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福島における小児および思春期甲状腺癌の個人線量反応と放射線起源 II 

：チェルノブイリ並みの高濃度 I-131 被ばくの可能性 

 

加藤聡子 山田耕筰  

概要 

背景 18 歳以下で被ばくした福島県民の甲状腺がん発生率は、国連原子放射線の影響に関する科学委員会

（UNSCEAR）2020/2021 で推定された甲状腺線量に対して線形応答を示した。福島における小児甲状腺がんの

増加は、原発事故による放射線被ばくが主な原因であることが明らかになった。UNSCEAR 2020/2021 は、

UNSCEAR が推定する甲状腺線量では、甲状腺がんの見かけ上の過剰は予想されないと結論づけた。本論文の目

的は、推定甲状腺線量が低いにもかかわらず、福島で小児甲状腺がん発生率が高いという謎を解くことである。 

方法 UNSCEAR 2020/2021 で推定された甲状腺線量とチェルノブイリでの甲状腺線量直接測定に基づく線量を

関係づける変換係数 k：すなわち1GyUN2021 = k × 1Gy（グレイ）、を福島とチェルノブイリにおける原発事故後の

甲状腺がんの発生率および線量依存性を比較することにより推定した。 

結果 福島県における甲状腺癌の発生率は、癌登録から予測される症例数に対して約 60 倍であり、チェルノブイリ

事故後の比率より高いことが示された。UNSCEAR で推定された甲状腺線量は、著しく過小評価されている摂取

による甲状腺線量を回復するために、ベースライン線量を追加することにより補正された。換算係数は、福島とチ

ェルノブイリにおける過剰絶対リスク（EAR）とその線量依存性の比較から k=60~70、福島とチェルノブイリに

おけるグレイあたりの過剰相対リスク（ERR/Gy）の比較からk=10~180 であった。  

結論 福島原発事故後、小児甲状腺がん患者が数十倍に増加したのは、チェルノブイリ事故と同程度の放射性ヨウ

素被ばくによるものであったことが判明した。 
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はじめに 

福島県民健康調査（FHMS）の2 巡目甲状腺検査（2014-2015 年度）で検出された 18 歳以下の被ばく者の甲状腺がん発

生率は、個人の外部線量に対して 0.5-2.5mSv の範囲で線形応答を示すことが前論文で示された[1]。原子放射線の影響

に関する国連科学委員会（UNSCEAR）2020/2021 年版[2]で推定された 10 歳児の甲状腺線量に対する甲状腺がん発生

率のおおまかな関係を見るために、線形回帰式y = 0.0067x で外部被ばく線量（x/mSv）を甲状腺線量（y/Gy）に変換

した [1,2]。グレイあたりの過剰相対リスク（ERR/Gy）の概算値は、UNSCEAR 2020/2021 で推定された甲状腺線量に

対して 213（95％CI：129, 297）であった。この値は、チェルノブイリ事故後の小児期の放射性ヨウ素被ばくの研究から

得られた ERR/Gy の 5.25-23 と比較して 10 倍以上高かった [3-5]。福島での小児甲状腺がんの増加は、原発事故による

放射線被ばくが主な原因であることが判明した。 

しかし、UNSCEAR 2020/2021 は、FHMS スクリーニングで見られたような甲状腺がんの過剰発生は、UNSCEAR が

推定した甲状腺線量では予想されないため、放射線被ばくと無関係であろうと結論した（226（a）[2]）。本論文の目的

は、推定甲状腺線量が低いにもかかわらず、福島原発事故後に小児甲状腺がん発生率が高くなった理由を探ることであ

る。 

チェルノブイリにおける甲状腺線量は、チェルノブイリ事故後に行われた35 万件の甲状腺直接線量測定に基づくもので

あった（B35 [6]）。他方福島では、避難区域外で感度の低いサーベイメータによる甲状腺モニタリングが 1080 回行われ

たのみであった[7]。測定された甲状腺線量の 55％がマイナスまたはゼロであり、バックグラウンド以外の線量が差し引

かれたことを示唆しているため、測定値は大きな過小評価であった可能性がある（A135, 136, 表 A20［2］）。 

UNSCEAR 2020/2021 報告書の甲状腺線量は、「外部＋吸入」線量と食品・飲料水からの摂取線量をシミュレートして
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構築されており、推定摂取線量は福島県内のすべての自治体で一定であった。福島県内の全市町村に共通する摂取線量

は、1 歳児では 2013 年報告の 32.79mGy (UNSCEAR2013, Table C10 [8]) から、2021 年では1.1mGy と 30 分の 1 に

減少した[2, 8]。乳児のモデル線量を不正確な甲状腺モニタリング測定値の約半分に一致するように多くの低減係数を調

整したため、甲状腺線量が著しく過小評価された可能性がある。 

 

方法 

甲状腺超音波検診は、事故当時 18 歳以下の全住民 367,649 人を対象に FHMS の一環として実施され、1 巡目（2011-

2013 年度）および 2 巡目（2014-2015 年度）の検診で、それぞれ 300,473 人と 270,511 人から115 人と 71 人のがん確

定または疑い例が検出された[1, 9]。この論文では、細胞診で陽性となった 151 例のうち 99.3% が手術により悪性で

あることが確認されたため、細胞診陽性例をがん例と定義した。甲状腺がんの個人線量依存性については、FHMS 報告

書のがん 36 症例の放射線量データと、事故後 4 ヶ月の外部被ばく線量データを持つ受診者 108,980 人の個人外部被ば

く線量分布から検討した[1, 10]。甲状腺超音波スクリーニング、線量推定、統計解析の詳細は、[1]に記載されている。 

UNSCEAR 2020/2021 報告書においてどの程度過小評価されているかを知ることは、甲状腺線量が低いと推定されるに

もかかわらず、福島で高い小児甲状腺がん発生率を理解するために重要であった。UNSCEAR 2020/2021 で推定された

10 歳児の甲状腺線量の単位グレイを、チェルノブイリでの直接測定甲状腺線量測定に基づく甲状腺線量単位 Gy と区別

するために、GyUN2021と表示した。10 歳児の UNSCEAR2020/2021 の甲状腺線量とチェルノブイリの甲状腺直接測定に

よる線量の関係、1GyUN2021 = k × 1Gy の換算係数 k を、福島とチェルノブイリにおける原発事故後の甲状腺癌の発生率

と線量依存性を比較することにより推定することを目指した。 

この論文で使用した甲状腺検査データセットは、非識別化され一般に公開されているため、倫理的審査は不要であった。 
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結果と考察 

I． 福島の甲状腺がん発生率はチェルノブイリと同程度であった 

まず、福島とチェルノブイリ原発事故後の甲状腺癌の発生率を比較した。FHMS 評価部会は、1 巡目と 2 巡目検診の平

均間隔が 2.12 年で、日本のがん登録から予想される甲状腺がんの発生率が1 万人あたり約 0.06 人であるのに対し、2 巡

目での約 3.3 件/1 万人は数十倍の多発であると考えた [11, 12]。事故後 5 年間の福島県の患者数/予想患者数の比率：約

60 倍は、チェルノブイリ事故後 5-9 年間に観測された比率：ゴメリ市で30 倍、ゴメリ農村部で 56 倍、その他のウクラ

イナ、ベラルーシ、ロシアで 10 倍以下と同等かそれ以上であった（Table 1［3］）。これは、福島での放射性ヨウ素への

被ばくがチェルノブイリ事故後と同等かそれ以上であることを示唆している。なお、ベラルーシでは事故直後に超音波

画像診断を含む年次健康診断が設置されて子供の甲状腺疾患を調査し、子供の甲状腺癌症例の62％がこの検査で発見さ

れている[4]。 

 

II． 過剰絶対リスクの線量依存性  

甲状腺癌の発生率と、各線量群の外部被ばく線量から換算した甲状腺線量を表 1 に示す[1]。福島における 104人年当た

りの過剰絶対リスク（EAR/104  PY）は、日本のがん登録から予想される 3/106  PY の発生率が小さく発生率への影響が

無視できる程度であったため、発生率/104  PY で近似された[12]。低線量群（<1 mSv）、中間群（1-2 mSv）、高線量群

（≥2 mSv）の EAR/104 PY は、10 歳児の UNSCEAR 2020/2021 甲状腺線量に比例して増加し、線形回帰式は y= 137x 

+ 0.64 （x は甲状腺線量（GyUN2021）、y は EAR / 104 PY）であった（青線、図 1A）[1]。線量 0 における 0.64 例/104 PY

の切片は、がん登録から予想される発生率 0.03/104 PY の約 21 倍であった。 
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III ベースライン線量による被ばく線量の補正 

2013 年のがん登録推進法[8]で都道府県別のがん罹患率が公開されなくなったが、原発からの放射性プルームが西日本

にはほとんど届かなかったため、西日本の甲状腺がん罹患率は、2011 年以前のがん登録の水準で推移したと推定される。

甲状腺がん発生率―甲状腺線量プロットにおいて線量ゼロでの発生率が高い理由は、UNSCEAR 2020/2021 の甲状腺線

量の推定による可能性がある。福島県内の全市町村に共通する 10 歳児の摂取による甲状腺線量は、UNSCEAR 2013 [8] 

の 15.24 mGy から UNSCEAR 2020/2021 では0.95 mGy に減少した（表 A11［2］）。その他、「外部被ばく＋吸入」線

量に過小評価があり、福島県民全体の最低被ばく線量が過小評価されている可能性もある。そこで、福島県の甲状腺線

量の過小評価を回復するために、線量≒0 の最も汚染の少ない県と比較して、ベースライン線量（BLD）を追加する補

正方法を提案する。 

福島県における BLD の影響を見るために、BLD=0 の場合のプロットに加え、BLD を 2.5 mGyUN2021と 4.45 mGyUN2021

と仮定した場合の線量反応を表 1 に基づいてプロットした（図1A）。発生率－線量プロットは、BLD の増加とともに正

の線量方向に平行移動し、切片は正から負に減少する。BLD=4.45 mGyUN2021の線量ゼロでの0.03/104 PY の発生率は、

がん登録から予想される発生率と一致した（図1A の原点近くの第 4 群-日本の残りの地域、表8［2］の甲状腺線量 0.073-
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0.63 mGyUN2021に対応する紫色の四角）。EAR－線量プロット（BLD=0）の線量 0 での高い発生率は、FHMS で推定さ

れた外部被ばく量と UNSCEAR 2020/2021 で推定された甲状腺線量において、摂取による甲状腺線量が含まれないかほ

ぼ無視されていることに起因すると考えられる。 

図 1  BLD=0, 2.5, 4.45 mGyUN2021に対する、2 巡目スクリーニング（2014-2015 年度）における低線量群（1mSv 未満）、

中線量群（1-2mSv）、高線量群(≧2mSv)の甲状腺がんの過剰絶対リスク EAR/104 PY と UNSCEAR 2020/2021 で推定

された10 歳児甲状腺量の関係。 B. 線量群の甲状腺がんの相対リスクRR とUNSCEAR2020/2021 甲状腺線量依存性。

福島県の 3 つの想定BLD に対応する線形回帰式を記載。 

 

IV 福島とチェノブイリにおける EAR の線量依存性からの換算係数 k 

Jacob らは、1991-1995 年のチェルノブイリにおける EAR/104 PY が甲状腺線量 (Gy)に比例して増加することを見いだ

した。被ばく影響のない状態で予測される症例数として、ウクライナ南部での発生率4.2 /106 PY が採用されている [3] 。 
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図 2. 福島県における EAR/104 PY の線量応答（BLD=4.45mGyUN2021) を 

チェルノブイリ：ベラルーシ、ウクライナ、ロシアの地域と比較 [3] 

チェルノブイリにおけるEAR/104 PYの値は、EAR/Gy 値とチェルノブイリの様々な地域の平均甲状腺線量値（表1 [3] ）

から計算し、福島における EAR/104 PY の線量依存性をチェルノブイリと比較した (図 2) 。 

BLD=4.45mGy UN2021と仮定し、k=1 すなわち１GyUN2021=１Gy とした場合の福島の EAR-甲状腺線量依存性（オレン

ジ色の四角）は、チェルノブイリの甲状腺線量依存性（青色のひし形）と大きく異なっていることが分かる。チェルノブ

イリの事例と比較して、福島では甲状腺の最低線量域（<0.02Gy）で甲状腺がんの発生率が高いことから、UNSCEAR 

2020/2021 で推定された甲状腺線量は著しく過小評価されていることが示唆された（図 2）。チェルノブイリの EAR－線

量プロットは、福島の BLD=4.45mGyUN2021に対する k=60 と k=70 の線量プロットの中間にあるので、k=60~70 は妥

当な換算係数であると考えられる。観測されたEAR/104 PY GyUN22021＝137（95%CI: 83, 191）は、チェルノブイリで観

測された EAR/104 PY Gy の 2.1-2.3 の約 60 倍であり（表 2）、これは上記の k=60～70 の推定と一致している。また、
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福島の甲状腺がん発生率に対応するチェルノブイリの甲状腺線量と BLD=0, 4.45mGyUN2021 に対する平均甲状腺線量と

の比から、福島での発生率に対応する係数ｋはそれぞれ約 110 と 66 と推定された（表 1）。 

 

V チェルノブイリより福島ではるかに高い ERR/Gy 

発生率－線量プロットのゼロ線量への外挿リスクと比較した相対リスク（RR）は、BLD=0 の場合、ERR/GyUN2021 

=213(95%CI: 129, 297)で、甲状腺線量に比例して増加することが判明した[1]。ゼロ線量での外挿リスクと比較した

RR は EAR-dose plot の切片に反比例するので、BLD のわずかな変化は RR と ERR/GyUN2021に劇的な影響を与えた；

BLD = 0, 2.5, 4.45 mGyUN2021に対して ERR/GyUN2021はそれぞれ 213, 1445, 4134 だった（図 1B、表 2A）。BLD 補正

により ERR/GyUN2021は213 から 4134 へと約 20 倍になり、BLD=4.45mGyUN2021で補正後の ERR/GyUN2021＝4134 は、

チェルノブイリ後の観測値5-23 の約 200 倍に相当する（Table 2B）。甲状腺への実吸収線量のデータが乏しいため、

ERR/GyUN2021の最適な推定値が何であるかは分からないが、福島の ERR/GyUN2021は BLD 補正なしの 213 よりはるか

に高い可能性がある。チェルノブイリの ERR/Gy=23 に対して k =10~180 と推定された。 
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放射線医学総合研究所は、宇野らのデータから、福島原発の南または南西 45-220km に住む母親で 119-432mSv、その

乳児で 330-1190mSv の甲状腺等価線量を推定した[7, 14, 15]。Ourplanet TV は、2011 年 3 月 19 日付けの福島県の未

発表の食品データから、I-131 43,000Bq/kg、I-132 73,000Bq/kg など指定廃棄物を超える放射性物質濃度が検出された

ことを報告している[16,17]。福島市の中央卸売市場は開かれており、2011 年 3 月 21 日まで汚染された野菜が流通し

ていた。5 歳児の甲状腺等価線量係数を 2.1×10-6 Sv/Bq とすると、3 月 15 日の大量放出後 6 日間、5 歳児がほう

れん草を 200g/day で食べた場合の甲状腺線量は 136mSv と算出される。UNSCEAR2020/2021 の 10 歳児の摂取によ

る推定甲状腺線量 0.95mGy より、実際の甲状腺線量はかなり大きかった可能性がある。津田らは、福島での I-131 被ば

く線量の測定値が不確かなものであり、WHOやUNSCEARが線量評価値を引き下げた過程の詳細を報告している[7]。

甲状腺被ばく線量の推定値が 1mSv 未満から 1000mSv 以上と大きな開きがあるため、小児甲状腺がんの発生率などを使

った別の甲状腺線量の測定法が必要であることを提案している。 

 

結論  

福島原発事故後の信頼できる甲状腺の直接測定が全くないため、UNSCEAR2020/2021 で推定された甲状腺線量とチェ

ルノブイリでの甲状腺直接測定に基づく甲状腺線量を結ぶ係数 k（1GyUN2021 = k × 1Gy）の見積もりを行い、福島での

I-131 被ばく範囲を再推定した。その結果、EAR-甲状腺線量プロットの線量依存性から k=60~70、福島での EAR/104 

PY GyUN2021 とチェルノブイリでの値との比から k ~60、福島での ERR/GyUN2021 とチェルノブイリでの ERR/Gy の比

から k =10~180 となった。UNSCEAR 2020/2021 の甲状腺被ばく線量は、1/50～1/100 程度に過小評価されている可

能性がある。福島原発事故後、小児甲状腺がんが数十倍に増加したのは、チェルノブイリ並みの放射性ヨウ素被ばくに

よるものであることが判明した。 


