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平成２５年（ワ）第３０５３号，同２６年（ワ）第６４９号，同２７年（ワ）第

２２４１号                         

原 告  萩原 ゆきみ 外１７４名 

被 告  国 外１名 

 

準備書面（５４） 

―高橋意見書について― 

平成２９年８月１８日 

 

京都地方裁判所 第７民事部 合議ほＡ係 御中 

 

原告ら訴訟代理人弁護士  川  中     宏 

 

           同       田  辺  保  雄 

 

第１ 本準備書面の目的 

 被告国は、高橋秀人作成にかかる意見書（丙Ｄ共３５。以下、「高橋意見

書」という。）を提出した。 

 高橋意見書は、崎山証人作成にかかる意見書に関連して作成されたもので

あり、その目的は、津田敏秀教授ら作成にかかる論文（Ｅｐｉｄｅｍｉｏｌ

ｏｇｙ誌に掲載されたもので甲Ｄ共１６８号証の１として提出済み。以下、

「津田論文」という。）に基づく意見を中心とする、福島県内の甲状腺がん

多発の存否等に関する崎山証人の意見に批判的な検討を加えること等にある。 

 本準備書面は、高橋意見書の批判的意見が誤っていること及び同意見書に

信用性が著しく欠けている点を指摘するものである。 

 



- 2 - 

第２ 津田論文の意義と内容 

１ 津田論文の意義 

 福島県の実施した県民健康調査の概要等は、原告ら準備書面（２８）で説

明した。すなわち、福島県民健康調査において甲状腺がんが多数発見されて

いる事実を指摘し、かつ、これが甲状腺がんの多発であるとする津田論文の

分析結果の概要等についても、津田教授が和文で公表した雑誌記事（甲Ｄ共

１３０）に基づいて指摘したところである（同準備書面第３、４項⑶）。 

 高橋意見書は、津田論文について根拠のない批判を内容とするものである

から、津田論文が高い権威を持つ雑誌に掲載されていること及び同論文が明

らかにした内容について詳細に主張をし、もって、高橋意見書の批判が的を

得ないものであることを指摘する。 

 なお、津田論文は、疫学の専門誌に掲載されたことから、疫学が当然の前

提としている事実については触れられていないので、こうした点は、一般人

向けに書かれた津田教授の雑誌記事（甲Ｄ共１３０）等に基づいて説明し、

然る後に、津田論文の内容について高橋意見書の批判に関連する部分を詳し

く指摘する。 

２ Ｅｐｉｄｅｍｉｏｌｏｇｙ誌に掲載される意義 

津田論文は、Ｅｐｉｄｅｍｉｏｌｏｇｙ誌に掲載された。同誌は、国際環

境疫学会（ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＳＯＣＩＥＴＹ ＦＯＲ ＥＮＶ

ＩＲＯＮＭＥＮＴＡＬ ＥＰＩＤＥＭＩＯＬＯＧＹ）の公式ジャーナルであ

り、疫学分野では極めて高い権威を有する。 

当然のことながら、同一領域研究者による査読（ピアレビュー）を経て選

ばれた極めて高いレベルの論文だけが掲載されている。 

津田論文は、こうした査読を経てＥｐｉｄｅｍｉｏｌｏｇｙ誌に掲載され

ただけではなく、その後、国際環境疫学会会長は、津田論文をふまえ、日本

政府に対してレターを発出し、早期発見、早期治療のためのスクリーニング
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をさらに進め、住民のために放射線による健康影響のデータを示すよう求め

た。 

なお、津田論文については、多くの批判的コメントが寄せられたが、津田

氏は、必要な反論をＥｐｉｄｅｍｉｏｌｏｇｙ誌に投稿している（内容につ

いては後述）。 

また、津田論文に関連して、国際環境疫学会は、意見交換のためにブログ

を設置した。そこにおける議論についても、津田教授による反論ないし説明

に対して、さらなる再反論、指摘等はなされていない。議論には決着が付い

ていると評価される。 

３ 因果関係の認識 

 原因（たとえば被ばく）と結果（たとえば甲状腺がん）との因果関係は、

概念であるために直接、観察することができない。 

 直接観察が不可能であっても、観察可能なデータに基づいて定量的に議論

することは可能であり、それこそが科学の役割である。 

 ある病気のある原因が作用するとき、その病気のその原因が作用しないと

きに比べてその病気は多発する。したがって、ある病気の「多発」を知るこ

とは、その原因とその病気の因果関係を推論するための第一歩である。 

 そして、多発が観察され、問題となっている原因以外の説明がどうやら成

り立たない、もしくは成り立ったとしてもその多発をせいぜい一部しか説明

できないときに、この原因に見られる因果関係により、この程度の多発が起

こっているのではないかと推測できるのである。 

４ 多発の確認方法 

 多発は、その原因が作用した人々におけるその病気の発生率と、その原因

が作用しなかった人々のその発生率を比べることによって示される。この比

較は、引き算（差）または割り算（比）によって行われる。 

 福島県での甲状腺がんの発生を比較するときは、日本全国の発生率と比較
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する方法と（外部比較）、福島県内での発生率を相互に比較する方法（内部

比較）がある。 

 津田論文では、外部比較については発生率比という指標を用い、内部比較

については有病オッズ比が用いられた。 

５ 点推定値と区間推定値 

 統計学は科学の文法とも言われ、科学的推論に用いられるデータは、統計

学によって科学的定量的概念が導かれるが、この科学的概念には統計的推論

が加えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（甲Ｄ共１３０号証９１ページより） 

 統計的推論とは、簡単に言えば、上記図２に示すような確率分布の山を示

して、多発の程度のどのあたりの確率が高そうで、確率のどの部分を把握出

来るのは多発の程度で言えばどの範囲なのかということを把握することであ

る。 

 通常、確率分布の山の頂上部分の発生率比と９５パーセント（９０パーセ

ントでも８０パーセントでもよく、どの値を採用するかは研究者の任意であ

る）の確率を把握出来る範囲の発生率比二つ、あわせて３つの比が論文で示
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されることになる。前者が点推定値、後者の二つは区間推定値（９５パーセ

ント信頼区間）と呼ばれる。 

 確率分布の山は、９５パーセント信頼区間の内側と外側で段差があるわけ

ではなく、その境目（区間推定値）の前後は確率が連続していることが図２

からも理解できる。 

 いわゆる統計的有意差検定は、このような確率分布の山の裾野に引かれた

縦線で示されるこの境目の内側にいるのか外側にいるのかを、確率値（Ｐ値

）を用いて判断していることになる（以上については原告ら準備書面（５１

）第３においても説明した）。 

６ 検診データと年間発生率データ 

（１）地域分け 

 津田論文では、平成２３年度の原発近隣地域の市町村の受診者数は約４万

人であって、これを一つにまとめている。 

 また、平成２４年度の中通りの人口集中地域の市町村は、北部の福島市と

その北側の町、中部の市町村、郡山市、南部の白河市と周辺の町村、平成２

５年度の残りの市町村は、いわき市、いわき市の西側の県南東部の市町村、

会津地方、県北東部の相馬地方、の計９つに区分している。 

 福島市、郡山市、いわき市の人口の多い市を独立させることを考えると誰

でもこのような分け方になる。 

（２）外部比較の方法 

 外部比較に用いられた日本の年間データは発生率であるのに対し、福島県

民健康調査での検診データは有病割合であって、このままだと指標が異なっ

ていることから直接に比較することができない。 

 一般に発生率と罹病期間がずっと変わらない状況（定常状態）において、

有病割合が小さい場合には、「有病割合≒発生率×平均有病期間」という関

係が成り立つ。 



- 6 - 

 有病割合が小さいとは、たとえば０．１より小さいような場合のことであ

る。 

 津田論文は、このよく知られた式を県民健康調査の結果に応用した。 

 すなわち、定常状態における有病プールのモデル（上記）を検診における

潜伏期間に応用したのである。 

 津田論文では、潜伏期間（ｌａｔｅｎｔ ｄｕｒａｔｉｏｎ）は、がんが

検診と細胞診により検出可能となった期日から、検診ではなく臨床現場で診

断される期日もしくは手術の期日までの時間を示す概念として用いている

（甲Ｄ共１６８号証の３ ６頁以下）。後述の通り、ここで潜伏期間は、平

均有病期間に対応するものとして設定されたものであるから、特に断りがな

くても、「平均」潜伏期間であることには注意が必要である（実際には後記

のとおり、平均であることは明示的に示されている）。 

 そして、応用された式をもとに、津田論文では、曝露グループ（検診対象

者）における発生率を算定し、これを日本全体の発生率と外部比較したので

ある。 

（３）外部比較のための平均潜伏期間の設定 

 福島県内で行われている超音波エコーを用いた甲状腺検診の第一次検査で

は、超音波エコーでみえる結節（内部が充実した塊）が直径５．１ミリメー

トル以上、嚢胞（内部が液状の袋）が直径２０．１ミリメートル以上でない

と精密検査となる第二次検査に廻されない。 

 したがって、上記の「平均潜伏期間」とは、甲状腺の異変が少なくとも５．

１ミリメートル以上となってから、通常の外来受診や手術による摘出となる

までの期間となる。 

 但し、甲状腺の異変が結節で５．１ミリメートル以上、嚢胞で２０．１ミ

リメートル以上となる瞬間は誰にも観察できない。そこで、津田論文では、

この「平均潜伏期間」に様々な現実的な年数を考慮して与え、検診データの
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有病割合から日本の年間発生率データと比較可能な発生率を導こうとしてい

る。 

 このように現実的に可能な値を与えて目的の指標を推定する方法は感度分

析と呼ばれる。すなわち、感度分析とは割り当てた数字（津田論文では４年

）がもし異なり多くなったり、少なくなったりした場合、結果や結論に影響

をどの程度変化を与えるかを見積もるために、様々な値を割り当てて、結果

や結論に変化が生じないことを確かめる標準的な分析手法である。 

 津田論文では、平均潜伏期間を４年としているが、実際的にはその上限は

２０年までであると考えられるし、実際には津田教授らは１年から１００年

まで確認し、結論に変化がないことを確認している（甲Ｄ共１６８号証の３ 

訳注２）。 

（４）内部比較における有病割合の比較 

 内部比較である福島県内の検診データどうしの比較にあたっては、有病割

合どうしを比較するのであるが、有病割合の比ではなく、有病オッズを比較

している。 

有病オッズ＝有病割合÷（１－有病割合） 

 このようにするのは、外部比較において発生率どうしの比較を行って得た

発生率比と同じ意味合いを持たせるためである。 

 外部比較である発生率比と内部比較である有病オッズ比の結果を示したの

が、後記の表である。 

 １巡目（平成２７年６月３０日締めの確定版）は、外部比較で２０倍から

５０倍の多発を生じており、福島県内の内部比較でも最大で２．６倍の違い

がみられた。 

 また２巡目検診（本格検査）の結果は、多発の原因が、いわゆるスクリー

ニング効果のみで、事故の影響がないのであれば、殆ど甲状腺がんが検出さ

れないはずであるのに（また、本格検査の検診結果の判明は途上であるのに
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）、すでに１巡目の倍率や有病割合を上回り始めている。 

 ２巡目からは、対象者の年令が若干上がってきているので比較する発生率

を年間１００万人に５人に引き上げているが、それでもそのような結果とな

っている。 

 これに原発事故から検診までの期間を考慮すれば（すなわち潜伏期間を考

慮すれば）、原子力発電所に近い地域ほど多発していることがわかる。 

（甲Ｄ共１３０号証８９頁） 

 

第３ 高橋意見書のその他の誤りについて 

１ 「Ｄ＝４」という仮定の妥当性について 

 高橋意見書は、「（津田論文は）原発事故からがん検出までの最大期間で

ある４年間という数値を用いて、定常有病集団（ｐｒｅｖａｌｅｎｃｅ ｐ

ｏｏｌ）を仮定した（図３参照）。この仮定は、すべての症例でがんが、原
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発事故時あるいはそれ以降に、がん検診により検出可能になったこと、そし

てこれらのがん全てが４年以内に臨床的に検出されるほど進行したことを意

味している。」と指摘する（高橋意見書１０頁 下線部は原告ら代理人）。 

 つまり、高橋意見書は、津田論文が、「これらのがん全てが４年以内に臨

床的に検出されるほど進行した」ことを仮定しているとして非難するもので

ある。 

 しかし、上に下線部で示した部分は、明らかな津田論文の誤読である。 

 津田論文がＤを「平均」潜伏期間としていることは明らかである。 

 津田論文に対しては様々なレターによる意見が寄せられたが、それらにつ

いては、津田教授自らが回答を行っている（甲Ｄ共１６８号証の３ 以下、

「津田回答」という。）。 

 津田回答には、ｅＡｐｐｅｎｄｉｘが付されており（甲Ｄ共１６８号証の

３ ６頁以下）、津田論文における有病割合から発生率への転換方法及び潜

在がんの補正方法が説明されている。 

 このｅＡｐｐｅｎｄｉｘには、曝露グループの潜伏期間Ｄについて明確に

「平均」潜伏期間であることが示されている。 

２ 「Ｄ＝４」に関する更なる疑問について 

 高橋意見書は、「一般論ではＩ’＝ｍ／Ｍとして罹患率（臨床的に検出で

きる罹患率）が計算され、津田氏らの仮定に依拠すると、ｍ＝１５０人、Ｍ

＝６０５人となり、年間あたりのＩ’が１５０／６５０＝０．２５、つまり

年間当たり４人に１人が臨床的にがん罹患するという結果が算出されること

になってしまう。これは現実的にあり得ない数字である」と非難する（高橋

意見書１１頁）。 

ここで高橋意見書において用いられている略号は次のとおりである。 

Ｉ 疾病になる罹患率 

Ｉ’ 疾患から解放される率（疾病集団から出て行く率） 
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ｍ 検診で発見された人数 

Ｍ 疾病集団 

 しかし、高橋意見書が行っている上記算出過程は、必ずしもその意味が明

らかでない。 

 そもそも、Ｉ’は、疾患から解放される率、すなわちがんと診断されて疾

病集団から出て行く率である。 

 がんを持っている人（疾病集団 Ｍ）から、１年間にがんを発見される人

数（検診で発見された人数 ｍ）の割合が０．２５となることは、現実離れ

しているとの評価を受けるような数字ではない。 

 ０．２５とは、津田論文が採用した平均罹病期間４年の逆数であるが、仮

にこの期間を２０年にしても結論に変化はなかった（実際に津田教授らが１

００年まで検討していたことは前述のとおり）。 

３ 津田氏らの研究（２０１５）に対するその他のコメントについてへの批判 

 高橋意見書は、津田論文に対するＫｏｒｂｌｅｉｎ（ｏは、正確にはオー

ウムラウト。以下同じ）とＳｕｚｕｋｉらのレターを引用する。 

 このうち、Ｋｏｒｂｌｅｉｎは、汚染区分ごとの３地域で比較を行ったが、

放射能汚染と甲状腺がん有病率との関係がみられなかったと指摘していると

される。 

 しかし、津田回答において、次のようにこの点の疑問に答えている。 

「この事故で最も近い地域におけるリスク推定値が比較的低いことに関

しては、私たちは、この事故と検診の時期との間で経過した時間の長さ

の影響を考慮すべきです。私たちの論文内で、第２の限界として述べま

したように、この交絡の可能性があることは、事故の影響を過小評価す

ることにつながります。感度分析として、私たちは、この経過時間に関

して調整するために、事故時からそれぞれの地域における検診までの時

間を割り当てました。（中略）この調整された有病オッズ比は、量反応
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関係を示していました。」（甲Ｄ共１６８号証の３ ２頁）。 

 上記調整後の表は、後記の通りであり、直近地域の有病オッズ比（ＰＯＲ

）が最も高くなっている。 

（甲Ｄ共１６８の３ ５頁） 

 

 また、Ｋｏｒｂｌｅｉｎは、チェルノブイリ原発事故後にベラルーシで小

児甲状腺がんが急増したのは事故から４年後にあたる１９９０年以降である

ため、福島では２０１５年よりも前に小児甲状腺がんの増加が起こると思わ

れないとも指摘しているとされる。 

 しかし、実際には、チェルノブイリ原発事故、３年以内に甲状腺がんの過

剰症例が観察されたチェルノブイリデータが存在している（甲Ｄ共１６８号

証の３ １頁）。 
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 Ｓｕｚｕｋｉは、妥当な外部比較のために比較可能性の問題を指摘し、が

ん登録と県民健康調査との症例探索方法が異なることから、それらを直接比

較することは誤解を招く恐れがあると指摘したとされる。 

 これは、非曝露人口に関する情報についての指摘であるが、津田回答は、

この点に答えて次のように指摘している。 

「しかし、もっとかなり大きな観察数が与えられたウクライナ（訳注 ベラ

ルーシの誤り）における非曝露や比較的低線量の地域における４７，２０３

人での超音波検査からの観察の方が、より適切でしょう。私たちの論文のｅ

Ｔａｂｌｅ１に示したように、この観察では、がんの症例は１人も検出され

ませんでした（９５％信頼区間：１００万人あたり０－７８人）。さらに、

レターのいくつかにおいて無視されましたが、例えば年齢とか診断基準によ

って、韓国での知見を使う際には比較可能性が考慮されるべきです。韓国で

の検診は、福島での診断基準とは異なった診断を用いて大人に対して行われ

たものです。韓国での知見では、手術された患者の４分の１が５．０ｍｍ未

満の腫瘍であり、一方、このサイズのがんは福島では検出されませんでした。

」（甲Ｄ共１６８号証の３ ４頁）。 

４ 甲状腺がんの増殖速度について 

 崎山証人は、①２巡目検査において悪性又は悪性疑いと診断された５１人

のうち４７人が先行検査で異常なしと診断されていたことを指摘した上で、

②わずか３年足らずでがんが最大３０．１ｍｍにまで増殖した可能性が高く、

増殖速度はかなり高いとの主張する。これに対し、高橋意見書は、不正確な

認識の可能性があると非難する（高橋意見書 １２頁）。 

 ①については、高橋意見書は、「４７人が先行検査でＡ判定（Ａ１が２５

人、Ａ２が２２人）を受けていた、という記載が正確」だと主張する。 

さらに、②については、最大３０．１ｍｍの腫瘍について、１巡目検査の

時点で結節、嚢胞がなかったことを客観的に証明されない限り、崎山証人の
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指摘が成り立たないというのである。 

いずれも議論の本質からかけ離れた非難というほかない。特に②について

は、本来、腫瘍の増殖速度がどの程度であったかが明らかにされていないこ

とこそが非難されるべきである。 

高橋氏が県民健康管理について、情報管理・統計室長の職責にあることに

照らせば、同氏は、こうした県民への情報開示が不十分であることについて

大きな責任を負っている。県民への十分な情報開示を怠る者が、その開示情

報の不足を逆手にとって、相手を難詰している構造が、ここにはある。 

また、高橋意見書は、超音波検査の検出感度に限界があることを主張する。

しかし、高橋氏と同じ県立福島医大に所属する鈴木眞一教授は、１巡目の多

発について、性能の良い超音波検査機器を用いたことにより、検査しなけれ

ば見つからなかった小さながんも発見してしまったと主張をしていた。 

崎山証人が指摘するとおり、２巡目の多発が判ってから、急に、１巡目に

見落としがあった可能性を論じて、機器の性能や診断力の低下をその原因と

するのは筋が通らない議論である。 

５ 県民健康調査と３県調査の比較について 

３県調査とは、青森、山梨、長崎の３県で実施された甲状腺がんの調査で

ある。福島では受診者が約３０万人にも達したのに対し、３県ではわずか４

３６５人に過ぎない。また、甲状腺がんもわずか１例しか発見されなかった。

３県調査の調査対象には、福島では含まれている０歳から２歳までの幼児が

含まれていない。したがって、崎山証人は、対照群として適切でないと指摘

している（甲Ｄ共１３５号証 ２８頁）。 

ところが、高橋意見書は、この二つの調査をある程度比較することは可能

であると主張する（具体的にどのように比較するのかについては、不明であ

る）。 

しかし、小児甲状腺がんの発症は年齢が大きな罹患要因となっており、年
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齢が高くなればなるほど発症率が高まる。 

３県調査は、福島県民健康調査と比較した場合、検査時の平均年齢が２歳

程度高く、年少者（甲状腺がんになりにくい）の割合が低くなっている。 

さらに３県調査は、検査対象が県庁所在地にある附属学校という調査対象

者の選択バイアスも存在している。 

繰り返しとなるが、小児甲状腺がんは発症率が年齢の影響を受ける疾患で

あるから、年齢層を揃えることは、比較をするための最低限の条件である。 

６ 本格検査（２巡目検診）の結果の解釈について 

崎山証人は、２巡目検査で発見された甲状腺がんについて、スクリーニン

グ効果では説明ができないことを主張した。 

これに対し、高橋意見書は、甲状腺検査で発見される悪性所見が客観的に

その時点で存在する悪性所見のすべてではない可能性あり、国立がんセンタ

ーのがん罹患統計は、潜在的に存在していたがんが反映されていないと主張

する。 

その論拠として高橋意見書は、韓国における調査研究や剖検例をあげる

（高橋意見書 １５頁）。しかし、韓国での調査は小児を対象とするもので

はないし、剖検例も高齢者が多いと考えられるので、いずれも福島県民健康

調査と比較することは考えられない（甲Ｄ共１６１号証 １６頁）。 

第４ 高橋意見書の信用性 

１ 潜伏期間についての高橋氏の指摘が不当であること 

 高橋意見書の津田論文に対する批判の一つは、潜伏期間に関するものであ

るが、津田論文が「平均」潜伏期間について論及していることは、疫学の基

本的な知識を持っている者が正確に津田論文及び津田回答を通常の注意力を

もって読めば、間違うはずのない誤った指摘である。 

 ここから導き出される可能性は二つのうち、いずれかである。 

 一つは、高橋氏が疫学の知識に乏しく津田論文を読み誤った可能性である。 
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 もう一つは、「平均」と必ずしも記載されていないことを奇貨として、そ

の意味を知らない一般人である読み手を故意に誤解に導こうとした可能性で

ある。 

２ 平均潜伏期間を４年としたことについての高橋氏の指摘が不当であること 

 平均潜伏期間を４年と設定したことについて、高橋意見書は、現実的にあ

り得ないと断言する。 

しかし、津田論文は、５．１ｍｍ以上の結節か２０．１ｍｍ以上の嚢胞が

ある状態から臨床的に検出可能になったり、手術するまでの期間を潜伏期間

（前臨床的有病期間 ｌａｔｅｎｔ ｄｕｒａｔｉｏｎ）として定義してい

るのである。もともと、そうしたある程度の大きさをもった結節、嚢胞が、

臨床的にがんと診断されたり手術するまでの期間の平均なのであるから、通

常人の感覚としても、それが「現実的にあり得ない」とは受け止められない。 

加えて、この潜伏期間については、津田回答で１年から２０年までの感度

分析をしても、結論に影響がなかったことが記載されている。 

それなのに、高橋氏は、４年以外の場合の結果についても検討が必要なの

ではないかと指摘している。高橋氏が津田回答を読んでいないことは、ほぼ

確実である。 

高橋氏が津田論文に寄せられた批判的なレターを引用しながら、それに応

答した津田回答を読まずに、津田氏らへの批判を内容とする高橋意見書を作

成したのであるから、極めて不誠実な態度と言わざるを得ない。 

３ 小括 

上記いずれの点からも、高橋意見書には、科学的な議論においてみられる

意見の相違とは言いがたい内容が含まれており、およそ信用性に欠けるもの

である。 

以上 


