

• RRの傾き係数から、甲状腺がん相対リスクは１ｍSv 当たり約 0.5 ふえる
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UNSCEAR実効線量 / mSvUNSCEAR実効線量 / mSv

UNSCEAR
平均実効線量
3.65 mSv 
Gomel, Belarus



福島第一原子力発電所事故後の外部被ばく線量、肥満および

小児甲状腺がんリスク：福島県民健康調査

① 個人外部被ばく線量は甲状腺がんの発生率と関連がなかった

⇒ 関連があった

② 地域外部被ばく線量は甲状腺がんのリスクの増加と関連がなかった

⇒ 関連があった

③ 肥満と甲状腺がんの発生率との間には正の相関があった

⇒ 関連が認められない
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明

★甲状腺がんの発生リスクは個人外部被ばく線量に比例して増える


