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「過剰診断」とはなんでしょうか？
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• Cancer overdiagnosis may have of one of two 
explanations: 1) The cancer never progresses (or, in fact, 
regresses) or 2) the cancer progresses slowly enough that 
the patient dies of other causes before the cancer 
becomes symptomatic. 

• がんの「過剰診断」には二つの説明があります。

①進行しない、または退行するがん

②進行が非常に遅いため、症状が出るようになるまでに患
者が別の原因で亡くなってしまうようながん

を見つけて治療すること

https://academic.oup.com/jnci/article/102/9/605/894608



「過剰診断」とはなんでしょうか？
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• つまり、福島の子どもの甲状腺がんが過剰診断とい
うのであれば、それが

①進行しない、または退行するがん

②進行が非常に遅いため、症状が出るようになるまで
に患者が別の原因で亡くなってしまうようながん

ということをいわなければなりません。

https://academic.oup.com/jnci/article/102/9/605/894608



子どもの甲状腺がんとは①
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• 子どもの甲状腺がんは成人のものと異なっています。

• 成人のものより転移浸潤や再発が多いです。

• 生涯にわたる経過観察を必要とします。

• 成人、特に高齢者の甲状腺がんは進行が遅いといわれますが、
子どもの甲状腺がんと混同してはいけません。

がん診療ガイドラインhttp://www.jsco-cpg.jp/item/20/index.html



子どもの甲状腺がんとは②
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• 小児甲状腺がんは成人のものより進行は早いですが、適切
な治療を行えば死亡率は高くありません。

• あくまで「適切な治療を行えば」なので、ここをきちんといわず
に「予後がいい」のみをいう人に気をつけましょう。

がん診療ガイドラインhttp://www.jsco-cpg.jp/item/20/index.html



子どもの甲状腺がんとは③
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• Management of pediatric differentiated thyroid cancer: An 
overview for the pediatric oncologist. Pediatr Blood Cancer. 2020

• “Although children with thyroid cancer have excellent long-term 
survival (>98％ overall survival at 10 years), a small subset of 
children develop progressive or refractory disease not amenable to 
further surgeries andor resistant to treatment with therapeutic 
131I.”

• 甲状腺がんの子どもの長期生存率は良好であるが（10年後の全
生存率は98％以上）、一部の子どもでは、手術を受けられない進
行性または難治性の疾患を発症したり、131Iによる治療に抵抗性
であったりする。

｢予後がいい」のは、あくまでも手術や131Iによる治療を行った場合で
あり、それらが行えなかったり抵抗性であると危険である。



子どもの甲状腺がんとは④

https://doi.org/10.1016/j.surg.2017.03.028

各世代における甲状腺微小がん（1cm以下、転移浸潤なし）を10年間経過観察した場合に
がんが進行した割合（隈病院）

中高齢者に比べて、20代以下の若年者では微小がんでも進行する割合が
高い。
（ただし、福島の小児甲状腺がんのほとんどは1cm以上または転移浸潤しているので、すでに微
小がんではない）



子どもの甲状腺がんとは⑤

Clement S. C. Cancer Treat Rev. 41, 9-16 (2015)

甲状腺分化型乳頭がんの初期検出は
成人（中～高エビデンス）の場合と同様、
予後がよい点を考慮しても、
子ども（低エビデンス）の場合も有益である。

子どもの場合はサンプルや論文の数が少なく、エビデンスレベルは
まだ低いが、初期治療で再発率や死亡率の低減が認められている。



子どもの甲状腺がんとは⑥
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• 子どもの甲状腺がんの発見や治療が遅れるとどうなる
か？

①そのまま放置したら、第1に気管の出血が起こります。出血による
窒息死が起こりますし、頚部大動脈・大静脈に浸潤して大出血を起こ
す。そういうのをわれわれは具体的に経験しています。（甲状腺検査
評価部会、吉田明委員）http://anti-hibaku.cocolog-nifty.com/blog/2018/11/post-
fb51.html

②症状が出ると、肺転移のリスクが増す。肺転移した場合、甲状腺全
摘および放射性ヨード治療を選択せざるを得なくなる。
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16552205/

③放射線ヨード治療には二次発がんリスクがある。
https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/thy.2014.0460

http://anti-hibaku.cocolog-nifty.com/blog/2018/11/post-fb51.html
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16552205/


“ ”

“ ”

→渋谷健司氏は当初、福島の甲状腺がんには転移や浸潤がないと
考え、過剰診断論を主張しましたが、実際には高率で転移浸潤を
起こしていました。

http://www.huffingtonpost.jp/kenji-shibuya/thyroid-function-test_b_5518695.html

子どもの甲状腺がんとは⑦



子どもの甲状腺がんとは⑧
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• つまり、まともな医学知識からは、福島でみつかっている子
どもの甲状腺がんについて、

①進行しない、または退行するがん

②進行が非常に遅いため、症状が出るようになるまでに患者が
別の原因で亡くなってしまうようながん

という｢過剰診断」の定義を満たすことはできません。



福島過剰診断論のトリック
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• そこで、「過剰診断論者」はまともな医学知識ではなく、おか
しな知識やロジックで議論を歪めようとします。

• たとえば・・・

• 神経芽腫との無理筋な比較

• 根拠のない「芽細胞説」

• RET/PTCが少ないから放射線被曝が原因でない

• 侵襲性や後遺症、二次リスクを無視する

• ・・・などです



神経芽腫論のトリック①
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• 神経芽腫は甲状腺がんと異なり、もともと乳幼児に多い、特
殊ながんです。

• 神経芽腫は1歳未満の乳児症例は予後良好で、1歳以上の
発症例は予後不良です。

• 神経芽腫では、1歳未満において、進行してもその後退縮す

る例が以前から報告されてきましたが、子どもの甲状腺がん
でそのような報告はありません。

• 神経芽腫のスクリーニングは尿検査のため、転移浸潤など
がんの状態がわかりませんが、福島の甲状腺検査はきちん
とがんの状態を確認しています。



神経芽腫論のトリック②

国立がん研究センター http://ganjoho.jp/child/cancer/neuroblastoma/treatment.html1 /

• 低リスク、中間リスク、高リスクの３つのグループに分けられますが、
低リスク群では90％以上が長期生存し、中間リスク群では70〜90％が長期生存します。
しかし、高リスク群では長期生存は約30％にとどまります。

https://www.tokushukai.or.jp/treatment/pediatrics/shinkeigashu.php



神経芽腫論のトリック③

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18395578/
http://www.f.kpu-m.ac.jp/k/ped/research/tumor/neuroblastoma.html

• より精密な方法による神経芽腫スクリーニングでは、死亡率の低下が認められた。

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18395578/
http://www.f.kpu-m.ac.jp/k/ped/research/tumor/neuroblastoma.html


神経芽腫論のトリック③

• 高野徹氏の「甲状腺がんの芽細胞説」はおそらくこの神経芽腫を
参考に主張されている。

• しかし「甲状腺がんの芽細胞説」は神経芽腫と異なり、実際に観察
されたことはなく、実証例が存在しない。

• また、米国の小児甲状腺がんガイドラインにも一切の記載がない。

• 突飛な説を考える学問の自由はあるが、まずここまで述べたような
根拠ある標準的な医学知識をきちんと伝えることが必要である。



遺伝子変異論のトリック①

（神谷氏講演録画のスライド）

• 遺伝子変異が異なるから被曝影響ではない？？



遺伝子変異論のトリック②

• チェルノブイリ原発事故後に発生した小児甲状腺癌には、高率
にこのRET/PTCが検出され、被曝後の潜伏期が短い症例は
RET/PTC3が多く、発症までの経過が長い症例にはRET/PTC1 が
多く検出されている。

• しかしながら、その後の被曝歴の無い自然発症小児甲状腺癌
における調査でも50～70％にRET/PTCが検出され、RET/PTCが
放射線照射に特異的とは言えず、RET/PTCは単に若年発症と関
連がある可能性が高い。

RET/PTCの多寡によって放射線被曝の有無は判断できない

甲状腺癌における癌遺伝子の役割と分子標的治療
https://www.jstage.jst.go.jp/article/naika/98/8/98_1999/_article/-char/ja/



遺伝子変異論のトリック③

・矢印がRET/PTCあり、矢頭がRET/PTCなし

・RET/PTC再構成は、RET/PTC再構成がみられた
がん組織の一部の細胞にしかない

・つまり発がんそのものの原因とは考えにくい

・発がんに付随して生じるパッセンジャー変異か
進行に応じて生じる変異の可能性が高い

Nakazawa T. Virchows Arch. 455, 35-41. (2009)



Xing M et al. JAMA. 309, 1493-501.(2013)

遺伝子変異論のトリック④

リンパ節転移がある場合 甲状腺被膜外浸潤がある場合

成人では、BRAF変異がある場合に転移や浸潤が起こると、生命予後が悪化する

→BRAF変異が多くRET/PTC再構成が少ないことは放射線被曝を否定せず、むしろ悪性度が
高い可能性もある



韓国の甲状腺がん過剰診断論

Lee J.H. and Shin S.W. Lancet. 384, 1848. (2014) (Correspondence)

・韓国の事例は通常時・成人の
甲状腺がん

・福島の被曝時・子ども甲状腺
がんとは比較にならない

・韓国の検査は
「30歳以上の成人対象」
「ほとんどが小さな乳頭癌」
「20代の検査も小規模したが、
30代以上の1/30以下の頻度」

・韓国では5mm以下でも手術をして
いたが、福島では5mm以下では、
二次検査にも回らない。

https://twitter.com/koichi_kawakami/status/680684234369966080

Choi M. Y., Endocrinol Metab. 29, 530–535. (2014)
https://www.jstage.jst.go.jp/article/endocrj/55/6/55_K08E-188/_article



剖検の例とはまったく異なります

福島甲状腺検査

• 本格検査①

• 平均年齢16.9歳（震災当
時12.6歳）

• 平均腫瘍径11.1mm

• 本格検査②

• 平均年齢17.1歳（震災当時
11.2歳）

• 平均腫瘍径15.7mm

スペイン剖検

• A群

• 平均年齢67.9歳

• 平均腫瘍径4.75mm

• B群

• 平均年齢58歳

• 腫瘍径は0.07mmから
1.8mmの範囲、79%は1mm
以下

そもそも剖検は病気等で亡くなった患者さんの解剖なので、健康な子どもの検査との比較は
不適切ですが、仮に比較しようとしても数字や状態が違いすぎます。

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8508367



出生 寿命死

成人の甲状腺がん
子どもの
甲状腺がん

成人の甲状腺がんは進行期間が長く、発症率も高いため、
発見時に転移浸潤があっても進行が早くない場合があります。
一方、子どもの甲状腺がんは進行期間が短いため、
発見時に転移浸潤があることは進行が早いということになります。

子どもと成人の進行期間の違いに注意！



高野徹先生、それは誤読です

http://www.med.osaka-u.ac.jp/pub/labo/www/CRT/Fuku7.html



論文の結論は全然違います

小児や青年の分化型甲状腺がんは（治療すれば）死亡率は低いが、再発のリスクが高い。
がんが大きかったり、多中心性だったり、診断時に転移がある者は最も再発のリスクが大きい。

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1046/j.1365-2265.1998.00584.x



1. 甲状腺内限局時に発見して治療
すれば再発が起こりにくいのは
当たり前。がん細胞が甲状腺の
外に出ていなければ、そこを除
去すれば再発しない。早期発見
の効果。

2. リンパ節転移での再発が直接進
展に追いつくのは、進行が遅い
せいではなく「早い」ため。リンパ
節を通ってすでに微小な転移が
広がっているということ。

高野説、何がおかしいのか？



緑川論文ではがんの「進行」について
はわからない

緑川論文は腫瘍の「サイズ」を半年程度観察しただけ。
転移や浸潤についてまったく記述がなく、その後の経過も不明。
子どもの甲状腺において、甲状腺がんのサイズが一定の制限を受けるのは当然。
子どもの甲状腺がんでは、サイズが小さくても転移浸潤が進行することが知られており、
米国のガイドラインでもサイズのみで悪性度を測らないように指摘されている。



過剰診断はすでに専門家らによって
対策済みである

福島原発事故後の福島県小児甲状腺健診と小児甲状腺癌放射線と甲状腺 鈴木眞一 医学のあゆみ 甲状腺疾患のすべて

日本はもともと甲状腺がんの経過観察を世界に先駆けて実践している過剰診断対策のトップです。
現在の体制はそれらの専門家によってつくられており、それでも手術が必要な状態のがんがこれだけ
出ているのです。


