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甲状腺がん検診の目的 
 

放射線被ばくによって、甲状腺と言う畑の中に 

①ガンの種がまかれ 

②地中で芽が出て 

③だんだん大きくなり（潜在がん） 

④土から顔を出す（臨床がん） 
 

＜③を見つけて早期治療することが必要＞ 
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放射性物質 
Radioactive  fallout 

甲状腺 
Thyroid gland 

放射線被ばくで甲状腺の中にガンができる。 左：被ばく直後 右：被ばく数年後． 
甲状腺エコー検診は「潜在がん」を見つけるのが目的 

Principal purpose of thyroid examination is to detect occult cancer. 

潜在がん 
Occult cancer 

① 

② ③ 

④ 
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チェルノブイリ事故によって、多くのこどもたちが甲状腺がんに

なりました。外から見ただけであるいは触診しただけでしこりが

できていることがわかる「臨床がん」が多発したのです。 

 

そのため、早く見つけて治療するために、小さながん（潜在が

ん）ができていないかどうかを調べるために超音波検査による

検診が始まりました。 

 

当時、この検診を行ったのが、山下俊一氏（現福島県立医科大

学副学長）のチームでした。 
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1995年に山下俊一氏、長瀧重信氏らが共同著者となった論
文がThyroidという医学雑誌に発表されています（以下山下
チーム論文）。 
 
これは、事故時10才以下だったチェルノブイリ周辺の約5万
人の子どもたちを対象に、事故から5～7年後に甲状腺超音
波検査を行った結果を報告したものです。 
 
直径5ミリ以上の甲状腺病変を超音波検査で検出し、穿刺細
胞診検査などで診断を行った結果、 
 

１万４千人に１人の甲状腺がんが発見されました。高汚染地
域では４千５百人に１人見つかりました。 

5 



【論文名】チェルノブイリ周辺の子どもの甲状腺の病気 

【著者】Ito M, Yamashita S（山下俊一）, Ashizawa K, Namba H, Hoshi M, Shibata Y, Sekine I, Nagataki S

（長瀧重信） 【掲載誌】『Thyroid（甲状腺）』第5巻第5号、365～8ページ、1995年 

【要約】チェルノブイリ周辺の子ども達にどれほど甲状腺の病気があるのかを調べるために、ベラルー

シ、ウクライナ、ロシアの5カ所の地域で、超音波検査と針吸引細胞診検査（FNA）による検診を行った。

ゴメリ、ジトミル、キエフ、西ブリヤンスクは放射能汚染が高度なため管理区域とされている。これらの

地域よりも比較的放射能汚染の少ないモギレフの子どもたちを対照集団とした。55,045名（男子26,406

名、女子28,648名）に甲状腺超音波検査を行った結果、甲状腺の結節、のう胞、異常エコーレベルの

頻度は、モギレフよりも放射能汚染の高度な地域で有意に多かった。超音波検査で異常所見の見ら

れた1,396名中197名にFNAを行った。うち171名（男子51名、女子120名）で診断に必要な十分な検体

が得られた。残りの26名では、診断に必要な検体を得ることが出来なかった。171名中、汚染の高度な

地域の4人の子どもが甲状腺がんと診断された（4÷171＝2.3％）。うち2人はゴメリに住んでいた。他に

は濾胞性腫瘍が6.4％、腺腫性甲状腺腫が18.7％、慢性甲状腺炎が31.0％、のう胞が24％に見られた。

したがって、超音波検査で甲状腺の中にしこりがあるように見える所見の多くは、慢性甲状腺炎やのう

胞など腫瘍以外の病変によるものであることが示唆された。こうした知見は、今後の検診の重要な基

礎データとなるものであること、そして子どもの甲状腺の腫瘍や免疫学的炎症の原因は放射性降下物

への被ばくであることを示唆している。 

これが当時の山下チーム論文の要旨 
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現在の福島の土壌汚染度は、 

甲状腺検診地域として選ばれたチェルノブイリ周

辺と同じです。 
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ブリヤンスク モギレフ 

ジトミル 

ゴメリ 

キエフ ↑早川由紀夫先生の作成された
地図を参考にしました 山下チームの調査地域 

色分けは地表汚染度 

中通は 
ゴメリ～モギレフレベル 
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地域 汚染度 検査人数 甲状腺がん 

モギレフ やや低 12,285名 0名 

ゴメリ 高 8,949名 2名 

ブリヤンスク 低 12,147名 0名 

キエフ 低 10,578名 1名 

ジトミル 低 11,095名 1名 

合計 55,054名 4名 

事故時0～10才だったチェルノブイリ周辺の子どもたちに、事故か
ら5～7年目に甲状腺超音波検査を行った山下チームの調査結果
です。全体で1万4千名に1名、高汚染のゴメリ地区では4千5百名
に1名甲状腺がんが発見されました。 
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ところで、今回、福島の18才以下の子どもたち17万4千人の
甲状腺超音波検査で、12名の甲状腺がんが発見されました。 
 
しかもこのほかに甲状腺がんの疑いのある子どもさんが15
名おられるということです。 
 
2013年6月5日の朝日新聞では、「チェルノブイリの事故では、
被曝（ひばく）から４～５年後に甲状腺がんが発生しているこ
とから、県は「被曝による影響の可能性はほとんどない」と説
明している。がんは約１万５千人に１人、疑い例も含めると６
千人に１人の頻度で見つかっている。これまで１００万人に２、
３人とされていた子どもの甲状腺がんの発生頻度より高いが、
県は「精度の高い検査を網羅的に実施しているため」などと
みている。」と報道されています。 
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第11回県民健康管理調査検討委員会報告（抜粋） 



チェルノブイリと福島の甲状腺検診 
 

共通点 
① 山下俊一氏が参加した調査 
② 5ミリ以上の病変を拾い出した 
③ 発見された腫瘍の大きさがほぼ同じ 
④ 地域全体の子どもを検診対象とした 

 

違う点 
① 検診時期（福島は事故の1年後、チェルノブイ
リは5年後以降） 

② がんの頻度（福島の方がチェルノブイリよりも
多い可能性大） 

 

⇒福島の事態を考察する上でチェルノブイリ検診は
有用な情報を持っている 

12 



チェルノブイリ 福島 

山下俊一氏の関与 あり あり 

検診時期 事故の5～7年後 事故の1年後 

超音波検査感度 径5ミリ超の病変 径5ミリ超の病変 

検診者数 55,054名 17万4千名 

甲状腺がん症例数 4名 確12名+疑15名 

がん（結節）の直径 平均16mm 平均16mm（6～34㎜） 

データ出典 

Ito M, Yamashita S, Nagataki S他．

チェルノブイリ周辺の子どもの甲状
腺の病気．『Thyroid（甲状腺）』第5巻
第5号、365～8、1995年.  
Ito M, Yamashita S et al. 
Histopathological characteristics of 
childhood thyroid cancer in Gomel, 
Belarus. Int J Cancer. 1996 Jan 
3;65(1):29-33.  

2013年6月福島県県民健康
管理調査検討委員会 

原発事故後の小児の甲状腺検診結果のまとめ 
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検診人数を四角形の面積で、土壌汚染度を色

分けして表示すると、 

 

●甲状腺がん ●強い疑い例 
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5万5千名中 
17万4千名中 

チェルノブイリ周辺 
事故5～7年後 

福島 
事故後2年未満 

甲状腺がん     同強い疑い 

原発事故後の小児甲状腺検診結果の比較 
福島はチェルノブイリより甲状腺がんが多い可能性あり 
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検診時期の違いが重要です。 
 

チェルノブイリ調査は、事故の数年後、臨床がんが明

らかに激増したことがわかった時期に行われました。 
 

福島調査は、事故のわずか1年後に行われました。

チェルノブイリなら、がんの激増前の時期です。 
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原発事故5～7年後 
（山下氏らの調査時期） 

原発事故1～2年後 
（福島調査のタイミング） 

予測値 

実測値 

チェルノブイリ事故発生 

http://www.rri.kyoto-u.ac.jp/NSRG/seminar/No91/Malko_comments.pdf 
「2003 年3 月9 日 今中哲二 Malko 講演会の概要とコメントより」掲載グラフに松崎加筆 

山下氏らのチェルノブイリ調査は事故の数年後＝甲状腺がん激増中。 
福島調査は事故の1年後＝チェルノブイリなら激増前。 

ベ
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直径5ミリ以上の結節を拾い上げるという共通の診断基準で

行った調査で、 

原発事故から数年後のチェルノブイリと、1年後の福島の潜在

甲状腺がんの頻度が同じだということがわかりました。 

もし福島の疑い例がすべてがんであると仮定したなら、チェル

ノブイリの2倍以上の発がん頻度となります。 



結論 
 

1. 福島の小児甲状腺潜在がんの頻度はすでに事故から

数年後のチェルノブイリを上回っている可能性が強い。 

2. 福島の子どもたちにこれ以上放射線被ばくをさせない

ために、速やかに移住・疎開対策を進めるべきである。 

3. 納得のいく甲状腺の検診（施設配置・精度・検診間隔・

説明などに関し）を受けられるよう体制を整えるべきで

ある。 
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